


－和歌山県の環境教育･環境学習推進のために－

本県は、温暖で山海の恵み豊かな紀伊半島に位置し、多種多様な動植物が生息する地域となっ

ています。平成16年７月、この紀伊山地の自然を背景に高野・熊野が『紀伊山地の霊場と参詣道』

として世界遺産の文化遺産リストに登録され、平成17年11月には世界最北限の大規模なサンゴ群

落のある本州最南端『串本町沿岸海域』がラムサール条約に登録されました。また、わが国のナ

ショナル･トラスト運動の先駆けとなった田辺市の天神崎では、地域の環境保全活動により海・

川・森が一体となった優れた生態系が維持されています。

しかし、一方で私たちの取り組むべき環境問題は、産業型公害に限らず、ゴミ処理の問題や生

活排水による水質汚濁、自動車の利用による大気汚染など都市・生活型公害といった地域環境問

題から、温暖化、酸性雨、オゾン層破壊、化学物質汚染などの地球環境問題にまで多岐にわたっ

ています。和歌山県も地球環境という大きな系の一部であり、私たち自身も自然の生態系の一部

であります。このことを県民一人ひとりが認識し、より良い環境づくりや環境の保全に配慮した

望ましい行動がとれるよう、さらなる努力が必要となっています。

県では、平成15年10月施行のいわゆる「環境教育推進法」を背景に、環境政策局と学校教育局

との連携を強化し、「学校における環境教育指針」や「きのくにエコスクール基準」を策定する

とともに、「環境学習アドバイザーの派遣」や「環境学習車の配備」等の事業を展開するなど、

学校における環境教育・環境学習を推進し、一層の充実をめざしているところです。

とくに、平成15年６月策定の「学校における環境教育指針」では、環境教育を体系的、効果的

に進めるため、発達段階に応じた環境学習の事例を紹介する教師用指導書「環境学習プログラム」

の作成を唱っております。このため、昨年度の「わかやま環境学習プログラム～中学校指導者用

～」に引き続き、本年度は小学校指導者用を刊行いたしました。

おりしも、平成17年６月に「外来生物法」、７月には「食育基本法」が施行され、環境教育・

環境学習のアプローチに改めて認識すべき視点が加えられたところです。本書では、これらに係

る手法を盛り込むとともに自然体験を中心に身近な題材を選び、できるだけ幅広く活用いただけ

るよう工夫しました。それぞれの地域や各学校の特色を生かした環境教育を実施する上で、参考

にしていただければ幸いです。

平成18年３月

和歌山県環境生活部環境政策局長

和歌山県教育庁学校教育局長
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