
No. 実施日 学校・団体名 学年 人数 講座区分 内　容 場所

1 5月18日 清水特別支援学校 高等部 33 体験学習 源兵衛川ちゃんかけ拾い・生き物探しなど 源兵衛川

2 5月28日 御殿川生き物探し（腰切不動尊大祭）
子ども・
保護者

30 体験学習 御殿川生き物探し 御殿川

3 6月9日 南小学校 4 90
ミニ出前講座
・体験学習

総合的な学習の時間、社会：水の都三島
を守ろう、わたしたちの静岡県

源兵衛川

4 6月10日 三島中央病院 親子 40 体験学習 ちゃんかけ拾い、生き物観察会 源兵衛川

5 6月12日 東小学校① 4 75 出前講座
総合的な学習の時間：三島の水を調べよ
う

東小学校

6 6月13日 旭ヶ丘幼稚園 年長 15 体験学習
源兵衛川にどのような生き物が住んでいる
のか、また、その生き物の特徴など

源兵衛川

7 6月14日 徳倉小学校 4 90
ミニ出前講座
・体験学習

総合的な学習の時間：三島の水を調べよ
う

源兵衛川

8 6月14日 向山小学校 2 102 体験学習 昆虫の生態について 向山小

9 6月20日 北幼稚園 年長 57 体験学習 源兵衛川の園外保育 源兵衛川

10 6月22日 錦田小学校① 4 95 出前講座 源兵衛川、源兵衛川周辺に住む生き物 錦田小

11 6月22日 北上小学校 2 54 出前講座
ホタルの生態について
（講師：三島ホタルの会）

北上小

12 6月23日 向山小学校 4 97 体験学習 三島の自然の美しさを体験する 源兵衛川

13 6月26日 西幼稚園
年長
年中

13 体験学習 源兵衛川の校外学習 源兵衛川

14 6月27日 西小学校① 3 65 出前講座
源兵衛川についての学習（川の様子、生き
物）

西小学校

15 7月5日 佐野小学校 1 33 体験学習
昆虫採集、身近な生き物の生態や飼い方
について

佐野小周辺

16 7月6日 三島市初任者研修 初任者 11 体験学習
源兵衛川ミニ出前講座、水辺散策、第7
ゾーン生き物探し

源兵衛川

17 7月10日 西小学校② 3 65 体験学習
源兵衛川についての学習（川の様子、生き
物）

源兵衛川

18 7月12日 南幼稚園①
年中
年長

（親子）
38 体験学習 源兵衛川第7ゾーン生き物探し 源兵衛川

19 7月14日 東小学校② 4 75 体験学習
総合的な学習の時間：三島の水を調べよ
う

源兵衛川

20 7月19日 北上小学校 4 57 体験学習
三島の水について（歴史、水生生物、取り
組みなど）

源兵衛川

21 7月21日 錦田小学校② 4 95 体験学習
源兵衛川、源兵衛川周辺に住む生き物の
観察

源兵衛川

22 7月22日 源兵衛川ミニミュージアム1日目
子ども・
保護者

150 出前講座 源兵衛川ミニミュージアム
大社の杜みし
ま

23 7月23日 源兵衛川ミニミュージアム2日目
子ども・
保護者

150 出前講座 源兵衛川ミニミュージアム
大社の杜みし
ま

24 8月4日 大和ハウス沼津支店 - 55 体験学習
源兵衛川中流部環境再生ワンデイチャレ
ンジ

源兵衛川

25 8月5日 源兵衛川生き物探し・カメラ教室 親子 38 体験学習
生き物観察会、カメラ教室、写真撮影会、
フィールドマップづくり
※共催：キヤノンマーケティングジャパン

源兵衛川

26 8月8日
富士山・源兵衛川アートワークショップ①
「『ちゃんかけ』でオブジェをつくろう！」

親子 25 体験学習
源兵衛川等の散策と素材集め、オリジナ
ルの「ちゃんかけオブジェ」作り（「ふじのく
に子ども芸術大学」の一環で実施）

源兵衛川

27 8月19日
富士山・源兵衛川アートワークショップ②
「『富士山と三島』の土を集め、ストーリー
の地層をつくろう！」

親子 20 体験学習
源兵衛川等の散策と素材集め、オリジナ
ルの「マイストーリー地層」作り（「ふじのく
に子ども芸術大学」の一環で実施）

源兵衛川

28 9月2日 知徳高校 2 45 体験学習
源兵衛川中流部環境再生ワンデイチャレ
ンジ

子どもの森

29 9月12日 都留文科大学 2～3 50 体験学習
源兵衛川下流部環境再生ワンデイチャレ
ンジ

30 9月22日 坂幼稚園
年中
年長

17 体験学習
子どもの森で、虫取りをしながら、観察や
お話を伺う

子どもの森

31 10月13日 都留文科大学 大学生 50 体験学習
源兵衛川ワンデイチャレンジ、外来種刈
り、ヘドロ排土

源兵衛川

32 10月18日 南幼稚園②
年中
年長

（親子）
38 体験学習

源兵衛川第7ゾーン付近・南田町広場での
虫とりの親子校外学習

南田町広場

33 10月27日 三島南中学校 1 178 体験学習 源兵衛川のグループ学習 源兵衛川

34 10月19日 三島長陵高校 1～2 6 出前講座
源兵衛川再生への取り組みとボランティア
活動

三島長陵高
校

35 11月16日 三島長陵高校 1～2 6 体験学習 源兵衛川水辺散策 源兵衛川

36 12月14日 三島長陵高校 1～2 6 体験学習 源兵衛川環境再生活動と生き物調査 源兵衛川

37 1月19日 大仁北小 5 44 体験学習 源兵衛川ミニ出前講座と水辺散策 源兵衛川

38 1月20日 都留文科大学 大学生 10 体験学習 源兵衛川の草刈り、体積土砂除去 源兵衛川

38 2月1日 三島長陵高校 1～2 6 体験学習 源兵衛川の生物多様性
三島長陵高
校

39 3月7日 函南町立西小学校 5 83 出前講座 源兵衛川、源兵衛川周辺に住む生き物
函南町立西
小学校

2,207 人

NPO法人グラウンドワーク三島　平成29年度環境出前講座 実施一覧

延べ39講座 幼稚園5、小学校15、高校6、大学2、教員1、団体4、主催4


