
11

甲南大学における甲南大学における
循環型コミュニティの創造と循環型コミュニティの創造と

パートナーシップパートナーシップ

文学部人間科学科　谷口ゼミ文学部人間科学科　谷口ゼミ
報告者　松田拓也・藤井孝明報告者　松田拓也・藤井孝明

20022002年度スチューデント・アクション・プロジェクト成果報告年度スチューデント・アクション・プロジェクト成果報告

１．はじめに１．はじめに

・２００１年度の企画「甲南大学における循環型コミュニティの創造」・２００１年度の企画「甲南大学における循環型コミュニティの創造」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の実施成果の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の実施成果の概要

・今年度（２００２年）の企画・今年度（２００２年）の企画
　　「甲南大学における循環型コミュニティの創造とパートナーシップ」　　「甲南大学における循環型コミュニティの創造とパートナーシップ」
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「甲南大学における循環型コミュニティの創造」（「甲南大学における循環型コミュニティの創造」（20012001年度）年度）

（１）甲南大学キャンパスにおける循環型コミュニティの創造（１）甲南大学キャンパスにおける循環型コミュニティの創造
　　　　　　－ゴミ分別キャンペーン、ビオトープづくり、学園に花いっぱい運動－ゴミ分別キャンペーン、ビオトープづくり、学園に花いっぱい運動

（２）甲南大学環境教育野外施設における循環型コミュニティの創造（２）甲南大学環境教育野外施設における循環型コミュニティの創造
　　　　　　－堆肥づくり、野菜・米づくり、エコ・クッキング－堆肥づくり、野菜・米づくり、エコ・クッキング

（３）グローバルな循環型コミュニティの創造（３）グローバルな循環型コミュニティの創造
　　　　　　－コンピューターによるタイ・中国・カナダなどとのネットワーク化－コンピューターによるタイ・中国・カナダなどとのネットワーク化

２．プロジェクトの背景（２．プロジェクトの背景（20012001年度の成果から）年度の成果から）

ゴミ分別キャンペーンゴミ分別キャンペーン

大学生協・学生部・管財部との協力でゴミ箱の４分別化大学生協・学生部・管財部との協力でゴミ箱の４分別化

（１）甲南大学キャンパスにおける循環型コミュニティの創造（１）甲南大学キャンパスにおける循環型コミュニティの創造

３分別（５号館噴水前）３分別（５号館噴水前） ４分別（書籍部前）４分別（書籍部前）

20012001年９月年９月
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ビオトープづくりビオトープづくり

５号館前のビオトープ５号館前のビオトープ

20012001年４月（撮影）年４月（撮影）

学園に花いっぱい運動学園に花いっぱい運動

キャンパス内に季節ごとの花々をキャンパス内に季節ごとの花々を

花の植替えの様子花の植替えの様子
（（55号館前）号館前）

20012001年５月年５月
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堆　　肥堆　　肥

（２）　広野野外施設における循環型コミュニティの創造（２）　広野野外施設における循環型コミュニティの創造

農作業の様子農作業の様子

20012001年４月年４月

トマトトマト

大根・はくさい大根・はくさい

きゅうりきゅうり

大豆大豆 20012001年８月年８月
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（３）グローバルな循環型コミュニティの創造（３）グローバルな循環型コミュニティの創造

インターネットをつかった大学間の情報交流インターネットをつかった大学間の情報交流

北京大学のホームページ北京大学のホームページ
http://www.http://www.pkupku..eduedu..cncn//eindexeindex.html.html

谷口研究室のホームページから谷口研究室のホームページから

・北京大学（中国）・北京大学（中国）
・ラジャバド・プラナコン王立大学（タイ）・ラジャバド・プラナコン王立大学（タイ）
・ヴィクトリア大学（カナダ）・ヴィクトリア大学（カナダ）

３．３．20022002年度の目的年度の目的

・・甲南大学キャンパスにおけるパートナーシップの促進甲南大学キャンパスにおけるパートナーシップの促進
　　－大学生、学生部、大学生協、管財部、情報教育研究センター、－大学生、学生部、大学生協、管財部、情報教育研究センター、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対馬造園などとのパートナーシップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対馬造園などとのパートナーシップ

・甲南大学関係者以外の人たちとの・甲南大学関係者以外の人たちとの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パートナーシップの構築　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パートナーシップの構築
　　－甲南大学環境教育野外施設近隣における地域の人々、－甲南大学環境教育野外施設近隣における地域の人々、
　　　　 神戸市建設局東部建設事務所「水環境センター」、神戸市建設局東部建設事務所「水環境センター」、
　　　　 甲南幼稚園・甲南小学校・甲南中高・甲南女子中高、甲南幼稚園・甲南小学校・甲南中高・甲南女子中高、
　　　　 魚崎小学校・魚崎中学校など魚崎小学校・魚崎中学校など



66

４．４．20022002年度のプラン年度のプラン

プランⅠ：「大学生、学生部、管財部、大学生協、対馬造園、プランⅠ：「大学生、学生部、管財部、大学生協、対馬造園、
　　　　　　　　　　　　情報教育センターとのパートナーシップ」　　　　　　　　　　　　情報教育センターとのパートナーシップ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の継続・発展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の継続・発展

プランⅣ：「タイ、中国、カナダ、イギリス等とのグローバルな　　プランⅣ：「タイ、中国、カナダ、イギリス等とのグローバルな　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　パートナーシップ」を組んだ活動　　　　　　　　　　　　　　　　　パートナーシップ」を組んだ活動

プランⅢ：「地域住民とのパートナーシップ」によるプランⅢ：「地域住民とのパートナーシップ」による
　　　　　　　神戸市建設局東部建設事務所「水環境センター」　　　　　　　神戸市建設局東部建設事務所「水環境センター」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　での活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　での活動

プランⅡ：「甲南大学環境教育野外施設近隣におけるプランⅡ：「甲南大学環境教育野外施設近隣における
　　　　　　　　地域の人々とのパートーナシップ」を組んだ活動　　　　　　　地域の人々とのパートーナシップ」を組んだ活動

５．実施概要５．実施概要

プランⅠプランⅠ
　　　　　　「大学生、学生部、管財部、大学生協、対馬造園「大学生、学生部、管財部、大学生協、対馬造園

　　　　情報教育センターとのパートナーシップ」の継続・発展　　　　情報教育センターとのパートナーシップ」の継続・発展

①ゴミ分別キャンペーンの発展・促進のための広報活動①ゴミ分別キャンペーンの発展・促進のための広報活動

②甲南大学「花いっぱい運動」の継続・発展②甲南大学「花いっぱい運動」の継続・発展

③タバコ・キャンペーン活動③タバコ・キャンペーン活動

④ホームページによる広報活動・報告書④ホームページによる広報活動・報告書



77

リサイクル容器（Ｐ＆Ｐ容器）の使用・回収リサイクル容器（Ｐ＆Ｐ容器）の使用・回収

リサイクル容器（Ｐ＆Ｐ容器）リサイクル容器（Ｐ＆Ｐ容器）

20022002年年1111月月　摂津祭における回収風景　摂津祭における回収風景

①ゴミ分別キャンペーンの発展・推進のために①ゴミ分別キャンペーンの発展・推進のために

甲南大学生協「情報パック」による広報活動（毎号計８回）甲南大学生協「情報パック」による広報活動（毎号計８回）

20022002年　５月号年　５月号 20022002年　年　1111月号月号
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②甲南大学「花いっぱい運動」の継続・発展②甲南大学「花いっぱい運動」の継続・発展

学生が育てた苗や実生の苗は花が植えられていないキャン学生が育てた苗や実生の苗は花が植えられていないキャン
パスの一部の場所に「環境倫理学」、「環境学基礎論」等のパスの一部の場所に「環境倫理学」、「環境学基礎論」等の
受講生といっしょに植えた受講生といっしょに植えた

20022002年４月年４月2525日日にに
「環境学基礎論」の学生と「環境学基礎論」の学生と

花を植えた花を植えた1010号館東出口前（号館東出口前（66月月2121日）日）

実生の苗からできたベゴニア実生の苗からできたベゴニア 植えたみんなで記念写真植えたみんなで記念写真



99

③タバコ・キャンペーン活動③タバコ・キャンペーン活動

・歩きタバコやポイ捨てが減るような啓発運動・歩きタバコやポイ捨てが減るような啓発運動
・情報パックの呼びかけによる喫煙エリアの明確化・情報パックの呼びかけによる喫煙エリアの明確化

学内美化を推進し学内美化を推進し
学生の環境意識を高める学生の環境意識を高める

情報パック情報パック66月号月号

生協北館正面・２階生協北館正面・２階

学友会館２階レストラン・学友会館２階レストラン・
デシャップコーナー（一部）デシャップコーナー（一部）

８号館前・２号館前・８号館前・２号館前・
1111号館前号館前 １号館・図書館前１号館・図書館前

３号館・５号館噴水前・３号館・５号館噴水前・
1010号館前号館前



1010

④ホームページによる広報活動・報告書④ホームページによる広報活動・報告書

・・ホームページを作成ホームページを作成
　　　　　　　　⇒活動内容や啓発内容の掲載　　　　　　　　　⇒活動内容や啓発内容の掲載　

ホームページサンプルホームページサンプル

プランⅡ：「広野野外施設近隣におけるプランⅡ：「広野野外施設近隣における
　　　　　　　　　　　地域の人々とのパートナーシップ」　　　　　　　　　　　地域の人々とのパートナーシップ」

①パートナーシップによる①パートナーシップによる
　　　　　　　　　　　　　　パーマカルチュアへの努力　　　　　　　　　　　　　　パーマカルチュアへの努力

②甲南幼小学校・甲南中高・甲南女子中高との②甲南幼小学校・甲南中高・甲南女子中高との
　　　　　　　　パートナーシップによる環境教育活動　　　　　　　　パートナーシップによる環境教育活動

③環境教育ボランティア・リーダーの養成③環境教育ボランティア・リーダーの養成

④環境ボランティア活動④環境ボランティア活動
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土づくり土づくり

石拾い石拾い 石灰まき石灰まき

20022002年４月年４月
（甲南大学環境教育野外施設・広野）（甲南大学環境教育野外施設・広野）

①パートナーシップによるパーマカルチュアへの努力①パートナーシップによるパーマカルチュアへの努力

野菜づくり－苗植え野菜づくり－苗植え

トマト、キュウリ、ナスビの苗植えトマト、キュウリ、ナスビの苗植え 仲良く苗植え仲良く苗植え

20022002年４月年４月
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サツマイモの苗植えサツマイモの苗植え

初めての挑戦　５月初めての挑戦　５月1111日日
（環境教育の実践の受講生）（環境教育の実践の受講生）

植え方の指導　５月植え方の指導　５月2525日日
（甲南女子中学生）（甲南女子中学生）

収穫　（９月収穫　（９月1414日）日）

野菜バーベキュー野菜バーベキュー

サツマイモの収穫サツマイモの収穫収穫の喜び収穫の喜び

火おこし火おこし



1313

田植え　（６月１日）田植え　（６月１日）

甲南小学校・甲南小学校・
甲南中高・甲南女子中高甲南中高・甲南女子中高

もち米の苗もち米の苗

小学生の田植えを指導小学生の田植えを指導 田植え（全体風景）田植え（全体風景）

稲刈り　稲刈り　
（（1010月月1212日）日）

黄金色の田んぼ黄金色の田んぼ

稲を束ねる稲を束ねる稲刈りの様子稲刈りの様子
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稲刈り　稲刈り　
（（1010月月1212日）日）

稲木を組む作業稲木を組む作業

稲掛け稲掛け 稲掛け完成稲掛け完成

脱穀　脱穀　
（（1010月月2626日）日）

脱穀の様子脱穀の様子

脱穀機の中脱穀機の中

ワラと米の分別ワラと米の分別
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収穫祭での餅つき　（収穫祭での餅つき　（1212月月2121日）日）
甲南小学校・甲南小学校・

甲南中高・甲南女子中高甲南中高・甲南女子中高

餅つき餅つき

餅を丸める餅を丸める

つまみ食いつまみ食い

口が真っ白口が真っ白

収穫祭での餅つき収穫祭での餅つき
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②甲南幼小学校・甲南中高・甲南女子中高との②甲南幼小学校・甲南中高・甲南女子中高との
　　　　　　　　　パートナーシップによる環境教育活動　　　　　　　　　パートナーシップによる環境教育活動

住吉川環境学習（住吉川環境学習（99月月3030日）日）

１）生き物調べ１）生き物調べ

生き物採集生き物採集 捕まえた生き物の調査捕まえた生き物の調査

２）自然を詠む・描く２）自然を詠む・描く

スケッチスケッチ 学校に帰って色付け学校に帰って色付け

スケッチスケッチ
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３）水質調査３）水質調査

パックテストパックテスト

水質マップ作り（上・右下）水質マップ作り（上・右下）

４）ゴミ調べ４）ゴミ調べ

ゴミ拾いゴミ拾い

運動場でゴミの種類分け運動場でゴミの種類分け助け合い助け合い
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甲南学園合同発表会　甲南学園合同発表会　1111月８日月８日

１）住吉川環境学習の発表・展示１）住吉川環境学習の発表・展示

司会者あいさつ司会者あいさつ

甲南女子中の発表甲南女子中の発表 ガリバーマップガリバーマップ

２）甲南大学環境教育野外施設の発表・展示２）甲南大学環境教育野外施設の発表・展示

甲南女子高のワラの作品甲南女子高のワラの作品 幼稚園児の作った芋幼稚園児の作った芋

甲南男子高の発表甲南男子高の発表
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③環境ボランティア・リーダーの養成③環境ボランティア・リーダーの養成

収穫野菜の天ぷらをつくる収穫野菜の天ぷらをつくる

竹のコップづくり竹のコップづくり

エコクッキングの指導エコクッキングの指導

ネイチャーゲームネイチャーゲーム

人間知恵の輪人間知恵の輪

フィールドビンゴフィールドビンゴ間違いさがし間違いさがし
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④環境ボランティア活動④環境ボランティア活動

淡路島モンキーセンターに淡路島モンキーセンターに
無農薬のサツマイモ、野菜を寄贈無農薬のサツマイモ、野菜を寄贈

　　手首欠損の子サル手首欠損の子サル

奇形部分のレントゲン奇形部分のレントゲン

グルーミンググルーミング食事中食事中

広野のさつまいもを寄贈広野のさつまいもを寄贈中橋実元所長のお話中橋実元所長のお話
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プランⅢ：プランⅢ：
　「地域住民とのパートナーシップ」による　「地域住民とのパートナーシップ」による
　　　　　　　　　　　　神戸市建設局東部建設事務所　　　　　　　　　　　　神戸市建設局東部建設事務所
　　　　　　　　　　　　　　　「水環境センター」での活動　　　　　　　　　　　　　　　「水環境センター」での活動

①「水環境センター」でのビオトープ計画①「水環境センター」でのビオトープ計画
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　への企画・協力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　への企画・協力

②「水と音のビオトープ」勉強会・見学会・研修会②「水と音のビオトープ」勉強会・見学会・研修会

③水環境フェアへの参加③水環境フェアへの参加

神戸市建設局東部建設事務所「水環境センター」神戸市建設局東部建設事務所「水環境センター」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビオトープ建設予定地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビオトープ建設予定地

①水環境センターでのビオトープ建設計画①水環境センターでのビオトープ建設計画
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ビオトープの設計図（案）ビオトープの設計図（案）

「水と音のビオトープ」見学研修会（「水と音のビオトープ」見学研修会（20032003年１月年１月1111日）日）

尼崎市「ホタルの里」（武庫地区）尼崎市「ホタルの里」（武庫地区） 神戸市西区井吹台　谷口公園神戸市西区井吹台　谷口公園
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「水と音のビオトープ」見学研修会（「水と音のビオトープ」見学研修会（20032003年２月年２月2222日）日）

神戸市立森林植物園神戸市立森林植物園 神戸市立水の科学博物館神戸市立水の科学博物館

運営協議会組織図ー地域でのパートナーシップー運営協議会組織図ー地域でのパートナーシップー

ビオトープ予定地（水環境センター）ビオトープ予定地（水環境センター）

ビオトープ組織図ビオトープ組織図
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施工計画施工計画

②水環境フェア②水環境フェア
　　20022002年９月年９月1515日日

水環境フェアのチラシ水環境フェアのチラシ 谷口ゼミの展示（センター内）谷口ゼミの展示（センター内）

ボートレースへ参加ボートレースへ参加
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プランⅣ：プランⅣ：
　「タイ、中国、カナダ、イギリスとの　「タイ、中国、カナダ、イギリスとの

　　　　　グローバルなパートナーシップ」　　　　　グローバルなパートナーシップ」

①①中国・北京大学との「第２回日中環境教育情　　中国・北京大学との「第２回日中環境教育情　　
　報交流シンポジウム」への参加及び開催協力　報交流シンポジウム」への参加及び開催協力

②公開シンポジウム：総合的学習における②公開シンポジウム：総合的学習における
　　　　「環境教育」の展開への参加及び開催協力　　　　「環境教育」の展開への参加及び開催協力

③インターネットによる③インターネットによる
　　　　　　　　グローバルなネットワーク化の推進　　　　　　　　グローバルなネットワーク化の推進

①中国・北京大学との「第２回日中環境教育情報　①中国・北京大学との「第２回日中環境教育情報　
　　　　　　交流シンポジウム」参加及び開催協力（　　　　　　交流シンポジウム」参加及び開催協力（1111月月3030日）日）

シンポジウムシンポジウム
（甲南大学甲友会館）（甲南大学甲友会館）

懇親会懇親会
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②公開シンポジウム：②公開シンポジウム：
　　　　　総合的学習における「環境教育」の展開　　　　　総合的学習における「環境教育」の展開
　　－パートナーシップ、循環型社会、他者・国際理解をめぐって－　　－パートナーシップ、循環型社会、他者・国際理解をめぐって－

　　　　　　　　　　　　　参加及び開催協力（　　　　　　　　　　　　　参加及び開催協力（20022002年年1212月１日）月１日）

公開シンポジウム公開シンポジウム環境省総合環境政策局環境省総合環境政策局
環境教育推進室室長環境教育推進室室長

浅野能昭氏による招待講演浅野能昭氏による招待講演

③インターネットによるグローバルなネットワーク化の推進③インターネットによるグローバルなネットワーク化の推進

各国とのネットワーク地図各国とのネットワーク地図
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（５）今後の展望（５）今後の展望

①①課題課題
　・　・44分別、リサイクル容器の回収率向上の推進分別、リサイクル容器の回収率向上の推進

　・省資源・省エネルギー実行委員会への協力　・省資源・省エネルギー実行委員会への協力
　・学内キャンパスの緑化推進　・学内キャンパスの緑化推進

②②20032003年度に向けて年度に向けて
　・地域住民とのパートナーシップによる「水環境センター」の　・地域住民とのパートナーシップによる「水環境センター」の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビオトープ活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビオトープ活動
　・甲南大学内や、甲南大学環境教育野外施設（広野）での　・甲南大学内や、甲南大学環境教育野外施設（広野）での
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　活動の継続･推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　活動の継続･推進
　・第２回環境啓発シンポジウムの開催　・第２回環境啓発シンポジウムの開催
　・８月　・８月2525日～日～3131日まで中国ハルピン工業大学において、学生会議日まで中国ハルピン工業大学において、学生会議
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を開催する予定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を開催する予定

ENDEND

甲南大学における甲南大学における
循環型コミュニティの創造と循環型コミュニティの創造と

パートナーシップパートナーシップ


