
お子様から大人まで楽しめます！！
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ハイムーン展2022
～ことす丸ごとSDGsジャック～

SDGs プレイ DAY＠ことす （参加無料 ・ 要申込）

Happy Birthday ！プラスチック資源循環法

13:15-13:45　みんなで知ろう、 プラスチック資源循環の新しい法律　ここがすごい！

　                              ～プラスチックは、 えらんで、 減らして、 リサイクル～

2022 年 4月から施行される「プラスチックに係る資源循環の促進等に
関する法律」ついて、こどもから、大人までわかりやすく、自分ごと化
できる導入セミナー（環境省リサイクル推進室長　平尾禎秀）　　　　

14:00-16:00 SDGs 問答 ： プラ対策 「三種の神器」 大公開！

モデレーター：三種の神器 PJ のメンバー
（東京大学 伊藤進一＆環境省 平尾禎秀＆高校生＆大学生）
みなさんの考える「三種の神器」についてあれこれ話し合います。
どんな三種の神器が出てくるのかお楽しみに！！

16:30-18:00 京都大学マイボトルプロジェクト報告会＆セッション

登壇者（敬称略）：
・京都大学大学院工学研究科、エコ～るど京大 上田知弥
・（株）リコー 環境エネルギー事業センター 濱野敏寛
・アクアクララ（株）  藤尾伸弘
・ウォータースタンド（株）三富義之
・（株）ダイオーズ ジャパン 古川広樹

18:15-　　　 映画 「マイクロプラスチック ・ ストーリー ぼくらが作る 2050 年」 上映＆トークショー

『三種の神器』 プロジェクトとは？
2020 年 12 月環境省 「みんなで減らそうレジ袋チャレンジ」

の表彰式で京都大学浅利准教授が 「わたしは、 傘袋、 マイ

ボトル、 マイ箸を三種の神器として持ち歩いている」 と発言し

たのに対し、 小泉環境大臣 （当時） が高い関心を示したの

が、 プロジェクト立ち上げのきっかけ。 プラ問題を自分ごと化

するために、 誰もが、 今からでも取り組めるアクションとして

の 『三種の神器』 を探し求め、 1 年間、 世代も所属も異なる

メンバー約 10 名が 「あぁでもない、 こぉでもない」 と議論。

今回の企画に至る。

みつろうラップを手作りしよう～プラについて考え、 アクションするワークショップ～

→詳細は、WS案内ページへ ※一部は、2019-2021 年度東京大学 FSI- 日本財団海洋プラスチックごみ対策プロジェクトの一環として実施

■3/11（金）

 「京都大学プラ ・ イド革命
～プラとの持続可能な関係
性構築に向けて～」 特別展

【
常
設
】

SDGs について
    一緒に学び ・ 自分ごと化していく
                               「きらめきひいろ」

3 月 8 日 （火）
SDGs 問答にも登場するよ！！

Vtuber 「きらめきひいろ」 が
                シンポジウムに生出演

10:00-12:00　【地域社会課題解決オンライン相談】

（株）エフピコ、poRiff、愛隣グループホーム、lykke（リュッケ）

講師：創価大学西川先生

福祉分野において積極的に SDGs に関わる取り組み 　　
を進めている事例を数珠つなぎでご紹介。　　

シンポジウム期間中、毎日 14-16 時に、世代や分野を超えて
「持続可能性・SDGs」をテーマに“問答”する「SDGs 問答」
を実施。  豪華ゲストをお招きし「自分ごと化」　「日本文化」
「福祉」「万博・科学技術」「プラスチック」「教育」「アップ
サイクル」というテーマで、SDGs へのモヤモヤを解消。

　＊初日3月 7日（月）にはトラウデン直美さんが登場！！

　3月12日（土）は「ことす」で人気のSDGsゲームを体験できる親子参加OKの

「SDGsプレイDAY」。ゲームを通じて「SDGsを自分ごと化」していきましょう。

3月26日(土)の京北めぐる市でも一部ゲームを体験できますよ！！

是非ご来場ください☆

当日の様子は
　　　こちらから→

申し込みはこちらから→

　　相談の申し込みは
　　　　　　　　こちらから　　　　

第 5 弾　今日も明日も SDGs　
2 月 21 日 -3 月 13 日　12:00-12:30　
日曜日 ・ 祝日除く 17 日間 ※最終日 3 月 13 日のみ日曜放送

YouTube は
　　　こちらから→

京都大学の学生団体 「エコ～るど京大」 がお届けする 30 分の生配信番組。
シンポジウム期間中は会場であることすから配信！！
・ 大学生活動家インタビュー
・ SDGs に取り組む企業によるシンポジウムの見どころ紹介
・ 番組恒例マイボトルダンス ・ 猫島として知られる男木島の魅力を伝えるミニコーナーも！

【常設展】

高月紘先生の漫画集から
SDGs の 17 目標を考える
約 100 作品を特別展示！
先生は 40 年前から現代、
未来の地球環境を見事に
予測。さて、漫画の中に
あなたがいるかも！？

SDGs 達成に向けたきっかけに！！企業や自治体の持つ地域社会課題について、JST のマッチングプランナーと
専門職員が最適な研究成果や知的財産とのマッチングなどのご相談、制度の紹介などいたします。
（1 組 30 分以内、限定 4 組）

万博・科学技術■3/10（木）

テーマ 「持続可能性の自分ごと化～ローカル SDGs の達成のために～」

登壇者 (敬称略 )：

　　浅利 美鈴（京都大学大学院 地球環境学堂 准教授）
　　堺井 啓公（公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会 広報戦略局長）
　　落合 陽一（筑波大学デジタルネイチャー開発研究センター センター長・
               図書館情報メディア系准教授・メディアアーティスト・
　　　　　　　 万博シグネチャーパビリオン事業プロデューサー）
　　山﨑 有香（三洋化成工業株式会社 総務本部副本部長 兼 CSR推進部部長）　
　　山内 幸治（NPO法人 ETIC. シニア・コーディネーター、SOLVE アドバイザー）

16:30-18:00　【JST×2025 大阪 ・ 関西万博 × 京都セッション】

落合 陽一

山﨑 有香 山内 幸治

浅利 美鈴 堺井 啓公

毎日
★

ＳＤＧs問答

13:15-13:45　SDGs の関わり / 自分ごと化セミナー

■3/9（水）

16:30-18:30　「福祉 ×SDGs」 ことはじめ事例紹介

14:00-16:00　【毎日オンライン＆オンサイト】

■3/7  （月）
ー

■3/13（日）

ＳＤＧs×福祉

19:30-22:30　オンライン体験 WEEK （参加無料 ・ 要申込）＊ゲームによりプレイ時間可変

■3/7  （月）
ー

■3/11（金）

福祉と SDGs がなぜ繋がるのか。 　
創価大学西川先生による導入セミナー

京都ＳＤＧsゲームショウ

10:30-12:00　Get The Point

■3/12（土）

13:00-15:00　Sustainable World Board Game 京都市版

15:30-17:30　2030 SDGs

■3/12（土）

→


