各イベント共通申込先
アドレスは頁下参照！
先着順・前日まで OK
特別講演会

「環境行政の本質と展望
～水俣病、地球温暖化などの事例を通じて～」
【講演者】環境省地球環境局

地球温暖化対策課 課長補佐

日時

６月２日
（金）16：30 ～ 18：00

場所

京都大学経済研究所北館 N１０１

対象
申込

飯野暁

6 月は環境月間

特別講義

「海洋資源・環境の保全とブルーシーフード」
【講演者】セイラーズフォーザシー日本支局理事長
日時

６月９日
（金）13：00 ～ 15：00

場所

京都大学総合研究 5 号館
（吉田本
部構内）2F 大講義室

対象

どなたでも可
【先着２０名】

言語

英語
（日本語での質問等も可能）

井植美奈子

京都大学でも総長カレーに採用して活動中。その活動背景について学ぶことが

できます。※京都大学大学院地球環境学堂の講義
（環境マネジメントセミナー A）
★井植美奈子さんは、講義の後、オープンラボの先生として参加してくださいま

※ただし、平成 29 年度国家公務員採用総合職試験受験者の参加は不可

すので、お話を伺いたい方は、ラボ
（ルネ）にもお越しください。

FAO
（国連食糧農業機構）
・京大・京都市による
映画
『The

食と環境に関するシンポジウム

Cove』
『Behind The Cove』
上映会

日時

６月１２日
（月）13：00 ～ 18：30

場所

京都大学国際科学イノベーション棟
（吉田本部構内）5Fホール

言語

英語
（一部、逐次通訳や日本語資料あり）

申込時件名 「FAO シンポの申込」※当日飛び入り大歓迎

6 月 3日
（土）14：00 ～ 19：20

場所

京都大学北部キャンパス 理学部セミナーハウス

申込

申込不要

（日本語字幕付き）
14：00-16：00『The Cove』

16：00-16：15 休憩

（英語字幕付き）
16：15-18：00『Behind The Cove』

18：00-19：00 ゲストスピーカーとの討論会
19：00-19：20 懇親会
ゲストスピーカー：

Ric O’Barry’s Dolphin Project（ビデオ通話にて）
八木景子（『Behind The Cove』監督）

- 映画紹介 -

京都市
門川大作市長
同一テーマを
異なる視点から
描いた 2 作品

『The Cove』
2009 年公開のドキュメンタリー映画。
太地町 ( 和歌山県 ) のイルカ漁、鯨肉に
含まれる水銀、水族館等への提供を目
的とした捕鯨の残虐さのみならず、魚
介類の消費による漁獲高の減少もまと
められている。

『Behind The Cove』
『The Cove』の公開を受けて撮影され
た日本映画。日本の捕鯨とその政治的
側面を伝える。

【講演者】ジェナ・ジャンベック准教授
（ジョージア大学）
日時
場所
言語

６月１９日
（月）14：45 ～ 16：15
京都大学総合研究 5 号館
（吉田本部
構内）2F 大講義室

英語
（日本語の逐次通訳つき）

申込時件名 「海洋ごみ講義の申込」
世界的に知られる海洋ごみ研究者による講義が、アメリカ国務省の招聘により実現。

各イベント共通申し込み先

E-mail : ecocheck@eprc.kyoto-u.ac.jp

こちらに件名を「（イベントタイトル等）の申込」とし、本文に氏名・
所属・学年（教職員の方はその旨）を明記してご予約ください！

通した環境意識の向上を目指して

参加費無料！

活動中！ 1 年のキックオフとなる

「初夏の陣」では、京都議定書採択

20 周 年 を 記 念 し た 数 々 の 企 画 が
進行中です。奮ってご参加ください!!

エコ～るど京大
Facebook
ほか多数

沖縄や東北、

普段は見ることのできないところまで潜入！

キャンパスエコツアー
日時

６月６日
（火）16：30 ～ 18：00

場所

京都大学国際科学イノベーション棟
（本部）ほか

対象

「海洋へのプラスチックごみの流入：
この地球規模での課題を解決することができるか？」

京都大学
縄田栄治
農学研究科長

合言葉に全員参加型のイベントを

コーディネーター：京都大学 山敷庸亮総合生存学館教授 (Focal Point)
主催：農学研究科、総合生存学館、地球環境学堂

集合場所

特別講義

FAO
Marcela Villarrea
局長

Act locally, Feel in the Campus !" を

ほぼ全て

エコ～るど京大
web

講演者：

日時

エ コ ～ る ど 京 大 は "Think globally,

各イベント共通申込先は
裏面下参照！
先着順・前日までＯＫ

申込不要

Conserv’Session

初 夏の 陣

～京大創立120 周年×京都議定書採択 20 周年～

申込時件名 「BSF 講義の申込」

の一環でもありますが、特別に聴講していただけます。

大学生、大学院生

エコ～るど京大

2 017

国際科学イノベーション棟 1Fエントランス
学内の方ならどなたでも可

申込時件名 「キャンパスエコツアーの申込」

えこう

エコ回向企画 2017「ゆかた着付け教室」
日本独特の目を見張るような美しさを決して失う
ことがない、それにもかかわらず箪笥で眠ってし
まっている着物たち…。この夏こそ、まずは浴衣
から、着られるようになりませんか？

※今年度エコ〜るど京大では、
「京都着物企画」とコラボして、
着物を持ち主から欲しい人の手へと渡し、そうした人と人との
つながりを通して着物の魅力に再び光を当てることを企画して
おります！今回は、そのキックオフにも位置付けています。

日時
参加費
場所

男性用 ６月２１日
（水）
、２８日
（水）
女性用 ６月２２日
（木）
、２９日
（木）いずれも18：15 ～ 19：00

ご自身の浴衣持参の場合、無料
（お持ちでない場合、クリーニング代として 500 円）

京都大学本部構内 工学部・物理系校舎 北館 7 階 706・707 号室

予約時件名 「着付け教室の申込」

エコ～るど京大事務局 京都大学環境安全保健機構（環境科学センター） TEL 075 -753 -7703

FAX 075 -753 -7710

目 玉 京都議定書 20 周年・京大120 周年記念企画
企 画! 持活プロジェクト

全国各地への
視察インターンも♪

じ か つ

今年 2017 年は、1997 年に採択された「京都

アリング・インターンなどにも取り組んでもらい

議定書」から 20 年！京都大学創立から 120 年！そ

ます（費用補助あり）
。また、成果は発行物などさ

に取り組む教職員や、実際に事業を行っている

も繋がります。プロジェクトは 7 月から 12 月にか

こで、京大の大学生・院生を中心に、環境問題

企業・団体が 10 のチームを作り、20 年（短期）

スパンと 120 年（中長期）スパンの 2 つの視点

から社会やキャンパスの持続可能性を考えます。
チームのメンバーには、それぞれのテーマに

合わせて研究者・専門家が設定する「現状では
解決が困難と思われる課題」への解決策を提案

するために、20 年前からの変遷と現在の実態、
将来の社会動向予測などを調査し、20 年後の

持続可能な発展に向けてチームごとに実態調査

とシナリオ策定を行い、成果を発信してもらいま

す。夏休みに行う調査では、フィールドワーク・ヒ

まざまな媒体に掲載するため、自己アピールに

けて、複数回のミーティングとグループワークを
行います。大学生・院生にとっては、普段経験で

きない交流や活動をするチャンスです！

★企画詳細・応募要項はエコ～るど京大 Web
ページ
（http://eco.kyoto-u.ac.jp/）まで！

プレミーティング＆説明会
日時

6 月 20 日
（火）18：00 ～ 20：00

会場

京都大学総合研究 8 号館 2F 講義室 2

申込時件名 「持活説明会の申込」※当日飛び入り大歓迎

主催：エコ～るど京大 2017 実行委員会（事務局：京都大学環境安全保健機構附属環境科学センター）

先生や企業の方から
アドバイスを受けて
検討！議論！

メンバー： 京都大学環境安全保健機構、京都大学施設部、京都大学の環境・サステイナビリティを考える 100 人会議、京都大学地球環境学堂環境教育論分野、京都着物企画、
Vege Project-KU、Conserv‘ Session、日本環境保護国際交流会（J.E.E.）
、
（一社）びっくりエコ発電所、布遊工房
学生コアメンバー：安藤悠太、定野愛美 、土村萌、Katalin Kuntner、山本和宏、横山恵利香、淺井優太朗、後藤翔太、于再治、小川由、西堀功規、筒泉宏樹
共催：京都大学地球環境学堂、京都大学大学院総合生存学館、京都大学 COC 事業、京都大学生協、一般社団法人 セイラーズ フォー ザ シー日本支局
支援・協力：環境系企業・団体、自治体等
後援：京都市
運営協力：
（株）関広

オープン・ラボ@ルネ
6/6 ～6/30

※土日を除く

浅利美鈴

エコ～るど・京大初夏の陣の恒例企画
「オープン・ラボ」
。京都大学で環境問題を

地球環境学堂
環境教育 / 環境配慮型キャ
ンパス・ライフスタイル / ご
みと循環

研究されている先生方が、日替わりで京大生協ルネ１F に登場します。研究成果の
発表や進路相談など、先生方との気軽なコミュニケーションが楽しめます！

井植美奈子

セイラーズフォーザシー日本支局

海洋環境保護 / 水産物の持
続可能性 / 市場啓蒙とアド
ボカシー

石川尚人

人間・環境学研究科
古地磁気学 / 岩石磁気学
/ 環 境 磁 気学

磯部洋明

総合生存学館
太陽物理学 / 宇宙プラズマ
/ 宇宙人類学 / 宇宙倫理学

宇佐美誠

地球環境学堂
気候変動の正義論 / 将来世
代への責任 / グローバルな
正義

そして今年は、京都議定書採択から２０年の節目の年。それにちなんで、今年の

環境系の就職・進路相談に
応じます！

酒井伸一

環境安全保健機構
環境科学センター

オープン・ラボの共通テーマは
「あの日あの時、そしてこれから～研究分野の２０年
前、２０年後～」。先生方の２０年前の秘蔵写真が見れるかも？研究分野の２０年前、
２０年後について貴重なお話が聞けるかも？

Monday
5

Tuesday

Wednesday

6

12

Thursday

Friday

Singer 先生・McLellan 先生
尾形先生＆安田先生

7

本川先生
Deroche 先生

8

9

浅利先生

山敷先生
井植さん

矢野先生

山敷先生
Singer 先生

13

14

15

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

酒井先生
矢野先生

鈴木先生＆舞鶴水産実験所
Deroche 先生

尾形先生＆安田先生
野中先生

藤井先生＆原田先生

矢野先生

藤井先生＆原田先生

宇佐美先生
磯部先生・浅利先生

本川先生

EEL-WS は全て昼休み
（12：00 ～ 13：00）と放課後
（18：00 ～ 19：00）

鈴木先生＆舞鶴水産実験所
磯部先生

経済学研究科
政策科学 / 技術と社会 / 再
生可能エネルギー / 内発的
発展 /

開催日

晴れた日の夜。

山敷先生・磯部先生のラ

サステイナブル・
コーヒーを味わおう！
開催日

ボでご確認ください！
講師

山敷先生・
磯部先生

講師

6/6( 火 )

11：00 ～ 19：00
McLellan 先生・
Singer 先生

水槽展示＆顕微鏡
観察コーナー
開催日
講師

6/14( 水 )・15( 木 )

藤井滋穂

本川先生
石川先生

フリマは概ね11：00 ～ 19：00

鈴木先生・

舞鶴水産実験所

南極の氷を
触ってみよう！
開催日
講師

6/16( 金 )

14：00 ～ 19：00
石川先生

鈴木啓太

フィールド科学教育研究センター

Benjamin McLellan

本川雅治

沿岸河口域生態学 / 教育研
究船による調査 / 地産地消
の生活

Marc-Henri Deroche

野中鉄也

原田英典

安田陽

山敷庸亮

矢野順也

総合生存学館
世界哲学・倫理学 / 仏教学
/ ヒマラヤ・チベット学

工学研究科
海の生態系回復 / 植物の生
育促進 / 野菜の栽培技術 /
ミツバチ

地球環境学堂
途上国の水・衛生管理 / 下
痢症リスク解 析 / エコロジ
カルサニテーション

石川先生
浅利先生

地球環境学堂
流域管理 / 途上国の水環
境・衛生 / 微量有機汚染物

※ 研究者の都合により、食事やトイレ休憩、外出をしていたり、不在になる場合もあります

惑星観察ナイト
＠時計台

Jane Singer

地球環境学堂
移住と強制移住 / 持続可能
性のための教育 / コミュニ
ティレジリエンス

浅利先生

野中先生

マイバッグ WS は概ね11：00 ～ 17：00

尾形清一

食べて感じよう！
野菜の違い
開催日
講師

6/20( 火 )・29( 木 )
11：00 ～ 19：00
野中先生

エネルギー科学研究科
Minerals-energy nexus /Deep
ocean resources /Participatory
design for sustainability Energy

総合博物館
野生動物 / 種多様性 / アジ
ア多国間連携 / 博物館標本

経済学研究科
電力工学 / 再生可能エネル
ギー / リスクマネジメント/
技術と経済 /

世界に一つのマイバッグを！
開催日

6/16( 金 )・21( 水 )・23
（金）
・29( 木 )

アイロンがけすれば完成！参加無料
ですが、写真を撮って SNS で PR して
ください（必須）！

協 力： 日 本 環 境 保 護 国 際 交 流 会

（J.E.E.）
、布遊工房

環境安全保健機構
環境科学センター
廃 棄 物/資 源 循 環 /エコ
キャンパス / システム解析

ネパール被災地支援企画
チャリティーフリーマーケット

11：00 ～ 17：00

マイバッグを自分でデザインして、

総合生存学館
太陽系外惑星体系化 / 水惑
星の形成条件 / 水資源 / 水
環境

開催日

6/8( 木 )・15( 木 )・16( 金 )・
22( 木 )・23( 金 )
11：00 ～ 19：00

食器、文房具、本、ブランド服などを１０
円～５００円で販売します。利益はすべ
てネパールの被災地に寄付します。

【着物や浴衣、着物の小物など、回収します！】ご家庭で眠っている着物等をご提供ください！イベントなどで活用させていただきます。
期間中、ルネのラボまでお持ちください！ ※裏のエコ回向企画参照

あなたのエコ度は？

開催日

6/8
（木）
・12
（月）
・19
（月）
・22
（木）
・28
（水）
昼休みと放課後

自分のエコロジカル・フットプリントを計算しよう！世界中の人々が皆、あなたと同じ暮ら

しをしたら地球は何個必要になるだろう？私たち、京大地球環境学堂・環境教育ラボのメン
バーは、サステイナブルな未来づくりのための
解決策を提供します！

○他の人との比較をして反省？安堵？の後は…
○ごみゼロやプラごみ削減の提案！
○エコビューティー商品で身も心もきれいに！
※気軽に、日本語や英語で話しかけてください！

Vege Project - Kyoto University

Vegeワークショップ！
開催日

6/13
（火）
・20
（火）昼休みと放課後

ヴィーガンって、何だろう？ ビデオ、クイズゲーム、美味しい
試食を通して、Vege Project - Kyoto Universityといっしょに学
ぼう！: 食べ物と環境の関係、そして私たちができることとは？
今月のコンテストにもすぐに応募で
きる！京大の食堂メニューを変え
たいあなたへ、これはチャンスだ！
毎日の 3 回の食事で京大と環境の
つながりをより一層改善しよう！

エディブルガーデン竣工式／竹と食の祭典
開催日

7月4 日
（火）18：30 ～ 20：30

サステイナビリティの視点から「食」と真に向き合いましょう！そ

して「食」をもっと楽しみましょう！そんなコンセプトの下、キャンパ
ス菜園化プロジェクト「京大 Edible Garden」企画が今年度じわじわと

発動しております！ Edible Garden Center となる総合研究５号館前の
小路にはサステイナビリティの象徴として今や bamboo construction

がそびえております！この bamboo construction の竣工式を兼ねて、
パーティーを行います！パフォーマンスあり、珍しいビーガン料理あ
り、スイーツあり！最後のくじ引きでは豪華商品が当たるかも…！？
★申込時件名「竹と食の申込」※当日飛び入り大歓迎

場所

京都大学総合研究５号館前

