
COP24 記念 DO YOU KYOTO?キャンペーンのご報告 

文責：京都大学 土村萌、奥野真木保、京都造形芸術大学 三好拓真 

 

2018 年 12 月にポーランド・カトヴィツェにて、気候変動枠組条約第 24 回締約国会議

（COP24）が開催された。難航したものの、一定の合意に達したことは、まだ皆様のご記

憶に新しいことだろう。このように国と国との調整は、政治的要素を含めて、様々な交渉が

必要となり、重要ではあるが、時に停滞してしまう。他方、その停滞に巻き込まれず、地に

足をつけて着実に推進していくための取り組みもあり、その代表例が自治体間や、民間の交

流や協働である。 

この度、私たちは、COP24開催を記念し、ポーランドと日本・京都との協働プロジェク

ト「DO YOU KYOTO？キャンペーン」を、産官学連携で展開した。ポーランドでの展開に

ついては、こちらをご参照頂きたい。精力的な活動により、DO YOU KYOTO？が京都以上

に浸透したかもしれない。また、11 月末には、ポーランドからの訪問団が来られ、東京及

び京都で、記念コンサートを行った。京都での取り組みは、ポーランド同様、5月からスタ

ートし、COP24開催直前まで継続した。特に、梅小路小学校、安朱小学校、京都大原学院

の生徒さん及び先生方、関係者には、大変お世話になり、私たちも多く学ばせて頂いた。こ

の場をお借りして、御礼申し上げたい。これらをまとめ、後述するポーランド訪問時に持参

した紹介資料は、こちらからご覧いただける。 

★DO YOU KYOTO？についてはこちらへ http://doyou-kyoto.com/ 

さらに私たちは、12/3～12/9の約 7日間、つまり COP24開催期間中に、産官学連携メン

バーでポーランドのワルシャワ、クラクフ、カトヴィツエの 3都市を訪れた。この訪問も、

DO YOU KYOTO？親善大使であるポーランドのカナさん（Katarzyna Michniewska さ

ん；Eko Cykl Packaging Recovery Organisation Inc.社長ほか）の協力により実現した。

また、京都大学 浅利美鈴先生をはじめ、様々な環境問題に取り組む企業の方々や京都市の

方とともに、現地企業やカトヴィツエ市の方々などとも交流を進めることができた。 

カトヴィツエは石炭火力発電がいまだに主流であることもあり、多くの家庭や事業所の

煙突から常に黒煙が出ている様子が見受けられた。これも印象が大きかった１つだった。ま

さに COP24が行われていた中で、実際に各国、各都市で直面している環境課題であると感

じた。2019 年 5 月には、京都市で「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」第 49 回総

会が開催されるが、このポーランド訪問で得られた知見を活かし、DO YOU KYOTO？キ

ャンペーンをより推進していきたいと考えている。 

 

≪ポーランド訪問の詳細報告≫ 

http://doyou-kyoto.com/?fbclid=IwAR2qPp_TeaefBL1zatoOlEoxA_S8GYIPmZ2nqmW2SF_CyBDQVisVNAItIU8


ツアー行程概要 

12/3：フィンランド・ヘルシンキ空港経由でポーランド・ワルシャワに到着 

12/4：（午前）ワルシャワ市内の環境取り組み視察 

（午後）リサイクル工場見学と日本大使館訪問 

（夜）現地主催の交流会 

12/5：（午前）ショパンハウスにて日本とポーランドにおける 

DO YOU KYOTO？キャンペーンの成果報告会 

（午後）ワルシャワからクラクフに電車移動 

12/6：（午前）SDGs研修として、アウシュヴィッツ強制収容所見学 

（午後）COP24サイドイベントにて DO YOU KYOTO？キャンペーン発表 

（夜）カトヴィツエ市主催の交流会 

12/7：（午前）マンガミュージアム（日本文化会館）訪問 

（午後）カトヴィツエ市 Palace of Youthにて、 

教師向けシンポジウムとポスター展示、カトヴィツエ芸術大学訪問 

（夜）キャンペーンのとりまとめを兼ねた報告会 

12/8：クラクフ市内の環境取り組み視察 

12/9：クラクフからワルシャワへ電車移動、フィンランド・ヘルシンキ空港経由で日本到着 

 

  



12/4 ワルシャワ市内の環境取組み視察 

文責：土村 萌 

キュリー夫人博物館訪問 MUSEUM MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 

最初に私たちが向かった先はワルシャワ市内にあるキュリー夫人博物館だ。部屋に入り、

キュリー夫人の歴史や当時の生活についての説明を受けた。部屋の中にはかつて研究に使

っていた器具や、当時の元素記号周期表、夫ピエールとの写真、アインシュタインとの写真

なども展示されていた。建物の 2 階はかつての女子修学院で、キュリー夫人のお父さんが

物理や数学を教えていたという。キュリー夫人という人物だが、「女性初」という偉業を多

く成し遂げた人物でもある。女性初の大学教授、そして女性初のノーベル賞受賞者。さらに

ノーベル物理学賞とノーベル化学賞、両方を受賞した者はいまだキュリー夫人以外にいな

い。女性が研究者として活躍するということが一般的ではなかった時代にこれだけの業績

を上げることができたのは、彼女の血のにじむ努力があったからであろうと考えさせられ

た。 

  

キュリー夫人の歴史や生活について説明  キュリー夫人博物館の居室の 1つ 

 

ワルシャワの歴史を学ぶ旧市街探索 

その後、私たちは雨の中、城壁で囲まれたワルシャワ旧市街を散策した。第二次世界大戦

中に破壊された街並みは幾度かにわたって修復された様子がうかがえた。ガイドのヤレッ

クさんによると、当時、街中の建物など約 85％は破壊されたという。復興した街並みの中

には、ところどころにショパンベンチというものがあった。ベンチにあるボタンを押すとシ

ョパンの音楽が流れるという、なんともユニークでアートなベンチだ。 



  

さらに、私たちは足を進め、ワルシャワ大学にある日本語学科も訪問した。ショパンの卒

業校でもあるワルシャワ大学は、ポーランドの中でトップの大学。日本語学科も規模が大き

く、ポーランド人には人気の学科だという。そこには、昭和の天皇皇后両陛下がワルシャワ

大学を来訪された様子も記録されていた。 

  

 

その後、ショパンの心臓が眠る聖十字架教会へ。ショパンゆかりのこの教会に、パリでの

死後、実のお姉さんがショパンの心臓を瓶に入れ、密かに届けたという。また、教会の中に

はいくつかの弾丸の痕があり、大戦中の生々しい光景が想像できる。教会の中で発見できる

金のプレートは、日本の絵馬みたいなもので、神様へのお礼や、面白いエピソードも記され

ているという。 

   

ショパンの心臓が保管されている   教会内の壁に弾丸の痕が 金のプレート  



リサイクル工場見学 BYŚ 

 市内散策のあとは、ワルシャワ市内にあるリサイクル工場に、私たちは黄色の安全ベルト

を身に着けて、足を踏み入れた。まず目に飛び込んできたのは、様々なごみが混ざったごみ

山であった。この工場では、主に家庭ごみを回収しており、家庭ごみは、生ごみ、紙、プラ

スチック、ガラスが一緒に集められるという。それぞれ色分けされた袋で、各家庭で集めら

れる。昔は分別する人が結構少なかったが、現在は幾分かましになったという。都市によっ

てこの袋の色分けは違うため、リサイクル工場では一旦集めて混合してしまうのだが、来年

からはこの袋の色分けがどの都市も統一される。その後分別され、分別されたごみはそれぞ

れの処理工場に送られる。埋立場所やバイオガス施設というのはポーランドにはほとんど

なく、あまり汚れていないごみはセメント工場などで処理される。 

この施設では毎日 500 トンのごみが運ばれており、その処理費用は大方、市が責任を持

っている。また EPR制度（拡大生産者責任）によってメーカーが処理している場合や、税

金から処理費用が出ていることもあるそうだ。 

施設内でのガイドさんによる説明が終わったあと、わたしたちはベルトコンベアーの作

業現場にむかった。日本のリサイクル工場では見ることがないであろうベルトコンベアー

の分別は、まず大きなものから順番に分けられ、8センチ以下のものはリサイクルできない

のでそのまま捨てられていた。ベルトコンベアーが二つのレールになっているのは、8-16cm

のものと、16-30cmのものに分けられているからだ。また、コンベアーは様々な方法で分別

されており、例えば、風圧で分けるもの、赤外線で分けるもの、そしてふるいみたいなもの

で細かいごみを落とすものなどがあった。確認した中では、風圧は鉄などのメタルを分ける

のに使われ、ふるいは、硬質プラスチックと PETボトルを残す、つまりそれらをリサイク

ルに回すために使われていた。また、最終的には人が手選別で使えるものは何か、綺麗なも

のはどれかをチェックしているのもとても印象的だった。分別されたもの、金属類などは最

終的に圧縮して外国に送ることもあるという。このように、実際に機械選別、手選別が大き

なリサイクル工場で行われているのが、日本と異なる点であり（日本はすでに分別されてい

る）、今後は分別するということにコストがかからない仕組みを作っていくのも必要なので

はないかと感じた。 

さらに、生ごみを埋立禁止にするという EUの規則があり、それが将来ポーランドで適用

されれば、バイオガス施設整備や生ごみの農業利用ができる基盤をより進めていくことも

今後必要になってくると考える。また、ポーランドでも中国のプラスチック受け入れ拒否の

影響は出てきており、プラスチックの埋立場所が逼迫しているという問題のほか、プラスチ

ック焼却による有害物質放出などが大きな問題になると懸念されている。分別ももちろん

重要であるという前提のもと、新たに取り入れられる法律や規則に準じてどのようにポー

ランドでの家庭ごみ処理が変化していくのかは今後期待されるであろう。 

 



  

ごちゃまぜにされた家庭ごみの山      ベルトコンベアーによる分別作業 

  

手選別を行っている様子         

 

日本国大使館訪問 Ambasada Japonii 

ワルシャワにある日本国大使館を訪問し、我々日本団メンバーの挨拶と DO 

YOUKYOTO?キャンペーンの詳細について浅利先生を筆頭に説明を行った。我々もポーラ

ンドの事情や、ポーランドにおける日本の立場、二国間関係、日本のスポーツ（空手、柔道）

やアニメなどは人気であることなどの実情や説明を受けた。また、DO YOU KYOTO?アン

バサダーのカナさんやピアニストの Rafal さんも日本国大使館に足を運んでいただき、素

敵なショパンコンサートのセッティング、演奏を行ってくれた。 

  

Rafalさんによるショパンコンサート 

 

  



12/5 ショパンハウスにて日本とポーランドにおける DO YOU KYOTO？キャ

ンペーンの成果報告会 

文責：三好拓真 

DO YOU KYOTO？キャンペーンの成果報告会 

私たちは、朝 sochaczew gminaにあるショパンハウスを訪れた。 

ショパンハウスにはショパンが生活していた風景が再現されていたり、ショパンが残し

た、様々な価値のあるものが保管・展示されており、ショパンの歴史や作曲の裏にある彼の

歴史や時代背景についても聞くことができた。ポーランドが生み出した偉人である、ショパ

ンについて詳しく知ることは、ポーランドの人々と交流する私たちにとって相互理解とい

う意味でもとても重要なことであり、実りのある見学となった。 

次に、ショパンハウスにあるコンサートホールに行き、ポーランドの方々と交流した。DO 

YOU KYOTO キャンペーンのポーランド大使であるカタジーナさん、通称カナさんと、ポ

ーランドの有名な司会者であるマチェさん、カメラマンのピーターさん、そして若手人気ピ

アニストであるラファエルさんだ。 

私たちは、そこでラファエルさんの演奏や、両国の DO YOU KYOTO?キャンペーンの活

動のプレゼンを主軸として交流を深めた。 

はじめに、ピアニストのラファエルさんの素晴らしい演奏を聴き、続いてポーランド側の

発表に移った。カナさんとマチェさんは DO YOU KYOTO?大使として、DO YOU KYOTO?

キャンペーンのラッピングされた車を約 5000キロメートルも走らせて、DO YOU KYOTO?

キャンペーンの活動を各地で行ってくれた。ポーランドの人は彼らの活動に興味と関心を

持ち、彼らの開いたイベントに参加し環境問題に意識を持ち向き合っていた。僕はこのポー

ランドの人々の環境問題に積極的な姿勢を見て、ポーランドの人々と、この活動を広めてい

ただいたカナさんとマチェさんに、大きな敬意の念を抱いた。 

   

 

次に私たちの活動の発表。ここでは、浅利先生とバース先生とともに、日本での環境教育

の成果や、我々学生の環境への取り組みの活動などを制作動画も使ってプレゼンし、ポーラ

ンドの人々に自分たちの広報をすることが出来て、とても有意義な時間となった。そのあと

のランチ後、ティーパーティがあり、ポーランドの方々に、日本のお茶を振る舞う機会があ



った。日本の茶道にポーランドの人々は興味深く思っており、お茶をとても美味しいと言っ

てくださった。また、バース先生の案内で、京都の小学生が描いたポスターをポーランドの

方々に詳しく説明しており、子供達の環境問題に取り組む気持ちはポーランドの人々にし

っかりと伝わっていたと感じる。僕たちが互いに同じ環境という問題に向かっていくとい

うことを、はっきりと強調する印象的な交流の場だった。 

そしてその後は列車で 2時間かけてクラクフまで移動した。 

  

 

 

 

  



12/6 アウシュヴィッツ強制収容所見学と DO YOU KYOTO?キャンペーン発表 

文責：三好拓真 

SDGs 研修としてアウシュヴィッツ強制収容所見学 

 

早朝にホテルを出て、オウスヴィシムに 1 時間ほどかけて、僕たちはアウシュヴィッツ

強制収容所に行った。 

アウシュヴィッツ強制収容所の案内のガイドさんについていき、様々なところを案内し

てもらった。 

「ARBEIT MACHT FRET」という有名な門をくぐると、当時の建物や二重の高い柵が

そのまま残されており、僕はショッキングを隠せなかった。中には、施設の模型や、当時の

写真、残された遺品などがそのまま残されていて、これがレプリカではないことは一目でわ

かるくらい、それくらい生々しいものがたくさん置かれていた。僕自身の印象としては、と

にかくショッキングでこの場所に誰もが訪れるべきだと感じた。建物をいくつか案内され、

当時のことも色々お聞きしたのですが、今回、僕が特に印象深かったのは、各々の案内板に

ドイツ語が書かれていないことと、アウシュヴィッツ強制収容所の保持のために、ドイツか

ら出資が行われているという点だ。案内板にドイツ語の記載がないのは、そもそもドイツに

おいて、教育の時点で子供達は半年をかけてこの歴史について隈なく勉強するからだそう

だ。そして出資は、この世にこの施設を残すことが後世にとってとても重要だという判断を

ドイツ側が判断したからと仰っていた。このことは、僕にとって、未来に向かう判断と、希

望を感じずにはいられなかった。この歴史を学びこの地を残すということは、またこういう

自体になることを回避することになると思ったからだ。人類にとってこれはとても重要な

ことだと思った。そのあと少し離れたところにあるアウシュヴィッツ・ビルケナウ第二強制

収容所にいった。当時の線路や列車が残されており、そこに連れてこられた人がそのままガ

ス室に連行され、たくさんの人が亡くなったというお話も伺った。この線路の上に立ってい

ると、とても大きな悲しみが積もっていると感じた。そして、僕たちはオウスヴィシムを後

にした。 



   

   

 

 

DO YOU KYOTO?キャンペーン発表 

次に向かった場所は今回 COP24の開催地であるカトヴィッツェ。市内にある交流の施設

で僕たちのプレゼンテーションをする機会があったからだ。 

今回、DO YOU KYOTO?キャンペーンの一環として制作されたエコちゃんねぶた。これ

を見てもらう最初の機会でもあった。エコちゃんねぶたはカトヴィッツェでもとても綺麗

に輝いていて、京都の人々の思いが体現されたかのようだった。 

集まった人々に対し、僕たち学生は動画を使ったプレゼンテーションを行いました。浅利

先生とバース先生による小学校での環境教育の成果や、御所南小学校でのポーランドの

方々による交流や、京都市長のお話などを、動画で流しながら、カトヴィッツェの市民の

方々に日本のことを伝えた。その後は、更に市民交流があった。たとえば、京都で描いたメ



ッセージカードを、日本のポストカードと共に市民の方々に贈ったり、逆に市民の方々にメ

ッセージカードを書いてもらったり、市民レベルでの交流を行うことが出来た。 

その後には、ディナーとコンサートがあった。ディナーには、カトヴィッツェの副市長も

来られて、日本とポーランドの交流を歓迎してくださった。その後のコンサートも素晴らし

い音楽を楽しみ、僕たちはホテルに帰った。 

   

   

 

 

  



12/7 DO YOU KYOTO?キャンペーン発表 

文責：奥野 真木保 

マンガミュージアム（日本文化会館）訪問 

クラクフ中心部にあるマンガミュージアムを訪問した。マンガというのは日本の浮世絵

にマンガという名前をつけ、ミドルネームにした展示物を収集していた Feliks Manggha 

Jasienski からとっているのである。ミュージアム内に入ると、中央に畳が敷かれている展

示場があり、右半分は日本のアイヌ民族に関する展示、左半分はポーランドの山岳民族に関

する展示であった。それぞれ、その民族で使用されていた服や道具などが並べてある。アイ

ヌ文化の展示の中の写真はポーランド人のピルスツキーという人が訪れて写真を撮ったと

いう。写真の中ではアイヌの人々は少し緊張しているような表情で座って前を向いていた。

写真を撮るためにはピルスツキーはアイヌの人々とコミュニケーションをとらなければな

らいが、実際に文字文化のないアイヌ民族とどのように交流していったのだろうかと気に

なった。展示物には実際にアイヌ民族やポーランドの山岳民族が使っていたものもあった。

その中で印象的であったのはポーランドの山岳民族のとても細かく木を掘ってデコレーシ

ョンが施されているスプーンおきである。現代とさして変わらない技術があったことに驚

いた。また、日本刀の展示や小さいながらも小石で波を表現した庭もあった。ポーランドの

人々が日本文化を知ることのできる施設としてとても興味深かった。 

 

マンガミュージアムの前にて、集合写真 

 



DO YOU KYOTO?キャンペーン in Palace of youth 

7日の午後には Palace of youthという施設にて、カトビィツェ市内の中学、高校の先生

たちの参加するシンポジウムを開催するとともに、京都の安朱小学校、梅小路小学校、大原

学院の生徒たちが描いたポスターの展示も行った。ポスターの展示の際には、見ている人か

ら直接コメントを頂いたり、それを動画に撮影したりした。インタビューした中で印象的だ

ったものは、カトビィツェ市内に住む１０歳の子供を持つお母さんの言葉であった。彼女は、

京都の子供達が環境問題に対して座学で学ぶだけではなく、自分たちにできることを考え、

表現しているところに感銘を受け、自分の子供にもポスターを書かせてみたいと言ってい

た。また、子供達がどれほど繊細に環境問題の影響を感じ取っているかが感じられると言う

方もいた。そもそも、この施設はカトビィツェ市内の子供たちが放課後に課外活動として、

芸術や化学、スポーツなど様々なことができる施設になっている。そのため、小さな子供達

にも京都の子供達のポスターを見学してもらうことができた。また、カトビィツェ市内の中

学生ほどの子供達も環境問題に関連したポスターを作成、展示していたので見学した。環境

破壊が進んだ悲惨な状況を描写したものや逆に豊かな自然を描写しているものがあった。

ポーランド語と日本語で言葉自体は互いに通じるわけではないが、絵を通じて、意図や込め

られた思いが伝わるのはとても良かったと思う。 

 

展示の様子                   

ポーランドの子供の作品   



カトビィツェ芸術大学 

カトビィツェ市内のカトビィツェ芸術大学も訪問した。この大学では、COOL DOWNと

いう名前で、low-tech つまり、身近にすぐ手に入るものを利用してアート作品を展示して

いた。実際に、製作者から話を伺うことができた。作品の中の一つが“Gobi knife”というも

のである。この作品は、とても長いナイフとともに傷が付いている砂漠の写真、白い山で構

成されている。これは、ゴビ砂漠を長いナイフで傷つけると、白い山が出来上がったという

意味だそうである。ナイフは石を使って 2 ヶ月間磨いて作られ、白い山は道路に撒く塩で

出来ているのだ。また、他の作品ではローテクノロジーで作られたプロジェクターもあった。

とても長く伸ばしたフィルムをとてもゆっくり流しているので、フィルムを一周させるの

に 3 時間ほどかかるそうである。その後彫刻をする教室や学生が自主的に絵を描く部屋な

ど芸術大学内のいくつかの教室を見学した。 

砂漠が傷ついている絵 

キャンペーンのとりまとめを兼ねた報告会 

夜にはカトビィツェで一番高い建物の 27階のレストランにてカトビィツェ市の方々との

食事会兼報告会が開かれた。カトビィツェ市側からは、Daniel さんをはじめとした環境部

の方々が参加してくださった。食事会が終盤に差し掛かると、日本団からのおもてなしとし

て抹茶とお茶菓子を振る舞った。二人ずつ、お茶を日本より持ってきた茶筅を利用して立て

ていった。茶碗を回して飲む、最後は音を立てて吸い切るなどの作法まで行いながらお茶を

飲むことはなかったようで、私たちにもカ

トビィツェの方々にも良い経験になったと

思う。 

 

 

 

 

 

 



カトビィツェにおける大気汚染問題 

私がこのポーランドでの滞在の中で最も印象に残っていることの一つが、カトビィツェ

での石炭を使うことで生じている大気汚染である。カトビィツェに着いてすぐ煙突から煙

がモクモク出ているのが見えたとともに、なんとなく煙たいような空気であった。実際に大

気汚染を実感しただけでなく、カトビィツェの市民の方々から直接話をすることで見えた

こともあった。カトビィツェの学生は、大気汚染に関してしっかり問題意識を持っているだ

けでなく、学校によっては改善に向けた行動を促進するイベントを行っている。その際マス

クをつけていた写真が印象的だ。その一方、10 歳の子供を持つ母親の方とお話ししたとき

に、何か取り組みを行っているのか聞いたところ、「何もやっていない。皆めんどくさがり

だし…。」との回答があった。アクションは未だ限定的ではあっても、問題意識は広まって

いるようなので、これから改善に向けた取り組みが進んでいくことを期待したいと思った。 

 


