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１.はじめに
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自然環境の汚染

社会環境の汚染

心の環境の汚染

1960年～1970年代の高度経済成長を通して、人間は地球環境を開発し、快適で便利な生
活を追及してきました。このような考え方や行動が生態系を破壊し、現在では地球に住む人
間を含むすべての生命を脅かしています。また、このような地球環境問題を現状のまま放置
すると、未来世代の環境を破壊することにもなります。環境開発を見直し、汚染・破壊して
しまった環境の復元を行ない、未来に向けた環境を創造する必要があります。
本研究室では、長年「環境」を研究テーマにし、地球環境問題の解決のために自然・社会・
心（精神）の環境の視点からローカルな活動とともにグローバルな活動を展開しています。

高度経済成長期以降、小豆島（1986）、臥牛山（1991）、宮島（1991）、淡路島など、全国
各地の餌付けされたニホンザルの群れに多数の奇形ザルが見られるようになりました。残留
農薬（ディルドリン、ヘプタクロールなど）が原因で発生すると考えられています。奇形は
特に手足に見られ、１つの手に９本の指を持っているミラーフット、指がくっついている合
指、指が裂けて曲がっている裂手・裂足などがあります。その他に屈指、短指、欠指、単指
などがあります。
また、最近では重度の花粉症のサルも増加しています。これは、大気汚染の影響だと考え
られています。

　水俣病は工場排水に含まれたメチル水銀が海や川の魚介類を汚染し、それを食べた人間に
発症した公害病です。これまでに水俣湾を中心に、不知火海（八代海）沿岸地域に広く発生
した熊本水俣病と、新潟県の阿賀野川下流域に発生した新潟水俣病（第二水俣病）が知られ
ています。現在、水俣病問題は忘れられつつありますが、中国など経済成長を伴う工業化の
著しい国では、水俣病の発生が危惧されています。日本では、慢性化した水俣病や環境ホル
モンなど、有害化学物質汚染が問題となっています。

　現代の人間中心主義の考え方は、Ego（自我）中心主義に裏付けられています。国のEgo
による戦争、企業のEgoによる公害、個人のEgoによるゴミ問題などの環境汚染・破壊はこ
のような価値観がもとで起こっています。エゴイズムを捨て、Eco（生態系）中心主義に価
値観を転換し、環境を保護・保全するエコ・ライフを送るには、環境倫理が必要でしょう。
そこで私たちは、エゴイズムという心の環境汚染を浄化し、未来の環境を作り出す人材を育
てる環境教育が必要だと考えています。

甲南大学谷口研究室の活動背景
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　私たち谷口研究室では、甲南大学環境教
育野外施設（広野）において自然体験学習
を行なっています。それらの活動から人間
が本来持っている生命体のリズム、そして
心のあり方を考えています。自然環境にお
ける体験学習によって、人間が自然の中で
生かされていると感じ、自然のリズムを回
復することができます。例えば、朝、昼、夜
のリズム、春夏秋冬のリズムなどです。
　また、自然の中における活動を通して、
忍耐を養うことができます。天候や作物の
生育状況など、自然は決して自分たち人間
の思うようにならないからです。
　人間は、地球に住んでいるかぎり、いつ
でも、どこにいても、自然環境から影響を
受けています。そして自然は、循環する生
態系の仕組みの神秘さ、自然の「やさしさ」
「こわさ」など、多くのことを私たちに教え
てくれます。
　このように、自然の中における環境教育
が、「心の教育」につながり、感性豊かで思
いやりがあり、創意工夫と忍耐力を備え、
健全な心をもった人格を形成すると考えら
れます。こうした体験学習が心の教育にお
いて重要だと考えます。

環境教育と心の教育
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　2000年～2004年の谷口ゼミの主な活動の概
要を簡単に説明します。
　2000年２月には、阪神・淡路復興５周年記
念事業に「環境創造とコミュニティ・ビジネ
ス」というテーマでパネル展示を行ないまし
た。５月には、甲南大学環境教育野外施設（広
野）の体験学習フィールドを開墾し、有機農
業を始めました。これにより、広域副専攻・環
境学コース科目「環境教育の実践」が開講さ
れ、広野において有機農業を通した体験学習
が始まりました。８月には、タイのラジャバ
ト・プラナコーン大学において日本・タイ国
際会議に参加し、学生会議を行ないました。
　2001年11月には、ベンチャー学園祭におい
て「４Ｒのリサイクル活動と循環型コミュニ
ティの創造」というテーマで私たちの環境活
動の展示発表をしました。
　2001年度には、甲南大学学生部主催の甲南
21クリエイティヴ・プランに「甲南大学にお
ける循環型コミュニティの創造」というテー
マで応募し、最優秀賞をいただきました。そ
の後、2002年度、2003年度、2004年度と連続
して優秀賞をいただいています。
 また、2001年から2003年の間、甲南学園が
文部科学省研究開発学校に指定され、環境教
育の 18 年一貫教育を行なうことになりまし
た。その中の１つの活動として、甲南大学環
境教育野外施設において有機農業を通じた３
学園合同の活動が行なわれ、私たちはお手伝
いとして一緒に活動し、指導を行ないました。
　2003年10月には、2003年8月に行なった自
給自足の体験を基に、神戸市の提言募集に「自
給自足の体験学習塾」を応募し、優秀賞をい
ただきました。
　2004年には５月に甲南大学において日本･タ
イ国際会議が開催されました。その中で日本･
タイ学生フォーラムが行なわれ、情報交換を
行なうことができました。

タイ国際会議
（2000年８月19日（木）、20日（金））

広野の体験学習フィールドの開拓
（2000年５月）

学園祭における展示活動
（2003年 11月）

ゼミ活動の概要
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２．2004年度スチューデント･
アクション・プロジェクト企画内容
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環境創造活動の推進と環境教育のモデルプログラム・教材の作成

‐伝統文化の継承、省エネルギー･省資源の推進、
　　　　　　　環境ボランティア、ネットワーク化の環境活動から‐

主旨･目的

　「21世紀は環境の時代」と言われている。この言葉は、私たち人間を含む地球上全ての生
命の存続が危ぶまれていることを示唆している。20世紀後半から土壌汚染や水質汚染、ま
た資源の枯渇など様々な環境問題が表面化している。そして21世紀になった今も、環境破
壊に対する対策が充分でないと考えられる。
　そこで、私たち谷口ゼミでは、これらの問題の解決策として循環型コミュニティを創造す
ることを目的に活動を行なってきた。この活動は、2001年度に「甲南大学における循環型
コミュニティの創造」というテーマで学内のゴミ分別の推進をすることから始まった。2002
年度は、前年度の活動に加えて、学内外とのパートナーシップの構築･ネットワーク化をは
かり、2003年度は活動の継続･発展のため、「持続可能な」という言葉をキーワードに加え、
環境活動を行ない成果をあげてきた。
　今年度は、このような活動の成果をまとめ、公的に報告する段階に至ったため、伝統文化
の継承、省エネルギー・省資源の推進、環境ボランティア、ネットワーク化を行なうと共
に、モデルプログラム・教材（副読本）という形にして、学内外へ発信する。また学内にお
いては本学学生の環境意識を高めることによって、甲南大学における循環型コミュニティの
創造を実現していくことを目的とする。
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プランⅠ：伝統文化の継承についてのモデルプログラム・教材の作成に向けて
　　　　  ‐自給自足生活の体験学習を発展させて‐

（１）自給自足生活の体験学習の教材収集
　昨年度の自給自足生活の体験学習を通して、自然のリズムにあわせた生活は、人間が自然
の一部であることを思い起こすことにつながった。それと同時に、自分たちに必要な量だけ
作物を収穫し、必要な時だけ火を使い、日が落ちれば床につくという生活をしたことによ
り、現代社会や経済の構造が大量生産・大量輸送・大量消費・大量廃棄を基礎に形成されて
いることを改めて実感した。また、協同で行なう農作業や同じ時間に同じ場所で同じ食事を
とりながらの会話などによって、携帯電話をはじめとする通信機器を使用しない人間的で直
接的なコミュニケーションの重要性を再認識できた。
　そして、実際にこの自給自足生活の経験から、生活の核となった無農薬による食物栽培、
雨水からの飲料水づくり、堆肥による土づくり、火おこしなどの伝統文化の継承や生活の知
恵が重要であることが分かった。　　　
　今年度も引き続き活動を行なうことで、今までの経験を受け継ぐと共に、体験で得た事
（知恵、技術、方法）を、より多くの人に伝え、広め、実践してもらうために記録を取り、体
験終了後にモデルプログラム・教材として編集する。それにより、生活文化の原点の継承を
試みる。

（２）無農薬野菜づくりと五穀の栽培による伝統食文化の教材づくり
①無農薬野菜づくり
　　現在農業において、効率よく大量生産するために多量の農薬が使用されている。しかし
　農薬を使用することによって、土壌や水が汚染され、作物には残留農薬の影響が心配され
　る。土壌や水の汚染は、田畑の環境やその土地の生物の生息環境の悪化につながる。残留
　農薬は食生活の安全性を脅かしている。したがって、私たちは、これらの問題に取り組む
　べく無農薬による有機農法を実践しているのである。
　　具体的には、ジャガイモ、タマネギ、ピーマン、トマト、キュウリ、ナス、シシトウ、
　サツマイモ、大根などを栽培する。これらの作物を、「自給自足生活の体験学習」の時の
　食料とする。
②五穀の栽培
　　現在、日本の多くの水田では米しか栽培されていない。しかし、日本には古来より米以
　外の穀物を食べる文化があった。
　　雑穀は、乾燥地や寒冷地、山間の痩せ地でもよく生育し、抵抗力が強く保存性もよい。
　成分的にも免疫力を高める成分とミネラル、繊維が豊富で、環境ホルモンなどの有害物質
　を吸収して排出する力も強いといわれている。それら雑穀の中で、伝統的主食として親し
　まれていた五穀の栽培を試みる（五穀には諸説があり、時代によって変化するが、江戸時
　代以降は粟、麦、黍、米（古代米）、豆が主流である）。この体験学習から、伝統的主食の
　栽培技術や食べ方を身につけると同時に、現代の食生活の見直しを行なう。
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（３）ハーブの栽培と野草摘みについての教材収集
　ハーブは昔から薬草として親しまれていた。ハーブには人間の持つ自然治癒力を高める効
果がある。これを有効に利用すれば、多少の病気は薬や化学療法を用いずとも解決できる。
主にドクダミ、スギナ、葛、ペパーミント、ラベンダーなどを栽培し、茶や民間薬として活
用する。また、ハーブを栽培するだけではなく、自生している野草を採集して消毒や止血な
どの外用薬として用いるだけでなく、茶や民間薬に利用し内服することができるなど、ハー
ブや野草の効能を活かすことで日本の伝統的な生活の知恵を体験する。

（４）保存食づくりとエコクッキングレシピづくりの教材収集
　現在、食品には保存料や添加物など人体に悪影響を及ぼすであろう物質が用いられ、食品
に対する危険性が問題視されている。このような食品の状況を見直し、安全な食生活の実現
を目指す。安全な食材から安全な保存食を作り、人体にとって無害である食べ物を通して健
康の意識を高める。無農薬による有機農法で栽培した大豆、トマト、大根、キュウリ、しし
とう（唐辛子）を加工する。大豆からは納豆と味噌を、トマトからはケチャップを、大根・
キュウリからは漬物を、ししとうからは一味唐辛子などを作る。
　エコクッキングの「エコ」とは、エコノミーとエコロジーを意味しており、省エネルギー
や節水に心がけながら、野菜の皮や茎など、普段生ゴミとして捨ててしまう部分も材料とし
て使用する、経済的かつ環境に配慮した調理方法のことである。そこで、多くのメニューを
考案すると共に、エコクッキングのレシピを作り、記録を残すことで、資源や食材を最大限
利用することの大切さを再認識し、さらに改良を加えていく。また、四季ごとのレシピを作
ることによって季節感や旬の食材の良さを味わう体験をする。
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（１）リサイクル活動、花いっぱい運動、ビオトープの維持・管理
①リサイクル活動とサポートマニュアル作成
　　昨年度に引き続き、学内でのゴミの４分別（燃えるゴミ／燃えないゴミ／ペットボトル
　／缶・ビン）やデシャップ、カフェパンセでのリサイクル容器の普及や回収を呼びかけ、
　資源ゴミのリサイクルの促進に努める。また、毎月刊行される生協の「情報パック」に学
　内での環境活動に関する記事を継続掲載することやポスターの制作によって、学生や大学
　利用者の学内の環境に対する意識の向上を図る。
②省エネルギー活動と調査報告
　　管財課や生協の協力を得て、自動販売機やエレベーターなどの待機電力を測定して　　
　データを収集する。それを本学の省エネルギーに役立つデータとし、「情報パック」など
　を利用して公表する。そして、学生や大学利用者にも省エネルギーに対する意識を持って
　もらい、これまで以上の省エネルギー活動を考案していきたい。そして、それをISO認証
　（14000　シリーズ）のための基礎資料となるように工夫したい。　
③花いっぱい運動と事例報告書
　　対馬造園の協力により、キャンパス内の花壇に花を植える。その他に10号館の裏側の
　花壇などに、六甲山に自生している植物の移植も予定している。そして、それらの維持・
　管理を行ない、学生たちの憩いの場をつくりたいと考えている。
④ビオトープの維持と管理マニュアル
　　グラウンドのビオトープの維持・管理を行なうと共に、住吉川で捕まえたメダカや水棲
　昆虫を放流し、生態系の復元を試みる。今年度４月16日には、メダカ52匹、タニシ35匹
　の放流を行なった。これらの活動を通して、より景観の良い、自然溢れるキャンパスの創
　造を目指す。

プランⅡ：省エネルギー・省資源推進のモデルプログラム・教材の作成に向けて
　　　　 ‐学内の循環型コミュニティの創造を通して‐

（２）ミミズコンポストの維持・管理とモデルプログラムの試行
　ミミズコンポストとは、生ゴミをミミズに餌として与え、消化減少の処理をすると共にミ
ミズの排泄物を有機肥料として有効利用するというものである。2004年４月１日に10号館
脇に９㎏のミミズを入れたコンポストを設置し、カフェパンセから出た生ゴミを与えてい
る。ここで出来た有機肥料を、甲南大学環境教育野外施設（広野）での野菜づくりに活用す
る予定である。

（３）環境啓発シンポジウムの支援とモデル・ネットワーク
　今年度も環境啓発シンポジウムの開催が予定されている。学生部・財務部・甲南大学生
協・清掃業者・守衛室・対馬造園・学生と協力し、それぞれの立場からキャンパス内のゴミ
分別、環境マナー、省エネルギーに関する意見・情報を交換する機会を設ける。そして、話
し合いを通して参加者同士が刺激し合い、キャンパス内の環境及び生活環境への意識の向上
を図りたい。それと同時に、私たちの意識の向上やISO認証（14000シリーズ）の取得の方
向にもつなげていきたい。
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（１）環境教育活動の支援活動プログラムのカリキュラム作成
①小学生・中学生・高校生に対する住吉川環境教育の指導カリキュラム
　　今年度５月９日に、住吉川にて甲南小学校・女子中高・男子中高・大学生が合同で環境
　学習を行なう予定である。異年齢で構成された４班「生き物調べ班」「水質調査班」「ゴミ
　調べ班」「住吉川の自然を詠む・描く班」に分かれて学習を進める。そこへ環境教育カウ
　ンセラーとして参加し、指導を行ないながら一緒に活動する予定である。
②自治会と生協との協働によるリサイクル・クリーン活動のプログラム作成
　　摂津祭では、模擬店で使用するリサイクル容器の推進や容器回収活動を、自治会や生協
　と連携して行なう。また、生協の協力により、ミミズコンポストの設置・維持・管理を行
　なっている。さらに、自治会が実施するクリーン作戦にも積極的に参加していく。

（２）国営明石海峡公園神戸地区（あいな里山公園）における環境ボランティア
　　活動と里山モデルプログラムの作成
　国営明石海峡公園神戸地区において行われる環境教育活動に環境ボランティアとして参加
し、活動の企画も考えている。そのひとつに「不耕起農業」の基盤作りがある。
　現在、水田の多くは圃場整備によって乾田化されており、湿田を生息域としていた多くの
生き物は姿を消しつつある。湿田による不耕起稲作を行なうことにより、農作業体験にとど
まらず、ビオトープとしての意味を持った田んぼを作り、多様な生物の共生する場としても
活用することができる。

（３）淡路島モンキーセンターへの無農薬のサツマイモの寄贈とサポートプログ
　　ラム
　甲南大学環境教育野外施設（広野）の体験学習フィールドでは有機農法によるサツマイモ
栽培を予定している。一昨年、昨年度に引き続き、収穫したサツマイモは、残留農薬の影響
で奇形ザルが発生していると推測される淡路島モンキーセンターへ寄贈したいと考えてい
る。

プランⅢ：環境ボランティア活動をふまえたモデルプログラム・教材の作成に向けて
　　　　 ‐学社連携を通して‐
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（１）日本・タイ学生フォーラムの開催によるパートナーシップ・モデルの作成
　2004年度５月19日に、タイのラジャバト・プラナコーン大学の学生と「大学生による環
境教育活動とその展開－循環型コミュニティの創造とパートナーシップの構築をめざして
－」というテーマで、学生会議の開催を予定している。ラジャバト・プラナコーン大学は、
タイでも有数の教員養成系大学として知られ、環境教育センターを中心に環境教育の人材育
成も積極的に行なわれている。この学生会議において、甲南大学で行なわれている環境教育
の取り組みについて報告をし、今後目指される環境教育の内容と目標について学生の視点か
ら議論を行なう。

（２）国際学生交流によるネットワーク・モデルの作成
　2001年の「地球環境と世界市民」国際協会において、「淡路島の奇形ザル報告」を行なっ
たカナダのカルガリー大学の大学院生を迎える。そして、６月下旬に淡路島モンキーセン
ターで奇形ザルの共同調査を予定している。その調査結果を次の学生会議のテーマとした
い。

（３）阪神地区大学･学校の環境ネットワークづくりの教材
　阪神地区の大学・学校（兵庫教育大学・親和女子大学・関西学院大学・京都精華大学など）
に呼びかけをする。学生会議を開催するなど、各大学の環境情報交換を行ない、モデルプロ
グラムの共有化を推進する。その中で、環境教育のネットワークづくりを進めたい。

プランⅣ：学生会議によるネットワーク化のモデルプログラム・教材の作成に向けて
　　　　‐学内外のパートナーシップを通して‐
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（１）環境教育プログラムに関する情報収集
   私たち谷口ゼミでは従来、環境調査を行なってきた。淡路島モンキーセンターの奇形ザ
ル（定期的調査）や屋久島（'94、'03年）においては自然環境の調査、水俣（'86、'92年）
においては社会環境の調査を実施してきた。また、環境教育ボランティア活動を行なうこと
により、甲南小中高生、甲南大学生と共に、彼らの指導にあたる私たち自身の成長を実感し
てきた。これらの調査や体験を整理すると共に、今年度の活動を新たにまとめ、加える。
その他に、これまでに交流があった組織・団体の関連資料からも、必要なものをピックアッ
プする。

（２）情報のデータベース化
  これまでに環境教育の事例集は多く出されているが、「いつでも、どこでも、誰でも」活
用できるモデルプログラムによる教材は少ない。また、NGO、NPOや教職員によって作られ
た教材は多いが、学生の立場からボランティア活動を通してデータを蓄積してきたものは少
ない。これらをふまえて、新たな視点で活用させることができるよう、情報を系統立てて使
用しやすいように編集する。また、学生用のホームページを作成し、その原稿がモデルプロ
グラム・教材となるようにまとめる。

（３）情報の発信
  （２）でデータベース化した情報を基に冊子を作成し、環境啓発シンポジウムや学生会議
の際に配布する。また、実際に授業での補助教材として提供していく。このようにして、本
学学生の環境意識を高めたい。さらに、インターネット上に公開することにより、学外への
情報発信を行ない、一般の人々の環境意識も高めたいと考えている。

プランⅤ：環境教育のモデルプログラム・教材の試案
　　　   ‐プランⅠ～Ⅳをふまえて‐
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３．2004年度スチューデント・
アクション・プロジェクト成果報告

プランⅠ：伝統文化の継承についてのモデルプログラ
　　　　 ム・教材の作成に向けて
　　　　 ‐自給自足生活の体験学習を発展させて‐

　（１）自給自足生活の体験学習の教材収集

　（２）無農薬野菜づくりと五穀の栽培と伝統食文化の教材
　　　づくり
　　　 ①無農薬野菜づくり
　　　 ②五穀の栽培

　（３）ハーブの栽培と野草摘みについての教材収集

　（４）保存食づくりとエコクッキングレシピづくりの　　　
　　　教材収集
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（１）自給自足生活の体験学習の教材収集

＜目的・概要＞

夏野菜の管理（体験学習フィールド）

ナスの収穫（食事の準備）

釣り（自給自足生活３日目）

　2003年度に引き続き、2004年８月18日(水)
から22日(日)までの５日間、甲南大学環境教
育野外施設（広野）の体験学習フィールドに
おいて、自給自足生活の体験学習を行ないま
した。昨年度の経験から準備の重要性を学び、
17日（火）に準備を行ないました。
　この体験学習では、昨年度の経験や、それ
によって得た知恵を引き継ぐと共に、循環型
コミュニティの原型の体験を通して、自然の
リズムにあわせた生活や人間関係のあり方を
学び、自然や自分を見つめることや、自給自
足生活の体験学習の教材を作るための記録を
とることを目的としました。また、エネルギー
問題や食糧問題、資源の有限性など、現代社
会の抱える様々な問題を見つめ直すきっかけ
にもなり、持続可能な社会を考えていく上で、
１つの示唆となる体験になると考えました。
　体験学習中は、自分たちでルールを決めて
生活しました。食事には、昨年度収穫したも
ち米、自分たちで育てた野菜、塩のみを用い
ました。その他にも、携帯電話は緊急時以外
使用しない、時計は使用しない、トイレは山
の中でする、食事に使う火はすべて火おこし
機でおこす、などのルールがありました。
　１日の流れは、午前中はその日ごとに自分
たちで決めた協同作業を行ないました。午後
は自由時間とし、読書やスケッチなどをして
個人が自己と向き合うための時間としました。
また、日課として、野菜の管理と収穫、火お
こし、炊事を行ないました。５日間の作業内
容として、準備日と１日目は小屋の作成、２
日目は近くの池の水や雨水の水質調査を行な
いました。３日目はと近くの池で釣りを行な
いました。４日目はイモ掘りや草抜きを行な
いました。最終日は体験学習で使用した用具
の片付けや家の解体を行ないました。
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＜住居づくり＞
　竹とすだれを用いて４人用の簡素な小屋を３
棟作りました。17日の準備日に竹を切り、枝を
払い、長さを計って切りました。1棟につき、２
ｍの竹を６本、３ｍの竹を３本使用しました。そ
の竹にかみ合わせをつくるように切込みを入れ、
麻紐で固定し、小屋の骨組みをつくりました。
　そして、１日目の18日にすだれを骨組みに固
定して屋根を葺きました。小屋のすき間は枝払
い後の葉のついた枝を利用して塞ぎ、小屋を完
成させました。雨が入ってこないようにすだれ
を二重にしたので、多少の雨はしのぐことがで
きました。
　朝は、すだれのすき間から差し込む朝日に
よって、心地よく目覚めることができました。こ
の小屋での生活は、大地の温度や風の音など
様々な自然の営みを五感（官）で感じ取ることが
でき、自然の中で生活していることを実感でき
ました。

竹の長さ合わせ

小屋完成

　体験学習中、食事の準備などに使用する火は、
全て手動式火おこし機で起こしました。手順は、
まず火おこし機で火種を作り、できた火種をお
が屑や新聞紙などの燃えやすいものの上に移し、
息を少しずつ吹きかけて炎にします。
　火おこしは、忍耐が必要な作業です。火種を作
る時に、「もうできたかな」と次の手順に進むと、
火種はできていないことがほとんどでした。息
を吹きかける時も、強すぎるとおが屑が火種も
ろとも飛んでいってしまいます。多少時間がか
かっても、焦らず慎重に吹きかけることが重要
でした。火がつく時の「ボッ」という音は何度聞
いてもうれしい音でした。
　手動式火おこし機はライターに比べると何倍
も手間がかかりますが、そのおかげで普段何気
なく使っている火の有難さと重要性に気付くこ
とができました。
　その他に、実験的にルーペによる火おこしも
行ないました。

＜火おこし＞

火種作り

火種から炎へ
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＜食事＞
　食事には、自分たちで育てた野菜、昨年度
収穫したもち米、塩を用いました。野菜は食
事の度に畑から収穫して、食材が余ることの
ないように心がけました。
　炊事は昼と夜に行ないました。普段の生活
と違い、野菜の収穫や火おこしなど時間のか
かる作業が多いため、夜に翌日の朝の分まで
米を炊き、時間や薪を節約しました。
　もち米は、白米よりも水を吸いにくいので、
半日ほど水に浸しました。初めは１回分の米
の量や保存に適した場所を把握していなかっ
たため、米を腐らせてしまうこともありまし
たが、次第に要領がわかり、飯盒にも慣れ美
味しく炊くことができるようになりました。
　野菜の調理は基本的に焼くか茹でるかでし
たが、野菜本来の甘さを味わうことができま
した。塩を加えるとさらに素材の味が引き立
ち、おいしくいただくことができました。
　４日目に、トマト、タマネギ、ジャガイモ、
シシトウを具材にし、塩で味を整えて野菜
スープを作りました。昨年の体験学習は汁物
がなく食事の種類が限られていたため、野菜
スープは画期的なものとなり、今までと違う
方法で素材を味わうことができました。
　食事の量は、一人が一食で少量の野菜とお
にぎり１個で済むこともありました。これが、
本来必要とされている量なのかもしれません。
現代の日本は、「飽食の時代」と言われ、食べ
物が無駄にされています。この体験学習を通
じて、現代の食生活を見直すと同時に、食べ
物に感謝し大切にする気持ちを改めて持つこ
とができました。また、みんなで食事を行な
うことにより自然と会話が生まれ親密さ増す
ことを改めて感じました。現代の日本は家族
内でも食事の時間が別々になり、それが人間
関係の希薄化につながっているのではないで
しょうか。食事を通じたコミュニケーション
の必要性を認識することができました。

野菜スープ
（トマト、タマネギ、ジャガイモ、シシトウ）

食事の準備

竹の食器による食事
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　この体験学習では、各個人で使用した水の
量を記録しました。飲料水は竹のコップ、生
活用水はバケツを単位に量りました。水の使
用量は制限せず、去年の経験から１日の目安
（竹コップ４杯、バケツ１杯）を提示し、自分
の使用した量と比較することで、節水の意識
を高めるように心がけました。
　生活には主に水道水を使用しました。また、
入浴はせずに濡れたタオルで体を拭く程度で
したが、さっぱりすることができました。日
本では、１人１日平均322リットル（２リット
ルのペットボトル約161本分）もの水を使用し
ています（2000年、国土交通省水資源部調べ）。
夏の暑い日に汗をかくと、すぐにシャワーを
あびる人も多いでしょう。豊富な水と共に暮
らす日本人はきれい好きですが、そのために
水を無駄使いする傾向は問題だと感じました。
　また、雨水のろ過実験では、昨年度使用し
た手製のろ過機を縦に２個連結させて、浄化
能力の向上を図りました。また、近くの池の
水質を調査しそこに生息する淡水魚の食用へ
の可能性を調べました。しかし、今回の体験
学習では、雨水や池の水を有効利用するため
の研究は不充分で、今後の課題となります。
　私たちは普段、お風呂や炊事、洗濯、手洗
いなど生活のあらゆる場面で大量の水を使用
しています。しかし、蛇口をひねれば簡単に
水を得られる現代の日本において、その重要
性を心から認識する機会はそうありません。
作物を育てるにも、米を炊くにも水が必要で
す。何よりも、人が生きていくために水は必
要不可欠なのです。この体験学習を行なった
ことにより、水が貴重で重要な資源であるこ
とを身をもって理解することができました。
　また、文明が発達する以前の人々が、水を
求めて大河の流域に集まり、集落を形成する
に至ったプロセスや心理を垣間見ることがで
きたように思います。

＜水の使用＞

雨水のろ過作業

雨水の水質調査

手製のろ過機
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＜ライフスタイル＞
　この体験学習中は、普段の私たちの生活で
は経験できないことが多くありました。そし
て私たちの生活が、いかに電気や水道・ガス
に依存しており贅沢なものであるかを学ぶこ
とができました。
　また、始めはトイレを山の中ですることに
少し戸惑いがある人もいましたが、１度経験
するとそれほど苦ではなくなりました。この
トイレの体験は、自給自足生活をする上での
大切な１歩になりました。
　この体験学習を通じて、コミュニケーショ
ンや協力することの重要性を再認識できまし
た。食事の準備や火おこし、薪拾いなど、毎
日に必要な作業を仲間とコミュニケーション
を取りながら協力して行なっているうちに、
自然に分業するようになっていました。１人
の力には限界があり、仲間と支えあい、協力
することによって、ものごとが何倍も早く順
調に進むということを実感しました。
　日が落ちた後に、ロウソクの火を囲んで語
り合うのは１つの楽しみでした。虫の声や風
の音など自然を感じながら話していると、素
直な考えや率直な意見を話すことができます。
そうしてお互いの理解を深めるうちに、小さ
なコミュニティが形成されていました。
　この体験学習を終えて、人間は自然の一部
であり、自然の恩恵によって生かされている
ことを実感しました。この認識の欠如が人間
の中にエゴイズムを生み出し、それが環境汚
染・破壊の要因になっているのではないで
しょうか。そして、自然のリズムに合わせた
生活は体調の改善を促し、気持ちの安定につ
ながると感じました。豊かな自然の中での生
活は、自己を見つめ直し、自分の生き方を考
えるきっかけを与えてくれました。
　私たちは、この循環型コミュニティの原型
の体験を循環型コミュニティの創造活動に生
かしていきたいと考えています。

物干し竿の作成

体験学習フィールドから見た夕日

竹の食器（箸・皿・コップ・おたま）
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　私たちは、甲南大学環境教育野外施設にお
いて、無農薬による有機農法での野菜づくり、
五穀の栽培、もち米づくりを行なっています。
　そして、農作業を通じた環境教育活動とし
て「甲南３学園環境教育プロジェクト」（甲南
幼稚園・小学校、甲南女子中学校・高等学校、
甲南中学校・高等学校）において、小・中・高
校生に指導を行なっています。また、甲南大
学の講義（広域副専攻・環境学コース科目「環
境教育の実践Ⅰ・Ⅱ」、教職科目「総合演習①
②」、「特別活動指導法」）において、ティーチ
ングアシスタントとして活動し、指導を行
なっています。
　農作業を通して「視覚」・「聴覚」・「嗅覚」・
「味覚」・「触覚」の五感（官）を活用し、感性
を磨くことで、豊かな人間性を育むことがで
きると考えています。五感の中でも特に「触
覚」の大切さを改めて実感します。実際に皮
膚を通して植物などの生命や、それらを育む
大地などに触れることで、生命（いのち）の
尊さや神秘さを、体験として自己の中に蓄積
していくことができます。
　また、農作業にはしんどさありますが、我
慢強く取り組むことにより、喜びや楽しさ、忍
耐力を得ることができます。実際に汗を流し
手間暇をかけて野菜を育てることで、思い入
れや愛着心などが湧いてきて、その分だけ収
穫した時の喜びは大きなものになります。
　「農作業なんて…」と敬遠していた学生も、
いざ作業を始めると夢中になり、充実感にあ
ふれた表情を見ることができます。普段の学
生生活の中では経験できないことが多く、四
季の活動を通じて、自然の恩恵や自然に対す
る畏敬の念を持つことができます。また、普
段の私たちの生活態度について振り返るきっ
かけともなります。そして、これらの活動を
通して、体験による知恵の獲得の大切さを感
じることができます。　

（２）無農薬野菜づくりと五穀の栽培による伝統食文化の教材づくり

「甲南３学園環境教育プロジェクト」

ワラのベットを楽しむ小学生（10月）

野菜の手入れ（８月）
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＜土づくり  2004年４月29日(木)＞
　2004年４月29日（木）に畑の土づくりを行
ないました。
　それまでの準備として、冬の間に何回かに
分けて畑に堆肥と石灰をまき、トラクターを
かけてすき込みを行ないました。堆肥は、近
隣の牧場から頂いた牛糞をベースに、落ち葉
やワラなどをまぜて醗酵させて作りました。
また、酸性に傾いた畑の土にアルカリ性の石
灰をすき込むことによって、畑の生産力を高
めることができます。
　はじめに、雑草を抜き、畑全体の石拾いを
行ないました。体験学習フィールドを開拓し、
畑を作ってから５年目になりますが、毎年土
を耕すと石が出てくることから、畑がより深
く耕され、硬い土がだんだんと柔らかくなり、
よい畑になってきていることがわかります。
　次に、堆肥と石灰を畑にまいてすき込みを
行ないました。堆肥を運ぶ作業中、堆肥の山
の中から驚くほど多くのカブトムシの幼虫が
出てきて、改めて堆肥の栄養価の高さを実感
するとともに、生きる為に適した場所を見つ
ける生き物のたくましさを感じました。
　その後、畝立てを行ないました。畝立ては、
トラクターで盛り上げた土を手作業で平ぐわ
を使って形を整えていくという方法で行ない
ました。この作業には忍耐を必要としますが、
畝立てを終えるとようやく畑らしい形になり、
作業をやり遂げたという実感がありました。
　この後、１週間ほど土を寝かせると苗を植
えるのに適した状態になります。
　健全な食物のためには健全な土壌が必要で
す。除草剤や化学肥料を使わずに土づくりを
行なうことが本来の農業の姿であると考えま
す。土づくりは、単純で地味な作業ですが、そ
れが野菜づくりの重要な基盤となっているこ
とが実感でき、土づくりの大切さを理解する
ことができました。

石灰まき（３月）

①無農薬野菜づくり

畝立て（５月）

堆肥運び（３月）
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＜夏野菜の苗植え  2004年５月８日(土)＞
　2004年５月８日（土）に、甲南大学環境教
育野外施設において、「環境教育の実践Ⅰ」の
受講生と一緒に、夏野菜のピーマン、トマト、
プチトマト、キュウリ、ナス、カボチャ、ズッ
キーニの苗を植えました。
　この日は天気もよく、受講生たちの積極的
に作業に取り組む姿が見られました。
　苗植えには、苗をポットから取り出すとき
に土を落とさないようにすることや、根を切
らないために、植えた苗の周りの土を強く押
さえすぎないことなど、注意が必要なことも
あります。すぐにコツをつかんで次々に植え
ていく受講生もいれば、１つの苗に時間をか
けて丁寧に植える受講生もいるなど、苗植え
１つをとってもそれぞれの性格が大きく表れ
ていました。
　苗植えの後、苗にたっぷりと水をやりまし
た。水やりは、葉にかからないように根元に
丁寧に行ないました。水をやりながら「収穫
が楽しみ」、「収穫の時も絶対来よう」という
声が聞かれ、受講生たちは１年を通じた野菜
作りに関心を持ったようでした。苗植えが終
わった畑を見つめる受講生の表情から、充実
感を感じることができました。
　本来、野菜づくりは、種から植えて育てる
ことが１番良い形なのですが、カリキュラム
と植える時期の関係もあり、今回は苗からの
スタートとなりました。しかし、これらを育
てる過程を通して、１つの生命の成長を肌で
感じ取り、生命を見守り、世話をすることの
意味を理解することができるでしょう。そし
て生命の神秘さを知ることにつながると考え
ています。
　また、普段口にしている野菜を、自分たち
の手で農薬を使用せず有機農法で育てること
で、自然環境や「食」環境に対する意識も高
めることができると考えています。

ピーマンの苗植え

水やり

カボチャの管理
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＜サツマイモの苗植え  2004年５月29日(土)・30日(日)＞
　2004年５月29日（土）、30日（日）の２日
間で720本のサツマイモの苗を植えました。
　サツマイモは育てるのが簡単な作物の１つ
です。やせた土地でも育つため、江戸時代に
飢饉対策の作物として栽培され、普及してい
きました。戦時中から戦後にかけては広く栽
培され、日本の生活に密着した作物です。サ
ツマイモは時代を超えて現代でも大勢の人々
に親しまれています。
　苗の植え方は、苗を浅く水平に植えつける
水平植えで行ないました。苗と苗の間は、30
㎝ほどあけました。水平植えは植え付け能率
が高く、植え痛みが少ない方法です。サツマ
イモはこの他にも船底植え、改良植え、なな
め植え、直立植え、つり針植えなどの方法が
あります。
　１日目は、白イモというサツマイモと同じ
ヒルガネ科のイモを植えました。苗を植える
のが初めてということもあって、植える手つ
きもぎこちなく、時間もかかりました。２日
目にはベニアズマという一般的なサツマイモ
を植えました。作業にも慣れてスムーズに植
えることができ、500本のサツマイモの苗を植
えることができました。
　サツマイモは、苗を植えてから根がしっか
り張るまでの間、多くの水を必要とするので、
苗植え後や夕方など何度かに分けてたっぷり
と水を与えました。
　サツマイモが大きく育つことを期待し、イ
モ掘りや収穫後の焼きイモを楽しみに一生懸
命作業に取り組みました。
　サツマイモのツルが伸びてくると、時々そ
の管理として天地返しを行ないました。天地
返しとは、伸びたツルが根をつけるのを防ぐ
ために、ツルをひっくり返して畝の上に載せ
る作業です。この作業を行なうことにより、栄
養が効率よく行きわたり、大きなサツマイモ
を収穫することができます。

生長したツル（６月23日（水））

天地返し（９月23日（木））

イモの苗植え（５月29日（土））
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＜夏野菜の収穫  2004年６月～９月＞

＜イモ掘り  2004年 10月２日(土)＞
　2004年10月２日（土）に「環境教育の実践Ⅱ」、
「総合演習①②」の受講生と一緒にイモ掘りを行
ないました。
　イモ掘りは、土の上に出ているツルを先に全
部取り払い、その後で手やスコップを使い土を
掻き分けてイモを掘り出していきました。土に
埋もれているイモを掘り起こす作業を宝探しの
ように楽しみ、一生懸命行なっていました。大小
様々なイモが次々と掘り出され、秋の恵みを感
じることができました。
　収穫したイモを水で濡らした新聞紙で巻き、
アルミホイルで包んで焚き火の中に入れて、焼
きイモにして食べました。受講生はホクホクと
したできたての焼きイモのおいしさを十分に味
わっていました。
　自分たちの手で土の中から掘り起こしたイモ
をその場で焼いて食べるという体験を通して、
自然の恩恵や収穫の喜びを学びました。

　2004年６月中旬から９月上旬にかけて、ナス・
トマト・キュウリ・ピーマンなどの夏野菜を収穫
しました。自分たちで手間をかけて育てた野菜
が大きな実をつけているのを見ると、言葉にな
らない感動がありました。
　「環境教育の実践Ⅰ」 の最終講義（７月３日
（土））の際には、夏野菜の収穫を行ない、その場
で丸焼きにして食べました。収穫したての野菜
を食べることは、現代人にとって稀な体験です。
新鮮でみずみずしい野菜の甘さと美味しさを体
感し、みんな感動していました。
　また、普段私たちは形がよく傷のない野菜ば
かりを目にしていますが、形が悪く傷があった
としても無農薬な野菜の方が安全であり、美味
しいということを実感できたでしょう。
　野菜を育て、収穫するという一連の作業を通
じ、その大変さを実感すると共に大きな喜びを
得ることができました。

ピーマンの収穫（７月３日（土））

焼き野菜の試食（７月３日（土））

収穫したサツマイモ

焼きイモ
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＜田植え‐甲南大学生との活動‐  2004年６月５日(土)＞
　私たちは毎年、甲南大学環境教育野外施設
の田んぼを利用してもち米づくりを行なって
います。
　田植えの準備として、2004年４月25日（日）
に苗床作り、５月８日（土）にもみ撒きを行
ないました。そして2004年６月５日（土）、６
日（日）に、昔ながらの方法の手植えで田植
えを行ないました。
　５日は「環境教育の実践Ⅰ」の受講生と一
緒に活動しました。午前中に田んぼに25㎝間
隔に印をつけたロープを張りました。それが
苗を植える目印となります。
　田植えを初めて体験する受講生がほとんど
でした。そのため、田んぼに入るだけで
「キャー！」「気持ち悪い！」など様々な声が
あちらこちらから聞こえてきました。田んぼ
の土には独特の感触があるのですが、受講生
たちは素足で直にその感触を感じ、はしゃい
でいました。
　はじめは土の付いた苗の束を持つことにも
少し戸惑いがあり、田んぼの泥の中に手を入
れて植えることにも慣れない手つきでした。
しかし、縦と横の間隔に気を配りながら慎重
にひとつずつ植えていました。しっかりと土
の中に苗の根を植え込まないと、苗は浮かん
できます。はじめのうちはうまく植えられず
に、時間が経つと苗が浮かんできてしまうこ
とがありましたが、次第に指先を上手に使っ
て、きれいにしっかりとテンポよく植えるこ
とができるようになりました。そして、次第
に「もっと苗を渡してください」と積極的に
田植えを行なうようになっていきました。
　苗を植え終わった田んぼは少しガタガタな
ところもありましたが、その風景から達成感
を得ることができました。受講生たちは自分
たちで植えた苗が大きく成長し、秋の田んぼ
一面に稲穂が実ることを待ち遠しく感じてい
たようでした。

苗床作り（４月25日（日））

もみ撒き（５月８日（土））

１列に並んでの田植え
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＜田植え‐甲南小学生・中学生・高校生との活動‐  2004年６月６日(日)＞
　６月６日（日）は甲南３学園環境教育プロ
ジェクトの活動として、甲南小学生・中学生・
高校生が合同の総勢100人を越える人数で田
植えを行ないました。人数が多いので２つの
班に分かれて活動しました。
　小学生の中には、田んぼに足を取られ、何
度も転びそうになる生徒や、手足だけではな
く、服や顔まで泥だらけになっている生徒も
いました。泥の感触を確かめながら、どの生
徒も笑顔で田植えを楽しんでいました。
 　そのように一生懸命な小学生の姿に刺激を
受けて、中学生、高校生もより活発に活動す
るようになりました。そして、小学生と一緒
に田んぼに入り、率先して小学生に田植えの
方法を教えている姿を見ることもできました。
生徒たちは苗の受け渡しや作業の交代など、
協力しながら活動していて、異年齢の触れ合
いが見られました。
　また、水を張った田んぼには様々な生物が
います。カエルをたくさん集めて種類の違い
をじっくり観察している生徒もいました。
　田植えが終わると、生徒たちは疲れが出て
きた様子でしたが、同時に充実感と達成感を
得ることができたようです。植え終わった田
んぼを満足そうに見つめていました。生徒た
ちからは「来年もしたい」、「早く餅つきをし
たい」という声も聞かれ、私たちはとても嬉
しく感じました。
　機械を使わずに、手で直接田植えを行なう
ことで、伝統的な農作業の難しさや大変さを
感じ取ると同時に、心地よい疲労感を得るこ
とができました。生徒たちにとってこの田植
えの作業は日常ではなかなか経験できない貴
重な体験になったことでしょう。そして、１
人でこのような作業を行なうことはとても困
難なことであり、仲間と協力することの大切
さやすばらしさを学ぶことができたのではな
いでしょうか。
　
　

小学生の田植え

異年齢の触れ合い

苗運び
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＜稲刈り‐刈り取り作業‐  2004年10月10日(日)・16日（土）＞
　2004年10月10日(日)、16日(土)の２日間、
稲刈りを行ないました。16日の昼からは｢環境
教育の実践Ⅱ」、｢総合演習①②」の受講生と一
緒に活動しました。
　今年度は台風が何回か上陸し、その影響が
心配でした。稲が一部倒れたところもありま
したが、それでも稲穂は立派に成長していま
した。台風に倒されてもしっかりと実をつけ
ている姿を見て、生命の力強さを感じ取るこ
とができました。
　稲刈りは、鎌を使って手作業で一束ずつ
刈っていきました。普段扱うことのない刃物
を使うことに少し戸惑っている人もいました
が、次第にコツをつかみ始めると、要領よく
稲を刈っていけるようになっていきました。
ざっくりと稲を刈る感触は心地よく、収穫の
喜びを実感することができます。
　そして、刈り取った稲は６～８束ずつまと
めて結んでいきます。稲束を結ぶ作業には、ヒ
モではなくワラを木槌で叩いたものを使用し
ます。ワラは木槌で叩くと切れにくく、しな
やかになります。ワラで稲束を結ぶのは意外
に難しく、うまく結べなかったり、結び方が
甘いと稲束を運ぶ途中で結び目がほどけてバ
ラバラになったりします。しかし、きちんと
結ぶとしっかりと稲束を固定することができ、
ワラを使用した伝統的な稲束結びが理にか
なっている素晴らしいものであり、昔の人々
の知恵に感心しました。
　また、いろいろな生き物との触れ合いも田
んぼでの作業の魅力のひとつです。乾燥した
田んぼには、カエル、トカゲ、カマキリ、バッ
タなど様々な生き物が生息していました。
めったに見られない野ネズミの姿も見かけら
れ、受講生たちは稲刈りのかたわら、それら
の生き物を捕まえたり観察したりと、普段の
生活では味わうことのできない生き物との触
れ合いを思い思いに楽しんでいました。

たわわに実った稲穂

協力しながらの作業

稲の刈り取り
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＜稲刈り‐稲木かけ作業‐＞
　稲を刈り、束ねた後は、組んだ稲木に稲束
をかけていく作業(稲木かけ)を行ないました。
これは脱穀の準備として稲を乾燥させるため
に行なうものです。
　まず、稲木を組む材料となる太い竹を切り
出し、切り出した竹を足になる竹と竿になる
長い竹と切り分けました。その後、足となる
竹を３本まとめてロープでしばり、三脚のよ
うな形に広げて田んぼに木槌で打ち込み、そ
の上に竿となる長い竹を渡し、足となる竹を
補助として間に立てて稲木を完成させました。
このときに、相当な重みになる稲の重さに耐
えられるように稲木をバランスよくしっかり
と組むことが重要でした。
　完成した稲木に稲束をバランスよく積んで
いくことは思ったより難しく、バランスを崩
したり、重さに耐え切れなかったりして稲木
が倒れてしまう事が何度かありました。
　稲木かけを終え、稲を刈り取った後の田ん
ぼと、稲木に目一杯かけられた稲束が夕陽に
染まっていく光景はとても美しく、稲刈りと
稲木かけという作業を通して仲間と協力して
１つのことをやり遂げたという達成感と感動
を与えてくれました。みんなの顔には充実し
た笑顔が浮かんでいました。
　そして、稲木かけが終了しても、それを脱
穀まで管理するという重要な仕事が残ってい
ます。稲束の結び目がゆるかったり、稲束の
かけ方が悪かったりすると、稲束が地面に落
ち、稲穂が地面の水分を吸って芽を出してし
まいます。
　また、今年は稲木かけの数日後に台風が上
陸したために稲木が倒れてしまいました。そ
のため、稲木を立て直し、稲束をかけ直す作
業をしなければならず苦労しました。しっか
りと倒れないように稲木を組み立てることの
重要性を改めて確認するとともに、自然の厳
しさや偉大さを感じました。
　

稲木の組み立て

稲木かけ

夕陽に染まる稲束
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＜脱穀  2004年 10月 23日(土)・24日(日)＞
　2004年10月23日（土）、24日（日）に脱穀
を行ないました。23日は「環境教育の実践Ⅱ」、
「総合演習①②」の受講生と、24日は甲南小学
生と一緒に活動しました。
　脱穀前に台風の影響で稲木が倒れ、脱穀ま
でに稲が十分に乾燥するか心配でしたが、太
陽の光をふんだんに浴びて稲は十分乾燥し、
無事に脱穀することができました。
　脱穀には、伝統的な方法である足ふみ式脱
穀機を使用しました。足ふみ式脱穀機は使い
方が少し難しく、慣れるまでは稲からきれい
に米が取れなかったり、余計なワラまで巻き
込んだりすることもありました。しかし、慣
れてくるときれいに米を取ることができ、米
が取れていく心地よい感触を手に感じること
ができました。
　足ふみ式脱穀機を使用して稲束から米を取
ると、どうしてもワラが混じってしまいます。
そこで、脱穀して出てきた米をふるいにかけ
てさらに細かくワラを取り除きます。
　また、手で稲穂から米を分別する作業も行
ないました。小学生の中には、この作業を気
に入った生徒が多く、夢中で作業していまし
た。また、散らばってしまった米を一粒一粒
集める作業をすることによって、食べ物を大
切にする姿勢を養うことができたでしょう。
　また、脱穀後に残ったワラは、貴重な資源
であり、来年の稲刈り時の稲束結びやワラ細
工などに使用するため、保存しておきます。
　これらの伝統的な作業は、機械で行なうよ
り手間がかかりますが、収穫の喜びを大きく
感じることができます。この伝統的な作業を
通じて、体験からでしか学ぶことができない
知恵を身につけることができました。また、機
械による作業では得られにくい充実感を得る
ことができました。そして、みんなで協力し
て作業を行なうことにより、コミュニケー
ションを自然にとれるようになっていました。
　

足ふみ式脱穀機（甲南小学生への指導）

協力しながらの分別（ふるい作業）

手による米とわらの分別作業
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＜収穫祭　2004年 12月 18日（土）・19日（日）＞
　2004年12月18日（土）、19日（日）には１
年間の農作業の労をねぎらい、収穫を祝うた
めに収穫祭を行ないました。18日（土）には
「環境教育の実践Ⅱ」、「総合演習①②」の受講
生、六甲アイランド高校の生徒と一緒に活動
し、指導を行ないました。
　餅つきに使用したもち米は、５月のもみま
きから始まり、６月の田植え、10月の稲刈り、
脱穀と１年を通して自分たちの手で育て、収
穫したものです。
　餅つきは杵と臼を使った伝統的な方法で行
ないました。餅つきを初めて行なう受講生は、
はじめは慣れない様子で、杵をつく力が弱
かったり、うまく餅の中心をつくことができ
なかったりしました。しかし、慣れてくるに
つれて力強く、上手につけるようになってい
ました。そして杵をつく側と合いの手を入れ
る側の息が合い始めると、周囲からもかけ声
がかかりだし、テンポよく楽しみながら餅を
つけるようになっていました。
　つきたての餅を丸める作業はみんなで話を
しながら楽しく行なっていました。できたて
の温かく柔らかい餅をそのまま口に運び、「お
いしい」と喜ぶ姿も多く見られました。
　田植え、稲刈り、脱穀の作業を経て、自分
たちで育てたもち米を食べられることに大き
な喜びを感じ、苦労した分だけ大きな感動が
ありました。もち米という１つの生命を育て、
それをいただくことで、私たちはその生命、そ
してそれを育む自然によって生かされている
ということを実感することができました。
　また、2005年２月13日（日）には甲南幼稚
園において、甲南三学園環境教育プロジェク
トの一環として、幼稚園児・小・中・高校生と
一緒に活動し、指導を行ないました。餅をつ
き、楽しく食べながら話をしたりと一緒に活
動をすることで異年齢の交流を深めることが
できました。

「環境教育の実践Ⅱ」の受講生

餅つき

餅を丸める作業
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②五穀の栽培
　2004年５月29日(土)に甲南大学環境教育野
外施設の畑に粟、黍、小麦、稗、大豆の五穀を
植えました。五穀は数多くある雑穀の中でも
伝統的に多くの人に親しまれてきた穀物です。
五穀には時代や地域によって米や赤米などが
含まれることもあります。
  五穀をはじめとする雑穀は、水田を必要と
せず、乾燥地や寒冷地、山間の痩せ地などの
厳しい環境でもよく生育します。また、五穀
は大きく根を張るため、土を柔らかくする作
用もあります。そして、抵抗力が強く、保存
性も良い上に、栄養や繊維なども豊富に含ん
でおり、さらに環境ホルモンなどの有害物質
を吸収して、排出する力が強いこともわかっ
ています。私たちはこれら雑穀の栽培を通し
て伝統的主食の栽培技術や食べ方を身に付け、
現代の食生活の見直しに役立てていきたいと
考えています。
　植え方は土に指で穴をあけ、そこに２～３
粒ずつ種をまき、土をかぶせました。その後
約１週間で３㎝ほどの芽を出し、１ヵ月経つ
ころには20㎝ほどに育っていました。
　８月に入ると粟、黍、小麦、稗が実をつけ
だしました。ここから一番注意を払うことは、
鳥避けです。スズメなどの鳥が実を全て食べ
てしまうため、鳥避けのテープを張りました。
　五穀のうち、小麦と稗は夏の暑さや、間引
きが不十分だったことによる栄養不足のため
か、あまり成長が良くありませんでした。し
かし、粟と黍は力強く成長しました。
 そして９月８日(水)には黍、稗、小麦を、９
月23日(木)には粟の収穫を行なうことができ
ました。全て手作業で、ハサミや鎌を使って
収穫し、それらを束ねて乾燥させ、脱穀を行
ないました。大豆は11月に収穫をし、乾燥さ
せました。乾燥させた大豆は、炒ってすり鉢
ですり潰してきな粉を作り、12月の収穫祭で
お餅と一緒に食べました。 粟の収穫（９月23日（木））

黍の種まき（５月29日（土））

五穀栽培の様子（６月23日（水））
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（３）ハーブの栽培と野草摘みについての教材収集
＜ハーブの栽培＞
　2004年４月からレモンバーム、ラベンダー、ペ
パーミントを栽培しました。ハーブは昔から薬
草として親しまれ、人間のもつ自然治癒力を高
める効果があります。
　レモンバームには気分を高揚させ頭をすっき
りさせる効果があり、風邪による発熱、頭痛など
にも効果があります。ラベンダーにはアロマテ
ラピーの中でも最も使われるハーブの１種で、
リラックス効果があり頭痛や風邪の予防にも用
いられます。ペパーミントには食欲増進、消化促
進作用があります。
　また、レモンバームのお茶とローズマリーや
バジルなどを使用したハーブクッキーを作りま
した。ハーブのよい香りでリラックス効果が得
られました。
　継続的にハーブを利用することができなかっ
たため、民間薬としての利用までには至りませ
んでしたが、ハーブの味や香りを楽しむことが
できました。

＜野草摘み・押し花＞
　私たちは、身近な野草を民間薬として活用す
ることや、加工して飲食することで、日本の伝統
的な生活の知恵を学びたいと考えました。
　甲南大学環境教育野外施設に自生しているド
クダミやスギナを陰干しし、煎じてお茶にしま
した。ドクダミ茶は胃腸の運動を活発にさせ、下
剤作用や血管を強化する働きがあり、また生活
習慣病の改善の効果を得ることができます。
　医薬品を使わずに野草の効果を用いることで、
人間が本来もっている自然治癒力を高めること
ができます。
　また、季節ごとの野山の草花を摘んで押し花
にし、保存することで図鑑の写真とは違ったオ
リジナルの標本を作りました。押し花作りに
よって、その土地の自然や四季の移り変わりを
保存することができます。 押し花作り（５月）

ペパーミントの栽培（４月）

レモンバームティーとハーブクッキー

乾燥させたドクダミの葉
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（４）保存食づくりとエコクッキングレシピづくりの教材収集

　甲南大学環境教育野外施設の体験学習
フィールドの畑で無農薬栽培した野菜を使用
し、保存食づくりを行ないました。
　日本では、気候や風土の関係により、冬の
食糧確保や長期の食料保存が困難なため、伝
統的に保存食が作られてきました。そこで私
たちは伝統文化の継承として、保存食の技術
を身に付けたいと考えています。
　また、私たちの身の回りの食品には、保存
料や調整剤など様々な添加物が含まれていま
す。これらの添加物は人体に有害な可能性が
あり、安全性が疑問視されています。そこで、
自分たちの手で育てた野菜を使用し、安全な
食材から無添加の保存食づくりを行ないまし
た。今までは栽培した野菜を収穫時にしか食
べることができなかったのですが、保存食に
することにより、有効に活用できます。
　「季節の保存食」をテーマに、夏には、トマ
トからケチャップとソースを作りました。ま
た、ズッキーニ、キュウリ、ニンジン、ピーマ
ン、タマネギ、ニンニク、トウガラシを酢、塩
などの調味料と合わせ、ミックスピクルスを
作りました。初めて作ったときには保存する
方法に失敗してしまったため、１週間ほどで
カビが生えてしまいました。しかし、ビンに
詰めて加熱し、密閉保存した結果、常温で約
４ヶ月保存することができました。
　そして、秋には収穫したサツマイモを干し
イモにしました。また、大豆をきな粉にし、収
穫祭の時に餅につけて食べました。
　この保存食作りによって、添加物を使わず
に工夫して長期間保存する方法を学ぶことが
できました。そして、このような伝統的な保
存食作りから食べ物の大切さや安全性に対す
る意識を高めることができると考えています。
来年度も継続して行なっていきます。

野菜の皮むき

トマトソース作り

ピクルス（左・右）とトマトソース（中央）

＜保存食づくり＞
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＜エコクッキングレシピ作り＞
　｢エコクッキング（Eco-cooking）｣とは、献
立、買い物、調理、片付け、ゴミ処理など毎日
の食生活全般にわたって「経済的( エコノ
ミー)」かつ「環境に配慮した(エコロジー)」
調理方法のことです。
　エコクッキングでは、調理に使用する水・油
を節約したり、食材を無駄なく利用したりす
ることにより、調理後の排水やゴミをできる
だけ出さないようにします。
　例えば、米のとぎ汁は植木や花に散水し、野
菜や肉などのゆで汁はスープや麺類などの料
理に再び利用します。野菜の皮やヘタなど普
段捨ててしまう部分は、漬物や炒め物に使い
ます。油は、揚げ物で何回か使ったものを炒
め物にも使用し、捨てる時は新聞紙に吸収さ
せ燃えるゴミとして捨てます。また、調理に
使用するエネルギーを節約するために、落し
蓋をするなど、加熱時間を短縮します。そし
て、料理を行なうときには使用する器具の量
を減らし、洗い物を少なくする工夫をします。
　私たちは、皮付きのニンジンと少量の油で
揚げた豚肉を使った酢豚、タマネギの皮をお
湯で煮出したお茶などを作りました。また、ニ
ンジンやジャガイモなどの皮を細切りにした
炒めものや普段は食べないサツマイモのツル
を外の繊維を取り佃煮を作りました。
　材料を無駄なく使いきる工夫をし、節水や
省エネルギーに対しても配慮した調理を心が
けながらエコクッキングを続けることで「食」
環境に対しての意識が高まりました。
　エコクッキングレシピは30種類ほどできあ
がりました。摂津祭ではゼミの展示会場でレ
シピを配布することができ、エコクッキング
に対する知識を広めることにつながりました。
　エコクッキングを行ない、身近なところか
ら環境について考えることによって、身の周
りの環境に対しての配慮や責任感を身につけ
ることができました。

材料を細かくし調理時間を短縮

米のとぎ汁の有効活用

野菜の皮や芯を使ったあんかけ
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　（１）リサイクル活動、花いっぱい運動、ビオトープの
　　　維持・管理
　　　　①リサイクル活動とサポートマニュアル作成
　　　　②省エネルギー活動と調査報告
　　　　③花いっぱい運動と事例報告書
　　　　④ビオトープの維持と管理マニュアル

　（２）ミミズコンポストの維持・管理とモデルプログラム
　　　の試行

　（３）環境啓発シンポジウムの支援とモデル・ネットワーク

プランⅡ：省エネルギー・省資源推進のモデルプログ
　　　　  ラム・教材の作成に向けて
　　　　 ‐学内の循環型コミュニティの創造を通して‐
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＜情報パックによる省エネルギー・省資源の推進＞

　甲南大学生活協同組合が、甲南大学利用者に向けて毎月発行している「情報パック」に、
2001年の９・10月号から甲南大学における環境や環境活動に関する記事を掲載させてもらっ
ています。2004年 12月号で27回記事を掲載し続けてきたことになります。
　2004年度は、今年から導入されたミミズコンポストやカフェ・パンセで使用され始めた
リサイクル容器の「ホっかる」についての記事を書いてきました。新しく行なわれ始めた環
境活動について、できるだけ早く多くの大学利用者に知ってもらいたいと考えています。
　今後は、学内の景観、ゴミの分別、環境啓発シンポジウムなどについての記事の掲載を予
定しています。学内における環境活動を紹介していくことで、１人でも多くの大学利用者の
関心を引きつけ、環境意識が向上していくことを目指しています。

2003年５月号 2003年 11月号

2004年 10月号 2004年 12月号

（１）リサイクル活動、花いっぱい運動、ビオトープの維持・
　　 管理
①リサイクル活動とサポートマニュアル作成
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　2004年10月８日（金）に、財務部管財課に電気・ガス・水道についての省エネルギー・
省資源の取り組みについてインタビュー・調査を行ないました。
　電気についての取り組みとしては、電力・照明関係・空調関係についての対策が行なわれ
ています。電力対策として、学内の電気は契約種類によって電気料金が異なり、安価電力へ
の転換が行なわれています。そして、学内では１時間に2800kWまでの契約電力を使用し、契
約電力のピーク時（７月）には、デマンド制御装置によって自動的に電気をカットする対策
がとられています。また、５号館には、太陽光発電システムが設置され、その電力はカフェ・
パンセの照明の一部に使われています。
　照明関係の対策としては、ホールや廊下の蛍光灯・電球の間引き、照明器具と安定器のイ
ンバータ化などが行なわれています。インバータというのは、半導体によって高周波を発生
させて、蛍光ランプを点灯させる仕組みで、電気料金は約３分の１になり、電球も長持ちす
るなどのメリットがあります。
　空調関係の対策としては、夏期の冷房温度の変更（26℃から27℃へ）、昼休み時の教室の
空調の停止を行なっています。
　次に、ガスについての取り組みとしては、新校舎建設や建て替えの際に、電気空調からガ
ス空調への変更がなされています。ガス空調はヒートポンプ運転による冷暖房に加え、ガス
エンジンの駆動時に出る排熱を有効利用した空調システムです。ガス空調の電気使用量は電
気空調の約10分の１で、燃料の天然ガスは、二酸化炭素排出量が少なく、クリーンなエネ
ルギーです。
　そして、水道についての取り組みとしては、節水弁の設置、自動水栓への変更、小便器の
タンク式からセンサー式への変更など、トイレ器具の節水対策がなされています。
　このような取り組みにより、水道使用量は５年前と比べて４割も減少し、電気・ガス使用
量も昨年度から減少してます。
　そして、今年度から、校舎別メーターが設置されたので、校舎ごとに電気・ガス・水道使
用量が把握できるようになりました。今後は、これらのデータをもとに、校舎ごとに省エネ
ルギー・省資源の対策を立てることができるようになり、さらなる省エネルギー・省資源の
ための活動に取り組むことができると考えています。

＜電気・ガス・水道についての調査活動＞

間引きされた電球（節電対策） 太陽光発電システム（５号館屋上）

②省エネルギー活動と調査報告
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　2004年10月18日(月）に、甲南大学の清掃、守衛を担当している関西明装と神戸エイコー
サービスの方々に学内のゴミの問題、学生のマナーなどについてインタビュー・調査を行な
いました。
　教室内のゴミ箱を撤去し、廊下に４分別のゴミ箱を置くようになってからは、ゴミの回収
箇所が減り、回収作業は行ないやすくなったそうです。しかし、教室のゴミ箱を撤去した
分、教室内の机の上や引き出しの中などにゴミが増えたのも事実だそうです。ゴミの分別に
ついては、家庭生活の中で分別の習慣が身についていることや、分別の意識が向上してきて
いることにより、以前よりも分別できているとのことでした。
　また、甲南大学の2003年度の資源ゴミの処理コストは約47万円、燃えるゴミは約707万
円、燃えないゴミは約333万円かかっており、ゴミを処理するだけで、年間1,000万円以上
の処理コストがかかっているそうです。
　学生のマナーについては、喫煙に関する意見が多く聞かれました。現在、校舎内は全面禁
煙で、校舎外は数ヶ所喫煙エリアを設置しているという状況で、分煙化が進められていま
す。今年度から灰皿数を減らしたためにポイ捨てが増え、吸い殻が目立つようになりまし
た。今後の大学の取り組みとして、学内は全面禁煙に広げようとする案もあります。しか
し、そうすると学校から駅までの道が汚れてしまうかもしれないと危惧されています。これ
に対して、学内に分煙室を設置するという案もあるそうです。
　現在の課題は、校舎内に比べ、外に設置されたゴミ箱の分別があまりできていないことや
タバコのポイ捨てなど、まだまだ多くあります。しかし、紙コップ式自動販売機のデポジッ
ト回収実績は常に80％を上回るというような成果もあり、学生が意識を高めれば改善する
ことができるはずです。
　私たちの今後の活動として、学生たちに学内の省エネルギー・省資源活動についての情報
を広めることなど、学生が大学の取り組みに対して興味を喚起するよう働きかけることが重
要だと考えています。そして、学生の意識の向上により、大学側だけでなく、学生も一緒に
なって活動に取り組み、大学全体として省エネルギー・省資源の活動を推進していくことが
望まれます。

清掃業者、守衛の方々へのインタビュー ゴミ集積所の取材（８号館裏）

＜ゴミ分別や学生のマナーについての調査活動＞
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④ビオトープの維持と管理マニュアル
　ビオトープ（biotope）とは、ギリシア語に由
来し、「生命（bios）＋場所・空間（topos）」の
合成語で「生命生息域」を意味します。
　2004年４月16日（金）に住吉川で捕まえたメ
ダカ50匹、タニシ35匹を、５号館横グラウンド
のビオトープに放流しました。また５月９日
（日）には、ヤゴ10匹、タニシ10匹、沼エビ５
匹を放流し、六甲山系の生態系の復元を試みて
います。このビオトープは、学内に水辺の空間を
創り出し、憩いの場にもなっています。
　また、甲南大学環境教育野外施設にもビオ
トープがあります。ここには野性のメダカも繁
殖しています。ビオトープに藻を移植したとき
に、藻にメダカの卵がついていたようです。広野
の自然に囲まれたビオトープでは、様々な生物
が共生し、１つの生態系を作り上げています。
　今後もビオトープの維持・管理を行ない、環境
保全・創造活動を継続したいと考えています。

　2004年４月21日(水)に、ビオトープ横にある
花壇の多年草の花を、３号館横と10号館裏の花
壇に植え替えました。
　また、10月15日(金)には対馬造園店の協力に
より、キャンパス内の花壇に花を植えました。ビ
オラ、アスター、ナデシコの３種類の花を各100
株、計300株をグラウンドの藤棚横の花壇、ビオ
トープ横の花壇、３号館と５号館の間の花壇の
３ヶ所に植えました。
　花の配置や色合いを考え工夫して、ひとつひ
とつ丁寧に花を植えていきました。ビオトープ
横の花壇では、花をハート型に配置して植えま
した。でき上がった美しい花壇を見ると、達成感
と感動を得ることができました。
　今後もこの活動を通じて、キャンパス内に憩
いの空間を増やし、多くの人に美しい自然を感
じ、自然を大切にする心を持ってほしいと考え
ています。

花植え（10月15日（金））

ハート型に植えた花（ビオトープ横）

ビオトープへのヤゴの放流

広野のビオトープ

③花いっぱい運動と事例報告書
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（２）ミミズコンポストの維持・管理とモデルプログラムの試行
　ミミズコンポストとは、生ゴミなどの有機
ゴミをミミズに餌として与え、消化・減少の
処理をするとともに、ミミズの排泄物を有機
肥料として有効利用するというシステムです。
　このコンポストは、音や臭いがあまり出な
いので近隣に迷惑がかかることはありません。
また、処理の過程でダイオキシンや二酸化炭
素が発生しないので、環境に配慮したリサイ
クルシステムとして注目されています。
　2004年４月１日（木）に生協の協力を得て、
10号館脇に９kgのミミズを入れたコンポスト
（縦85㎝×横125㎝×高さ45㎝）を設置しま
した。そこに毎週月～金曜日にカフェ・パン
セで出た生ゴミを餌としてミミズに与えてい
ます（１日平均１㎏）。
　餌の主な内容は、白飯、野菜の芯、卵の殻、
コーヒーの粉などで、それらを水と混ぜ合わ
せペースト状にしてから与えます。餌を入れ
る場所は、コンポストを５つに区切り、各区
画に順番に餌を入れていき、月～金曜日で１
サイクルします。１週間後に同じ所を掘り返
すと、野菜の芯などの固いものは残っている
こともありますが、その他のものはほぼ分解
されています。
　2005年３月23日（金）の時点で、これまで
計166.1㎏の生ゴミを処理したことになりま
す。気温や湿度によってミミズの数や状態な
どが変化していき、処理の速度に影響します。
また、ミミズコンポストがある程度の湿気を
保つように、水を与えて土を湿らさなければ
なりません。これはミミズに影響することな
ので、その調整が難しいです。　
　このコンポストでできた有機肥料を植物に
与えると、葉が生き生きとしてよく育つこと
から、栄養価の高い肥料ができていることが
分かります。今後もミミズコンポストの維持･
管理を続け、できた肥料を学内の花壇などに
循環活用していきたいと考えています。

ミミズコンポスト

餌を入れる穴掘り

餌作り（生ゴミに水を混ぜる作業）
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（３）環境啓発シンポジウムの支援とモデル･ネットワーク
　2004年 11月 11日（木）に文学部人間科学
科谷口先生の専門科目「環境学基礎論」の中
で、第４回環境啓発シンポジウム「環境創造
活動と環境教育の推進‐省エネルギー・省資
源とともに物を大切にする心‐」が開催され
ました。学生部・財務部・甲南大学生活協同
組合・関西明装・神戸エイコーサービス・対
馬造園店の方々にシンポジストとして参加・
協力していただきました。そして、受講生の
代表グループと私たちも発表を行ないました。
　学生部は「甲南大学生の生活環境について
（マナー･モラル･エチケット）」、財務部は「『省
エネ･省資源（1998年～）』の活動と、『エネル
ギー対策工事』の概要」、生協は「西校舎店で
のゴミ減量化について」、関西明装は「５号館
ゼミ室管理体制の変更により環境改善」、神戸
エイコーサービスは「実験系廃棄物の回収と
量（理工学部の場合）」、対馬造園店は「2004
年度　樹木年間管理作業（マツ管理）」につい
て話をされました。受講生代表の２グループ
は「省エネから見る学生の環境モラル」、「５
号館周辺を歩く－緑のキャンパスを求めて－」
について発表しました。そして、私たちは「環
境創造活動の推進と環境教育のモデルプログ
ラム・教材の作成」というテーマでこれまで
に行なってきた環境活動を報告しました。
　シンポジウムに参加した学生からは、「エレ
ベーターを二階に止めないだけで多額のお金
が浮くことに驚いた」、「環境に対して何も意
識していない自分が情けなかった」などの声
が聞かれました。このシンポジウムは、学生
の環境意識やマナーの向上につながったと考
えています。
　また、甲南大学に関わる学内外の組織の情
報交流の場となり、大学を支える人々の様々
な活動を学生が理解するよい機会となったで
しょう。このネットワークが、よりよい環境
を創造するために必要だと考えています。 受講生からの質問

シンポジスト

会場の様子（10-21教室）
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　（１）環境教育活動の支援活動プログラムのカリキュラム
　　　作成
　　　 ①小学生・中学生・高校生に対する住吉川環境教育の指導
         カリキュラム
　　　 ②自治会と生協との協働によるリサイクル・クリーン活動
         のプログラム作成
　

　（２）国営明石海峡公園神戸地区（あいな里山公園）にお
　　　ける環境ボランティア活動と里山モデルプログラム
　　　の作成
　　　

　（３）淡路島モンキーセンターへの無農薬のサツマイモの
　　　奇贈とサポートプログラム
　　

プランⅢ：環境ボランティア活動をふまえたモデルプ
　　　　 ログラム・教材の作成に向けて
         ‐学社連携を通して‐
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　2004年５月９日（日）に甲南小学生、甲南女
子中高生、甲南中高生と合同で、住吉川における
環境学習が行なわれました。その中で私たちは
環境教育カウンセラーとして一緒に活動しまし
た。小・中・高・大学生の縦割りの異年齢で構成
された「水質調査班」、「ゴミ調べ班」、「生き物調
べ班」、「住吉川の自然を詠む・描く班」の４班に
分かれて活動しました。
　｢水質調査班」は、住吉川の上流から下流まで
の数ヶ所をPACテストで調査しました。その後、
教室に戻りそれぞれの調査結果を発表し、まと
めました。それの結果、上流よりも下流の方が汚
れていることがわかりました。
　｢ゴミ調べ班」は、川に入りゴミ拾いを行ない
ました。集めたゴミを持ち帰り、ブルーシートの
上に広げて分別すると、お菓子の袋やマヨネー
ズの容器など多くの家庭ゴミがありました。こ
れらのゴミはビニール製で半永久的に分解され
ません。個人の小さなポイ捨てが、大きな環境汚
染につながることを改めて実感しました。
　「生き物調べ班」は、住吉川に生息する生き物
を採集しました。教室に戻り、捕まえた生き物を
図鑑で調べ、みんなでまとめました。
　「住吉川の自然を詠む・描く班」は、住吉川を
歩き、思い思いの風景をスケッチし、詩を詠みま
した。教室に戻ってからスケッチに色づけし、作
品を完成させました。この日は雨が降っていま
したが、生徒たちは雨の日ならではの住吉川を
感じ取り表現していました。
　この環境学習は、生徒たちにとって身近であ
る自然や生き物に直接触れることができます。
この学習を通じて、自然や生き物を大切にする
心を育てることができるでしょう。また、生徒た
ちにとって、このような異年齢集団での活動は、
多くの人と触れ合い、話し合うことの重要性を
認識するきっかけになると考えています。

生き物の採集（生き物調べ班）

作品集（自然を詠む･描く班）

ゴミ集め（ゴミ調べ班）

（１）環境教育活動の支援活動プログラムのカリキュラム作成
①小学生・中学生・高校生に対する住吉川環境教育の指導カり　
　キュラム

PACテスト（水質調査班）
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　2001年度から甲南大学大学祭「摂津祭」に
おいて、甲南大学生協、大学祭模擬店実施委
員会、自治会中央委員会と協力してリサイク
ル活動を行なってきました。
　摂津祭に出店するすべての模擬店は、リサ
イクル容器（P&P容器）を使用します。容器は、
丼型（大・小）、トレー型(大・中・小)の５種
類があります。この容器は、使用済み容器の
内側のフィルムをはがして回収することで、
リサイクルできます。
　20 0 2 年度のリサイクル容器の回収率は、
35.55％で、2003年度は約２倍の69.78％に上
がりました。さらに、2004年度は90.2％まで
上げることができました。
　私たちは、９月から生協、模擬店実施委員
会、自治会中央委員会と協力し、リサイクル
会議を行なってきました。昨年度の問題点は、
リサイクル場所がわかりにくかったこと、誰
かがリサイクルボックスの中に汚れた容器を
入れたことでリサイクルできなくなった容器
がでたことなどでした。そのため、今年度は
リサイクル場所がわかりやすいように大型の
リサイクルステーションを２ヶ所（図書館前・
10号館前）と昨年同様の回収ボックスを２ヶ
所設置しました。そして、リサイクルステー
ションではスタッフがリサイクルの呼びかけ
を行ない、フィルムのはがし方や分別につい
て説明したことが、回収率の向上につながっ
たと考えています。また、毎年継続して摂津
祭においてリサイクル活動を行なっているこ
とにより、学生の環境意識が向上したことも
理由としてあげられるでしょう。
　そして、このリサイクル活動を通じて来場
された人々にもリサイクルの大切さを知って
もらい、広めることができたでしょう。

＜摂津祭におけるリサイクル活動＞

容器の回収・分別作業

容器のフィルムをはがす学生

リサイクルステーション(図書館前)

②自治会と生協との協働によるリサイクル・クリーン活動のプロ
　グラム作成
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（２）国営明石海峡公園神戸地区（あいな里山公園）における

　　 環境ボランティア活動と里山モデルプログラムの作成
　国営明石海峡公園神戸地区（あいな里山公園）
は、神戸市北区の都心から近いところにあり、約
240haの広大な広さを持っています。現在、あい
な里山公園は2008年の開園を目処に基盤工事が
行なわれています。そして、あいな里山公園を利
用して種々の直営事業や市民参加型の活動など
が展開されています。
　2004年４月24日(土)に、あいな里山公園にお
いて見学・学習会が行なわれ、参加しました。そ
こで不耕起農業の予定地や自然の様子などを観
察・記録しました。
　また、12月12日（日）にはあいな里山公園に
おいて第13回日本環境教育学会関西支部研究大
会のエクスカージョンが行なわれ、参加しまし
た。国営明石海峡公園事務所の松本勝正所長に
あいな里山公園を案内していただきました。そ
の他にも、あいな里山公園において活動してい
る茅ぶき職人の方々に話をきいたり、炭焼き活
動を見学したりすることなどができました。
　これらの活動を通じて、実際に里山というも
のがどのようなものであるか、そしてそこで現
在どのような活動が行なわれているかを知るこ
とができました。あいな里山公園は、豊かな自然
や生態系を持つ広大な土地であること、甲南大
学環境教育野外施設（広野）とはまた少し異なる
風土や地形を持っていました。これからの課題
として、あいな里山公園を利用してどのような
環境教育活動を行なうことができるか考え、そ
れを実行に移していきたいと考えています。

あいな里山公園の見学

炭焼きの様子

　2003年度に引き続き、淡路島モンキーセンターへのサツマイモの寄贈を予定していまし
たが、本年度は気候があまりよくなかったためサツマイモの収穫量が少なかったことやスケ
ジュールの関係から寄贈を行なうことができませんでした。来年度は、寄贈を行ないたいと
考えています。

（３）淡路島モンキーセンターへの無農薬のサツマイモの

     寄贈とサポートプログラム

あいな里山公園の自然
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　（１）日本・タイ学生フォーラムの開催によるパートナー
      シップ・モデルの作成
　
　（２）国際学生交流によるネットワーク・モデルの作成

　（３）阪神地区大学・学校の環境ネットワークづくりの教材

　（４）タイ研修旅行
　
　

プランⅣ：学生会議によるネットワーク化のモデルプ
　　　　 ログラム・教材の作成に向けて
　　　   ‐学内外のパートナーシップを通して‐
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　2004年5月19日（水）に甲南大学において、
「地球環境と世界市民」国際協会第７回大会で
ある日本・タイ国際会議「環境教育を通じた
日本・タイの大学連携‐カリキュラム，フィー
ルドワーク，人材交流等をめぐって‐」が開
催されました。
　これまでの経緯として、1996年に開催され
た国際シンポジウム「環境倫理と環境教育‐人
と自然の共生をめざして‐」ではラジャバト・
プラナコーン大学からLaddawan Kanhasuwan先
生をお招きしました。1998年には、国際シン
ポジウム「環境倫理と環境教育‐科学技術と
人間性をめぐって‐」が開催され、Siriwat
Soondarotok先生をお招きしました。さらに
2000年には、日本･タイ国際会議「環境倫理と
環境教育」がラジャバト・プラナコーン大学
で開催され、その中で国際学生会議を行ない、
意見交流することができました。
　今回の会議には、タイでも有数の教員養成
系大学として知られるプラナコーン大学環境
教育センターより先生４名と大学院生１名を
お招きしました。この会議は、環境教育活動
のカリキュラム、フィールドワークのモデル
事例の共有化、今日重要とされているソフト
面の人材交流等の視点からアプローチした大
学連携をはかることを目的に行なわれました。
　招待講演においては、Siriwat先生より「ラ
ジャバト・プラナコーン大学・環境センター
における取り組み‐オーストラリアとのパー
トナーシップの事例より‐」というテーマで
環境教育センターで行なわれている環境教育
のカリキュラム、フィールドワークをご紹介
いただくとともに、環境教育センターを中心
として行なわれているオーストラリアとの人
材交流と人材育成の事例についてご講演して
いただきました。

Siriwat先生（招待講演）

シンポジウム会場の様子

パネル・ディスカッション

（１）日本・タイ学生フォーラムの開催によるパートナー
     シップ・モデルの作成
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　日本・タイ国際会議の中で、サテライト･シ
ンポジウムとして日本・タイ学生フォーラム
「大学生による環境教育活動とその展開‐循環
型コミュニティの創造とパートナーシップの
構築をめざして‐」を行なうことができまし
た。プラナコーン大学の大学院生である
Artorn Thongprasong氏と谷口ゼミの大学院生
がお互いの環境教育活動について報告しあい、
情報交換を行ないました。
　タイの大学院生は、「プラナコーン大学にお
ける環境教育活動の報告とその成果」という
テーマで、タイの交通問題による大気汚染に
ついての調査結果を報告しました。そして、大
気汚染の解決に向けて、タイの大学生に対し
て行なっている環境教育活動について報告し
ました。環境教育を通じて、人々が大気汚染
を防ぐために知識・理解・態度・気付きを身
につけることが必要と述べていました。
　谷口ゼミの大学院生は、「甲南大学における
環境教育実践報告と今後の展望」というテー
マで発表を行ないました。甲南大学環境教育
野外活動施設において2001年度から行なって
いる無農薬農業を通じた環境教育の実践につ
いて報告しました。また、2001年度から行なっ
ている住吉川環境学習における環境教育活動
や2002年度から継続的に開催している甲南大
学における環境啓発シンポジウムについて報
告しました。
　この会議を通じて、タイの現状や問題につ
いて知ることができ、国際的な理解を深める
とともに視野を広げることができました。ま
た、環境問題の深刻さや国際的なパートナー
シップを組むことの重要性を改めて実感しま
した。今後もこのような国際的な交流を続け、
環境教育活動についての情報交換を行なうこ
とで、「Think globally, Act locally（グロー
バルに考え、ローカルに活動する）」を実践し
ていきたいと考えています。 日本・タイ国際会議要旨集

日本・タイ学生フォーラム会場の様子

学生フォーラム発表者

＜日本・タイ学生フォーラムの開催＞
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　2004年７月18日（日）、19日（月）に淡路
島モンキーセンターを訪問しました。同セン
ターは、1967年に元センター長である中橋実
さんが設立されました。
　今回は、カナダのカルガリー大学の大学院
生で、奇形ザルの研究を専門としているSarah
Turnerさんに指導していただき、サルの個体
数調査・個体識別調査・奇形ザルの共同調査
を行ないました。
　１日目の夕方と２日目の昼の餌やりの時に
サルの個体数を調べました。数を数えやすく
するために餌場を３ヶ所にわけて、個体数を
調査しました。調査の結果、同センターには、
およそ160匹のサルが山から来ていることが
わかりました。
　そして、２日目の午前中にSarahさんの指
導のもと、個体識別調査を行ないました。こ
れはサルを１匹ずつ識別するための調査で、
用意された個体識別調査用紙を使って行ない
ました。私たちの目から見れば、サルは似た
ような顔つきで、識別は難しかったですが、顔
にホクロや傷などがあるサルは特徴が掴みや
すく識別しやすかったです。
　同センターでは、毎年奇形ザルが産まれて
います。1971年は奇形ザルが最も多く産まれ
た年で、14匹中12匹に奇形が見られ、四肢が
完全に欠損したサルもいました。毎年新生児
の約17％に四肢奇形が見られるそうです。今
年は３頭の奇形ザルが生まれました。
　奇形ザルが生まれる原因として、餌に含ま
れていた残留農薬の影響が推測されています。
与えていたのは、主に輸入された大豆やアッ
ペン麦、果物で、その中に含まれていた有機
塩素系農薬が影響していると考えられていま
す。また、同センターには、大気汚染の影響
と推測される、花粉症のサルもいます。 個体数調査

Sarahさんによる個体識別調査の指導

個体識別調査

＜淡路島モンキーセンターにおける奇形ザルの共同調査①＞
（２）国際学生交流によるネットワーク・モデルの作成
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　訪問中、元センター長の中橋さんのお話を
聞くことができました。奇形や花粉症といっ
た症状は、自然の状態では起こり得ない症状
であり、このようなサル社会で起こっている
ことが人間社会に及ばないとは限らないと話
されていました。中橋さんは、現在も環境保
護の重要性を訴え続けています。
　一般に、野生動物の群れは階層社会を形成
します。サルの群れも基本的には階層社会な
のですが、同センターのサル社会は比較的親
和性が高く、階層も曖昧であるとのことでし
た。序列の差が少ない方が、みんなが餌を食
べることができるようです。また、実際にサ
ルたちを観察していても、ボスに近寄ったサ
ルに対してボスが怒るというような光景を見
ることはありませんでした。
　そして、群れの仲間同士で助け合うことも
多いようです。例えば、母ザルが難産のため
に亡くなった場合は、他のメスザルが子育て
をします。奇形のため餌場までの歩行が困難
なサルに、仲間が歩調を合わせて一緒にやっ
てくるといったこともありました。
　このように、同センターのサル社会は、群
れ全体で助け合う福祉社会といえるでしょう。
今回の調査を通して、私たちが日頃忘れがち
な、他人を思いやることの大切さをサルたち
に教えられたような気がしました。
　私たちは、この淡路島モンキーセンターへ
の訪問により、改めて環境汚染の恐ろしさ、人
間の身勝手さを感じました。人間のエゴイズ
ムが生み出した環境汚染は、深刻さを増して
います。サルたちは、身を挺して環境汚染へ
の警告を鳴らしています。私たち人間はこの
事実を真剣に受け止め、自分たちの社会を見
直し、自分たちに何ができるのか、何をすべ
きなのかを考え、人間中心主義から生態系中
心主義へ価値観の転換を行なう必要があるの
ではないでしょうか。

手足に奇形を持った新生児

中橋さん（元センター長）のお話

グルーミングをするサル

＜淡路島モンキーセンターにおける奇形ザルの共同調査②＞
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（４）タイ研修旅行〈2005年３月10日（木）～３月20日（日）〉①
　2005年３月10日（木）から20日（日）の11
日間、谷口先生の引率のもと、タイへ研修旅行を
行ないました（研究生、大学院生、学部生が参
加）。この研修旅行はタイのラジャバト･プラナ
コーン大学環境教育センターの S i r i w a t
Soondarotok先生とChinatat Nagashinha先生の
ご協力によって行なうことができました。
　今回の研修旅行の目的は、プラナコーン大学
大学院の講義への参加や、国立公園におけるエ
コ・ツアー、テレビ会議システムの設置、タイの
伝統文化の学習などでした。
　12日（土）には、プラナコーン大学の客員教
授でオーストラリアのシドニー工科大学クーリ
ンガイ校のJoan Webb先生と、谷口先生の大学院
の講義に、タイの大学院生と一緒に参加しまし
た。Webb先生の講義はワークショップ形式で行
なわれ、内容は、環境・社会・経済問題をシステ
ム的に関連付けて考える「Linked Thinking」、野
外授業の方法を学び実際にそのプランを考える
「Outdoor Learning」、エコツーリズムの問題点に
ついて話し合いを行なう「Ecotourism」、歴史的
に重要な土地や建築物について考える「The His-
toric Environment」などでした。谷口先生の講
義は、甲南大学における環境教育についてや、カ
ナダにおけるフィールドワーク、箱庭の世界を
通じた心の環境についてなどでした。また、実際
に箱庭実習も行なわれました。
　13日（日）にはチェンマイに移動し、チェン
マイの伝統文化である彫り物の市場（Carving
Village）と織物工場(Cotton Factory)を見学し
ました。織物工場では綿花から糸をつむぎ、染色
して機織をする工程を順を追って見学でき、伝
統的な手作業の技術を学ぶことができました。

Joan Webb先生の講義

（３）阪神地区大学･学校の環境ネットワークづくりの教材
　阪神地区の大学･学校との学生会議を計画していましたが、今年度は行なうことができま
せんでした。しかし、タイへ研修旅行を行ない、タイの大学院の講義への参加や国立公園に
おけるエコ･ツアー、テレビ会議システムの設置など、様々な活動をすることができました。

機織の様子（「Pa Da Foundation」）

彫り物の実演（「Ban Tawai」）
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　14日（月）には、チェンマイの国立公園「Doi
Inthanon National Park」のネイチャートレイ
ル「Doi Angka Natute Trail 」と「Guin Mae Pan
Nature Trail」を訪れました。
　ネイチャートレイルでは、太陽の光を得るた
めに大木の上部に蘭が着生している様子や倒れ
た大木が朽ち果て、そこに新たな生態系が生ま
れ、自然の循環が行なわれている様子などを観
察することができました。また、木の幹に生えて
いるコケ植物の上にシダ植物が生長している様
子も観察することができました。このように
様々な生物が共生している様子を観察すること
ができ、生態系の多様性を感じました。
　また、ネイチャートレイルの通路は、その森の
木を使用して足場を作ることでその森に適した
ものにする工夫や、通路に柵を作り森への人の
侵入を防いでいる工夫など、多くの点で生態系
を乱さない工夫がされていました。ネイチャー
トレイルの管理の視点からも多くの事を学ぶこ
とができました。
　また、国王が出資し運営している農業研究所
のInthanon Royal Research Stationでは、水
生栽培やココナッツプラントの様子、農業技術
の開発実験や農業方法を指導している様子など
を見学しました。
　17日（木）には、11日（金）に設置し試行を
行なったテレビ会議システムを利用してタイと
日本におけるテレビ会議を行ないました。テレ
ビ会議システムとは、ネット回線を利用して映
像と音声をやりとりするもので、遠隔地でも顔
を見ながら会議や授業ができるものです。今回
はラジャバト･プラナコーン大学と日本の３地点
（谷口研究室・824教室・情報教育センター）の
４地点を同時につなぐことに成功しました。
　この他にも、傘工場の見学やココナッツの樹
液を砂糖にしているパームファクトリーの見学、
海水を引いて塩を作っている伝統的な方法の塩
田の見学などを行い、タイにおける伝統的手工
業を学び、記録することができました。

（４）タイ研修旅行②

ネイチャートレイル
（「Doi Angka Natute Trail 」）

テレビ会議（プラナコーン大学側）

塩田における収穫作業

マングローブ林のネイチャートレイル
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　　（１）環境教育プログラムに関する情報収集
　
　　（２）情報のデータベース化

　　（３）情報の発信

プランⅤ：環境教育のモデルプログラム・教材の試案
         ‐プランⅠ～Ⅳをふまえて‐
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（１）環境教育プログラムに関する情報収集

（２）情報のデータベース化

（３）情報の発信

＜もち米づくりのモデルプログラム＞
　米づくりも野菜づくりと同様に５年経過し、小・中・高校生に対してもち米づくりを通じ
た環境教育活動を行なってきました。もみ撒きから始まり、田ごしらえ、田植え、稲刈り、
脱穀、餅つきと伝統的な農法で行なってきました。それらの経験と記録を生かして、具体的
な作業内容とその準備や手順などをモデルプログラムにあげました。
　また、夏野菜作りと同様に、これまでの記録から米づくりを通じた環境教育活動のビデオ
教材を作成し、利用しています。
　

＜無農薬野菜づくりのモデルプログラム＞
　甲南大学環境教育野外施設（広野）の体験学習フィールドの畑において無農薬有機農法で
野菜を育て、2004年度で５年経過しました。また、小・中・高校生に対して夏野菜づくり
を通した環境教育活動も展開してきました。その５年間の経験と記録を生かして、モデルプ
ログラムを作成しようと考えました。
　モデルプログラムでは、１年間のスケジュールとその時期に即した作業内容や野菜の植え
方や手入れの方法などをあげています。そして、学校教育において野菜づくりを通じた環境
教育を実践する際に当たって必要となる事前準備や実践内容などについてあげています。
　また、これまで実践した野菜づくりを通じた環境教育活動の様子をビデオで記録し、それ
を編集してビデオ教材を作成しました。そのビデオ教材は、谷口先生の授業などで使用して
います。

＜自給自足生活の体験学習のモデルプログラム＞
　2003年度、2004年度と循環型コミュニティの原型の体験として自給自足生活の体験学習
を行ない、実施経験と記録を得ることができ、情報収集を行なうことができました。モデル
プログラムの目的としては、質素で無駄のない生活の体験、自然のリズムの獲得、協働作業
を含めたコミュニケーションの勉強、自分と向き合うことによる新しい発見に焦点を当てて
います。そしてその具体的内容としては、小屋の作成、炊事と火おこし、水の節約、自然に
即した生活様式や自然を活用した生活の工夫についてあげています。
　将来的には、教材の利用者が求めるそれぞれの段階に対応できるモデルプログラムを作成
したいと考えています。例えば、小学生から大人まで、実践者の目的に応じて内容やプログ
ラムを選択し実践することができるものを目指したいです。そのためには、これからも自給
自足生活の体験学習を発展させ、様々なパターンやより高度な技術・知識・実践経験を得る
必要があると考えます。
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＜環境啓発活動‐省エネルギー･省資源推進‐の実践事例･資料集＞
　2002年度から継続的に４回の環境啓発シンポジウムが開催されてきました。このシンポ
ジウムは、学生部、財務部、甲南大学生活生協組合、清掃・守衛業者の関西明装と神戸エイ
コーサービス、植物等の管理業者の対馬造園店の方々に協力していただいています。
　これまでシンポジウムの要旨集を作成してきましたが、第１回から第４回までの要旨集を
見ると、普段の学生生活だけでは知ることができない様々な省エネルギー･省資源活動やゴ
ミの処理対策、学生のマナーの現状などについて知ることができるだけでなく、各部署の環
境活動の変遷を見て取ることができます。
　このように省エネルギー・省資源推進に向けた学内の横の連携による環境啓発シンポジウ
ムを実践事例・資料集としてまとめていきます。現在は、その作業中です。

＜ミミズコンポストの維持・管理の実践事例・モデルプログラム＞
　甲南大学生協の協力を得て2004年度４月にミミズコンポストを導入し、維持・管理して
きました。この１年間ミミズコンポストの観察・記録を行なってきて、生ゴミの与え方や種
類、生ゴミの消化期間や状態、コンポストの状態などの情報を得ることができましたが、今
年度だけでは情報がまだ不足してるので、これからも継続的に観察・記録を行ないます。
　現在は、今年度の情報をまとめ、データベース化しました。将来的には、ミミズコンポス
トの維持・管理方法、生ゴミのリサイクルやその活用の方法など、実践事例・モデルプログ
ラムとしてまとめます。循環型コミュニティの創造に向けて、種々の学校施設等で利用でき
るものにしたいと考えています。

＜エコクッキング・保存食レシピ集＞
　これまでエコクッキングや保存食づくりを行なてきました。基本的な知識を学び、調理を
行なうことによって、材料に無駄のない調理方法や節水の仕方などを実践・工夫することが
できました。現在、30種類ほどのレシピができました。そして、エコポイントとレシピを
合わせてレシピ集として作成しています。
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４．今後に向けて
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＜今後に向けて＞

　ISO14000シリーズとは、国際標準化機構（ISO）が定める『環境マネジメントシステ
ム規格』です。環境マネジメントシステムとは、組織が自らの環境方針や目的を定め、
その実現のための計画（Plan）を立て、それを実行（Do）し、その結果を検討（Check）
し、さらに次のステップを目指した見直し（Action）を行なうというPDCAサイクルのこ
とです。それによって、環境マネジメントシステムを継続的に向上させ、環境に与える
有害な負荷を減少させることをねらいとしたものです。そのISO14000シリーズの取得に
向けて基盤作りを行ないたいと考えています。

・ISO14000シリーズの取得の基盤作り

・甲南大学や甲南大学環境教育野外施設（広野）における活動の継続・発展

　甲南大学における循環型コミュニティの創造へ向けて、リサイクル活動、ミミズコン
ポストやビオトープの維持・管理、花いっぱい運動、環境啓発活動など様々な環境活動
を継続し発展させていきたいと考えています。また、甲南大学環境教育野外施設（広野）
におけるパーマカルチュアを継続・発展させるとともに、それを活用した環境教育活動
や循環型コミュニティの原型の体験としての自給自足生活の体験学習を発展させたいと
考えています。

・テレビ会議システムによるネットワークづくり

　学内におけるネットワークだけでなく、学外におけるネットワークの構築に向けて、
テレビ会議システムを導入し、宮城教育大学、愛知学院大学、広島修道大学などとの連
携を図りたいと考えています。その他にも、既にテレビ会議システムがつながっている
タイのラジャバト・プラナコーン大学に加え、カナダのビィクトリア大学や中国の北京
大学といった海外の大学とも連携を図り、国際的なネットワークも構築したいと考えて
います。

・環境啓発シンポジウムの継続的な開催

　来年度も環境啓発シンポジウムの開催に向けて、支援活動を行なっていきたいと考え
ています。より多くの学生や大学利用者に参加を呼びかけるなど、参加者の環境意識の
向上を目指したいと考えています。
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５．成果資料
＜モデルプログラム＞
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2004年度
「甲南21クリエイティブ・プラン」

ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄ･ｱｸｼｮﾝ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ報告書

　環境創造活動の推進と環境教育の
　　　　　　モデルプログラム・教材の作成

甲南大学文学部人間科学科　谷口ゼミナール

‐伝統文化の継承、省エネルギー･省資源の推進、
　環境ボランティア、ネットワーク化の環境活動から‐
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　プランⅠ：伝統文化の継承についてのモデルプログラム･教材の作成に向けて
　　　　　 ‐自給自足生活の体験学習を発展させて‐

　　　（１）自給自足生活の体験学習の教材収集

　　　（２）無農薬野菜づくりと五穀の栽培による伝統食文化の教材づくり
　　　　　①無農薬野菜づくり
　　　　　②五穀の栽培

　　　（３）ハーブの栽培と野草摘みについての教材収集

　　　（４）保存食づくりとエコクッキングレシピづくりの教材収集

　プランⅡ：省エネルギー･省資源推進のモデルプログラム･教材の作成に向けて
　　　　　 ‐学内の循環型コミュニティの創造を通して‐

　　　（１）リサイクル活動、花いっぱい運動、ビオトープの維持・管理
　　　　　①リサイクル活動とサポートマニュアル作成
　　　　　②省エネルギー活動と調査報告
　　　　　③花いっぱい運動と事例報告書
　　　　　④ビオトープの維持と管理マニュアル

　　　（２）ミミズコンポストの維持・管理とモデルプログラムの試行
　
　　　（３）環境啓発シンポジウムの支援とモデル・ネットワーク
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　プランⅢ：環境ボランティア活動をふまえたモデルプログラム･教材の
　　　　 　作成に向けて　‐学社連携を通して‐

　　　（１）環境教育活動の支援活動プログラムのカリキュラム作成
　　　　　①小学生・中学生・高校生に対する住吉川環境教育の指導カリキュラム
　　　　　②自治会と生協との協働によるリサイクル・クリーン活動のプログラム作成

　　　（２）国営明石海峡公園神戸地区（あいな里山公園）における環境ボラン
　　　　　 ティア活動と里山モデルプログラムの作成

　　　（３）淡路島モンキーセンターへの無農薬のサツマイモの寄贈とサポート
　　　　　プログラム

　プランⅣ：学生会議によるネットワーク化のモデルプログラム･教材の
　　　　　 作成に向けて　‐学内外のパートナーシップを通して‐

　　　（１）日本・タイ学生フォーラムの開催によるパートナーシップ・モデル
　　　　　 の作成

　　　（２）国際学生交流によるネットワーク・モデルの作成

　　　（３）阪神地区大学・学校の環境ネットワークづくりの教材

　　　（４）タイ研修旅行

　プランⅤ：環境教育のモデルプログラム・教材の試案　
　　　　　 ‐プランⅠ～Ⅳをふまえて‐

　　　（１）環境教育プログラムに関する情報収集
　
　　　（２）情報のデータベース化
　
　　　（３）情報の発信

４．今後に向けて

５．成果資料＜モデルプログラム＞
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