
柱４．教材・プログラムの整備と活用
概要 時期（詳細） 対象 場所 URL 部局 室課

まちの環境、水、緑、生き物など６つのカテゴリーに分類した体験型環境学習プログラム集
平成26年2月作
成

小学生・教職員
http://www.pref.osaka.lg.jp
/chikyukankyo/katsudo/h
andbook.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

生涯にわたる人格形成の基礎を養う重要な時期である幼児期において、一人一人のこどもた
ちが主体性を発揮し、自然と親しむことを通じて周囲のあらゆる事象を豊かに感受できるよう
にするとともに、先生方の環境教育に関する理解の促進を図るため、幼稚園、保育所、認定
こども園等において幼稚園教諭や保育士等が利用できる視聴用教材。

平成30年3月作
成

幼児・教職員
http://www.pref.osaka.lg.jp
/chikyukankyo/room/youji
-dvd_program.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

次世代を担う若年層の環境教育の推進を図ることを目的に、大阪で発生した公害の歴史を理
解し、未来のためにできることは何かを考えるための環境教育用歴史映像。

令和2年2月作
成

高校生

https://www.pref.osaka.
lg.jp/eneseisaku/osaka
nokankyo-
rekish/index.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

地球温暖化防止について、大阪府のエコアクションキャラクター「モットちゃん・キットちゃん」を
モチーフにした、子供向け啓発グッズを作成し、一部の物品については、保育所、幼稚園等に
貸し出しを行っている。
（環境輪投げ、環境カルタ、環境紙芝居、ぬり絵、ＤＶＤ、ＣＤ など）

小学生低学年
以下

http://www.pref.osaka.lg.jp
/chikyukankyo/katsudo/m
otkit.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

海の生き物の観察方法を紹介
http://www.pref.osaka.lg.jp
/chikyukankyo/jigyotoppa
ge/nagisa.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

地球温暖化とエネルギー、海洋プラスチックごみに関する環境教育を進めるため、小学生５年
生向けの教材冊子「考えよう！わたしたちのくらしと環境・エネルギー」を作成し、大阪市・堺
市を除く府内小学５年生へ配布。
※本冊子は、大阪市環境副読本「おおさか環境科（小学校５・６年生）」から一部転載して作成

毎年度改訂
（平成27年度か
ら配布開始）

小学校５年生
大阪市・堺市を除く府内全
小学校

https://www.pref.osaka.
lg.jp/eneseisaku/educat
ion/index.html

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課

小学校・中学校教員や企業のCSR担当者等の指導者向けに、生物多様性を身近に感じ、知
り、伝える上で必要となる知識と学びの実践をサポートするための生物多様性普及啓発冊子
及び外来生物について解説した外来生物普及啓発リーフレット。

平成31年3月
作成

小学校・中学校
教員

http://www.pref.osaka.l
g.jp/midori/seibututayo
usei/kensyu.html

環境農林水産部 みどり推進室みどり企画課

保育所や幼稚園などの子ども施設における騒音等の苦情を未然防止するため、子ども施設
における対策事例や地域との共生のポイントをまとめた手引書を国の少子化対策の交付金
を活用して作成。
「音」については、専門的でわかりにくいため、音の単位や性質などの基礎知識や、音の法令
規制、子ども施設で発生する音についても記載。

平成29年1月作
成

子ども施設運
営者
建築事務所
市町村
府民

http://www.pref.osaka.lg.jp
/kotsukankyo/oto/kodom
o_tebiki.html

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課

水の大切さや雨の大切さを知り、水環境や雨水利用について考えてもらうための学習教材。
小学校高学年向け。

平成19年3月作
成

小学生・教職員
等

http://www.pref.osaka.lg.jp
/kankyohozen/amamizu/r
ainbow.html

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

これから雨水利用を始めようとされる方向けの雨水利用事例集。
平成19年3月作
成

府民
http://www.pref.osaka.l
g.jp/kankyohozen/ama
mizu/rainbow.html

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

大阪湾発祥のイベント「チリメンモンスターを探せ！」にヒントを得て作成したカードゲーム。稚
魚と成魚のカード合わせ等を行う。
※「チリメンモンスター」とは、製品化する前の未選別のチリメンジャコに混じっている生き物の
こと。
製作主体：大阪湾環境保全協議会（構成：大阪府、兵庫県、和歌山県、他大阪湾岸20市町）
事務局：大阪府

大阪湾岸住民
https://www.osaka-
wan.jp/chirimon/

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

大阪湾の環境・文化をテーマとしたカルタ。大阪湾環境保全協議会ホームページより印刷し、
かるたをつくって遊べます。
製作主体：大阪湾環境保全協議会（構成：大阪府、兵庫県、和歌山県、他大阪湾岸20市町）
事務局：大阪府

平成21年3月作
成

大阪湾岸住民
http://www.osaka-
wan.jp/bay/

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

大 阪 府 に お け る 環 境 教 育 施 策 一 覧 （令和３年度分）

大阪湾カルタ

子ども施設環境配慮手引書

なぎさのハンドブック

環境キャラクターを活用した子供向け
啓発グッズ

分野・名称・事業名

環境学習ハンドブック２０１４

教材冊子「考えよう！わたしたちのく
らしと環境・エネルギー」

幼児環境教育教材「みんなでたんけ
ん！はる・なつ・あき・ふゆ」

教材「雨みずについて学ぼう！」

事例集「誰でもできる！楽しい雨水利
用！」

チリモンととあわせ

生物多様性普及啓発冊子「知ろう・伝
えよう おおさかの生物多様性」
外来生物普及啓発リーフレット「この
生物たちのこと、知っていますか？」

若年層向け環境教育用教材「大阪の
環境、温故知新～過去から学び、未
来を変えていこう～」
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生活にとても身近で便利なプラスチック製品について、捨てた後にどうなるのか、楽しみなが
ら学習できるすごろく遊び。
製作主体：大阪湾環境保全協議会（構成：大阪府、兵庫県、和歌山県、他大阪湾岸20市町）
事務局：大阪府

大阪湾岸住民
https://www.osaka-
wan.jp/195/556

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

大阪湾の魅力スポットを巡るウォーキングマップ
令和元年11月
作成

府民

http://www.pref.osaka.l
g.jp/kankyohozen/osak
a-
wan/osakabay_walk_ma
p.html

環境農林水産部 環境管理室環境保全課

農業教育の一環として米作りに関する農作業体験に取り組む際に役立つ教材として作成。
体験した農作業等を体系づけて記録できるノート

平成18年3月作
成

小学校
農業教育に取
り組む各種団
体

http://www.pref.osaka.l
g.jp/nosei/syuppannbut
u/tanbonote_mokuji.htm
l

環境農林水産部 農政室推進課

農業教育の一環として野菜作りに関する農作業体験に取り組む際に役立つ教材として作成。
なにわ特産品の紹介。

平成20年3月作
成

小学校
農業教育に取
り組む各種団
体

http://www.pref.osaka.lg.jp
/nosei/syuppannbutu/heis
ei19nendosyupan.html

環境農林水産部 農政室推進課

府民に向けて食品ロス削減の啓発を行うため、市町村をはじめ、府内事業者等で放映しても
らうことができる動画（DVD貸出）。

平成30年10月
作成

府民
市町村

環境農林水産部 流通対策室

家庭での食品ロス削減の取組を進めるため、市町村をはじめ、環境活動に取り組むＮＰＯ等
が、環境イベントや講習会などの機会で活用できる食品ロス削減の事例集。インターネットで
の提供（ダウンロード）。

平成30年3月作
成
令和元年９月
改訂

府民
市町村

http://www.pref.osaka.l
g.jp/shigenjunkan/recyc
le/foodloss-girei.html

環境農林水産部 流通対策室

小学校４年生以上を対象とし、たこ焼を作り、消費するまでの過程でどのような食品ロスが発
生するか、またその食品ロスをどのように解決するかを遊びながら学べる教材。
ポータルサイトには授業用スライド等の資料も掲載。他、食品ロスやSDGｓについて学べる
ページを作成、公開している。

令和４年３月
小学校４年生
以上
教員

https://www.osaka-
foodlosszero.jp/index.ht
ml

環境農林水産部 流通対策室

小学校教員向け、実験・観察を円滑に進めるための資料
試薬の調整や保管・管理、実験器具の基本的な取り扱いのほか、環境教育の観点から実験
廃棄物処理などについて記載している。

平成30年5月
作成

小学校教員
https://www.osaka-
c.ed.jp/category/fortea
cher/rika_kansatsu.html

教育庁 教育センター

中・高等学校教員向け、理科実験に使用する化学薬品等の保管・管理及び盗難や事故発生
時の対応についての資料
試薬の調整や実験器具の基本的な取り扱いのほか、環境教育の観点から実験廃棄物処理
などについて記載している。

平成30年5月
作成

中・高等学校教
員

https://www.osaka-
c.ed.jp/category/fortea
cher/pdf/tyuukou.pdf

教育庁 教育センター

消費生活全般に関する視聴覚教材ビデオ等
消費者教育、学習活動等の目的で利用する場合に貸し出しを行う。

府民
各種団体

消費生活センター
https://www.pref.osaka.
lg.jp/annai/menkyo/det
ail.php?recid=2773

府民文化部 消費生活センター

小学校、中学校の「家庭科」や「総合的な学習の時間」等の授業で効果的に消費者教育が進
められるように支援していくため、子どもたちにわかりやすい身近なテーマを取り上げ、楽しみ
ながら学べる教材をインターネットを通じて提供する。

府民
小学生、中学
生、教員

https://www.pref.osaka.
lg.jp/shouhi/wakamono
/index.html

府民文化部 消費生活センター

消費生活について楽しく学べる小学５・６年生向け消費生活クイズ（全８問）。
府民
小学生、教員

https://www.pref.osaka.
lg.jp/shouhi/keihatsu/s
hinndannturu.html

府民文化部 消費生活センター
小学５・６年生向け消費生活クイズ
「消費生活名人になれるかな」

「なんでやろう？食品ロス」カードゲー
ム及び「もったいないやん へらそう」
ポータルサイト

消費者教育教材
小学生からの「くらしの学習」
中学生からの「くらし・生活・My Life」

視聴覚教材貸出用ビデオ等

大阪府食品ロス削減事例集「みんな
で減らそう 食品ロス-ロスのない 買
いかた 作りかた 食べかた」

田んぼの記録ノート

みんなで育てよう！食べよう！
大阪の農産物

プラスチックの旅～プラスチックゴミの
行方を知ろう～

食品ロス削減啓発用動画

・観察・実験を円滑に進めるために
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)＜小学校用＞

理科実験に使用する化学薬品等の
保管・管理及び盗難や事故発生時の
対応について＜中・高用＞

大阪湾魅力ウォークマップ
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