
                         2022.9.20まとめ
■　2021年度　環境美化デーに対応する所属・各学科・ゼミ等の取り組みについて

実施時期： 環境美化デーは７⽉第3⾦曜⽇であるが，各オープンキャンパスデーやゼミ活動など，⽇程は柔軟に対応しながら，実施した。

①春学期の実績： 環境教育と同時に10⽉提出 ②秋学期の実績： 環境教育と同時に1⽉初め提出

回数
No.

学部局 学科・ゼミ・部署
主な担当者・

報告者等
具体的な
参加者

参加⼈数 環境美化の取り組み内容

1 井勝ゼミ 井勝
ゼミ学⽣，市⺠

外国⼈
15

取組名：国際交流ゴミ拾い 場所：⾼梁市内
⽇時：２０２１年１２⽉１８⽇（⼟）９時〜１０時

2 太⽥
⼥⼦サッカー部
毎週⽉曜⽇５名

35 毎週⽉曜⽇に⾼梁駅前にて挨拶運動と⾼梁市内（駅前通り中⼼）同時にゴミ拾い

3 太⽥
⼥⼦サッカー部

毎週⽕曜⽇
8

吉備⼤フィットネスセンターの清掃
吉備⼤楢井サッカー場の清掃（諸室並びにグランド）

4 シャルム 太⽥ シャルム職員 7
毎週⽕曜⽇８：４５〜９：１０まで
吉備⼤ボランティアセンター２階各諸室並びに⽞関，順正記念館前階段、⼊⼝前清掃

5
アニメーショ
ン⽂化学部

アニメーション
⽂化学科

今村
学科教員5名
協⼒学⽣3名

8
9⽉19⽇オープンキャンパス開催⽇において、14号館3階学科教室開場前に、教室内および周
辺について清掃を⾏った。また、終了後の⽚付けと併せて清掃を⾏った。（写真は終了時の
清掃）

6 ⼼理学部
⼦ども発達
教育学科

秀，藤井、雲津
⾥⼭総合演習Ⅰ・Ⅲ

受講⽣
13

・⾥⼭整備（春学期 5回）
⾥⼭を維持するために教員と学⽣が 草取り，⼟つくりを⾏った。

7 ⾦沢
醸造学科

3年⽣4年⽣
20 醸造棟2階実験室や⾷品加⼯室・化学実験室（床洗剤や拭き掃除など）（8⽉22⽇）：写真

8 井上
⾷品加⼯学分野（含希望

者）
11 醸造棟１階⾃凝島蔵の掃除（結露除去、床掃除、⽚付けなど）

11 ⾦沢
醸造学科

3年⽣4年⽣
20

醸造棟外壁や⾷品加⼯室、化学実験室、⾷品化学実験室（外壁掃除、エアコンフィルターな
どの清掃）（8⽉30⽇） ：写真

9 許 栽培育種分野 5 植物⼯場内および周辺の草抜き作業

10 桧原 栽培育種分野 3 グラウンド圃場周辺の除草作業 ：写真

11件 4学部 7学科等 10教員 145

社会科学部 ⼥⼦サッカー部

農学部

醸造学科

地域創成農学科



■　2021年度　環境美化デーに対応する所属・各学科・ゼミ等の取り組みについて

■環境美化活動の記録写真
※ 可能であれば，取り組み中の写真を，実績の下表に添付してください。

地域創⽣農学科： グラウンド圃場の草刈り、整備(7/27)

醸造学科： 醸造棟内の清掃（8/20）      醸造学科： 醸造棟外の清掃（8/31）

アニメーション⽂化学科： オープンキャンパス開催の前後に，教室内および周辺
の清掃と⽚付け （9/19）



2021.8.18まとめ
■　2020年度　環境美化デーに対応する所属・各学科・ゼミ等の取り組みについて

実施時期：　環境美化デーは７月第3金曜日であるが，各オープンキャンパスデーやゼミ活動など，日程は柔軟に対応して実施。

①春学期の実績： 環境教育と同時に10⽉提出 ②秋学期の実績： 環境教育と同時に1⽉初め提出

回数No. 学部局 学科・ゼミ・部署
主な担当者・

報告者等
具体的な参加者 参加⼈数 環境美化の取り組み内容

1
アニメーション

⽂化学部
アニメーション

⽂化学科
今村

学科教員5名
協⼒学⽣3名

8
9⽉20⽇オープンキャンパス開催⽇において、2号館2階学科教室開場前
に、教室内および周辺について清掃を⾏った。また、終了後の⽚付けと併
せて清掃を⾏った。（写真は終了時の清掃）

2 ⼼理学科 橋本 橋本ゼミ学⽣ 7 オープンキャンパス前の校内清掃を実施

3
⼦ども発達教育

学科
秀，藤井、
雲津、近江

⾥⼭総合演習Ⅰ・Ⅲ
受講⽣

31
・⾥⼭整備（春学期 数回）
⾥⼭を維持するために教員と学⽣が 草取り，⼟つくりを⾏った。

4 園芸サークル/中其 ⼤下 園芸サークル 10 R.2.12〜：農園整備。草抜き、清掃。岡⼭キャンパス周辺の環境美化。⽔やり。

5 園芸サークル/岡野 ⼤下 園芸サークル 2 R.2.12.12：春野菜の苗付け。

4 醸造学科 ⾦沢
⼤学院⽣

4年⽣
4 醸造棟の外観清掃（蜘蛛の巣取りと⾼圧洗浄）

5 地域創成農学科 桧原 4年⽣ 2 温室周辺の除草作業

6
地域創成農学科

醸造学科
村上 4年⽣ 3 ガラスハウス周辺の除草作業および防草シートの設置

7 庶務部 庶務部
参事会計課⻑：

三好
事務職員 30

8/17(⽉)〜20(⽊)の間，8/20㈰のオープンキャンパスに向け、各事務部署
に担当箇所を配分し、指定の期間中に実施した。

8 庶務部 庶務部
参事・会計課⻑

三好
事務職員 30

9/14(⽉)〜17(⽊)の間，9/20㈰のオープンキャンパスに向け、各事務部署
に担当箇所を配分し、指定の期間中に実施した。

10件 5学部局 7学科等 11教員･事務 127

⼼理学部

農学部

外国学部



■　2020年度　環境美化デーに対応する所属・各学科・ゼミ等の取り組みについて

■環境美化活動の記録写真
アニメーション⽂化学科 ⼼理学科

地域創成農学科、醸造学科
醸造学科

地域創成農学科



2020.10.10  とりまとめ

■　2019年度　環境美化デーに対応する所属・各学科・ゼミ等の取り組みについて

実施時期：　環境美化デーは７月第3金曜日ですが，各オープンキャンパスデーやゼミ活動など，日程は柔軟にご対応いただきながら，実施して下さい。

①春学期の実績：　環境教育と同時に10月提出 ②秋学期の実績：　環境教育と同時に1月初め提出

回数No. 学部局 学科・ゼミ・部署
主な担当者・

報告者等
具体的な
参加者

参加人数 環境美化の取り組み内容

1 井勝久喜
井勝他

ゼミ学生
21 ６月２９日（土）にグリーンバード岡山チームに参加して高梁市内のゴミ拾いを行った

2 小田
小田

ゼミ生3年
6

10月9日（水）１４：００：
ゼミ活動の一環として，ｾﾞﾐ３年生と教員で，①高梁ｷｬﾝﾊﾟｽ6-7号館前の広場の落ち葉清掃、②弓
道駐車場までの道路の落ち葉清掃、③5号館前庭のゴミ拾いを行った。

3
アニメーション

文化学部
アニメーション

文化学科
今村

学科教員5名　協力学生
3名

8
7月オープンキャンパス開催日14号館3階学科教室開場前に、教室内および周辺について清掃を
行った。また、終了後の片付けと併せて清掃を行った。

4 秀，川上
⾥⼭総合演習
Ⅰ・Ⅲ受講⽣

（全6班）
25

７⽉１７⽇〜２４⽇
・⾥⼭整備
   ⾥⼭を維持するために班ごとに都合がつく学⽣が 草取り，⼟つくりを⾏った。

5 近江，秀 1,2年⽣ 26
8⽉ ・⾥⼭整備(⾃主活動）
  ⾥⼭を維持するために班ごとに都合がつく学⽣が 草取り,ネット⽚付けを⾏った。

6 藤井，川上 1,2年⽣ 26
９⽉
・⾥⼭整備(⾃主活動）
  ⾥⼭を維持するために班ごとに都合がつく学⽣が 草取り,ネット⽚付けを⾏った。

7 ⼼理学科 橋本 ゼミ⽣ 7 2019年9⽉, オープンキャンパス前の校内清掃を実施

8 外国語学部 外国学科 松林ほか 園芸サークル 4～5 ９月～11月頃：農園整備。草抜き、清掃。岡山キャンパス周辺の環境美化活動。

7件 4学部 5学科 9教員 117

社会科学部 経営社会学科

⼼理学部

⼦ども発達
教育学科



■　2019年度　環境美化デーに対応する所属・各学科・ゼミ等の取り組みについて

■環境美化活動の記録写真 ※　可能であれば，取組中の写真をこの表下に，添付してください。

経営社会学科 （井勝ゼミ生） 経営社会学科　　（小田ゼミ生）

●ｸﾞﾘｰﾝバード岡山チームとともに高梁市内をゴミ拾い

①高梁ｷｬﾝﾊﾟｽ6-7号館前の広場の落ち葉清掃

　　　　　②弓道駐車場までの道路の落ち葉清掃 ③5号館前庭のゴミ拾い

心理学科 (橋本ゼミ)

2019年9月，オープンキャンパス前の校内清掃を実施



2019.10.10  とりまとめ

■　2018年度　環境美化デーに対応する所属・各学科・ゼミ等の取り組みについて

実施時期： 環境美化デーは７⽉第3⾦曜⽇ですが，各オープンキャンパスデーやゼミ活動など，⽇程は柔軟に対応しながら，実施した。

①春学期の実績： 環境教育と同時に10⽉提出 ②秋学期の実績： 環境教育と同時に1⽉初め提出

回数
No.

学部局 学科・ゼミ・部署
主な担当者・

報告者等
具体的な参加者 参加⼈数 環境美化の取り組み内容

1 社会科学部 経営社会学科 ⼩⽥ ゼミ学⽣２年 6
11⽉20⽇：ゼミ活動の⼀環として，ｾﾞﾐ2年⽣と教員で，⾼梁ｷｬﾝﾊﾟｽ6-7号館前の
広場において，樹⽊の落ち葉清掃を⾏った。

2
アニメーション

⽂化学部
アニメーション

⽂化学科
今村 俊介

学科教員5名
協⼒学⽣3名

8
オープンキャンパス開催に先⽴って、14号館3階学科教室および周辺について清
掃を⾏った。また、終了後も清掃を⾏った。

3 ⼭本倫⼦
ワークシェアリング

就労⽀援プロジェクト
8

オープンキャンパス前の時期を中⼼に、第2体育館前の花壇の清掃や作業療法関
連教室の清掃を⾏った。
保健福祉研究所の１階フロアの定期清掃やゴミ捨てを⾏った。

4 ⼭本倫⼦
授業後の

⾃主学習学⽣
不明

毎回1〜5名
⽇中不要時の消灯、授業後教室の消灯、消灯確認の実施、エアコンOFFの確認を
⾏った。

5 岩⽥美幸 ゼミ⽣ 8 物品管理、教室清掃及び環境整備を⾏った。

6 秀，川上
⾥⼭総合

１, ２, ３班
15

６⽉５⽇：⾥⼭を維持するために班ごとに都合がつく学⽣が 草取り，⼟つくりを
⾏った。

7 藤井, 近江
⾥⼭総合
4, 5, 6班

28
８⽉から９⽉中都合の付く⽇・・⾥⼭を維持するために休業中に２回に分けて草
取り、側溝の清掃を⾏った。夏休み中も進んで活動する学⽣もいた。

8 外国語学部
外国学科

園芸サークル

４年 髙砂⾥百
３年 渡邉菜野花

交換留学⽣ 張維庭他

1〜4年⽣のサークルメ
ンバー

12
夏野菜の苗付け。草抜きと農園整備、および周辺の清掃。岡⼭キャンパスの園
芸・緑化に関わる環境美化。（７⽉１⽇実施）

8件 6学部 5学科 11教員ほか 85

保健医療福祉
学部

作業療法学科

⼼理学部
⼦ども発達
教育学科



■　2018年度　環境美化デーに対応する所属・各学科・ゼミ等の取り組みについて

■環境美化活動の記録写真 ※ 可能であれば，取組中の写真をこの表下に，添付してください。

経営社会学科（⼩⽥ｾﾞﾐ） ⾼梁キャンパス構内の清掃活動



2017全学実績

■　2017年度　環境美化デーに対応する所属・各学科・ゼミ等の取り組みについて

実施時期： 環境美化デーは７月第3金曜日であるが，各オープンキャンパスデーやゼミ活動など，日程は柔軟に対応して実施した。

回数 学部局 学科・ゼミ・部署
主な担当者・

報告者等
具体的な参加者 参加人数 環境美化の取り組み内容

1 赤坂 ゼミ2，3年生 4
7月14日：９号館 喫煙場所・清掃・窓拭き  :ひどいタバコの臭い。しばしば煙が廊下に入ってきて煙た
い。喫煙場所変えてもらえませんか。

2 井勝 ゼミ学生 22
大学の入学式前日の４月２日（日）
高梁市内で開催されたグリーンバードのゴミ拾い活動にゼミで参加，ゼミ関係者７人（全体２２人）

3 ゼミ学生1・4年 5
7月12日：ゼミ活動の一環で，学内の喫煙場所（6号館西屋外)の清掃活動，14・6･7号館・体育館・食堂に至
る屋外のごみ拾いを行った。

4 ゼミ3年生 6
4月19日：学内の2，4，6，,7，14号館の講義室における放置ごみを回収し，燃えるゴミ・燃えないゴミ・そ
の他に分別して重量測定を行った。

5 ゼミ3年生 5
6月13日：学内の2，4，6，,7，14号館の講義室における放置ごみを回収し，燃えるゴミ・燃えないゴミ・そ
の他に分別して重量測定を行った。

6 ゼミ3年生 6
7月31日：学内の2，4，6，,7，14号館の講義室における放置ごみを回収し，燃えるゴミ・燃えないゴミ・そ
の他に分別して重量測定を行った。

7 ゼミ学生 3 ７月１１日（火）、５時限目のゼミ時間に、９号館　喫煙場所・周辺と１０号館周辺を清掃しました。

8 　　受講生 35
7月4日（火）、４時限目の国際関係論の授業で「地球環境問題」を取り上げました。地球環境問題の定義と
諸類型、問題発生の諸要因、そして市民の取組みなどについて説明しました。

9 ゼミ留学生 5 ７月１９日５限、９号館２～４階の東西両側の踊り場の清掃、灰皿ふきをしました。

10 ゼミ留学生 5
７月１２日５限、アメリカがパリ協定離脱が話題になっていたときに環境の問題や各人の日頃の取り組みな
どについて話し合った。

11 岡崎 ゼミ3年生 4
７月１４日（金）５限基礎演習で、本学が取り組む環境美化に関する講義をした。また各自が日頃から実践
すべき環境美化について話し合った。

12 スポーツ社会学科 倉知 ゼミ2年生 5 7月13日：9号館階段部分・演習室の清掃活動

13 澤田，掛谷 1年次生 63
授業や時間外の技術練習等で使用している7号館5階実習室や教室の大掃除および看護学科学生が使用してい
る6号館2階・1階更衣室の大掃除を行った。

14 田中 保健師科目履修学生 15 実習に関する物品管理と整頓・公衆衛生教室使用後の環境美化等

15 秋山、佐藤 　教員、学生 50
オープンキャンパスの開催に伴い、事前に7号館４階の各室の清掃活動を理学療法学科3・４年生を中心に
行った。　7/16、8/26、9/24

16 元田 学生 4 ７/２１元田ゼミ生で１５号館周辺の清掃活動を行った。

小田

李

路

経営社会学科

看護学科

理学療法学科

社会科学部

保健医療福祉学部



2017全学実績

17

学生
WSP利用者
支援員
教員

60

・オープンキャンパス等学内行事の日程を目安に直近の金曜日に、作業療法学科関連教室（実験室Ⅰ、Ⅱ、
織物手工芸絵画教室）の清掃を行った。
・学内行事の日程を目安に直近の金曜日に、理学療法セミナールームの清掃を行った。
・織物手工芸絵画教室の手洗い場の配管詰まり解消に向け、清掃用具を整え、定期清掃を行った。

18 教員 1
・ゴミ分別など環境美化に対する呼びかけポスターの掲示を継続した。
・週1～3日程度、4時限目終了時を目安に授業後教室の消灯の徹底を呼びかけ通達、消灯確認の実施、エアコ
ンOFFの確認を行った。

19
秀、川上、高田、藤

井
34 7月4日、里山を維持するために授業の一環で草取り、側溝の清掃、土つくりを行った。

20 川上、高田 12 ７月21日、都合のつく学生有志で草刈,土つくりを行った。

21 秀、川上、藤井 15 8月5日、里山を維持するために班ごとに都合がつく学生が 草取り、ネット片付けを行った。

22 秀、川上 10 10月31日、竹林を維持するために授業の一環で竹の伐採を行った。

23 高田、藤井 23 10月31日,  子ども広場の草取り,側溝の清掃を行った。

24 ｱﾆﾒ文化 ｱﾆﾒ文化 今村 教員・学科学生 8 2017/8/26：OC協力学生とともに14号館14301・14302清掃と3階周辺の清掃を行った。

25 　教員、学生 未報告 4月12日4限目：基礎ゼミで，花壇に花を植える。その後の状況（写真1）。

26 学生 未報告 4月23日4限目：基礎ゼミ、溝掃除（写真２）

27 学生 未報告 ７月12日4限目：基礎ゼミで玄関の窓を彩色（写真３）。

28 外国語学部
サークル部長(4年)

副部長（4年）
1～4年生のサークルメン

バー
19

草抜きと農園整備、および周辺の清掃（8月3日（木））。岡山キャンパスの園芸・緑化に関わる環境美化。
（授業や実習のため日程調整が難しく8月に実施。）

30
園芸サークル部長

（４年生）
園芸サークル 5 １１／８：　岡山キャンパスの周辺の美化活動。草抜き、農園の整備。

29 教職員・学生 教職員・学生 教職員・学生 4
10月8日（日曜日）8時から岡山キャンパスの所在する町内会の川清掃に有志の教職員・学生が参加した（町
内会行事への参加）
http://kiui.jp/pc/gakka/gaikokugo/gaikoku/blog/?p=1910　　　※写真有

31 職員全員対象 30 平成29年7月13日（木） ：職員全員参加による美化活動

32 職員全員対象 30 平成29年8月23日（水） ：職員全員参加による美化活動

33
ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄ
ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

学生課 呑谷
学友会執行部・体育部会・

留学生
14

11月13日（月）12時～13時
学友会執行部・体育部会・留学生のグループで大学国際交流会館周辺の清掃活動を行った。参加者は、執行
部6名・体育部会3名・留学生5名の計14名。

33件 8学部･事務 12学科･事務 24教員･事務･ｻｰｸﾙ 502

岡村

山本倫子

金沢

事務局

作業療法学科

子ども発達教育学科

地域創成農学科

庶務課

外国学科・園芸
サークル

心理学部

地域創成農学



2017全学実績

■環境美化活動の記録写真

経営社会学科

⾚坂： 講義棟の室内清掃 井勝：⾼梁市内中央のゴミ拾い作戦

⼩⽥

⼩⽥：7/12 体育館前のごみ拾い 7/12 6号館⻄の喫煙場所のごみ拾いと掃除

スポーツ社会学科     看護学科

⽞関の清掃 研究室の清掃



2017全学実績

⼦供発達学科
１．草取り 　　　２．里山の環境を守る（竹伐採，枝打ち）

　

                          外国語学科

⼤学周辺の溝掃除

事務局                         地域創⽣農学科
スチューデントサポートセンター

                           圃場の溝掃除        窓ガラスの彩⾊

⼤学国際交流会館周辺の清掃活動      花壇の花植え                     ⽞関窓の彩⾊

写真１ ⼦ども広場の草取り 写真２ 広場周辺の草取り

写真3,4 畑の草刈り,⼟つくり



■　2016年度　環境美化デーに対応する各学科・ゼミ等の取り組みについて　

【環境美化デー：７⽉第3⾦曜⽇設定 ➯ 柔軟に実施対応】 2016.11.07現在

No. 学部局： 学科・ゼミ・部署： 主な担当者： 参加者 参加数 環境美化の取り組み内容 記録等 備考

1 経営社会学科 小田
2年次生・

EMS学生委員 6
5月17日：EMS活動の一環で，ゼミ所属2年生5名が6限の時間帯に，学内講義室（2-4号館，6-
7号館，14号館）を回り，机下の放置ゴミを回収，重量測定した。

調査写真

2 経営社会学科 小田 小田ゼミ 5
6月27日：ゼミ所属2年生5名が6限の時間帯に，学内講義室（2-4号館，6-7号館，14号館）を
回り，机下の放置ゴミを回収，重量測定した。

調査写真

3 経営社会学科 小田
2年次生・

EMS学生委員 6
7月14日：Eゼミ所属2年生5名が6限の時間帯に，学内講義室（2-4号館，6-7号館，14号館）
を回り，机下の放置ゴミを回収，重量測定した。

調査写真

4 経営社会学科 小田
2年次生・

EMS学生委員 6
8月2日：ゼミ所属2年生5名が6限の時間帯に，学内講義室（2-4号館，6-7号館，14号館）を
回り，机下の放置ゴミを回収，重量測定した。

調査写真 　

5 経営社会学科 井勝 井勝ゼミ他 18 2016/7/24：高梁市内でグリーンバード岡山チームと合同ごみ拾い ﾌﾞﾛｸﾞ
グリーンバードの活動：下
記ホームページを参考

6 経営社会学科 井勝 井勝ゼミ他 18 2016/10/9：高梁市内でグリーンバード岡山チームと合同ごみ拾い ﾌﾞﾛｸﾞ
http://www.greenbird.jp/d
iary/index.php?ID=13115

7 理学療法学科 秋山、佐藤
理学療法学科

3年生
7/17：　オープンキャンパスの開催に伴い、事前に7号館４階の各室の清掃活動を理学療法
学科3年生を中心に行った。

8 理学療法学科 秋山、佐藤
理学療法学科

3年生
8/27：　オープンキャンパスの開催に伴い、事前に7号館４階の各室の清掃活動を理学療法
学科3年生を中心に行った。

9 理学療法学科 秋山、佐藤
理学療法学科

3年生
9/24：　オープンキャンパスの開催に伴い、事前に7号館４階の各室の清掃活動を理学療法
学科3年生を中心に行った。

10 子ども発達教育学科 秀、川上、高田、藤井
子ども発達

学生 41
7月5日、里山を維持するために授業の一環で草取り、側溝の清掃、土つくりを行った。授業
後も進んで活動する学生もいた。

記録写真

11 子ども発達教育学科 秀、川上、高田、藤井
子ども発達

学生 20
8月18日、里山を維持するために班ごとに都合がつく学生が 草取り、ネット片付けを行っ
た。

記録写真

12 子ども発達教育学科 秀、川上、高田、藤井
子ども発達

学生 43
9月26日、里山を維持するために授業の一環で草取り、土つくりを行った。授業後も進んで
活動する学生もいた。

記録写真

13 子ども発達教育学科 秀、川上、高田、藤井
子ども発達

学生 43
11月2日、竹林を維持するために授業の一環で竹の伐採を行った。他のグループは子ども広
場の草取り、側溝の清掃を行った。

記録写真

14 アニメーション文化学部 アニメーション文化学科 今村 今村・教員・学科学生 8
2016/9/24環境美化デー活動：OC協力学生とともに14号館14301・14302清掃と3階周辺の清掃
（予定）

15 地域創成農学科 地域創成農学科・基礎ゼミ 全１回生・全２回生・教職員 102 4月13日、農学部西庭花壇、102名、花壇の美化（花の苗を定植・栽培する）

16 地域創成農学科 地域創成農学科・基礎ゼミ 全１回生・全２回生・教職員 102 7月6日、農学部正門周辺と坂道、102名、除草およびゴミ拾い

17 外国学科
部長　 ：藤野 加菜（3年）
副部長：田島 加奈子（3
年）

外国学科園芸サークル
1～3年 14

4月26、29日：草抜き・清掃。岡山キャンパス園芸・緑化活動に関わるその周辺環境の美化
活動。

18 外国学科
部長　 ：藤野 加菜（3年）
副部長：田島 加奈子（3
年）

外国学科園芸サークル
1～3年 14

5月6日～（毎日）：岡山キャンパスの緑化と水やり。プランターに花や植物を植え、キャン
パス周辺を緑化したり、猛暑に伴う打ち水をする取り組みを行った。

19 スチューデントＳＣ 木村
木村学生担当次長（吉

備）・
小林事務長（南あわじ）

学友会体育学部・
南あわじ学友会 15

１月２３日：理事長と学友会の意見交換会で、体育部会よりスポーツ交流大会終了後、南あ
わじ志知キャンパス学生代表と清掃活動をすることとした。
4月２４日１６時～１８時：慶野松原海岸を南あわじ市商工観光課の許可のもと，清掃活動
を行った。また、来年も同様に行う予定。

調査写真

19件 7学部局 7学科 13+農学教員 402

社会科学部

保健医療福祉学部 30

心理学部

地域創成農学部

外国語学部



■環境美化活動の記録写真

井勝ゼミ ⼩⽥ゼミ         学⽣課
⾼梁市内でグリーンバード岡⼭チームと合同ごみ拾い。 学内講義室（2-4号館，6-7号

館，14号館）を回り，机下の放
置ゴミを回収後，重量測定。

    体育部会よりスポーツ交流⼤会終了後、慶野松原海岸で
  南あわじ志知キャンパス学⽣代表と清掃活動した。



■　2015年度　環境美化デーに対応する各学科・ゼミ等の取り組みについて　　（実績報告）

★ 環境美化デー：７⽉第3⾦曜⽇ ➯ ７⽉１７⽇ ★ 9/9：報告のとりまとめ

No. 学部局： 学科・部署： 報告者 日程 件数 環境美化の取り組み内容

1 事務部門 ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 大森 7月17日 1 ｽﾀｯﾌ一同，開空付近全般

2 事務局 庶務部・地域連携センター 庶務部長：野上 8月中 1
６、７、１１号館、体育館周辺及び弓道場前駐車場に至る道路周辺のゴミ拾いを中心とした清掃活動を実施す
る。実施予定時期：8/22のｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽに合わせる

3 経営社会
姜，李，⾚坂，
井勝，岡崎，⼩⽥

7/7～7/31 9

ゼミ単位で，清掃活動の日程・内容を決めて実施することを学科会議で決定した(実施者9名)。
姜ゼミ：7/7,5限（喫煙所清掃），李ゼミ：7/21,4限(ごみ収集），中島・：未定（ごみ収集等），赤坂ゼミ：7/14,5限後に9号館の窓
ふき掃除，井勝ゼミ：7/13,4限（美化），岡崎ゼミ：7/23の5限（ごみ収集），小田ゼミ：7/14-15，3-5限（キャンパス屋外のごみ拾
い，喫煙所14,6号館の清掃），轡田ゼミ：９号館の喫煙場所の清掃，喫煙と環境に関する意識のディスカッション（7/16)，路ゼミ：
7/31の5限に9号館廊下の窓拭き

4 ｽﾎﾟｰﾂ社会 倉知 7月16日 1 7/16に健康スポーツコースの学生で実習室2か所の清掃を実施する。

5 看護 掛谷 42221 1
学科会議で学年単位で7月31日に清掃活動を取り組むことを決定。台風のため日程を8月5日に延期した。参加
者；教員と学生（1年生全員）　内容；7号館5階の基礎看護学演習室、成人看護学演習室、母性・小児看護学
演習室、実験実習室の整頓と清掃活動を行った。

6 理学療法 元田 2015/7/17 1
参加者；全教員と有志学生　終日自由時間　内容；6号館1階の義士装具室と水治療法室、7号館３階の物理療法室と理
学療法セミナー室、7号館4階の運動療法室と生理機能評価室と生理学実習室の整頓と清掃活動　以上に加え15号館周辺
のゴミ拾いを中心とした清掃活動（元田とゼミ学生）

7 作業療法 狩長  8/62015/8/19 1
臨床評価実習前のブラシュアップ実習のための準備を行った。まず3年生で実験室Ⅱと織物教室の大掃除を行
ない、その後テーブルと椅子を実習用に配置した。

8 社会福祉 横山 ７月は特に強化 1
「ポイ捨てされたたばこを拾う取組」（岡崎幸友ゼミ）、「廊下や教室のごみなどを目にしたら、拾って捨て
る取組」（横山奈緒枝ゼミ）ということを７月は特に強化して行う。

9 心理 各ゼミ教員（寺見） 7/13〜17 1 各ゼミで環境美化デーの周知と自主的活動の呼びかけ

10 こども発達教育 各ゼミ教員（寺見） 7/13〜17 1 各ゼミで環境美化デーの周知と自主的活動の呼びかけ

11 ｱﾆﾒｰｼｮﾝ文化 ｱﾆﾒｰｼｮﾝ文化 今村 42202 1 1限に学科教室清掃および14号館3階廊下近辺の清掃を行い、環境美化のレクチャーを実施。【担当：今村】

12 文化財 文化財修復国際協力 今村 8月、9月 1
オープンキャンパス実施予定一週間前を環境美化デーとし、各ゼミで9号館実習室前と13号館文化財センター
玄関付近の環境美化の自主的活動と周知呼びかけを行う。

13 地域創成農学部 地域創成農学 吉川 7月15日、4限 1 教職員および学生と大学周辺のゴミ拾い、草取り等を行う。

14 外国語学部 外国 学科長：湧田 2015/7/12 1
吹屋ふるさと村（長尾醤油蔵・旧国際交流ヴィラ交流ホール・吹屋ギャラリー）を会場に行われる「2015
BENGALART」開催に向けて、ボランティアとして施設とその周辺の清掃活動に参加した。

全学 9学部局 14学科･事務 13+農学教員 実施件数22

社会科学部

保健医療福祉学部

心理



■環境美化活動の記録写真

井勝ゼミ

   キャンパス周辺道路，講義棟の壁⾯，学内側溝の清掃

⼩⽥ゼミ

   キャンパス周辺道路，講義棟の正⾯⽞関，学内の芝⽣地の清掃

⾚坂ゼミ 姜ゼミ

講義室の清掃 喫煙場所の清掃
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