環境教育

アサヒビール
みの見学など環境の現場に携

の向上によって

るが、ＩＴ技術

題が頻発してい

わっている人から環境活動を

情報収集力は格

課題と向き合って解決する力

活動を実践することで社会の

行や総合学習の

教育推進法の施

ている、③環境

はかなり高まっ

るもの。持続可能な社会づく

時間が創設され

より正確に提供し、今後の人

校・ 名】旭川大学高等学校

【２０１３年（第８期）／７

学校（長崎県）
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や工場での環境に対する取組

学び、環境問題を肌で感じる

を身に着けた志の高い逞しい

校生の問題意識

機会を得て各自の地元に戻り、 段にあがり、高

者育成塾﹂が文部科学大臣賞

﹁若武者﹂を育成しようとす

高校生自らの考えた環境保全

を受賞した。

環境教育プログラム
﹁日本の環境を守る若武
者育成塾﹂
が平成 年度
﹁青少年の体験活動推
進企業表彰﹂
の文部科学大臣賞受賞
アサヒビールは文部科学省
が主催する﹁平成 年度﹃青
少年の体験活動推進企業表
彰﹄
﹂で次世代を担う高校生

て以来、事業者

（山形県）
、名城大学附属高

り支援の一環として２００６

２００６年に若武者
育成塾第１期を開催

等学校（愛知県）
、加茂農林

生をより豊かで充実したもの

（北海道）
、藤女子高等学校

林高等学校（同）
、園芸高等

また、同社では同プログラ

になるよう支援をしていきた

どの理由からで、若武者育成

ムの対象を高校生にしている

いという。なお、これまでの

（同）
、青森南高等学校（青

書﹂では﹁＋ＥＳＤプロジェ

が、これは①高校生は大学進

森県）
、八戸工業大学第二高

ち、環境保全のた

象に、環境活動に

学や企業への就職の一歩手前

等学校（同）
、大曲農業高等

学校（大阪府）
、丹原高等学

ついて学び自ら実

若武者育成塾卒塾生は２２１

学校（秋田県）
、仙台三桜高

塾の開催により高校生に﹁環

践する場を提供す

参加高校、参加人数は次のよ

まな情報を自ら咀嚼・判断し、 名を数えており、過去５期の

の時期であり、社会のさまざ

うになっている。

クト﹂に登録されている活動

るプログラムで、

人生の方針を決め始める多感

めに自らも行動し

論文審査で選抜さ

な時期、②社会では環境問題

等学校（宮城県）
、中央農業

校（愛媛県）
、北松農業高等

れた高校生が夏合

【２０１４年（第９期）／７

の１つとして紹介されている。 境問題﹂というコンテンツを

宿に参加し、五感

をはじめ、さまざまな社会問

を担う高校生を対

を使った体験学習

17

を対象とした環境教育プログ

学生向けの出張授業や大学生

高等学校（岐阜県）
、岐阜農

校・ 名】村山産業高等学校

向けなどは多数行われている

はさまざまな環
年が第９期）にしており、そ

ものの高校生向けは少ないな

境教育を推進しているが、小
の活動が認められ、環境省が

年に第１期を開催、この後、

環境を守る若武者

発行する平成 年度﹁環境白

毎年企画・開催（昨２０１４

育成塾﹂は環境問

ログラム﹁日本の

2014年若武者育成塾合宿

題に高い関心を持

アサヒビールの環境教育プ

21

たいと考える次代

26

26

ラム﹁日本の環境を守る若武

2014年若武者育成塾合宿最終日の記念撮影

26

環境教育

る点﹂
﹁体験の学びを実践で

伐中心の施業を実施しており、 ０年３月に酒類業界では初と

定、豊かな自然の恵みを守り、

明高等学校（福島県）
、栃木

育み、次世代へ伝える活動を

高等学校（神奈川県）

また、同森林は２００１年

展開するとともに、２００９

間伐材を市場に出荷している。 なる﹁生物多様性宣言﹂を策

にＦＳＣ森林認証を日本で３

年春から開始した主力商品

活かす機会を設定している

番目に取得し、持続可能でよ

﹁スーパードライ﹂の売上げ

点﹂
﹁参加者全員がリーダー
シップを発揮できる機会が得

りよい森林経営の実現に向け

農業高等学校（栃木県）
、早

られるように工夫している

た取組みを推進しており、２

稲田大学本庄高等学院（埼玉

点﹂などが評価され、今回の

校・ 名】油木高等学校（広
県）
、筑波大学附属坂戸高等

文部科学大臣賞受賞になった

【２０１２年（第７期）／７

（同）
、
木津高等学校
（京都府）
、 学校（同）

島県 ）
、西 条 農 業 高 等 学 校

校・ 名】園芸高等学校（大

の一部を全国 都道府県ごと

山陽女子高等学校（岡山県）
、 【２０１０年（第５期）／７
福岡大学附属大濠高等学校

００６年からは未来を担う地

する森林環境教育﹁アサヒ森

から学んでもらう機会を提供

森林（アサヒの森）での体験

役割や環境保全の大切さを同

元の小学生を対象に、森林の

然の恵みの大切さの普及に努

全につながる活動を支援、自

トでは各地域で生物多様性保

い！を明日へ！﹂プロジェク

動に役立ててもらう﹁ うま

に設定した環境保全などの活

阪府）
、
農業高等学校
（兵庫県）
、 と考えているという。

こうした若武者育成塾など

の子塾﹂を開催している。さ

めている。

（福岡県）
、唐津南高等学校

高等学校（青森県）
、盛岡農
業高等学校（岩手県）
、米沢
工業高等学校（山形県）
、修

いる企業を表彰するも

る優れた実践を行って

少年の体験活動に関す

献活動の一環として青

ており、現在は森林経営計画

員の手によって森を育ててき

林に着手。今日に至るまで社

らヒノキ・スギの本格的な植

が、同社では１９６０年代か

的には王冠に使用しなかった

このアベマキの樹皮は結果

いる。

ＥＲ）も取得して

レ ジ ッ ト（ Ｊ Ｖ

るオフセット・ク

１年に環境省によ

を実施し、２０１

﹁森と水の学習会﹂

高等学校（京都府）

環境活動の起源はアベマ

アサヒビールの環境活動の起

らに２００９年８月からは林

三木北高等学校（同）
、飛騨

源は１９４１年にアサヒビー

野庁広島北部森林

高山高等学校（岐阜県）
、日

ルの前身である大日本麦酒が

管理署と共同で広

校（長崎県）

一方、今年２月５日に東京

当時ビール瓶の王冠の裏地に

（佐賀県）
、島原農業高等学

都千代田区大手町の日経ホー

使用されていたコルクの代用

2014年若武者育成塾合宿（瀬戸内海・豊島での講習）

キ樹皮確保への山林購入

ルで表彰式が行われた

島県庄原市比和小

高高等学校（和歌山県）
、富

文部科学省主催の﹁青

品としてアベマキの樹皮を確

学校の生徒を対象

【２０１１年（第６期）／７

少年の体験活動推進企

保するために広島県の山林を

岳館高等学校（静岡県）
、桂

業表彰﹂は、青少年の

購入したことに始まっている。 に 森 林 環 境 教 育

校・ 名】八戸工業大学第二

体験活動の一層の推進

の。アサヒビールの社

に基づき、 ～ 年生のヒノ

ヒビールは２０１

このほか、アサ

‐

50

に資するため、社会貢

会環境部では﹁これま

40

キ・スギを対象とした利用間
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77

で９年間やってきてい
るという継続事業であ

2014年若武者育成塾合宿（瀬戸内海のアマモ場）

47

26

25

28

