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甲南２１クリエイティヴプラン・ディベロップメント中間報告

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―

甲南大学文学部人間科学科　谷口ゼミナール
主旨・目的
　谷口ゼミでは2001年度から継続して、「甲南大学における循環型コミュニティの創造」
をテーマとして、活動を行なってきた。学内においてはゴミの４分別化の実現（2001年）、
摂津祭におけるリサイクル活動（５回）、環境啓発シンポジウム（計５回）の開催などを
行なった。学外においては、甲南大学環境教育野外施設（広野）での自給自足生活の体
験学習や野菜・米作り、また学生レベルの国際パートナーシップの構築（タイ・中国・カ
ナダ）などを行なってきた。
　そこで今年度は、「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通じて―」をテーマとし、昨年度のＩＳＯ認証取得のための勉
強会を踏まえた上で、近い将来におけるＩＳＯ認証取得へのステップとして、「神戸環境
マネジメントシステム」（以下ＫＥＭＳ）認証取得を目指した活動を中心にして、甲南人
（学生・教職員・本学関係者）の環境意識の向上を通じた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的としたい。そのために「学内の環境意識の向上を目指した
KEMSの認証取得」、「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」、「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」の
３つのプランを柱として活動を行なっていく。
　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」では、甲南大学の
運営・管理に携わっている６つの組織【学生部・財務部・甲南大学生活協同組合（以下
生協）・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】とパー
トナーシップの強化を図り、「甲南大学における持続可能な循環型キャンパスの実現」に
向けてＫＥＭＳ認証取得を目指す。
　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」では、環境教育野外施設（広野）において伝統的農法による野菜・米作り
や、本校舎でのミミズコンポストによる生ゴミ処理でできた土を活用した野菜作りを継
続して行なう。また、本校舎では４Ｒ（ＲＥＣＹＣＬＥ・ＲＥＵＳＥ・ＲＥＤＵＣＥ・Ｒ
ＥＦＵＳＥ）の推進活動も行なう。このような活動により、学内外における学生及び教
職員の環境意識の向上に役立てる。さらに、谷口ゼミ生による自給自足生活の体験学習
では、循環型コミュニティの原型を体験することで現代生活の無駄を実際に体験し、環
境意識の向上に役立てる。
　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」では、国土
交通省管轄のあいな里山国営公園（神戸市北区）における環境教育ボランティア活動で、
「あいな里山」復興へのサポートを行ない、地域連携を推進する。そして、甲南大学を
フォーカル・ポイントとした国内外の環境教育ネットワークの推進や、地域社会への貢
献を目指す。今年度は、以上の３つのプランを柱とした活動により、甲南人の環境意識
の向上を目的とし、甲南大学における循環型キャンパスの実現を目指す。
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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―

　

  2002年度から2005年度に行なってきたクリエイティブプランの活動の一つである「環
境啓発シンポジウム」に賛同し、協力して頂いてきた学内の管理・運営に携わる６つの
組織と谷口ゼミとでＫＥＭＳの実行委員会を立ち上げる。各組織のコーディネート・サ
ポート役として、生協とのパートナーシップの強化をはかり、共に生協北館のＫＥＭＳ
認証取得を目指して７月に実行委員会を立ち上げた。今後は他の組織とも連携をとり、随
時実行委員会に参加して頂く予定である。

２．６組織とのパートナーシップによるKEMS認証取得
　

　ＫＥＭＳによる環境負荷削減スタートを目指し、夏休み中に６組織による環境会議の
準備を行なった。各組織の先駆けとして、生協北館の環境影響評価を調査し、９月から
の環境会議で実際の取組みについて議論していく。
　９月29日（金）のＫＥＭＳ勉強会では生協の長谷川さん、ＩＳＯコンサルタントの大
野氏を交えて、環境マネジメントに取り組むにあたっての具体的なアドバイスを頂き、環
境改善計画を設定する上で参考にする。生協北館は、水道代や光熱費が学校の建物とは
別管理となっているため、環境改善計画が立てやすいことから、今年度中のKEMS認証取
得を目指して話し合いを進めている。生協北館での今後の課題としては、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る。

３．学生・教職員への環境意識向上のための広報活動

　12月６日（水）に今年で６回目となる環境啓発シンポジウムを行なった。６組織の代
表と学生による発表では、学内の自然環境の紹介や環境問題への取り組みについて論じ
られた。12月13日（水）・14日（木）に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」にて210名に環境意識調査としてアンケート（別添参照）を実施した。
７月12日（水）・13日（木）に実施したアンケートの結果との比較を行ない、学生の環
境意識の変化を調査する。今回の調査結果を今後の広報活動に活かす。

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―
　

　谷口ゼミ生を中心として学内で４Ｒ（ＲＥＣＹＣＬＥ・ＲＥＵＳＥ・ＲＥＤＵＣＥ・Ｒ
ＥＦＵＳＥ）の推進活動を行なう。ＲＥＤＵＣＥ（減量）としてのエコクッキングにつ
いては、夏休み中にエコクッキングを実践、データ収集を行ない、摂津祭でレシピ集を
配布した。
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　ＲＥＣＹＣＬＥ（再利用）としてのミミズコン
ポストでは、コンポストの土を追肥として甲南
大学環境教育野外施設の野菜に使用する。

２．伝統的農法による野菜・米作りを通じた
環境教育活動

　

　米作りは、甲南大学環境教育野外施設の田んぼ
において行なった。まず、田植えの準備として、
４月29日（土）の苗床作りと苗代作り、５月６
日（土）にもみまきを行なった。そして、６月10
日（土）に田植え、10月14日（土）に稲刈り、10
月28日（土）に脱穀、12月16日（土）に収穫祭
（もちつき）という手順ですべてを手作業で行
なった。収穫祭では、自分たちで収穫したもち米
を使用した。２月４日（日）には、甲南幼稚園・
小学校において、収穫したもち米を使った餅つ
きを行なう予定である。
　野菜作りは、甲南大学環境教育野外施設の体
験学習フィールド（畑）において４月22日（土）
に畑全体にトラクターをかけ、堆肥・石灰を撒
き、畝立てを行なった。５月13日（土）に、夏
野菜のナス、ピーマン、トマト、キュウリ、サツ
マイモ、カボチャ、トウモロコシを植え、７月８
日（土）には甲南大学の学生・尼崎北高校の高校
生と共に夏野菜を収穫した。収穫した野菜はい
ずれもみずみずしく、非常においしくいただい
た。７月30日（日）～８月３日（木）の「自給
自足生活の体験学習」の際にも、その場で収穫し
た夏野菜を調理して食料として利用した。
　10月７日（土）には「環境教育の実践Ⅱ」、「総
合演習①②」の受講生と共に芋堀りを行なった。
　10月28日（日）には冬野菜の大根、えんどう
豆、ほうれん草を植えた。冬野菜は、2007年の
３月頃に収穫の予定である。　
　一年を通して農薬を使用せずに米や野菜を育
てるには、非常に労力がいることを実感した。例
えば、除草剤を使わないため雑草が多く生えて
きて、頻繁に畑へ様子を見に行かなければ、特に
夏場は雑草抜きの作業がなかなか思うようにい
かないこともあった。 餅つきをする受講生（12月16日）

甲南小学生に田植えの指導をする学生
（６月10日）

収穫した夏野菜を食べる受講生
（７月８日）

稲刈りをする女子中学生
（10月14日）



5

今年で７回目となる「住吉川環境学習」を2006
年９月23日（土）に甲南小学校・住吉川におい
て行なった。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、教職員22名、甲
南大学生・院生18名が参加した。
まず参加者全員でクリーンアップ作戦として
住吉川のゴミ拾いを行なった後、「生き物調べ
班」、「自然を詠む・描く班」、「水質調査班」、「ゴ
ミ調べ班」の４班に分かれて班作業を行なった。
「生き物調べ班」は、住吉川の上流と下流に分
かれ、生息している生き物を採取した。教室で
は、採取した生き物の種類や名前を図鑑などを
使って調べた。上流にはオイカワやヨシノボリ
などの魚類が多く生息し、下流にはスジエビ、モ
クズガニなどの甲殻類が多く生息していた。
「自然を詠む・描く班」では、住吉川にある動
植物などの気持ちになって、各々の好きな場所
で住吉川の風景のスケッチを行なった。教室で
は、そのスケッチに色をつける作業や、俳句を
つける作業を行なった。
　「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４班に分かれて作業を行なっ
た。水質調査キットを使ったpH、NO3、CODの測
定と、流速と水深の測定も行なった。教室では、
それぞれの測定結果をグラフに書き出す作業を
行なった。
「ゴミ調べ班」では、住吉川に落ちているゴミ
を上流から下流に歩きながら拾って学校に持ち
帰り、小学校のグランドでそれぞれの班が拾っ
たゴミの量や種類を調査し、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た。
以上のような活動を各班で行なった後、甲南
小学校の講堂において各班の発表が行なわれた。
谷口ゼミ生は、主に小学生の引率や、作業の指
導などを行ない、このような異年齢交流を通じ
て、自分たちとの視点の違いや、指導すること
の難しさを学ぶことができた。

◆３学園合同「住吉川環境学習」

「ゴミ調べ班」

「水質調査班」

「自然を詠む・描く班」

「生き物調べ班」
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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-

昨年度に引き続き、７月30日（日）から８月
３日（木）までの５日間、甲南大学環境教育野外
施設（広野）において、自給自足生活の体験学習
を行なった。参加者は延べ17名で、５日間通し
て自給自足生活を行なった学生は３名であった。
今年度は、現代の生活にどれだけの無駄が多い
かを感じると同時に、日の出と日の入りといっ
た自然のリズムを身に刻むことで現代のライフ
スタイルを見直すことを目的とした。具体的に
は雨水を飲料水として利用することや、朝食時・
昼食時・夕食時には今が何時ごろであるかの予
想をして生活を行なった。
　住居は昨年度よりも生活スペースを拡大する
とともに、強度を高めることを目標に作成した
結果、昨年度よりも多くの人数で生活すること
ができた。
　飲料水は昨年度と同様に水道水を煮沸したも
のと、今年度からの取り組みとして雨水をろ過
した水を使用した。生活用水・飲料水は使用す
るごとに記録をつけることで節水を心がけるよ
うにした。今年度は、昨年度よりも気温が低い
こともあり、飲料水の使用量は減っていた。さ
らに、自給自足生活が始まる１週間前より雨水
を溜めていたので飲料水を昨年度より節水する
ことができた。
　食事は、広野の畑で収穫した野菜と、昨年度
田んぼで収穫したもち米を用いた。自給自足生
活の前に、広野で収穫した野菜を使用して作っ
た保存食を、昨年度よりも種類を増やして持ち
込むことや、野菜ともち米を一緒に炊き込むこ
とで昨年よりも食事の種類が豊富になった。
　自給自足生活の開始直後は普段の生活リズム
であったが、丸一日過ごすと朝は日の出ととも
に起床し、夜は日の入りとともに睡眠する自然
の生活リズムにかわった。参加者全員で話し合
いをする機会を作り、環境問題を考えるととも
に人間関係のあり方についても考え直すことが
できた。

夏野菜を収穫

雨水のろ過作業

住居作り

住居から見た夕日
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　６月11日（日）、「不耕起農業」による米作り
を行なっている「あいな里山公園」での田植えに
谷口ゼミ生５名が参加した。
　不耕起農業とは、水田を耕さないまま農作物
を栽培する農法である。通常の田植えと違い、田
んぼの深さは一定ではなく足元が不安定であっ
た。「不耕起農業」を始めて１年目と２年目の田
んぼを比較すると、２年目の田んぼは土がより
粘土質であり、カエル、クモ、アメンボなどの生
物が多く生息していた。まさに、自然のビオトー
プであることを実感した。
　今年度も稲刈り、脱穀にも参加する予定だっ
たが、稲刈りの前にイノシシによって稲が食べ
られてしまい、収穫することができなかった。国
営公園内では狩猟が禁止されているため、イノ
シシは増えるばかりで、今後も被害が増える恐
れがある。

　甲南大学コミュニティー・デザイン・センター
へ「あいな里山公園」作りを活かした地域社会へ
の貢献プログラム作りプランを申請し、受諾さ
れた。「あいな里山公園」での環境ボランティア
活動から得たものを地域連携へ活かしていきた
いと考えている。
　後期から「あいなの郷」復興のために、地元の
人々に文化・伝承・地域環境をヒアリングして、
そのデータをアーカイヴ化する為の聞き取り調
査を開始した。事前調査と勉強を兼ねて、藍那公
民館において行なわれた神戸大学研究員の森田
氏による藍那村の歴史についての講演会に参加
し、昔と今の藍那村の違いについて、村人からも
聞くことができた。
　10月24日（火）に行なわれた第一回目のヒア
リングでは、藍那村の環境や、里山の変化につい
てお話を伺った。

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

不耕起農業の田植え　（６月11日）

２．甲南大学での「地域社会への貢献プログラム」への参加

「藍那村の歴史」講演会　（９月９日）

田んぼの様子　（８月13日）

ヒアリングの様子　（10月24日）
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　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、日本、
カナダ、ネパール、マレーシアなどの様々な大学
の教授や保健医療、環境教育の関係者によって
行なわれた。タイは自然に恵まれた国ではある
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
ていることが分かった。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た。
学生会議では、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、
タイの学生らと情報を交換し合うことができた。
特に、先日行なったばかりである自給自足生活
の体験学習についての発表では、手作りの住居
や生活の様子などをスライドで映し、タイの学
生らの関心を集めた。また、甲南大学の環境マネ
ジメントに対するゼミの取り組みについても同
様に高い関心があった。
　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た。同施設では展示施設
も設けられており、HIVを解説したパネルや、亡
くなった患者たちの遺体のミイラや写真なども
展示されていた。
　クイブリ国立公園では木の上に作られたアリ
の巣や、日本では見ることができない野鳥や草
花を観察することができた。また、レンジャーの
人たちの協力によって２日を費やして公園内の
野性の象を観察する機会にも恵まれた。

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

３．国内外との環境教育ネットワーク


