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エコ～るど京大 2015 ～初夏の陣～ 実施レポート 

 

2015年 6月 19日 エコキャンドルで京都大学創立 118周年を祝った 

 

全員参加型で環境負荷を低減した持続可能なキャンパスの実現を目指す強化イベントとして、「エコ～

るど京大 2015」を開催した。環境月間である 6 月にあわせ、1ヶ月間、吉田キャンパスを中心に様々な

企画を展開した。なお、「エコ～るど京大」とは、 エコ×世界（ワールド）からの造語であり、「Think 

globally, Act locally, Feel in the Campus !」のメッセージをこめると同時に、京大の中でエコを学ぶ学

校（Écoleとはフランス語で学校）を多様な形で開校する意味もこめたものである。 

6月 2日から 29日の間は、京都大学生協ルネ 1Fに、「京都大学で環境学を考える研究者たち」のオー

プンラボが出現し、多様なアプローチで環境問題に迫る 12名の研究者が日替わりで駐在した。今年は、

マイカップでドリンクを楽しめ、フェアトレードコーヒーやはちみつドリンク、多国籍のお茶が、会話

をより一層盛り上げた。また、クスノキ染めやリメイク、風呂敷包み体験コーナー、エコアート作品も

人気を博した。 

15日の週は、京都大学生協カン

フォーラとの連携で「ナイルビー

ル deサステナブルナイト」と銘打

った環境配慮型ビアガーデンを展

開した。廃油と桂キャンパスの竹

などを活用したエコキャンドルが

彩を添えたほか、地（学内）産地

消の食材やリユースカップなどが

活躍した。19日には、参加者とと

もに京都大学の創立 118周年をキャンドルで祝った。 

20日には、京都大学時計台百周年記念館とその周辺で「くすちゃんフェスタ」（くすちゃんは、京都大

学の環境取組のキャラクター）を開催した。記念館 1Fホールでは、学内団体等がエコパフォーマンス（写
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真は表彰の様子）を繰り広げたほか、ごみ削減をテーマとした特別シンポジウムを開催した。記念館周

辺では、様々な団体によるブースやチャリティーバザーが開かれた。歌あり、食あり、学びあり、動物

とのふれあいありと、多様な環境問題との出会いに、多くの参加者が充実した 1日を過ごした。 

学内外の団体と連携した企画としては、エコクッキング教室や環境関連教材を開発するワークショッ

プなども開催した。 

また、SNSを活用して「1日 1エコ（1つでも良いので環境配慮行動を実践することの積み重ねが重

要であるとの想いをこめている）」を訴求するプロジェクトも展開した。1日 1人（組）のエコメッセー

ジを Facebook（https://www.facebook.com/ecosengen）で発信するものであるが、「ぬか漬け」をバトン

に見立てて、つないでいった。天地返ししながら、個性豊かなメッセージが飛び出したが、同時に、ぬ

か漬けを始めとする保存食や食材の活用など、先人の知恵に想いを馳せる機会にもなった。 

多くの関係者の協力により、1ヶ月間、様々な企画を行うことができた。多くの人に少しでも気づきや

参加のきっかけを与えることができたと考えており、今後に繋げたい。 

 

ご支援、ご協力いただいたみなさま、本当にありがとうございました。 

（主催）エコ〜るど京大2015 実行委員会 

事務局：京都大学環境安全保健機構（環境科学センター） メンバー：京都大学施設部、京都大学生協、環境サークルえこみっと、京都ジャングル、京都大学で環境学を

考える研究者たち、京都造形芸術大学有志、ブルーシーフードプロジェクト、Tera School、大五郎、日本環境保護国際交流会（J.E.E）、布遊工房 

学生・院生コアメンバー：安藤悠太、新郷大輔、横山恵利香、西堀功規、小野塚佳代、金知華、井澤萌、大木晴香、川崎康太、田中仁海、福田将矢、山口優輔、山口凜 

 

 

 

 

 

 

 

【報告】特別シンポジウム 

「京の始末の文化を世界に ～2R（リデュース・リユース）に挑む～」 

 

6月 20日のくすフェスにて、特別シンポジウムが 15:15～16:45に開催された。 

京都には、「始末の心」が根付いているといわれるが、それを新しいスタイルで、ごみ削減につなげよ

うという取組が始まろうとしている。そこで、家庭や観光・飲食業、研究者や若者など、様々な立場か

ら、現状について報告し、今後について議論した。 

酒井伸一（京都大学環境科学センター長）がコーディネーターを務め、門川大作（京都市長）、庄子真

憲（環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課 リサイクル推進室長）、佐伯久子（京都市地域

女性連合会長）、堀場弘之（「京料理 六盛」主人）、西京高校の 2R研究プロジェクトチームのみなさん

が登壇した。ディスカッションでは、京のおもてなしの心とごみ減量の両立の在り方、高校でのチャレ

ンジなどについて、今後の政策にも繋がる論点が見いだされた。なお、詳細は連携団体が発行する「び

っくり！エコ新聞」（http://www.eco100.jp/index.html）で報告されているのでご参照頂きたい。 

（後援）京都市 
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各企画を担当した学生スタッフや関係者、参加者等からの報告 

 

◆1日 1エコ／ぬか漬けチャレンジ 

安藤悠太（工学部 4回生） 

1 日 1 エコ／ぬか漬けチャレンジは、6 月の 1 ヶ月間を通してエコ～るど京大

Facebookにて毎日動画を配信しました。このチャレンジでは、ぬか漬けの壺をリレー

のバトンにして、1日 1エコの取り組みやエコ～るど京大の活動を Facebookを通して

知っていただくことを目指しました。エコ～るど京大初夏の陣にご協力いただいた方

はもちろん、様々なキーパーソンの方々にぬか床の天地返しをしていただきました。天地返しをしてい

る際の見た目のインパクトもさることながら、動画で語っていただいた内容も大変勉強になるような事

柄が多く、見応えのある動画ばかりとなりました。 

ぬか漬け自体にサステナビリティの考え方が宿っていると考えての企画

立案となりました。実際にぬかを炒るところから始めて、捨て漬けの野菜を

投入し、毎日毎日天地返しをする…。これで発酵が進むとは先人の知恵は恐

るべしと感じました。通常食用としないぬかを有効活用し、ぬか漬けにする

食材の栄養価を高め、野菜は皮ごと無駄なく食べることができ、しかも塩分

によって保存性も向上する、などなど様々な利点がぬか漬けにはあります。

少々手間はかかりますが、脈々と受け継がれてきたエコな漬け物と言えるで

しょう。最終的な成果としては、エコ～るど京大 Facebookを見ていただい

ている方の数がかなり伸びたことが挙げられます。企画前と企画後ではいい

ね！が 150以上増え、多い日には 3000 人もの方へのリーチがありました。 

今後、Facebookでの情報拡散がしやすくなったという点では成功と言えると思います。 

なお、この企画は 7月いっぱいも継続して行うこととなりました。7月は学生の参加を増やして、京大

生への周知をさらに図りたいと思っています。 

ちなみに、ぬか漬けは最初は塩辛いだけでしたが、続けるうちにコツがわかってきて、風味が増して

きました。しかし、数ヶ月ではまだまだ若いようですので、今後も発酵を続け、エコ～るど京大の企画

のどこかでまた活用できればと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★6月に参加していただいた方のご紹介（一部）：酒井伸一教授（京都大学環境科学センター長）、山田啓二さん（京都府

知事）、門川大作さん（京都市長）、尾池和夫さん（京都造形芸術大学学長・京都大学元総長）、安田守さん（第 5代向日市

長）、高月紘さん（京エコロジーセンター長、びっくりエコ発電所代表理事、本学名誉教授）、荒木勇輝さん（Tera school

代表）、後藤典正さん（高台寺・執事）、塚本稔さん（京都市副市長）、中島達弥専務理事（京都大学生協）、Purpure☆（京

都発アイドル）、サリーさん（科学する料理研究家）・大野敦子さん（ウィークックナビ）、竹上久美子さん（シンガーソン

グライター）、西京高校 2Rプロジェクトチームのみなさん、庄子真憲さん（環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

企画課 リサイクル推進室長）、オープンラボにご協力頂いた先生方、など★ご協力、本当にありがとうございました！  
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◆#京大食べ残しゼロ Twitter企画 

安藤悠太（工学部 4回生） 

#京大食べ残しゼロ Twitter企画は、京大生にも利用している人の

多い Twitter を活用して、食べ残しゼロに気楽に取り組んでもらお

うと始めました。Twitterのハッシュタグの機能を使って、食べる前

後の写真をアップロードしてもらうことで見た目にも楽しく参加で

きます。京大生協食堂をはじめ、京大生のよく使う周辺店舗にも協

力をお願いし、ポスターを貼っていただきました。また、ポスター

設置のお願いと同時に、京都市の食べ残しゼロ推進店舗への登録の

ご協力もお願いした結果、数店舗から快諾をいただけました。 

おいしそうな写真とともに参加してくれた人はいたのですが、告

知不足もあって参加者の数としては少ないものでした。より多くの

京大生の参加を見込むには、告知を大々的に行うこととエコ~るど京

大Twitterの発信力を高めておくことが必要だと思いました。特に、

周辺店舗にご協力いただければかなりの影響力となるでしょう。周

辺店舗を巻き込んだ形での企画を行う際に活かせたらと思います。 

 

参加者の声（抜粋） 

●林 新太：京大食べ残しゼロ企画に参加して以下の内容をツイッターにて投稿しました。普段から食事は残すことなく食

べており当たり前のことにはなっているものの、このような残る形で食べ残しゼロを実践すると「食べ残しをしないとい

うことが当たり前になっていない人がいるんだ」ということを感じ、残飯を出さないことの重要性を再確認することがで

きた。 

●投稿例 
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◆材料使い切り、手間エコで 自炊の達人！ 

ウィークック事務局 Assan 

6月 19日（金）、ウィークックナビの料理研究家サリーさんと、「材料使い切り、手間エコで自炊の達

人！」料理セミナーを開催しました。科学する料理のポイントが満載で勉強になりました！ 

 

●15時 30分 仕込み開始 

今日の料理セミナーは、野外なのに朝からあいにくの雨・・・。

イベント開始迄に上がることを祈るばかりです。参加者試食用

の、カレーとマリネを作るために、京大生協カンフォーラの厨

房をお借りしました。カンフォーラも夜のイベント用の仕込み

で大忙しで、そんな中場所を貸して頂いて感謝です。私も少し

だけ、オクラのガク取り（オクラの頭の面取り）を手伝いまし

た。屋外では、イベントスタッフが雨に備え、テントを増やし

て立ててくれていたのですが、そんな中、事務局長の浅利先生

の「私晴れ女やし、雨は大丈夫やわ」と力強い一言！宣言どお

り、開始の前に雨は上がり、いよいよスタートです。 

 

●18時 15分 料理セミナー開始 

開始時間になると、パラパラと人が集まり始めて、意外と男子学生が多いのにびっくり。（頭も良くて、料理もできたら

もてもてやん・・・）定刻になったので、いよいよ開始。まずは、パネルを使ってウィークックナビのコンセプト 

① 材料使い切り  

② 休日まとめ買い・まとめ調理  

③ 平日は同時に 2品仕上げ を、 

ウィークック事務局から説明したあと、サリーさんへバトンタッチ。 

 

●レンジ調理の解説 

サリーさんから現在公開中の、「レンジを使った夏野菜献立６品と食材の使い

切り、休日仕込み平日楽する手間エコの工夫」のあと、いよいよお得意の料理

と科学講座の始まりです。レンジ加熱のしくみ、マイクロ波を吸収するもの、

しないもの。水は、マイクロ波を吸収するが、氷はマイクロ波をほとんど吸収

しない（透過する）そうで、レンジでお肉の解凍が難しいわけですね。。。 

 

●レンジで簡単キーマカレーの実演 

レンジ調理の解説のあとは、お待ちかね、レンジだけで作るキーマカレーの

実演です。週末に冷凍しておいた挽き肉の上に、みじん切りにした玉ねぎを乗

せて、レンジで加熱します。挽き肉は、凍った状態では、電子レンジでまんべ

んなく加熱することが難しいので、玉ねぎ（水分が多い）と一緒に加熱して、

玉ねぎの熱でひき肉を溶かすのだそうです。メカニズムを知るととても勉強に

なります。 

次に調味料（カレー粉、ケチャップ、みりん、醤油）を加え混ぜますが、ここでサリーさんの科学の解説です。ケチャ

ップの材料であるトマトや、お醤油に旨み成分「グルタミン酸」が含まれているそうで、これに肉に含まれる「イノシン

酸」という、旨み成分と組み合わせると、「旨みの相乗効果」によって、旨みが倍増するのだそうです。ミートソースが美

味しいわけですね。再度加熱すれば、カレールーの完成！ 

次にカレーの具材となるナスをカットして、油をまぶしレンジで加熱します。ナスは、スポンジ状で水分が逃げやすい

ので、油でコーティングすると、水分を逃がしにくく、ジューシーになるそうです。最後にオクラのガクを取りレンジで

少し加熱し、ご飯の上にナスを乗せルーをかけて、オクラを散らせば完成です！ 

 

●試食・Ｑ＆Ａ 

最後は、試食しながら、サリーさんとのＱ＆Ａタイムです。 

学生Ａ「何故、氷はマイクロ波を通さないのですか？」 

サリーさん、「○×※△＋＊・・・・・」 

元素記号が飛び交いすみません、私は回答を記憶しておりません。 

学生Ｂ「レンジの調理加熱の時間はどうやって決めているのですか？」 

サリーさん「えーと、これは経験則で・・・」 

さすがにこちらは、方程式での回答ではありませんでした。さすがは京大生、

理屈で理解して料理をされているのでしょうか？ 
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そんなかんじでセミナーは終了、約 1時間超、お疲れ様でした。参加頂いた皆様、エコ～るど京大スタッフの皆様あり

がとうございました。これからもウィークックナビをよろしくお願い致します。 

終る頃にはすっかり日も暮れ、エコキャンドルに灯された会場は、幻想的な雰囲気に包まれていました。 

 

※なお、ウィークックナビのサイト（https://www.weekcook.jp/news/150625.pdf）でも写真満載の報告をアップしていま

す。 

 

参加者の声（抜粋） 

●込山活哉 

僕は下宿をしているので自炊をするのは初めてであまり料理がうまくないので、このイベントに参加しました。サリー

さんに料理の基礎の部分から教えていただき、とても分かりやすかったです。僕は電子レンジでカレーを作るというのは

聞いたことがなかったので正直うまくできるのか疑っていました。また、隠し味に酢やニンニクなどを入れていたので信

じられなかったです。しかし、出来上がりのカレーを食べてみると非常においしかったです。しかもあのカレーを１５分

ぐらいで手軽に出来てしまうので驚きました。一枚のお皿でカレーができてしまうのであと片付けも簡単です。 

●岩田希美 

この料理教室ではレンジでキーマカレーを作る方法を学んだ。私は見ているだけであったが、切ったものをレンジで加

熱していくというようなものであったので、私にもできるかもしれないと思わされた。食べてみてもおいしかった。せっ

かくお土産にたくさん野菜をいただいたので、紹介してもらったｗｅｂサイトを参考にして自分でも作ってみた。 

 

 

 

 

 

 

 

料理教室後私が作ったキーマカレー        料理教室でサリーさんが作ったキーマカレー 

 

 

 

◆ナイルビール deサステナブルナイト（エコキャンドル企画） 

 西堀功規（工学部 1回生） 

京都大学生協のレストラン「カンフォーラ」にて 6月 15日～6月 19日（18日

を除く）に行われたナイルビール deサステナブルナイトのメインプロジェクトが

エコキャンドル企画でした（※）。内容としては、A：エコキャンドルを用いたカ

ンフォーラ前テラス席のムードアップ（期間中全日程）、B：エコキャンドルを作

ろう！ワークショップ（6 月 15 日～17 日）、C：京大 118 歳の Birthday を祝お

う！企画（6月 19日）の 3つを行いました。 

エコキャンドルは、生協食堂で生じた廃油（吉田食堂から提供して頂き、余っ

た廃油の処理は中央食堂にお願いしました）を加熱し廃油凝固剤を混ぜ、桂キャンパスで切り倒された

竹を短く切った容器に注いで固めたのちに廃油を染み込ませたロープを埋めて作りました。 

A については、事前に作っておいた 70 個程度のエコキャンドルと、B で作ったエコキャンドルを 20

時くらいからカンフォーラ前で食事中のお客さんの席に随時運び、机上に置いてもらう、という予定で

した。ただ実際に準備をしてみると、エコキャンドルの芯にしていたタコ糸では火が小さすぎてロープ

に作りかえる作業が必要となったため、17 日以外はほとんどカンフォーラ前でエコキャンドルを作るの
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みとなってしまいました。17 日はお客さんに配ることができ、ほとんどのお客さんがエコキャンドルに

興味を示し、快く机上に置いてくれました。エコキャンド

ルについて上述のような説明をすると、強く関心を示して

くれる方も多かったです。この日は机 1 つにつき１個のエ

コキャンドルを配りましたが、後述の Cの後の様子を見る

と、そのような配慮は不要なようでした。 

B については、環境学の授業のレポート作成の材料とし

て１人来てくださった以外はエコキャンドル作りに参加し

てもらうことはありませんでした。仮に人が殺到しても対

応できる余裕は無かったと思いますので、結果的にはそれ

でよかったのですが、今後も行う場合は特に検討が必要か

もしれません。 

C については、当初は 118 個のエコキャンドルで行う予

定で、キャンドル自体は十分に作れていたのですが、着火

できない、火が消えてしまうなどのため実際にはそれ未満の数で「118」の形に並べ、カンフォーラ屋上

からの写真撮影をして頂きました。その後、Tockn’rollさんに演奏して頂き、参加者の皆さんにキャンド

ルを持ってもらい、「Happy Birthday」を歌い、その模様も撮影して頂きました。マイグラスまたはマ

イボトル持参の参加者の皆さんにはソフトドリンクかお酒

をサービスし、たくさんのキャンドルとともに席に戻って

いただきました。 

17 日、19 日は盛り上がらせることができたように感じ

ていますが、15 日、16 日については事前の準備・シミュ

レーション不足のため自分のやることでいっぱいになって

しまいました。屋外で行うことに伴う制約を甘く見積もっ

ていた点で、今後の教訓としたいです。 

この企画に多大なるご協力をいただいたみなさま、そして、なによりも、期間中に参加してくださっ

たみなさまに心より感謝申し上げます。 

※カンフォーラでは、地産地消メニューの提供やリユース容器の使用が実践されました。 

 

参加者の声（抜粋） 

●犬飼亜実 

 「ナイルビール de サステナブルナイト＠カンフォーラ」に

参加してきました。“地産地消”というテーマはとても興味が

あります。地元のつながりの大切さや食育に力を入れていくこ

とで、誰もが“気軽“に”地産地消“が日常にありふれた、当

たり前のものになっていくといいなと思います。 

●外越友祈 

このイベント、「ナイルビールでサステナブルナイト＠カンフォーラ」は気軽に参加できたり、学校でビ

アガーデンという学生を引き付けるフレーズで、多くの学生の参加が見込めると考えられるが、エコについ

て考えさせるという面では少し弱いと感じた。もともとエコに関して非常に興味がある人は地産地消やリユ

ース食器などに反応し、エコだなと感じると思うが、エコにあまり興味がない人はただただビールを飲むこ

とになるのではないか。エコに関して興味がない人が参加をしやすいイベントだと思うので、その人たちに

どれだけエコに興味を持ってもらうのかが課題ではないかと感じた。 
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●Trinh Thanh Hai (とりん たん はい） 

 16 日 19 時半にカンフォーラ前に着いた時、担当者たちがミルクカー

トンを紙に再生していた。案内者はしていることをやめて、非常に親切

に私にキャンドル作り方を教えてくれた。竹と生協の廃油を持ってきて

くれた。廃油を IHコンロで加熱して、100円ショップで買える油固め隊

を入れ、廃油の匂いを抑えるため香り液を入れた。出来上がった廃油を

竹の管に 3分の 2以下ぐらい入れた。その廃油が完全に固まるのに 1日

必要するらしいので、固まっている途中の別のものを使って、紐を付け

ることを体験した。案内者によると、キャンドルの紐は工夫してはじめ

て丈夫に出来上がったそうである。出来上がったキャンドルに火を付けて頂いた。燃えていたキャンドルは非

常にきれいだったが、あまり良い写真を取れなかった。 

 

 

 

◆エコ金屏風 

小野塚佳代（京都造形芸術大学院生） 

今回、アートとのコラボレーション企画として「エコ・金屏風」

の制作、展示を担当させて頂いた。このエコ・金屏風はニチレイ

マグネット（株）からマグネットの端材をご提供頂き、その端材

を、鉄板が仕込まれた特殊な金屏風に貼り付けることで絵を描い

てゆくという作品。提供頂いたマグネット端材は、製品を作ると

き大量に出るもので、全てごみとして処分されてしまう。その端

材を作品制作に利用することで、ごみをごみにしない、エコに結

びつく内容に繋がった。 

 

＜作品コンセプト＞ 

今回は、「”Think globally, Act locally, Feel in the campus”を願

って、サステナブルな社会を目指す」というエコ～るど京大コン

セプトの元、マグネットを作るとき大量に出てしまう端材（ごみ）

を利用し、エコスター・くすちゃんが自然の循環を旅する様子を

一か月かけて描いてゆきます。生活していれば必ずごみが出ます。

一方、価値のないものに新たな価値を見出すというのは、芸術の一つの側面です。くすちゃんは最後ど

うなってしまうのか。どうぞお楽しみに。 

 

 

設置場所は、エコ～るど京大・初夏の陣で一か月を通じて行われた

企画「オープン・ラボ」開催場所である西部生協ルネ入口の最寄りス

ペース内。制作作業をしに来るとオープン・ラボに来られた先生方の

講義内容を拝聴させて頂くことができ、展示場所としてはとても新鮮

な環境だった。単に絵を設置するだけではなく、エコに関係する内容

について研究していらっしゃる先生方と交流を持てたことで、今後そ
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の内容を作品に反映させることができればより面白い内容になると思う。なお、このエコ・金屏風は、

2014 年の 3R 国際学会が行われた際に時計台サロンで展示をしており、その折には高月紘教授（京都大

学名誉教授、環境漫画家“ハイムーン氏”）、牧野圭一さん（元国際マンガミュージアム館長）にも制作に

ご参加頂き、今回に関しては牧野圭一さんより制作の準備アドバイスなどを頂いた。今回、エコ～るど

京大キャラクター「くすちゃん」という規定のキャラクターをメインにしたこともあり、その絵柄を活

かすことに重点を置いたが、次回の機会にはまたハイムーン先生、牧野先生を始めとした他の作家、漫

画家との合同展示も試みたい。 

成果としては、オープン・ラボへの参加者の方々を主とし、

ルネへの出入りをする学生さんなどに広く金屏風を見て頂く

ことができたと考えている。また、本来の意図とは違ったが、

状況によっては宣伝物の告知板として利用することも可能だ

ということが分った。その場合ただの掲示板にせず作品とし

ての線引きを保つことが大切だが、そうして多方面に活用の

幅を広げていけることも利点と考えらえる。 

多くの人が目にする設置場所であった一方、オープン・ラボとの距離がとても近かったことで、金屏

風の固定（強度）に少し心配が残った。人の出入りの多い場所で倒れることのないよう、安全性の面で

も、既存の固定金具以外にも設置場所と金屏風を固定する工夫を次回以降は考えたい。その他にも、周

りに広く開いた場所だったので、もっと一般の方が参加できる内容にしていけるとより良かったかもし

れない。 

今後の展開も考えている。まず、今回、制

作途中の金屏風画面を写真で記録していたこ

とから、その記録画像を編集してストップモ

ーションの動画作品にしたいと思う。記録写

真を撮る位置を固定して撮り直す必要もある

ので、まずはそこから始めたい。また、オー

プン・ラボに来ていただいた先生方に、メッ

セージを書いた端材を残していってもらい、

記録も兼ねて金屏風作品の一部とする。その他先生方だけに限らず、今後の展示の方向性としては一般

に来ていただいた方々も参加できる作品企画を考えたい。 

 

 

 

◆オープン・ラボ 

横山恵利香（法学部 2回生） 

私は、昨年からメンバーに加わったため、今回の初夏の陣は 2回目でした。

昨年の初夏の陣もたくさんの学生・教授・地域の方々を巻き込んだものとなり

ましたが、今年はさらに充実し、より盛大な一か月にしたいという思いがあり

ました。そして、その目標は着実に達成されたのではないかと感じております。 
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昨年に引き続き、私は『オープン・ラボ』の企画に携わらせていただきました。『オープン・ラボ』と

は、生協食堂ルネの１階入り口スペースに展開される、京大の先生方の研究室のことです。京都大学に

おいてエコについての研究を手掛ける先生方が、日替わりでラボに駐在し、日々の研究成果を発表して

くださいました。 

今年度、ラボを展開してくださったのは 12名の先生方です。フィールド科学教育研究センターより伊

勢先生、地球環境学堂より宇佐美先生、Singer先生、森先生、思修館より山敷先生、Ialnazov先生、磯

部先生、総合博物館より村上先生、工学研究科より野中先生、エネルギー科学研究科よりMcLellan先生、

環境科学センターより浅利先生、そして放射性同位元素総合センター角山先生が、日替わりで登場され

ました。今年は昨年にも増し、それぞれの先生方が工夫を凝らしたラボを展開してくださり、線量計や

水質測定器、北部構内で出土した縄文大木、宇宙のお香や防護服タイベックスなど、普段目にすること

のないアイテムを実際に触ったり体験したりすることも可能でした。また、今年のオープン・ラボでは

「ラボカフェ」も人気でした。マイカップ持参の方には、先生方自慢のエコドリンクがふるまわれまし

た。はちみつドリンクやフェアトレードコーヒー、東方美人茶など、先生方がご提供してくださったド

リンクはどれも絶品でした。ラボにて、多くの来場者の

方が、先生方とお話されつつ優雅な時間を過ごされまし

た。 

加えて、今年はオープン・ラボのスペースを活用し、

エコ実習も行いました。風呂敷研究会の皆様による「戦

争を染めた風呂敷展示」や風呂敷包み体験、JEE＆布遊

工房による傘リメイク・クスノキ染め体験、野中先生の

ハニー仲間によるニホンミツバチトークなどは、学生の皆さんだけでなく、地域の方々からも大人気で、

ラボはお客様で溢れておりました。 

今年の『オープン・ラボ』企画は、昨年の来場者数 153名の約 2倍、300名動員を目標としておりま

したが、それを上回る 408名の学生・地域の方々にご来場いただきました。環境問題は、地球温暖化や

節電、リサイクルだけにとどまらない。本『オープン・ラボ』企画が、環境問題を捉える多角的な視点

を、一人でも多くの方に学んでいただける機会になったと信じ、来年につなげていければと思います。 

 最後に、12名の研究者の先生方、京都大学生協ルネの皆様、ご来場いただいた学生・地域の皆様、本

企画にご協力いただいたすべての関係者の皆様に心からお礼申し上げます。 

 

参加者の声（抜粋） 

●塩崎皆人 

 今回私は 6 月 26 日のオープンラボに参加して、角山

雄一先生にお話を伺った。ルネの入り口にほど近いオー

プンラボのブースを訪れて、まず目に入ったのはニュー

スではよく目にする白い防護服と防塵マスクだった。そ

の横の机には放射線を感知する機器が並んでおり、先生

が一番右においてあった銀色の探知機の電源をつける

と、地面など周囲の環境から届く放射線を感知して毎秒

ほぼ 1回のペースで音が鳴った。そのほかにも、タブレットにつながって線量を表示している器具、建材などにも含まれているカリウム

の同位体を感知し、その放射線の特徴をとらえたグラフをモニターに表示している青色の機械も展示されていた。添付した写真にはその

三台の機器も移っており、自分は特に中央の銀色の機械につながれたタブレットが０．１３と表示しているのを見て、それがどれだけ小

さい数字なのか、はたまたかなり大きい数字なのかわからず緊張してしまったが、全く人体に影響を及ぼすような線量ではないというこ

とを教えていただいて安心することが出来た。 
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正直なところ、自分は今まで福島第一原発の事故について、自分から詳しく知ろうとすることはなかった。であるから、防護服という

ものに放射線を遮断する能力はなく、汚染された土砂や砂塵などが体内に取り込まれて、内部被爆することを防ぐために着用されている

ということも知らなかったし、福島県内だけをとってみても汚染状況に大変な偏りがあるということも知らなかった。汚染の状況を表し

た図を、まじまじと見させてもらったが、確かにそこにはくっきりと、大きな被害を受けた地域と、それほど被害を受けなかった地域の

差が描かれていた。 

 その後は、先生のお話を聞きながら、図についての質疑応答の時間となった。特に、汚染の状況と、その後の人々の対応については、

長い時間をかけて議論させていただくことが出来た。汚染の状況によって各自治体の対応は様々で、比較的町すべてが危険区域でない地

域では可能な限り除染を行い、積極的に帰村、帰郷を目指している地域があると聞いてうれしくなる一方で、当然ながらほとんどの区域

が帰宅困難なレベルに陥ってしまい、戻ることは到底無理であると考えて、住民を完全に別の地域へと移住させる計画を立てる市町村も

あると聞いて少し複雑な気分にもなった。しかしながら福島県民のほとんどは、放射線の被害をそれほどは受けていないということもあ

り、放射線の直接の被害だけでなく、風評被害も悲しいながら福島の苦境を作り上げているということであった。 

 安全性についての研究者の見解が割れてしまったがために、地元の住民の間には学者や、それに合わせて対応が二転三転した自治体に

不信感が高まっているのも事実であり、未曽有の災害ゆえの初動の遅れというものを考慮しても、何かより良い策を講ずることは出来な

かったのだろうかということも先生は考えていらっしゃるようであった。しかしながら答えというものはうまく出るはずもなく、それの

解決策をディベートしたいとも話していらっしゃったので、都合が合わず、また未成年だったために福島県産の日本酒をたしなむことが

出来なかったことは非常に残念であった。 

 今回のオープンラボを通じて、自分がいかに福島の状況について無関心であったかを、そして福島で起こっている複雑な人々の動向を

垣間見ることが出来たように思っている。非常に難しい問題であることを、わかったような気になっていた自分が恥ずかしくなってしま

うほどに、先生のお話、そして展示は福島が厳しい現実にありながら、必死に立ち向かおうとしている人々がいるということを伝えてい

た。当然ながら、支援をするのを考えるのもいいが、まずは福島の状況をしっかりと気に掛けるということも、非常に重要な課題である

と感じた。先生曰はく、原発の被害を受けた地域について知らないのは、全国ネットのテレビや、全国紙と呼ばれる有力な新聞紙が報道

に力を入れないという理由もあるということらしいが、しかしながら自分の関心が、事故から４年以上経った今、かなり薄れかけていた

ことは事実であり、これからも日本の問題として福島の事故と向き合っていこうと思う。 

●永井秀和 

 先日はレポート課題のためにオープンラボを訪ねると、どういうわけか勉強す

るのではなく、糠を混ぜ、そのまま動画をとられることとなってしまいとても驚

きました。 

 漬物は好物ですが、糠床は人生で初めて目にしました。小説でしか知らない存

在が予期せず現れて驚きました。なかなか独特の匂いがすると聞いていたのでか

なり緊張しましたが、その実物は、動画でもいったように天然素材であるためか

嫌な匂いではありませんでした。今回エコ～るどに参加したのは環境学の授業を

受講したためですが、より興味がわきました。 

 後期の環境学も受講するつもりなのでまたよろしくお願いします。 

●奈良美和子 

エコについて様々な分野から研究を行っている京大の教授の先生方が日替わりで研究成果を発表したり、その先生方と気軽に交流した

りできる場がルネ一階の入り口近くに設置されていました。私が参加した 6月 24日には

エコ実習として、リメイクの体験実習も開催していました。 

傘のリメイクを教えていただいた講師の先生は布遊工房の創作ファッションデザイナ

ーとして活動し、こぶしの会の代表幹事も務められている山本巳根子さんでした。山本

さんは名刺入れも牛乳パックと端切れ布を使って自作したものを使用していて、こうし

た小さいものならミシンや立派な裁縫道具などなくても自分でつくってみることができ

るのではないかと思い、家にあった端切れ布と加工可能なマグネットシートを用いてハ

ートのマグネットを作ってみました。はさみと両面テープを使っただけの稚拙なもので

すが、愛着がわきますしちょっと冷蔵庫にメモを貼る程度にはかわいいかなと思います。

また、ちょうど壊れた傘が家にあるので、夏休みに実家に帰ったときにちゃんとミシン

を使って今回学んだリュックの作り方を実践してみたいと思います。 

 最後に、山本さんがおっしゃっていた「何でも好奇心をもってやりよし」という言葉が非常

に印象的でした。興味はあるけど自分にはちょっと難しいかな、と思ったことももっと積極的に

やってみて、失敗したらそのときまた考える、ということだと思います。そういえば大学に入っ

たばかりのときは大学生になったらあれもやるんだ、これもやるんだ、とやる気に満ち溢れてい

たのに 3 回生となった今は今目の前にある生活で精一杯になってしまい新しいことは興味をも

っていてもためらってしまっていたように感じます。山本さんの言葉で入学当初の自分のやる気

を思い出し、失敗してもいいから新しいことにももっと取り組んでみようと思いました。短い時

間ではありましたがいろいろと考えさせられる時間でした。  
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●池上温人 

筆者は、6月 16日と 19日に参加し、村上由美子先生、Ialnazov先生、思修館の 3回生の Alexさんにお話を伺った。 

筆者はこのオープンラボの企画は非常に良いものであると考える。通常、生徒が先生に質問しに行くという状況では、生徒が興味のあ

る分野で知り得る先生にしか出会うことはできない。何を研究しているのかわからない先生にいきなり質問をする機会というのはまずな

い。しかし、このオープンラボでは初めて会う先生との距離が非常に近く、その分野に関して予備知識がなくても、企画の特性上非常に

入っていきやすい。こういう出会いが自分の興味分野とは異なる観点からの考え方を身に付けるきっかけになるのではないだろうか。 

筆者はこのオープンラボは特に 1回生にとって良い企画だと思う。どのような学問分野があるのかという知識が乏しい 1回生にとって、

自分の知らない分野と触れ合える絶好の機会になると言える。ルネという親しみやすい場所で、気軽に参加できるという特性が非常にこ

の企画の内容に合致しているように感じられる。 

●後藤寛明 

この企画は環境学やそれに関連する事柄を研究する先生方が、ショップルネの一角において日替わりで研究内容を発表する、というも

のであり、京大の学生だけでなく、京大の近辺に住む方々も多く来訪するイベントである。筆者は 6月 11日午後(野中先生)、22日午後(森

先生)、25 日午後(角山先生)の 3 回訪れることができた。22 日にはタマネギなど植物由来の色素を用いた染め物を体験した。大豆やボタ

ンを輪ゴムで留めて模様を出す際、うまくいくだろうかと少し緊張したが、布を広げてみると綺麗に模様ができていて嬉しかった。自然

由来の染料は化学染料に比べて色は薄いものの味わいがあり、昔から染め物の文化を支えてきた京都の人々の技術に関心を持った。25

日には放射線の濃度を測定する機器についてのお話を聞くことができた。地球上どこでも必ず、自分の身の回りにも放射線物質は微量存

在することを実感できた。 

 オープンラボは空いた時間に立ち寄りやすく、また研究内容も魅力的なので、是非来年も、そして毎年続いていってほしい、と感じた。 

 

 

 

◆くすちゃんフェスタ 

新郷大輔（法学部 3回生） 

私は前回の冬の陣に続いて今回の初夏の陣で二回目のエコ～るどへの

参加でした。 

私が今回やらせていただいたのは、クスちゃんフェスタの中でも特に

エコパフォーマンスに関することです。時計台を貸し切るという、今ま

でやったことのないような規模のイベントをやらせていただきました。

今回は主に京都大学内のパフォーマーを呼んで、それによって地域、学

生の中にもエコ活動を根付かせることを目的としていました。 

今回お呼びしたのは、Crazy Clef(アカペラ)、彩京前線(よさこい)、Pumpit(ミュージカル)、京都ジャ

ングル(生き物についてのプレゼン)、京大カレー部(カレー部についてのプレゼン)、Tock’n roll(弾き語り)、

夢創の里(ゆるキャラダンス)の方々で、皆様とても素晴らしいパフォーマンス、エコ宣言をしていただき

ました。優勝は Pumpitの皆様でした！イベントを盛り上げていただいたパフォーマーの皆さん、改め

てありがとうございました！ 

なお、学内エコパフォーマー以外にも、西京中学校の吹奏楽部による演奏、京都を中心に活躍するシ

ンガーソングライターの竹上久美子さん及び大五郎さんがステージを盛り上げてくれました。特別シン

ポジウムは冒頭で紹介された通りです。また、「祇園祭のごみゼロ大作戦」に関するボランティア説明も

ステージと受付にて実施して頂きました。 

時計台前では、様々なブースが展開されました。京都市や水俣市によるブースでは、最新の環境行政

について丁寧な説明が行われ、熱心に話し込む様子が見られました。「京都・暮らしの REデザイン研究

所」や「野中先生（工学研究科）と仲間たち」のブースでは、食と環境の関係について、実物も味わい

ながら語らう様子が見られました。リメイク体験では、「日本環境保護国際交流会（J.E.E.）」によるクス

ノキ染めや「布遊工房」による様々な布リメイクを楽しむ姿が見られました。また、北白川ごみ減量推
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進会議や川東地域ごみ減量推進会議を始め、学内外の関係者から集めたチャリティー品を販売するバザ

ーにも多くの人が来られ、3万円の売り上げとなりました。これは特定非営利活動法人国連UNHCR協

会を通して国際貢献に役立てて頂く予定ですが、これは支援の一例として、栄養失調や脱水症状に陥っ

てしまった子供の 500kclある栄養補助食品が 600人分届けられる支援になるとのことです。 

重ね重ねになりますが、関係者の皆様、誠にありがとうございました。 

 

参加者の声（抜粋） 

●小川 由 

 京大時計台周辺にて様々なエコなイベントが行われていました。私が見かけたり、実際にそこへ行ったりしたものは、

チャリティーバザー、壊れた傘や汚れた衣類を別のものへと復活させるリメイク体験ブース、ゴミの分別ルールに関する

パズルのようなクイズや生ゴミ処理器についての説明を提供している情報ブース、大ホールでの様々なエコパフォーマン

ス、そして自然の中の他の住人達である様々な生き物たちと触れ合える京都ジャングルコーナーでした。 

 私は、環境問題やエコには興味があるのですが、あまりイベントなどに積極的に参加するタイプではなく、このような

課題でも出なければおそらく「エコ～るど京大」のどの企画にも参加せずで

終わってしまいそうだったところですが、良い経験をしたと思います。私は

情報収集といえば最近読書か勉強かくらいしかやっていなかったのですが、

実際にどこかへ行く、学校の先生に限らず誰かの話を聞いてみる、そして自

分で体験してみる、というのが非常に有意義なものだと実感しました。貴重

な体験をさせていただき有難うございました。 

 私が一番楽しんだ所は「京都ジャングル」のコーナーです。クジャクがあ

んなに間近で見られるなんて感激でした。特に艶のあるきれいな青色の羽を

したクジャクには見とれてしまいました。また、私が住んでいる町では日常

的に見かける生き物といえばヒト以外にイヌ、ネコ、スズメ、ハト、カラス、

チョウ、カ、くらいなので、ほかの生き物たちとも触れ合えて嬉しかったで

す。イモリやトカゲに出会えたのは本当に久しぶりでした。カメとザリガニ

を実際に手でつかんだのは初めてだったかもしれません。カイコとそのマユ

は初めて実物を見ました。私はイモムシ系が苦手なので触れはしなかったの

ですが、あれ程うじゃうじゃいたにもかかわらず嬉しくてじっと見てしまい

ました。カブトエビも初めて見ました。三葉虫に似ていてまるで古代の生き

物を見ているようで息を呑みました。ところで、「京都ジャングル」で楽し

めるのは一部の「生き物好き」だけでしょうか。いえ、皆が楽しんでいたよ

うに思えます。私はおそらく誰もがある程度は他の生き物たち、自然が好き

だと思うのです。ではなぜ自然破壊、絶滅危惧種などの問題があるにもかか

わらず、それに無関心な人がいるのでしょうか。私が思うに、現代の生活は

自然そのものと隔離された形でなされていることが多く、現代人にはそれが

当たり前になっており、自然、他の生き物たちとあまり触れ合えず、それら

に対する愛を忘れてしまっているからです。この自然を愛する（中村圭子さんの「ゲノムが語る生命」では「愛づる」と

表現されています。）こと、そして自分達人間をその生き物たちの一員と捉えることこそが、環境問題解決の核心となるよ

うに私には思えます。私はこれまでも生き物が好きでしたが、今回実際に見たり触れたりすることでその気持ちが深まっ

たように思えますし、より多くの人にこれを経験・実感して欲しいと思います。 

 リメイク体験ブースでは、白いハンカチを玉ねぎの皮で絞染めをしました。ハンカチは鮮やかな黄色に染まり、輪ゴム

で絞ってつけた模様もきれいにできて大満足です。ブースにいた人によると、「藍では難しいし、ヨモギでは時間がかかる

し葉が大量に要るし....、でも玉ねぎの皮なら少しだけですぐにきれいな色を出せる。」とのことでした。私はこれを聞いて

驚きました。玉ねぎの皮には、食べられないもの、剥いて捨てるもの、という認識しか持ったことがなかったからです。

そして私は思いました。玉ねぎの皮のように、優れた特性を持つにもかかわらず、それが知られていないが故にただゴミ

として捨てられているものが他にもあるのでは、と。全ての物の良いところが最大限生かされるよな社会になって欲しい

ものです。 

 情報ブースでは、ゴミの分別ルールに関するパズルをさせてもらいました。一見簡単そうだと思ったのですが、意外と

出来ませんでした。私は、環境問題は様々な要素があまりに複雑に絡み合っていてどこから手をつけたら良いのやら....と

いった印象を抱いておりましたが、まずはこの分別ルールのような身近なところから学ぶのが第一歩だなあと、そしてそ

の点自分はまだまだなのだなあと、感じさせられました。 

 このくすちゃんフェスタというイベントを通して、本や講義では得ることのできない実感をもっての理解ができたと思

えます。本当に貴重な体験をさせていただきました。 
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●中島皐太郎 

 6 月 20 日にエコ～るど京大 2015 初夏の陣の企画の一つであるく

すちゃんフェスタ＠時計台が行われた。 

 ステージ（京都大学時計台百周年記念館１F 大ホール）では様々

なジャンルのエコパフォーマーたちがパフォーマンスを通じてエコ

の大切さを訴えた。 

 中でも私の心を捉えたのは特別出演の竹上さんのライブ＆トーク

である。マイボトルを使用するなど身近なことから、それもこの京

都から始めようというメッセージを優しい歌声にのせて私たちに届

けてくださった。 

一方、くすのき周辺のブースではチャリティーバザーや、京都ジャングルの生き物の展示など、様々なコーナーがあっ

た。 

 私が最も興味を持ったのは、マルシ

ェノグチの出張店舗である。この店は

有機栽培・無農薬栽培・減農薬栽培の

お野菜を取り扱っているお店だ。この

お店でグレープフルーツを試食させ

ていただいたのだが、それがとてもお

いしかったので 1個購入した。 

 また、そのすぐ隣ではエコドリンク

の提供を行っており、私もマイボトル

を持参してエコドリンクを入れても

らった。このエコドリンクとは、ノルウェーの森、あかしあ、などのたくさんの種類の蜂蜜から１つを選び、ポッカ百レ

モンと水とを混ぜ合わせてできるレモネードのことだ。私はラベンダーを選んだ。出来上がったエコドリンクを飲んでみ

ると、ラベンダーの風味と蜂蜜の甘さが口の中に広がり、それでいて最後はレモンの酸味で口の中がさっぱりした。聞く

ところによると、蜜蜂の数が年々減っており、このままでは蜂蜜をたくさん作ることが不可能になってしまうそうだ。と

いうのは、花の受粉作業をミツバチに代わって人がするのは大変な手間だからである。蜂蜜を今後も食べたいのであれば、

私たちがミツバチの生息数が増加するような環境作りをしていかなければならないのだ。 

 今回、このイベントに参加して、様々な人たちの多様なエコ活動を知ることができた。エコパフォーマーの方や、ブー

スの人たちがみんな言っていたのは、「私たち 1人 1人の力は小さいけれど、だからこそ、こうしてみなさんにエコの大切

さを知ってもらいたい。」ということだ。私はこのイベントで教わり、学んだ。だからまずは身近なことから始めてエコに

取り組んでいきたい。そして今度は私が他の人たちにエコの大切さを伝えるのだ。こうしてエコの取り組みの輪が広がっ

ていくことこそが、今回のイベントにこめられた願いだったに違いない。 

 

★協力団体（J.E.E）からの感想（くすのき染め） 

＊ くすのきはつやのある葉をつける常緑樹で、京大のシンボルマークとなっている。「くすのきで染めてみてはどうでし

ょう！」との実行委員会でのアイディアを受けてやってみたが意義深くすばらしかった。まず、葉っぱを拾い、洗っ

て土を取り除いた後、鍋で 1時間以上煮出した。2リットルペットボトルに 6本の染液を作るのは、数日かかり大変

な手間だったが、染め上がりは淡い黄色が美しくよいものができた。葉っぱを集めていただいた、職員の真島さんに

もありがとうございました。お礼申し上げます。 

＊ 昔から使われてきた樟脳が、くすのきからできていたことをしっかりと認識しないまないまま作業を行い、お恥ずか

しい限りでしたが、学生やお客様から教えていただきありがとうございました。 

＊ 学生、留学生、職員、卒業生、近隣の方々など皆さんが楽しく、興味を持って染めてくださり、こちらも楽しくする

ことができた。水は洗面所の水道が使用できたこと、天気もよく染めた布もよく乾いたことなど、スムーズに作業が

できた。くすのきの木の下には、孔雀が 2羽放たれ羽を大きく広げて、来場の人々を楽しませてくれたが、さすがに

京大、と言う雰囲気だった。 

＊ オープンラボでのエコ実習は、染めのゆげが出るので生協の売り場から苦情が出ないかと心配だったが、トラブルも

なく終えることができた。ラボの当日は地球環境学堂の森先生だったが、勉強させていただきながら台湾の「東方美

人茶」をも飲ませていただき、お世話になりました。浅利先生には水や電気コードの準備などきめ細かい配慮をあり

がとうございました。 

▼原料は時計台の楠の落葉     
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◆京都ジャングル ～君もターザンにならないか～ 

山口優輔（理学部 4回） 

京都ジャングルはエコ～るど京大におけるエコパフォーマンスの一環として

本年度より実施されました。私たちが住む京都には多くの生き物が生息してお

り、その環境をジャングルと見立て、参加者にはジャングルに飛び込むターザ

ンになってもらうことをコンセプトに企画を立案・運営しました。 

京都ジャングルのメンバーは学部・回生に囚われない 6人のメンバーで結成されており、企画は更に

細かく 3つの企画に分かれております。各企画の活動目的、当日の活動は以下のようになっています。 

●ガサ入れ 

目的：京都大学に近く京都の人々にとって馴染みの深い川、賀茂川に実際に赴き、賀茂川の生態を体

で体験してもらうことを目的としています。ガサ入れという企画名はその語源が「網で川の生き物を一

網打尽に捕まえること」を指すことが由来です。 

活動：全参加者は 20名ほどで参加者の半数ほどは小学生、

残りはその保護者と大学生が占めていました。参加者は各自

網を持ち、鴨川のデルタ（高野側と賀茂川の合流地点）から

出雲路橋まで北上し、賀茂川対岸に渡ってまたデルタまで戻

って来るというルートです。途中４箇所で実際に参加者には

川に入ってもらい、網で捕まえてもらいました。自作の叉手

網も２つ用意し、文字通りガサ入れを各ポイントでは実施で

きました。捕まえた生き物は魚類、両生類、水生昆虫などが

メインで、鳥類や哺乳類、大型淡水魚は捕獲はせず川岸から観察をおこないました。メインの参加者の

小学生は好奇心旺盛で進んで自ら川に入っていき、当日の捕獲にとても貢献してくれました。 

●京都ジャングル 

目的：京都をジャングルに見立て、そのジャングルに生きる生き物を実際に手でふれて観察してもら

うことを目的としています。 

活動：来場者は 100人を超え、老若男女問わず多数の方々がい

らっしゃいました。用意した生き物はその出自から主に 3つに分

かれ、「ガサ入れ」企画で当日朝に実際に採れたもの、前日まで

に運営側で京都のあらゆる場所（鴨川、大文字、有栖川、宇治な

ど）で採集されたもの、運営側やその友人が実際にペットとして

飼育している生き物、と 3つに分かれます。生物種は（以下ごく

一部ですが）カイコ、カブトエビ、ザリガニ、各種カエル、各種

イモリ、カメ、クジャク、フェレットなどとなります。実際に手に取って触れることが盛況の人気だっ

たようで、一部の参加者はカイコや小魚、オタマジャクシなどを飼育の指導を行った上でプレゼントし

ました。クジャクやフェレットはあくまで京都にもとから生息する生き物ではないですが、これら 2種

はある種集客力を高める上で絶大な効果を発揮してくれました。 

●垣間見んとす 
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目的：生き物と言った時、目にはあまりとまらないミクロな生物を思い浮かべる人は少ないでしょう。

ですが実際に生態系というものを考えた時、それら小さな生き物の役

割は無視することができません。それら小さな生き物に焦点を当て、

顕微鏡で観察をおこないます。 

結果：用いた顕微鏡はスマートフォンのカメラに接続することで観

察ができる自作顕微鏡、およびそれの製品版 Leyeを用いて観察をおこ

ないました。来場者は実際に顕微鏡を制作して、希望者には持ち帰っ

てもらいました。精彩な観察を希望された方には Leyeを貸し出し、観

察を行ってもらいました。京都大学クスノキ前の植え込みの土を集め、

ツルグデン装置を用いることでミクロな生き物をあつめました。参加

者には小さな生き物の世界を実際に覗いてもらうことで、普段とは違

う世界に浸ることができたのではないかと思います。 

●その他の活動 

上記 3つの企画以外に、エコ活動の一環で牛乳パック和紙を制作しました。この和紙は上記企画運営

の際、筆ペンを用いてイラストを描いてもらうなど

に使われました。イラストは鳥獣戯画風に描かれ、

京都らしいイラストが描かれたように思います。 

また究極のエコ活動として実際に捕まえた生き

物の一部を鍋にしました。メインディッシュのヌー

トリアはたいそう美味で、来場者にも絶大な支持を

うけました。 

 

 

参加者の声（抜粋） 

●後藤寛明 

 私は鴨川が好きで、今年 6 月 2 日の吉田寮祭の鴨川レース(三条大橋から出町

柳まで鴨川の中を走るレース)にも参加し完走した。今回も鴨川の中に入れると聞

いて私は喜び勇んで参加した。当日は天気に恵まれ、たいした雨には降られなか

った。地元の小学生も何人か参加しており、ガサ入れはにぎやかに始まった。 

今年 6 月 20 日に「くすちゃんフェスタ」のイベントのひとつとして行われた

「京都ジャングル企画」には、「ガサ入れ」、「京都ジャングル」、「垣間見んとす」

の 3 つの企画がある。ガサ入れでは実際に鴨川(正確には「賀茂川」)に入って、

そこにどのような生き物がいるかを 3時間ほどで調査する企画で、今年は出町柳

から出雲路橋あたりまでを往復し、道中 4か所で生態調査を行った。京都ジャン

グルは京大名物クジャク同好会が飼育する 3羽のクジャクをはじめとし、シマヘ

ビやカイコ(写真有)などの生き物を京大のクスノキ前のテントで展示する企画で

あり、その中には午前中のガサ入れで捕まえた生き物も含まれている。今年はガ

サ入れで捕まえたウシガエルのオタマジャクシ(写真有)も水槽に入れて展示され

ていた。「垣間見んとす」は小さな生き物の世界を、顕微鏡を使って文字通り「垣

間見る」企画であり、筆者は今年参加できなかったが、こちらでもガサ入れで採

れた小さな生き物が展示される。 

ガサ入れで筆者たちは童心に帰り(小学生たちはそのまま)、トンボの幼生(ヤゴ)、

数センチほどのコイの幼魚、カエルの卵やオタマジャクシを捕えた。中でもウシ

ガエルのオタマジャクシは右の写真で示す通り普通サイズのオタマジャクシの 4

倍くらいの大きさがあり、普段見かけるカエルの成体よりも大きかった。鴨川に

は外来種で大型のネズミ、ヌートリアが時折目撃され、筆者も川端東一条あたり
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で一度見かけたことがある。今回のガサ入れでもヌートリアがよく見られるという橋の下を通りかかったが、残念ながらその姿は見られ

なかった。前日に雨があまり降っておらず、川はそれほど増水していなかったが、少し流れの速い地点もあり、筆者は転ばないように気

をつけながら網で草むらや水草の中を探った。結局通常サイズのオタマジャクシを 2匹程しか捕まえられなかったが、もう何年かぶりに

河川の自然と触れ合えて本当に楽しかった。最後に出町柳付近の橋の下で大きなコイを数人がかりで捕まえようとしたが、コイは泳ぐの

がとても速く、結局捕まえられなかった。小学生たちも筆者たちが捕まえようと頑張っている姿を興味のまなざしで見てくれていたので、

彼らがますます川の自然を好きになり、将来こうした環境を守る活動を主催、または参加するようになったらいいな、と筆者は思った。

午後 1時過ぎ、時計台前へと帰ってきたあと、採取した生き物も含めた展示会の準備が始まった。出発前からいたアメリカザリガニとカ

メ、カナヘビ、それに宇治でとれたカブトエビに加え、ガサ入れで取れたオタマジャクシなどの水槽やバケツが並べられた。その脇には

トカゲの卵や生きたカイコ(写真)などが展示されていた。トカゲの卵は 2 センチ程で、筆者はこれまで見たことがなかったのでとても興

味深かった。クスノキの下には 3羽のクジャクがいて、子供連れのお客さんたちに大人気だった。私もその姿を見て心が和んだ。 

●角間萌美 

くすちゃんフェスタ＠時計台には主にステージ企画のエコパフォーマンスに審査参加者として参加した。 

くすちゃんフェスタ＠時計台では生き物の展示や多種多様な蜂蜜を扱うブース、京大産の野菜の直売など様々な団体が参加していて実

に興味深かった。特にバザーには町の方々が多く訪れていてにぎわっていた。この取り組みはエコ活動を京都大学学内だけで行うのでは

なく、地域社会と一体となって行うという姿勢が伝わる大変良いものだと思う。この取り組みをさらによりよくするためには 2点改善す

べき点があると考える。1 点目は会場の案内の改善である。大ホールでのステージ企画には正直聴衆が多くいるとは言い難かった。せっ

かく各団体の素晴らしいエコパフォーマンスも多くの人に見てもらわなければ意味がない。改善するために以下のことを提案する。まず

はステージ企画が行われる時計台大ホールへの案内を増やすことだ。京大生やよほど京都大学に頻繁に訪れるような人でなければ時計台

大ホールの場所がわからないのではないかと思う。京大の正門付近に各会場までの案内板を設置すればステージ企画により多くの人が足

を運ぶのではないかと考える。また、正門は道路に面しているため、偶然通りかかった方が足を止めてくれる可能性もある。第二に可能

であればクスの木の下など屋外でパフォーマンスを行えばよいのではないかと思う。屋外で行うことで他のブースを見ながら参加できる

ため、多くの方に見てもらえるだろう。 

●後藤雅人 

私は、京都ジャングル企画のひとつ、6月 20日 10時からのガサ入れに参加しました。 

ガサ入れは、“鴨川沿いを散策しながら生き物（カメ、スッポン、ヘビ、ナマズ、コイなど）

を採集。鴨川の生態を知ろう。”（チラシより）という企画で、私が行ったときは、おたまじ

ゃくしや小魚、えびなどを採集しました。 

鴨川沿いを自転車で何度も走ったことがあるにもかかわらず、鴨川に入ったことがなかった

ため、これほど多くの生き物がいることに驚きました。 

このような企画がなければおそらく一生鴨川に入ることはなかったと思われるため、非常に

貴重な経験となりました。最も驚いたのはウシガエルのおたまじゃくしの大きさです。（写真

の右上）なかなか見られないものを見ることができました。 

●吉田岳史 

 6月 20日私は京都ジャングル企画のガサ入れに参加した。なぜこの企画を選んだのかとい

うと私は子供のころからカエルなどの生き物が好きだったからだ。小学生のころはよく近所

の貯水池にカエルを捕まえに行った。また、エコ～るど京大のパンフレットにはガサ入れでナマズを採集すると書いてあり、生でナマズ

を見たことがなかったので是非見たいと思ってこの企画に参加した。当日、集合時間の 10 分前に起きた私はすぐに下宿先を出て何とか

間に合う。集合後網を渡された。思ったよりも単純な方法だったが、これでも結構色々な生物がとれた。コイの稚魚やフナなどの魚類、

ウシガエルや赤ガエルのオタマジャクシ。子供のころならきっと私が目を輝かせていたような生物ばかりだ。そしてラストにはコイの成

魚を捕まえることになった。私はがぜんやる気になったが、捕まえることはできなかった。しかし、その際ナマズに遭遇したので良かっ

たのかもしれない。 

 今回この企画に参加して子供のころに戻ったかのように楽しむことができた。しかし、よく考えてみるとウシガエルやミシシッピガメ

など鴨川にいる生物の一部は外来種なのである。また、鴨川にはカピバラのような大きなネズミがいて、それも外来種であるらしい。外

来種のせいでもともといた種が淘汰されてしまい環境が変わってしまった例はたくさんあり、私の地元の関東でもここ京都でもウシガエ

ルのような外来種が繁殖している。正直、ウシガエルの場合は野生に放たれてしまったのが最近のことではないので、もはや日本の水辺

の環境に溶け込んでしまった感がある。もはや、駆除できないほど繁殖してしまったのでどうしようもないが、今後このようなことがな

いように外来種をペットとして飼う人の意識と飼育中の外来種が飼育できなくなった人に対するサポートが必要だと思った。 
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◆環境学習デザインワークショップ報告 

荒木勇輝（NPO法人寺子屋プロジェクト（Tera school）代表） 

実際のお寺で学習塾を運営する Tera school では、エコとの遭遇企画の一環と

して、6月 7日（日）にカンフォーラで「環境学習デザインワークショップ」を

開催しました。 

京大の学部生・院生を中心に、立命館大や関大など他大学の学生や社会人も含

めて 14名が参加。水資源をテーマにした「コップ 1杯の水の価値」グループ、

環境保護と経済性の両立について考える「もうかるエコ」グループなど、それぞ

れの興味関心に応じてグループに分かれ、40分×数回で実施可能な小中学生向け

の環境学習を設計してもらいました。ワークショップは当初 2時間を予定していましたが、もっと内容

を考えたいという人も多かったため、時計台の京大サロンに場所を移して延長戦を行いました。 

その中で生まれたのが、持続可能な社会を目指す上での協調行動の重要性を学べるボードゲーム「エ

コ富豪」です。このゲームでは、＜植物、動物、木材、レアメタル、鉄、化石燃料＞と書かれた資源カ

ードがあり、それらを組み合わせてさまざまな製品をつくっていきます。例えば自動車をつくると 300

点といった形で製品ごとにポイントがあり、最後にポイントを多く獲得したチームが勝ちになります。

ここで重要なのは、（1）資源の量は限られておりチーム全体で使う、（2）資源には回復するものとそう

でないものがある、というルールです。一人ひとりが好き勝手にプレイしているとすぐに資源が枯渇し

てしまうので、高得点をとるためには、資源が枯渇しないように配慮し、チームで協力する必要があり

ます。 

6月下旬から 7月上旬にかけて、さっそく Tera school の 2つの教室（青蓮院、妙心寺）でこのゲー

ムを使った全 3回のグループワークを実施しました。1回目は個人戦、2回目はチーム戦でエコ富豪を行

い、最終回の 3回目は、現実世界での石油の採掘可能年数や木材の再生能力について考えてもらいまし

た。小中学生の子どもたちにはおおむね好評で、手応えを感じる結果になりました。 

今後はこのゲームを小学校から高校の総合学習などで使える教材にすることを目指し、ゲームや事後

学習の内容の改善、普及版パッケージの作成、教育委員会への働きかけなどを行う予定です。エコ～る

ど京大のイベントなどでも皆さんにお披露目したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークショップ（延長戦）の風景       青蓮院でのグループワークの風景 


