
夏休み特別学習会 in 美ら島自然学校 

場所：美ら島自然学校 （名護市嘉陽41番地） 

定員：各回20名 

申込方法：電話による事前申込み 

第2回 
8月9日（日） 10：00～12：00 
「砂浜の環境」 
砂浜の植物や砂の観察をします 

第3回 
8月13日（木） 12：30～15：00 
「イノーの生き物」 
岩場で生き物を探し、観察します 

第4回 
8月17日（月） 13：00～15：00 
「漂着物と環境」 
漂着物の正体を調べて工作をします 

学習会に参加して、自由研究の課題を見つけませんか？ 

自然観察の方法やまとめ方などのアドバイスをして、自由研究をお手伝いします! 

なつやす      とくべつ がくしゅうかい     ちゅ    しま   しぜん   がっこう 

 じ ゆ う   け ん    きゅう              か   だ い       

がくしゅうかい    さんか 

しぜん かんさつ          ほうほう                                  かた                                                 てつだ 

http://churashima.okinawa/ocrc/ 

ばしょ     ちゅ         しま  しぜん   がっこう      な ご     し     かよう                 ばんち 

ていいん  かくかい     めい 

もうしこみほうほう    でんわ           じぜん   もうしこ 

対象：小中学生(小4以上は児童のみの参加も可）、    
たいしょう  しょうちゅうがくせい  

第2回 
8月9日（日） 10：00～12：00 

「砂浜の環境」 
自然学校前の砂浜の植物や砂を観察して、 

身近な地域の環境と比べてみよう 
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第3回 
8月13日（木） 12：30～15：00 月月131313日（木）日（木）日（木）日（木） 3

「イノーの生き物」 「イノーの生き物」「イノーの生き物」
イノーで生き物を探して観察し、どこにどんな 

生き物がいるかまとめよう 
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8月17日（月） 13：00～15：00 日（月）日（月）日（月） 1313131313

「漂着物と環境」 
集めた漂着物で工作をして作品を作り、どんな

漂着物があったか紹介しよう
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 しぜん  がっこう   まえ             しょくぶつ 
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集めた漂着物で工作をして作品を作
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 あつ                     こうさく                             さくひん     つく 
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美ら島自然学校：0980-55-9045 

美ら島研究センター：0980-48-2266 

親子連れ    
  おやこ       づ     

第1回 
8月5日（水） 13：00～15：00 

「砂浜の生き物」 「砂浜の生き物」
砂浜に残された生き物の情報を探して、自分

だけの観察日誌をつけよう 
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砂浜に残された生き物砂浜に残された生き物

だけの観察日誌をつけようだけの観察日誌をつけよう

砂浜に残された生き物砂浜に残された生き物

だけの観察日誌をつけようだけの観察日誌をつけよう

砂浜に残された生き物砂浜に残された生き物

だけの観察日誌をつけようだけの観察日誌をつけよう
  にっし 

第第第第1回回回1回回1回回回1回回回回
だい    かい 
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