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日本環境教育学会　第22回大会（青森）

「地域の課題解決に役立つ環境教育 -新たな展開を目指して-」
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※ポスター発表コアタイム（両日）は、発表者による解説を聴くことができます。

口頭発表（～12：10） 若手
会員の
集い

プロジェクト研究Ａ

　JR青森駅東口前交番前よりバスで出発します。

　（発表者の方へ。2日間のコアタイム全てに渡って対応することを義務づけませんが、善処ください）

※エクスカーションマタギ講座西目屋コース、鰺ヶ沢コースともに、17日（日）17：30　青森大学1号館事

　務局前よりバスで出発します。エクスカーション「六ヶ所エネルギーコース」は、18日（月）9：00

■第22回大会実行委員会　事務局

　　　　　　〒030-0943　青森県青森市幸畑2-3-1　青森大学大学院　関智子研究室

自主課題
研究特別分科会

「原発と環境教育」

ポスター発表（～16：00）　※12：15-13：00はコアタイム

エコ・メッセ

教員のための環境教育セミナー

7/17
（日）

●期間　　2011年7月16日（土）～7月17日(日）

●会場　　青森大学キャンパス（記念ホール、3号館、6号館、青森大学レストラン）

●協賛　　青森朝日放送株式会社・青森銀行・青森ケーブルテレビ・青森県森林組合連合会

　　　　　青森市企業局水道部・社団法人青森県林業会議・みちのく銀行　（五十音順）

●後援　　国土交通省・環境省東北地方環境事務所・青森県教育委員会・青森市環境政策課（順不同）

　　　　　　TEL： 017-738-2001（代表）  FAX：017-7380143    E-mail：jsee22nd2011@gmail.com

■日本環境教育学会　事務局

                    〒171-8588　東京都豊島区目白1-5-1　学習院大学教職課程　諏訪研究室気付

　　　　　  TEL/FAX：03-3986-0211　内線6754　E-Mail：jsee_education@yahoo.co.jp



2	 

 
 
 
 
 
 
 

＜市内から青森大学への交通＞	 

⇔ＪＲ青森駅	 青森大学無料バス（16、17 日	 8：15 発）	 

	 	 	 	 	 	 	 青森市営バス（次ページご参照）	 

	 	 	 	 	 	 	 タクシー（約 2800 円、時間約 20 分）	 

⇔青森空港	 	 	 タクシー（約 3300 円、時間約 15 分）	 

⇔青森中央 IC	 時間約 10 分	 

※青森空港⇔JR 青森駅は空港連絡バス（JR）利用可能。	 

 

＜青森市までの交通＞	 

鉄	 道	 	 	 新幹線「はやて」で東京駅から新青森駅、奥羽線に乗換え

て青森駅。あけぼの（⇔上野）、日本海（⇔大阪）はまなす

（⇔札幌）などの寝台列車でも青森駅へのアクセス可能。	 

飛	 行	 機	 羽田、新千歳、伊丹、小牧の各空港から青森空港。	 

高速バス	 東京駅（ラフォーレ号、津軽号）、上野駅（パンダ号）、仙

台駅（ブルーシティ号）、盛岡駅（あすなろ号）から JR 青

森駅。	 

自家用車	 なるべく避けてください。自家用車ご利用の方は青森中央

IC から約 10 分。青森大学南門から入り学生駐車場をご利

用ください。	 

	 

詳細情報は大会ウェブページをご覧ください。	 
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ＪＲ青森駅⇔青森大学間の交通は、青森市営バスの横内環状線(左回り）を利用すると便利です。（時間は約 35-40 分、運賃 380 円） 

発車時刻 
のりば 

乗車バス

行先 
おりば 

通年運行 月-金 運行 土日 運行 

JR 青森駅  

④番のりば   
幸畑団地 

7：00 から 19：00 までの各 00 分       

19：30/20：30 
6：40/7：15/9：30 15:30 

幸畑団地       

(青森大学       

南門横） 

横内環状→     

青森駅前   

（幸畑団地

経由）          

※左回り 

青森駅 

（9 時-19 時を記載）9：02/9：40/ 10：40/     

11：02/11：40/ 12：19/12：40/13：40/ 14：40/ 

15：40/16：10/16：40/17：35/18：35 

7：15/7：50/8：30/   

9：20/ 10：10 
- 
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会場のご案内 

  

館 階 教室 会場名 7 月 16 日午前 7 月 16 日午後 7 月 17 日午前 7 月 17 日午後 

４

階 
642 A 口頭発表 A（1A01-1A10) 

口頭発表 A     

（2A01-2A10) 
  

633 B 口頭発表 B(1B01-1B10) 
口頭発表 B      

（2B01-2B10) 
  

３

階 

631 C 口頭発表Ｃ（1C01-1C10) 
口頭発表 C      

（2C01-2C10) 
  

622 D 口頭発表Ｄ(1D01-1D10) 
口頭発表 D      

（2D01-2D10) 
  

621   基調講演/対談 ゲスト控室     

- 記念ホール   基調講演/対談     

- 玄関ホール 大会受付・学会事務局 ・各種ご案内 

２

階 

- オープンスペース エコ・メッセ 

咋 
 
 

号 
 
 

館 

１

階 
- オープンスペース ポスター発表 

340 E 口頭発表 E（1E01-1E10) 
口頭発表 E     

（2E01-2E10) 
  

330 - 大会実行委員会・ウィルスチェック 

329 - 参加者休憩室 

328 - 教員のための環境教育セミナー講師控え室 

327 - 無人荷物置き場 

350 I プロジェクト研究 B-1 開会式・総会 「原発と環境教育」 
プロジェクト研究 A 

自主課題研究-1 

326 J     環境教育セミナーA 環境教育セミナーA 

325 K     環境教育セミナーB 環境教育セミナーB 

324 L プロジェクト研究 B-2     自主課題研究-2 

323 F 口頭発表 F（1F01-1F10) 
口頭発表 F     

（2F01-2F10) 
若手会員の集い 

322 G 口頭発表 G（1G01-1G10) 
口頭発表 G     

（2G01-2G10) 
  

咈 
 
 

号 
 
 

館 
２

階 

321 H 口頭発表 H（1H01-1H10) 
口頭発表 H     

（2H01-2H10) 
  

４   

号館 

２

階 
423 - 託児所 

-
 

２

階 
大学レストラン 休憩・お弁当引き換え 
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大会実行委員会・ウィルスチェッ

ク	 
参加者休憩室	 

教員のための環境教育セミナー講師控え

室	 

無人荷物置き

場	 

エコ・メッセ	 

ポ ス タ ー 発

表	 

3 号館 2 階	 

1 階	 2 階	 

3 階	 

4 階	 

受付・学会事務局・ご案

内	 

メイン会場案内	 図-1	 6 号館（記念ホール・講義棟）	 

 

メイン会場案内	 図-2	 	 3 号館（講義棟	 会場エリアの 2 階のみ）	 
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参加者のみなさまへ	 

	 

（１）JR 青森駅東口前から青森大学への早朝直行バスをご利用ください	 

	 ・7月 16日（土）、17日（日）につきまして、JR青森駅前から青森大学への直行バスをご利用いただけます。 
	 	 このバスは本学系列の青森山田学園が所持しているバスであり、本大会専用に運行するものです（無料）。ご希 

望の方は JR青森駅東口前交番近くから午前 8時 15分に発車いたしますので、ご利用ください（2ページご参 
照）。約 90名の方がご乗車できます。なお、青森大学の青いのぼりを持ったスタッフが交番付近に立っており 
ますので、誘導に従ってください。この他、JR青森駅東口からは 4番バス乗り場から青森市営バスに乗車い 
ただき、「横内環状→青森駅」に乗り、「幸畑団地」にて下車いただきますと便利です（3ページご参照）。いず 
れも所用時間は 30-40分程度です。 

（２）大会全般について	 

	 ・会場内では、大会受付でお渡しした参加票（名札）を、必ず首から提げるようにしてください。（一般入場者の 
方と名札によって判別いたします） 

	 ・青森大学キャンパス内は、全域禁煙です。また、ゴミは放置しないようにお願いします。 
（３）記念ホールについて  
	 ・ホール内での飲食は厳禁です。 
（４）お食事、ATM について  
	 ・食事、休憩の場所といたしまして、青森大学レストラン 1階と 2階をご利用ください。ただし、昼食につきま 

しては大学レストランのメニューはご利用できません。お弁当を予約された方のみ、大学レストランにて 11： 
00～13：30の間に引き換えいたします。その他の場合、昼食をあらかじめご持参いただくか、大学周辺の食 
堂をご利用されるか、近隣スーパー、コンビニエンスストア、お弁当屋をご利用ください。 

	 ・青森大学レストラン 1階と 2階には自動販売機が設置されています。 
	 ・会場内には ATMはございません。青森大学南門を出て正面「マックスバリュー」内、あるいは南門を出て右 

折、徒歩 1～2分の郵便局、青森銀行の ATMをご利用ください。 
（５）駐車場について  
	 ・自家用車でのご来場はなるべく避けてください。お車をご利用の方は学生駐車場がございますのでご利用くだ

さい。メイン会場の 3号館、6号館、記念ホールへの入場もわかりやすくなります。 
（６）託児について  
	 ・託児は専門家グループがお引き受けいたします。場所は 4号館 423教室です。ご希望の方は①利用日時（開始

と終了時間）②トイレにかかる状況（オムツ、トイレトレーニング中など）の情報を添え、7月 11日(月)まで
に第 22 回大会事務局までお申し込みください。なお、1 時間あたり 800 円の料金をご負担いただきます。利
用者の方は、お子様の飲物、おやつ、オムツ、着替えをご準備ください。  

（７）その他  
・大会中に具合が悪くなった場合は速やかにスタッフへお伝えください。学内には保健室のベッドがございます。 
また心臓発作等に使用する AED（自動体外式除細動器）は１号館事務局に設置されています。 

	 ・本大会につきましては、基調講演・対談に手話通訳を設けます。その他のプログラムにつきましては手話、な 
らびにパソコン要約や記録係の担当者がおりませんので、あらかじめご了承ください。 

	 ・今大会では荷物置き場を 3号館 327に設置します。ご利用はご自由ですが、貴重品等は絶対に置かないように 
してください。大会実行委員会では荷物の管理や監督は行わず、荷物に対する一切の責任を負いませんので、あ 
らかじめご了承ください。 
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口頭発表の要領について	 

	 

日	 	 	  時：7月 16日（土）	 10：00-13：30	 ／	 7月 17日（日）	 9：30-12：10	  
会場（教室）：A（642）・B（633）・C（631）・D（622）・E(340)・F(323)・G(322)・H(321) 
 
１．発表時間	  
本大会では口頭発表のお申込みが多いため、総合討論の時間を設けておりませんのでご了承ください。１件

15 分（発表 12 分、質疑 3 分）で進行いたします。なお休憩を 16 日に 2 回、17 日に 1 回設定してあります
が、座長交代やコンピュータへのパワーポイントデータ取り込み等、円滑な運営にご協力ください。発表中の

合図は次の通りです。第１鈴：10分	 第 2鈴：12分（発表時間終了です。直ちに発表を終了してください）	 
第 3鈴：15分（質疑終了です。直ちに次の発表者と交代してください） 
・発表者は、一つ前の発表になりましたら会場の前の方の席に待機していてください。 
・発表者は、はじめに表題と発表者名をご紹介ください。 
・質問者は、はじめにご氏名と所属をご紹介ください。 
・発表者はそれぞれのセッションの質疑応答が終了するまでなるべく会場に待機していてください。（後で 
聴講者の方から質問を受ける場合があります） 
 

２．発表機材について  
・設置済みのWindowsPCを使用してください。 
・PCの操作は発表者の責任で行ってください。 
・持ちこみ PCでの発表はご遠慮ください。 
・データは USBメモリスティックや CD-Rなどを用いて当日ご持参ください。発表直前のデータ操作はト 
	 ラブルの原因になります。ご自身の発表があるセッション開始前には必ず会場備え付けの PCのデスクト 
	 ップ上にある各セッションごとのフォルダにコピーしておいてください。 

 
重要	 ウィルスチェックについて 

USBメモリを媒介にしたウィルスの被害防止のため、データコピー前に、ご持参していただいた USBメモ
リに対するウィルスチェックを 3 号館 330 教室で行わせていただきます。その際、チェック時間短縮のため
USB あるいは CD-R には発表データのみを記録するようお願いいたします。危険なファイルが見つかった場
合、データを各会場の PCにコピーすることはできません。その場合、研究発表要旨のみで発表いただくこと
になります。必ず事前に、最新バージョンのウィルス対策ソフトで USBメモリをチェックし、安全を確認し
てからご持参ください。 
 

座長のみなさまへ 
座長（司会者）は複数の関連発表とその後の総合討論まで、責任を持って進行をお願いします。討論が特定の

発言者に偏らないよう、ご配慮願います。 
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ポスター発表の要領について 
 
日時：7月 16日（土）	 10：00-13：40	 ／	 7月 17日（日）	 9：30-16：00 
	 	 	 （両日ともに 12：15-13：00はコアタイム）	  
場所：6号館 1階オープンスペース 
 
・ポスターの展示スペースは、1件につき A1サイズ（縦：841mm×横：591mm）です。 
・発表者は 16日（土）9：50までに所定の位置に各自掲示し、17日（日）17：00までに取り外して下さい。 
この日程にどうしてもご対応できない場合は、大会事務局までご相談ください。 

・ 発表者は質疑応答のため、コアタイムには 16日か 17日のどちらか 1日はポスターの前で待機してくださ 
い。（両日ご対応いただけるとより活発な情報交換がなされますので、善処ください）コアタイム以外は自 
由閲覧としますので、発表者がその場にいる必要はありません。 

・貼るための道具は実行委員会で準備いたしますので、必ず指定のものをご使用ください。ご自身で用意され 
たテープなどは使わないようにしてください。貼り方につきましては、運営スタッフの指示にしたがってく 
ださい。 

・撤収されていないポスターは実行委員会で処分いたします。保管はいたしませんので、ご了承ください。 
 
 
 

自主課題研究の要領について 
 

日	 	 	  時：7月 17日（日）	 15：30-17：00 
場所（教室）：I（350）・L（324） 
 
・会場設営、進行等の運営は、すべて企画者側で行い、終了後は会場を元の状態に戻してください。 
・各会場では各種発表会が行われています。準備等が必要であっても、研究発表を妨げることがないように注 
意してください。 
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各種プログラムについて	 

	 

	 

7 月 16 日（土） 
	 

＊開会式・総会	 ＜会員向け（非公開）＞ 
時間：14：00-15：00	 会場（教室）：I（350） 
 

＊基調講演・対談	 ＜一般無料公開＞ 
	 時間：15：15-17：30	 会場：記念ホール	 ※10ページをご参照ください 
 
＊懇親会	 ＜非公開＞ 
時間：18：30-21：00	 ※アラスカ会館での受付時間	 17：30-18：30 
会場：アラスカ会館（ウェディングプラザアラスカ）地下 1階サファイアの間 

〒030-0801 青森県青森市新町 1 丁目 11-22	  TEL. 017-723-2233 
 

	  	 ・「基調講演・対談」が終了後、青森大学 1号館事務局前（3ページをご参照ください）から会場へのバス 
を 17時 50分発で運行しますので、ご利用ください。詳しくは会場にてアナウンスいたします。懇親会ご 
参加の方を優先いたしますが、乗車は 90名程の方が可能です（予定）。このバスに乗れなかった場合、あ 
るいは乗り遅れた方はご自身で青森市営バス（JR青森駅行き）あるいはタクシーでお越し下さい。 

・当日参加も可能ですので、ふるってご参加ください。当日参加の会費は 1)一般会員 6000円 2)学生会員 
4000円 3)非会員（一般・学生）6000円です。 

 
＊プロジェクト研究 B(2 件 )	  ＜会員向け（非公開）＞ 
時	 	 間：10：00-12：30	 	  
B-1会場（教室）：I（350）	  
「地域づくりと ESD東日本大震災後の地域再生」企画代表者：朝岡幸彦（東京農工大学） 
 

	 B-2会場（教室）：L（324） 
「自然保護教育・自然体験学習における生涯学習（2）」企画代表者：小川潔（東京学芸大学） 

 
＊エコ・メッセ（環境教育見本市）＜一般無料公開＞ 
時	 	 間：10：00-16：00 
会	 	 場：6号館 2階オープンスペース 
出展団体：有限会社サン・ハート、立教大学 ESD研究センター、日本環境教育フォーラム、 

環境人材育成コンソーシアム、NHKエンタープライズ、 
奥入瀬渓流利用適正化協議会・奥入瀬渓流エコツーリズムプロジェクト実行委員会	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （順不同） 
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・国土交通省
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7 月 17 日（日）	 

	 

＊特別分科会「原発と環境教育」  ＜一般無料公開＞ 
	 時間：9：30-12：00	 ＜一般無料公開＞	 会場（教室）：I（350）	  
講師：矢野富夫（高知県梼原町・町長）、中村哲雄（岩手県葛巻町・前町長）、鬼頭秀一（東京大学） 
コメンテーター：阿部治（立教大学）、朝岡幸彦（東京農工大学） 
情報プレゼンテーション：萩原豪（鹿児島大学）、森高一（立教大学大学院） 
コーディネーター：岡島成行（大妻女子大学）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （いずれも敬称略） 

 

	 東日本大震災とその後の福島第一原発の事故では、甚大な被害と広範囲に及ぶ放射線汚染とそれにとも

なう住民の皆さんへの避難指示、風評被害を含む農畜産・水産物への影響、電力制限、経済活動へのダメ

ージなど、たいへん大きな影響をもたらしました。 
	 こうした現状を直視し、我々は原発とどう向き合っていくのか、大量のエネルギー消費を前提とする現

在の社会、自分たちのライフスタイルをどうとらえ、行動していくのか、環境教育がはたせる役割を模索

します。また地域でエネルギーの自給に取り組んできた事例の紹介をいただきながら、具体的なビジョン

やアクションをさぐります。 

 
＊教員のための環境教育セミナー	 ＜一般無料公開＞ 
	 時間：9：00-16：00	 ＜一般無料公開＞	 会場（教室）：J（326）、K(325) ※12ページをご参照ください。 
 
＊第 8 回	 若手会員の集い（若手会）	 ＜会員向け（非公開）＞ 
	 時間：12：10-13：00	 	 会場（教室）：F（323） 
 

環境教育研究の経験が浅い研究者が悩みや課題を解決するきっかけとして、また研究仲間との新たな出

会い、交流、情報交換を促進する場が「若手会員の集い」です。今年度は最近の研究の関心や考えている

ことなどを率直に話し合うことを予定しています。昼食持参でお集まりください。 

 
＊プロジェクト研究 A	 ＜会員向け（非公開）＞ 
時間：13：00-15：30	 	 会場（教室）：I（350）	  
「環境教育の制度化に関する研究(2)」企画代表者：阿部治（立教大学） 

 
＊エコ・メッセ（環境教育見本市）＜一般無料公開＞ 
時間：9:30-16：00 	 会場、出展団体は 16日と同様。 



 

 

 

 

 

 

    

 -

 

             

 

プログラム一覧表 
 

時間 分野  分野  

講義「これからの環境教育」                     

阿部治氏（日本環境教育学会会長／ 

立教大学）

  

 
総論 

 

－ － 

講義「小中高等教育カリキュラムにおける

環境教育の位置づけ」 

村山哲哉氏（文部科学省初等中等教育局

教育課程課教科調査官）
 

10:00-11:00 総論 

 

－ － 

11:00-12:00 社会科 

WS「フードマイレージを題材にした環境教

育」野澤敬之氏（七戸町立七戸中学校/

弘前大学大学院博士課程） 

理科 

WS「植物の力 -環境問題を科学史から

考える-」             

久慈寛之氏（八戸市立湊小学校） 

12:00-13:00 昼    食 

講義「エネルギーを軸にした総合学習」 
エネル

ギー環

境教育 寺本潔氏（玉川大学）      ※45 分 

講義「GEMS を使った環境教育」 
13:00-14:30 

特別 

活動 

WS「毛糸を使って考える世界とのつなが

り」南澤英夫氏（青森県立むつ工業高校） 科学 

教育

（GEMS） 

飯沼慶一氏（成城学園初等学校）    

※45 分 

講義「初等教育における ESD とは」   

ESD 小玉敏也氏（埼玉県立入間市藤沢南小

学校）                ※45 分 

講義「エコツアー型修学旅行の展開」 

14:30-16:00 総合 

WS「ペットボトルのリユースを考える」               

野澤敬之氏（七戸町立七戸中学校/ 

弘前大学大学院博士課程） 修学 

旅行 寺本潔氏（玉川大学）      ※45 分 

※ WSは、ワークショップを意味しています。 

  

9:00-9:25

326 教室 326 教室

　　　　　　　　　　　日本環境教育学会第 22 回大会

「教員のための環境教育セミナー」 へのおさそい

  21 世紀は 「環境の世紀」。 未来世代に何を残していくのか広く青少年に伝えていく必要性が問われています。

このような社会的要請の下、 日本環境教育学会は特に授業実践にご興味のある皆さまにむけて 「わかりやすく」

「丁寧な」 環境教育の各種講義、 ワークショップを準備いたしました。

  最新の情報を取得するだけではなく、 環境教育の先端を担う講師の方々との交流を深めていただき、 今後の

ご活動に役立てていただけましたら幸いです。 どうぞ奮ってご参加ください！

主　　　  催 ： 日本環境教育学会 （http://www.jsoee.jp ）

後　　　  援 ： 青森県教育委員会 ・ 東北地方環境事務所 ・ 青森市環境政策課 ・ 国土交通省  （ 順 不 同 ）

日　　　  時 ： 2011 年 7 月 17 日 （日）　9 ： 00-16 ： 00

場　　　  所 ： 青森大学キャンパス （3 号館）　〒030-0943　青森市幸畑 2-5-11

茂田井武 （1956） 『とりよせのおじいさん』
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エクスカーションにご参加のみなさまへ 
 

！ご注意ください！  
マタギ講座、六ヶ所エネルギーコース、ともに必携いただきたいものをお知らせしますので、ご準備のほど

よろしくお願いいたします。特に六ヶ所エネルギーコースは、身分証明書をお忘れになると入場できませんの

でご注意ください。 
 
＊白神山地におけるマタギ講座（1泊2日）	  
期	 	 日：7月17日（日）17：00‐18日（月）17：00 
出発場所：青森大学1号館事務局前よりバスにて移動します。※3ページをご参照ください。 
山歩きの服装：活動しやすく、汚れても良い服装。長袖、長ズボン、帽子、歩きやすい靴で。 
携 行 品：サブザック、飲物、（山歩き等で捕食するチョコレートなどの軽食）、タオル、ぼうし、軍手、 

（筆記具、カメラ等）	 ※17日の昼食はツアー提供。 
 
◇「マタギ講座・西目屋コース」（案内：工藤光治氏） 
*出発/解散：17:00（17日	 青森大学 1号館事務局前）‐17:00(18日 JR青森駅) 
*内	 	 容：岳温泉に宿泊。2日目は徒歩約 3時間をかけて白神山地の森を歩きながらマタギ小屋、 

大カツラを訪ねます。工藤氏のマタギのご経験とその暮らしに触れます。 
*連絡先	 ：高田敏幸（学会大会実行委員・添乗員）TEL:090-4553-7872 
           ペンションワンダーランド	 TEL:0172-83-2670 

 
◇「マタギ講座・鰺ヶ沢コース」（案内：吉川隆氏） 
*出発/解散：17:00（17日	 青森大学 1号館事務局前）‐17:00(18日 JR青森駅) 
*内	 	 容：熊の湯に宿泊し、夕食後は吉川氏を囲みマタギ談義を。2日目は「北限の天然杉」付近 

を散策し、ミニ白神近辺、くろくまの滝付近ブナ林を訪ねます。 
*連絡先	 ：藤公晴（学会大会実行委員・添乗員）TEL:080-1696-6697 
           熊の湯温泉旅館	 TEL:0173-79-2518 

 
＊六ヶ所村エネルギーコース	 (日帰り)	 

日	 	 時：7月18日（月・祝） 9:00-17:00 
出発場所：JR青森駅東口前交番前（青森大学の青いのぼりを持った添乗員の誘導に従ってください） 
携 行 品：身分証明書（運転免許証かパスポートか写真付き住民基本台帳カードのうち1点、あるい

は  
住民票と健康保険証の二点をお持ちください。いずれもコピーは不可です。）  

*出発/解散：9:00（JR青森駅東口前交番付近）‐17:00(JR青森駅東口) 
*内	 	 容：東通村・岩屋ウインドファームと六ヶ所村・日本原燃施設とを訪れ、視察を通しエネルギー 

生成の過程を学びます。※二又風力発電所から岩谷ウインドファームに変更となりましたが、 
内容に差し障りはありません。なお、昼食が含まれています。 

*連絡先	 ：柏谷至（学会大会実行委員・添乗員）	 TEL:070-5621-0834 
	 	 	 	 	  岩屋ウインドファーム TEL:0175-45-6021	 六ヶ所原燃 PRセンター TEL:0175-72-3101 
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