
－エコ～るど京大 初夏の陣 2019 活動報告書－ 

今年も環境月間に合わせて、5月と 6月の 2 ヶ月間、エコ～るど京大初夏の陣を行いました。5 月は毎
年ルネ 1 階にて展開されているオープンラボに加えて、縁切り神社で枡を配ったり木工教室を開いたり
しました。また、持続可能な発展や低炭素社会に向けた座談会にメンバーが登壇したり、オールナイト映
画会も行われました。6 月はパタゴニア様との共同企画や Kistory 夏 ver.がありました。そして締めくく
りには 6月 27日に京都大学超 SDGs シンポジウム「資源・エネルギーと持続可能性」にてプラヘラス宣
言をし、事始めワークショップや超 SDGs 道場、ネットワーキングディナーを企画しました。また、年
間企画であるつづくプロジェクトやこんちきジーズも、この期間に動き始めました。どの活動も様々な
方々に注目していただけて、有意義な充実した 2ヶ月間となりました。しかし、エコ～るど京大の 2019
年はまだ始まったばかり、これからです。この経験を生かして今年も精進して参ります！ 
※6/27 の報告書は別途まとめていますので、そちらをご参照ください。 
 

 

◆オープンラボ 

上田 知弥（工学部 3回生） 

 

5 月 7 日から 5 月 31 日にかけて京大生協ルネ 1 階特設広場においてオープンラボを開催しました。こ

れは、6月の環境月間を前に、京都大学で環境問題、持続可能性について研究されている先生方をお招き

して、学生・教職員の方々にその研究内容を知ってもらい、環境配慮行動につながることを目的とした企

画です。 

 今年度のオープンラボは大きく分けて、3つのイベントがありました。一つ目は毎年恒例のオープンラ

ボ、二つ目はこちらも毎年恒例のフリーマーケット、3つ目が外部の方々との共催イベントです。 

 オープンラボにご参加いただいたのは、浅利美鈴先生（地球環境学堂）、山敷庸亮先生（総合生存学館）、

野中鉄也先生（工学研究科）、矢野順也先生（環境安全保健機構附属環境科学センター）、森里海教育連環

学教育研究ユニット―社会班―、森林・人間関係学分野オープンゼミです。特に今年は、ユニットやゼミ

での参加があり、森里海教育連環学教育研究ユニット―社会班―は、徳地直子先生、石原正恵先生（フィ

ールド科学教育研究センター）、清水夏樹先生、法理樹里先生（森里海連環学教育研究ユニット）の 4名

が、森林・人間関係学分野オープンゼミは内藤大輔先生、小川裕也先生（農学研究科 森林・人間関係学

分野）ほかゼミの方々とたくさんの方々に来ていただきました。 

 今年は例年より会場に足を運んでくださる方の数が少なかったものの、オープンラボに足を運ばれた

方は熱心に先生方の話を聞き、たくさんコミュニケーションをとってもらうことが出来たと思います。

また、先生方のおすすめの書籍をラボに展示し、ラボに参加したあとも学びを深めることが出来る機会

を設けました。 

 また、今年も吉田キャンパス物理系校舎 7 階東にある常設フリーマーケットの出張を行いました。今

年は後述の縁木り神社になぞらえて、集金箱をプラではなく木の廃材で作成し、ルネの前に置いていま

した。その木製集金箱で集めた今年の売り上げは 20,484 円であり、被災地や海外教育支援活動に寄付し

ます。（具体的な寄付先は Web上にてご報告します。） 



 

  

 

 

 

 

 

外部の方との共催イベントは、日本環境保護国際交流会(J.E.E.)との「マイバッグを作ろう」と兵庫県

川西市国崎クリーンセンター啓発施設ゆめほたる、吉野木工教室との「木工教室」がありました。どちら

も様々な人に足を運んでいただき、自分の手でモノを作り、大切にする精神を感じてもらえたと思いま

す。 

 最後になりましたが、今年度もた

くさんの方々のご協力により持続可

能性を考えるオープンラボを開催す

ることができました。この場をお借

りしてラボを担当してくださった先

生方、団体のみなさま、ワークショッ

プの講師のみなさま、学びやすい場

作りに貢献してくださった京大生協

のみなさま、ご来場くださったみな

さまに心からお礼申し上げます。 

 
 

 
◆マイバックづくりーオープンラボにてー 

 

白井亜美(総合人間学部 2回生)       

 

5月 7日から 31日にかけて京大生協のルネで開かれたオープンラボでは毎日様々な企画が行われたが、

その中の一つにマイバッグづくりがあった。自分オリジナルのマイバッグをつくり愛着を持って使うこ

とでレジ袋の削減と使い捨てに対する提起を目的とした。日本環境保護国際交流会（J.E.E.）の方がご協

力してくださり、5 月 8日（水）・5 月 9 日（木）5 月 24 日（金）に行われた。無地の白い手提げ袋にク

レヨンで絵を描き、最後にアイロンがけをするとクレヨンがその手提げにくっつき洗濯しても落ちなく

なる。私も絵を描いてマイバッグをつくってみた。「レジ袋を使うよりもマイバッグの方がいい」、「使い

捨てよりもものを長く使う方がいい」といったことは感覚的に理解できるが理屈を考えだすと難しい。

マイバッグをつくるということは新しく「もの」を生み出すことであり、やがてはごみになってしまうも

のをつくっているという指摘にはなかなか反論することができず、私も同じくらいの大きさの手提げは

いくつか持っており今更新しいものは必要ないと思っていた。実際なくてもいいものであるのだが、何



年ぶりかにクレヨンを手に取って絵を描くということが純粋に楽しく出来上がったバッグをみて思わず

にんまりしてしまった。そんな「楽しさ」が環境にいいことをするときの何か大切なことなのだと実感さ

せられたように思う。 

エコ～るど京大のメンバーとしてオープンラボにいる中で普段出会うことがない先生や研究者の方々

にお会いする機会が得られ、それはとても刺激的だった。 

 

 

 
◆縁木り神社と木工教室 

後鳥友里（農学部２回生） 

 

今年の初夏の陣では、ルネ１階特設広場にて、５月の１ヶ月間縁木り神社と木工教室を開催しました。

これらはオープンラボの隣のスペースで行われました。縁切り神社とは、使い捨てプラスチックの使用

削減を目指す取り組みで、これは新入生向けイベントとして４月から行われていたものです。参加者に

は自分が持っている身近なプラスチック、例えばコンビニでもらうおしぼりの袋やペットボトルラベル

などを特製の木の神社の結び縄におみくじのように結びつけてもらい、プラスチックとの縁切りを宣言

してもらいました。今回はプラスチック製品の代替として木製品を推進しようということで、参加者に

は京大オリジナル木枡をプレゼントしました。期間中には約 170 人の方が枡を受け取ってくれました。

ありがとうございました。木枡にはエコ～るど京大キャラクターくすちゃんが描かれており、一合枡な

のでお米を量ったり勿論お酒を飲むのにも使えます。受け取ってくれた皆さまが思い思いに活用してく

れることを願います。 

 

また、環境に優しい木製品に親しもうという考えのもとで、木工教室も開かれました。これは、ラボの一

環として月、火、水曜日の計７日間行われました。全日程の参加者は、約 40人弱でした。今回作った作

品は、ごみ袋ラック、竹のプランター、ウッドブロックカレンダー、木棚の４種類です。（画像はごみ袋

ラックを載せています。）ゆめほたる様、吉野木工教室様のご協力のもと、参加者には無料で本格的な体

験を行っていただきました。実際に来てくれた方々は、普段できない体験にとても楽しそうに作業され

ていました。 



脱プラの代替素材の１つである、「木」。適

切な管理を行えば持続可能であり、林業も

活性化することで環境に貢献もできるとい

うことで、今回はこの木に注目したイベン

トを２つ行いました。参加者にとって、こ

の縁切り神社と木工教室での体験が、自分

とプラスチックの関わり方を見つめ直した

り改めて木に親しみをもつきっかけとなっ

ていれば幸いです。 

 

 

 
 
◆BRANCH松井山手×エコ～るど京大 つづくプロジェクト第 1弾 

 「留学生、京大生と英語で話そう！」 

西本 早希（農学部 2回生） 

 

「BRANCH 松井山手×エコ～るど京大 つづくプロジェクト」とは、京田辺市松井山手にある複合商業

施設 BRANCH 松井山手を舞台に、SDGs に関するイベントを開催市、BRANCH 松井山手を利用する方々

やテナントの方が T に持続可能性についてともに考え、楽しく行動してもらおうという企画です。 

今回第 1 弾として、5 月 5 日に「留学生、京大生と英語で話そう！」と題し、BE studio さんに BE studio

さんにお手伝いしていただき、年少から小学校低学年の子ども達対象で留学生とゲームをしながら楽し

く英語で会話する英会話教室を開催しました。 

現在日本では英語教育が重視されていますが、本当に英語を学ぶ目的は異なる文化を持った人とコミュ

ニケーションを取ることだと考え、英語でコミュニケーションを取る楽しさを子ども達に感じてもらう

ことを目的に開催しました。 

当日は全 3 回の教室を開催しましたが、

延べ 30 人程度の子ども達に参加してい

ただきました。子ども達からは「先生じ

ゃない害個々の人とお話できて楽しか

った。」という声を頂き、保護者の方か

らは「留学生の方に、自分からどんどん

話しかける娘の姿に驚きました。」とい

う声を頂きました。 

今回のイベントを機会に子ども達が英

語を話す楽しさを感じて勉強に励み、

これからも積極的に英語を話していく

ことを願っています。 



 
 

 
◆祇園祭創始 1150 年記念プロジェクト こんちきジーズ～祇園祭から学ぶ持続可能性。

SDGsの先へ～ キックオフミーティング・第一回全体ミーティング 

 

奥野真木保（農学部 2回生） 

 

 

「祇園祭創始 1150年記念プロジェクト こんちきジーズ～祇園祭から学ぶ持続可能性。SDGsの先へ

～」では、京都の大学生、社会人がグループワークを行い、祇園祭のこれからの変遷を調べ、実際に祇

園祭を訪れて調査を行うことを通して祇園祭の意義や人々の思いなどを学びます。その後祇園祭から学

んだことから SDGsや持続可能性について議論をしてゆきます。 

キックオフミーティングは 2019 年 5月 12日に京都大学総合研究 8号館にて行いました。プロジェク

ト参加者以外にも様々なキーパーソン約 80名が参加し、それぞれの想いがこもったご挨拶、SDGsと祇

園祭の基本的な知識や考え方の話題提供、チーム決めのグループワークを行いました。最終的に 9つの

魅力的な調査テーマのたたき台が完成しました。第一回全体ミーティングは 6月 1日に同様の場所にて

行いました。三若神輿会吉川幹事長からは祇園祭の神輿神事について基本的な内容からお話を聞き、調

査テーマのたたき台をもとに 7月一ヶ月間行われる祇園祭を中心に具体的にどのような調査を行うかを

グループごとに話し合いました。また、宿題として取り組んでもらった一日一 SDGsの取り組み紹介も

行いました。 

12月には総括イベントを予定し

ており、各グループより調査・議論

を行ったことからどのようなアウト

カムが出されるのかとても楽しみで

す。 

 

 

 
 
◆京都大学 IPCCウィークス 2019 山極壽一総長と若手研究者による座談会 

安藤悠太（工学研究科 D2） 

 

本座談会は、2019 年 5 月 11 日に京都国際会館アネックスホールで行われた、京都市主催

の「IPCC 第 49 回総会京都市開催記念シンポジウム 脱炭素社会の実現に向けて～世界の動向と京都の挑

戦～」の一環として開催された。「志の高い京都大学の若手研究者たちが山極壽一総長と『未来を担う若

手研究者と地球社会の持続可能な発展に向けた対話』の座談会に挑む！」というテーマの下、14 名の若

手研究者が集い、山極総長、河野教授（国際戦略副学長・東南アジア地域研究研究所）、竹谷准教授（経



済研究所）、下間局長（京都市地球環境・エネルギー担当）との間で活発な議論が行われた。今回、エコ

～るど京大から代表として参加し「SDGs に覚えてしまう『違和感』を議論する」として議論に加わった。 

発表を行った 9 名の若手研究者は主にエネルギーや気候変動適応に関わる研究をされており、IPCC ウ

ィークにふさわしい非常に興味深い発表だった。その後は、山極総長からの問いかけに応じる形で、気候

変動の話題だけではなく非常に大きな話題まで、複眼的に議論ができた。特に、大学や研究が社会や政策

にどう関わっていくか、これからの社会をどうしていくかなどの議題は大変盛り上がった。終了後には

聴衆の方からも多数激励をいだたいだ。大変内容の濃い、充実した 90分であったように思う。 

このような場に集まって、共通の話題をテーマに議論できること自体が、環境問題・持続可能性を考え

ることの良さの一つなのではないかと思った。また、今回の座談会で知り合った他の若手研究者の中に

は、その後も交流が続いている方もおり、非常に良い機会となった。中心となって企画をされ、お声をか

けてくださった園部さんをはじめとする URAのみなさまに御礼を申し上げたい。 

 

 
 
◆「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（仮称）（案）」に関するユース世代との意

見交換会 

 

野々山千晴（法学部２回生） 

 

５月 14 日に国際科学イノベーション棟で 18:00 から環境省による「『パリ協定に基づく成長戦略として

の長期戦略（仮称）（案）』に関するユース世代との意見交換会」が開かれ、エコ～るど京大からは後述の

２人が参加しました。若者世代として意見表明を行ったのは Climate Youth Japan の今井絵里菜さん、内藤

光里さん、福島雅之さん、エコ～るど京大の安藤悠太、野々山千晴、そして京都大学環境科学センターの

大山晟弥さん、京都大学総合生存学館特任助教の武田秀太郎さんです。 

まず京都大学大学院経済学研究科の諸富徹教授が基調講演「脱炭素こそが成長戦略」でエネルギー転換

の必要性とのその経済的効果、再生可能エネルギーの経済性、そして他国と比較しながら日本の現状の

説明をされました。次に環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室から長期戦略案についての説明がさ

れました。そしてユース世代と環境省の意見交換会ではパリ協定達成のためには環境省の掲げる目標は

不十分ではないか、将来を担う若者がより深く戦略作成過程に関われる場の提供が必要ではないか、な

どといった批判的な意見が提出されました。 

意見交換会は、登壇者はもちろん会場にいらっしゃった方々からも積極的に意見が出され、様々な境

遇、年齢の方の意見が集める有意義な会になったのではないかと思います。私も様々な意見に触れるこ

とができ、自身の考えをより深める良い機会となりました。 

 

 

 

 

 



 

 

 

◆オールナイト映画 

―＜映像＞を通して考える教育・平和・貧困・ジェンダー― 

 

西道 奎（総合人間学部 3回生） 

 

5 月 24 日の夜から翌日の朝方にかけて、オールナイト映画―＜映像＞を通して考える教育・平和・貧

困・ジェンダー―を開催しました。 

 今回は、約 15 人の参加者の方々と共に、4 本の映画を鑑賞し、その後映画についてみんなで議論をし

ました。作品は、貧困・教育・ジェンダー・平和をテーマに、岡真理先生（人間環境学研究科）に選んで

いただきました。それぞれ、「Cleaners ソーシャルメディアの“掃除屋”たち」（“快適な環境”を支え

る不条理な労働についてのドキュメンタリー）、「小さな哲学者」（フランスの幼稚園における哲学教育を

描いたドキュメンタリー）、「ブレット＆ローズ」（南北格差と、そのさらに下層にあるジェンダーの問題

を描く劇映画）、「女は二度決断する」（社会的なヘイトの当事者を描く劇映画）です。 

 映画を鑑賞後、みんなで話をすることによって、自分では思ってもみなかった映画の深さに気づきま

した。また、十人十色といいますが、まさに映画鑑賞においても、違う人が見れば注目する部分も違って

くるものだと改めて感じます。 

 なかなか普段は真剣に議論できない問題もあるかと思いますが、それらを題材とした映画をみること

は、問題への理解が深まると同時に、一緒に見た人と話し合うとてもよい機会になります。参加された

方々が、映画鑑賞後に議論する楽しさを味わって下さっていれば幸いです。また、今回参加していない

方々にも、映画をみた後は（以上に挙げた 4本の映画でも、その他の映画でも）、語らう時間を是非作っ

ていただければと思っております。 

 

 
 
◆WORN WEAR COLLEGE TOUR in 京都大学 

久保文乃（農学部 3回生） 

 

6 月 13・14 日に、国際科学イノベーション棟 1 階ラウンジにて、アパレルメーカーのパタゴニアとの

共同企画「WORN WEAR COLLEGE TOUR in 京都大学」を開催しました。 

 WORN WEAR COLLEGE TOURは、パタゴニアが全国の大学を訪問し、衣料品の修理を行う企画です。この

イベントを通して、環境負荷を削減する「責任ある消費」について学生と共に考えることを目的としてい

ます。京都大学では、衣料品の修理に加えて、プロビジョンズ(パタゴニアの手掛ける環境保全型食品)の

試食会、エコ～るど京大チャリティ頒布会の３つの常設イベントと、パタゴニアからゲストスピーカー

を招き、トークイベント、食のワークショップの２つの特別イベントを行いました。 

 これらのイベントを通して、「責任ある消費」を行うには、新しくものを購入する際に、本当に必要な



ものなのかどうか、その製品はどのようにして作られたのか、一度立ち止まって考えてみることが大切

であるということを学びました。また、購入した後には、手入れや修理をしながら、長く大切に使うこと

で、環境への負荷を軽減できるということがわかりました。 

2日間で、延べ 450人近くの学生に参加していただき、普段環境問題に関するイベントに参加されない

という方にも、環境について考えるきっかけを提供できたのではないかと思います。日々の買い物の際

に、今回のイベントのことを思い出してもらい、「責任ある消費」について考えることにつなげていただ

ければ幸いです。 

 

 
 

 
◆Kistory 夏 Ver. 

佐野樹（経済学部２回生・京都着物企画） 
 

6月 22日に浅利研究室と周辺二部屋を使って、Kistory夏 Ver.というイベントを開催しました。

Kistory とは、使わなくなった着物を持ち主からいただき、今後使用していく若者に渡し、人と人との

つながりを通して魅力ある着物を再度活用していく企画で京都大学の学生団体、京都着物企画との共催

で運営しています。今回のイベントは夏開催ということで、浴衣を譲り渡しました。 

今回、参加者は 47人と盛況でした。参加者さんには浴衣を選んでもらった後に着付け練習や畳む練

習をしていただき、その後に贈呈式を執り行いました。浴衣を渡すだけでは味気なく、浴衣を着て色々

な遊びができればいいと思い、会場には茶道体験ブースや折り紙で遊ぶブース、百人一首ブースなどを

設けました。 

  

受け継がれた浴衣が使われる機会に恵まれ、新たな思い出を作り出してくれれば幸いです。 


