
6/20（土）

くすちゃんフェスタ＠時計台

6/20（土）10:00 ～
京都ジャングル企画 ～君もターザンにならないか～

ー京都大学サステナブルマンスー

エコ～るど・京大
京都大学では、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
目指しています。誰でもエコを学んで、体験して、実践できるエコイベントもりだく
さんの“京都大学サステナブルマンス”を今年も開催。みなさんの連日のご参加を
お待ちしています！

（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

（共催）

（協賛・支援）

（運営協力）

12:45　開会
13:00～14:00、14:30～15:15 エコパフォーマンス
全10団体予定（17:00 表彰式）
個性豊かなパフォーマーたちが、エコ〜るど京大
を盛り上げるエコパフォーマンスを披露！その場で
投票して、ベストエコパフォーマーを表彰します！
◆20日のエコパフォーマー審査参加者には…
先着500名に、王将の無料ぎょうざ券プレゼント！
さらに、事前WEB申込みの方から
当日抽選で10名の方にQuoカードプレゼント！
事前申し込みWEB http://goo.gl/forms/ak4bjpGGZU
◆20日の来場者は…
マイボトル持参で、エコドリンクが無料で楽しめる！（予定）

■昨年参加団体
Pumit（バルーンアート）／ MTTR（ダブルダッチ）／彩京前線（よさこい）／
Crazy Clef（アカペラ）／ Tock’n Roll（ギター弾き語り）／くじゃく同好会（くじゃ
く握手会）／留学生’s（Music）／ GOD団（ダンス）／プティカプリス（ダンス）

14:00～14:30 「祇園祭ごみゼロ大作戦」ボランティアスタッフ説明会

あなたにぴったりのエコと遭遇しませんか？ 様々な
ブースや体験コーナーで、出会いが待っています。

チャリティーバザー
学内外の皆様からご提供いただいた古本、古絵本、食器、衣類、小物をチャ
リティー販売します。売り上げは全て、国連UNHCR協会を通じて、難民
支援活動等に活用されます。キーパーソンから預かった貴重品は、チャリ
ティー販売、もしくはオークション（入札）に。誰からどんなものが提供され
るかはFBやWEBをチェック！

【協力：えこみっと＆プラスワンネットワークほか】

リメイク体験
くすのき染め〜衣類などが変身！〜
シミの入ったお気にいりのシャツやストールなど

（シルクや綿が良いです）を、くすのきや玉ねぎの
皮で染めませんか？

【協力：日本環境保護国際交流会（J.E.E.）】

リメイク教室〜壊れた傘をリュックに！〜
使えなくなったお気にいりの傘をリュックにリメイク！雨にも強くて軽く、梅
雨のお出かけにも重宝します。そのほかにも、アイデア一つで変身の技が盛
りだくさん。【協力：布遊工房】

情報ブース
京都大学の環境取組の全て
京都大学の環境取組も一挙大公開。環境報告書や賦課金制度の紹介、ここでし
か手にはいらない啓発グッズ、エコ宣言デスク、学内堆肥プレゼントなどなど。

ごみ半減をめざす「しまつのこころ」デスク（京都市）
全国に先駆けたごみ2R（リデュース・リユース）の取組に
ついて、わかりやすくご説明します。具体的な削減方法も。
特に、生ごみ（家庭ごみの多くを占めます！）の処理機展示も
予定していますので、実際に触って確かめてみてください！

【協力：京都市、京都市ごみ減量推進会議】

水俣は環境で食べていく
水俣のホットな取組について、直接伝えるブースを特別展開。詳しくは中面
をご覧ください。【協力：水俣市】

みんなで考えるあるもんフル活用で豊かな食生活！
いつも家にあるもん、昔からあるもんにプラスαすることで豊かな食生活に
なる知恵と工夫をみんなで考えます。

【協力：京都・暮らしREデザイン研究所】

「祇園祭ごみゼロ大作戦」ボランティア登録デスク
ごみのない美しい祇園祭の実現に向けて、みなさんの力が必要です！ ぜひ、
ここでお話を聞いて、検討してください。

【協力：祇園祭ごみゼロ大作戦実行委員会】

その他にも情報盛りだくさん！ 気軽にぶらっとお立ちよりください。

最新・詳細情報はWEBサイト・フェイスブック・Twitterで発信中！

PCサイト http://eco.kyoto-u.ac.jp/

ガサ入れ
10:00 時計台クスノキ前集合

（13:00頃戻り予定）

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。

京都ジャングル
12:00 〜 17:00
＠クスノキ前テント
クジャク、フェレット、シマヘビ、
カイコなどの生き物を展示。ガ
サ入れで採集した生き物も展示
するかも!?

垣間見んとす
12:00 〜 17:00
＠クスノキ前テント

小さな生き物を顕微鏡で覗こ
う。ガサ入れで採集した小さな
生き物もプレパラートに入れて
展示するかも!?

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

 www.facebook.com/ecosengen

 @kusu__chan

2015
初夏の陣

15:15～16:45　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〜
京都には「始末の心」が根付いているといわれますが、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はじまっています。そこで、家庭
や観光・飲食業、研究者・若者、行政が様々な立場から現状を報告し、
未来について議論します。

■登壇者
門川大作（京都市長）
酒井伸一（京都大学環境科学センター長）
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 ※循環型社会推進室長兼務）
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

6/1（月）〜6/30（火）＠吉田キャンパス

6/1（月）～ 6/29（月）
マグネットde黒板アート
＠吉田キャンパス
今注目を集めている「黒板アート」がキャンパ
ス内に出没！教室の黒板やホワイトボードに、
マグネット端材を活用したアート作品が出現。
日々変化するアートにご注目！

ステージ（京都大学時計台百周年記念館 1F大ホール） ブース（12:00 ～ 17:00）

京都ジャングル
ツイッターアカウント

 @kyotojungle2015

7/11（土）
水俣環境アカデミー

フォーラム

6/19（金）
食材使い切り＆
手間エコで、
自炊の達人！

6/20（土）
くすちゃんフェスタ

＠時計台

6/1（月）～
1日1エコ

チャレンジ！

6/7（日）
環境学習デザイン
ワークショップ

＠カンフォーラ

6/2（火）～ 6/29（月）
オープンラボ＠ルネ

6/1（月）～ 6/30（火）
＃京大食べ残しゼロ

6/15（月）～ 6/19（金）
※6/18（木）は除く

ナイルビールde
サステナブルナイト

＠カンフォーラ

6/19（金）
エコキャンドルで
京大118歳の

Birthdayを祝おう！
＠カンフォーラ

エコ〜るど・
京大とは？

エコ×世界（ワールド）からの造語で、

『Think globally, Act locally, Feel 

in the Campus!』を願ってつけたも

のです。また、エコ〜る（École）とは

フランス語で学校を意味し、京大の

中でエコを学ぶ学校を特別に開校す

るという意味も込めています。

（順不同）



6/2（火）～ 6/29（月）

オープンラボ＠ルネ
6/1（月）～ 6/30（火）

＃京大食べ残しゼロ
京大周辺の飲食店とのコラボ企画。店舗ごとのミッションをクリアして、食べ
残しゼロの活動を写真付きでハッシュタグ「＃京大食べ残しゼロ」にツイート
しよう。参加者から毎週1名に1000円分の飲食権をプレゼント！

＜協力店舗＞
王将／くれしま／写楽／おむらはうす／おむら屋／囀（さえずり）／まどい／
鴨町らーめん／アオゾラ／柳月堂／カンフォーラ／生協食堂 （順不同）などなど

＜ツイート例＞

6/1（月）～

1日1エコチャレンジ！
環境問題の解決に向けては、1人1人の行動の積み重ねが
重要です。が、なかなか、やる気にならなかったり、続かな
かったりしますよね？ そんなあなたを、学内外のキーパーソ
ンが激励！ 京大生をうならせるエコ行動続出!! FBで1日1
エコをリレーします。バトンとなるのは、「ぬか漬け」。任意
で天地返しにも協力していただきます。「ぬか漬け」は果た
してサステナブルに6月末を迎えられるか!?

＜参加予定の方 ＞々 ※敬称略

京都大学のたくさんの先生＆学生
山田啓二（京都府知事）
門川大作（京都市長）
尾池和夫（京都造形芸術大学学長）
などなど、いつまで、どんな人まで広がるか、乞うご期待！
ぬか漬けチャレンジの模様は、
エコ～るど京大Facebookで
アップロード！

 www.facebook.com/ecosengen

6/15（月）～ 6/19（金）※6/18（木）は除く 18:00 ～ 21:00

ナイルビールdeサステナブルナイト＠カンフォーラ
カンフォーラで好評のビアガーデンが、今年はサステナブル・ナイトに！
○地産地消＆旬の学内産食材メニュー
○リユース食器（これまでは使い捨て）
○国産間伐材のお箸
　（森林育成につながります）
○エコキャンドルナイト
　（ライトダウンでムードアップ）
○エコパフォーマンス
などなど、多種多様なイベントラインナップを
楽しみながら初夏の夜を過ごそう！

エコについての研究を手掛ける先生たちが、日替わりで日々の研究成果を発表。実験機器や調
査道具を使ってのミニ実験・実習、あなたのエコ・サステナビリティ度を知る心理テストなど、
ユニークな研究を間近で体感しよう。先生たちと気軽にコミュニケーションを楽しめるラボカフェ
（マイボトル持参でドリンク無料）も期間中オープン予定！
※日時によって内容が変わりますので、詳しくはラボをお訪ねいただくくか、メール等でお問い合わせください

月 火 水 木 金
1 2 3 4 エコ実習 5

伊勢先生 浅利先生 山敷先生

伊勢先生 伊勢先生 野中先生・浅利先生 山敷先生

8 エコ実習 9 10 エコ実習 11 12
浅利先生 村上先生 浅利先生 浅利先生 磯部先生・McLellan先生

浅利先生 村上先生 浅利先生 野中先生 磯部先生・McLellan先生

15 16 17 18
創立記念日

19
Singer先生・McLellan先生 村上先生 村上先生 lalnazov先生

磯部先生・McLellan先生 村上先生 野中先生 lalnazov先生

22 エコ実習 23 24 エコ実習 25 26
森先生・浅利先生 森先生・山敷先生 Singer先生・浅利先生 角山先生・浅利先生 角山先生

森先生・浅利先生 森先生・宇佐美先生 磯部先生・浅利先生 角山先生・野中先生 角山先生

29 エコ実習 30
角山先生・浅利先生

浅利先生

62015
June

Schedule

6/7（日）15:00～17:00

環境学習デザイン
ワークショップ
＠カンフォーラ

「環境問題」「教育方法論」「ラーニング
デザイン」といった分野を専門的に学ん
でいる大学生・大学院生と一緒に、小
中学生の子どもたち向けの環境学習を
設計しましょう！

対象 大学生、大学院生、社会人
定員 25名（先着順）

参加費 1000円（1ドリンク、スナック付き）

申込 mail@teraschool.jp
までメールにて連絡

主催：Tera School、エコ〜るど京大2015実行委員会

6/19（金）18:15～19:15

食材使い切り&手間
エコで、自炊の達人!
＠カンフォーラ前特設テント

京大OGの科学する料理研究家サリーさん
が、食材使い切り＆手間エコのコツを、実演を
交えながら解説します（試食あり！）。食生活提
案Webサイトウィークックナビでは、サリーさ
ん監修「一人暮らし簡単晩ご飯」の献立を毎
月掲載、大学生の自炊を応援しています。

定員 15名（先着順）
食材お土産付き！

https://www.weekcook.jp

7/11（土）14:00 ～16:30

水俣環境アカデミー
フォーラム
＠京都府民総合交流プラザ
　京都テルサ 中会議室

無類の公害を経験した水俣は、世界の問題解決
に貢献するため、産学官民連携による知の拠点づ
くりを進めています。フォーラムでは、水俣で知の
拠点を形成することの価値について深堀します。

申込方法
裏面事務局もしくはWEBで登録
http://kokucheese.com/event/
index/300683/

参加費 無料
主催：水俣市

※ 6月20日（土）くすフェスで、水俣の取組を紹介する
「水俣は環境で食べていく」のブースを設置します

楽しそうな雰囲気の伝わる写真、
テーブル全体を綺麗に食べた写真などは当選率アップ！？

伊勢 武史 先生
フィールド科学教育研究センター 准教授

★普段の研究内容
気候変動と森の関
係をシミュレーショ
ンしています。「な
ぜ人は森で感動する
のか」という研究も
始めました。

森 晶寿 先生
地球環境学堂 准教授

★普段の研究内容
気候変動の緩和・
適応策に関する資金
メカニズムを分析。
効果的な環境政策
やガバナンスの構築
について研究してい
ます。

野中 鉄也 先生
工学研究科 助教

浅利 美鈴 先生
環境科学センター 助教

★普段の研究内容
海の生 態 系 回 復、
植 物の生 育 促 進、
野菜の栽培などの技
術開発しています。
ラボでは、日本ミツ
バチの週末養蜂の
話も♪

★普段の研究内容
もったいない暮らしや
社会のあれこれ、持
続可能な社会につい
て考えています。ラ
ボでは、「ぬかパ（ぬ
か漬けパーティー）」
があるかも！？

宇佐美 誠 先生
地球環境学堂 教授

★普段の研究内容
地球温暖化などの
環境問題を素材とし
ながら、グローバル
な正義や世代間正
義について研究して
います。

Dimiter Ialnazov 先生
総合生存学館（思修館） 教授

★普段の研究内容
グリーン・エコノミーの
実現により持続可能な
発展（SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT）を
達成できるのか研究し
ています。

Benjamin McLellan 先生
エネルギー科学研究科 准教授

角山 雄一 先生
放射性同位元素総合センター 助教

★普段の研究内容
海洋資源・エネル
ギー・ 金 属 資 源・
持続可能な開発（＋
コーヒー）についての
研究を行っています。

★普段の研究内容
放射線細胞照射影
響解析システムを開
発。ラボでは、プロ
用放射線測定器に
触れられます。動か
せます。

Jane Singer先生
地球環境学堂 准教授

★普段の研究内容
途上国におけるさま
ざまな開発の影響、
特に人間の移住や強
制移住についての研
究を行っています。

磯部 洋明 先生
総合生存学館（思修館）准教授

★普段の研究内容
人類が活動する「環境」
としての宇宙を探求。
太陽物理学と関係する
宇宙プラズマの物理過
程の研究のほか、宇宙
人類学や宇宙倫理学に
も関わっています。

山敷 庸亮 先生
総合生存学館（思修館） 教授

★普段の研究内容
海洋形成の歴史や大
絶滅事象を絡めて、
水惑星地球の形成条
件を研究。水資源の
データベース化も推
進しています。

村上 由美子先生
京都大学総合博物館 准教授

★普段の研究内容
遺跡で出土した木
製品を検討対象とし
て、昔の人々の暮ら
しや自然環境との関
わり方について研究
しています。

お店の名前と料理名も
忘れずに

「＃京大食べ残しゼロ」
を必ず！

飲食権
1000円分を
当てよう！

撮
影
：
岸 

千
鶴

食前と食後の料理の写
真を撮り、２枚ともアッ
プロード！

10：00 〜 13：00
13：00 〜 19：00

◆「戦争を染めた風呂敷」展示、風呂敷包み体験
　（協力：ふろしき研究会、豊田満夫さん）
◆リメイクやクスノキ染め実習も随時実施予定
　（講師：J.E.E.＆布遊工房）※22・24・29日のみ

エ コ 宣 言
強 化月間!

エコ〜るど・京大WEB
サ イ ト（http://eco.ky
oto-u.ac.jp/）からエコ
宣言してくださった方
に、ちまたで噂の特製
ウォールステッカーを
プレゼント！宣言者に
は、受取の際の合言葉
をご連絡しますので、
ラボにて、研究者にお
声かけください。

※ 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

エコ実習 エコキャンドルで
京大118歳のBirthdayを祝おう!＠カンフォーラ
6/19（金）19:30頃～
京大創立記念日をみんなでお祝いしましょう！ 118本のエコキャンド
ルでクスノキを囲みます。118人の参加を目指していますので、是非
クスノキ前にお集まりください。マイグラス／カップ持参の参加者に
は、地酒か地ドリンク1杯をサービスします。
エコキャンドルを作ろう!＠カンフォーラ前特設テント
6/15（月）～ 6/17（水）19:00頃～（荒天時中止）
生協の廃油と桂キャンパスの竹を使ったエコキャンドルを作ります！
各回先着24名ですので、お早めにカンフォーラ前特設テントまでお
越しください！事前申し込み不要です。参加者にはプレゼントも♪

参加無料

くすちゃん　@kusu__chan

今日の夕食はクスノキ食堂で魚定食！おいしかったぁ～！
魚を綺麗に食べるの特技なんです笑 #京大食べ残しゼロ


