
2018
初夏の陣・５月編初夏の陣・５月編

ほぼ全て参加費無料！各イベント共通申込先アドレスはリーフレット下参照！

　毎年、全員参加型の環境配慮型・サステイナブルキャンパスの構築を目指して行う
キャンペーン「初夏の陣」。今年は５月から６月にかけて展開します。昨年度スター
トした持活（持続可能な社会や暮らしを考える）プロジェクトの進化・深化を目指し
た企画も盛りだくさん。SDGs（国連の持続可能な開発目標）の 17 項目との対応も
チェックしながら、未来と世界につながる 2 ヶ月を演出します！

　あなたは「健康」ですか？　健康の厳密な定義は難しいところだと思います。
　京大では昨年から、ヘルシーキャンパスを推進しています。日々、いろいろな方が健康について
考えています。今回はそのヘルシーキャンパスとエコ～るど京大・持活プロジェクトとのコラボ！
午前中は、京大の看護師さんに健康についてのお悩み相談、ヨガ・気功・太極拳の体験ができます！
健康に関する書籍も常設。日ごろと違ったアプローチで健康について考えてみませんか？
※時間によってプログラムが異なります。

たった 5 分で終わる上、参加して頂いた方にはもれなく
「おすすめの自習室マップ」をプレゼント！また抽選で豪華景品も！

←持活プレ調査実施中！

キャンパスエコツアー

健康 DAY
5 月 23 日（水）10：00 ～ 19：00 ＠京大生協ルネ 1 階オープンラボ

映画『Home』上映会普段は、見ることのできないとこ
ろまで潜入！

日時 ５月 22 日（火）16:30 ～ 18:00

場所 京都大学国際科学イノベーション棟（本部）ほか

国際科学イノベーション棟 1F エントランス

学内の方ならどなたでも可

「キャンパスエコツアー参加」

対象
申込時件名

集合場所

日時 ５月 22 日（火）17:30 ～ 19:30

場所 京都大学北部キャンパス
理学部セミナーハウス

申込不要 ご自由にご参加ください！

映画紹介

（日本語字幕付）

航空写真の視点から撮影した50ヶ国
以上の景色を通じて、まだ知らない
地球に会えるドキュメンタリ―。

Conserv ‘ Session

開催日

WEB facebook
最新情報は、こちら

夜ヨガ 開催日：５月 25 日
ミニイベント情報

集合時間：18：20（約１時間の予定）
集合場所：クスノキ前
申込件名：「夜ヨガ参加」

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　FAX 075-753-7710

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！

（各イベント共通申し込み先）E-mail :  ecocheck@eprc.kyoto-u.ac.jp

主催：エコ～るど京大実行委員会（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、
　　　　　京都ホストファミリー協会（KAHF）、Conserv’ Session、日本環境保護国際交流会（J.E.E）、布遊工房、京都着物企画、（一社）びっくりエコ発電所
学生コアメンバー：安藤悠太、小谷和也、土村萌、常光俊行、Katalin Kuntner、Ting Li、Isaac Omondi、黃蔚軒、山本和宏、西堀功規、柴田星斗、上田知弥、
　　　　　　　　　久保文乃、西道奎、澤田大和、奥野真木保、後鳥友里、西本早希
支援・協力：京都大学地球環境学堂、京都大学大学院総合生存学館、京都大学生協、一般社団法人セイラーズフォーザシー日本支局、（株）関広、ヒューリック（株）、
　　　　　　ほか環境系企業・団体・自治体等

※健康デーにて、ルネのオープンラボで申込むことも可能



【講演者】セイラーズフォーザシー日本支局理事長　井植美奈子

京都大学でも総長カレーに採用して活動中。その活動背景について学ぶことができます。※京都大学大学院地
球環境学堂の講義（環境マネジメントセミナー A）の一環でもありますが、特別に聴講していただけます。

井植 美奈子 さん

恒例企画「オープン・ラボ」。京都大学で環境問題を研
究されている先生方が、日替わりで京大生協ルネ 1F
に登場します。研究成果の発表や進路相談など先生方
との気軽なコミュニケーションが楽しめます！

貧困の解消に向けて
（ウガンダの農村部
にて、ファンドレイ
ジングなどを通じ
て、現地農家の収入
を上げるためのシス
テム作りに携わる）

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

世界に一つのマイバッグを！

京都ホストファミ
リー協会

福島県研修
報告会

京大変人酒場

「海洋資源・環境の保全とブルーシーフード」特別講義

健康 DAY
（前頁参照）

日時 ６／１（金）13：00 ～ 15：00

場所 京都大学総合研究 5 号館（吉田本部構内）2F 大講義室

どなたでも可【先着２０名】 「BSF 講義の申込」対象
英語（日本語での質問等も可能）言語

申込時件名

概要

開催日：10( 木 )・11( 金 )・18( 金 )・
21( 月 )・28( 月 )　11:00 ～ 17:00

開催日：5／ 16( 水 ) 放課後
場所：4共前広場（雨天中止）

お家、研究室のごみ分別大丈夫？

6 月もイベント満載！例えば…

5/8 火 5/30 水→ ※11:00 ～ 19:00（休憩等で席をはずしている場合あり）　※土日を除く

太陽物理学 / 宇宙プ
ラズマ / 宇宙人類学
/ 宇宙倫理学

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、持活プレ調査に参加し
て頂くことが条件です。

地球流体力学 / フラ
クタル日よけ / 京大 
変人

分子生物学／放射線生物
影響／放射線学習支援／
放射線リスクコミュニ
ケーション人材育成

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

野生動物 / 種多様性
/ アジア多国間連携
/ 博物館標本

太陽系外惑星体系化
/ 水惑星の形成条件
/ 水資源 / 水環境

協力：日本環境保護国際交流会 (J.E.E.)、布遊工房

「ごみ分別の見本市」
チャリティー
フリマ

研究室からでる大量の紙、段ボール、プラスチック
など正しく分別、再利用・リサイクルしていますか？
お家と大学で行うごみ分別を比較してみましょう！
ごみ分別のプロが正しい分別方法、ごみ減量法を伝
授します。【常設展示／適宜解説】

開催日：5 ／ 10( 木 )・11( 金 )
京都で学んでいる外国人留学生と交
流するホストファミリーの会。日本
人・留学生とも、
お気軽にお立ち寄
りください。

　京大では「変人」はホメ言葉です。
開催日：5 ／ 30( 水 )  18:15 ～
内容：角山先生ほか、3 月の
福山県研修に参加した学生が
報告を行います。車座で意見
交換しませんか。

5 ／ 29( 火 ) の夜
※19:00 までにルネの
オープンラボでご確認
ください！　
講師：山敷先生

開催日 : ほぼ毎日
食器、文房具、本、
ブランド服などを
10 円から販売し、
途上国教育支援。

惑星観察
ナイト

自分を「ちょっと変」だと感じている京大
生のみなさんに、京大の変人を知りつくす
酒井先生とちょっと変わったジビエを食べ
ながら語れる機会を提供します！
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角山先生
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本川先生

酒井先生

酒井先生
角山先生

浅利先生 浅利先生

浅利 美鈴 先生

地球環境学堂

磯部 洋明 先生

京都市立芸術大学
美術学部

AIESEC 京都
大学委員会
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惑星観察

京大変人

京大変人

福島報告

福島報告

ＫＡＨＦ

酒井　敏 先生

人間・環境学研究科

角山 雄一 先生

放射性同位元素
総合センター

野中 鉄也 先生

工学研究科

本川 雅治 先生

総合博物館

★エコラボ実践

山敷 庸亮 先生

総合生存学館


