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など

　愛媛大学は，大学憲章において，地域・環境・生命を主題とする教育に力を注ぐとともに，この主題のも
とでの学術研究を重点的に推進することを宣言しています。この理念のもとに，愛媛大学は，環境問題にか
かわる教育や研究に積極的に取り組みます。
　また，愛媛大学は，人類社会の持続的な発展に寄与するため，環境について責任ある行動を取るとともに，
地域の環境問題の解決に貢献します。
　この決意のもとに，以下に具体的な基本方針を定めます。

基 本 理 念

１ ．社会との調和を図りつつ，環境問題に積極的に取り組む人材を育成します。
２．環境を主題とする学術研究を推進します。
３ ．環境にかかわる知識と技術を地域に提供するとともに，地域社会の発展に貢献します。
４ ．大学で営まれる諸活動において，環境にかかわる法令の遵守に努めます。
５ ．省資源，省エネルギー，廃棄物の減量化および化学物質の適正管理などにより，環境汚染の予防と継続
的な環境改善を行います。
６ ．教職員および学生が協力して良好な学内環境を構築し，地球環境に配慮するように努めます。

基 本 方 針

　平成17年度に愛媛大学環境方針を策定し，その目標達成のために各年度ごとに環境目標と実施計画を作成
し，環境配慮活動に取り組んでいます。また，年度目標達成度の点検評価を行っています。（具体的な環境目標・
平成25年度目標・点検評価については，【環境目標と点検評価】を参照して下さい。）
　なお，国立大学法人では，第一期中期目標期間（平成16年度～平成21年度）を終え，第二期中期目標期間
（平成22年度～平成27年度）における計画を策定しています。

環境達成目標について

愛媛大学環境方針



環　境　教　育

　本学の大学憲章では，「愛媛大学は，地域・環境・生命に関連する教育に力を注ぎ，地域の現場から
問題を発見し解決策を見いだす能力を育成する」と謳い，環境教育を教育の一つの柱としています。
　学士課程において，全学部学生の主に１・２年生を対象とした共通教育では，学問分野別科目「環境
学入門」と主題探究型科目「環境を考える」の授業を実施しています。各学部の専門教育では，以下の
ような文科系的科目，生物学系の科目，生態学系の科目，化学系の科目，総合的科目など，広範囲で多
岐にわたる環境に関する教育を行っています。また，愛媛大学環境ESD指導者養成カリキュラムによる，
持続可能な社会づくりを担うことの出来る環境ESD指導者を育成しています。
　大学院（修士課程・博士課程）においては，G－COE「化学物質の環境科学教育研究拠点」および「卓
越した大学院拠点形成支援補助金」に代表されるように，世界最高水準の研究基盤の下で，世界をリー
ドする人材育成を目指した環境教育を行っています。また，科学技術戦略推進費「森の国・森林環境管
理高度技術者養成拠点」による人材育成を行っています。
　また，平成24年度には文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」に，本学が主幹をつとめる事業「日
本・インドネシアの農山漁村で展開する６大学協働サービスラーニング・プログラム」（SUIJI －SLP, 
JDP）が採択され，学部（一年次）から大学院（博士課程）までの一貫した環境教育をスタートさせました。



　愛媛大学は，大学憲章において「地域・環境・生命を主題とする学術研究を重点的に推進する」こと
を宣言しています。環境研究は，従来から愛媛大学の学術研究の一つの特色をなすものであり，平成25年
度にも環境研究の推進がなされ，数多くの成果・実績が研究発表，講演会等を通して公表されています。

環　境　研　究

１．沿岸環境科学研究センターの瀬戸内海環境研究
沿岸環境科学研究センター長　武岡　英隆

　沿岸環境科学研究センター（CMES）では，沿岸海域の環境や
生態系に関係する問題から，広く地球規模での汚染に関する問題
まで，幅広い分野での環境研究を進めています。これらの中から，
地域の海である瀬戸内海に関連した研究をいくつかご紹介します。

１．クラゲ大量発生と集群メカニズム
２．赤潮発生の環境条件
３．温暖化が藻場に与える影響
４．温暖化と化学汚染の複合リスク

宇和島湾の赤潮

３．フィールドワーク教育を生かした地域・大学双方向の人材育成
～持続可能な観光地域づくりの探究を通して～

法文学部総合政策学科　地域コース准教授　宇都宮千穂
法文学部総合政策学科　観光まちづくりコース講師　米田　誠司

　法文学部総合政策学科特別コース「地域コース」，「観光まちづ
くりコース」は，地域に根ざした「地域づくり」，「観光まちづく
り」を担う人材育成を目的に設置されたコースです。現場での学
びを教育に生かすと同時に，地域の要望に応えることをも目指し
ているコースです。
　
１．「そこにあるもの」の価値を見いだす地域づくり
２．持続可能な観光地域づくりと人材育成

２．地域とつながる愛媛大学サスティナブルエネルギー開発プロジェクト
理工学研究科生産環境工学専攻教授　森脇　　亮

　エネルギーの回収と利用に適したスマートシティの研究を推進
するため，サスティナブルエネルギー開発プロジェクトを立ち上
げ，研究を行っています。
　当プロジェクトでは大学における最先端の研究成果を社会に役
立てるため地域行政との連携を始めています。
１．小学校における環境エネルギー教育の試み
２． 地域の太陽光パネルを利用した「スマート環境センシング」
と新たな発電量予測システムの開発

３．温泉熱および温泉水を利用した栽培システムの開発
４．「エネルギー循環型社会」構築のための地域連携コンソーシアム 小学校における環境エネルギー教育

内子三世代くらし旅モニタ－ツア－の様子



学生の日常生活に則した環境活動

　本学学生は，日常生活に則した，省エネ，３R活動や環境整備などの多彩な活
動を行っています。本学は，学生の自主性を尊重したこれらの環境活動を積極的
に支援しています。
１． 学内外の環境整備・清掃活動を学生が自主的に行いました。これらの学生の
自主的な環境への取り組みに対して支援しています。

２． 各学部各学年の学生に省エネルギー指導員を委嘱し，教室の節電・冷暖房の
適正温度保持など，環境負荷低減のための活動を行っています。

３． 学生によるゴミ分別の監視及び計量支援を実施し，ゴミの削減を図っています。

　愛媛大学は，前述のように環境教育を教育の一つの柱としていることから，その一環として，学生の
自主的な環境に関する活動を積極的に支援しています。その活動内容は，日常生活にかかわる省エネ活
動や環境整備に始まり，３R（Reduce，Reuse，Recycle）活動，河川のかかえる問題に対する活動，
市民に対する環境問題啓発活動，更には学業に直接結びつく環境関連調査研究プロジェクトにおける活
動など多岐にわたります。また，各部局等において，様々な環境活動が行われています。

環　境　活　動

「ECOキャンパスサポーター」による環境活動

　学生組織である愛媛大学スチューデント・キャンパス・ボランティア
内の「ECOキャンパスサポーター」（ECS）は，持続可能なキャンパス
の構築および学生の環境への意識向上のため，リユース食器のブースの
補助，ゴミ量調査，ゴミ削減運動，ゴミ分別，ゴミチェックなどを実施
しています。更に，キャンパスの景観美化，学内緑化活動なども行って
います。本学はこの活動を積極的に支援しています。
　以下に平成25年度の主な活動を示します。
１． 環境啓発，景観美化を目指した活動として，通年企画「エコぴか」
「緑化活動」を行いました。

２． 「愛媛大学学生祭」および「農学部祭」におけるゴミ減量，ゴミ分別，
ゴミチェック等の環境活動を実施しました。（学生祭では，ゴミ班・
堆肥班・クリーンエネルギー班・フリーマーケット班に分かれ活動）

３． キャンパスの北側を流れる二級河川・宮前川（県管理）の清掃を，春・秋の２回実施しました。

「ECOキャンパスサポーター」による環
境活動（宮前川の清掃）

愛媛大学生協学生委員会による環境活動

　愛媛大学生協は，生協学生委員会の中に環境部局を設置し，学生組合員が環
境について学習し，また環境活動に参加する組合員を広げる活動に取り組んで
います。本学はこの活動を積極的に支援しています。
　以下に平成25年度の主な活動を示します。
１． ゴミュニティー　～分別で広がる輪～
　• 「樹恩割り箸」事業：
　　間伐材使用した割り箸，リユース，農学部で炭にしてリサイクル
　• 「リ・リパック」事業：
　　生協で販売している弁当容器のフィルムをはがし，工場でリサイクル
　•これらの事業の周知活動
２．eco と project　～小さなキャップが大きな希望～
　•ペットボトルのキャップ回収促進事業：
　　 キャップの回収，粉砕して他の製品にリサイクルする業者へ販売（キャップ約430個で10円），発展途上
国の子どもへのワクチンのために寄付

eco と project
～小さなキャップが大きな希望～

３Ｒポスター
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３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）

（マイバッグ）

不要物品の引き取りの様子 リユースECOプロジェクト

（封筒の再利用） （ゴミの分別）

　本学では，各学部で使用しなくなった椅子や事務机などがあれば，全学メールで通知し希望者を募り，安易に
廃棄処分にしないよう可能な限り再利用に努めています。
　また，図書館でも「リユースECOプロジェクト」と題して廃棄図書の再利用を目的とし，教職員，学生に譲
るプロジェクトが開催されており大勢の希望者が詰めかけ，目当ての図書を両手いっぱい持ち帰り連日大盛況と
なりました。
　様々な形で，３Ｒ活動（リデュース・リユース・リサイクル）の一つ，リユース（再使用）として循環型社会
の形成に力を注いでいます。
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環境配慮への取り組み

使用電力の削減 廃棄物の削減及びリサイクルの推進

①　省エネルギー指導員を総員240名配置し，きめ細かな節電運動の実
施（省エネ指導員は，本学独自の制度で各部局等の長により任命され
た学生・教職員等が省エネに関する実施細目に従い，定められた範囲
を巡視し，講義室の照明の消灯，空調機のスイッチオフ等適切なエネ
ルギー使用に努める等の省エネのための指導啓発を行う制度です。）

②　省エネタイプ機器への更新

③　使用電力等を毎月，対前年度比較により各部局等へ通知し，省エネ
への啓発

④　夏季一斉休暇の実施

⑤　国民運動「チャレンジ25キャンペーン」に参加し，省エネへの啓発

⑥　省エネルギーに関するポスターを年２回（夏季版・冬季版）作成し，
全学教職員へ周知し，省エネへの啓発

⑦　「エコ」ステッカー（温度が14℃～ 34℃まで２℃刻みで表示できる
デジタルサーモテープ付）を使用し，省エネへの啓発

水使用量の削減

①　ポスター等による節水励行への啓発

②　トイレへの感知式自動洗浄装置の導入促進

③　蛇口への節水コマ取付の促進

④　水使用量をWEBセンターに掲載し，各部局等で使用量を確認

その他

 本学の環境の「年度目標」に対して，各部局等ごとにその「年度目標」
を達成するための実施計画を策定し，全学の環境・エネルギーマネジメ
ント委員会に報告し年度末には，その達成度について自己点検評価を
行っています。

①　両面コピーの推進

②　紙ゴミの分別を徹底し，トイレットペーパーへの交換

③　愛媛大学生協におけるテイクアウト弁当の容器及び自動販売機の紙
コップのリサイクル

④　総合情報メディアセンターでのプリントアウト用紙の有料化

⑤　平成23年度から会議にipadを導入したことによる紙媒体の削減

活動に伴う環境負荷　－平成25年度愛媛大学マテリアルバランス－
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環境負荷低減への取り組み
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