
環境につながるシゴトを学ぶ！環境教育スタッフ編

ご担当の先生方向け

授業用ガイドブック

■ケースに入っているもの

☆iPad（スライド入，ビデオ通話用） iPad用接続ケーブル

iPad用三脚

☆スピーカー オーディオケーブル

【その他】

ワークシート（個人用）

ワークシート（発表用）

アンケート

返送用ラベル

NPO法人まちなびや

※☆印のついたものは，充電が必要となります。

お手数ですが，通信テスト前や3コマ目の前に同梱の充電器にて充電をお願いいたします。

コドモンデ43号
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■全体の流れ

■応募用紙に必要事項をご記入の上

お申し込み（FAX）

■ガイドブックにて授業内容のご確認

■事前アンケート実施

※1コマ目より前，ご都合のよろしい

日時に実施いただけますと幸いです

2コマ目

確定後

■応募用紙をもとに，ビデオ通話

実施日程のご連絡（FAX）

■授業用ガイドブック・事前アンケート

の発送

※後日，確認のご連絡をいたします

■機材のご確認

2コマ目の

1週間前

■ビデオ通話機材の発送

■通信テスト（事務局内）についての

ご連絡

■通信テストの日程候補をご連絡

（電話・FAX，またはお送りした

iPadからのトーク）

■候補より，通信テスト日程を決定・

ご連絡

【1コマ目・2コマ目授業実施】

（p.6～9 進行案をご確認ください）

※先生方ご自身で授業を実施してください

1～2コマ目の授業実施の間に通信テスト（学校様⇔まちなびや）

■子どものアイデアを写真に撮って

事務局に送付（p.11参照）

※3コマ目実施の３日前までご送付

ください。

2コマ目

実施の

3日前まで

■アイデア内容を確認・エコエデュへ送信

【3コマ目授業実施】

(p.10 進行案・別紙の進行台本を

ご確認ください)

授業当日
■エコエデュにて，

ビデオ通話実施

■事後アンケート実施（子ども用，教師

用）

■機材確認

（p.1でケースに入っているものを

ご確認ください）

■機材の発送

※宛名記入済の返送ラベルが入って

おります

■機材受け取り

授業終了

後

1コマ目の
1週間前

3コマ目

実施の

3日前まで

3コマ目
確定後

授業終了後

まちなびや
事務局

学校様

2



■授業の流れ

1コマ目・45分

■準備物について…

○で示したものは，各学校・学級でご準備をお願いいたします。

※で示したものは，こちらからお送りさせていただいたケースに入っています。

3

時間 学習内容 使用教材

10分

１ コドモンデを読んでみよう！

・コドモンデ43号配布、各自1枚受け取る

・先生が音読、分かりにくい言葉など確認、補足する

・環境教育スタッフのお仕事紹介

○大型テレビ

※iPad

※ワークシートP1

※コドモンデ43号

30分

2．「校庭の宝もの」を探してみよう！

・講師からの動画をもとに，体験内容の説明を聞く

・実際に児童が校庭で体験する

○大型テレビ

〇探検バッグ

※iPad

※スピーカー

※オーディオケー

ブル

※ワークシート
5分

3．まとめ

・教室に戻って発見したこと・ものを見せあう

・まとめの動画を見て、ふりかえりを行う

■各コマでの使用機材・教材

○1コマ目・2コマ目に使うもの

・iPad（授業スライド入り）

・iPad用接続ケーブル

・スピーカー

・オーディオケーブル

・ワークシート（個人用）

・ワークシート（発表用）

・コドモンデ43号

・探検バッグ

○3コマ目に使うもの

・iPad（Zoomのビデオ通話機能）

・iPad用接続ケーブル

・スピーカー

・オーディオケーブル

・ワークシート（発表用）

・アンケート



■授業の流れ

1コマ目スライド
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動画 動画



■授業の流れ

2コマ目・45分

■準備物について…

○で示したものは，各学校・学級でご準備をお願いいたします。

※で示したものは，こちらからお送りさせていただいたケースに入っています。

発表者のシートは発表順にコピーして児童全員に配布ください。

※3コマ目の実施3日前までに，子どもたちのアイデアをお送りください

3コマ目実施3日前までに，子どもたちが考えたアイデア（発表用ワークシート）を

メールまたはFAXで事務局にお送りください（ｐ.11参照）。

事前にエコエデュの講師に，アイデアを見ていただきます。

6

時間 学習内容 使用教材

25分

1．低学年の子ども（ペアさん）が楽しめる

「校庭の宝さがし」を考えよう！

・前回の振り返り

・プログラム作りの説明動画を見る（5分）

→誰にどんなことを伝えるかを大事にする

・体験を生かし、プログラムを作る

→ねらいや内容を考え、特製プログラムシートに記入（10分）

※1人で記入しきれない子は全体共有の際に記入

○大型テレビ

※iPad

※スピーカー

※オーディオケー

ブル

※ワークシートP2

15分

2．みんなのアイデアを見てみよう/グループで考えよう

※共有の方法につきましては，先生方にお任せします。

貸し出ししたiPadで撮影→大画面で共有をしていただいても

かまいません

グループワークの場合各自のP2を紹介しあい、P3を作成する

・ワークシートP3

5分
3．まとめ

・3コマ目の発表者（５～6名ほど）を決定する



2コマ目スライド
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動画

3コマ目スライド

■授業の流れ



■授業の流れ

3コマ目（ビデオ通話）

時間 学習活動 準備物等

10分

1．前回のふりかえり・発表準備

・前回の授業の振り返り

・グループごとに，発表の準備を行う。

○大型テレビ

※iPad

※ワークシート

（発表用、P4）

30分

2．【ビデオ通話】低学年の子ども（ペアさん）が楽しめる

「校庭の宝さがし」を発表しよう！

・ゲスト講師と教室をiPad（Zoomのビデオ

通話機能）でつなぐ。

※つなげる前に「中継先はどんなところだと思う？」

と子どもに投げかけてあげてください

・（画面の向こうの担当者に向けて）発表を行う。

・先生主導で下記のように進めて下さい。

「音声確認→開始の礼→担当者自己紹介→場所の質問等→

グループ発表→担当者コメント→次のグループ発表

→担当者コメント」

・ゲスト担当者からの質問，コメント

３．【ビデオ通話】環境教育スタッフ実況中継

・ゲスト講師より，環境教育スタッフの仕事場の

実況中継等

・環境教育スタッフの仕事やプログラムを作るうえで

大切なことについて説明

・質疑応答

・最後にゲスト講師からメッセージ

○大型テレビ

※iPad

※スピーカー

※オーディオケーブル

※iPad用接続ケーブル

※ワークシート

（発表用）

5分
４．今回の授業の振り返り

・授業の感想をアンケートに記入し，回収する

※アンケート

※ワークシート

（発表用）

※事前に，各グループ人数分のグループ用ワークシート印刷・配布をお願いいたします。

※エコエデュ担当者とのビデオ通話は，25分程度を予定しております。

もし，グループ数が多い場合は，あらかじめ５～６グループの発表者をお決めください。

発表が1分，エコエデュ担当者のコメントが3分程度，これを５～６セットというイメージで

ご準備ください。
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3コマ目スライド

■授業の流れ



■各機器の使用方法

1コマ目～3コマ目共通

PadとiPad用接続ケーブルをつなぎ，大型テレビやプロジェクター等で映します。

※☆印のついたものは，充電が必要となります。

お手数ですが，通信テスト前や3コマ目の前に同梱の充電器にて充電をお願いいたします。

オーディオケーブル ☆スピーカー

iPad用接続ケーブル☆iPad

【設置例】

※iPad用三脚のホルダーは，左図のようにアームを伸

ばし，iPadをはさんでください。
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【1コマ目・2コマ目】 PowerPointの授業用スライドの開き方

「PowerPoint」から，「環境教育スタッフ編」を開き，スライドショーを始めます。

※画面上を右から左へスライドすることで，次のページへ移動します

※ムービーが再生されない場合：ムービー画面を押し，左下の再生ボタンを押してください

こちらのPowerPointから，
「環境教育スタッフ編」を開きます。

※3コマ目の実施3日前までに，子どもたちのアイデアをお送りください

3コマ目実施の3日前までに，子どもたちが考えたアイデアを事務局に

お送りください。事前にエコエデュの講師に，アイデアを確認して

いただきます。

※ワークシートにグループ名（班名）をご記入いただけますと幸いです。

※なお，こちらのグループ用ワークシートは，3コマ目に

メモとして使います。お手数ですが，グループ人数分印刷

・配布いただけますと幸いです。

＜送信方法＞

➀お手持ちのカメラでワークシートを撮影いただき

画像をメールでお送りいただく（宛先：info@machinabiya.com ）

②※➀が難しい場合

FAXでお送りいただく（宛先：054-264-7170）
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メニューの「スライドショー」を押し，
「最初から」を押します。

環境教育スタッフ編
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【3コマ目】「Zoom」を使ったビデオ通話の接続方法②

①「ZOOM」を開く

③ミーティングIDを入力

②「ミーティングに参加」をタップ

④パスワードを入力

※ミーティングID・パスワードは，

別途まちなびやよりご連絡いたします。

左記のポップアップが表記された際は

「インターネットを使用した通話」を

タップしてください。
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画面中央付近を１回タップすると，左記の

ようにメニューが表示されます。

学校側の画面（例）

企業側の画面（例）

【映像が映らない場合】

ビデオカメラマーク「ビデオの開始」をタップし

てください

【音声が相手に聞こえていない場合】

音声がミュートになっている可能性があります。

マイクマーク「ミュート解除」をタップしてくだ

さい。

それでも解決しない場合は18ページ～を確認

【相手の音が聞こえない場合】

iPad・スピーカーの音量をご確認ください

それでも音が聞こえない場合は18ページ～を確認

Zoom画面の操作方法

■メニューの開き方

■音声について
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左図のように表示される場合

（サテライトビュー）

メニュー左側「現在発言中の方に切り替える」を

タップする

画面左上にある「退出」または「会議を退出

」をタップ

■「サテライトビュー」から「現在発言中の方に切り替える」へ切り替える場合

■通話の切り方



画面（小）で参加者一覧が出てくるので，企業側

の画面をタップ

■特定の人物を大きく映したい場合

▶タブレットの場合

画面（小）の左上にある「＋」マークをタップ
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【スピーカー・マイクのトラブルシューティング】

①【スピーカー】音量が小さい場合

iPad本体とスピーカーの音量を共に上げてください。

②【スピーカー】相手の音声が出ない場合

音声が接続しているテレビ・プロジェクターから出力されている可能性があります。

お手数ですが，下記の手順で設定を変更してください。

※プロジェクター・テレビからの音声出力で問題ない場合は，そちらの音量を上げてください。

1．「コントロールセンター」を開く

※画面右端（電池マーク付近）から下にスライドで，下記画面が出てきます。

指
でス

ラ
イ
ド

2．右上の四角（黄色の囲い部分）を長押しする 3．右上の三重丸マーク（黄色の囲い部分）を押す

4．「ヘッドホン」を押す

写真の通り，チェックがつけば設定完了です。

その後，ホームボタン（iPad本体の丸いボタン）を押せば，元の画面に戻ります。
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③【マイク】自分の音声が相手に届かない場合（相手の音声は聞こえている）

以下をご確認ください。

・マイクがミュートになっていないか確認する（ｐ.9参照）

・iPadのマイク部分がふさがっていないか確認する（図１参照）

・Bluetoothがオフになっているか確認する（図２参照）

以上を行っても改善されない場合は，Zoomを一度退室・再度入室する

※入室時「インターネットを使った通話」をタップしてください。

iPad内蔵マイク部分

（iPad固定の際

ふさがないでください）

【図２】Blutoothをオフにする方法

オン

オフコントロールセンターを開き，

Blutoothボタンを確認

Bluetoothがオンの場合は，上記マーク

が青色になります。

上記のマークをタップすると，マーク

が青→無色に代わり，オフになります

【図１】iPadのマイクの位置



■FAQ

Q１．1コマ目で使用する「コドモンデ」とは？

A．「コドモンデ」は，静岡市内の小・中学校に配布している，静岡まちのおしごと図鑑です。

静岡市内の企業・団体をターゲットに，写真や取材で仕事内容やその魅力について紹介しております。

詳しくは，コドモンデホームページ（http://codomonde.main.jp/）をご覧ください。

Q２．スタッフは学校へ来ますか？

A．基本的に訪問しません。すべて遠隔での実施となります。

Q３．1コマ目と2コマ目以外に，発表練習の時間を入れてもよいですか？

A．もちろん可能です。多くの学校では，1～2コマで発表練習などを行っています。

Q 4． 3コマ目のビデオ通話授業で，映像が途切れた場合，どうすればよいですか？

A．映像が途切れた場合は，そのまま音声のみで通話をお願いします。

Q 5． 3コマ目（ビデオ通話授業）の授業日時を変更できますか？

A．ゲスト講師の担当者の日時を変更することになるため，授業日時の変更は基本的にできません。

Q 6． 3コマ目の授業の取材はありますか？（メディアを許可いただいた学校のみ）

A．取材がある場合には，事務局よりご連絡させていただきます。

■お問い合わせ

NPO法人まちなびや（弓削）

TEL 090-9121-4461 MAIL info@machinabiya.com

「環境につながるシゴトを学ぶ！環境教育スタッフ編」は，地球環境基金の助成により実施しております。
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