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１、はじめに
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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。

（５）環境教育と心の教育

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（自然）、水俣病（社会）、
心の問題を研究課題としています。

（１）甲南大学谷口研究室の活動背景

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。

（２）自然環境の汚染

　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。

（３）社会環境の汚染

　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。

（４）心の環境の汚染
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（６）ゼミ活動の概要

2000年～2006年の谷口ゼミの主な活動の概要をご紹介いたします。
　2000年２月、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、無農薬有機農業を始めました。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、広野において無農薬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、2005年度と連続して優秀賞をいただいています。今年度はこれまでの活動実績を
評価され、甲南21クリエイティヴ・プラン・ディベロップメントとして優秀賞をいただきました。
　これまでの活動を通して、環境に対する関心、知識、態度、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2006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ISO認証取得を見据えたKEMS認証取得を目指した学内の環境整備を行
ないたい考えています。
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２、2006年度スチューデント・アクション・プロジェクト企画内容

「甲南大学における持続可能な循環型キャンパスの実現を目指して
－甲南人の環境意識の向上を通じて－」
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プランⅢ：甲南大学を中心とした環境教育ネットワーク構築のサポート
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３、2006年度スチューデント・アクション・プロジェクト成果報告
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プランⅠ：「学内の環境意識の向上を目指したＫＥＭＳの認証取得」

（１）環境啓発シンポジウム参加組織とのパートナーシップの強化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　－ＫＥＭＳ実行委員会の設置－

（２）６組織とのパートナーシップによるＫＥＭＳ認証取得

（３）学生・教職員への環境意識向上のための広報活動
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（１）環境啓発シンポジウム参加組織との
   パートナーシップの強化－ＫＥＭＳ実行委員会の設置－
　2002年度から始まった環境啓発シンポジウムに賛同・協力していただいている６つの
組織【学生部・財務部・甲南大学生活協同組合・関西明装（株）警備部・（株）神戸エイ
コーサービス・（株）対馬造園店】と谷口ゼミとで学内のKEMS認証取得に向けた実行委
員会を立ち上げます。
　各団体の担当している大学の敷地ごとに環境負荷が違うので、それぞれに環境改善計
画を立てて実行しKEMS認証取得していきます。順に認証取得場所を広げていき、最終的
には大学全体で取得できると考えました。
　谷口ゼミはコーディネート役として、各組織と話し合いながら環境改善計画を立案し、
環境マネジメントのバックアップを行ないます。

　（２）６組織とのパートナシップによるＫＥＭＳ認証取得
　今年度は６組織でのKEMS認証取得に先駆けて、まずは生協とのパートナーシップを強
化し、生協北館でのKEMS認証取得に向けて活動しました。
　生協北館でのKEMSの認証取得において、生協の長谷川氏にKEMS実行委員会に参加し
ていただきました。KEMS運用期間のデータと比較するために、生協北館の水道代や光熱
費のデータをいただきました。そして、実際に生協北館ではどのような活動を行なって
いるのかという評価表も書いていただき、その評価表を元に環境改善計画を立てるにあ
たって、ISOコンサルタントの大野氏を迎え、長谷川氏を交えて勉強会を行ないました。
　話し合いでは、生協北館での今後の課題として、業務上大量に発生してしまう紙ゴミ
をどのように管理するかという点が挙げられています。北館の実情を調査するべく、長
谷川さんに北館での紙の管理方法の状況を見せていただきました。
　紙ゴミの種類としては、印刷ミスの裏紙、シュレッダーにかけられた書類の紙ゴミ、業
者から送られてくる大量の広告（旅行会社や教習所の案内など）が挙げられています。特
に、広告はその量から、管理するためにスペースを要すること、どれほどの量がゴミに
なってしまうのかを調べるのが容易ではないことが問題になっていました。
　まずは、学生たちが使用するコピー機から出る印刷ミスの裏紙を用紙のサイズ毎に回
収するべく回収ボックスを目立つように設置することや、シュレッダーで細かくされた
紙ゴミや業者から送られてくる大量の広告用紙は専門の業者に有料でリサイクル回収し
てもらえることなども判明し、環境マネジメントとして提案しています。

KEMS勉強会（9月29日） 生協での話し合い(3月15日) 生協のコピー機
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（３）学生・教職員への環境意識向上のための広報活動

　広報活動を通じた甲南人の環境意識の向上を客観的に評価する必要があります。そこ
で今回は学生の環境意識の変化をアンケートを用いて調査しました【資料Ⅰ「甲南人と
しての環境意識と環境行動関するアンケート調査」参照】。アンケートは「哲学思想基礎
論」の受講生を調査対象に選びました。その理由として、今年度の環境啓発シンポジウ
ムは「哲学思想基礎論」の講義内で行なわれることと、環境関連の講義ではないという
ことを考慮したためです。詳細については以下にまとめます。

【調査方法】
４件法を用いたアンケート調査

【調査対象】
大学生（甲南大学文学部人間科学科専門科目「哲学思想基礎論」）
前期から後期にかけての環境意識の変化を測るため、氏名を記入させた。その結果、前
期129名、後期119名の回答が得られ、内91名を採用した。

【調査時期】
前期（７月12日）、後期（12月 13日）の「哲学思想基礎論」の講義終了後。

　環境意識向上のための啓発活動として、甲
南大学生活協同組合のホームページ上「情報
パック」に環境に関する記事を継続的に記載
し情報発信をしています。
　また、甲南大学環境総合研究所主催の第６
回環境啓発シンポジウム（2006年12月６日）
に参加しました。シンポジウムでは６組織の
代表と学生による発表が行なわれ、学内の自
然環境や環境問題についての取り組みについ
て学生たちと教職員の間で議論が交わされて
います。谷口ゼミは第１回より継続してシン
ポジウムに参加しています。このシンポジウ
ムでの議論を通して、学生・教職員の環境意
識や環境行動の向上を目指しています。
　このように「情報パック」や環境啓発シン
ポジウムを通じて、甲南人の環境意識の向上
を図っています。
　

第６回環境啓発シンポジウム

■広報活動

シンポジウム要旨集

■学内アンケートの実施
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表１．平均および標準偏差（前期・後期）

【質問紙の作成と資料の整理】
環境意識と環境行動に関する質問項目18項目を作成し、４件法で回答させた。
「あてはまらない」を０点、「あまりあてはまらない」を１点、「ややあてはまる」を２点、
「あてはまる」を３点とし、得点化した。そのため得点の範囲は０～４点となる。なお、
統計ソフトは「エクセル統計2002 for Windows」を使用し、統計処理した。

【調査結果】
調査結果は下記表１の通りである。
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　前期と後期の環境意識の変化を測るために、前期と後期の結果をt検定で分析した。そ
の結果、「１．ゴミは分別して捨てる。」（P＜.05、t＝1.84）、「３.大学の環境関連の授
業について受講している（した）。」（P＜.01、t＝6.60）、「５．お弁当の容器や自動販売
機のデポジット制を利用している。」（P＜.05、t＝1.80）、「６.甲南大学の分別はしっ
かりできていると思う。」（P＜.05、t＝2.39）、「７.昨年の摂津祭（学祭）でのリサイ
クル容器回収率を知っている。」（P＜.01、t＝3.99）、「１３.甲南大学で蛍光灯の『間
引き』が行なわれていることを知っている。」（P＜.01、t＝4.01）の６項目で有意差が
見られた。

【考察】
　前期に比べて後期で有意に差が見られた第一の理由として、アンケート調査を環境啓
発シンポジウムの１週間後に行なわれたことが考えられる。環境啓発シンポジウムを通
じて蛍光灯の「間引き」、デポジット制、ゴミの分別などの学内での環境活動についての
知識が向上したと示唆される。項目１、項目３、項目５などの結果から実際に環境行動
に結びついているとも考えられる。
　第２の理由として、「哲学思想基礎論」が環境関連の講義ではないということがあげら
れる。通常の講義では環境に関する内容はほとんど取り扱われていないため、環境啓発
シンポジウムの内容が興味、関心を引き起こしたのではないかと考えられる。
一方で、「情報パック」の認知度やISOやKEMSへの関心は低かった。「情報パック」に関
しては、昨年度よりも認知度が高まったものの、まだ高いとはいえない。ISOやKEMSに
関してもまだまだ認知度が低い。今後も「情報パック」などの広報活動を広げていく必
要があるだろう。

【感想と反省】
　アンケート調査の結果からは、一応の環境意識の向上は見られた。しかしながら実際
に自分たちで活動を行なった結果が十分に反映されているわけではないと考えられる。ア
ンケートの調査対象も文学部に限定してしまったため、今後は文学部以外の学生まで対
象を広げていく必要があるだろう。また、質問項目の内容が学内の活動なのか、日常生
活の活動なのかが曖昧な項目もあったため、質問項目の吟味が今後改良する必要がある。
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【前期】

（１）ゴミは分別して捨てる

44%

43%

10%
3%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（１）ゴミは分別して捨てる

47%

47%

6% 0%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（２）電気やエアコンなどの節電を心がけている。

35%
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0%

0%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（２）電気やエアコンなどの節電を心がけている。

26%

45%

26%

3%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（３）大学の環境関連の授業について受講している（した）。

4% 2%

10%

84%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（４）地域の環境活動に参加したことがある。
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26%

35%

あてはまる
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あまりあてはまらない

あてはまらない

（３）大学の環境関連の授業について受講している（した）。
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（４）地域の環境活動に参加したことがある。

22%
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27%
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あまりあてはまらない
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【後期】

■環境意識調査アンケート項目別結果
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（５）お弁当の容器や自動販売機のデポジット制を利用している。

42%

26%

18%

14%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（６）甲南大学の分別はしっかりできていると思う。

16%

48%

29%

7%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（７）昨年の摂津祭（学祭）でのリサイクル容器回収率を知っている。

4%
1%

1%

94%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（８）生協発行「情報パック」に掲載されている環境に関する記事を読んでい

る。
2%

1%

4%

93%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（５）お弁当の容器や自動販売機のデポジット制を利用している。

47%

32%

12%

9%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（６）甲南大学の分別はしっかりできていると思う。

25%

52%

19%

4%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（７）昨年の摂津祭（学祭）でのリサイクル容器回収率を知っている。

17%

4%

6%

73%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（８）生協発行「情報パック」に掲載されている環境に関する記事を　読んでいる。

0%

1%

11%

88%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

【前期】 【後期】



20

（１０）歩きタバコは危険であると思う。

65%

24%

9%
2%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（１１）タバコのポイ捨てが気になる。

60%17%

16%

7%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（１２）①学内完全禁煙に賛成である。

53%

11%

21%

15%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（１０）歩きタバコは危険であると思う。

65%

33%

1%

1%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（１１）タバコのポイ捨てが気になる。

66%

16%

14%

4%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（１２）①学内完全禁煙に賛成である。

53%

19%

16%

12%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

【前期】 【後期】

（９）タバコを吸う。

5%

95%

はい

いいえ

（９）タバコを吸う。

5%

95%

はい

いいえ
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（１４）使っていない部屋の電気や空調、主電源などは消すようにしている。

31%

41%

23%

5%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（１７）ISOを知っていた。

7%

14%

4%

75%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（１８）KEMS認証取得のための実行委員会に参加したい。

4%

15%

32%

49%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（１４）使っていない部屋の電気や空調、主電源などは消すようにしている。

30%

35%

20%

15%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（１７）ISOを知っていた。

5%

16%

9%

70%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（１８）KEMS認証取得のための実行委員会に参加したい。

1%

18%

34%

47%
あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

【後期】【前期】

（１３）甲南大学で蛍光灯の「間引き」が行なわれていることを知っている。

5%

10%

8%

77%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない

（１３）甲南大学で蛍光灯の「間引き」が行なわれていることを知っている。

21%

14%

10%

55%

あてはまる

ややあてはまる

あまりあてはまらない

あてはまらない
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・煙やにおいが嫌いである　25
・受動喫煙・副流煙が嫌　15
・ポイ捨てが増える　9
・タバコが嫌い　7
・体に悪いから　4
・マナーを守らないから　2
・タバコを吸わないから　1

・歩きタバコが危険である　1

・ゴミ拾い　22
・ゴミ分別　19
・リサイクル活動　13
・空調管理（クールビズ、ウォームビズ）を積極的に行なう　10
・節電　5
・植樹　4
・ポイ捨て禁止　4
・分煙をすすめる　3
・清掃活動　2
・お弁当を持ってくる　1
・Refuse（買い物袋の拒否など）　1
・ボランティア活動　1
・紙の再利用　1
・生ゴミ処理機を使用する　1
・禁煙する　1
・十分綺麗だと思う　1
・マイ箸を使用する　1
・合成洗剤を使用しない　1　

(15)甲南大学で皆さんが何か一つ環境保全のために活動をするなら何をしますか。

■自由記述項目結果【前期】
(12)②学内での喫煙に関する意見

○肯定意見　 ○否定意見
・分煙がよい　25
・いきなりの完全禁煙は無理である　1
・ある程度はよい　1

(16) より多くの人の環境に対する意識を高めるにはどのようにすればいいと思いますか。

・現在の環境問題の実情を伝える
 （直接伝えたり、ビデオで見せたりする）　　24
・ポスターで告知する　12
・罰則を与える　7
・イベントを行なう　5
・ビラ配りを行なう　4
・ゴミ箱（分別の種類）を増やす　4
・授業に環境問題を取り入れる　4
・CMによる情宣　3
・有名人の講演会　2
・体験学習を行なう　2
・自分たちでゴミ出しを行なう　2

・小さい頃からの教育を行なう　1
・デポジット制を多く取り入れる　1
・見回りを行なう　1
・ポイ捨て禁止にする　1
・制度化する　1
・無理だと思う　1
・努力できる状況作りを行なう　1
・環境キャンペーンを行なう　1
・クリーンアップ週間を作る　1
・地域での取り組みを行なう　1
・授業に関連させ単位を与える　1

・清掃員を増やす　1
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・現在の環境問題の実情を伝える
 （直接伝えたり、ビデオで見せたりする）　38
・ポスターで告知する　8
・イベントを行なう　6
・授業に環境問題を取り入れる　5
・CMによる情宣　4
・ゴミ箱（分別の種類）を増やす　4
・直接注意する（ポイ捨てした人などに）　4
・体験学習を行なう　3
・ビラ配りを行なう　3

(16)より多くの人の環境に対する意識を高めるにはどのようにすればいいと思いますか。

■自由記述項目【後期】

（１２）②学内の喫煙に関する意見
○肯定意見 ○否定意見

・分煙が良い　26
・タバコを吸うから　2

・煙、においが嫌い　20
・ポイ捨てが増える　18
・受動喫煙・副流煙が嫌　14
・体に悪い　9
・歩きタバコが多い　1

・マナーが悪い　1

・ゴミ拾い　28
・ゴミ分別　21
・リサイクル活動　12
・節電　6
・空調管理（クールビズ、ウォームビズ）を積極的に行なう　4
・植樹　3
・Refuse（買い物袋の拒否など）　2
・ポイ捨て禁止　2
・分煙をすすめる　2
・デポジット制の利用　2
・裏紙の使用　2
・ボランティア活動　1
・禁煙する　1
・車で学校に来ない　1
・稲を育てる　1
・環境の改善を行なう　1
・趣味を活かす　1

・ゴミ処理　1

（１５）甲南大学で皆さんが何か一つ環境保全のために活動をするなら何をしますか。

・地道な活動の継続　2
・デポジット制を多く取り入れる　2
・罰則を与える　2
・環境に関するデータを告知する　2
・ポイ捨て禁止にする　2
・授業に関連させ単位を与える　1
・学校のパソコンで告知を行なう　1
・分煙をすすめる　1
・経済的メリットを伝える　1
・清掃活動　1
・小さい頃からの教育を行なう　1



24



25

プランⅡ：「甲南大学本校舎及び環境教育野外施設（広野）における
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境教育活動の継続的な推進」

（１）循環型コミュニティの実践－４Ｒの推進－
　

（２）伝統的農法による野菜・米作りを通じた環境教育活動
　　

（３）自給自足生活の体験学習　－循環型コミュニティの原型の体験－
　　①目的・概要
　　②住居作り
　　③水の使用
　　④火おこし
　　⑤食事
　　⑥ライフスタイル

①野菜作り（土作り・夏野菜とサツマイモの苗植え・収穫）
②米作り（田植え・稲刈り・脱穀・収穫祭）
③住吉川環境学習
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　私たちは毎年、甲南大学環境教育野外施設の体
験学習フィールド及び田んぼにおいて１年を通じ
て無農薬の野菜・米作りを行なっています。
　野菜作りは、体験学習フィールドにおいて４月
22日に土作り、５月13日に夏野菜の苗植え、７月
８日に収穫を行ないました。
　土作りはまず雑草を抜くことと、大きな石を拾
う作業から始まります。体験学習フィールドは今
年度で７年目になりますが、毎年土を耕すたびに
大きな石が出てきます。石を何度も取り除くこと
で、柔らかい土へとなっていきます。
　次に堆肥を撒き、石灰を撒く作業を行ないます。
堆肥は甲南大学環境教育野外施設近くの牧場から
いただいた牛糞を発酵させたものを使用します。
牛糞は発酵している時は温かく、匂いも強いので
すが、堆肥になると次第に匂いは消えていきまし
た。石灰を撒くことは、酸性である土壌を、アル
カリ性にし、生産力を向上することができます。
　雑草抜き、石拾い、堆肥撒き、石灰撒きを行な
い、トラクターですき込むことによって固い土が
だんだんと柔らかくなり、植物を育てるのに適し
た土壌になってきます。
　トラクターでは大まかにしか畝を立てることが
できないので、仕上げは平ぐわを使って手作業で
畝立てを行ないました。この作業を終えると、よ
うやく畑らしい光景になりました。
　土作りという、野菜作りの基盤となる作業を行
なうことで、野菜のできが決まるということを実
感しました。土作りを行なう前と、終えた後で土
を比べてみると、より黒く、柔らかくなっていま
した。無農薬や有機農法は確かに、手間はかかり
ますが、科学肥料を使わなくとも十分に良質な土
を作り出すことができ、安全でおいしい野菜や米
を育てることができるのです。

（２）伝統的農法による野菜・米作りを通じた環境教育活動

土作り
＜2006年４月22日（土）＞

①野菜作り

石拾い

堆肥撒き

石灰撒き

畑の畝
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夏野菜の収穫
＜2006年７月８日（土）＞

　10月７日に「環境教育の実践Ⅱ」、「総合演習①
②」（教職）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
らサツマイモを掘り出していきます。
　次にスコップですこしづつ慎重に掘っていき、
最後には手で土を掻き分けて掘り出しました。ス
コップでは掘り出すことができなかったサツマイ
モはクワを使い掘り出しました。クワを使って掘
り出す作業はさらにサツマイモが傷つきやすいの
で、より注意して作業を行ないました。
　学生たちはサツマイモが折れないように掘るこ
とに苦労していましたが、苦労して上手に掘り出
すことができたときの学生たちの笑顔は、晴れ晴
れとしていてとても印象的でした。収穫したサツ
マイモは焼き芋にして畑でいただきました。お土
産にたくさんのサツマイモを手にして、今年の収
穫を喜びました。

　

サツマイモの収穫
＜2006年 10月７日（土）＞

収穫したサツマイモ

芋掘り

ナスを食べる受講生

夏野菜の手入れ
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田んぼ（7月）

田植え直後

田植えをする参加者

小学生に田植えを指導する

　６月10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・生徒とともに、午
後は「環境教育の実践Ⅰ」の学生とともに行な
いました。
　小学生は田植えを初めて体験する児童が多
かったため、最初は泥の中に入ることを怖が
り、なかなか田んぼに入れませんでした。しか
し、一人の児童がゆっくり田んぼに入っていく
と、他の児童もどんどんと入っていき、最終的
には全員が田んぼの中に入りました。
　一度泥の中に入ると、児童たちは泥の感触を
素足で感じ、楽しんでいました。児童にとって
苗を等間隔に植えることは難しかったようです
が、周りの様子を見ながら、乱れないように気
をつけて一本一本丁寧に植えていました。
　「環境教育の実践Ⅰ」の学生も田植えの経験
者は少なく、ほとんどが始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てくる
と素早く正確に田植えを行なっていました。た
だ早く植えるだけでなく、皆、一生懸命に田植
えをし、苗を傷つけたり、浅く植えすぎて苗が
浮いてしまわないように一つ一つ丁寧に植えて
いました。泥が顔や体につくたびに嫌そうな顔
をしていた学生たちも、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。また、授業が終了し
ても、すぐに田んぼから出ず、ぎりぎりまで田
植えをしている学生もいました。
　自分自身が泥だらけになりながら植えた苗か
らできたもち米で餅を作って食べることを想像
し、収穫を楽しみにしているようでした。
　田植えから一週間後に田んぼの様子を見に行
くと、何ヶ所か苗が浮いてきていたため、補植
を行ないました。また、水の溜まり方に偏りが
出ていたため、水が少ない所をトタン板で仕
切って水を追加し、苗が均一に水に浸かるよう
にしました。
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脱穀
＜2006年 10月 28日（土）＞
 10月 28日に、甲南甲南大学環境教育野外施設
の田んぼにおいて、脱穀を行ないました。甲南小
学校の児童と、「環境教育の実践Ⅱ」、「総合演習
①②」の受講生とともに作業を行ないました。
　昨年度は天候に恵まれず、施設内の宿舎で作
業を行なったのですが、今年度は天候に恵まれ
稲も十分乾燥し、田んぼで脱穀を行なうことが
できました。
　作業は、足踏み式の脱穀機や、ふるいを使う伝
統的な方法で行ないました。足踏み式の脱穀機
での脱穀は非常に難しく体力のいる作業なので、
作業に慣れるまではゼミ生が脱穀機を踏みなが
ら、参加者に脱穀の指導を行ないました。この足
踏み式の脱穀機では、稲の束をしっかりもって
いないと脱穀機の力に負けて、脱穀機に稲が巻
き込まれてしまいます。慣れない内は、稲をうま
く脱穀できない参加者もいましたが、最後は手
際良く順調に作業を行なえました。
　しかし、脱穀機を使っても稲穂に米が残って
しまうことがあり、それを手で一粒一粒取って
いくという地道な作業も行ないました。最初は、
稲穂に残っている米を見落としがちでしたが、
慣れてくるとすぐに見つけられるようになりま
した。
　また、足踏み脱穀機だけでは完全に米と藁を
分けることができず、どうしても藁が混ざって
しまいます。そこで、伝統的方法に則って、脱穀
した米を一度ふるいにかけて混ざっている藁を
取り除き、残った米を米袋に詰めていきました。
　それらの米はもみ殻を取って、精米してから
餅つきで使用します。今年度は、15袋の米を収
穫することができ、319㎏ありました。もみ殻を
取り除くと240㎏になりました。
　足踏み脱穀機での脱穀作業は、時間と手間が
かかる大変な作業ですが、米が取れる感触を感
じることができ、米一粒一粒を大切にし、感謝す

る心を養うことができます。

　

乾燥した稲

足踏み式脱穀機

脱穀作業

ふるいにかける
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③住吉川環境学習
＜2006年９月23日（土）＞

今年で７回目となる「住吉川環境学習」が、９
月23日に甲南小学校・住吉川（神戸市）におい
て行なわれました。甲南小学校４年生60名、甲
南中高生25名、甲南女子高校生26名、甲南大学
生・院生18名、各校の教員22名が参加しました。
午前中に全員でゴミ拾いをした後、４班に分かれ
て活動しました。
「生き物調べ班」は、住吉川に生息している生
き物を採取し、理科室で採取した生き物の名前や
種類を図鑑などで調べました。上流にはオイカワ
やヨシノボリなどの魚類が生息し、下流にはスジ
エビ、モクズガニなどの甲殻類が生息しているこ
とがわかりました。
「自然を詠む・描く班」は、住吉川にいる動植
物などの気持ちになって住吉川の風景をスケッチ
しました。学校に戻ってからは、スケッチに色を
つけて、その絵に合った俳句を詠み、作品を仕上
げました。
　「水質調査班」は、住吉川の上流から下流まで
測定できるように何グループかに分かれて調査し
ました。測定した内容は、pH、NO3、COD、そして
水深、流速を測りました。学校に戻ると、測定し
た内容をグラフに表しました。
「ゴミ調べ班」は、住吉川に落ちているゴミを
上流から下流に向けて、拾っていきました。そし
て、拾ったゴミの量や種類を調査し、その結果を
元に、小中高大それぞれの学年の視点から「自分
たちが何をすればゴミが減るのか」というテーマ
で考察しました。以上のような活動を行なった
後、各班がそれぞれまとた内容を小学生、中高生
が甲南小学校講堂において参加者全員の前で発表
を行ないました。
当日は風が強かったために、スケッチが何度も
飛ばされて、終いには川の中に落ちてしまい、作
品がびしょびしょになってしまう生徒もいました
が、そんなハプニングすら楽しんでいる様子を見
て、住吉川の美しさが私たちの心を開放的にして
くれているように感じました。

ゴミ調べ班

各班の発表

住吉川のスケッチ

生きものしらべ
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②住居作り

　昨年度の自給自足の体験学習では、これまで
の簾の住居に加え、自分たちで作ったもち米を
脱穀した際に残った藁を用いた住居造りを試み
ました。藁の住居は簾の住居よりも屋根、壁の
機密性が高く、住み心地は良いのですが、建材
として多くの竹を利用し、藁の重さに耐えられ
る頑丈な骨組みを作る必要がありました。その
結果として、組まれた多くの骨組みによって、
部屋が狭くなり、横になるには二人が限界でし
た。また、屋根の高さも立って作業ができるほ
ど高くはなく、中腰の状態で移動しなければな
らず、５日間の生活を乗り切っていく上ではま
だまだ改良の余地がありました。
　そこで、今年度の住居造りにおいては昨年度
よりもさらなるスペースの拡大、強度の増大を
目標としました。住居をより丈夫にし、スペー
スを拡大するためには、竹も藁も昨年度よりも
多く必要になりました。そのため、準備日を昨
年度よりも多く取り、竹の切り出しや屋根、壁
となる藁を束ねる作業を行ないました。また、
竪穴式住居の作り方を参考にし、穴を掘って支
柱となる竹を埋めることで昨年度よりも頑丈な
骨組みを造ることができました。藁に関しても
昨年度よりも多く準備し、より機密性の高い屋
根と壁を造ることができました。
　その結果、広さは昨年度よりも３名多い最大
５名が横になって過ごせるスペースを確保する
ことができ、高さに関しては一番高い所で約１
７５センチと、多少窮屈ながらも男性が立ち歩
けるだけの空間を造ることができました。また、
今年度は例年建ててきた簾の住居は造らず、２
つの藁の住居を造りました。２つ目の住居は１
つ目よりも小さめでしたが、丈夫さや、スペー
スなどは昨年度を上回っていました。
　藁の住居だけで自給自足生活を過ごすことが
できました。それによって、機密性や頑丈さ、
過ごしやすさという点において、昨年度までよ
りも住環境において前進したものを感じました。

住居の骨組み

藁を掛ける作業

完成した藁の住居

住居の骨組み
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⑤食事

 食事は、甲南大学環境野外施設体験学習フィー
ルドで育てた野菜と、昨年の秋に甲南大学環境野
外施設の田んぼで収穫したもち米を用いました。
また、自給自足生活を始める前に、体験学習
フィールドでとれたトマトを使用した手作りのケ
チャップや、キュウリを漬物にしたものを保存食
として持ち込みました。調味料は塩と氷砂糖を用
いました。昨年度は塩のみを使用していたのです
が、野菜だけでは糖分を補給する術が少なかった
為、今年は非常食としての氷砂糖も料理に使用
し、適度に糖分の補給ができるようにしました。
　今年度も、お箸やコップを竹から作りました。
また、食事するのに必要な食器だけでなくスプー
ン、しゃもじ、おたまといった調理の際に便利な
食器も作りました。竹のコップで水を飲むと竹の
良い香りがしました。
　自給自足生活中は、料理に使う野菜を食事の度
に収穫するのですが、人数の少ない日では野菜を
採りすぎてしまうこともありました。炎天下の中
で野菜を長期間保存するのは難しく、水につけて
日陰に置いていても腐ってしまった野菜もありま
した。自給自足の生活に慣れていくにつれて、必
要な量だけを収穫して調理し、そのような食べ物
の無駄もなくしていくことができました。
　料理の工夫としては、野菜の炊き込みご飯や、
保存食として持ち込んだ浅漬けの漬け汁を利用し
て野菜を煮てみたり、ジャガイモを塩水で煮るな
ど、毎回の食事で新しい発見があり、昨年よりも
食事の種類も豊富になりました。また、メニュー
にメリハリをつけることで、食欲の減退を未然に
防ぐことができ、参加者が毎回の食事を楽しみに
して、慣れない一日の作業を頑張れるようになり
ました。
　調理方法を工夫したとはいえ、食事は、普段よ
りも素朴な味付けでした。しかし、自分たちで育
てた野菜だからこそ野菜本来の味も味わって食べ
ることができ、みんなで食卓を囲んで食べる楽し
みを実感できました。

キュウリの酒漬け（保存食）

昼食（野菜スープとごはん）

食事の準備

料理に使う野菜
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プランⅢ：「甲南大学を中心とした
　　　　　　　　　　　　　　環境教育ネットワーク構築のサポート」

（１）「あいな里山公園」（国土交通省）における環境ボランティア

（２）甲南大学での「地域社会への貢献プログラム」への参加

（３）国内外との環境教育ネットワーク
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（１）あいな里山公園（国土交通省）における環境ボランティア
　国土交通省国営明石海峡公園神戸地区「あい
な里山公園」は、神戸市北区山田町藍那に位置
し、今後の学校・社会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。
　2005年度から「あいな里山公園」に環境ボラン
ティアとして、有機農業の本来の姿である、冬期
湛水や不耕起農法による「不耕起米栽培」体験を
継続しています。
　不耕起農法とは、水田を耕さないまま農作物を
栽培する農法です。耕していない固い土に苗が根
を張るため、稲が野生化し、冷害や風に強い太い
根に変わります。それに加え、冬期湛水によって
も、春から夏にかけて雑草の繁殖を抑えること
や、農作業の時間を軽減するなど、一般的な農法
よりも高い効果が期待されています。このような
農業を来年度以降に、甲南大学環境教育野外施設
の田んぼにおいても実施できるように、準備をし
ています。
　2006年度は６月11日（日）に「あいな里山ビ
オパーク」が管理している里山公園内の棚田にお
いての不耕起農法の、田植えに参加しました。こ
の田んぼは、稀少種であるタコノアシ、カスミサ
ンショウウオ、ニホンアカガエル、また外来種で
あるアメリカザリガニなど多様な生物の棲む天然
のビオトープになっています。このような稀少種
をどのように保存し、外来種を排除するかが課題
となっています。
　残念なことに、今年度に予定されていた稲刈り
や脱穀は、イノシシによる稲穂の食い荒らしに
よって稲の収穫ができませんでした。あいなの里
山が公園でもあるため、狩猟を禁じられているこ
とが問題解決の障害となっています。煙を焚いた
り、猪避けにネットを張るなどの対策も講じられ
ましたが、残念な結果となってしまいました。イ
ノシシの数は増える一方であると考えられ、今後
もイノシシによる被害は増える恐れがあり、電柵
や竹の猪柵の設置などの対策が必要となります。
　

不耕起米栽培の田植え

あいな里山ビオパークの田んぼ

タコノアシ（稀少種）

カスミサンショウウオ（稀少種）



43

（２）甲南大学での「地域社会への貢献プログラム」への参加
今年度から地域連携プログラムへ参加し、あい
な里山公園開園のために環境教育ボランティア活
動によって「あいな里山村」再生へのサポートを
行ない、阪神都市公園創造のための地域連携を推
進、阪神地域への貢献を目指したプロジェクトを
立ち上げました。
あいな里山公園でボランティア活動をされてい
るＮＰＯ団体「自然と友だちになろう」（代表・三
宅慎也氏）の協力を得て、あいな地域でのヒアリ
ング調査を始めることができました。事前調査と
勉強をかねて、藍那公民館で開催された神戸大学
の研究員の方による藍那周辺地域についての古文
書研究発表に参加しました。この勉強会では、山
論と呼ばれる村同士の激しい山争いの末に、村の
領土が形成されたという藍那村の歴史を知ること
ができました。
藍那のヒアリング調査では、藍那の環境や歴史
についてお話を伺いました。里山周辺で採れる食
べ物についてや、環境の変化によって姿を消した
生きものについて教えていただきました。例えば、
水のきれいな所に棲むといわれている朝鮮ドジョ
ウや台湾ドジョウが戦後いたそうですが、約10年
後にはいなくなっていたということや、里山では
竹やヤマモモが多く摂れ、ヤマモモはかつて京都
への献上品として扱われ、献上するための籠も
あったそうです。
また、藍那には源義経の伝説が多く残されてお
り、一ノ谷の合戦の勝敗を決定づけた義経の奇襲
「鵯越の逆落とし」で有名な鵯越道や、
紫式部、和泉式部の墓といわれている石碑があ
り、かつて農村歌舞伎が盛んであった地域のため、
16ヶ所もの歌舞伎舞台があり、現在でも 9ヶ所
残っていて、そのうちの２ヶ所が藍那にあります。
今後はヒアリング調査の範囲を広げて、あいな
里山の生活について調べていく予定です。
今回の調査内容は3月17日（土）に行なわれた
地域連携プログラム主催の研究発表会で活動報告
として発表を行ないました。 かつての歌舞伎舞台

地元の方へのヒアリング調査

藍那村の歴史勉強会（９月）

藍那村周辺地図
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（３）国内外との環境教育ネットワーク

今年度より、文学部及び教職の科目に「国際環
境教育ネットワーク（前期）」、「国内環境ネット
ワーク（後期）」が新設されました。そして、谷
口ゼミではこれらの講義を受講すると共に、そ
の技術的なサポートを行なってきました。
まず前期の「国際環境教育ネットワーク」で
は、主に今年度の８月に研修旅行で訪れたタイ
のプラナコーン・ラジャパト大学とＴＶネット
ワークで結び、海外の大学の環境教育について
学ぶことができました。その中で日本と熱帯地
域の風土や文化の違いを学び、自然環境を国境
という概念で区切るのではなく、その土地の風
土や文化、植生などに合わせた環境教育が重要
であるといことを感じました。
後期の「国内環境教育ネットワーク」では、環
境省、国土交通省、大阪府、宮城教育大学、広
島修道大学と結びました。環境省と結んだ際は、
環境省が行なっている国内での環境政策などに
ついての講義を受け、国土交通省と結んだ際は
本プラン（１）でも挙げている国営あいな里山
公園での現在の活動やこれからの活動について
の話を聞くことができました。そして大阪府と
結んだ際は、地域レベルの環境政策として、大
阪府の地方環境行政に関しての講義を受けまし
た。また、宮城教育大学、広島修道大学と結ん
だ際は、各大学の教授の講義を直に受けること
ができ、宮城教育大学では同大学の付属小学校
で実践している環境教育の紹介を踏まえた講義
を受け、広島修道大学では文系・理系の両視点
から捉えた地球環境科学についての講義を受け
ることができました。
谷口ゼミでは、これらの講義で学んだことを
今後の国際行事を中心にゼミで積極的に活かし
ていきたいと考えています。また、ゼミ活動の
一環として例年行なっている海外への研修旅行
を今年度も実施し、８月にはタイ・バンコク、３
月には中国・北京を訪れました。

ＴＶ会議システムの操作画面

タイとのＴＶネットワーク

質問する受講生

広島修道大学の学生からの質問
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【タイ・バンコク】　
　2006年８月16日（月）から21日（木）にかけ
てタイ・バンコクにて開催された第五回国際保
健医療行動科学会議「健康と環境をめぐる教育
－統合医療と環境教育－」に参加し、その前後に
現地でのエクスカージョン、エコツアーを実施
しました。今回の国際会議は、会場となったプラ
ナコーン・ラジャバト大学の協力のもと、タイや
日本をはじめとする様々な国の大学の教授や保
健医療、環境教育の関係者によって行なわれま
した。タイは自然に恵まれた国ですが、交通量の
多さなどから考えられる大気汚染問題や、衛生
面での問題など、様々な問題を抱えていること
が分かりました。そのような現状も踏まえて会
議を行なうことによって、互いの国々の問題へ
の取り組み方を学ぶことができました。
学生会議では、ゼミ生がこれまでに取り組んで
きた広野でのフィールド活動や校内での環境活
動といったローカルなゼミ活動について発表を
行ない、タイの学生や教員の方々と情報を交換
し合うことができました。
　エクスカージョンでは、17日（木）にターミナ
ルケアのための仏教系医療施設ビハーラ、エコ
ツアーとして21日（月）から23日（水）にかけ
てクイブリ国立公園を訪れました。ビハーラで
はHIV患者が治療を受けており、仏教に根ざした
ケアを見ることができました。クイブリ国立公
園では、レンジャーの人たちの協力によって公
園内の野性の象を観察する機会にも恵まれ、

国際会議・谷口先生の基調講演

谷口ゼミ生の研究発表

野性の象

クイブリ国立公園の見学
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【中国・北京】　
　2007年３月８日（木）から11日（日）にかけ
て中国、北京にて研修旅行を行ないました。今回
の研修旅行では、大阪産業大学で谷口先生の授業
を履修している中国人留学生も三名加わり、３泊
４日の旅程を共に過ごして交流を深めながら北京
市内を回ることができました。
　一日目は同行している留学生に北京の街を案内
してもらい、道の広さや人の多さ、物価の違いな
ど、日本とは異なった社会や文化を見ることが出
来ました。そして、現在市内では2008年に開催さ
れる北京五輪に向けての建築工事が所々で見られ、
北京市の急速な都市化を感じました。また、人通
りの多い道の地面を見ても目立ったゴミが見当た
らず、これもまた北京五輪に向けた市民のモラル
を感じることができました。
　二日目は万里の長城、天安門、故宮博物院、北
京動物園を見学しました。万里の長城は、その巨
大な造りに中国という国のスケールの大きさ、歴
史の深さを感じました。また、故宮博物院では歴
史ある美術品の数々に加えて、古くは皇族の宮殿
だったその建物自体の造りにも歴史を感じさせる
ものがありました。
　三日目には昨年３月に続き、先生の引率のもと
北京大学を訪れ、北京大学の大学院生に校内を案
内してもらいながら交流することができました。
北京大学は円明園や頤和園といった史跡に囲まれ
ており、またその規模は日本の大学とは比べ物に
ならないほど巨大で、敷地内には蔵書数が600万
部にも上る図書館や、歴史民俗博物館といった
様々な公共施設が設けられていました。
 　来年度以降は今年度のタイ・プラナコーン大学
に加えて、北京大学ともＴＶ会議ネットワークを
結ぶことが予定されています。谷口ゼミではその
中で国際環境教育における学術交流のサポートを
行なっていくと共に、来年度もマレーシアや中国
などで海外の大学と積極的に交流を深め、国際的
な視野を拡げていきたいと考えています。

北京大学の歴史博物館

北京大学を散策

故宮博物院

北京市街



47

４、今後に向けて
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＜今後に向けて＞

・学内のパートナーシップの強化

・不耕起農業の実施

・あいな里山でのヒアリング活動の継続

・生協北館でのKEMS取得に向けた環境マネジメント案の実行
  これまで生協の長谷川氏と話し合いを進めてきた結果（５月23日、７月27日、９月29
日、２月21日、３月５日、３月15日に話し合いを行なった）、生協北館において環境マ
ネジメントを実行するにあたって、紙ゴミの量を把握することが早急な課題となってい
る。光熱費・水道代についての節電・節水は業務に差し支えることも考えられ、量的な
成果を出す対象としては扱い難い。また、職員の方々だけでなく、北館に設置されてい
るゴミ箱やコピー機は主に学生が使用することから、ゴミの分別と印刷ミスでできる大
量の裏紙をサイズごとに回収していくかが課題である。

　今年度まで、環境啓発シンポジウムなどを通して教職員・学生とのパートナーシップ
を築いてきた。しかし、学生は職員と違って学校に留まり続けることは無い為、一過性
の存在になりがちであった。今年度からKEMSに取組むにあたって、職員だけでなく学生
ともパートナーシップの強化が必要になる。
　来年度から、学生個人単位だけでなく、クラブなど学生の組織単位とパートナーシッ
プを結び、それを縦のつながりだけでなく学生同士の横のつながりでの強化を図ってい
き、大学全体に広め、環境意識の向上につなげていきたい。

　「あいな里山公園」での不耕起米栽培体験を、甲南大学環境教育野外施設（広野）での
米作りに活かす為に、広野の田んぼの一部を区切って冬期湛水を行ない、不耕起農法の
米作りの準備を行なった。不耕起農法で育てた米と従来の育て方の米では味、収穫量、安
全性、天候の影響など、どう違ってくるのか比較する。

　今年度から始まったあいな里山のヒアリング活動は、まだ活動範囲が狭く、少数の人
にしか話を聞けなかった。来年度からは徐々に活動範囲を広げ、たくさんの人にヒアリ
ングし、より詳しく調査しなければならない。そのためには、より親密な関係にならな
ければならないので、長期の調査活動が必要になる。今年度の調査結果を見直し、個々
の内容に深みを持たせることができるように、ヒアリング調査の協力者の方々との交流
を深めていき、より身近な視点であいな里山について調査していきたい。
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