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『海辺の環境教育フォーラム 2014 in 沖縄』に 

ご参加をお考えのみなさまへ 
 

2014年 8月 11日 
海辺の環境教育フォーラム 2014 in 沖縄 実行委員会 

 

★ テーマは「つなげよう、海心（うみぐくる）」 
 
	 今年の「海辺の環境教育フォーラム 2014 in 沖縄」のテーマは「つなげよう、海心（うみぐくる）」です。 

	 海心（うみぐくる）とは？……海が大好き、海を楽しみたい、海を守りたい、海をきれいにしたい、海を

もっと知りたい、海をもっと知ってほしい……人によって海に対する気持ちや視点はさまざまでしょう。 

	 そんな海への想いの多様性を大事にして、みなさんの海に対する気持ちを周りに伝える、そして特に、こ

れからの環境教育を担うであろう若い世代につなげる、それが今回のフォーラムのテーマです。 

 
 

★ 若い世代とともに 
 
	 今回、沖縄でフォーラムを行うきっかけは、2012年福島でのフォーラムに参加した沖縄の学生からの声で
した。その後組織された実行委員会は、沖縄で海の環境教育やフォーラムに携わってきた経験者と、海の環

境教育に関心を持つ県内の大学生・大学院生とで構成されています。 

	 募集人数も、一般枠 100名に加え、学生枠（院生含む）50名を設けて募集を行います。 

	 そして、フォーラムの内容も、なるべく学生にとって関心のあるテーマを設け、環境教育を実践するみな

さんから多くのことを吸収できるよう、また実践者の皆さんが学生に伝えたいことを伝える場となるような

工夫をしようと思います。 

 
 

★ 一般公開イベントを行います 
 
	 フォーラムの２日目に、「海がっこう、海あしび～沖大に海がやってきた！？～」と題した一般公開イベ
ントを行います。ここでは、フォーラム参加者のみなさんにご協力いただき、会場に訪れる一般市民の方々

に海心を伝える、楽しい環境教育イベントにしたいと考えています。プログラムのコンセプトは「私の伝え
たい海心」です。 

	 また一般公開では、フォーラム参加の学生のみなさんに、各アクティビティの準備や実施のサポートをし

てもらおうと考えています。学生のみなさんに、プロによる活動を間近で見たり体験したりしてもらい、先

輩方の技術や志…「海心」を次の世代につないで行きましょう。 

	 アクティビティをご提供いただける方は、フォーラム参加申し込み時にご一報ください。その後、活動の

内容、使用するスペース等、会場の状況と照らし合わせてご相談したいと思います。 
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★ いろいろな募集とお願い 
 

 <前夜祭について> 
	 フォーラム本番前日の 11月 14日（金）17〜20時、「那覇市立森の家みんみん」（モノレール儀保駅か
ら徒歩５分）にて前夜祭を行います。沖縄に前日入りするみなさん、実行委員のメンバーとともに沖縄の味

を楽しみつつ語らいませんか？	 なお前夜祭の参加費は、フォーラム参加費とは別になります（1000〜1500
円程度を予定）。 

募集！その１ 差し入れ大歓迎です！ ただし基本的にノンアルコールで… 
	 教育施設であること、未成年の学生が混ざることをご理解ください。せめて乾杯ビールのみ

で我慢してくださいね！ 
 
 

＜エクスカーションについて＞ 
	 フォーラム本番直前の、11 月 15 日（土）午前中にエクスカーションを予定しています。現在のところ、

次の４つのコースを候補に調整中です。 

	 	 	 Ａコース	 末吉の森を歩こう！（森の家みんみん・藤井晴彦さんのガイド） 

	 	 	 Ｂコース	 漫湖の木道でマングローブ林の観察（しかたに自然案内・鹿谷法一さんのガイド） 

	 	 	 Ｃコース	 ゲッチョ先生の部屋（沖縄大学・盛口満さんによる特別ゼミ：沖縄大学理科室にて） 

	 	 	 Ｄコース	 沖縄戦での悲しみの海：対馬丸記念館を訪ねる（対馬丸事件を知っていますか？） 

	 参加費、交通費、入館料、昼食代などは、フォーラム参加費とは別に各自でのご負担となります。	 

募集！その２ エクスカーション参加者を募集します！ 詳しい内容と募集時期については 
       参加申し込みの方に追ってお知らせいたします。乞うご期待！ 

	 

	 

<フォーラム１日目について> 
 

11 月 15 日（土）の予定：沖縄大学にて 

12:30	 	 	 	 受付開始	 

13:00-13:15	 開会式	 

13:15-14:15	 プログラム１ 基調報告：沖縄の海をめぐる今（60 分）	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 大堀健司（エコツアーふくみみ）、鹿谷麻夕（しかたに自然案内）	 

	 (10 分休憩)	 	 

14:25-15:55	 プログラム２ 海と環境教育を語るワールドカフェ（90 分）	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 沖縄初上陸！「えんたくん」が“ゆんたくん”に？！	 

	 (15 分休憩)	 

16:10-17:10	 プログラム３ 分科会（60 分）	 
	 (20 分休憩)	 	 

17:30-18:30	 プログラム４ ポスターセッション（60 分）	 
18:30-19:30	 プログラム５ 懇親会（60 分）	 
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募集！その３ 分科会を募集します！ 

	 フォーラムご参加のみなさんから、自分が主催したい分科会を募集します。	 

	 実行委員会でも分科会テーマをいくつか用意します。まず、学生メンバーから出されたテー

マが３つあります。	 

  １．環境教育を「仕事」にするには 

  ２．あなたはなぜ環境教育をするようになったのか 

  ３．海や環境に関心のない人にどうやって関心を持ってもらうか 

	 ぜひ、これらについて先輩方の経験談やアドバイスを学生の皆さんにお聞かせください。学

生参加者のみなさんからも、活発な質問や意見交換を期待します。	 

	 これらに加えて、以下のテーマも挙がっています。	 

  ４．もっと知ろう、海のシビアな話 ～ 福島の現状、沖縄の現状（調整中） 

  ５．愛知ターゲット 10 達成のために海辺フォーラムができること（宮本育昌さん） 

  ６．インタープリテーション講座（調整中） 

  ７．「海洋教育」の取組み（調整中） 

	 

	 この他に、ぜひ自分が分科会を主催したい！という方を募集します。テーマを設けた意見交

換やワークショップなど、方法は問いません。	 

 ・時間：60 分 

 ・場所：主に大教室やホワイエなど、会場内のスペースを分け合う形になる予定。 

 ・分科会で必要な物（机やイスなど）とスペースについては、事務局との相談になります。 
  内容によっては実施が難しい場合もありますのでご了承ください。 

 ・募集数は３～４テーマです。応募多数の場合は、テーマのバランスを見て事務局で調整さ 
  せていただきます。 
	 

	 また、分科会の内容を参加者全員とシェアするため、学生参加者のみなさんにお願いして、

分科会ごとに主な内容をポスターにまとめてもらい、このあとのポスターセッション時に掲示

したいと思います。ご協力をお願いいたします。	 

	 

	 

募集！その４ ポスターセッションの発表者を募集します！ 

	 フォーラムにご参加のみなさんから、ポスターセッションの発表を 20 組募集します（先着順）。
ぜひ、みなさんの活動発表の場としてご活用ください。	 

	 事務局では、幅 90cm・高さ 180cm のボード（４mm厚のプラダン）を用意する予定です。	 

	 会場に掲示用ボードがなく、また壁面に直接テープやピンでとめることができないため、プ

ラダンに掲示物をテープ等で貼ってもらい、それを柱や壁に立てかける形になります。また配

布物などを用意される場合は、机やイスを利用できますので事務局にご相談ください。	 

	 ポスターは、開会前の受付時間や休憩時間に各自で貼っていただきます。	 

	 ポスターセッションでは、全体を 2グループに分けて、30 分×2 回のセッションを行います。	 
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募集！その５ 懇親会も差し入れ大歓迎です！ ただしここはきっちりノンアルコールです。 

	 学内であること、未成年の学生が混ざることをご理解ください。後日、参加申し込みされた

方に飲食店マップを配布予定です。お酒はそちらでどうぞ！ 
 
 

<２日目について> 
 

11 月 16 日（日）の予定：沖縄大学にて 

9:00-10:00	 フォーラム参加者による準備	 （準備がかかるものは 8:30 からＯＫ）	 

10:00	 プログラム６ 「海がっこう、海あしび～沖大に海がやってきた！？」一般公開開始	 
15:00	 一般公開終了 
16:00-17:00	 フォーラム参加者全員で、ふりかえりの全体会	 〜	 閉会式 
17:00-18:00	 片付け	 

 
 

募集！その６ アクティビティを募集します！ 

	 一般公開イベントにおいて提供していただけるアクティビティを募集します。	 

・コンセプトは「私の伝えたい海心」です。	 

・対象は親子連れなど一般市民。子ども向けの場合、子どもが楽しめて、大人も新たな発見が
あるようなものが望ましいです。大人向けの企画でも可。 

・常設展示・常設体験ブースと、時間別開催ブースの両方を設けます。一般公開アクティビテ

ィは全て参加費無料で行うこととします。 

・学生参加者が各アクティビティ準備のサポートに入ります。可能な範囲で実施の部分にも関
わってもらえると良いと考えます。学生がプロの活動に触れることで、興味や学びを深め

る機会となるよう、双方ともご協力ください。 

・ただし、学生参加者がいろいろなアクティビティを見て回れるよう、一般公開の間ずっと同

じ場所に張り付ける、といったことはお控えください。 

・スペース、机・イス、水を使うかどうかなどについては、事務局にご相談ください。内容に

よっては実施できない場合もあります。 

・募集数は４～６です。応募多数の場合は、事務局側で調整させていただきます。 

・フォーラム参加者の活動に関するパンフレット等の配布、海の環境教育に関する物品販売は

可能です。ただし物品及び金銭の管理については各自で責任を持つようお願いいたします。 

 

	 現在のところ、以下のアクティビティを企画・調整・検討中です。 
	 

【たぶんやる】 

Ø 常設展示：いつ来ても見られるもの	 
・生き物ふれあい＆観察コーナー：アクアマリンふくしまの移動水族館（調整中）	 

・「大浦湾の生き物たち」写真展（調整中）	 

・共催である沖縄県サンゴ礁保全推進協議会「わたしのサンゴ礁」の作品展示（調整中）	 
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Ø 常設体験ブース：いつ来ても遊べる、体験できるもの	 
・GODAC の R.O.V を実際に操作してみよう！（調整中）	 

	 

Ø 時間別開催アクティビティ：時間割を決めたワークショップなど	 
・あーまんシアター：手作りぬいぐるみを使った“お部屋でできる海の自然観察”	 

	 

【検討中…やれたらやるかも？】 

・休憩コーナーを兼ねた「海の図書館」：海にまつわる絵本や図鑑などを用意	 

・危険生物コーナー：水槽または写真などを展示	 

・参加型ジオラマ作り：サンゴ礁や藻場などのフィールドを用意し、そこにいる	 

	 生き物を紙粘土などで作製するコーナー	 

・スタンプラリーで隅から隅まで見てもらう	 

・実行委員の学生中心に、１からアクティビティを作る“学生企画”を計画…	 

	 

	 

★ 申込み方法 
 
	 2014 年 8 月 11 日より、海辺の環境教育フォーラム 2014	 in 沖縄ホームページ	 

       http://www5b.biglobe.ne.jp/~yuimaru/umibeF2014inOKINAWA.htm 

上の参加申し込みフォームにて受付を開始します（一般 100 名、学生 50 名、先着順）。	 

	 ポスター発表は申込みフォーム上にて、また後からポスター発表を申し込む場合は実行委員会宛にご連絡

ください。ただしいずれも先着順で締め切ります。	 

	 １日目の分科会と２日目のアクティビティへの応募については、実行委員会あてにメールで内容をお送り
ください（→	 ohhori@mtc.biglobe.ne.jp）。折り返しご相談をさせていただきます。応募締切は９月中旬を予
定しています。	 

	 

	 	 申込み先：海辺の環境教育フォーラム 2014 in 沖縄 実行委員会（共同実行委員長：大堀健司） 

       電話・FAX：0980-89-2555 問い合わせ先メール：ohhori@mtc.biglobe.ne.jp 
	 

	 また、フォーラム準備の様子や当日の雰囲気をお伝えしていきますので、ブログをぜひご覧ください。

Facebook	 や	 Twitter	 もあります！	 

ブログ  http://umibef.blogspot.jp/ 
Facebookページ   https://www.facebook.com/umibeforum 
Twitter@UmibeF  https://twitter.com/UmibeF 

	 

	 以上、ご参加にあたり、たくさんのお願いごとや募集事項がありますが、２年ぶりのフォーラム、５年ぶ

りの沖縄開催に向けて、どうぞみなさまのお力をお貸しください。	 

	 実行委員一同、多くのみなさまのご参加を心よりお待ちするとともに、たくさんのご協力をお願い申し上

げます。	 

	 そして、若い世代とともに、海を舞台にした環境教育が、またひとつの広がりと成長を見せることを願っ

ております。	 

	 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。つなげよう、つながろう、つながれ海心！ 
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旅行・宿泊案内について 
 

2014年 8月 11日 
海辺の環境教育フォーラム 2014 in 沖縄 実行委員会 

 
★ 航空券について 
	 

	 ＡＮＡでは 8 月 26 日（カード会員は 24 日）より 10 月下旬以降の旅割チケットが販売されることが発表さ

れており、他社もこの時期に販売が始まると思われます。11 月 14 日搭乗の場合、最も安い旅割 75（75 日前

まで購入可能）のチケット購入期限は 8月 31 日、旅割 60 で 9 月 15 日ですので、お早めの手配をお勧めいた

します。	 

 
★ 那覇市内のホテルについて 
	 

	 那覇市内には多数のホテルがありますので、各自でご予約をお願いいたしします。参考として、今回のフ

ォーラム会場やエクスカーション予定の場所を記した「会場周辺マップ」をご覧ください。基本的にゆいレ

ールの駅に近いホテルが、空港と市内の移動に便利です。	 

	 沖縄大学へバス１本で行けるのは、那覇バスターミナル・ゆいレール旭橋駅・県庁前駅周辺と、おもろま
ち駅周辺になります。	 
	 11月の週末、イベントや学会等が重なると、安い部屋から先に予約が埋まってしまうこともありますので、

お早めのご予約をお勧めいたします（HP のホテルリスト、ホテルマップもご参考にどうぞ）。	 

	 

★ 「那覇市立森の家みんみん」の宿泊について 
 
	 前夜祭が行われる「那覇市立森の家みんみん」にて、11 月 14 日（金）の夜のみ宿泊を受け付けます。	 
	 ここは那覇の街なかに残された「末吉の森」にある環境教育施設です。人の手が入っているとはいえ、沖

縄島南部の森の姿を感じることのできる場所です。那覇にいながら、自然の風や虫の音、鳥の声にひたるこ

とができるでしょう。 

	 	 那覇市立森の家みんみん	 （ゆいレール儀保（ぎぼ）駅下車、徒歩５分） 
    那覇市首里儀保町 4-79-8 （9～18 時、火曜休館） 
    TEL 098-882-3195 FAX 098-882-3196 
    施設案内：http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/kyouikuikuseika/minmin/top.html 
 
	 ○ 宿泊料は、市外大人料金で、１泊 600円 + リネン代 350円 = 950 円 です。 
	 ○ 宿泊室は 32畳×２部屋の大部屋で、男女別・各 15 名程度まで受け付けます。 
	 	  基本的に先着順ですが、希望者多数の場合は学生の方を優先しますのでご了承ください。 
	 ○ エアコンはありません（11月の気温は 16〜27℃の間くらい）。 
	 ○ 食事の提供はありませんが調理室は利用できます。ごみは各自で持ち帰ります。 
	 ○ 消灯は 22時です。周囲は森と静かな住宅街ですので、飲酒して騒ぐことはご遠慮ください。 
	 ○ 駐車場は朝 9時に開き、21時に閉まります。夜間はチェーンがかけられます。 
 
	 宿泊をご希望の方は、実行委員会（ohhori@mtc.biglobe.ne.jp）まで	 お早めにお申し込みください。 
	 

★ 那覇市内の移動について：移動手段はゆいレール、バス、タクシー、レンタカーです。	 
	 	 	 	 参加申し込みの方に、追って交通案内の詳細を差し上げますのでどうぞお待ちください！	 

 
以上、ここまでお読みくださり、いっぺーにふぇーでーびたん。どうぞゆたしくうにげーさびら！ 


