2014 年度 後期

横浜市立大学寄付講座報告書
- グリーン購入がひらく環境未来都市 -

ごあいさつ

寄附講座参加企業アンケートまとめ

グリーン購入は、消費者や顧客先、従業員、地域社会などをターゲットとする
CSR の取組みとして経営戦略化が可能です。ただ、経営戦略化できているかど
うかを確認するためには、モニタリングが不可欠です。
横浜市立大学では、CSR や環境問題、まちづくりなどを専門に学ぶ学生が多く
おり、学生の感想や意見は、企業にとって得るものも大きいと思います。
授業の組立ては、担当する各企業が自由に設計できますので、具体的には、授
業の中で、自社の取組みや課題に関するテーマを設定し、学生にグループディ
スカッションをさせて意見や提案を吸い上げるということもあり得ますし、授
業後に、テーマを設定し、感想カードを提出させるということも可能です。
横浜グリーン購入ネットワーク会長
また、当寄付講座は、正式なカリキュラムの一環で実施されており、成績も厳
（横浜市立大学 CSR センター LLP センター長）
しくつけられることもあり、学生が真剣に授業に臨んでいることに加え、CSR
影山 摩子弥
や環境問題を専門に学んでいることから、講義への関心が非常に高い学生が集
まっています。関心をもって真剣に学ぶ学生に接すると、講座を担当された社
員の方のやりがいもひとしおではないでしょうか。会社の業務や活動を担うことで、やりがいを得ると、会社への求心力や業
務パフォーマンスも高まります。寄付講座を通して良い社員を育てることもできるのです。
さらに、環境や CSR への関心が高い学生に、自社の取組みをアピールするという面もあると思います。感想カードを見ると、
講義を聴いた学生に伝わるものが大きいことがわかります。
企業にとっても様々なメリットがある講座です。ぜひ御社も、当寄付講座にご参加いただけましたら幸いです。

参加企業・団体と幹事会での振り返りをもとに意見をまとめてみました。

横浜グリーン購入ネットワーク 横浜市立大学寄附講座一覧
講義順
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10 月 2 日

グリーン購入ネットワーク
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10 月 9 日
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10 月 16 日
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行政と企業が取り組む森林活用事例

6

インターン生と共に取り組む、
本業を通じた CSR

7

4

10 月 23 日

㈱大川印刷

5

11 月 6 日

カーボンフリーコンサルティング㈱

6

11 月 13 日

東洋電機製造㈱

鉄道の歴史、鉄道のエコ

7

11 月 20 日

㈱サンオータス

自動車の未来と私たちの生活

10

8

11 月 27 日

プリンス電機㈱

広報戦略的環境活動を創る

11

9

12 月 4 日

〃

想いをこめ、想いを創る、
環境出前講座を考える

12

10

12 月 11 日

生活協同組合ユーコープ

11

12 月 18 日

武松事業デザイン工房㈱

12

1 月 15 日

横浜市資源リサイクル事業協同組合

商品による社会貢献

（カーボンオフセットの可能性）

「ある環境担当者の失敗と成功」
流通業における環境活動の事例研究

豊かな食卓から考える環境
なぜごみと資源は分別をしなければならないのか？
分別の精度を向上させる仕組みを考える

２．学生たちの反応
・講義スタイルの授業とディスカッションを交えた授業の 2 タイプの授業が多かったようですが、ディスカッ
ションは概ね活発な意見があったようです。
・また、講義形式の授業ならば、
「意見交換の場を講義内で設けて議論をしても良いのではないか」
・学 生の意見は、CSR や環境問題、街づくりの授業を通じて日ごろ感じている率直な意見を多く持っていて
授業ごとに活発な意見が寄せられました。
各授業とも、感想カードを参加学生に提出していただきました。「新鮮な気づきがあった」や、
「参考となる意
見が多い」「きちっとした感想が多かった」等の回答が特徴的です。感想カードに対する回答は、その場ででき
なくても、影山教授を通じて回答することが出来ました。

・授業に関する反省では、講義形式の場合は 「一方的な部分もあった」等の反省が多く「講義内容をその場で

生物多様性横浜行動計画（ヨコハマ b プラン）
〜横浜市の生物多様性の取組〜

「授業時間が 90 分授業なので、学生とのコミュニケーションも含めできた」という意見が多数でした。

３．授業の反省として

グリーン購入について

市

１．想定した講義が出来たか？

8

議論したほうがよかった」等の意見がありました。
・ディスカッションを交えた授業でも、議論の深堀については「もう少し工夫したい」との意見がありました。
議論を授業の中に取り入れ意見の交換をはかると効果的との意見が多かったようです。
４．全般に関する感想
・学生と直接意見交換や PR 等をする場が非常に良かった。
・学生の率直な意見が聞けて参考になった。
・授業を機会に、自分たちの仕事の振り返りになった。
５．今後に関して
継続してもらいたいとの意見が多数でした。

9

13
14
15

【対象学生】
2 年生から 4 年生まで約 30 名程度で、学生が主に学んでいる項目
・企業の CSR 活動
・NPO の活動

【教室および授業の時間帯】

・自治体の環境政策
・街づくり

・海外協力

今回は、2014 年 10 月 2 日（木）から毎週木曜 14：30 ～ 16：00
2

全 12 回 普通教室で実施
3

10 月
2日

グリーン購入について

生物多様性横浜行動計画（ヨコハマ b プラン）〜横浜市の生物多様性の取組〜

グリーン購入ネットワーク 事務局次長 深津学治
講

義

内

容

受講生の感想

私たち生活者（消費者）は、毎日不自由なく、ものに囲まれて生活を送っていますが、一方で私

横浜市環境創造局政策課環境プロモーション担当課長 遠藤寛子
講

義

内

容

生物多様性の理解を深め、行動を起こしていくための具体的な

たちが豊かな生活を送るために多くの資源やエネルギーを必要とし、それが今日の地球温暖化や

取組をまとめた「生物多様性横浜行動計画（ヨコハマｂプラン）
」

廃棄物、生物多様性等の地球環境課題を引き起こしている原因といえます。

を説明しました。

講義では、アース・オーバーシュート・デー（人類による地球資源の消費量が、地球が 1 年に

具体的には、2025 年の将来像である「身近に自然や生き物を

生産できる量を超えてしまった日）を紹介し、私たちの生活の仕方を見直す必要があることを解

感じ、楽しむことができる豊かな暮らし」を実現するため、横

説しました。私たち生活者が毎日くり返し行う行動が「選択（購入）」で、私たちが「選択」の

浜市は様々な取組を進めています。生物多様性に関心を持ち、

仕方を変える（グリーン購入）ことで地球環境へ与える影響を小さくすることができること、グ

自然とのふれあいを取り入れたライフスタイルを実践するた

リーン購入の考え方や環境に配慮した商品の選び方、具体的な商品を紹介しました。

め、ｂ - プロモーションの展開や、市内の自然環境を保全・活

また、予め受講生に「私がエコ商品だと思ったものを探してくる」という課題を出し、講義中に

用等を図る「つながりの森」
、
「つながりの海」など、市民、企

少人数のグループに分かれ、各自探してきたエコ商品とその理由を発表しあうグループワークを

業と連携し様々な取組を進めています。

行い、多様な「環境配慮」の視点があることや身の回りに多くのエコ商品があること、商品選択

あわせて、世界の動向や関連計画などとの整合性など行政計画

時に意識することが大切であること等を伝えました。

を策定際の流れや注視する点などについて講義を行いました。

受講生には、
講義の感想の他に、
「今日の講義で初めて知ったこと」
「既に取り組んでいること」
「取

10 月
9日

受講生の感想

・今までは、あまり環境に関心がなかったけれど、もしこのまま、何もしなければ生き物が絶滅

り組んでみたいと思ったこと」の 3 点についても回答いただきました。

して、生態系の頂点にいる私達にも影響が出てくると思いました。自分でもできることを考え

受講生からは、
「アース・オーバーシュート・デー」を初めて知ったという感想が多く、環境配

て行動してみようと思いました。
・私たち 20 代は社会人になっていくので、その点では、企業の CSR として事業とは別枠で環

慮型商品を選ぶことの必要性や多くの人に知ってほしいと感じたこと、これから意識してグリー

境に配慮した行動を進めることができると思いました。

ン購入に取り組みたい、という感想が聞かれました。既に取り組んでいることとしては、必要以

・横浜市は都会の部分と山・川・海といった自然の部分が共存しているすばらしい土地だと感じ、

上にレジ袋をもらわないことや詰替商品を選んでいる等の回答がありました。
（以下、受講生か
らの感想（一部抜粋）
）

いずれは横浜市の職員として自然豊かな横浜を守りたいと考えるようになりました。その意味

環境に配慮した商品がなぜ良いのか、なぜ買う必要があるのかよく分かりました。／自分だけが

で本日の講義は非常に有益なものだったと思います。

良い思いをする商品の買い方が、消費社会を招いてしまうのだと思います。／消費者からモノづ
くりのあり方を提案していかないと社会は変わらないし、資源は減り続けてしまうことがよく分
かりました。

担当者の感想

次世代を担う学生に対し、生物多様性の大切さについて直接訴えかけることができるとともに、
環境や生物多様性保全に対して普段どのように意識し考えているのか、また環境行政に対する意
見などを把握することができました。「感想カード」にて寄せられた意見には、率直で優れた指

担当者の感想

講義終了後も、質問をしにくる等、大変熱心な学生が多く、感想カードのコメントからも有意義

摘もあり、「生物多様性横浜行動計画（ヨコハマ b プラン）」の改訂にあたり、その趣旨を反映

な講義をすることができたと感じています。グループワークも行いましたが、もう少し受講生か

することができました。
このように寄附講座を通じて得られた学生さんの意見を行政計画の策定・

らの発言や参加を促す仕掛けができると面白いのではないかと感じました。

改訂に役立てることができたことは大変有意義であったと考えています。次回は、学生さんの考
えをさらに引き出す講義手法を考え、実践したいと思います。
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行政と企業が取り組む森林活用事例

10 月
16 日

インターン生と共に取り組む、本業を通じた CSR

株式会社 岡村製作所 環境マネジメント部 阿部、きづくりラボ 角田
講

義

内

容

株式会社 大川印刷 代表取締役社長 大川哲郎
講

地域の杉材の利用用途拡大による林業と地場産業の振興を目指した

10 月
23 日

義

内

容

なぜ環境経営をするに至ったのか、そしてなぜ本業を通じた社会貢献、環境貢献を積極的に推進

事業化例の紹介及びその課題について

するに至ったのかについて解説し、それが地域企業の持続可能な経営に不可欠であることを説明

1. 業務用家具の特徴とマーケットや国の施策への対応

しました。

2. 国内林業の現状

そしてそれらの活動を推進していく上で大きな力となっているのが従業員さんと共に、継続して

3. 鹿 児島県の「県産材使用製品の開発・普及業務委託」コンペの

受け入れているインターンシップ生であることを伝え、同じ世代の若者がどのようにプロジェク
トに関わり、活動をしているのか紹介しました。

応募と成果

更に CSR の視点から「企業の善し悪しを決めるのは規模の大小ではない」ことを考えてもらい、

4. その他の地域産材の活用事例の紹介
5. 地域材開発の課題

地域経済・行政・自然環境他

地域を支え、地域に貢献する企業を「地域企業」と定義した場合、地域企業で働くことについて

木材サンプル

考えてもらう話をさせて頂きました。
グリーン購入については、自社における環境対応の印刷物や環境貢献型の商品を推進していく上
でうまくいっていないこと、難しいことを挙げ、どのようにすればそれら商品を推進することが
できるかについて、学生さんにも一緒に考えてもらいました。

開発したカタログ

受講生の感想

鹿児島県産材製品

・
「地産地消」により地域おこしや環境配慮等が加わり豊かな産業が築けるとよい
・商品流通により地域が豊かになるモデルが出来ればよい、市民としてもエコやぬくもり、安ら
ぎなどの視点から製品や企業を選択できればよい
・
「県産材」
「国産材」に縛られず、地域材のモデルが出来たら面白い
・商品開発時の材料・製品企画・流通等の相互影響等の話が具体的だった

受講生の感想

・森林を切らないで保護するのではなく、利用しながら環境保全が出来たらよい

うのは厳しい」といった声をよく耳にしました。その中で、今回伺った大川印刷さんの取り組み

・木を使った家具の温かみを感じた

は素晴らしいと感じました。しかし、やはり私たち消費者や、また大企業は CSR は “ 付属 ”“ オ

・林業制約（伐採時期、伐採樹齢、計画生産、樹種の制約）の話を聞いて木材は貴重な資源だと

プション ” として捉えてしまいがちな風潮があるため、まずは学校教育でこういった場を設ける
などの、私たちの意識改革が必要になってくるのではと考えました。また、大川さんでも出前授

感じた

業の機会を多く持たれてはどうかと思いました。

・林業関連産業に地域の片寄りがあるのを初めて知り、林業に多くの課題があることを知った

担当者の感想

私は以前、ゼミ活動の一環で横浜や川崎の中小企業へ企業訪問した際に「中小企業で CSR を行

・時間の制約もありすべての説明がうまく行えたとは思いませんが、趣旨をご理解いただき、い
ろいろな感想を得られたことは大きな成果だと感じました
・地域産材による製品開発・林業や地域産業の活性化は、まだ大きな成果は出ていません。素材

担当者の感想

学生さんたちに自社の取り組みを直接説明する良い機会になったことはもちろんのこと、学生さ
んから貴重な意見を聴く機会にもなりました。環境対応の製品を広めていくためにも出前授業を
積極的に行うことなど、学生さんや教育機関との接点をもっと多く持つと良いのではないか？な

の効果的な利用や地場産業の育成、素材流通の活性化等課題は山積ですが、少しずつ進歩をし

どのアドバイスもいただけました。

ています。デザインや技術等による知見で、そのお手伝いが当社もできるように今後も努力し

今後またこのような機会があれば、授業において弊社従業員がワークショップを行ってみるのも

てまいります。

良いように思いました。そうすることによって学生さんにとっては参加型の良い授業になると思
いますし、弊社サイドとしては従業員さんの教育や成長にもつながると感じました。
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11 月
6日

鉄道の歴史、鉄道のエコ

11 月
13 日

カーボンフリーコンサルティング株式会社 取締役 池田陸郎

東洋電機製造株式会社

品質管理部 佐久間秀一、経営企画部 秋山成美

商品による社会貢献（カーボンオフセットの可能性）
講

義

内

容

商品の環境配慮と社会貢献活動の両立をめざす「どんぐりポイント制度」とカーボンオフセット

講

義

内

容

・明 治以降の日本の近代化に果たした鉄道の役割
と、当社が電気鉄道の発展に貢献したこと、それ

の仕組みや事例を紹介し、環境配慮型商品への理解を図った。

と電気鉄道が他の交通機関と比べてエコなこと。
・目次
受講生の感想
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1_ 鉄道の歴史

カーボンオフセットについて、カーボンオフセットという言葉を聞くたびにそれは単なるロジッ

2_ 鉄道の電化と鉄道の発達

クなのではないだろうかといつも感じます。排出権を他の所から買ってきているからこの商品は

3_ 電車のエコ

二酸化炭素を排出していませんと言うのは誇張に感じていたので、今回初めて CO2 削減事業の

4_ どうしたらエコな旅ができるかな？

支援費用をクレジットとして使用した例を聞き、今まで親しみを持てなかったカーボンオフセッ

5_ 横浜の私鉄

トに対して少しだけ親しみをもつことが出来ました。

6_ 今後の展開
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—クレジットの活用による資金の流れを分かりやすくすること。親みの感じられる身近な
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森林や企業で図説することで、疑問や不安などネガティブな要素をクリアにする必要性
受講生の感想
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都市学科 3 年男子

がある
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・鉄道の歴史だけピックアップしてお話を聞いたこ
とがなかったのでとても興味深かった。最初は、
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地域政策学科２年女子

私鉄が盛んに造られていったのが意外だった。水

以前別の講義で大川印刷の社長さんからお話を聞くことがありました。今回いただいたレジュメ

運でなく、鉄道で生糸などを横浜港へ運ぶ歴史が

にグリーンシリーズの製品をみつけましたが、スタイリッシュで飾ったりしても全然ダサくない

面白かったし、横浜市民として誇りに思った。自

なと感じます。ECO 商品は私の中では他商品よりも少しダサいイメージがあったので、そうい

分達が学んだ日本史の八幡製鉄所に汽車の国産化

う人に対する概念を覆す必要性があると思いました。無印良品等、柄や色を省いたシンプルなモ

が関係のあったことが面白いと思った。日本は後進的であったのに、明治維新の後に国産の鉄

ノが最近人気だったりするので、シンプルなノート、スケジュール帳といった文具で ECO 商品

道、汽車造りが盛んになったことが意外であったし、今後の日本の鉄道業界の方向性 ( 海外展

を増やせるのかな？と考えました。

開 ) についてもっと知りたいと思った。回生ブレーキ、車体傾斜システムで省エネに貢献して
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—環境配慮されている＝（考え方だけは）かっこいい。ではなく、ストーリー性と見た目

いることは、初めて知ったが、一人一人が移動する時に電車を使えば、より CO2 の排出を減

のデザイ性を両立させる必要がある。環境商品のデザインイメージを引っ張っていくよ

らせるのではないかと思った。パークアンドライドの考え方をもっと浸透させるために、こう

うなアイコンが必要である

いう授業をもっと増やすべきだと思う。
・鉄道・電気の歴史を知り、鉄道事業は大切な日本の産業だと感じました。特に、満州国で運行

都市学科３年生女子

していた ｢あじあ号｣ の話は、戦前から日本の技術が最高水準を生み出せるものであったこと

グリーン購入や環境配慮という商品は、どちらかというと、環境問題に関心のある人が行うとい

を実感させるものでした。現代社会では、環境問題が重大な課題になっていて、その問題に取

う傾向が強く、一般にはあまり浸透していないというイメージがあったが、今回のカーボンオフ

り組み、鉄道と環境を組み合わせた分野で世界最高水準を目指しているように感じました。今

セットは、
BtoC よりも BtoB に着目し、環境配慮を競合商品との差別化として活用しているので、

後も交通産業で環境問題に取り組み、日本だけでなく世界にも良い影響を与えていってほしい

とても新しいなと思いました。このようにロイヤリティとしての価値が付与できれば、多くの企

と思いました。

業がカーボンオフセットを活用し、いつしかそれが当たり前になる社会が実現できるかも知れな

・今日は、東洋電機さんが現代の日本には欠かすことのできない電車の重要な部品を作ってい

いと思った。また、私は沖縄出身なのですが、沖縄で色々な活動が行われていることにすごく驚

る重電メーカーの企業であることがよく分かりました。電車は、他の交通移動手段に比べて
CO2 排出量が少ないので、次世代の環境配慮ができるという点で将来の可能性を感じました。

き、とても嬉しく思いました。
—消費者にとっては「関係のない・馴染みのない取組」というイメージがある。地域社会

・普段何気なく利用している電車のモーターの部分に注目したことがなかったので、非常に新鮮

において、市民が応援したくなる仕組みづくりが必要。現状は誰を応援しているのか→

なお話でした。鉄道の歴史というのも自分が非常に日本史に興味があるので、とても面白かっ

地球？というレベルで当事者意識が薄い。地域の森づくり、おいしい水のため、など生

たです。今までエコや環境について考える時、電車の利用の仕方、電車をもっと利用しようと

活に近いイメージ作りやローカライズが必要である

言われてもその明確な理由やデータがわからなかったので、今日それを教えていただいて良
かったです。

担当者の感想

出席した全員の学生から様々な感想と意見をいただき、市民にとってのエコ商品のとっつきにく
さ、分かりにくさを改めて確認することができ参考になりました。

担当者の感想

当社の事業と活動内容が講義を通じて理解され、当社への認識、好感度が高まり有意義な講座で
した。次年度への継続を期待すると共に、次回は受講生との間で当社の事業内容に対して積極的
に意見交換が行えるような講座にして行きたい。
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自動車の未来と私たちの生活

11 月
20 日

株式会社サンオータス 代表取締役 北野俊
講

義

内

容

環境への取り組み紹介

11 月
27 日

広報戦略的環境活動を創る

プリンス電機株式会社 企画業務部 東使弘三郎
講

義

内

容

・
「Fujisawa SST」への参画

担当した 2 講座を通して、伝えたい意図を感じ取ってもらえるよう構成しました。
1 回目は、企業の環境・SR（社会的責任）活動の一要素「企業のイメージアップ」にもつなげ

「トータル

･ モビリティサービス」企業として参画（湘南 T-SITE に開設する拠点にてサービ

る広報戦略など、公的なアプローチから講義にしています。

スを提供します。レンタカーデリバリー ･ カーシェア ･ サイクルシェア ･ 環境車検ほか）

広報戦略的な環境活動を創ることで、中小企業でも、メディアに掲載される広げる環境活動にな

・
「環境車検」～買い替えるエコより乗り続けるエコ～

り、社会と自社へも貢献する活動となります。受講生が将来の活動へ活用できるように、2003

エンジンの燃焼系統、潤滑油系統の洗浄によりスラッジやカーボンを除去！燃費を改善、二酸

年から実施の「環境コミュニケーション広報」の考え方やノウハウを初めて開示、広報担当が、

化炭素排出量を減らす「人と地球にやさしい環境」を意識した、新しい車検システムを展開し

今回の講座用として監修したものです。

ています。

実践として、講座当日も報道 5 社が取材、記者から学生へコメントも頂きました。

自動車の未来と私たちの生活
・新車販売状況（国内・車名別・世界自動車販売ランキング）
・新技術の状況について（ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車、水素エネルギーと燃料電
池車、ダウンサイジング車、炭素素材技術、自動運転システムなど）
・次世代自動車普及への課題（車種毎の棲み分け・エコカーの需要予測など）
・新成人のカーライフ意識調査
・電気自動車に触れて（ＢＭＷ i3･ 日産リーフ ･ テスラロードスター実車を展示）

電材流通新聞

2014 年 6 月 19 日

広報戦略の事例に「横浜環境活動賞 大賞」受賞・
「気候変動と企業経営のあり方」など
受講生の感想

感想カードで、今まで聞いたことの無い話題と書かれていたことなども関連して、学生個人の立
場（学科コース・将来目指しているだろう職業）、考え（環境や SR の捉え方）によって、異な
る観点の反応があり興味深い感想になりました。
感想抜粋 :

受講生の感想

・いろいろな世代で車に対するイメージが変化していることがわかった。

広報活動そのものが環境活動の一環で持続可能なシステムにしていて

・電気自動車が環境に良いというが、発電のプロセス（原発）によるのでは。

驚いた。／パブリシティで環境活動を広めることは非常に勉強になっ

・個人で車を使用するのは環境的にも効率的にもよくないのでは。大型車など公共交通関連の事

た。／環境コミュニケーション広報のストーリー性に大変興味を持っ

業開発はされないのか。

た。／幅広い広報活動がＰＲとＣＳＲに大きな意味を持つことが分

・周辺にはあまり車に興味を持っていない人が多いが、景気が良くなれば興味がない人にもアプ

かった。／環境活動のストーリー性と話題性を計画段階から創る点が

ローチが可能。

勉強になった。／長期計画・手法の明確さに驚いた。／経営戦略にな

・いい車を持ちたいと思うが、都市部では車が減少していくのでは。「交通」を考える時、都市

りＰＲ効果額も大きいと思う。／予算も時間も限られている中ですば

計画等も一緒に考えていく必要があると思った。

らしい取組みだ。／メディアで戦略的ＰＲをする中小企業は先進的だ。

・未来のカーライフで企業が考えている事の一部を知ることができ、面白かった。

／メディアと WinWin の関係を築いている。／広報の仕方、
方法をもっ

・発展途上国の運輸部門から CO2 排出量の削減をどうするかに興味がある。

と聞きたかった。／広報戦略的環境活動を積極的に行う経緯を詳しく

・車に興味なかったが未来の社会全体が車を運転しやすくなっている事に驚いた。

聞きたかった。

環境新聞

2014 年 12 月 10 日

・水素自動車への興味とインフラ整備の必要性を感じた。
担当者の感想

1 回目の講座では、企業の立場での環境活動を学生に知らせ、率直な感想と意見を聞くことがで
きました。今後の広報や環境・CSR 活動の参考にしたいと思います。

担当者の感想

免許保持者も少なく、自動車にあまり興味を持っていない学生も多かったようですが、展示した

また、この講座内容の実践として、当日の報道取材を誘引して 5 社の取材があり、今回の

EV 車にはかなり興味を持ってみてもらえました。また環境に対する関心は非常に高く、まじめ

YGPN 活動と、自社の環境・CSR 活動を PR することができました。

に聴講してもらえたと感じています。
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想いを込め、想いを創る、環境出前講座を考える

12 月
4日

「ある環境担当者の失敗と成功」流通業における環境活動の事例研究

生活協同組合ユーコープ政策企画部 唐戸健一

プリンス電機株式会社 企画業務部 東使弘三郎
講

義

内

容

講

担当した 2 講座を通して、伝えたい意図を感じ取ってもらえるよう構成しました。

12 月
11 日

義

内

容

2 回目は、環境・SR（社会的責任）活動が、本来、持つべき目的とマインドを、環境教育への

流通業における環境活動の事例研究
「ある環境担当者の失敗と成功」

想いなど、私的なアプローチから講義にしています。
2007 年から小学校へ実施、グリーン購入大賞優秀賞を受賞している環境出前講座「身近なあか

◆失敗事例

使用済みダンボールの付加価値を高めて収益を改善させる

◆成功事例

余剰食品をフードバンクに提供して有効活用する

聴講者全員

24 名から感想カードを頂きました。

り ( 照明 ) に興味を持とう」を題材に、伝える人が想いを込め、受けた人が想いを創る、環境出
前講座について、環境大臣認定 環境教育インストラクター養成の素材なども組み込み、今回の
講座用として監修したものです。
環境・ＳＲ活動が本来持つべきマインド
それを具現化するためにはどうするか
私が考える「環境教育の必要性」
「私の環境教育計画書」
小学校児童向け指導計画書
私の環境教育・活動計画（体系図策定）
具体的なプロセスと事例から考える

受講生の感想

小学校講座風景

講義内容が、環境・SR 活動が本来持つべきマインドや、それを具現化する内容であったことから、
個人の立場や考え方を超えて共感する感想が多くなりました。
感想抜粋 :
前回と印象が変わり、前回は会社の業績のためと思いましたが、今回聞いて一連の内容を素敵な
活動と思った。／環境教育は想いがなければ伝わらないと感じた。／内容の質が高く、高校物理
レベルで中高生にも面白いと思う。／小学生に分りやすくテキストや教え方を工夫している。／
環境に限らず、
学習やボランティアに非常に役立つと思い、強く心を動かされた。／活動計画シー
トはどんなことにも使え是非使いたい。／自分も小学校でこの授業を受けたら環境への態度や考
え方が変わったと思う。／出前講座をしなくてもいいのにしている素晴らしいと思う。／実験は
世代を問わず楽しい。／身近なことで小学生の興味をひきつけると分った。／入念な準備と工夫

受講生の感想

にとても感動した。／初めてこんなに実現性があり具体的な話を聞けて良かった。／ネーミング

以下はその一部抜粋

や感性に訴える内容が素敵だと思う。／あかりの出前講座は大学生の私にも興味深い。／家庭科

・企業の環境の取り組みに関して、これまでの講義の中では成功例が多く話されていました。し

の実践的な授業が自分も羨ましい。／細かい点までの工夫が勉強になった。／教育は地道でも一

かし、今回の成功例と失敗例と１つずつを具体的な数値も踏まえて紹介して頂けたので企業の

番必要な活動だと思う。／必ず小学生の心に残る授業だと思う。／私もスーパーサイエンスハイ

環境に対する取り組みについて実感することができ、とても勉強になりました。

スクール指定高校出身でこんな企業に来て欲しかった。／安全衛生の配慮が印象に残った。／本

・CSR 活動は企業の売り上げと直結はしていないという現在の流れが強いとは思いますが、今

日の授業で一人ひとりに環境意識が芽生えたと思う。／もっと、プリンス電機さんの環境教育実

回のケーススタディーのように、CSR 活動と企業の利益をうまく関連させることができれば、

践について知りたい。

より持続可能な循環システムが今後構築してくことができるのではないかと考えます。
・お話を聞いて環境の仕事は大変ながらもとてもやりがいのある仕事だとおもいました。私は将
来、環境分野の仕事に就きたいので、他の業種の仕事内容も調べてみたいと思いました。

担当者の感想

1 回目の講座で知らせたかったこと、2 回目の講座で伝えたかった想い、2 講座を通して感じ取っ
て欲しかったこと、自分なりに講座を創り実施させて頂きました。もし、学生の考え方やマイ
ンドを形成する一助になったとすれば幸いに思います。また、私自身も大変勉強になりました。


担当者の感想

一人でも多く環境分野の仕事に携わって頂きたい、という思いで講座を行いました。

この講座の場をご提供頂き感謝いたします。
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12 月
18 日

豊かな食卓から考える環境

なぜごみと資源は分別をしなければならないのか？分別の精度を向上させる仕組みを考える

武松事業デザイン工房株式会社 代表取締役 武松昭男
講

義

内

容

フードマイレージの考え方を使いながら、
「食べる」という当たり前のことが環境や生産地にど

1月
15 日

横浜市資源リサイクル事業協同組合 戸川孝則
講

義

内

容

・弊組合の講座ではテストケースとしてグループディスカッションを主軸に置き、聴講者の皆様
から弊組合の課題についてご意見をいただく事を目的としました。

のような影響を与えているか考察し、食を通じた環境理解・国際理解を深められるよう努め、併

・前半は講師からの問題提起、後半はグループディスカッションの 2 部構成とし、できるだけ

せて、廃棄物処理法の体系や歴史、食品残渣におけるリサイクルの現状も講義の中に組み込んで

参加者が課題について考えることができるような構成にしました。

みました。

・グループディスカッションの後の発表の際、１人が発表者となり１人がパソコンで発表要旨を

また、日常生活を通じた私たち一人ひとりの「小さな取り組み」が、将来の地球環境を左右する

その場で打ち込んでいく形式を取り、グループで検討した内容の共有理解を深めました。

ことを念頭に置き、
取り組んでいる【かんきょう「組写」フォトコンテスト】の紹介も行いました。

・その後、個人の意見を吸い上げるため感想カードの記入を行い、グループ発表では出なかった
意見の吸い上げも行いました。

かんきょう「組写」フォトコンテスト

環境を考えるということは

神奈川県に学び住む中高校生から、
豊かなライフスタイルがいつまでも続くよう、わかりやすく、
広く伝わる環境メッセージとしての作品を募集する
「写真公募展」です。

「次の⼈のことを
考えられる⼒をつけること」
主催

受講生の感想

(一社)かんきょうデザインプロジェクト

/

事務局

武松事業デザイン工房(株)

・フォトコンテストや感性を使って環境を考えようというメッセージがありましたが、簡単に情
報が手に入るようになった今だからこそ、アナログから得る情報（自分で見たり、聞いたり、
体験したり）を大切にしていかないといけない実感しました。

受講生の感想

・授業冒頭で、レイチェル・カーソンの『「知る」ことは「感じる」ことの半分も重要ではない』

①グループ発表
rakmg

 ・地区ごと分別競争

という言葉は、環境問題だけでなく、すべてのことに言えると思いました。そして現代の日本

優勝チームに報酬
・普通ごみゴミ袋有料
普通ごみの量を減らす努力をしてもらう
・近所で集まってゴミチェック
地区ごとにみんなでチェック
集まってくれた人にトイレットペーパー
あげる（回収時間遅くする昼ごろ）
・リサイクルお金あげる機械置く
・��パッ�ー�にゴミの����る �

には、それを「感じよう」と思う人々や感じられるような環境、きっかけが無いように思いま
す。たた、そういう環境に居なくても、一人一人が「考えて行動」することで、この世界は変
わると思います。
・統計の取り方により、自給率の大きさが変化してしまうのは私の研究に関しても気をつけない

アメ
分別会で指定ゴミ袋の配布

給率が低いから将来的に多国間での問題が起これば困るというだけでなく、他の国や地域に負

デポジット
����な�で回収し��で���

担をかけていると点について気づくことができました。

それぞれの項目に沿って講義を進めた。
講義後、
「制度」
「罰則」という視点からの質問が多かったことが印象的だった。
「技術の革新」
への問いもあったが、全体的に「型」から入ることに関心が高かったのは意外でした。

・アメとむち
分別されてないごみを回収しない
指定ゴミ袋

・日本の食糧自給率の低さの課題については小学生や中学生の時から学んできましたが、単に自

環境問題の解決に必要とされるものとして「人々の意識」
「技術の革新」「規制」の 3 点を挙げ、

sakmg


・深夜に回収
学生がうれしい
・訪問する
感謝を述べて良心に訴えかける
・バイト募集
知ってもらいつつ労働力
・悲鳴を上げるゴミ箱
�

takmg



といけないと考えた。

担当者の感想

②個別感想カード

担当者の感想

uakmg
 問題背景
・一人だとゴミの量が少ない
・時間が早い→起きれない
<メリット>
・ポイント制…一本十円
・リサイクル商品を安く買える
<改善型>
・分別の種類が多すぎる
・回収時間を遅くする（10時くらい）
・商品�ッ����分別��ク�

・グループごとに発表した内容を加味して感想カードを作成したことがどれだけの効果があった
のかはわからないが、27 名の学生が記入した感想カードには、びっしりと課題に対する記載
されていました。
・グループ発表とは異なる意見も多く、課題について深く考察された内容が記載されていた。
・企業側からの情報発信のみでなく、ステークホルダー（学生限定ではあるが）からの忌憚のな
い意見をいただけたので、課題を絞り込んで問題提起ができれば、今後の事業展開の参考とな
る情報を入手できることが実感できました。
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