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各都道府県教育委員会指導事務主管課 

各指定都市教育委員会指導事務主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 事 務 主 管 課 

附属学校を置く各国立大学法人附属学校事務主管課   

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた 

各地方公共団体株式会社立学校事務主管課 

       

 

 

文部科学省初等中等教育局教育課程課 

 

                      

 

 

令和３年度「環境のための地球規模の学習及び観測プログラム」（GLOBE） 

におけるグローブ・スクールの募集について（周知） 

 

 日頃から初等中等教育の充実のために御尽力いただき誠にありがとうございます。 

 小学校学習指導要領（平成 29 年文部科学省告示第 63 号）、中学校学習指導要領（平

成 29 年文部科学省告示第 64 号）及び高等学校学習指導要領（平成 30 年文部科学省告示

第 68 号）等においては、これからの学校には、一人一人の児童生徒が「持続可能な社会

の創り手」となることができるようにすることが求められる旨が明記されています。 

 特に、気候変動問題をはじめとした地球環境問題は、世界全体の喫緊の課題となってお

り、持続可能な社会の創り手となることが期待される子供たちが、地球環境問題について

理解を深め、環境を守るための行動をとることができるよう、地球環境問題に関する教育

（以下「環境教育」という。）を今後ますます充実していくことが求められます。 

 これらを踏まえ、３文科初第 329 号 環政総発第 2106012号 令和３年６月２日付「気候

変動問題をはじめとした地球環境問題に関する教育の充実について（通知）」において、

地球環境問題に関する国内外の動きを踏まえた指導の取組の一つとして、環境のための地

球規模の学習及び観測プログラム（ GLOBE: Global Learning and Observations to Benefit the Environment）

を紹介しているところです。 

 このたび、令和３年度において GLOBE に関する活動を実施する学校（小学校、中学校、

高等学校等）の募集が開始されましたのでお知らせいたします。活動内容や応募の詳細

は、グローブ日本事務局のホームページ（https://www.u-gakugei.ac.jp/~globe/index.html）を

御覧ください。（応募期限は６月末日となります。） 

 なお、令和３年度の活動においては、すでに過去に、グローブ指定校、グローブ参加校

となった実績のある学校（別添）の応募を優先させていただく予定です。その他の学校に

おかれて、実施を希望される場合には、グローブ日本事務局まで直接御相談ください。 

御中 



  

 各都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課におかれては、所管の学校（小学校、

中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校等をいう。以下同

じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校事務主管課におかれて

は、所轄の学校及び学校法人に対し、各国公立大学法人附属学校事務主管課におかれて

は、その管下の学校に対し、各地方公共団体株式会社立学校事務主管課におかれては、そ

の主管に係る学校に対しこのことを御周知くださいますようお願い致します。          

   

（参考） 

 GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment)は、全世界

の幼児・児童・生徒、教師及び科学者が相互に協力しながら、全世界の個々人の身近な環

境や地域に関する意識の啓発、地球に関する科学的理解の増進、理数教育においてより高

い水準へ到達するための手助けとなることを目的として環境観測や情報交換をおこなう、

学校を基礎とした国際的な環境教育のプログラムです。 

  

 

 

＜文部科学省連絡先＞ 

文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程第二係 

TEL ：03-5253-4111（内線 2613） 

FAX ：03-6734-3734 

E-mail:kyoiku@mext.go.jp 

 

＜グローブ日本事務局連絡先＞ 

東京学芸大学 環境教育研究センター（小柳・鈴木・米澤） 

TEL：042-329-7665（月・水：9:00～16：00） 

FAX：042-329-7669 

E-mail：globe@u-gakugei.ac.jp 

URL（活動内容や応募の詳細）：https://www.u-gakugei.ac.jp/~globe/index.html 

 

   

                     

 



（別添）　グローブ指定校、グローブ参加校となった実績のある学校一覧

学校名
1
北海道
歌志内市立歌志内中学校
札幌聖心女子学院中学校
上川高等学校
稚内市立宗谷中学校
北海道砂川高等学校
北海道札幌開成高等学校
北海道上川高等学校
北海道洞爺高等学校
北海道標茶高等学校
北海道標津高等学校
北海道蘭越高等学校

2
青森県
西目屋村立西目屋中学校
青森県立青森中央高等学校
青森県立青森南高等学校
青森県立名久井農業高等学校
八戸市立北陵中学校

3
岩手県
葛巻町立小屋瀬中学校
岩手県立遠野高等学校
岩手県立高田高等学校
盛岡中央高等学校

4
宮城県
気仙沼市立面瀬小学校
宮城県黒川高等学校
宮城県仙台第三高等学校
登米町立登米中学校
本吉町立大谷中学校

5
秋田県
秋田県立金足農業高等学校
秋田市立岩見三内中学校
天王町立天王南中学校

6
山形県
山形県立加茂水産高等学校
山形県立村山農業高等学校
山形県立置賜農業高等学校

8
茨城県
つくば市立二の宮小学校
茨城県立小川高等学校
茨城県立総和高等学校
茨城県立緑岡高等学校
私立茗溪学園中学校高等学校
十王町立十王中学校
出島村立南中学校
石岡市立八郷中学校
茗溪学園中学・高等学校

9
栃木県
栃木県立宇都宮工業高等学校
栃木県立馬頭高等学校
栃木市立栃木第四小学校



那須高原海城高等学校
10
群馬県
高崎市立南八幡小学校

11
埼玉県
さいたま市立仲町小学校
浦和市立原山中学校
越谷市立富士中学校
越谷市立武蔵野中学校
佐藤栄学園栄東中学校
佐藤栄学園埼玉栄中学校
埼玉県立浦和高等学校
埼玉県立滑川高等学校
私立西武台新座中学校・西武台高等学校
自由の森学園中学・高等学校（※平成21年度のみ）
松伏町立松伏第二中学校
深谷市立深谷中学校
筑波大学附属坂戸高等学校
飯能市立飯能第一中学校
蓮田市立黒浜中学校
和光市立第三中学校
蕨市立第二中学校

12
千葉県
四街道市立千代田中学校
芝山町立芝山中学校
船橋市立宮本中学校
柏市立風早北部小学校
木更津市立清川中学校
野栄町立野栄中学校

13
東京都
お茶の水女子大学教育学部附属中学校
葛飾区立水元中学校
江戸川区立小岩第三中学校
瑞穂農芸高等学校
早稲田大学高等学院
多摩市立連光寺小学校
筑波大学附属中学校
中野区立沼袋小学校
調布市立石原小学校
帝京中学校・高等学校
東京学芸大学教育学部附属大泉中学校
東京学芸大学附属高等学校
東京大学教育学部附属中等教育学校
文京学院大学女子中学校
文京区立第五中学校
墨田区立竪川中学校
練馬区立早宮小学校

14
神奈川県
横浜市立永田台小学校
慶應義塾普通部
神奈川県立向の丘工業高等学校
神奈川県立座間高等学校
神奈川県立生田高等学校
神奈川県立鶴見高等学校
神奈川県立平塚農業高等学校
清泉女学院中学高等学校

16
富山県
富山県立氷見高等学校



富山県立富山中部高等学校
17
石川県
金沢市立長田町小学校
金沢大学教育学部附属中学校
石川県立金沢伏見高等学校
石川県立小松工業高等学校

18
福井県
福井市立国見中学校
福井大学教育学部附属中学校

19
山梨県
笛吹市立御坂西小学校
忍野村立忍野中学校

20
長野県
伊那市立春富中学校
佐久長聖中学校
松本昭和学園エクセラン高等学校
長野県須坂高等学校

21
岐阜県
可児市立南帷子小学校
関市立瀬尻小学校
関市立武儀東小学校
岐阜市立東長良中学校
岐阜市立木田小学校
岐阜大学教育学部附属中学校
恵那市立長島小学校
大垣市立多良小学校
中津川市立落合中学校
八幡町立相生小学校

22
静岡県
静岡市立清水興津中学校
不二聖心女子学院高等学校

23
愛知県
愛西市立草平小学校
愛知教育大学附属高等学校
愛知県立海翔高等学校
岡崎市立葵中学校
岡崎市立甲山中学校
岡崎市立竜南中学校
学校法人南山学園　南山高等学校・中学校
七宝町立北中学校
南山学園
南山学園南山高等学校
南山学園南山中学校
扶桑町立扶桑北中学校
豊橋市立羽田中学校
豊田市立前林中学校

24
三重県
セントヨゼフ女子学園高等学校・中学校
三重県立宇治山田高等学校
三重県立四日市工業高等学校

25
滋賀県
MIHO美学院中等教育学校
高島市立マキノ東小学校
滋賀県立瀬田工業高等学校



滋賀県立八幡工業高等学校
滋賀県立八幡高等学校
滋賀大学教育学部附属中学校
東近江市立能登川南小学校
八日市市立御園小学校

26
京都府
久美浜町立高龍中学校
京都学園高等学校
京都学園中学校
京都市立下鴨中学校
京都市立下京渉成小学校
京都市立高野中学校
京都府立綾部高等学校　東分校
京都府立綾部高等学校東分校
京都府立海洋高等学校
京北町立周山中学校

27
大阪府
松原市立松原第三中学校
大阪教育大学教育学部附属平野中学校
大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎
大阪市立天王寺中学校
大阪府立港高等学校
大阪府立東住吉工業高等学校
大阪府立柏原東高等学校
大阪府立平野高等学校

28
兵庫県
加西市立泉中学校
神戸大学附属中等教育学校
兵庫県立香住高等学校
柳学園中学校

29
奈良県
奈良女子大学文学部附属中学校

32
島根県
加茂町立加茂中学校

33
岡山県
岡山県立弓削高等学校
岡山市立足守中学校
岡山大学教育学部附属中学校
岡山龍谷高等学校
津山市立津山西中学校

34
広島県
海田町立海田東小学校
呉市立港町小学校
呉市立長迫小学校
呉市立渡子小学校
広島県立三次高等学校
広島県立世羅高等学校
広島県立祗園北高等学校
広島市立美鈴が丘高等学校
広島大学附属福山中学校
江田島市立三高小学校
江田島市立切串小学校
三原市立第三中学校
廿日市市立四季が丘中学校
福山市立内海小学校

35



山口県
高川学園高等学校
山口県立周防大島高等学校
山口県立田布施農業高等学校
山口県立田布施農工高等学校
山口市立平川中学校
山口大学教育学部附属光中学校
多々良学園高等学校

37
香川県
土庄町立土庄中学校

38
愛媛県
愛媛県立宇和島水産高等学校
愛媛県立新居浜工業高等学校
松山市立椿中学校

39
高知県
私立高知学芸中学高等学校

40
福岡県
宮田町立宮田西中学校
直方市立直方東小学校
福岡工業大学附属城東高等学校
北九州市立千代中学校

41
佐賀県
佐賀市立城南中学校

42
長崎県
上県町立仁田中学校
長崎大学教育学部附属中学校

43
熊本県
熊本県立菊池高等学校
熊本大学教育学部附属中学校
御所浦町立御所浦中学校

44
大分県
私立府内高等学校

46
鹿児島県
阿久根市立大川中学校
屋久島町立一湊中学校
錦江町立神川中学校
祁答院町立祁答院中学校
志布志市立出水中学校
志布志町立出水中学校
鹿児島県立鹿児島水産高等学校
大根占町立神川中学校
池田学園池田小学校
東町立鷹巣中学校
和泊町立和泊小学校

47
沖縄県
沖縄県立球陽高等学校
恩納村立喜瀬武原中学校
南大東村立南大東中学校
与那城町立宮城中学校


