年次報告

学生活動とも 新 た な 協 力 関 係 を
京都大学では 2 万人にも及ぶ学生が様々な活動を行っています。
今回は、環境保全等に取り組む学生の皆さんに集まっていただき、
尾池総長と京都大学環境安全保健機構長の大嶌教授、
環境保全センター酒井教授と意見を交換し、
今後の展開についても大いに盛り上がりました。
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他にも、新入生を迎える時期に
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いるかという調査も行っています。現
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1 日に A4 換算で 4,000 枚以上出ている

尾池和夫
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種類以上 ! この数字自体が驚きですが、
ともあれ、学生活動の可能性という意
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も一つの成果・役割ではないかと思い
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京大生協環境委員会
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ーナブル弁当の販売
促進やレジ袋削減、間
伐材でできた割り箸の
普及などに取り組んで
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根本潤哉

矢野順也
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と、環境ネットワーク4R
の会OB。えこみっとで
は新歓びら対策や学園
祭の環境対策に取り組
んできました。現在は学
内の不用品をリサイクル
するプロジェクトに取り
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リサイクル市所属
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のエコなライフスタイル
提案などに取り組んでい
ます。
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東江くんは京大生協環境委員

私たちは、すでに有料化を実施

今年度の環境報告書で提示す
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京都大学の袋は世界中で格好い

丈夫で何回も使えたら少しくら
格好よくて京大を感じられた
その開発費が必要でしたら、大

是非やりたいですね！楽しみ
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