
派遣日
アドバイザー

氏名
参加
人数

主催者 講演会等の名称 講演会等の場所

1 5/26 桑原 弘道 29 松江市立本庄小学校 本庄川の水質調査 松江市立本庄小学校

2 6/7 岩﨑 知久 13 出雲市立須佐小学校 森の学習 目田森林公園

3 6/8 岩﨑 知久 16 出雲市立みなみ小学校 神戸川流域環境調査 立久恵峡「わかあゆの里」

4 6/9 桑原 弘道 49 安来市立赤江小学校 飯梨川の調査をしよう 飯梨川親水公園

5 6/9 常國 文江 37 島根県立益田翔陽高等学校 「ゴミ」って何？ 島根県立益田翔陽高等学校

6 6/11 多久和 厚 10 島根県立松江農林高等学校 「地域振興」校外学習 里山暮らし研究所

7 6/12 岩﨑 知久 14 須佐コミュニティセンター 蛍の観察会 三の宮公民館

8 6/13 桑原 弘道 19 乃木地区子ども会育成会 嫁ヶ島探検　嫁ヶ島へ行って観察してみませんか？ 乃木公民館・嫁ヶ島

9 6/13 松本 一郎 29 しまねｴｺﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ出雲支部 「ＳＤＧｓ」と私たちのくらし 出雲西高等学校

10 6/15 桑原 弘道 77 松江市立義務教育学校玉湯学園 総合的な学習の時間「玉湯川水生生物調査」 玉湯川

11 6/22 桑原 弘道 82 松江市立出雲郷小学校 意宇川水質調査 意宇川

12 6/23 戸田 顕史 22 出雲市立多伎小学校 宮本川環境調査 宮本川上流（金屋子神社付近）

13 6/24 桑原 弘道 174 松江市立乃木小学校 山居川に生息する生物について 山居川

14 6/25 多久和 厚 4 松江市立忌部小学校 特別支援学級　自立活動 冒険の森てんば

15 6/25 常國 文江 100 益田市立益田小学校５年PTA 親子で３Ｒ体験！！ 益田市立益田小学校

16 7/13 上潟口 琴代 11 益田商工会議所女性会 台所からエコライフ～ダンボールコンポスト編～ 益田商工会議所

17 7/14 松本 一郎 16 松江市立雑賀幼稚園 保育『ぴかぴか泥団子を作ろう！』 松江市立雑賀幼稚園

18 7/18 葭矢 崇司 38 波佐自治会女性部 自治会女性部学習会　ＳＤＧｓってなに？ 波佐まちづくりセンター

19 8/6 中村 幹雄 28 放課後等デイサービス　ぽっぽ 宍道湖のシジミについて知ろう 有限会社　日本シジミ研究所

20 8/16 常國 文江 17 益田市益田公民館 森歩き＆かしわもちづくり 益田公民館・風の丘公園

21 8/30 桑原 弘道 43 松江市立古江小学校 古江や宍道湖の水質や環境について知ろう 古江小学校（学校付近の川）
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22 9/2 尾﨑 俊也 52 開星高等学校 循環型社会の構築について 開星高等学校

23 9/3 豊田 知世 153 出雲市立第二中学校 ＳＤＧｓ「持続可能な開発目標と森林資源：くらしを見直す」 出雲市立第二中学校

24 9/7 桑原 弘道 53 松江市立意東幼稚園 地域の自然に触れ、川遊びを通して川の生き物について知る 松江市立意東幼稚園

25 9/9 岩﨑 知久 44 雲南市立大東小学校 赤川の環境調査 雲南市立大東小学校・赤川

26 9/10 上潟口 琴代 5 池河公民館 環境教室 池河公民館

27 9/10 桑原 弘道 10 奥出雲町立鳥上小学校 斐伊川に生息している水生生物の調査 奥出雲町立鳥上小学校

28 9/14 戸田 顕史 27 出雲市立北陽小学校 総合的な学習の時間　斐伊川の環境学習 出雲市立北陽小学校

29 9/14 桑原 弘道 36 安来市立広瀬小学校 総合的な学習の時間　富田川の水生生物を調べよう 安来市広瀬小学校

30 9/21 桑原 弘道 23 松江市立大庭小学校 宍道湖環境学習 宍道湖船溜まり

31 9/29 田中 秀典 41 大田市立久手小学校 大原川の生き物調査、水質調査をしよう 大田市立久手小学校・大原川

32 10/6 常國 文江 65 大田市立大田小学校 環境保護について考えよう 大田市立大田小学校

33 10/8 松本 一郎 43 一般社団法人しまね産業資源循環協会 産業廃棄物経営のためのＳＤＧｓ活用法 ニューウェルシティ出雲

34 10/9 上潟口 琴代 13 津和野公民館 エコライフ学習会 まちのオフィスＱ＋

35 10/11 桑原 弘道 20 放課後母衣っこ教室運営委員会 母衣っこ　ビオトープde遊んできれい！ 松江市立母衣小学校

36 10/19 戸田 顕史 17 島根県立出雲養護学校大田分教室 環境学習（ＳＤＧｓ学習）会 島根県立出雲養護学校大田分教室

37 10/19 常國 文江 10 島根県立松江養護学校乃木校舎 ＳＤＧｓについての研修会 島根県立松江養護学校乃木校舎

38 10/21 岩﨑 知久 13 出雲市立稗原幼稚園 生き物と自然環境の大切さについて 出雲市立稗原幼稚園

39 10/21 上潟口 琴代 16 津和野町立日原小学校 社会科「３Ｒのうち、いちばん大切なのはどれ？」 津和野町立日原小学校

40 10/29 桑原 弘道 22 松江市立内中原小学校 総合的な学習の時間　宍道湖の生き物 松江市立内中原小学校

41 11/12 戸田 顕史 34 松江市立意東小学校 海のごみの問題点 松江市立意東小学校

42 11/13 江川 敏雅 16 浜田地域環境サークル 環境講演会　「省エネと節約の極意」 浜田市総合福祉センター
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43 11/18 桑原 弘道 16 キッズ内中原 ペットボトルを利用した釣り竿作り 宍道湖船溜まり

44 12/1 上潟口 琴代 41 津和野町立青原小学校 ＰＴＡ研修会「親子で考えようＳＤＧｓ」 津和野町立青原小学校

45 12/3 常國 文江 7 益田市立鎌手小学校 発見！命を育む島根の豊かな自然の繋がり 益田市立鎌手小学校

46 12/15 上潟口 琴代 50 江津市連合婦人会 第１２回「ふるまい向上」研修会　「台所からエコライフ」 江津市総合市民センター

47 1/14 松本 一郎 120 出雲市立向陽中学校 ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に関する講演会 出雲市立向陽中学校

48 1/14 松本 一郎 284 出雲市立斐川東中学校 ＳＤＧｓ基礎講座 出雲市立斐川東中学校

49 2/4 常國 文江 28 島根県立益田翔陽高等学校JRC部 「ゴミ」って何？ 島根県立翔陽高等学校

50 3/1 松本 一郎 16 松江市城北公民館 環境学習会　ＳＤＧｓ基礎講座 松江市城北公民館

51 3/15 松本 一郎 6 雲南市立木次中学校 ＳＤＧｓ－身近な水資源の水質保全と環境保護について－ 雲南市水道局(下熊谷水源地、木次・三刀屋浄化ｾﾝﾀｰ)


