
学校教育関連向けプログラムの特徴

1、三富今昔村全体が学びの場です
・産業廃棄物のリサイクル⼯場からくぬぎの森、三富今昔語りべ館
など多彩な施設全体が学びのフィールドとなっております。

2、体験・体感で学ぶ
・⾃然の中で体を動かしながら五感で感じることでより多くの
気づきが⽣まれます

3、保育園・幼稚園から⼤学⽣まで幅広い環境教育をご提案します
対話型実践教室から考える⼒をつけるワークショップまで
幅広いラインナップを準備しております。

教育機関（⼩中学校、⾼校、⼤学）向けの研修プログラムです。
埼⽟県で唯⼀「体験の機会の場※」認定を受けた施設を、社会科⾒学等でご活⽤いただけます。
「リサイクル⼯場」はもとより、森を中⼼とした「ネイチャークラフト」「くぬぎの森散策」等、
リサイクルや⾃然を題材としたカリキュラムをご要望に応じてご提供致します。

※体験の機会の場・・・豊かな⾃然環境の中で、⼈と⽣きものが触れ合える機会をつくる⾃然体験活動や、リサイクル、
省エネルギーなどの環境活動を展開している事業者を認定する制度。

以降で、学校教育関連向けの研修プログラムの例を⽰します。



〜森の⾃然体験と昔のくらし〜
○概要
対象：幼稚園〜⼩学校低学年
実施時間：2.5時間
実施可能⼈数：10名〜100名

○内容
・四季を感じながら⾥⼭の中で体を動かしたり、森の⾃然や⽣き物と触れ合います。
森の恵みを利⽤したネイチャークラフトで⼩物を作ります。

9：00〜9：20 【初めの会】 スケジュールと注意事項を説明します

9：20〜10：00 【くぬぎの森】 森でゆっくり⾃然体験をします

10：00〜11：00 【ネイチャークラフト】 ⽊の輪切りでメダル作りをします。

11：00〜11：20 【帰りの会】 今⽇の振り返りをします



〜4Rと三富の暮らし・⽂化を知る〜
○概要
対象：⼩学校3年⽣〜中学⽣
実施時間：3時間
実施可能⼈数：10〜100名

○内容
・3R（リデュース・リユース・リサイクル）ともうひとつのRを講義とリサイクルで学びます。
環境にやさしいことを探し関⼼を持ってもらいます。
三富今昔語りべ館で、昔の道具を通じ3世代のくらしの移り変わりを学びます。

9：00〜9：40 【3RともうひとつのR】 3R（リデュース・リユース・リサイクル）と⽇本のMOTTAINAIを学びます。

9：40〜10：40 【リサイクル⼯場⾒学】 リサイクル⼯場で環境にやさしいことを探します。

10：40〜11：40 【三富今昔語りべ館】 昔の道具とくらしについて学びます。

11：40〜12：00 【帰りの会】 今⽇の振り返りをします



〜MOTTAINAIと三富新⽥〜
○概要
対象：中学⽣〜⾼校⽣
実施時間：5時間
実施可能⼈数：10〜100名

○内容
・リサイクルから⽇本⽂化のMOTTAINAIを学ぶ講義をします。
⼯場⾒学を通じ、環境配慮の取り組み、再資源化について説明します。
三富新⽥の歴史とそこでの⼈々の⽣活を、⾥⼭と三富今昔村を通じで体験します。

9：00〜9：40 【⽇本⽂化MOTTAINAI】 ⼀般廃棄物と産業廃棄物の違いから再資源化まで

9：40〜10：40 【リサイクル⼯場⾒学】 再資源化の意義、環境配慮への取り組みについて説明します。

10：40〜11：40 【くぬぎの森】 三富新⽥の歴史と暮らしの移り変わりについて散策しながら学びます。

11：40〜12：40 【昼⾷】 晴れた⽇は広場で、⾬の⽇でも環境教室で昼⾷が可能です。

12：40〜13：30 【三富今昔語りべ館】 ⽯⾅挽き、紙芝居、⾜湯体験で昔のくらしを体験します。

13：30〜13：50 【帰りの会】 今⽇の振り返りをします



教育関係講座
先ほどのプログラム例以外にも、保育園・幼稚園から⼤学⽣まで、各フィールドにて独⾃の講座を
ご⽤意しております。
プログラムの詳細は、次ページ以降をご覧ください。

〜⼩学⽣ 中学⽣ ⾼校⽣ ⼤学⽣〜低学年 ⾼学年
リサイクル⼯場 はたらく⾞、はたらく⼈をみつけよう ○
リサイクル⼯場 4Rってなんだろう ○
リサイクル⼯場 4R、MOTTAINAIについて考える ○ ○
くぬぎの森 森の中で⾃然と触れ合う ○
くぬぎの森 くぬぎの森コレクション ○ ○
くぬぎの森 ネイチャークラフト ○
語りべ館 むかしの暮らし体験 ○
語りべ館 三富の暮らし、⽂化を知る ○
語りべ館 昔の知恵、おもしろ体験 ○ ○ ○
環境教室 「感知⼒を鍛える」ワークショップⅠ ○ ○ ○
環境教室 「考える⼒を考える」ワークショップⅡ ○ ○ ○
環境教室 「伝える⼒を磨く」ワークショップⅢ ○ ○ ○
環境教室 フィールドワーク ⼤学連携授業 ○
環境教室 体験型環境教育・学習 事例紹介 ○
環境教室 「おもてなし精神や⼈間⼒を磨き⾼める」資格取得 ○



教育関係講座
〜内容〜

「４Ｒってなんだろう？」 教室

<概要>
産業廃棄物リサイクル工場を見学しながら環境にやさしい事を
探し、環境に対し関心を抱いてもらいます。探したこと・見つけ
たことを皆で発表し、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の
振り返りをしながらそれらを尊敬する（リスペクト）＝
MOTTAINAIの日本の伝統文化を学ぶ講義を実施します。

対象者：小学校4年生～6年生
時間：見学30分、講義30分
場所：三富今昔村内 リサイクル工場施設、くぬぎの森環境教室
備考：埼玉県内の学校は埼玉県の環境学習応援隊に申込

「４Ｒ、MOTTAINAIについて考える」 教室
<概要>
MOTTAINAIという視点から、一般廃棄物と産業廃棄物の考え方
の違い、4R（ﾘﾕｰｽ・ﾘﾃﾞｭｰｽ・ﾘｻｲｸﾙ・ﾘｽﾍﾟｸﾄ）、食品残渣と日本の
生活など、地球規模で環境について考え、ｴｼｶﾙｺﾝｼｭｰﾏﾘｽﾞﾑにつ
いて学びます。また、当社が行う建設系廃棄物の再資源化の意義
や先進的な取組内容、周辺環境への配慮やその経緯についても
説明します。

対象者：中学生～高校生
時間：見学30～40分、講義40～50分
場所：三富今昔村内 リサイクル工場施設、くぬぎの森環境教室
備考：埼玉県内の学校は埼玉県の環境学習応援隊に申込

「森の中で自然と触れ合う」 教室

<概要>
季節の移り変わりを感じながら自然を歩き、体を動かしま
す。木の模様写しや手作りのぬりえ図鑑を使ったいきもの
探しなどが体験できます。秋には木の実拾い、冬には落ち
葉プールもございます。アスレチックやミニトレイン乗車体
験で別の視点から森を楽しむこともできます。

対象者：幼稚園～小学校2年生程度
時間：40～50分
場所：三富今昔村内 くぬぎの森花木園
備考：ミニトレイン乗車時には大人の補助が必要

埼玉県内の学校は埼玉県の環境学習応援隊に申込

「くぬぎの森のコレクション」 教室

<概要>
くぬぎの森に生息する生き物や植物を探しながら森と生き物
が持つ役割について学びます。「赤い実」「ふわふわしている
もの」などのテーマに沿って探してもらい、ナビゲータよりそ
の生き物の生態から食物連鎖、多様な生物が住む重要性な
どについて解説します。アスレチックやミニトレイン乗車体験
で別の視点から森を楽しみ集団行動を学ぶこともできます。

対象者：小学校3年生～6年生
時間：40～50分
場所：三富今昔村内 くぬぎの森花木園
備考：埼玉県内の学校は埼玉県の環境学習応援隊に申込

「くぬぎの森のネイチャークラフト」 教室

<概要>
くぬぎの森の恵みを使用した工作で想像力と独自性を磨きま
す。木の輪切りに木の実やマーカーで装飾したメダルづくり、ど
んぐりや枝を組み合わせた小物作り、森の中にあるものだけで
作る自然体験等素材も作るものも様々です。

対象者：幼稚園～小学1年生
時間：40～50分
場所：三富今昔村内 くぬぎの森環境教室
備考：埼玉県内の学校は埼玉県の環境学習応援隊に申込

「はたらく車、はたらく人をみつけよう」教室

<概要>
リサイクル工場で働く大きなショベルカーやそれらを動かす
大人の人たちを見学し、社会の中の「仕事」を見ます。見学
通路から間近で見える、工場の中の重機や働く人々を探し、
テーマに沿ってそれぞれの役割を考えます。

対象者：幼稚園年中～小学校1年生
時間：30～40分
場所：三富今昔村内 リサイクル工場施設
備考：埼玉県内の学校は埼玉県の環境学習応援隊に申込



教育関係プログラム
〜内容〜

「むかしのくらし体験」 教室

<概要>
昭和の道具類に触り遊ぶことで、昔のことを知り、集団で遊
ぶ・行動することを学びます。竹トンボ・剣玉・メンコなどで遊ん
だり、足こぎ自動車・三輪自動車・軽自動車に乗って体験する
ことができます。昔から伝わる民話の紙芝居を聞くこともできま
す。

対象者：幼稚園～小学1年生
時間：40～50分
場所：三富今昔村内 三富今昔語りべ館
備考：埼玉県内の学校は環境学習応援隊に申込

「三富の暮らし、文化を知る」 教室

<概要>
古民家の造りや江戸から昭和にかけての道具を見学しながら三
富地域の農家の暮らしについて学びます。資料館の道具をスケッ
チしながら観察し、道具の使い道や現在の道具との違い、何故違
うのかを昔の生活様式や文化、家族構成の違いなどに触れなが
ら説明します。また、昔から伝わる民話を紙芝居で読み合うことが
できます

対象者：小学校3年生程度
時間：40～50分
場所：三富今昔村内 三富今昔語りべ館
備考：埼玉県内の学校は埼玉県の環境学習応援隊に申込

「昔の知恵、おもしろ体験」 教室

<概要>
古民家を改装した資料館で五感で体験し、昔地域に住んでい
た人が生活で発揮した知恵を学びます。石臼の粉挽き体験、
落ち葉堆肥の発酵熱を利用した足湯、昔から伝わる民話の紙
芝居など子どもたちが主体となって学ぶことができます。

対象者：小学校4年生～高校生
時間：40～50分
場所：三富今昔村内 三富今昔語りべ館
備考：埼玉県内の学校は埼玉県の環境学習応援隊に申込



教育関係講座
〜内容〜

「感知力を鍛える」 ワークショップⅠ

<概要>
体験型教育フィールドをアテンドツアーとして楽しみながら見
学し、その中の「気づき」をグループ内で共有し能力を高める
ワークショップです。自分の特性や気づきについての再認識
から、グループ内の交流で共有することにより、新たな「知」を
生むことができます。日常生活を振り返り、感知力と問題解決
力を養います。

講師：くぬぎの森環境塾塾長 熊谷 豊
対象者：中学生～大学生
時間：120分～180分
場所：三富今昔村内 くぬぎの森環境教室

「考える力を考える」 ワークショップⅡ

<概要>
事実・事象を自分の意見を含め伝えるには、まず端的に捉え、
情報を小さな断片（素材）として分解し自分流に再構築すること
が重要です。仕事力とは能力と熱意に含めこの考える力が必要
となっています。演習を含めた考える力を考えるトレーニングを
実施します。

講師：くぬぎの森環境塾塾長 熊谷 豊
対象者：中学生～大学生
時間：120分～180分
場所：三富今昔村内 くぬぎの森環境教室

「伝える力を磨く」 ワークショップⅢ

<概要>
相手に情報を伝えるには「伝わったか」が重要です。伝える相
手や伝える内容によって伝え方は異なります。情報を5W1Hで
when、where、who、what、why、how）整理し、起承転結で素
材設計を行い、伝わる文章を作るトレーニングを実施します。

講師：くぬぎの森環境塾塾長 熊谷 豊
対象者：中学生～大学生
時間：120分～180分
場所：三富今昔村内 くぬぎの森環境教室

フィールドワーク 大学連携授業

<概要>
企業の事業や文化を一つの民俗文化として捉え、企業の歴
史や考え方を知り、現状の姿（As	is）とあるべき姿（To	be）の
GAP=問題構造と捉え、業務改善・課題解決能力を磨く講座
になります。企業が求める人材やビジネス文書（報・連・相）
の書き方、伝わる表現力についても学びます。

対象者：大学校
時間：12時間以上
場所：三富今昔村内 くぬぎの森環境教室
備考：5名以上で開講

海外の学生も可（要日本語）

体験型環境教育・学習 事例紹介

<概要>
持続可能な社会に向け、未来の子供たちにも美しい自然環境を
継承するため、実践している認定体験の機会の場を活用した環
境学習について事例紹介します。企業・団体が今後推進すべき
環境教育とは何か、組織内への導入と定着について事例を通し
考えていきます。

対象者：大学生
時間：12時間
場所：三富今昔村内 くぬぎの森環境教室
備考：10名以上で開講

「おもてなし精神や人間力を磨き高める」資格取得

<概要>
おもてなしのマインドを持ち、人と人や自然との共生やその
環境の中で健全な発展を促す推進役であるアソシエイトホス
ピタリティコーディネータの資格を取得する講座です。ホスピ
タリティのルーツやサービスとの違いなど理論を学び実践で
きるスキルを取得します。

対象者：大学生
時間：12時間（2日間）
場所：三富今昔村内 くぬぎの森環境教室
備考：10名以上で開講

NPOホスピタリティ推進協会のアソシエイト・
ホスピタリティ―コーディネータの登録費用含


