
各イベント共通申込先アドレスはリーフレット下参照！

5月7日（火）～5月31日（金）の平日11:00～17:00頃

月 火 水 木 金
6（祝）なし 7 浅利 8 マイバッグ 9 森里海

マイバッグ
10 山敷

13 矢野 14 野中
木工教室

15 浅利
木工教室

16 森里海 17 山敷

20  木工教室 21 野中 22 木工教室 23 野中
森里海（～14:00）

24 森林人間関係学
マイバッグ

27 木工教室 28 野中
木工教室

29 木工教室 30 森里海 31 矢野

フリーマーケットも実施！

エコ～るど京大「初夏の陣」毎年恒例のオープンラボ。今年も京都大学で環境・持続可能性について研究し
ている京大の先生方をルネ1階にお招きします！気になる先生に少し声をかけてみる、がっつり研究内容につ
いて語る、一緒にイベントに参加する…？京大の先生方と様々な関わり方ができるオープンラボにぜひ一度お
越しください！なお、先生方のご著書やお勧めの本なども展示・販売します。

国連が2015年に提唱した、持続可能な社会の構築のために達成すべき17の目標。様々
な社会問題を含む各目標をどう捉え、誰一人取り残さないように、どう取り組むか？
今、世界中で議論されています。SDGsも学習のテーマにしているエコ～るど京大は
まず、京大の先生17人にSDGs各Goalについてインタビュー! 2019年度の環境早見表
にショートver.、エコ～るど京大HPにフルver.が載っています。詳しくはこちらへ→

オープンラボに参加する先生方（敬称略）

日時：オープンラボ開催中
場所：京大生協ルネ前（屋外）

体験＆ワークショップなど
（縁木り神社・木工教室は裏面参照）

食器や衣類、家具など新生活に必要なものから、書
籍や趣味雑貨まで、掘り出し物を並べております！
また、オープンラボ期間外も「物理系校舎北棟7階
709」にて常時開催しています。こちらもぜひお
越しください！売上金は被災地支援や途上国支援にまわしています。

森里海教育連環学教育研究ユニット−社会班
フィールド科学教育研究センター
徳地直子（写真左）

・森林生態系 ・窒素循環

石原正恵
・シカとススキ群落

森里海連環学教育研究ユニット
清水夏樹（写真右）

・農村計画学 ・地域資源管理

法理樹里
・心理学と生物圏科学

世界に一つのマイバッグを！
日時：カレンダーに「マイバッグ」と記載した日
場所：オープンラボ内
協力：日本環境国際保護交流会（J.E.E.）

主催：エコ～るど京大2019実行委員会
メンバー：エコ～るど京大、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
学生コアメンバー：安藤悠太、常光俊行、Abiyan Arfani、Ting Li、Isaac Omondi、黃蔚軒、武田裕希子、益田明奈、高田咲、谷合敬太、山口真
広、上田知弥、久保文乃、西道奎、澤田大和、奥野真木保、後鳥友里、白井亜美、田中千尋、西本早希、横井晴紀
支援・協力・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、日本環境保護国際交流会（J.E.E.）、兵庫県川西市国﨑クリーンセンター啓発施設ゆめほたる、吉野木工教室
運営協力：（株）関広
エコ～るど京大事務局：京都大学環境安全保健機構附属環境科学センター TEL : 075 – 753 – 7703／5922   FAX : 075 – 053 – 7710 

各イベント共通申込先 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！

最新情報はこちらをチェック！

浅利美鈴
地球環境学堂

・環境教育
・ごみと循環
・環境配慮型

キャンパス

山敷庸亮
総合生存学館
・太陽系外惑星

体系化
・水惑星の

形成条件
・水循環
・水環境

野中鉄也
工学研究科(兼業)
・鉄循環
・海の生態系回復
・植物の生育促進
・野菜の栽培技術
・鉄分補給と食
・ミツバチ

矢野順也
環境安全保健機構附属
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

森林・人間関係学研究室有志
・森林認証制度
・狩猟/ジビエ
・ Cacao Bean to Bar
・熱帯泥炭地再生/サゴ
・木登り・東南アジア

エコ～るど京大
HP        Facebook Twitter

マイバッグを自分でデザインしてアイロンがけすれば完成！
参加無料ですが、SNSに完成した作品をアップしてください（必須）

森林・人間関係学分野オープンゼミ



オープンラボでもやります！今年は脱プラ！

今年の4月に吉田南キャンパス・シェルピンスキーの森で実施した「プラとの縁
木り神社」がルネに帰ってくる！日々の生活でつい使ってしまうシングルユー
ス・プラ。プラおしぼりはハンカチに、ペットボトルはマイボトルに。置き換
えれるものは身の回りにたくさんあるはず！神社を訪れたときにプラを持って
いたら「プラとの縁切り」を宣言して「縁木り神社」に結んでいってください。
脱プラライフの第一歩を「縁木り神社」で踏み出しましょう！

【木工教室】
脱プラのひとつに、代替素材を使うことが考えられます。代
替素材の中でも、適切な管理を行えば持続可能で、林業の活
性化で環境に貢献もできるということで、今回は「木」に注
目。ゆめほたるさん・吉野木工教室さんの協力のもと、ルネ
で本格的な木工体験が無料で行えます！（要予約）今回作れ
るのは、ウッドブロックカレンダー・ごみ箱ラック・竹を
使ったプランター（28日は棚のみ）。ぜひお越しください！

【プレゼント！】
まだまだ配りマス
京都大学一合枡
新入生向けに配布していた国産ヒノキ製の一合枡。オープンラボ期間中も
無料でプレゼントします！入手方法は簡単。縁木り神社にきて「エコ宣
言」やプラとの縁切り宣言をするだけ！これを使って「木使いで徳積んで
得増す」京大生になりましょう！

縁
木
り
神
社

祇園祭から持続可能性・SDGsについて学び、SDGsの視点から祇園祭につ
いて考えるプロジェクトをスタート！http://eco.kyoto-u.ac.jp/konchikigs
社会人＆学生混成チームによる探求プロジェクト。学生参加者、今なら
間に合う！【5月中旬までに、表の問い合わせ先にご連絡下さい】

【お知らせ】エコ～るど京大が年間を通じて展開する企画（参加者募集中！詳しくはメンバーにお尋ね下さい）

祇園祭や京都の千年の歴史、未来の千年を考え
ると、SDGsの17のゴール以外にも18個目のゴールが見えてく
るかも知れません。あなたのアイデアをお寄せ下さい！寄せ
られたゴールは、国内外において様々な形で発信します。優
秀作品は表彰します（豪華/レアな副賞もあります）。
＊対象：どなたでも結構です ＊募集期限：2019年9月30日（月）
応募方法：①キャッチフレーズ（10～20字程度）②それを表現した絵（ピクトグ
ラム）③アイデアの説明（100字以内）をハガキやメールでお送り下さい。
申込・応募先 〒606−8501京都市左京区吉田本町 京都大学物理系校舎北棟7F
京都大学地球環境学堂 浅利研究室内こんちきジーズ係 TEL075−753−5922
メール：ecocheck@eprc.kyoto-u.ac.jp

2018年12月、松井山手に大和リースの商業施設「BRANCH 松井山手」がオープン！そこでエコ～るどはBRANCH
のテナントとコラボしてSDGs の各ゴールにちなんだイベントを定期的に開催する「つづくプロジェクト」を2019
年5月からスタート！第1弾は、5月5日（日・祝）にベネッセの英語教室 BE studio とコラボして、留学生との
SDGs英会話教室を実施！第2弾は6月に「京都キョーワズ珈琲」とのコラボを企画中。今後も乞うご期待！

Kyoto Yoga 2019
日時：5月19日（日）※ヨガは10:00-11:30、
ブース販売は11:00-18:00
場所：ヨガ−岡崎公園、ブース販売−みや
こメッセ地下1階会議室にて。詳しくは
→https://www.kyo-yoga.com/kyotoyoga2019/

きっさこ和束野菜広場
日時：5月18日（土）
10:30～14:00
＊毎月第3土曜日に開催
場所：きっさこ和束野菜広場
（京阪七条駅徒歩2分）

日時：6月27日（木） 10:00～21:00（予定）
場所：時計台百周年記念館
内容：学外からのゲストも交えたパネルディスカッション、
ポスターセッション、ワークショップやトークセッション、
交流会等を行い、SDGs達成を推進し、さらには超える概念
や取り組みへの足掛かりとすることを目指します。

６月もイベント盛りだくさん！例えば・・・

京都大学IPCC Weeks 2019 

「山極壽一総⾧と若手研究
者の座談会」未来を担う京大の若手研
究者14名と山極総⾧が地球社会の持続可能な発
展について対話する座談会。
日時：5月11日（土）16:00～17:30
場所：京都国際会館アネックスホール
定員：300人程度
言語：日本語（同時通訳付き）
※エコ～るど京大からの登壇定者：安藤悠太

岡先生がエコ～るど京大初夏の陣のために厳選した
映画（4本予定）をオールナイトで観ませんか？
日時：5月24日（金）20:00～5月25日（土）5:00
場所：京都大学吉田キャンパス物理系校舎北棟7階
参加費：無料（要予約）
申込：表面下のメールへ。
メールのタイトルは「映画でAll Night の申込」

岡真理
人間環境学研究科

「低炭素社会に向けた日本の
明るい将来を描く」政府の気候変動対
策について、若い世代との意見交換会を行います。
日時：5月14日（火）18:00～19:30（17:30開場）
場所：京都大学吉田キャンパス国際イノ
ベーション棟5Fシンポジウムホール
定員：200人（右のWEBから事前登録可）
主催：環境省 ※エコ～るど京大からの
登壇者：安藤悠太、野々山千晴

IPCC Weeks HP

？18

ポスター発表募集中！Call for presentation!
国際ワークショップ「レジリエントな低炭素社会の構想」
6月27日のシンポジウムにおけるポスターセッション（ 13:30～
14:30の予定）の発表者（学生や研究生も可能；日／英）を募集
中。喫緊の課題である気候変動や資源循環、SDGs関連テーマに関
する工学・農学・社会科学的な多様なアプローチが対象。査読付
きでプロシーディングスに収録され研究業績として使用できます。
【登録締切：5月26日】詳しくは→eco.kyoto-u.ac.jp/?p=5516

IPCC、WMO、UNFCCCなど、気候変動対
策に携わる国際機関等より、その設立
目的や活動をご紹介するほか、外務省
より、一般的な国際機関の採用方法等
についてお話しします。
お問い合わせ： 外務省国際協力局気候
変動課（03-5501-8493）
京都大学国際戦略本部、学術研究支援
室（075-753-5179）

日時：5月13日（月）
15:30～18:00（15時開場）
場所：京都大学吉田キャンパス
総合研究2号館3階法科第二教室
対象：学部学生、大学院生、研究者など気候
変動や国際機関に関心のある方
【申込不要】


