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（１）参加主体の構成
日本環境教育フォーラム、えどがわエコセンター、葛西臨海地域

 の活性化を考える会、立教大学ESD研究センター、東京海洋大

 学、地球船クラブ、東京商工会議所

 

検定事業部、キープ協会、生

 態教育センター、オーシャンファミリー海洋自然体験センター、自

 然教育研究センター、ふるさと東京を考える実行委員会など

「葛西臨海たんけん隊」の構成
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昨年度までとの異同
※１．防災教育と環境教育の融合、あるいは人材育成や新しい視点での教材作りなどの取り組みをご評

 
価いただき、今年度からユネスコ国内委員会のご後援をいただくに至りました。



試行→現在までの軌跡
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2008年の試行実験から今年度までの3年間で、1250名を超える方にご体験いただき

 ました。



各年度の参加数
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4年間で総計1982名にご体験いた

 だく事業となりました。



2011年度の葛西臨海たんけん隊実績（全9日）
実施日 概要 備考 実績

4月30日 江戸川子ども未来館での座学講習 同館主催のアカデミー講座「つ

 
ながる海の生きものたち」の一

 
環＠こども未来館

23名＋区民ティーチャー4名の計27名

7月30日 江戸川子ども未来館とのコラボレー

 
ションプログラム

上記講座との連携企画 33名＋区民ティーチャー5名の計38名

9月3日 江戸川子ども未来館での座学 16名 前回7月30日の現地体験を踏まえた

 
講座。

10月8日 セルフガイドプログラム 63組136名

10月9日 セルフガイドプログラム Eボートプログラムを実施 147組283名

10月10日 Eボート＋防災かまどを使った炊さん

 
体験を西なぎさで展開

午前の部、午後の部の2部制で

 
実施

40名

10月22日 オール62市区町村共同事業 江戸川区との共同主催事業 10組20名＋関係者3名の計23名

10月30日 視覚障害者対象防災プログラム 視覚障害者13名＋健常者が19名の

 
計32名

11月9日 江戸川総合人生大学 同大学正規講座として実施 32名＋関係者3名の計35名

11月27日 セルフガイドプログラム 103名

2011年度総参加者数 7３３名

※上記以外に、「エコプロダクツ展2011」において「ESDの10年・世界の祭典」推進フォーラムブースにてパンフレット配布を行いました。
12月15日～17日の三日間で500名の方にご説明をいたしました。



2011年度活動の4つの柱
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学習プログラムを中核として展開することは言うまでもありませんが、付随して各種プログラ

 
ムをあわせ提供します。

・インターンの受入れ
・東京海洋大学講座と

 
の連携→単位認定化

・従来型の少人数対象事前

 
予約型プログラムの展開

・セルフガイド型のブラッシュ

 
アップと複数回の実施によ

 
る参加者拡大

・回数の充実化
・対象の拡大
→地域住民／障がい者な

 
ど

・子ども夢基金やセブンイ

 
レブン財団等、助成獲得。

・ウェブページの拡充によ

 
る現場への誘因拡大。



2011年度活動の主旨

■2011年度実績
参加者733名

■東京都・江戸川区・地元

 
PTA・小中学校、障害者団

 
体等との連携が進展し、事

 
業の発展的継続への期待

 
が高まっている。



2011年度広報等
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教材（ワークブック）：1000部を印刷し800部を配付。

教材（読み物）：12種類各200部を印刷し

全部数を配付。

チラシ：左2万枚、右1万5千枚配布。

江戸川区内主要公共施設全部、葛西地域

 
12の小学校全校生徒と、南葛西第二中学

 
校全生徒、葛西臨海水族園、公園協会等

 
で配布。
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読売新聞社告：2011年10月18日（火曜日）朝刊、

 
多摩版・都民版の計200万部

江戸川区「広報えどがわ」での告知
23万部配布ならびに区ホームページ

東京都公園協会ホームページ「公園へ行こう！」

 
に防災プログラムレポート



江戸川区子ども未来館＋東京海洋大
 とのコラボレーションプログラム
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■葛西臨海公園・海浜公園に加え、江戸川区立子ども未来

 
館を活用したプログラム。昨年3回実施した内容を踏襲。

■2010年度は、葛西臨海たんけん隊が子ども未来館を間借

 
りする体裁だったが、今年度は同館との連携をより積極的

 
に行い、同館の通年型プログラム「アカデミー事業」への

 
参加が実現。

■講座タイトルは「つながる水の生きもの」。葛西臨海たんけ

 
ん隊としては東京海洋大学石丸隆教授がプログラム監修

 
を行うと同時に、以下のプログラムで参加。

・4月30日：石丸隆教授による第一回講演および実験

・7月30日：葛西臨海公園におけるたんけん隊プログラム

・9月3日：座学による7月30日の振り返り（石丸教授）

■なお、子ども未来館とのコラボプログラムについては、東

 
京海洋大学が学生・院生に対して、その参加にあたっての

 
単位認定を行うことが決定している。

東京海洋大学石丸隆教授による講義風景

プログラム風景



セルフガイドプログラム
 （10月8日・9日実施）
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葛西臨海公園展望施設「クリスタルビュー」地下一階と、JR京葉線葛西臨海公園駅前に受付用テ

 
ントを展開。ともに東京都公園協会のご厚意でテント借用とその展開をお認めいただいた。



 

特筆すべき点として、葛西臨海たんけん隊に申し込んでいただいた方の7割が「駅前でチラシをも

 
らってきた」と回答していることがあげられる。葛西臨海公園でのイベント広報には駅前広場の有

 
効活用が重要であると考えられる。



 

なお、回答の2割程度はチラシをもらった場所として「学校」あるいは「水族園」を挙げており、両者

 
での事前のプロモーションが重要であることを示したと考える。



 

上記プロモーションが奏功し、2日間で419名のお客様にご参加いただくことができた。また、参加し

 
ていただいた方のほぼすべてがプログラムに満足していただいている。

葛西臨海公園駅前に設置した受付テント 駅前テントでの受付風景 クリスタルビューに設置した受付テント
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チリメンモンスターをさがせ サカナのぼり なぎさの生きもの観察



13
水族園での解説 鳥類園での解説Eボート体験
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↑2009年以来毎年ご参加いただいている“常連”の皆様

葛西臨海水族園の西園長と坂本副園

 
長も視察においでいただきました

今年だけで4回参加の三浦君（小6）



「セルフガイドプログラム」参加人数（10月8日・9日実施）

日付 場所 人数 備考

10月8日 クリスタルビュー 22組46名

葛西臨海公園駅前 33組68名

工作教室・チリメンモンスターを探せ 71名 教室・チリモンのみ7組19名

西なぎさ（解説） 32組86名

水族園 442名（うち参加者68名）

鳥類園 13組32名

10月8日計 63組136名 招待1組3名

10月9日 クリスタルビュー 56組112名

葛西臨海公園駅前 83組155名

工作教室・チリメンモンスターを探せ 140名 教室・チリモンのみ3組7名

西なぎさ（解説） 90組193名

西なぎさ（Eボート） 43組122名

水族園 791名（うち参加者171名）

鳥類園 65組118名

10月9日計 147組283名 （招待5組9名）

総計 210組419名 （招待6組12名）
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※大観覧車チケットは2日間で計203名
※工作教室・チリメンモンスターのみの申し込みは一組500円（10組×500円＝5000円）。
※体験料収入：194組×1000円＝19万4千円に上記5000円を加えた19万9千円。



防災プログラム（10月10日実施）

実施時間 参加人数 備考

午前の回
（10時～12時30分）

30名
うち招待者24名（※1）

中2：1名、中1：2名、小6：5名、小5：7名、小4：4名、小3：1名

 
の計20名に加え、付添いの保護者10名（※3）

午後の回
（13時～15時）

11名
うち招待者4名（※2）

3歳：1名、年長：1名、小3：1名、小4：2名、小5：1名、小6：1

 
名、上記に加え付添いの保護者4名

計40名 収入総計：午前の回6千円、午後の回6千円の計1万2千円

※1：招待者は臨海小学校前PTA会長・江戸川区青少年委員高原氏の紹介による皆様。
※2：3歳児は無料とした。
※3：子供たちのプログラムが一巡後、保護者達に声掛けを行い、Eボート体験をしていただいた。

■午前の回（10時～12時30分）と午後の回（13時～15時）の2

 
回にわたって開催。

■プログラムの基本的な流れは以下の通り。火おこし体験→

 
かまどへ白米を入れた釜をかける→Eボート体験→カレー

 
実食

■年間を通して有数の繁忙期であることから、西なぎさのみ

 
のプログラム展開とした。

■西なぎさでのEボートプログラムに加え、新規の試みとして

 
西なぎさでの「防災ストーブ」体験。防災ストーブとは、まき

 
をくべて暖をとることも煮炊きにも使える多目的ストーブ。
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防災ストーブ写真



10月10日防災プログラム実施風景
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「オール東京62市区町村共同事業
 

葛西臨海公園探検隊」
 （10月22日）
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東京都に在住の小学4年生以上の親子を対象とした公募プログラム。

参加者は10組20名。

プログラムの概要は以下の通り。

１．クリスタルビュー（園内展望施設）

クリスタルビューでの受付後、本日の主旨を江戸川区環境部環境推進課長古谷氏から頂いてのち、いわゆる

 
アイスブレイク（参加者同士を知るためのプログラム）を実施。

２．西なぎさでの生物観察

人工なぎさへ移動し、プランクトンを主体とした生きもの採集と最終生物の観察・解説を実施。

３．クリスタルビューでの昼食

４．葛西臨海水族園

葛西臨海・環境教育フォーラム作成のワークブックにしたがって各自園内を観察。観察後、園内レクチャールー

 
ムで開設後、淡水生物館へ移動し、解散。

○コンセプト：葛西臨海公園は江戸前ミュージアム

 ○テーマ：食べる・食べられる（生き物は皆、何かを食べ、何かに食べられる）

 ○ゴール＝参加者になってほしい心持ち
「葛西りんかい公園は、自然と人の関係を考えるのに貴重な場所だなあ」
「生きものは、お互いに食べる・食べられるの関係でつながっている」
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江戸川区環境部環境推進課長古谷氏のご挨拶

浜辺の生きもの採集

出店を用意し、採集物の観察

同上
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水族園ではワークブックの使い方をレクチャー ワークブックは園内での観察に使用

「東京湾の生きもの」水槽前で「江戸前寿司」のサ

 
ンプルを使って解説。



視覚障害者向け防災プログラム（10月30日）
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■災害時に援護が必要な方を対象に実施するプログラム。

■江戸川区福祉部との話し合いにより、本年は視覚障がいを持った皆さんを対象

 としたプログラムとした。

■視覚障がい者の皆様は、通常は「アイフレンズ」と呼ばれるボランティアから日

 常の手助けを受けている。しかし、災害時にその援助が得られるとは限らないこ

 とから、通常あまり障がい者との接点がない健常者との協働プログラムの実施

 を企画した。

■プログラム作成にあたっては、江戸川区視覚障害者協会の皆さんとのワーク

 ショップを実施し、具体的なプログラム作成ならびに事前の現地調査を実施して

 いる。

■健常者については中学生以上という条件で公募。

■来年度は視覚障害者向けのプログラムの充実と並行して、聴覚障害者向けの

 プログラム作りを進める予定。

視覚障害者13名＋健常者19名の計32名が参加。

なお、江戸川区福祉部より3名が別途オブザーバーとしてご参加。
※健常者のうちアイフレンズの皆様が12名。



事前の活動
 （ワークショップと現地の下見）
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江戸川区福祉部からのご紹介により、NPO法

 人江戸川区視覚障害者福祉協会の皆様との

 プログラムを実施。



 

事前に、同協会の役員とワークショップを行

 い、双方にとって有意義となるプログラム案を

 作成。



 

後日実際に公園に赴き、その適否を判断す

 るというプロセスを踏んだ。



実施当日（10月30日）
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葛西臨海公園駅前に集合していただき、本日の趣旨説明を

防災トイレの解説

ガイダンス後、第一駐車場へ

江戸川区福祉部からもオブザーバー参加をいただきました
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防災トイレ体験

揚水ポンプ体験
かまどベンチ体験
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防災ボート（Eボート）体験



江戸川総合人生大学（11月9日）
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■2008年のテストプログラム実施時からご参加いただいている。

■同大学の選択科目「地球環境を考える身近な活動」の第二回目として実施。

■申込者の構成は以下の通り。
江戸川まちづくり学科10人 男女7：3

 

平均年齢62.7
国際コミュニティ学科11人 男女4：7

 

平均年齢63.8
子ども・子育て応援学科6人 男女0：6

 

平均年齢57.5
介護・福祉学科

 

11人 男女4：7

 

平均年齢70.3

最年少：子ども・子育て応援学科 46歳
最年長：子ども・子育て応援学科 87歳

実際の参加は、32名（プラス大学事務局3名）

■プログラムのコンセプトとしては、身近な葛西臨海公園が実は生命の宝庫であるという

 
点、ならびにそれらがみな食物連鎖という観点ですべて密接な関連がある、という2点を重

 
視したものとした。
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セルフガイドプログラム（11月27日）
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■10月8日、9日に続き、今年度第三回目のセルフガイドスタイルのプログラム。

■前回との異同は以下。
・受け付け体制：駅前での受付はせず、クリスタルビュー前のみとした。

・チラシの事前配布も行わず、当日受付前でのみ配布。

・気温が上がらない可能性があることから、西なぎさでの展開はせず、なぎさで事前採取した生き

 
ものをクリスタルビューで観察。

・費用を下げるために、大観覧車チケットを別売りとした。（基本価格一組500円、大観覧車チケッ

 
トは一枚500円

 

※協賛企業関係者は一枚300円）

・協賛企業である三井不動産レジデンシャル株式会社社員の皆様向けに、川嶋直による講演会

 
を実施。（「私たちが環境教育を通じて伝えたいこと

 

～自然から学ぶ意味～」）

■売上：合計21,400円

（内訳）

・プログラム：500円×31組＝15500円

・観覧車（一般）：500円×7枚＝3500円

・観覧車（協賛企業）：300円×8枚＝2400円

※協賛企業関係者は無料でご招待とした。



11月27日参加人数
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展開場所 プログラム 備考 参加人数

クリスタルビュー チリメンモンスターを探せ
＆なぎさの生きもの観察

随時実施
幼小児から参加可

83名

水族園 東京湾の生きもの解説（※１） 随時実施 500名

鳥類園 バードウォッチングツアー 計2回実施

小学校高学年向け

6名

いきものたんけんたい 1回実施

幼少児向け

12名

スタンプへのみの立ち寄り 24名

川嶋直講演会 三井不動産レジデン

 
シャル関係者向け

7名

大観覧車 チケット販売 15名

申し込み計 103名（※２）

※１．参加証の有無にかかわらず希望者に解説を行いました。
※２．一般参加67名、三井不動産レジデンシャル関係者36名
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川嶋直講演会（11月27日）
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エコプロダクツ2011への出展（12月15日～17日）
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有明ビッグサイトで開

 催される日本最大級の

 環境展示会「エコプロ

 ダクツ2011」で葛西臨

 海たんけん隊パンフ

 レットと活動報告書を

 配布いたしました（ブー

 スは「ESDの10年・世界

 の祭典」推進フォーラ

 ム）。

3日間で500名の方に

 葛西臨海たんけん隊

 の活動概要を直接お

 話しすることができまし

 た。

※エコプロダクツ2011

 は12月15日～17日の3

 日間の会期18万1487

 人の参加者がありまし

 た。



ロッテ様からのご協賛品
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ホカロン
11月9日以降の参加者全員に配布

お菓子：
（コアラのマーチ・トッポ・アイスブレイカーズ・

コアラのマーチ保存缶）
10月8日以降のプログラムで配布



インターンの参加
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インターンとして大学生・大学院生計20名が参加をしてくださった。

そのうち、4回以上参加してくれた方が7名。全員がインタープリターを希望される優秀かつ熱心な

 
若者である。

インタープリターを希望する方々に実務を体験していただく場を積極的に提供することも使命の一

 
つとして、葛西臨海たんけん隊はインターン養成にも積極的にかかわっていきたい。

江川あゆみさん（左：立教大院） 加藤超大君（左：立教大） （左から）
棚田大介君（東京大）

有馬優香さん（東京海洋大院）
馬渡和華さん（東邦大院）
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