
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。

主催：エコ～るど京大2016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）
メンバー：京都大学環境安全保健機構、京都大学施設部、京大生協学生委員会、京都ジャングル、京都大学で環境学を考える研究者たち、京都大学の環境・サステイナビリティを考える

100人会議、環境サークルえこみっと、あるもんdeプラス、でこべじカフェ、京大カレー部、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：野村亜矢香、安藤悠太、 山口優輔、山本和宏、福田将矢、石川生希子、後藤翔太、山口凜、大木晴香、大杉美里、小川由、西堀功規

共催：京都大学大学院地球環境学堂、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、（一社）セイラーズ フォー ザ シー日本支局、国際連合食糧農業機関（FAO）、セカンドハーベスト京都
協賛・支援・協力：日本財団、The David and Lucile Packard Foundation

後援：京都市、京都市ごみ減量推進会議　　運営協力：（株）関広、（株）ディスコ

第1弾  ナイルビールdeサステイナブルナイト
◆ 6/13（月）～17（金）18:00 ～ 21:30

今年も、カンフォーラで大人気のオリジナルビール『ナイルビー
ル』をテラスで味わえます。また、鞍馬の北の「大原百井農場」で採
れた旬の野菜をふんだんに使ったメニューが登場！

地産地消の料理で、梅雨空を吹き飛ばしましょう！

第2弾  七夕企画 ブルーシーフードナイト
◆ 7/4（月）～8（金）18:00～ 21:30

七夕の一週間は、学内サークルのパフォーマンスを楽しめるビア
ガーデンを開催！さらに、生態系にやさしいブルーシーフードを使っ
たメニューも提供します。

他にも特別な催しを企画中。ぜひお越しください！

エコ〜るど・京大
京大生協カンフォーラ

ビアガーデンコラボ企画

ぺころじーディナーショー
「非日常」と「日常」の食卓　～ Food for Thought ～

◆ 6/14（火）18:15～20:30
会場 京大生協カンフォーラ
定員 50名　※メール事前予約優先

事前予約
下記のとおりメールにてご連絡ください。
アドレス：ecocheck@eprc.kyoto-u.ac.jp
件名は「ぺころじーディナーショー参加希望」とし、
本文に「氏名」、「所属」、「学年／肩書」を明記

参加費 学生500円・その他1000円（食事・ワンドリンク込）

サステイナブルな生活は食卓から！
様々な視点から食を考えます。ブルー
シーフードを使った料理も。
○立食パーティー形式で気軽に交流！
○基調プレゼンテーション

・国連世界食糧農業機関（FAO）　Mbuli Charles Bolikoさん
・セイラーズフォーザシー日本支局　井植美奈子さん

○学生プレゼンテーション
・思修館の院生によるCreative Cooking Show
・地球環境学堂・学舎　・京大カレー部
・でこべじカフェ　etc.

 京都大学の環境・サステイナビリティを考える

100人座禅＆会議＠東福寺	 ◆ 6/18（土）10:00～17:00
 ※入退場自由（概ね1時間ごとに内容を変える予定です）

学生・教職員入り混じっての交流・討議の場が、なんと東福寺にて実現！
普段入ることのできない空間での特別な時間を。

◆プログラム予定
10:00 ～ 12:00　100人座禅＆特別見学
13:00 ～ 17:00　100人会議

◆新規参加者募集！メールでご連絡ください。
アドレス：ecocheck@eprc.kyoto-u.ac.jp
件名は「100人座禅・会議参加希望」とし、
本文に「氏名」、「所属」、「学年／肩書」を明記

ブルーシーフード特別企画
続々と発表します！

ブルーシーフードとは「比較的豊富で、美味しい」おすすめの
魚介類のこと。ポジティブな環境食育プログラムです。

あるもんdeスパイスのススメ
◆ 6/26（日）10:30 ～ 16:00

会場 京エコロジーセンター（京阪藤森駅 徒歩5分）
定員 30名　※Facebookイベントページから要予約

参加費 学生500円・その他1000円

「あるもん」をフル活用して食のあり方を考
える『あるもん de』と、京大の人気サークル

『京大カレー部』『でこべじカフェ』がコラボ！
スパイスの使い方・歴史を学びながら、

おいしい規格外野菜「でこぼこベジタブル」
とみんなが持ち寄った「あるもん」を使って、知恵を
絞ってグループクッキングをします。もちろん最後
はおいしくいただきます！詳しくは Facebook イベ
ントページへ！

座禅で心身を研ぎ澄ます 非公開の間にて、深緑に包まれながら

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

第3回

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！
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プレゼンは英語。
留学生も多数参加

予定ですので、
英語の勉強にも！

お茶
一服
券

リーフレットを持参の上、

オープンラボ＠ルネへお越しください♪

（順不同）

Facebookページは
こちら！

Webサイトはこちら
http://eco.kyoto-u.ac.jp/

今年度も、
全面的にリユース食器と

間伐材割り箸を
使用します！

★予約はこちらから >>

地球（Planet）の食卓を考える
「おなか・ぺころじー（Onaka P-Ecology）」企画が始動！

食は人類の持続可能性を左右する最重要課題であり、一人ひとりにとって身近
な行為でもあります。様々な切り口から、地球にも生態系にも人にも優しい食の
在り方について、美味しく食べながら語り合いませんか？

どなたでも参加可能（先着108人）

100人会議とは？
京大が考えるサステイナビリティと
は何か？心ゆくまで語り合います。
そして、3千年後の京大像、省エネ、
循環、教育、地域連携等の具体的な
計画につなげることを目指します。



【緊急企画】熊本支援
フードドライブ及びチャリティーフリマにご協力お願いいたします。
家庭で眠っている食品や日用品を回収します。食品は「セカンドハーベスト京都」を通じて「フードバンク熊本」

へ、チャリティー品は販売して義援金として熊本へ届けます。
※回収品には条件がありますので、WEBでご確認の上、お持ち込みください。条件外のものはお断りする場合があります。

【回収＆販売日時】6月 8・9・17・21・28・29・30日 12:00 ～ 18:00　　【場所】ルネ1F店舗前
★同時にチャリティー品の販売も行います。なお、チャリティー品の回収は21日までです。

6/30（木）18:00〜「熊本の今」座談会＠ルネ・オープンラボ
熊本地震から約 3 ヶ月。被災地の今．．．食料事情や避難生活、災害廃棄物の視点から、学内外の関係者を招いて

情報交換し、今後の支援の在り方等について話し合います。当日、オープンラボにお越しください。

のべ200人もの「ぬか漬けリレー動画」公開中！

ぬか漬けチャレンジ
エコ～るど京大 Facebook では、昨年の 6 月からの 1年間で、京大生

から舞妓さんまで約 200 人もの方に、ぬか漬けの天地返しをしてもらい
ました。先人の知恵の詰まった無駄のないぬか漬けを、サステナブルの象
徴としてみなさんを繋げます。新たな参加者を大募集しています！

浅利美鈴
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

伊勢武史
フィールド科学教育研
究センター
森林生態学／地球温暖
化／進化心理学

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

奥村与志弘
地球環境学堂
津波／地震／防災・減
災／避難／シミュレー
ション

Jane Singer
地球環境学堂
移住と強制移住／持続
可能のための教育／コ
ミュニティレジリエンス

真常仁志
地球環境学堂
農業と環境／砂漠化／
途上国における環境保全

角山雄一
環境安全保健機構
放射性同位元素総合センター
放射線生物影響／放射線
安全管理／放射線教育

野中鉄也
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

平井康宏
環境安全保健機構
環境科学センター
物質循環／廃棄物管理／
統合的評価手法の開発／
政策評価

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

矢野順也
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

山敷庸亮
総合生存学館
水惑星地球の形成条件
／海洋形成の歴史／大
絶滅事象／水資源

オ－プンラボ@ルネ
6/7（火）～6/30（木）11:00～19:00

※土日除く

ようこそオープンラボへ！この企画では、京都大学で環境
問題に関わる研究をされている先生方と、楽しくお話の出来
る場を提供いたします。

授業では見られない先生方の一面が見えたり、勉強や進
路の悩みなど相談に乗ってくれたりするかもしれませんよ！
普段研究室におられてなかなか会いに行きにくいですよね？
和風カフェのような空間で、ゆったりくつろぎのひと時を
過ごしませんか？京大生協ルネ 1F でお待ちしております。

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

6 7 山敷先生・真常先生 8 磯部先生・真常先生 9 浅利先生 10 浅利先生

13 マクレラン先生・
矢野先生

14 マクレラン先生 15 宇佐美先生・
野中先生

16 浅利先生
★箸置・袋の制作

17 山敷先生

20 シンガー先生・
浅利先生
★箸置・袋の制作

21 平井先生・矢野先生
★解析ゼミ

22 平井先生・
シンガー先生
★お茶の淹れ方

23 伊勢先生
★雑草いけばな

24 伊勢先生

27 磯部先生 28 浅利先生・矢野先生
★箸置・袋の制作

29 野中先生・角山先生
★霧箱体験

30 角山先生・奥村先生
★霧箱、熊本座談会

1

～エコ回向企画第一弾～

ルネ・オープンラボで
「おいしいお茶」はいかが？

今年のオープンラボでは何と、環境につい
て学びながらおいしいお茶がいただけます！

「な～んだ、お茶かよ～」だって！？ただのお
茶ではありません！オープンラボの先生方が
本格的な作法で淹れて下さるリーフ茶でござ
います！リーフ茶は、ペットボトル飲料が溢
れかえるこの頃忘れられがちなものですが、
淹れ方によっては風味が変わるという非常
に奥深いものなのです。プロのお茶の先生も
6/22 にラボに来られますのでお楽しみに！

◆ 今後のエコ回向企画
皆さん、先生方のお茶を飲めば必ずや自

分でも淹れてみたいと思うことでしょう。
はい、京都人ならそれくらいできないと！

それにお茶を自分で作ればペットボトルご
みも出さずに済み、エコにもなります！

実は、京都人として、エコに生きる現代人
として身に付けるべきものは他にも色々あ
ります。それを学ぶ機会として通年で連続講
座（着物・浴衣の着付け教室、エコクッキン
グ教室、エコ DIY・リメイク教室）を企画しております！関心のある方は、エコ～るど京大 FB
に「いいね！」して、イベント情報を入手してください。

ラボでの体験＆制作	 参加費無料
◆ 6/16（木）・20（月）・28（火）12:00～17:00
森を育てる箸置き＆マイ箸袋＆マイ箸を作りませんか？

【所要：1時間】（数回に分けてもOK）
講師： 細木京子さん（J.E.E.日本環境保護国際交流会）
 山本巳根子さん（布遊工房）
 ※箸は別日の予定

◆ 6/21（火）18:00～19:00
有害物質の動きを自分で解析して
みませんか？【できればPCをご持参ください】
講師：平井康宏先生（環境科学センター）右頁参照

◆ 6/22（水）12:00～14:00
おいしいお茶の淹れ方を身につけませんか？【所要：30分】

講師：松石三重子さん（日本茶インストラクター；和束町）

◆ 6/23（木）12:00 ～18:00
雑草でいけばなを楽しみませんか？【所要：15分】

企画：伊勢武史先生・渡部俊太郎さん（フィールド科学教育研究センター）

◆ 6/29（水）～30（木）12:00 ～19:00
空き缶で自然放射線を観察しませんか？
講師：角山雄一先生（放射性同位元素総合センター）右頁参照

イチオシ書籍販売＆
ポスター展示も！
「環境問題」と聞いたとき、何を思い浮
かべますか？エコ、節電からごみ、地球
温暖化、汚染などなど…一口に環境問

題といってもとても範囲が広いことがわかりますね。
そう、この範囲の広さゆえに、まだ人々に知れ渡って
いない問題が沢山あるのです。この企画では、京都大
学で多方面から環境問題にアプローチする人々の研
究内容を、書籍（ルネにて購入可能）やポスターの形
でご紹介していきます！　あなたのまだ知らないとこ
ろに潜む「環境問題」を探しに行きませんか？

【ラボ常設】顕微鏡で
「垣間見んとす」By京都ジャングル
生き物は、目で直接見るだけじゃ

ない！顕微鏡を通して見る世界もま
た生き物をじっくり観察する大切な
機会だ！ブルーシーフード企画と合
わせて諸君には魚の体づくりをじっ
くり観察してもらうぞ！今年は実体
顕微鏡を使っていろいろな「ウロコ」
に注目して見てみよう！きっと目から
ウロコな感動がそこにはあるはず！

※ 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

このリーフレット（お茶一服券）を
ご提示ください。何度でもどうぞ。

▲着物も楽しみたい！（エコ～るど京大冬の陣の一幕）


