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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 43 43 43 43 4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 93 93 93 93 9

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 14 14 14 14 1
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 24 24 24 24 2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 34 34 34 34 3
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                                                                                     １１１１１ ..... はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに



（（（（（１１１１１）））））甲南大学谷口研究室の活動背景甲南大学谷口研究室の活動背景甲南大学谷口研究室の活動背景甲南大学谷口研究室の活動背景甲南大学谷口研究室の活動背景

利な生活を追及してきました。このような考え方が、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るでしょう。環境開
発を見直し、破壊してしまった環境の復元を行ない未来に向けて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・心の環境の視点から研究室活動を行なっています。そのため、淡路島の奇形ザル

　

　高度経済成長期以降、小豆島（1986）、臥牛山（1991）、宮島（1991）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。
奇形は特にサルの手足に見られ（四肢奇形）、ミラーフット、合指、屈指、短指、欠
指、単指、裂手・裂足などがあります。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。　

（（（（（３３３３３）））））社会環境の汚染社会環境の汚染社会環境の汚染社会環境の汚染社会環境の汚染
　　　　　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、水俣病の発生が推測されています。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です。　

（（（（（４４４４４）））））心の環境の汚染心の環境の汚染心の環境の汚染心の環境の汚染心の環境の汚染

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。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。

　
　

　
　

　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

（自然）、水俣病（社会）、心の問題を研究課題としています。

（（（（（２２２２２）））））自然環境の汚染自然環境の汚染自然環境の汚染自然環境の汚染自然環境の汚染

　　　　　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



　

（（（（（５５５５５）））））環境教育と心の教育環境教育と心の教育環境教育と心の教育環境教育と心の教育環境教育と心の教育
     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るのです。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。



（（（（（６６６６６）））））ゼミ活動の概要ゼミ活動の概要ゼミ活動の概要ゼミ活動の概要ゼミ活動の概要
　2000年～2005年度の谷口ゼミの主な活動の概
要を紹介いたします。
2000年２月に、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の参加をしました。５月に
は、甲南大学環境教育野外施設の体験学習フィー
ルドを開墾して畑ができ、無農薬による農業を始
めました。このことにより、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、無農
薬農業を通じた体験学習が始まりました。８月に
は、プラナコーン＝ラジャバト王立大学において
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
を行ないました。
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。今年度も４回目の優秀賞をいただくこ
とができました。
　これまでの活動を通じて、環境に対する関心、
知識、技能、参加、評価能力を身につけることが
必要だと感じるようになりました。そこで2005年
度はこれまで行なってきた環境教育活動や環境創
造活動の継続・発展と新たな目標であるISO14001
認証取得を目指した学内の環境整備を行ないたい
と考えています。

谷口研究室　集合写真谷口研究室　集合写真谷口研究室　集合写真谷口研究室　集合写真谷口研究室　集合写真
甲南甲南甲南甲南甲南 2 12 12 12 12 1 クリエイティヴクリエイティヴクリエイティヴクリエイティヴクリエイティヴ・・・・・プランプランプランプランプラン

表彰状表彰状表彰状表彰状表彰状（（（（（2 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 5 年度）年度）年度）年度）年度）

甲南大学内に咲く花甲南大学内に咲く花甲南大学内に咲く花甲南大学内に咲く花甲南大学内に咲く花

環境教育野外施設で実った稲環境教育野外施設で実った稲環境教育野外施設で実った稲環境教育野外施設で実った稲環境教育野外施設で実った稲

花の蜜を吸う蝶花の蜜を吸う蝶花の蜜を吸う蝶花の蜜を吸う蝶花の蜜を吸う蝶



　２．　２．　２．　２．　２．20052005200520052005 年度スチューデント年度スチューデント年度スチューデント年度スチューデント年度スチューデント・・・・・

                                   　　　　　アクション　　　　　アクション　　　　　アクション　　　　　アクション　　　　　アクション・・・・・プロジェクト企画内容プロジェクト企画内容プロジェクト企画内容プロジェクト企画内容プロジェクト企画内容



　
　今日、地球温暖化、酸性雨、農薬汚染、廃棄物処理などの環境問題が緊迫してい
ます。このまま環境問題を放置しておけば、すべての生命の存在を危うくする可能
性があり、その解決に向けて環境意識を向上していく必要があると考えています。
そこで、私たち谷口ゼミは2001年度から「甲南大学における循環型コミュニティの
創造」をテーマに、キャンパスにおいてはゴミの分別やリサイクルの活動を、甲南
大学環境教育野外施設（広野）においては、自給自足生活の体験学習や米・野菜作
りなどの活動を展開してきました。また、昨年度は、これまでの活動で得た情報を
まとめたモデルプログラム・教材の作成を中心として、環境創造活動を行なってき
ました。私たちは、昨年度のモデルプログラム・教材の作成を一つの区切りとし、
今年度はこれまでの成果を積極的に学内外において活かす時期にきたと考えていま
す。そこで、まず学内においてはISO14001（以下ISO）というキーワードを新たに
加えて活動を行ないます。今年度は、ISO取得の準備段階として学内の環境整備を
行ないます。次に、学外においては、昨年度作成したモデルプログラム・教材を基
盤とした環境ボランティア活動などを行ないます。
　したがって今年度は、「ISO取得可能なキャンパスの創造－学内連携を通じて－」、
「環境ボランティア活動－甲南三法人・県立尼崎北高等学校との連携および『あい
な里山村』再生ボランティア－」、「環境創造活動の推進－2004年度までの活動を継
続・発展させて－」、「国際ネットワーク化の推進－グローバルな視点からの環境意
識の向上－」という四つのプランを柱とし、活動していこうと考えています。
　プランⅠでは、ISO認証取得のための基盤作りを行ない、専門組織設立への協力
や、学生・教職員の環境意識を高める啓発活動、キャンパスを作りを目標とする。
　プランⅡでは、甲南小学校への環境教育キャンプの協力や、県立尼崎北高等学校
の「環境類型」への援助など環境ボランティア活動を行ないます。児童・生徒に対
するサポート・指導を通じて、私たち自身が、多くの人に技術を伝えるための知恵
を得ることができると考えます。また、児童・生徒と共に活動することで、人間関
係における新しい視野の獲得を目標とします。プランⅢでは、伝統的農法による
米・野菜作り、自給自足生活の体験学習、ミミズコンポストの活用による生態系
（エコシステム）の観察を行ないます。また、エコクッキングのレシピを作成し、
公表します。それにより、学内外の人々の環境意識を向上する機会を提供したいと
考えています。プランⅣでは、テレビ会議システムなどによる学生国際交流、国外
への調査・研修など、国際的な活動を大学院生・研究生が中心で行ないます。この
活動を通じて「世界に通じる」（平生精神）、国際レベルの環境についての視点を身
につけます。
　以上の活動により、甲南大学に関わる人々が、キャンパス・自然・甲南大学環境
教育野外施設（広野）・国際というそれぞれの枠組みを通じて環境意識を向上し、
循環型コミュニティのさらなる創造を実現していくことを目的とします。



（（（（（１１１１１）））））省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー・・・・・省資源省資源省資源省資源省資源「「「「「実実実実実行行行行行委委委委委員員員員員会会会会会」」」」」への参加への参加への参加への参加への参加
　甲南大学内に、省エネルギー・省資源「推進委員会」という組織があります。この
委員会は財務部管財課や学生部、教務部などで構成され1998年に発足したものです。
さらに、この「推進委員会」を母体とした小委員会の省エネルギー・省資源「実行委
員会」という組織があります。この「実行委員会」は「推進委員会」の構成員だけで
なく、甲南大学生活協同組合や、学生が委員として参加することができるものです。
2001年に第１回の「実行委員会」が行なわれ、ゴミの分別についての現状および役割
分担が議論されました。今年度中にこの「実行委員会」に参加したいと考えている。
それにより、今まで環境問題に取り組んできた大学内の組織と学生のより大きなネッ
トワークを作ることができると考えています。財務部管財課が行なっている省エネル
ギー活動のデータの提供により、学内における環境活動の現状の把握はじめとしする
情報の共有化を目指します。さらに、「実行委員会」への参加により、学生の立場から
学内の環境に関する状況や動向についての情報を「実行委員会」に提供することが可
能となると考えています。また、「実行委員会」の一員という立場から学生・教職員へ
情報を発信することも可能となります。

プランプランプランプランプランⅠⅠⅠⅠⅠ:ISO:ISO:ISO:ISO:ISO 取得可能なキャンパスの創造　取得可能なキャンパスの創造　取得可能なキャンパスの創造　取得可能なキャンパスの創造　取得可能なキャンパスの創造　
          ―学内連携を通じて――学内連携を通じて――学内連携を通じて――学内連携を通じて――学内連携を通じて―

■■■■■ ISO140001ISO140001ISO140001ISO140001ISO140001 とはとはとはとはとは
　ISO14001（以下ISO）は国際標準化機構が定める「環境マネジメント規格」です。こ
れは1996年に発効された画期的な環境保全の手法です。従来のような一般的な環境規
制ではなく、組織が自主的に作った環境マネジメントシステムを、政府関係機関では
ない第三者によって客観的に認証される制度です。そのため、自由度が高く、持続向
上性のあるシステムとして日本の数多くの企業の中に取り入れられています。
　大学においても武蔵工業大学情報学部（1998年認証取得）をはじめとして2003年度
末までに、私立29、国立8、公立1の計38大学がこの認証を取得しています。大学に
おけるISO取得は、環境意識の向上、循環型社会の実現を図る１つの手段となると考え
ることができます。
　ISOの取得に向けた計画・立案にあたり、各大学で独自の環境方針を打ち出すところ
から始めます。ISOはまず、できるとこから環境マネジメントシステムを構築・運用し
ます。ISOは一般の環境に関する法規制のように具体的な規制値は記されていません。
規格として最小限のことを決めているだけなので、それを満たしつつ組織として何を
実現するかは自主的に決めます。その内容として、環境方針、環境目的・目標、導入
の目的、期待効果までさまざまです。ISOではPlan→ Do→Check→ Actionというサイ
クル（PDCAサイクル）を定期的に監査年度ごとに行ない、改良・改善を継続したスパ
イラル方式で完成度を高め目標を達成していきます。
　これらのことをふまえ、甲南大学においてISOの取得を目指します。その期間を少な
くとも２年と想定し、今年度は準備段階として学内の啓蒙活動を行ないます。



（（（（（２２２２２）））））学内の環境に対する意識調査学内の環境に対する意識調査学内の環境に対する意識調査学内の環境に対する意識調査学内の環境に対する意識調査
　学生・教職員の環境に対する意識の現状を把握するための調査を行ないます。省エ
ネルギー・省資源委員会の協力のもと前期・後期の２回にわたりアンケートを実施し
ます。アンケートの内容としては「あなたはISO14001とは何か知っていますか」*  な
ど甲南大学に適合する内容を予定しています。
　アンケート結果は、甲南大学生活協同組合、ホームページ上の「情報パック」に掲
載する予定です。「情報パック」の記事の一部は、これまで継続して谷口ゼミ生が書い
ています。これによって学生・教職員がアンケート内容を振り返る機会を提供したい
と考えています。さらに、このアンケート結果は今後のISO取得に向けた活動の参考資
料とします。

（（（（（３３３３３）））））学内における環境活動学内における環境活動学内における環境活動学内における環境活動学内における環境活動
　日常におけるゴミ分別、摂津祭におけるリサイクル活動などの推進を行ない、それ
ぞれの活動の経過および状況をデータとしてまとめます。また、「環境啓発シンポジウ
ム」（第５回）の支援を行ないます。財務部管財課の協力を得ることでエレベーターの
待機電力などのエネルギーを測定し、シンポジウム内で学生に向けてデータの公表を
行ないます。このシンポジウムでは、学内環境の維持・管理を行なっている関西明装
（株）、（株）神戸エイコーサービス、（株）対馬造園店の協力が必要となります。それ
ぞれの立場から甲南大学の現状を報告し、把握することで学生とのコミュニケーショ
ンをさらに密にしてISO取得に向けた対策を練る手がかりとします。

（（（（（４４４４４）））））学外との交流における情報収集学外との交流における情報収集学外との交流における情報収集学外との交流における情報収集学外との交流における情報収集
　ISOを既に取得している京都精華大学や神戸国際大学などの訪問や、ISOコンサルタ
ントを招き、実際にISO取得のために行なった活動（計画の立て方、学生・教職員に対
する合意形成の方法など）や環境に対する取り組み方などを学びます。ここで得た情
報を甲南大学におけるISO取得の基盤整備の一助とします。

（（（（（５５５５５）））））IS OI S OI S OI S OI S O 委員会の発足準備委員会の発足準備委員会の発足準備委員会の発足準備委員会の発足準備
　ISO取得を最終目的とすることなく、今後の甲南大学における環境に対する取り組み
を継続・改善していくために以下の点が必要です。これらには大学側の協力が必須で
すが、この委員会に学生・教職員が携わることで情報交換をより密にすることができ
ると考えています。
（１）ISO委員会設立のための準備委員会
（２）ISO委員会の人員確保（学生・職員で構成する）
（３）予算として約300万円（会議費用などを含む）
　また、このISO委員会が発足すれば、マニュアル（例　『環境マネジメントシステム
―仕様および利用の手引き　JIS　Q14001』　1996）を用いた会議が必要となります。
会議内容としては、委員がISOについての知識を学ぶことを予定しています。これらの
他にも、シンポジウムの企画などを予定しています。



プランプランプランプランプランⅡⅡⅡⅡⅡ：：：：：環境ボランティア活動　環境ボランティア活動　環境ボランティア活動　環境ボランティア活動　環境ボランティア活動　

               －甲南三法人－甲南三法人－甲南三法人－甲南三法人－甲南三法人・・・・・県立尼崎北高等学校との連携県立尼崎北高等学校との連携県立尼崎北高等学校との連携県立尼崎北高等学校との連携県立尼崎北高等学校との連携

　　　および　　　および　　　および　　　および　　　および「「「「「あああああいいいいいななななな里里里里里山山山山山村村村村村」」」」」再生のボランティア－再生のボランティア－再生のボランティア－再生のボランティア－再生のボランティア－

（（（（（１１１１１）））））甲南小学校との環境教育キャンプ甲南小学校との環境教育キャンプ甲南小学校との環境教育キャンプ甲南小学校との環境教育キャンプ甲南小学校との環境教育キャンプ
　現在、日本では都市化やテレビゲーム、インターネットなどの情報メディアの発達・
普及により家庭や地域の環境が変化し、子どもが自然に触れる機会が減ってきていま
す。このような現状から、子どもたちには自然における「原体験」が必要であると考
えられます。原体験の獲得に向けて、甲南小学校の児童・教職員とともに、甲南大学
環境教育野外施設(広野）において2泊3日の環境教育キャンプを行ない、大学生が児
童に環境教育カウンセラーとして指導します。活動内容として、住居づくり、火おこ
し、野菜の収穫などを予定しています。また、巣箱づくりや樹木への名札つけを行な
い、自然を観察し、生態系について学びます。このような活動を通じて、児童が自然
の恵みや、生命の尊さを学び、自然のリズムを体験することをサポートします。

（（（（（２２２２２）））））県立尼崎北高等学校県立尼崎北高等学校県立尼崎北高等学校県立尼崎北高等学校県立尼崎北高等学校「「「「「環環環環環境境境境境類類類類類型型型型型」」」」」への援助への援助への援助への援助への援助
　「県立尼崎北高等学校」では、環境教育を通じて学校と地域が力を合わせ、エコス
クール設立を目指しています。2005年度、未来社会のリーダーとなる人材を育成する
という考えのもと、「環境類型」（環境科学類型および地球環境類型）が設立されまし
た。私たちはこれまでの環境創造活動で得た知識と経験を提供する。活動としては、
環境教育カウンセラーとして７月24・25日に行なわれる環境教育合宿に参加します。
　以上のような環境ボランティア活動を行なうことで、環境教育カウンセラーとして
の技術を磨きます。

（（（（（３３３３３）））））「「「「「あああああいいいいいななななな里里里里里山山山山山公公公公公園園園園園」」」」」((((( 国営明石海峡公園神戸地区国営明石海峡公園神戸地区国営明石海峡公園神戸地区国営明石海峡公園神戸地区国営明石海峡公園神戸地区))))) ににににに

　おける環境教育活動の推進　おける環境教育活動の推進　おける環境教育活動の推進　おける環境教育活動の推進　おける環境教育活動の推進
　「あいな里山公園」は、今後の学校教育における環境教育の実践の場となることが期
待されています。昨年度に引き続き「あいな里山公園」に、環境ボランティアとして
参加します。「不耕起農業」による米作りの基盤整備や自然村、植物園、生物マップを
作成するといった活動によって「あいな里山村」の再生に協力します。これらの活動
を通じて、国営レベルにおける大規模（240ha）な環境教育活動の実態を知ることがで
きます。さらに、このような活動は甲南大学環境教育野外施設（広野）の活動にも応
用できると考えます。



プランプランプランプランプランⅢⅢⅢⅢⅢ：：：：：環境創造活動の推進環境創造活動の推進環境創造活動の推進環境創造活動の推進環境創造活動の推進

          －－－－－ 20042004200420042004 年度までの活動を継続年度までの活動を継続年度までの活動を継続年度までの活動を継続年度までの活動を継続・・・・・発展させて－発展させて－発展させて－発展させて－発展させて－

（（（（（１１１１１）））））伝統的農法による米伝統的農法による米伝統的農法による米伝統的農法による米伝統的農法による米・・・・・野菜作り野菜作り野菜作り野菜作り野菜作り
　無農薬による有機農法（堆肥や石灰、木酢液のみ使用）を実践することによって、
パーマカルチュア〈Permanent（永続的な）Agriculture（農業）〉の実現を目指しま
す。伝統的な農法で米や野菜を育て、その生長を観察することにより、自然のリズム
を感じます。また、収穫した米や野菜を食べることで「食」環境について考え直す
きっかけになると考えています。
米はもち米を、野菜はナス、ピーマン、トマト、キュウリ、トウガラシ、サツマイモ
などの栽培を予定しています。収穫した作物は「自給自足生活の体験学習」の際に食
料とします。また、もち米は収穫祭として12月に杵と臼を使い餅にします。

（（（（（２２２２２）））））自給自足生活の体験学習自給自足生活の体験学習自給自足生活の体験学習自給自足生活の体験学習自給自足生活の体験学習
　「自給自足生活の体験学習」は夏休みを利用して、5泊6日の甲南大学環境教育野外
施設（広野）において、携帯電話や時計などを使用せず、必要最低限の持ち物で生活
するというもので、今年で３年目となります。今年度は、昨年度の活動に加えて、雨
水の有効利用、動植物の観察・調査などを行ないます。この体験学習を通じて、現代
の生活にどれだけ無駄が多いかを感じると同時に、日の出と日没といった自然のリズ
ムを身に刻みます。これにより、現代のライフスタイルを見直します。

（（（（（３３３３３）））））ミミズコンポストの活用ミミズコンポストの活用ミミズコンポストの活用ミミズコンポストの活用ミミズコンポストの活用
　昨年度、生協・甲南大学カフェパンセの協力のもと年間約160kgの生ゴミをミミズに
よって処理し、堆肥にしました。今年度は、さらにミミズの生ゴミ処理能力を有効に
活用するために、より多くのデータ収集を行ないます。具体的には、ミミズをコンポ
ストから少量取り出し、ガラス容器に入れ、ミミズの生ゴミ処理過程を観察します。
また、ミミズによってできた堆肥を混ぜた土と、そうでない土とで野菜を育て、生長
を比較します。
　その他、ミミズコンポストを設置している学校や施設への見学、専門家を甲南大学
に招き、ミミズコンポストについての知識を身に付けることを予定しています。将来
的には、甲南大学から出る生ゴミの大半をミミズの力で堆肥に変え、エコ・キャンパ
スを目指します。



プランプランプランプランプランⅣⅣⅣⅣⅣ：：：：：国際ネットワーク化の推進　国際ネットワーク化の推進　国際ネットワーク化の推進　国際ネットワーク化の推進　国際ネットワーク化の推進　

          －グローバルな視点からの環境意識の向上－－グローバルな視点からの環境意識の向上－－グローバルな視点からの環境意識の向上－－グローバルな視点からの環境意識の向上－－グローバルな視点からの環境意識の向上－

（（（（（１１１１１）））））学生テレビ会議の開催学生テレビ会議の開催学生テレビ会議の開催学生テレビ会議の開催学生テレビ会議の開催
　谷口研究室では、2005年 3月のタイ調査研修の際、プラナコーン・ラジャバト大学
にテレビ会議システムの機材を設置しました。そして、甲南大学とプラナコーン・ラ
ジャバト大学間においてそのシステムの有効性を確認することができました。専門的・
学術的なテレビ会議・講義の後に、甲南大学、タイのプラナコーン・ラジャバト大学、
カナダのヴィクトリア大学間で大学院生レベルの学生テレビ会議を開催します。その
他、研究室が行なうタイ、カナダ、マレーシア、中国などの調査・研修に同行し各国
の学生と国際会議を行ないます。また、現地の学生や教授と交流を図り、講義に参加
します。

（（（（（２２２２２）））））国外へのエコツアー国外へのエコツアー国外へのエコツアー国外へのエコツアー国外へのエコツアー
　海外調査・研修の際、ネイチャートレイル、国営公園と国立環境教育機関の視察、
先住民の伝統的な生活様式と文化に触れることなどを目的とし、エコツアーを行ない
ます。そして、各国の学部生や院生と交流し、彼らとともに自然環境、環境問題に対
する取り組みを学び、国際的な視野を身につけることを目指します。

（（（（（３３３３３）））））淡路島モンキーセンターにおける奇形ザル共同調査淡路島モンキーセンターにおける奇形ザル共同調査淡路島モンキーセンターにおける奇形ザル共同調査淡路島モンキーセンターにおける奇形ザル共同調査淡路島モンキーセンターにおける奇形ザル共同調査
　淡路島モンキーセンターでは、1970年代から手足に奇形のある子ザルが生まれてい
ます。奇形の原因として農作物の残留農薬の影響が考えられています。そこで、甲南
大学環境教育野外施設で収穫した無農薬のサツマイモを寄贈したいと考えています。
　谷口ゼミでは、1983年以来、淡路島モンキーセンターにおいて調査活動を行なって
います。一方、昨年度、カナダのカルガリー大学大学院生のサラ・ターナー（Sarah
Turner）氏が、奇形ザルの研究のために数ヶ月間、日本に滞在していました。今年度
も引き続き、５月から８月までの間滞在します。そこで、サラ・ターナー氏の奇形ザ
ルに関する研究に協力し、淡路島モンキーセンターで共同調査を行ないたいと考えて
います。



３．３．３．３．３．20052005200520052005 年度スチューデント年度スチューデント年度スチューデント年度スチューデント年度スチューデント・・・・・

                         　　　　　　アクション　　　　　　アクション　　　　　　アクション　　　　　　アクション　　　　　　アクション・・・・・プロジェクト成果報告プロジェクト成果報告プロジェクト成果報告プロジェクト成果報告プロジェクト成果報告



プランプランプランプランプランⅠⅠⅠⅠⅠ：：：：：I S OI S OI S OI S OI S O 取得可能なキャンパスの創造取得可能なキャンパスの創造取得可能なキャンパスの創造取得可能なキャンパスの創造取得可能なキャンパスの創造

　－学内連携を通じて－　－学内連携を通じて－　－学内連携を通じて－　－学内連携を通じて－　－学内連携を通じて－

■■■■■ＫＥＭＳとは－ＫＥＭＳとは－ＫＥＭＳとは－ＫＥＭＳとは－ＫＥＭＳとは－ ISOISOISOISOISO からからからからから KEMSKEMSKEMSKEMSKEMS へ－へ－へ－へ－へ－

（（（（（１１１１１）））））省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー・・・・・省資源省資源省資源省資源省資源「「「「「実実実実実行行行行行委委委委委員員員員員会会会会会」」」」」への参加への参加への参加への参加への参加
　　　　　　　　　　・・・・・環境啓発シンポジウムの援助環境啓発シンポジウムの援助環境啓発シンポジウムの援助環境啓発シンポジウムの援助環境啓発シンポジウムの援助

（（（（（２２２２２）））））学内の環境に対する意識調査　学内の環境に対する意識調査　学内の環境に対する意識調査　学内の環境に対する意識調査　学内の環境に対する意識調査　
・・・・・学内アンケートの実施学内アンケートの実施学内アンケートの実施学内アンケートの実施学内アンケートの実施

（（（（（３３３３３）））））学内における環境活動学内における環境活動学内における環境活動学内における環境活動学内における環境活動
　　　　　　　　　　・・・・・「「「「「摂摂摂摂摂津津津津津祭祭祭祭祭」」」」」におけるリサイクル活動におけるリサイクル活動におけるリサイクル活動におけるリサイクル活動におけるリサイクル活動

（（（（（４４４４４）））））学外との交流による情報収集学外との交流による情報収集学外との交流による情報収集学外との交流による情報収集学外との交流による情報収集
     ・・・・・こうべ環境フォーラムにおける勉強会こうべ環境フォーラムにおける勉強会こうべ環境フォーラムにおける勉強会こうべ環境フォーラムにおける勉強会こうべ環境フォーラムにおける勉強会

（（（（（５５５５５）））））KEMSKEMSKEMSKEMSKEMS 委員会の発足準備委員会の発足準備委員会の発足準備委員会の発足準備委員会の発足準備



■■■■■ KEMSKEMSKEMSKEMSKEMS とは－とは－とは－とは－とは－ ISOISOISOISOISO からからからからから KEMSKEMSKEMSKEMSKEMS へ－へ－へ－へ－へ－

環境啓発シンポジウムの援助環境啓発シンポジウムの援助環境啓発シンポジウムの援助環境啓発シンポジウムの援助環境啓発シンポジウムの援助
　12月22日に、「環境学基礎論」の講義において
「環境啓発シンポジウム」（第５回）を行ないまし
た。今回のシンポジウムは「持続可能な循環型社
会の創造―省エネルギー・学生マナー・環境創造
活動の視点から―」というテーマの元に開催さ
れ、学生部、財務部管財課、甲南大学生活協同組
合などの学内組織、更に学内環境の維持・管理を
行なっている関西明装（株）、（株）神戸エイコー
サービス、（株）対馬造園店の協力を得て、各々
の立場から見た甲南大学の現状を報告して頂きま
した。谷口ゼミからは自給自足生活の体験学習に
ついての報告を行ないました。このシンポジウム
が、学生たちの生活が様々な人に支えられている
ことを認識するきっかけとなり、更には学内組織
や業者、学生とのコミュニケーションをより密に
し、学内における環境活動への積極的な理解と参
加を促す一助となったと考えています。

（（（（（詳詳詳詳詳しししししくくくくくははははは別別別別別紙紙紙紙紙「「「「「KEMSK E M SK E M SK E M SK E M S 取得途中経過　啓発シン取得途中経過　啓発シン取得途中経過　啓発シン取得途中経過　啓発シン取得途中経過　啓発シン

ポジウム」ポジウム」ポジウム」ポジウム」ポジウム」参参参参参照照照照照。。。。。）））））

（（（（（１１１１１）））））省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー・・・・・省資源省資源省資源省資源省資源「「「「「実実実実実行行行行行委委委委委員員員員員会会会会会」」」」」への参加への参加への参加への参加への参加

　KEMSとは、「こうべ環境フォーラム」により2003年に設立された環境マネジメントシ
ステムです。このKEMS（神戸環境マネジメントシステム）が設立された経緯はISO認証
制度と同じものです。しかし、ISO認証の取得が盛んになってきた反面、ISOは規模的・
経済的・時期的等さまざまな理由により認証取得に取り組むことが困難な組織が多いと
いう事実があります。甲南大学においても財務部管財課などと話し合いを持ちましたが、
多くの組織と同様に経済的・人的な理由などにより、ISO認証の取得は困難であるという
結論に至りました。そこで「具体的で取り組み易く、かつその取り組みによりコスト削
減などのメリットにつながるKEMSという審査登録制度」に切り替えることとなりました。
　この認証はステップ１、ステップ２という二段階に分かれており、それぞれのステッ
プを順に取得すると、よりISO認証に近づくように設定されています。各組織は自分たち
で作成したマニュアルを元に活動を行ないます。この際、具体的な数値を年間計画とし
て明確に表示する必要がありますが、運用期間は最低３ヶ月以上と、比較的短い期間の
実績で判断されます。このKEMSに取り組んでいるのは、土木関係の中小企業が多いです
が、学校という組織においても積極的に取り組み始められています。例えば、灘小学校
や神戸工業高等専門学校機械工学科などがこのKEMSを取得しています。大学としては現
在、神戸市外国語大学が取り組み中です。甲南大学においても、この取り組みに向けて
の活動を始めました。(ISO(ISO(ISO(ISO(ISO からからからからから KEMSKEMSKEMSKEMSKEMS への転換理由およびへの転換理由およびへの転換理由およびへの転換理由およびへの転換理由および KEMSKEMSKEMSKEMSKEMS についての詳しい内容についての詳しい内容についての詳しい内容についての詳しい内容についての詳しい内容
は別紙は別紙は別紙は別紙は別紙「「「「「KEMSKEMSKEMSKEMSKEMS 取得途中経過」取得途中経過」取得途中経過」取得途中経過」取得途中経過」参照。参照。参照。参照。参照。)))))

第５回環境啓発シンポジウム第５回環境啓発シンポジウム第５回環境啓発シンポジウム第５回環境啓発シンポジウム第５回環境啓発シンポジウム

様々な部署からの参加様々な部署からの参加様々な部署からの参加様々な部署からの参加様々な部署からの参加



　学生・教職員の環境に対する意識の現状を把握
するためのアンケート調査を前期・後期の２回行
ないました。このアンケートは、甲南大学におい
て日常的に行なわれている省エネルギー活動（節
電やリサイクルなど）をはじめとする環境活動や
ISO14001認証に関する認知度を知ることを目的と
して行ないました。
　前期は７月27日から29日の３日間、文学部人
間科学科専門科目「哲学思想基礎論」、「環境学基
礎論」、広域副専攻科目「環境倫理学」の受講生
計282名に対してアンケートを実施し、回答結果
に未記入箇所のあった40名を除いた242名の回答
についてまとめました。
　後期には、12月15日、21日、22日の３日に渡
り、前述の２科目「哲学思想基礎論」、「環境学基
礎論」と、広域副専攻科目「心身論」の受講生、
206名に対して同じアンケートを実施し、回答結
果に未記入箇所のあった17名を除いた189名の回
答をまとめました。
　アンケートには、「はい」、「いいえ」で答える
ニ件法のものと、自由記述のものの２種類を用意
しました。甲南大学の環境を良くするためにどう
すれば良いか、など学生の生の意見を聞くことが
できました。
　さらに、学生や教職員に対するアンケート内容
の振り返りの機会提供のために、甲南大学生活協
同組合のホームページ上「情報パック」にアン
ケート結果を掲載する予定でした。しかし、この
情報パックの認知度がとても低く、ほとんどの学
生が、「情報パック」の環境に関する記事を知ら
ないという結果となりました。この「情報パッ
ク」の広報が、課題として残りました。

（（（（（詳詳詳詳詳しししししいいいいいアアアアアンンンンンケケケケケーーーーートトトトトののののの結結結結結果果果果果ははははは別別別別別紙紙紙紙紙「「「「「KEMSK E M SK E M SK E M SK E M S 取得途取得途取得途取得途取得途

中経過　学内環境意識調査アンケートデータ」中経過　学内環境意識調査アンケートデータ」中経過　学内環境意識調査アンケートデータ」中経過　学内環境意識調査アンケートデータ」中経過　学内環境意識調査アンケートデータ」
参参参参参照照照照照。。。。。）））））
　

（（（（（２２２２２）））））学内の環境に対する意識調査学内の環境に対する意識調査学内の環境に対する意識調査学内の環境に対する意識調査学内の環境に対する意識調査
学内アンケートの実施学内アンケートの実施学内アンケートの実施学内アンケートの実施学内アンケートの実施

アンケート結果アンケート結果アンケート結果アンケート結果アンケート結果（（（（（一一一一一部部部部部抜抜抜抜抜粋粋粋粋粋）））））

情報パック情報パック情報パック情報パック情報パック

アンケートアンケートアンケートアンケートアンケート（（（（（一一一一一部部部部部抜抜抜抜抜粋粋粋粋粋）））））

アンケート回答者の内訳アンケート回答者の内訳アンケート回答者の内訳アンケート回答者の内訳アンケート回答者の内訳
および標準偏差および標準偏差および標準偏差および標準偏差および標準偏差



　11月23日から27日の５日間、甲南大学大学祭
「摂津祭」が行なわれました。この「摂津祭」で
は、出店する全ての模擬店がリサイクル容器を使
用することになっています。私たちは毎年、この
リサイクル容器の回収をポスターなどを用いて呼
びかけてきました。
　今年は、イベント企画局の協力により、リサイ
クルステーション（２箇所）とリサイクル容器専
用のゴミ箱（４箇所）が設置されました。さらに
模擬店のブースにも専用のゴミ袋を用意してもら
い、一時間に一度、回収を行なうという作業を行
ないました。こまめに回収することで、作業の効
率化を図った今回のリサイクル活動でしたが、お
昼の時間帯は数がとても多く、一時間では容器の
回収・数の把握という一連の作業が終わらないと
いうこともありました。さらに、今回のイベント
局と、模擬店実施委員会、私たち谷口ゼミ生との
間の情報伝達がうまくいっておらず、スムーズに
作業が進められないということもありました。
　全体的に見て、今回の反省は広報活動の不徹底
が挙げられました。初日は、燃えるゴミのゴミ箱
に捨ててあるリサイクル容器もあり、特に一般来
校者への情報提供が課題となりました。
　しかし一方、回収作業で校内を歩く間に一般来
校者に対して直接の呼びかけを行なうことができ
ました。また、模擬店を出している団体に対して
もリサイクル容器の回収を印象付けることができ
たと思います。
　最終的な結果として、今年度のリサイクル容器
回収率は74％でした。昨年度に比較して、回収率
が下がりました。今後、学生の環境意識を向上さ
せるための努力がより一層必要だと考えます。
（（（（（各各各各各日日日日日ののののの回回回回回収収収収収率率率率率ははははは別別別別別紙紙紙紙紙「「「「「KEMSK E M SK E M SK E M SK E M S 取得途中経過　取得途中経過　取得途中経過　取得途中経過　取得途中経過　

200 52 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 5 年度摂津祭リサイクル容器回収記録」年度摂津祭リサイクル容器回収記録」年度摂津祭リサイクル容器回収記録」年度摂津祭リサイクル容器回収記録」年度摂津祭リサイクル容器回収記録」参参参参参

照照照照照。。。。。）））））
　
　

（（（（（３３３３３）））））学内における環境活動学内における環境活動学内における環境活動学内における環境活動学内における環境活動
「「「「「摂摂摂摂摂津津津津津祭祭祭祭祭」」」」」におけるリサイクル活動におけるリサイクル活動におけるリサイクル活動におけるリサイクル活動におけるリサイクル活動
＜＜＜＜＜ 20052005200520052005 年年年年年 1111111111 月月月月月 2323232323 日日日日日（（（（（水水水水水）））））～～～～～ 2727272727 日日日日日（（（（（日日日日日）））））＞＞＞＞＞

回収したリサイクル容器回収したリサイクル容器回収したリサイクル容器回収したリサイクル容器回収したリサイクル容器

容器をリサイクルする来校者容器をリサイクルする来校者容器をリサイクルする来校者容器をリサイクルする来校者容器をリサイクルする来校者

容器を回収するゼミ生容器を回収するゼミ生容器を回収するゼミ生容器を回収するゼミ生容器を回収するゼミ生

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル B O XB O XB O XB O XB O X



　財務部管財課などとの話し合いの末、ISO認証
は多大な費用・人員のコストを必要とするため、
現在の甲南大学で実施するには困難な状況である
という結論に至りました。そこで、折衷案とし
て、より少ないコストで実施できる神戸環境マネ
ジメントシステム（以下、KEMS）の情報を収集す
ることとなりました。このKEMS認証の情報を得る
ために２月９日に、KEMS運営組織である「こうべ
環境フォーラム」に谷口ゼミ生５人が訪問しまし
た。KEMSのおおまかな仕組みについて学ぶことが
できました。その後、３月16日に、５人が「KEMS
構築講座」に参加し、KEMSとはどういった認証制
度であるかという基本的なことから、構築の手順
や審査登録のガイドなど具体的な内容について学
ぶことができました。今後の活動として、まずこ
の認証取得を目標にして活動していく予定です。
（（（（（勉勉勉勉勉強強強強強会会会会会ののののの詳詳詳詳詳細細細細細ははははは「「「「「KEMSKEMSKEMSKEMSKEMS 取得途中経過」取得途中経過」取得途中経過」取得途中経過」取得途中経過」参参参参参照照照照照。。。。。）））））

 将来的なISO認証取得と、今後の甲南大学におけ
る環境に対する取り組みを継続・改善していくた
めの委員会を発足するための最初の一歩として、
12月９日のゼミにISO審査員の大野幸彦氏を招
き、環境マネジメントシステムについての勉強会
を行ないました。しかし、前述の通り今年度、
ISOを取得することは困難な状況のため、ISO委員
会をKEMS実行委員会へと移行することとなりまし
た。この委員会は谷口ゼミ生がコーディネーター
となり、甲南大学生活協同組合をはじめとする学
内の組織や、業者と連携して発足させることにな
りました。２月18日に、この実行委員会の準備委
員会を行ないました。KEMSの概要説明と、認証取
得に対するコンセンサスをとることができまし
た。将来的には、学内の委託業者全てと連携して
いきたいと考えていますが、まず、大学生活協同
組合の敷地内を対象として、話を進めていきたい
と考えています。

（（（（（KEMSK E M SK E M SK E M SK E M S 委員会についての詳しい内容は別紙委員会についての詳しい内容は別紙委員会についての詳しい内容は別紙委員会についての詳しい内容は別紙委員会についての詳しい内容は別紙

「「「「「KEMSKEMSKEMSKEMSKEMS 取得途中経過」取得途中経過」取得途中経過」取得途中経過」取得途中経過」参参参参参照照照照照。。。。。）））））

（（（（（４４４４４）））））学外との交流による情報収集学外との交流による情報収集学外との交流による情報収集学外との交流による情報収集学外との交流による情報収集
こうべ環境フォーラムにおける勉強会こうべ環境フォーラムにおける勉強会こうべ環境フォーラムにおける勉強会こうべ環境フォーラムにおける勉強会こうべ環境フォーラムにおける勉強会

K E M SK E M SK E M SK E M SK E M S 構築講座構築講座構築講座構築講座構築講座
（（（（（於於於於於：：：：：こうべ環境フォーラム事務）こうべ環境フォーラム事務）こうべ環境フォーラム事務）こうべ環境フォーラム事務）こうべ環境フォーラム事務）

勉強会勉強会勉強会勉強会勉強会

（（（（（於於於於於：：：：：こうべ環境フォーラム事務）こうべ環境フォーラム事務）こうべ環境フォーラム事務）こうべ環境フォーラム事務）こうべ環境フォーラム事務）

（（（（（５５５５５）））））KEMSKEMSKEMSKEMSKEMS 委員会の発足準備委員会の発足準備委員会の発足準備委員会の発足準備委員会の発足準備

K E M SK E M SK E M SK E M SK E M S 実行委員会組織図実行委員会組織図実行委員会組織図実行委員会組織図実行委員会組織図

K E M SK E M SK E M SK E M SK E M S 取得予定場所取得予定場所取得予定場所取得予定場所取得予定場所



          ・・・・・火起こし体験火起こし体験火起こし体験火起こし体験火起こし体験
          ・・・・・クラフト体験クラフト体験クラフト体験クラフト体験クラフト体験

          ・・・・・住吉川環境学習住吉川環境学習住吉川環境学習住吉川環境学習住吉川環境学習

          ・・・・・餅つき大会餅つき大会餅つき大会餅つき大会餅つき大会

          ・・・・・学習合宿学習合宿学習合宿学習合宿学習合宿

          ・・・・・不耕起農業による田植え不耕起農業による田植え不耕起農業による田植え不耕起農業による田植え不耕起農業による田植え・・・・・稲刈り稲刈り稲刈り稲刈り稲刈り・・・・・脱穀脱穀脱穀脱穀脱穀



（（（（（１１１１１）））））甲南小学校との環境教育キャンプ甲南小学校との環境教育キャンプ甲南小学校との環境教育キャンプ甲南小学校との環境教育キャンプ甲南小学校との環境教育キャンプ
火起こし体験火起こし体験火起こし体験火起こし体験火起こし体験
＜＜＜＜＜ 20052005200520052005 年６月年６月年６月年６月年６月 1818181818 日日日日日（（（（（土土土土土）））））＞＞＞＞＞

　６月18日に、甲南大学環境教育野外施設の体験
学習フィールドにおいて、甲南小学校５年生の児
童たち80人に、火起こし体験の指導を行ないまし
た。この日は田植えの作業日でもあり、児童を２
つの班に分けました。まず、大学生が手動式火起
こし機を用いて手本を見せました。
　児童たちは初めて見る火起こし機に興味を持っ
ており、大学生の火起こしの様子を一生懸命に見
ていました。炎が上がった瞬間には児童たちから
歓声が起こり、早くやりたいという意欲が伝わっ
てきました。とても楽しそうに火起こし体験に取
り組み、汗をかきながら交代しあい火起こし機を
動かしていました。中には１人で火種を作ること
ができた児童もいました。しかし、体力を必要と
する火起こしは小学生の力ではなかなか難しかっ
たようで、火を起こせた児童はいませんでした。

クラフト体験クラフト体験クラフト体験クラフト体験クラフト体験
＜＜＜＜＜ 20052005200520052005 年年年年年 1010101010 月月月月月 2929292929 日日日日日（（（（（土土土土土）））））＞＞＞＞＞

　10月29日に、甲南大学環境教育野外施設にお
いて、甲南小学校５年生の児童80人に、クラフト
体験の指導を行ないました。この日には、脱穀作
業があり、児童たちは火起こしの時と同じように
２班に分かれました。「摂津祭」の模擬店作りな
どで使用し、残ったベニヤ板や、体験学習フィー
ルドなどで拾った木の実や松ぼっくりなどの自然
物を用いたフォトフレームか、オーナメント（飾
り）かを選んでもらいました。フォトフレーム作
りでは、児童たちがドングリや松葉などを板に貼
り付けて思い思いのフレームを作成していまし
た。曲がった枝が上手に付かず、試行錯誤をくり
返しながら取り組む姿が印象的でした。オーナメ
ント作りでは、ドングリを目に見立てて貼り付
け、人形にする児童や、クリスマスの飾りを作る
児童など、個性豊かな作品を作っていました。
（（（（（こここここれれれれれらららららののののの活活活活活動動動動動ののののの詳詳詳詳詳細細細細細ははははは別別別別別紙紙紙紙紙「「「「「甲甲甲甲甲南南南南南大大大大大学学学学学環環環環環境境境境境教教教教教

育矢害施設におけるサポート記録」育矢害施設におけるサポート記録」育矢害施設におけるサポート記録」育矢害施設におけるサポート記録」育矢害施設におけるサポート記録」参参参参参照照照照照。。。。。）））））

児童の作品児童の作品児童の作品児童の作品児童の作品

クラフト体験クラフト体験クラフト体験クラフト体験クラフト体験

火起こし体験火起こし体験火起こし体験火起こし体験火起こし体験

火種作りの指導火種作りの指導火種作りの指導火種作りの指導火種作りの指導



住吉川環境学習住吉川環境学習住吉川環境学習住吉川環境学習住吉川環境学習
＜＜＜＜＜ 20052005200520052005 年９月年９月年９月年９月年９月 2323232323 日日日日日（（（（（金金金金金）））））＞＞＞＞＞

　９月23日に、甲南小学校、甲南女子中学校・女
子高等学校、甲南中学校・高等学校と合同で住吉
川環境学習が行なわれました。
　まず、全員でクリーン作戦（ゴミ拾い）を行な
いました。その後、「水質調査班」、「ゴミ調べ（リ
サイクル）班」、「生き物調べ班」、「自然を詠む・
描く班」の４班に分かれました。これらの班はそ
れぞれに小学生から大学生までの異年齢の集団で
構成されました。
　「水質調査班」は、主に高校生が主体となって活
動しました。PACテストを使い、住吉川の上流
３ヶ所で調査を行ないました。また、ストップ
ウォッチとピンポン球を使い、流速測定をしまし
た。調査結果をまとめると、水質は良好で汚れは
ほとんどありませんでした。「ゴミ調べ（リサイク
ル）班」は、海に近い下流の方でゴミを拾いまし
た。はじめにクリーン作戦を行なった効果もあり、
ほとんどゴミは落ちておらず、空き缶やタバコの
吸殻が少し落ちていた程度でした。集めたゴミは
学校に持って帰り、ブルーシートの上に広げ、分
別を行ないました。「生き物調べ班」は、住吉川に
生息する生物を採取し、教室で発表を行ないまし
た。オイカワやアメンボなど多くの生物を見るこ
とができ住吉川の生態系を学びました。「自然を詠
む・描く班」は、気に入った場所で座り、水に足
をつけたりしながら、風景のスケッチを行ない、
詩を詠みました。
　身近な住吉川で環境学習を行なうことにより、
そこに生息する生き物たちをいたわり、自然を大
切にする心を育成することにつながる体験ができ
ました。また、小学生から大学生までの幅広い年
齢層の人とのコミュニケーションの取り方などを
学ぶきっかけになりました。

（（（（（今今今今今回回回回回ののののの環環環環環境境境境境学学学学学習習習習習ののののの詳詳詳詳詳しししししいいいいいデデデデデーーーーータタタタタととととと、、、、、小学生の小学生の小学生の小学生の小学生の

感想は別紙感想は別紙感想は別紙感想は別紙感想は別紙「「「「「甲甲甲甲甲南南南南南三三三三三法法法法法人人人人人環環環環環境境境境境教教教教教育育育育育サササササポポポポポーーーーートトトトト記記記記記録録録録録
　住吉川環境学習記録」　住吉川環境学習記録」　住吉川環境学習記録」　住吉川環境学習記録」　住吉川環境学習記録」参参参参参照照照照照。。。。。）））））

グリーン作戦グリーン作戦グリーン作戦グリーン作戦グリーン作戦

ゴミ調べ班ゴミ調べ班ゴミ調べ班ゴミ調べ班ゴミ調べ班

生き物調べ班生き物調べ班生き物調べ班生き物調べ班生き物調べ班

自然を詠む自然を詠む自然を詠む自然を詠む自然を詠む・・・・・描く班描く班描く班描く班描く班



餅つき大会餅つき大会餅つき大会餅つき大会餅つき大会
＜＜＜＜＜ 20062006200620062006 年２月５日年２月５日年２月５日年２月５日年２月５日（（（（（日日日日日）））））＞＞＞＞＞

餅を頬張る小学生餅を頬張る小学生餅を頬張る小学生餅を頬張る小学生餅を頬張る小学生

餅を丸める作業餅を丸める作業餅を丸める作業餅を丸める作業餅を丸める作業

餅つき餅つき餅つき餅つき餅つき

　２月５日に、甲南幼稚園において、甲南三法人
交流会として、今年も「収穫祭（餅つき）及びお
楽しみ会」が開催されました。甲南幼稚園の園児
93名、保護者若干名、小学校５年生・６年生100
名、甲南中学校・高等学校16名、甲南女子中学
校・高等学校10名、甲南大学からは学部生・研究
生９名が参加し、全体として約250名による会に
なりました。午前中には、園児たちが餅つきの体
験をしました。午後からは、小学生・中学生と学
年ごとに、それぞれ餅をつきました。寒い日でし
たが、つきたての温かい餅や甲南小学校の児童会
が中心となって、用意した豚汁の炊き出しを食べ
ながら、皆一生懸命餅つきを行ないました。ま
た、餅つき以外にも児童・生徒会主催のスポーツ
大会があり、身体が温まったのか半そでになる児
童や生徒も見受けられました。園児たちは、まだ
餅つきを充分に行なえる力がないので、大学生や
保護者がもち米をある程度餅の状態にしてからつ
きました。保護者や大学生が勢いよく餅をつく度
になる「ぺたん」という音に園児は歓声をあげて
いました。また、自分の番になると重そうに杵を
持ち上げながらも、「よいしょ」のかけ声で力
いっぱい餅をついていました。杵を持つ園児だけ
でなく、順番を待つ園児たちも一緒になってかけ
声を上げていました。小学生や中学生になると、
力強く杵を振り下ろすことができていました。中
には合いの手に挑戦する生徒もいましたが、蒸し
たての餅の熱さと臼に餅を反すタイミングに苦労
していました。できあがった餅は、ダイコンやき
な粉をつけたり、アンコを包んだりと色々な味を
楽しみました。児童や生徒たちは、自分でつき、
丸めてできあがった餅をおいしそうに頬張ってい
ました。園児や児童・生徒だけでなく、保護者と
交流することができたことで、私たちの活動が学
校教育だけでなく地域に密着したものになったと
考えています。

餅をつく幼稚園児餅をつく幼稚園児餅をつく幼稚園児餅をつく幼稚園児餅をつく幼稚園児



（（（（（２２２２２）））））県立尼崎北高等学校県立尼崎北高等学校県立尼崎北高等学校県立尼崎北高等学校県立尼崎北高等学校「「「「「環環環環環境境境境境類類類類類型型型型型」」」」」への援助への援助への援助への援助への援助
学習合宿学習合宿学習合宿学習合宿学習合宿
＜＜＜＜＜ 20052005200520052005 年７月年７月年７月年７月年７月 2121212121 日日日日日（（（（（木木木木木）））））～～～～～ 2323232323 日日日日日（（（（（土土土土土）））））＞＞＞＞＞

　兵庫県立尼崎北高等学校では、環境教育を通じ
て学校と地域が力を合わせ、エコ・スクールを設
立することを目指しています。2005年度、未来社
会のリーダーとなる人材を育成するという考えの
もと、「環境類型」（２年生から「環境科学類型」
および「地球環境類型」を選択）が設立されまし
た。この「環境類型」に対して、私たち谷口ゼミ
ナールがこれまでの環境創造活動で得た知識と経
験をもとに、ティーチングアシスタントとしてサ
ポートを行ないます。その活動の一環として７月
21日から23日に行なわれた夏季学習合宿へ参加
しました。この合宿は兵庫県美方郡にある尼崎市
立美方高原自然の家「とちのき村」において、２
泊３日の日程で行なわれました。甲南大学からは
ティーチングアシスタントとして学生４名が参加
しました。
　７月22日に、高校生は３クラスに分かれ、80
分を１コマとして、「環境」の授業を受講しまし
た。授業内容は、自然の家周辺のオリエンテーリ
ングを行なうというものでした。はじめの２クラ
スは、谷口先生の指導のもと「とちのき村」にあ
る動植物の観察を行ないました。最後の１クラス
は、学生が主体となり授業を行ないました。自然
の中を歩き、木の幹に聴診器を当て木が水を吸い
上げる音を聞く体験などを行ないました。木が水
を吸い上げる音は、まるで脈を打っているように
聞こえ、木の生命を感じることができました。小
さな滝のある池ではサンショウウオの観察をしま
した。高校生は、じっと池の中を覗き込んで探し
ていました。その他にも高校生は、山頂の池でア
ジサイやハスの花がきれいに咲いているのを見つ
けたり、木についていた蛙の卵や木の陰にあるキ
ノコに興味を示していました。高校生たちは普段
都会の中では出会えない自然に触れることがで
き、積極的に授業に取り組んでいました。

蓮の花蓮の花蓮の花蓮の花蓮の花

植物の観察植物の観察植物の観察植物の観察植物の観察

サンショウウオの観察サンショウウオの観察サンショウウオの観察サンショウウオの観察サンショウウオの観察

自然を感じる高校生自然を感じる高校生自然を感じる高校生自然を感じる高校生自然を感じる高校生



（（（（（３３３３３）））））「「「「「あああああいいいいいななななな里里里里里山山山山山公公公公公園園園園園」」」」」（（（（（国国国国国土土土土土交交交交交通通通通通省省省省省、、、、、国営公園）国営公園）国営公園）国営公園）国営公園）
　　における環境教育活動の推進　　における環境教育活動の推進　　における環境教育活動の推進　　における環境教育活動の推進　　における環境教育活動の推進

不耕起農業による田植え不耕起農業による田植え不耕起農業による田植え不耕起農業による田植え不耕起農業による田植え・・・・・稲刈り稲刈り稲刈り稲刈り稲刈り・・・・・脱穀脱穀脱穀脱穀脱穀
　国営明石海峡公園「あいな里山公園」では、今
年度から不耕起農法と冬季湛水による米作りを行
なっています。不耕起農法とは、土を耕さない農
法です。この農法の特徴として、耕していない固
い土に苗が根を張ることで野生化し、冷害や風に
強い太い稲へと成長するという点があげられま
す。また冬季た湛水とは、冬も田んぼに水を張っ
たままにしておく農法で、これにより雑草の繁殖
を抑制することに加え、田んぼにおける生物の多
様性の復元が可能となります。これらの農法を用
いることにより、現在「あいな里山公園」では希
少種であるタコノアシなどの植物や、アブ、バッ
タ、ザリガニなど様々な生物が生息しています。
　６月19日に行なわれた田植えでは、不耕起のた
めに深さが一定ではない田んぼに苗を植えまし
た。植え終わった苗の高さはまちまちになってい
ました。しかし、苗が風に揺られている様子を見
て、とてもすがすがしい気持ちでした。
　10月16日に、稲刈りが行なわれました。苗は
丈夫な稲に成長していました。
ネットなどを張ってイノシシ対策をしていたにも
かかわらず、一部分の稲がイノシシに食べられて
いました。イノシシに倒された稲を起こして刈る
作業は大変でした。倒されて水につかったり、泥
だらけになっている稲を見て、自然の中で作物を
育てることの難しさを痛感しました。
　11月３日の脱穀では、足踏み式脱穀機とふるい
を用いて約30㎏の米を収穫することができまし
た。脱穀終了後、使用後の稲木や切り出した竹を
用いて簡易小屋を作成し、来年度の稲刈りに使用
するための藁を保存しました。
　一年間、「あいな里山公園」での米作りに参加
したことで得た知識は、私たちが甲南大学環境教
育野外施設の田んぼで行なっている米作りに活か
していきたいと考えています。

田植え田植え田植え田植え田植え（（（（（６６６６６月月月月月 1 91 91 91 91 9 日）日）日）日）日）

脱穀作業脱穀作業脱穀作業脱穀作業脱穀作業（（（（（1 11 11 11 11 1 月３日）月３日）月３日）月３日）月３日）

収穫した籾収穫した籾収穫した籾収穫した籾収穫した籾

稲刈り稲刈り稲刈り稲刈り稲刈り（（（（（1 01 01 01 01 0 月月月月月 1 61 61 61 61 6 日）日）日）日）日）



プランプランプランプランプランⅢⅢⅢⅢⅢ ：：：：：環境創造活動の推進環境創造活動の推進環境創造活動の推進環境創造活動の推進環境創造活動の推進

          －－－－－ 20042004200420042004 年度までの活動を継続年度までの活動を継続年度までの活動を継続年度までの活動を継続年度までの活動を継続・・・・・発展させて－発展させて－発展させて－発展させて－発展させて－

　　　　　（（（（（１１１１１）））））伝統的農法による米伝統的農法による米伝統的農法による米伝統的農法による米伝統的農法による米・・・・・野菜作り野菜作り野菜作り野菜作り野菜作り
　　　　　　　　　　　　　　　①①①①①米作り米作り米作り米作り米作り （（（（（田田田田田植植植植植えええええ・・・・・稲刈り稲刈り稲刈り稲刈り稲刈り・・・・・脱穀脱穀脱穀脱穀脱穀・・・・・収穫祭）収穫祭）収穫祭）収穫祭）収穫祭）

　　　　　　　　　　　　　　　②②②②②野菜作り野菜作り野菜作り野菜作り野菜作り （（（（（土土土土土作作作作作りりりりり・・・・・夏野菜の苗植え夏野菜の苗植え夏野菜の苗植え夏野菜の苗植え夏野菜の苗植え・・・・・収穫収穫収穫収穫収穫・・・・・冬野菜）冬野菜）冬野菜）冬野菜）冬野菜）

　　　　　　　　　　　　　　　③③③③③サツマイモ作りサツマイモ作りサツマイモ作りサツマイモ作りサツマイモ作り （（（（（サササササツツツツツマママママイイイイイモモモモモののののの苗苗苗苗苗植植植植植えええええ・・・・・収穫）収穫）収穫）収穫）収穫）

　　　　　（（（（（２２２２２）））））自給自足生活の体験学習自給自足生活の体験学習自給自足生活の体験学習自給自足生活の体験学習自給自足生活の体験学習
①①①①①目的目的目的目的目的・・・・・概要概要概要概要概要

②②②②②住居作り住居作り住居作り住居作り住居作り
③③③③③水の使用水の使用水の使用水の使用水の使用

④④④④④火起こし火起こし火起こし火起こし火起こし

⑤⑤⑤⑤⑤食事食事食事食事食事

⑥⑥⑥⑥⑥ライフスタイルの改革に向けてライフスタイルの改革に向けてライフスタイルの改革に向けてライフスタイルの改革に向けてライフスタイルの改革に向けて

　　　　　（（（（（３３３３３）））））ミミズミミズミミズミミズミミズコンポストの活用コンポストの活用コンポストの活用コンポストの活用コンポストの活用
①①①①①ミミズコンポストの目的ミミズコンポストの目的ミミズコンポストの目的ミミズコンポストの目的ミミズコンポストの目的

②②②②②ミミズコンポストの有効活用ミミズコンポストの有効活用ミミズコンポストの有効活用ミミズコンポストの有効活用ミミズコンポストの有効活用



　私たちは毎年、甲南大学環境教育野外施設の田
んぼにおいてもち米を育てています。無農薬によ
る有機農法を実践しパーマカルチュアの実現を目
指しています。
　米作りは、苗床作り、もみまき、田植え、稲刈
り、脱穀、収穫祭（もちつき）という手順で、す
べてを伝統的な手作業で行なっています。
　今年は、４月16日に苗床作り、５月15日にも
みまき、６月８日に田ごしらえを行ないました。
そして６月18日に田植えを行ない、稲刈りは10
月15日、脱穀は10月29日に行ないました。収穫
祭（もちつき）は12月17日に行ないました。
　これらの活動は、甲南大学の広域副専攻・環境
学コース「環境教育の実践ⅠⅡ」、教職科目「総
合演習①②」の受講生とともに行なっています。
　６月18日の田植えは、午前中に甲南３学園環
境教育プロジェクトの活動として、甲南小学校・
中学校・高等学校の児童・生徒約100名とともに、
午後は「環境教育の実践Ⅰ」の受講生とともに行
ないました。
　また、今回は神戸親和女子大学から４名と研究
生１名、カナダのカルガリー大学大学院生のSa-
rah Turner氏も参加し、他大学や海外の大学院
生と交流し、活動することができました。
　田植えの手順としてはまず、25cm間隔で印を
つけたロープを田んぼの最前列に張ります。その
印を基準に、５本ぐらいの束にした苗をしっかり
植えていきます。２列目からは、前に植えた苗を
目印に、後ろに下がりながら植えていきます。機
械を使わず、手で植えることで伝統文化を体感す
ることができます。現代の日常生活では少なく
なった「自分の身体（五感）を使う」活動を通じ
て、生命を育てることで、豊かな心をはぐくむこ
とができると考えています。

（（（（（１１１１１）））））伝統的農法による米伝統的農法による米伝統的農法による米伝統的農法による米伝統的農法による米・・・・・野菜作り野菜作り野菜作り野菜作り野菜作り

苗床作り苗床作り苗床作り苗床作り苗床作り（（（（（４４４４４月月月月月 1 61 61 61 61 6 日）日）日）日）日）

もみまきもみまきもみまきもみまきもみまき（（（（（５５５５５月月月月月 1 51 51 51 51 5 日）日）日）日）日）

S a r a hS a r a hS a r a hS a r a hS a r a h 氏に田植えを説明する学生氏に田植えを説明する学生氏に田植えを説明する学生氏に田植えを説明する学生氏に田植えを説明する学生

①①①①①米作り米作り米作り米作り米作り

田植え田植え田植え田植え田植え：：：：：他大学との交流他大学との交流他大学との交流他大学との交流他大学との交流
＜＜＜＜＜ 20052005200520052005 年年年年年 66666 月月月月月 1818181818 日日日日日（（（（（土土土土土）））））＞＞＞＞＞

籾から苗へ籾から苗へ籾から苗へ籾から苗へ籾から苗へ（（（（（６６６６６月月月月月８８８８８日日日日日）））））



 小学生は、田植えを初めて体験する児童が多
かったため、最初は泥の中に足を入れることを怖
がり、なかなか田んぼに入ろうとしませんでし
た。しかし、一人の児童がおそるおそる田んぼに
入ると、数人が後に続き、最終的には全員が田ん
ぼの中に入りました。
　児童たちは、「変な感じ」や「ぬめぬめしてる」
などと言いながら、土の感触を素足で感じていま
した。泥の中に入るまでは気持ち悪がっていたこ
とがうそのように、楽しんでいました。田んぼに
足を取られながらも走ろうとする児童、お互いの
腕や足、顔に泥を付け合いながら、はしゃぐ児童
もいました。また、蛙を発見し、捕まえて観察す
る児童も見られ、自然の生き物と触れ合う体験も
できました。
　苗を一直線上に植えることは難しく、児童は縦
と横の間隔に気をつけながら、一束ずつ植えてい
ました。
　「環境教育の実践Ⅰ」の受講生も田植えの経験
者は少なく、ほとんどが初めての体験だったよう
でした。しかし、大学生は作業に慣れると、素早
く正確に植えることができるようになっていまし
た。皆、一生懸命に田植えをし、根を傷つけたり、
浅く植えすぎて苗が浮いてしまわないように、一
束一束を大切に植えていきました。はじめは泥が
体につくたびに嫌そうな顔をしていた受講生も、
時間が経つにつれ顔つきが変わり、最後には泥ま
みれになりながら田植えを楽しんでいました。苗
を植え終わった学生からは、次の苗を下さいとい
う声があちらこちらから聞こえてきました。田植
えは中腰で行なう作業ですが夢中になり始めると
あっという間に時間が過ぎ、授業時間が終了して
も、すぐに田んぼから出ず、ギリギリまで田植え
をしている受講生もいました。
　植えた苗は、秋にたわわに実をつけた稲になり
ます。児童、受講生とともに、自分たちの手で植
えた苗が成長してできた米から餅を作って食べる
ことを考え、期待に胸を膨らませていました。

田植え田植え田植え田植え田植え：：：：：甲南小学生甲南小学生甲南小学生甲南小学生甲南小学生・・・・・大学生へのサポート大学生へのサポート大学生へのサポート大学生へのサポート大学生へのサポート

田植えの指導田植えの指導田植えの指導田植えの指導田植えの指導

作業する児童作業する児童作業する児童作業する児童作業する児童

手作業による田植え手作業による田植え手作業による田植え手作業による田植え手作業による田植え

田植えをする受講生田植えをする受講生田植えをする受講生田植えをする受講生田植えをする受講生



　10月15日、16日の２日にわたり、甲南大学環
境教育野外施設の田んぼにおいて稲刈りを行ない
ました。15日は、午前中に甲南女子中学校・高等
学校の生徒とともに、午後からは「環境教育の実
践Ⅱ」、「総合演習①②」を受講している大学生と
ともに稲刈りを行ないました。
　稲を刈る人と、刈った稲を藁で束ねる人が一組
になって作業を行ないました。その後、竹を使っ
て作った稲木に稲をかけ、天日干しをしました。
今年は、雨が降っていたために、稲が水を含ん
で、とても重く感じました。乾燥させやすくする
ために少し幅をあけて稲木にかけました。この作
業で稲が乾燥し脱穀が行ないやすくなります。
　稲刈りは、鎌を使って手作業で行ないます。学
生たちは、使い慣れない鎌に最初は戸惑っていた
ようですが、時間が経つにつれてコツをつかみ、
手早く順調に作業を行なっていました。時間の関
係で半分ほどを残し、作業は終了しました。
　16 日は、ゼミ生だけで残りの稲を刈りまし
た。、２日目ということもあり、自然と役割分担
ができていました。効率良く作業を進めることが
できました。今年は稲刈りを行なうまでに雨が降
る日が少なかったため、例年に比べると稲が水分
や栄養分を多く得ようとして、より深く根を伸ば
しており、風が吹いても倒れない強い稲に成長し
ていました。今年は、昨年の稲よりも米がしっか
り入っていました。
　稲刈りは、中腰で行なうために大変な作業でし
た。しかし、たわわに実った稲を自分たちの手で
一束一束慎重に刈り取り、稲の重さを実感するこ
とができました。
　この体験により、普段食べている米に対する感
謝の気持ちを持つことができました。また、天候
によって米の成長や農作業の進め方が大きく左右
されることを実感し、自然の大きな力を感じるこ
とができました。

稲刈り稲刈り稲刈り稲刈り稲刈り：：：：：甲南女子中学甲南女子中学甲南女子中学甲南女子中学甲南女子中学・・・・・高校生高校生高校生高校生高校生・・・・・大学生へのサポート大学生へのサポート大学生へのサポート大学生へのサポート大学生へのサポート
＜＜＜＜＜ 20052005200520052005 年年年年年 1010101010 月月月月月 1515151515 日日日日日（（（（（土土土土土）））））・・・・・1616161616 日日日日日（（（（（日日日日日）））））＞＞＞＞＞

稲刈りをする受講生稲刈りをする受講生稲刈りをする受講生稲刈りをする受講生稲刈りをする受講生

稲の束ね方の指導稲の束ね方の指導稲の束ね方の指導稲の束ね方の指導稲の束ね方の指導

稲を稲木にかける作業稲を稲木にかける作業稲を稲木にかける作業稲を稲木にかける作業稲を稲木にかける作業

天日干しした稲天日干しした稲天日干しした稲天日干しした稲天日干しした稲（（（（（1 01 01 01 01 0 月月月月月 2 12 12 12 12 1 日）日）日）日）日）



 10月29日に、甲南大学環境教育野外施設におい
て、脱穀作業を行ないました。甲南小学校の児童
と「環境教育の実践Ⅱ」、「総合演習①②」を受講
している大学生とともに作業を行ないました。
　当日はあいにくの雨天でしたが、前もって稲を
施設内の宿舎に運んでおいたので、稲の乾燥具合
は充分でした。作業は屋根の下で行ないました。
　作業は、足踏み式の脱穀機を使う伝統的な方法
で行ないました。足踏み式脱穀機で脱穀すること
は難しく、慣れるまでは脱穀機を踏む人と稲を差
し込む人のペアになり、役割を分担しました。
　慣れてきて一人で脱穀作業ができるようになっ
ても、脱穀機の性質上、稲穂に米が残ってしまう
ことがあります。それを藁の中から探し、手で取
る作業も行いました。残った米を探し出す作業は
難しく、最初は見落としがちでしたが、慣れてく
ると藁を凝視しなくても見つけられるようになり
ました。一つずつ米粒をとる作業は、細かく気を
使う作業ではありますが、児童たちは、一生懸命
な様子でした。
　また、脱穀機のみでは米と藁を完全に分離する
ことができません。そこで、大きな藁を手で取り
除いた後、米をふるいにかけますした。残った米
を米袋に詰めました。米袋は30袋になりました。
これで、およそ500㎏の米が採れたことになりま
す。この後、もみとり、精米したものを使い、収
穫祭（もちつき）を行ないました。
　脱穀機に残った藁は、来年の稲刈りの際に稲束
結びに使用します。その他にも、藁細工や「自給
自足生活の体験学習」の際の住居作りなどにも使
用するため、貴重な資源として保存しました。
　手作業で行なう脱穀作業は、とても時間と手間
がかかる大変な作業です。しかしその分、米が取
れる感触を感じることなど五感を使い作業を行な
うことで、米一粒一粒を大切にし、感謝する心を
養うことができると考えています。

脱穀の指導脱穀の指導脱穀の指導脱穀の指導脱穀の指導

脱穀脱穀脱穀脱穀脱穀：：：：：甲南小学生甲南小学生甲南小学生甲南小学生甲南小学生・・・・・大学生へのサポート大学生へのサポート大学生へのサポート大学生へのサポート大学生へのサポート
＜＜＜＜＜ 20052005200520052005 年年年年年 1010101010 月月月月月 2929292929 日日日日日（（（（（土土土土土）））））＞＞＞＞＞

脱穀を待つ児童脱穀を待つ児童脱穀を待つ児童脱穀を待つ児童脱穀を待つ児童

脱穀作業脱穀作業脱穀作業脱穀作業脱穀作業

ふるいかけふるいかけふるいかけふるいかけふるいかけ



収穫祭収穫祭収穫祭収穫祭収穫祭：：：：：甲南小学生甲南小学生甲南小学生甲南小学生甲南小学生・・・・・大学生へのサポート大学生へのサポート大学生へのサポート大学生へのサポート大学生へのサポート
＜＜＜＜＜ 20052005200520052005 年年年年年 1212121212 月月月月月 1616161616 日日日日日（（（（（金金金金金）））））～～～～～ 1818181818 日日日日日（（（（（日日日日日）））））＞＞＞＞＞

餅をほおばる受講生餅をほおばる受講生餅をほおばる受講生餅をほおばる受講生餅をほおばる受講生

餅を丸める作業餅を丸める作業餅を丸める作業餅を丸める作業餅を丸める作業

餅つき餅つき餅つき餅つき餅つき

　12 月 16 日から 18 日までの３日間、甲南大学環
境教育野外施設において収穫祭（餅つき）を行な
いました。初日は、収穫祭の準備としてポリバケ
ツ３つ分のもち米を洗い、水につけました。寒い
日に、冷たい水でもち米を洗う作業はとても厳
しいものでしたが、もち米の触感を手のひら全
てで感じることができました。
　1 7 日には、「環境教育の実践Ⅱ」 の受講生と教
職科目「総合演習①②」 の学生約 5 0 名とともに
餅をつきました。餅つきは谷口先生のオリエン
テーションの後に行なわれました。受講生たち
は、日常生活において餅をつくことがあまりな
いせいか、最初はうまく餅をつくことができま
せんでした。誤って臼を打ってしまう受講生も
いました。しかし、慣れてくると自然と腰が入
り、上手に餅をつくことができるようになりま
した。また、合いの手を入れるゼミ生との息も合
い始め、心地よいかけ声が響きわたりました。つ
いた餅は温かいうちに、丸めました。中には、た
だ丸めるだけではなく、星の形や魚の形にする
受講生もいました。できあがった餅は、ダイコン
おろしをつけたり、きな粉をまぶしたりして食
べました。このダイコンおろしの一部は、体験学
習フィールドで作ったダイコンを使用しました。
うまく作ることができた餅は、とても弾力があ
り、よく伸びました。全員が満足いくまで食べた
後、お土産として持って帰ることができるだけ
の餅をつくことができました。
　1 8 日は、ゼミ生だけで餅つきを行ないました。
自分たちの手で植えて成長を見守り、稲を刈り
取り、脱穀したもち米で作った餅の味は、忘れら
れないものになりました。それと同時に一年間
無事に育ち、恵みをもたらしてくれた米に対し
て感謝に似た気持ちを覚えました。
　この長い期間を通じて稲を見ることにより、
四季折々に変化し成長していく生命の神秘に触
れることができました。私たちが普段何気なく
食べている食べ物を、見つめ直すよいきっかけ
になったと考えています。

、
　

受講生が丸めた餅受講生が丸めた餅受講生が丸めた餅受講生が丸めた餅受講生が丸めた餅



　４月２日に、甲南大学環境教育野外施設の体
験学習フィールドにおいて堆肥を畑へ運び、土
作りの準備を行ないました。堆肥は近隣の牧場
からいただいた牛糞に、落ち葉や藁などを混
ぜ、発酵させたものを使用しています。はじめ
は強い匂いがしていた牛糞も、発酵して堆肥へ
近づくにつれ匂いは消えました。
　23日は、土を作る最初の段階としてまず、雑
草抜きと石拾いを行ないました。この体験学習
フィールドの畑は開拓してから今年で６年目と
なりますが、毎年土を耕すたびに大きな石が出
てきます。石を取り除き、土を耕す作業を繰り
返すことで、固い土がだんだんと柔らかくなっ
ています。
　続いて、堆肥と石灰をまく作業を行ないまし
た。堆肥を運ぶためにスコップを堆肥の山へ差
し込むと、中から多くのカブトムシの幼虫が出
てきました。堆肥は生物にとって快適な生活環
境であることを改めて認識しました。堆肥と石
灰をまいた後、すき込みを行ないます。酸性に
傾いている土に、アルカリ性の石灰をすき込む
ことで生産を上げることができます。
　最後に畝立てを行いました。トラクターで盛
り上げた土を、平ぐわを使って整えるという方
法で行いました。平ぐわは、畝を立てる時と、野
菜を植える前の２回ほどしか使いません。ゼミ
生であっても、普段あまり使うことのない平ぐ
わは慣れるまでとても難しかったです。
　作業を終えると、ようやく畑らしい形になり
ました。堆肥や石灰をまいた土は、１週間ほど
そのままの状態で寝かせると苗を植えるのに適
切な土になります。土作りは、野菜作りをする
にあたって重要な基盤となる作業です。この単
純な作業1つで、夏にはみずみずしい野菜を食
べられるか否かが決まると思うと、土作りとい
う作業の大切さを実感しました。

②②②②②野菜作り野菜作り野菜作り野菜作り野菜作り
土作り土作り土作り土作り土作り
＜＜＜＜＜ 20052005200520052005 年４月２日年４月２日年４月２日年４月２日年４月２日（（（（（土土土土土）））））・・・・・2323232323 日日日日日（（（（（土土土土土）））））＞＞＞＞＞

畝たて畝たて畝たて畝たて畝たて

石灰まき石灰まき石灰まき石灰まき石灰まき

堆肥まき堆肥まき堆肥まき堆肥まき堆肥まき

石拾い石拾い石拾い石拾い石拾い



夏野菜の苗植え夏野菜の苗植え夏野菜の苗植え夏野菜の苗植え夏野菜の苗植え
＜＜＜＜＜ 20052005200520052005 年５月７日年５月７日年５月７日年５月７日年５月７日(((((土土土土土)))))＞＞＞＞＞

　「環境教育の実践Ⅰ」の受講生とともに夏野
菜の苗植えを行ないました。毎年植えている
ピーマンやナス、トマト、ミニトマト、キュウ
リ、カボチャに加え今年はトウモロコシ、パプ
リカ、スイカ、ハバネロを植えました。
　苗をポットから取り出す際に根を傷つけない
ようにすることや、水やりの際は葉に水がかか
らないように根のほうに丁寧にかけるなど、ど
の作業にも注意が必要で、初めて苗植えをする
受講生にとっては難しい作業になったようでし
た。しかし、自分たちの手で生命を植えること
に関心を示し、収穫を楽しみにする受講生の表
情は生き生きとしており、輝いていました。
　苗植えを行ない、無農薬で野菜を育て、その
野菜を食べることにより自然環境や「食」環境
に対する意識が高まると考えています。

苗植えの説明苗植えの説明苗植えの説明苗植えの説明苗植えの説明
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夏野菜の収穫夏野菜の収穫夏野菜の収穫夏野菜の収穫夏野菜の収穫
＜＜＜＜＜ 20052005200520052005 年年年年年 77777 月月月月月 99999 日日日日日（（（（（土土土土土）））））＞＞＞＞＞

　「環境教育の実践Ⅰ」の受講生とともに夏野菜
の収穫を行ないました。
　無農薬での野菜作りは、苗を植えてから収穫ま
での間、草抜きや野菜を虫から守ることなど、手
間がかかります。しかし、手間をかけた分、育っ
た野菜は調理しなくても甘くて味がしっかりして
いました。太陽の光をたっぷりと浴びた野菜は鮮
やかな色をしていました。
　学生たちは、自分達で植えた野菜を1つ1つ大
切そうに収穫し、おいしそうに食べていました。
野菜嫌いの学生も「これなら大丈夫」と言いなが
ら笑顔で食べていました。
　８月には「自給自足生活の体験学習」の食糧と
なりました。自分たちで育てた野菜を収穫したそ
の場で食べることで自然の恵みを五感（官）で感
じることができました。最終的に夏野菜は10月
まで収穫することができ、野菜の強い生命力を感
じました。

夏野菜の収穫夏野菜の収穫夏野菜の収穫夏野菜の収穫夏野菜の収穫

収穫した夏野菜収穫した夏野菜収穫した夏野菜収穫した夏野菜収穫した夏野菜



冬野菜冬野菜冬野菜冬野菜冬野菜

　10月１日に、体験学習フィールドの畑におい
て、冬野菜のダイコンとカブの種をまきまし
た。今年度は、ミミズコンポストによって作っ
た肥料の有効性の実験を行ないました。そこ
で、約20㎏の肥料を使用した畝と使用していな
い畝を作り、冬野菜の成長を比較できるように
しました。
　夏野菜は苗から植えましたが、冬野菜は生命
の成長を観察するために種から育てることにし
ました。種と種の間に肥料をまきました。野菜
を種から無農薬で育てることは大変難しく、発
芽して大きくなるまでに草抜きはもちろん、数
回の間引きやビニールシートをかけることな
ど、苗から植えた時以上に細かく世話をしなけ
ればなりません。しかし、手間を惜しまず世話
をすることで収穫への期待が高まり、生命の大
切さを感じることができると考えます。
　11月15日の時点では、コンポストの肥料を
用いた畝のダイコンの葉は平均約30㎝、カブの
葉は平均約20㎝でした。それに対し、コンポス
トの肥料を用いていない畝のダイコンの葉は平
均約32㎝、カブの葉は平均約24㎝に成長して
いました。どちらも、葉の成長比較ができるほ
ど大きな差はありませんでした。しかし、コン
ポストの肥料を用いた畝の方が全体的にやや小
さかったので、約３㎏の追肥を行ないました。
また、間引きや草抜きを行ないました。発芽
し、成長していく野菜を見て、生命の神秘に触
れることができたと思います。
　収穫は12月上旬に行ないました。収穫したダ
イコンとカブは、12月17日に行なった収穫祭
(餅つき）の際に、ダイコンおろしなどの薬味
として使用しました。また、残った餅とダイコ
ンやカブを使ったエコクッキングを行ないまし
た。また、葉は漬物などを作りました。
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サツマイモの収穫サツマイモの収穫サツマイモの収穫サツマイモの収穫サツマイモの収穫
＜＜＜＜＜ 20052005200520052005 年年年年年 1010101010 月月月月月 11111 日日日日日（（（（（土土土土土）））））＞＞＞＞＞

　「環境教育の実践Ⅱ」、「総合演習①②」の受講
生とともに、サツマイモの収穫を行ないました。
　サツマイモは傷つきやすく、折れやすいので、
まず土の上に出ている余分なツルを切り落として
から掘り出していきます。一つずつスコップを使
い、最後は手で土を掻き分けて丁寧に掘っていき
ました。一通り掘り終わった後は、取り残しがな
いか、くわを使い探しました。この時にもサツマ
イモを傷つけないように注意しながら作業を行な
いました。
　丁寧に掘り、きれいな形で出てきた時の学生の
笑顔は、とても印象的でした。
　収穫したサツマイモをその場で焼いて食べまし
た。皆、「甘くておいしい」と言いながら頬張っ
ていました。

焼きイモを頬張る受講生焼きイモを頬張る受講生焼きイモを頬張る受講生焼きイモを頬張る受講生焼きイモを頬張る受講生

芋ほり芋ほり芋ほり芋ほり芋ほり

サツマイモの苗植えサツマイモの苗植えサツマイモの苗植えサツマイモの苗植えサツマイモの苗植え
＜＜＜＜＜ 20052005200520052005 年５月７日年５月７日年５月７日年５月７日年５月７日（（（（（土土土土土）））））＞＞＞＞＞
　体験学習フィールドの畑において、白イモ、
ベニアズマ（一般的なサツマイモ）、紫イモの
３種類のサツマイモの苗を800本植えました。
苗と苗の間隔を30㎝ほどあけ、浅く水平に植え
る「水平植え」を行ないました。この方法は効
率が良く、苗傷みが少ない方法です。
　最初はぎこちない手つきだった学生たちも、
次第に作業に慣れ、早くも収穫を楽しみにした
様子で植えていました。
　サツマイモは、やせた土地でも簡単に育ちま
すが、根がつくまでは他の野菜よりも水やりに
気を配る必要があります。そのため苗植え後に
多く水を多くやりました。
　今年は葉の成長が遅く、大きなサツマイモが
育つか心配でした。しかし、世話を続けるうち
に葉も少しずつ大きくなり、収穫への期待が高
まりました。

サツマイモの苗つけサツマイモの苗つけサツマイモの苗つけサツマイモの苗つけサツマイモの苗つけ

成長したサツマイモ成長したサツマイモ成長したサツマイモ成長したサツマイモ成長したサツマイモ（（（（（1 01 01 01 01 0 月１日）月１日）月１日）月１日）月１日）

③③③③③サツマイモ作りサツマイモ作りサツマイモ作りサツマイモ作りサツマイモ作り



（（（（（２２２２２）））））自給自足生活の体験学習自給自足生活の体験学習自給自足生活の体験学習自給自足生活の体験学習自給自足生活の体験学習
＜＜＜＜＜ 2 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 0 5 年８月７日年８月７日年８月７日年８月７日年８月７日（（（（（日日日日日）））））～～～～～ 1 21 21 21 21 2 日日日日日（（（（（金金金金金）））））＞＞＞＞＞

①①①①①目的目的目的目的目的・・・・・概要概要概要概要概要
　８月７日から12日までの６日間、甲南大学環境教育野外施設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。自給自足生活の体験学習とは、循
環型コミュニティの原型を体験し、現代のライフスタイルを見直すことを目標として
おり、2003年度から継続して行なっています。この体験学習の経験者からは、「生活す
るために必要最低限のものしか使用しなかったことで、現代生活の無駄の多さに気づ
くことができた」、「自然のリズムを体感することができた」などの感想を聞くことが
できました。
　体験学習のルールは、昨年度まとめた「自給自足生活の体験学習モデルプログラム」
をもとに作成しました。食事には、保存食と、昨年秋に収穫したもち米、体験学習
フィールドで育てた無農薬野菜のみを使用しました。また、調理時の火はすべて火起
こし機を使いました。その他に、緊急時以外は携帯電話を使用しない、時計は一切使
用しない、トイレは山の中で行なう、飲食用以外の水は雨水か近くの池の水をろ過し
たものを使用するなどを設定しました。
　来年度は、普段の日常生活とは違う、限られた条件で生活する中でより快適に自給
自足生活の体験学習を行ないたいと考えています。そのために今年度の反省点を活か
し、改善・発展できる知識を身につけたいと考えています。

＜活動内容＞

・準備日：竹の切り出し、体験学習中の予定の最終確認
・１日目：住居作り（簾を屋根にした住居と藁を屋根にした住居を作成）
・２日目：水質調査（ろ過機を作り、近くの池の水をろ過）・反省会
・３日目：自由日（絵を描く、服を洗濯するなど、思い思いの時間を過ごす）
・４日目：ピットクッキング（参加者にとっての初の試み）

木漏れ日木漏れ日木漏れ日木漏れ日木漏れ日 体験学習フィールドに咲く草花体験学習フィールドに咲く草花体験学習フィールドに咲く草花体験学習フィールドに咲く草花体験学習フィールドに咲く草花



　今回の体験学習では目標の１つに、完成度の高
い住居を作ることを設定しました。昨年度までは
簾を屋根にした住居のみを作っていましたが、今
年度は藁を屋根にした住居も作りました。この藁
は昨年度もち米を脱穀した後に残ったものです。
骨組みの竹を利用し、２種類の住居を作ったこと
で前回までの住居との比較が可能となり、更に住
み心地の良い住居を作る手がかりとなりました。
　簾の住居は藁のものと比べて、手間をかけずに
簡単にできます。しかし、簾の隙間から晴天時に
は日の光が、雨天時には雨が室内に漏れました。
また、バッタなどの昆虫が入り込み、睡眠の邪魔
になることもありました。それに対して、藁の住
居は束ねた藁を重ねてかけているために隙間がな
く、日の光が差し込まず、雨も大雨でない限り漏
れることはありませんでした。また、昆虫につい
ても入り込んでくることはありませんでした。
　しかし、たくさんの竹を使用し、藁の重さに耐
えられる頑丈な骨組みを作る必要があり、そのた
めに室内が狭くなり、横になるには２人が限界で
した。また、屋根の高さも立って作業ができるほ
どは高くなく、中腰の状態で移動しなければなら
ず、まだまだ改良の余地がありました。
　この住居作りの作業を通じて、より快適で住み
やすい住居を作ることができ、「住」環境の大切
さを体感できました。しかし、この作業は、夜が
来る前に、住居を完成させなければならないとい
う点で、時間に気を使わなければなりません。そ
のために、手間や時間を省く作業効率の良い方法
を考える必要があります。
　簾の家に関しては、雨風を防ぐだけでなく、住
居としての見た目を充実させるという問題も反省
点として挙げられました。また、藁の住居に関し
ては、骨組みの強度を失わずに、生活スペースを
広くする方法などが来年度の課題として挙げられ
ました。これらの反省点をふまえ、より充実した
住居作りを目指します。

②②②②②住居作り住居作り住居作り住居作り住居作り

竹の枝払い竹の枝払い竹の枝払い竹の枝払い竹の枝払い
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藁の住居作り藁の住居作り藁の住居作り藁の住居作り藁の住居作り
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③③③③③水の使用水の使用水の使用水の使用水の使用
　昨年度の体験学習中と今年度の体験学習前に、
雨水や近くの池をろ過した水を対象に水質調査を
行ないました。２度水質調査を行った結果、ろ過
した水を用いて洗濯や体を洗うことは安全面、衛
生的に問題がなく、使用可能であることがわかり
ました。そこで、今年度はこの調査結果をもと
に、生活中に必要な水は飲食用を除き、近くの池
の水をろ過したものを使用しました。この水は使
用することはできましたが、水道水のように透き
通ってはいませんでした。
　今回の体験学習を通じて、普段何気なく使用し
ている水の重要性を改めて感じました。私たち
は、日常生活の中で水に関してあまりにも無頓着
だったのではないかと感じました。きれいな水
は、蛇口をひねれば簡単に出てきます。しかし、
それを当たり前のように、使いたいだけ使ってい
たように感じました。今後の日常生活の中では、
水をもっと大切にしたいと反省しました。

④④④④④火起こし火起こし火起こし火起こし火起こし
　昨年度の体験学習に引き続き、今年度も食事の
際に使用する火はすべて火起こし機で起こしまし
た。火起こしの方法として、まず火種を作り、そ
の火種をおが屑の上に乗せます。次に、息を吹き
かけ空気を送り込み、火種を炎に変えます。コツ
をつかむまでは、延々と煙が出るだけでなかなか
火がつかず、難しい作業となりました。苦労して
起こした火を絶やさないようにして、夜はろうそ
くを使い、明かりとしました。ほんのりと明るい
光で過ごすことで、普段とは違った雰囲気の中、
いつも以上に本音を語り合うことができました。
日常では何気なく使う火の大切さを感じることが
できました。今年度は、昨年度と同様の「舞ぎり
式」の他に「弓ぎり式」のものを用いました。２
つの火起こし機を使用して、初めて使用した「弓
ぎり式」は、「舞ぎり式」に比べて力を摩擦に変
える効率が悪く、体力・時間ともに大きな負担が
かかることが分かりました。

ろ過後の水ろ過後の水ろ過後の水ろ過後の水ろ過後の水

ろ過水で体を拭くろ過水で体を拭くろ過水で体を拭くろ過水で体を拭くろ過水で体を拭く

「「「「「舞舞舞舞舞ぎぎぎぎぎりりりりり式式式式式」」」」」火越し機火越し機火越し機火越し機火越し機

火種から炎へ火種から炎へ火種から炎へ火種から炎へ火種から炎へ



⑤⑤⑤⑤⑤食事食事食事食事食事
　食事は、昨年秋に収穫したもち米と体験学習
フィールドの畑で育てた野菜を使用しました。
　昨年度は、料理のメニューが少なく毎日同じ料
理を食べていました。そのため、料理に飽きてし
まい食欲が減退してしまった結果、夏バテになっ
てしまう人がいました。その点を克服するため
に、メニューを増やし、食欲不振を未然に防ぐこ
とを今年度の目標の1つとして掲げました。
　もち米にトマトやカボチャなど野菜を混ぜて炊
き込みご飯にする、トマトをつぶしてスープを作
る、キュウリやナスを塩漬けにするなど毎日違っ
た組み合わせの食事をとりました。また、トマト
をケチャップに、キュウリを酢につけピクルスに
して保存食として持ち込みました。
　しかし、自分たちで加工して持ち込んだもの以
上に自然の食べ物、特にスイカに感動しました。
水分をたっぷり含んだ甘いスイカは暑さによる疲
れをとってくれました。水分も上手にとることの
できる果物の存在は不可欠だと思いました。
　４日目には「ピットクッキング」を行いまし
た。これはネイティブカナディアンの伝統文化で
す。地面に穴を掘り、その中でナスやカボチャな
どの野菜と香草を蒸し焼きにするという調理法で
す。今回は、香草にドクダミを使ったので独特な
香りと味がしました。
　さらに、今年度は料理だけではなく食器にも力
を入れました。住居作りで余った竹の切れ端を使
い、箸や器をはじめ、スプーンやフォーク、ナイ
フなども作成しました。飯盒の蓋ではなく、自然
のもので作った食器に盛り付けることで食卓が彩
られ、食欲が増しました。
　前回までに比べ多くのメニューができました。
その上、ただ食べるだけの楽しみではなく見た目
も良い「食の楽しみ」を感じることができまし
た。充実した食事は体力の回復という以上に精神
的な支えとなりました。塩だけの素朴な味付けで
したが、野菜本来の甘みやみずみずしさが引き出
され、とてもおいしく感じました。

竹の食器竹の食器竹の食器竹の食器竹の食器

朝食朝食朝食朝食朝食（（（（（おおおおおにににににぎぎぎぎぎりりりりりととととと野野野野野菜菜菜菜菜ののののの塩塩塩塩塩づづづづづけけけけけ）））））

昼食昼食昼食昼食昼食（（（（（カカカカカボボボボボチチチチチャャャャャごごごごご飯飯飯飯飯ととととと煮煮煮煮煮付付付付付けけけけけ）））））

保存食保存食保存食保存食保存食（（（（（トトトトトマママママトトトトトケケケケケチチチチチャャャャャッッッッップププププ）））））



⑥⑥⑥⑥⑥ライフスタイルの改革に向けてライフスタイルの改革に向けてライフスタイルの改革に向けてライフスタイルの改革に向けてライフスタイルの改革に向けて
　今回の体験学習も昨年度に引き続き、「日常生
活ではあまり意識していないけれども大切なこ
と」を数多く体験することができました。
　まず、コミュニティ内における情報共有の重要
性があります。情報の共有ができていないため
に、ケガや事故が起こる可能性、計画通りに作業
が進まないおそれがあります。実際に、今回の体
験学習中の初期は情報が正しく伝達できていな
かったために作業の手際が悪く、終了する前に日
が暮れてしまうことがありました。何日もともに
生活を続けていると、自然とお互いに声をかけ合
いながら情報を伝達していくことの大切さに気付
きました。その結果、お互いの意思や作業の様子
がスムーズに伝わり、作業の効率も上がりまし
た。普段よりも密度の濃いコミュニケーションを
とることができました。一方、日を追うにつれ、
あえて次の作業の指示などの情報を伝達しようと
しなくても自然と役割分担ができるようになり、
その場に応じた臨機応変な行動ができるようにな
りました。薪拾いは最初、皆の仕事として一斉に
行なっていましたが、次第に他の用事がある人が
ついでに拾ってくるようになりました。
　最後に、天候が生活に与える影響を知ることが
できました。例えば、、雨が降れば農作業ができ
なくなります。生活をしているうちに、空の様子
と風の流れを見て、天気が変わる前に作業を終わ
らせるように誰ともなく行動し始めるようになり
ました。また、朝の涼しいうちに作業を行ない、
昼間の暑い時間は日陰で休憩するなど無理のない
ように生活しました。
　日が昇るとともに目覚め、沈むとともに眠る。
天気が良いと畑で作業をして、雨が降れば小屋で
雨がやむのを待ちながら話をする。思い通りにい
かない自然の雄大さや、私たち人間は自然の一部
であるという認識を持ちました。この気持ちを忘
れず、日常生活にいかしていきたいと考えていま
す。
（（（（（こここここののののの体体体体体験験験験験学学学学学習習習習習中中中中中ののののの詳詳詳詳詳しししししいいいいいデデデデデーーーーータタタタタははははは、、、、、別紙別紙別紙別紙別紙「「「「「自自自自自

給自足生活の体験学習記録」給自足生活の体験学習記録」給自足生活の体験学習記録」給自足生活の体験学習記録」給自足生活の体験学習記録」参参参参参照照照照照。。。。。）））））

自由日の活動自由日の活動自由日の活動自由日の活動自由日の活動（（（（（スススススケケケケケッッッッッチチチチチ）））））

体験学習フィールドの空体験学習フィールドの空体験学習フィールドの空体験学習フィールドの空体験学習フィールドの空

学生の作品学生の作品学生の作品学生の作品学生の作品（（（（（藁藁藁藁藁ののののの住住住住住居居居居居）））））

体験学習中に出たゴミ体験学習中に出たゴミ体験学習中に出たゴミ体験学習中に出たゴミ体験学習中に出たゴミ



　昨年度に引き続き、甲南大学生活協同組合・カ
フェパンセの協力のもと、10号館横のミミズコ
ンポストにおいて生ゴミを処理しています。今年
度は２月末までに、約145㎏の生ゴミを処理しま
した。観察記録は別紙参照。
　生ゴミの処理方法は、まずコンポストに生ゴミ
を入れるための穴を掘ります。次に、生ゴミに少
量の水を加え、ミミズが分解しやすいようによく
かき混ぜます。それを穴に入れ、土を上からかぶ
せます。更にその上から湿度や温度を調節するた
めにダンボールをかぶせます。
　コンポストにはシマミミズを使用しています。
シマミミズは24時間かけて自分の体重の半分か
ら同等の生ゴミを処理し、栄養価の高い土（肥
料）に変えます。例えば１㎏分のシマミミズがい
れば、1日に500ｇから１㎏の生ゴミを処理でき
るということです。

（（（（（３３３３３）））））ミミズコンポストの活用ミミズコンポストの活用ミミズコンポストの活用ミミズコンポストの活用ミミズコンポストの活用
①①①①①ミミズコンポストの目的ミミズコンポストの目的ミミズコンポストの目的ミミズコンポストの目的ミミズコンポストの目的

②②②②②ミミズコンポストの有効活用ミミズコンポストの有効活用ミミズコンポストの有効活用ミミズコンポストの有効活用ミミズコンポストの有効活用

ミミズコンポストの観察ミミズコンポストの観察ミミズコンポストの観察ミミズコンポストの観察ミミズコンポストの観察

市成氏市成氏市成氏市成氏市成氏（（（（（右右右右右）））））との勉強会との勉強会との勉強会との勉強会との勉強会

シマミミズシマミミズシマミミズシマミミズシマミミズ

ミミズコンポストミミズコンポストミミズコンポストミミズコンポストミミズコンポスト（（（（（1 01 01 01 01 0 号館）号館）号館）号館）号館）

　８月31日に、ミミズを専門に研究している市
成恵郎氏を招き、勉強会を行ないました。ミミズ
の生態に関する基礎知識を改めて理解した上で、
できた肥料を有効活用するにはどうすればよいの
かを学びました。その後、実際にコンポストの現
状を見てもらい、より効率良くミミズが生ゴミを
処理する方法を教えていただきました。
　10月1日に、コンポストの肥料の有効性を調べ
るため甲南大学環境教育野外施設の体験学習
フィールドにおいて、冬野菜（ダイコン・カブ）
を植えました。コンポストの肥料を使用した畝と
体験学習フィールドの牛糞による肥料を使用した
畝を作り、それぞれで野菜を育てることで成長を
比較しました。今回の実験ではあまり差が見受け
られませんでした。今後の課題として、来年度は
原因の把握とともに、再び実験を行なう必要があ
ると考えています。

（（（（（詳詳詳詳詳細細細細細ははははは、、、、、別紙別紙別紙別紙別紙「「「「「ミミミミミミミミミミズズズズズコココココンンンンンポポポポポススススストトトトト観観観観観察察察察察記記記記記録録録録録」」」」」参参参参参
照照照照照。。。。。）））））
　



プランプランプランプランプランⅣⅣⅣⅣⅣ ：：：：：国際ネットワーク化の推進国際ネットワーク化の推進国際ネットワーク化の推進国際ネットワーク化の推進国際ネットワーク化の推進

          －グローバルな視点からの環境意識の向上－－グローバルな視点からの環境意識の向上－－グローバルな視点からの環境意識の向上－－グローバルな視点からの環境意識の向上－－グローバルな視点からの環境意識の向上－

（（（（（１１１１１）））））学生テレビ会議の開催学生テレビ会議の開催学生テレビ会議の開催学生テレビ会議の開催学生テレビ会議の開催
・・・・・プラナコーン大学プラナコーン大学プラナコーン大学プラナコーン大学プラナコーン大学（（（（（タタタタタイイイイイ）））））

（（（（（２２２２２）））））国外へのエコツアー国外へのエコツアー国外へのエコツアー国外へのエコツアー国外へのエコツアー
・・・・・北京大学北京大学北京大学北京大学北京大学（（（（（中中中中中国国国国国）））））

（（（（（３３３３３）））））淡路島モンキーセンターにおける奇形ザル共同調査淡路島モンキーセンターにおける奇形ザル共同調査淡路島モンキーセンターにおける奇形ザル共同調査淡路島モンキーセンターにおける奇形ザル共同調査淡路島モンキーセンターにおける奇形ザル共同調査
・・・・・カルガリー大学カルガリー大学カルガリー大学カルガリー大学カルガリー大学（（（（（カカカカカナナナナナダダダダダ）））））



（（（（（１１１１１）））））学生テレビ会議の開催学生テレビ会議の開催学生テレビ会議の開催学生テレビ会議の開催学生テレビ会議の開催
プラナコーン大学プラナコーン大学プラナコーン大学プラナコーン大学プラナコーン大学（（（（（タタタタタイイイイイ）））））
　７月27日に、甲南大学５号館5-23教室にお
いてタイのプラナコーン＝ラジャバト大学と第
２回学生テレビ会議を開催しました。
　テレビ会議システムとは、ネット回線を利用
して映像と音声の交信ができるシステムです。
これを利用することで、距離や地域に関係なく
複数の場所であっても顔を見ながら会議や授業
を行なうことができます。
　これまでの経験として、2005年３月17日に
第１回学生テレビ会議を行ない、プラナコーン
＝ラジャバド大学と日本の３点（谷口研究室・
8-24教室・情報教育センター）の計４点を接続
に成功しました。その結果、テレビ会議システ
ムの有効性を確認することができました。
　今回は、「国際ネットワーク化の推進」とい
うテーマのもとに行ないました。まず、日本側
からAPNセンター長の山村氏、IGES副所長の今
田氏、谷口先生が挨拶されました。次に、学部
生・大学院生が谷口ゼミの活動である甲南大学
環境教育野外施設における無農薬農法を通じた
環境教育の実践、住吉川環境学習、カナダ・
フィールドスタディについてプレゼンテーショ
ンを行ないました。その後、タイ側のSiriwat
Soondarotok先生とタイの学生４名とともに
「国際ネットワーク化の推進及び今後の進め方」
を話し合いました。
　前回より更に専門的な知識と情報の交流がで
きました。会話は英語で行ないました。時々画
像が乱れ、声が聞き取りにくいことがありまし
たが、それはネット回線が込み合う時間帯だっ
たことやそれぞれの大学でネット回線の容量が
異なることが原因として考えられます。このよ
うな点を考慮し、12月24日にも接続しました。
前回よりも画像はきれいでしたが、やはり音声
が途切れたりといった課題は残りました。今
後、接続する地域を増やすために、これらの課
題を考える必要があると思われます。 ディスカッションディスカッションディスカッションディスカッションディスカッション

タイとのテレビ会議タイとのテレビ会議タイとのテレビ会議タイとのテレビ会議タイとのテレビ会議（（（（（5 - 2 35 - 2 35 - 2 35 - 2 35 - 2 3 教室）教室）教室）教室）教室）

S i r i w a tS i r i w a tS i r i w a tS i r i w a tS i r i w a t 先生の質問先生の質問先生の質問先生の質問先生の質問
（（（（（於於於於於：：：：：プラナコーン大学）プラナコーン大学）プラナコーン大学）プラナコーン大学）プラナコーン大学）

プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション
((((( 於於於於於：：：：：甲南大学）甲南大学）甲南大学）甲南大学）甲南大学）



（（（（（２２２２２）））））国外へのエコツアー国外へのエコツアー国外へのエコツアー国外へのエコツアー国外へのエコツアー
北京大学北京大学北京大学北京大学北京大学（（（（（中中中中中国国国国国）））））
＜＜＜＜＜ 20062006200620062006 年３月年３月年３月年３月年３月 1212121212 日日日日日（（（（（日日日日日）））））～～～～～ 1515151515 日日日日日（（（（（水水水水水）））））＞＞＞＞＞
　３月12日から15日まで、３泊４日の日程で、
谷口先生の引率のもと、先生を含め８名で中
国、北京への研修旅行を行ないました。
　１日目は、天安門広場、故宮博物院を見学し
ました。人の多さと建物の規模に中国という国
の大きさを実感しました。2008年のオリンピッ
クへ向けての準備が進んでいました。あちらこ
ちらで工事が行なわれていました。
　２日目は、万里の長城、明の十三凌を見学し
ました。そのスケールの大きさに、皇帝の権力
というものがいかに強大であったかを感じまし
た。同時に、昔の技術で、あれほどの大きな建
物を建てる「人の力」というものにとても驚き
ました。万里の長城は、一部しか見ることがで
きませんでしたが、それでもあまりにも大きな
もので、さらにこの城壁が果てしなく続いてい
るのかと思うと言葉が出ませんでした。
　３日目には、北京大学を訪問しました。大学
の中は、バスや車が走り、生活に必要な店や銀
行などがそろっていました。まるで、大学自体
が大きな一つの街のようでした。北京大学に
は、600万冊の本を持つ図書館があり、規模の
大きさにただ圧倒されました。まず、谷口先生
の講義に参加しました。その後、北京の大学院
生と交流し、北京大学のキャンパスを案内して
もらいました。キャンパスを歩きながら、彼ら
は将来の夢を語ってくれました。はっきりと自
分の目標を掲げ、それに向かい一生懸命に努力
する姿はとても素敵だと感じました。
　来年度も、タイやマレーシアなど積極的に国
外へ行き、現地の人々との交流を図りたいと考
えています。また、より多くの施設を見学する
ことで、テレビやインターネット、本などでは
得ることのできない知恵と国際的な視野を身に
つけたいと考えています。　
　

天安門広場天安門広場天安門広場天安門広場天安門広場

北京大学大学院生との交流北京大学大学院生との交流北京大学大学院生との交流北京大学大学院生との交流北京大学大学院生との交流

谷口先生の講義谷口先生の講義谷口先生の講義谷口先生の講義谷口先生の講義（（（（（於於於於於：：：：：北京大学）北京大学）北京大学）北京大学）北京大学）

万里の長城万里の長城万里の長城万里の長城万里の長城



(3)(3)(3)(3)(3)淡路島モンキーセンターにおける奇形ザル共同調査淡路島モンキーセンターにおける奇形ザル共同調査淡路島モンキーセンターにおける奇形ザル共同調査淡路島モンキーセンターにおける奇形ザル共同調査淡路島モンキーセンターにおける奇形ザル共同調査

　　　　　

　淡路島モンキーセンターでは、1970年代から
手足に奇形があるサルが生まれています。原因
として残留農薬の影響が考えられています。谷
口ゼミでは昨年度から、カルガリー大学大学院
生のSarah Turner氏とモンキーセンターにおい
て奇形ザルの共同調査を行なっています。今年
度も７月30日、31日の２日間、共同調査を行
ないました。
　30日は、サルが生息する範囲のヤマモモの木
を調査しました。ヤマモモはサルの好物です。
秋には、実のなり具合によって、サルが山から
降りて来ないこともあります。調査方法は、15
本のヤマモモの木にあらかじめ印をつけ、その
木に新しい葉ができる割合を見ます。そこから
今年できる実の量を予測します。
　31日には、奇形のないサル10匹と奇形ザル
10匹の糞を回収しました。糞を回収するサルは
Sarah Turner氏によりマーキングされていま
す。この糞は京都大学に送られ、分析・比較さ
れます。これにより、奇形ザルのストレス度を
計測することができます。
　今回の調査中に、生後数時間の赤ん坊ザルを
見ることができました。この赤ん坊ザルは両手
が欠指（指が欠けている状態）、両足が屈指
（指が曲がっている状態）でした。母ザルは今
までに奇形ザルを出産したことはありませんで
した。この赤ん坊ザルを見て、日常的に奇形が
誕生している現状に危機感を感じました。人間
は、個体としてサルよりも大きいために奇形が
出ていないだけであり、私たちはサルたちと同
じように農薬がかかっているであろう作物を食
べています。この事実をしっかりと認識し、改
めて安全な「食」環境について考えなければな
らないと感じました。
　

淡路島モンキーセンター淡路島モンキーセンター淡路島モンキーセンター淡路島モンキーセンター淡路島モンキーセンター

カルガリー大学カルガリー大学カルガリー大学カルガリー大学カルガリー大学（（（（（カカカカカナナナナナダダダダダ）））））

＜＜＜＜＜ 20052005200520052005 年７月年７月年７月年７月年７月 3030303030（（（（（土土土土土）））））・・・・・3131313131（（（（（日日日日日）））））＞＞＞＞＞

裂手の奇形ザル裂手の奇形ザル裂手の奇形ザル裂手の奇形ザル裂手の奇形ザル

ヤマモモの調査ヤマモモの調査ヤマモモの調査ヤマモモの調査ヤマモモの調査

Sarah Sarah Sarah Sarah Sarah とのとのとのとのとの共同調査共同調査共同調査共同調査共同調査



４、４、４、４、４、今後に向けて今後に向けて今後に向けて今後に向けて今後に向けて



＜今後に向けて＞＜今後に向けて＞＜今後に向けて＞＜今後に向けて＞＜今後に向けて＞

・・・・・KEMSKEMSKEMSKEMSKEMS 取得と取得と取得と取得と取得と ISO14001ISO14001ISO14001ISO14001ISO14001 へ向けた基盤整備へ向けた基盤整備へ向けた基盤整備へ向けた基盤整備へ向けた基盤整備
　今年度、私たちは I S O 取得に向けて勉強会などの活動を行なってきましたが、経済
的・人的な理由などにより困難であるという結論に至りました。そこで、来年度は神
戸市の「具体的で取り組み易く、かつその取り組みによりコスト削減などのメリット
につながる K E M S という審査登録制度」の取得を目指します。そのための第一歩として、
財務部管財課や学生部だけでなく、環境啓発シンポジウムの参加組織である甲南大学
生活協同、関西明装（㈱）、神戸エイコ―サービス、対馬造園とのさらなるパートナー
シップの強化を図りたいと考えています。そして、K E M S 取得という段階を踏まえ、将
来 I S O 取得への再挑戦を行ないたいと考えています。

・・・・・甲南大学内における活動の継続甲南大学内における活動の継続甲南大学内における活動の継続甲南大学内における活動の継続甲南大学内における活動の継続・・・・・発展発展発展発展発展
　甲南大学における循環型コミュニティの創造に向け、本校舎では特にミミズコンポ
ストの一層の有効活用に力を入れ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）においては、まず無農薬・有機農法を用いたパーマカルチュアを継続・
発展させたいと考えています。次に、甲南大学環境教育野外施設（広野）は「環境教
育の実践Ⅰ、 Ⅱ」「総合演習①②」、 甲南三法人が環境教育を行なう場でもあります。
それらの環境教育活動に携わり、環境教育のさらなる発展をサポートしていきたいと
考えています。

・・・・・国営明石海峡公園国営明石海峡公園国営明石海峡公園国営明石海峡公園国営明石海峡公園「「「「「あああああいいいいいななななな里里里里里山山山山山村村村村村」」」」」へのボランティア活動へのボランティア活動へのボランティア活動へのボランティア活動へのボランティア活動
　今年度、国土交通省・国営明石海峡公園「あいな里山公園」で行なわれている不耕
起農業へ参加しました。現在、そこで得た多くの知識を甲南大学環境教育野外施設で
行なわれている活動に活かしています。来年度は、「あいな里山公園」で行なわれてい
る不耕起農業や「あいなの郷」の再生ボランティアなどの活動にも積極的に参加し、
さらに知識と経験を身につけたいと考えています。

・・・・・国際ネットワーク化の推進国際ネットワーク化の推進国際ネットワーク化の推進国際ネットワーク化の推進国際ネットワーク化の推進

     平成 1 8 年度から、文学部人間科学科の専門科目として、「国際環境教育ネットワー
ク」という科目が新設されます。この授業では、タイやカナダを中心とした海外のい
くつかの国とテレビ会議システムにより、リアルタイムにつなぐ e - L e a r n i n g（遠隔授
業）が行なわれます。私たちは、この授業やミーティングなどに積極的に参加したい
と考えています。日本国内にいても国際的な環境に対する取り組みを学びます。
　さらに、新設科目の「国内環境教育ネットワーク」の授業で国内の専門的な知識を
得た上で、より広い視野の獲得を目指すために、フィールドワークのために外国を訪
れたいと考えています。来年度は、タイやマレーシアを訪問する予定です。海外で、
実際に体験しなければわからないもの、見えないものを五感を使って得たいと思いま
す。今年度の中国では、北京大学の学生たちと触れ合うことで良い刺激を受けました。
そして、そこで得た経験や知恵を再び日本に戻ってきた後のあらゆる場面で活かして
いきたいと考えています。
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