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2012年度環プロ一覧 

プロジェクト名 リーダー 学籍番号 今後の展望

1 ビオトープ 村松　尚 1035090 継続

2 青丹菜 石川　隼郎 1035035 継続
3 One Planet Café Musashino 近藤　貴恵 1035072 継続
4 Candle Night 佐藤　勇輝 1035060 継続
5 Eco Report Way 21 高木　健 1035081 継続
6 放射能情報を市民化する会 後藤　雅也 1035047 継続

7 Ecological times 三井　翔太 1035041 継続
8 環境教育 堀　耕介 1035052 継続
9 未定（元新キャンパス） 土方　将平 1035031 新規（少人数）
10 資源循環プロジェクト 内野　翔太 1035069 新規

11 環境フェスタ2011 斉藤　俊介 935050 解散

12 地震前兆・対策 直野　和成 935056 3人以上で継続
13 うぇる木 田邊　亮輝 1035006 解散
14 e-たびcompany 堤　麻枝 935055 解散
15 Eternal　Smile 鈴木　智大 1035028 解散
16 地域再生を考える 井上　裕紀 1035015 解散
17 環プロコーディネート 猿谷　あかね 935030 解散
18 報告書制作 岩佐　裕太 935023 合併



プロジェクト名 
 活動内容 

 

 

 主な活動実績（3点程度） 

 

 

 勧誘の言葉を一言（「こういったことをして
いきたいからこういった人に入って欲しい」
といった形で） 

 

 

 その他（必要ならば） 

リーダー名（学年） 

 

継続の有無 

 

学籍番号 

（Gメールでのご連
絡にお使い下さい） 

サンプル  



あおにさい  

青丹菜 

 〈キャンパスの移動により詳細は未定〉 

  有明キャンパスでの活動は、屋上でのプランターを使った野菜 

  栽培。（販売） 

  ロハスカフェと連携を取り、野菜作り・提供。 

  江戸野菜の勉強会・栽培。  などを検討中 

 

 三鷹に畑を借りて様々な季節の野菜を収穫し、その野菜を学食に提
供し、調理してもらい青丹菜限定メニューとして武蔵野学生に食べ
てもらいました。武蔵野6号館学食からいただいた野菜くずを、コ
ンポストを利用 して堆肥化。野菜くず ⇒ 肥料 ⇒ 野菜 ⇒ 
調理 ⇒ 料理・野菜くず ⇒ 肥料 という食の循環を実現 

 

 青丹菜の他のプロジェクトと違う点は、自分の手で実際に農業体験
をすることで実感できる、ということにあります。農業に興味があ
る！という人や実際に野菜作り体験をしてみたい！という人は大歓
迎です。また、有明での活動内容がまだ軌道に乗っている状況では
ないので「食循環」や「食育」などのテーマに沿った内容でこんな
ことをやってみたい！という企画を持ち込んでもらっても大丈夫で
す！楽しく活動していきましょう！ 

 

 他プロジェクトで青丹菜と合同で企画したい！ということも大歓迎
ですので気軽に連絡ください！環境プロジェクト盛り上げていきま
しょう！ 

石川隼郎（3
年） 

 

継続 

 

 1035035 

（Gメールでのご
連絡にお使い下
さい） 



One Planet 
Café-

Musashino 

 

 ４月はアースデイの出展、それを踏まえての
反省。アフリカ文化の体験、バナナ繊維の活
用方法を考え実験する。 

 

 ミツロウワークショップ 

  摩耶祭出展、 

  ミツロウワークショップイベントへの参加 

 

 なし 

 

近藤貴恵（3年） 

 

継続 

 

 1035072 

（Gメールでのご連
絡にお使い下さい） 



キャンドルナイト 
 キャンドルの明かりだけで過ごすことによっ
て日々の生活を見直すとともに、環境のこ
と・自分のこと・家族のこと・友達のことな
どを考える場を提供する。 

 

 夏至キャンドルナイトイベント開催
(2011,6/3) 

  エコプロダクツ展出展(2011,12/15~17) 

  冬至キャンドルナイトイベント開催  
(2011,12/22) 

 

 

 イベントを企画するのが好きな方、ゆったり
とした時間を過ごすのが好きな方、大歓迎で
す！ 

 

佐藤勇輝（3年） 

 

継続 

 

 1035030 

（Gメールでのご連
絡にお使い下さい） 



ECO REPORT 
WAY 21 

 

 「ECO REPORT WAY 21」（「学生・若者
の環境報告書21 の指標」）は、未来の環境
リーダーを育成する「環境教育プログラム」
として、次世代の主役となる20代の若者
（学生）たちが「CSR・環境報告書」を分
析・評価します。して「CSR・環境報告
書」 のあるべき姿 ＝ “企業の活動を映す 
『鏡』 として、読みやすく、わかりやすい
情報発信ツール” とするために、「学生の
視点」より企業に新しいアイデアを提案する
プロジェクトです。 

 

   ①企業訪問10社 

    ②エコプロダクツ2011出展 

 ③メンバーのエコ検定取得 

 

高木健（3年） 

 

継続 

 

 1035081 

（Gメールでのご連
絡にお使い下さい） 



Ecological 
Times  
Project 

 報告書の作成・環プロに対する取材 

  新聞の発行・取材・調査 

  HP・SNS・ブログの更新、広報 

 

 新聞の発行6回（うち一回は紙媒体） 

  エコプロダクツ展への出展 

  そらべあ基金様の広報紙への記事掲載 

 

 授業外の活動がメインなので「やる気のある
人」。文章作成やデザインを行うので興味の
ある人。 

 また、プロのライターさんに記事を添削して 

 頂ける機会があるので、そういった進路を考 

 えている方 

 

 入りたいプロジェクトが決まっていない方は
ご相談下さい。 

三井翔太（3年） 

 

継続 

 

 1035041 

（Gメールでのご連
絡にお使い下さい） 



環境教育 

 子供たちと自然を通し環境問題の重要性に気
づくことによって、次世代の環境教育を行う 

 

 

 自然環境教育系イベント開催 

 環境教育系ボランティア参加 

 エコプロダクツ出展 

 

 自然の中で遊びたい！生き物が好きだ！虫が
好きだ！お花が好きだ！そして何より、子供
が好きだ！！！な、方々、大募集中でござい
ます。 

楽しくがんばろーう 

 

 企画から方針から何もかもメンバーみんなで、
もちろん2年生の声も取り入れて活動してい
きたいので、楽しくやっていきましょう！ 

堀耕介（3年） 

 

継続 

 

 1035052 

（Gメールでのご連
絡にお使い下さい） 



未定 
 有明ロハスカフェで行うイベントの企画・運
営この他に新しい活動を何か行っていく予定
です。お台場全体を巻き込んだ活動ができれ
ばと思っています。 

 

 

 有明ロハスカフェのプロデュース及び新キャ
ンパスツアーの実施 

 エコな自動販売機の設置 

 学食に関する学生からの意見要望の提案 

 

 

 今年度は特に勧誘する予定はなく少数で動い
ていきたいと考えています。どうしても有明
ロハスカフェを中心に新キャンパス周辺で活
動を行いたいという方がいれば是非土方まで
連絡を下さい。 

 

 

土方将平（3年） 

 

新規 

 

 1035031 

（Gメールでのご連
絡にお使い下さい） 



資源循環プロ
ジェクト（仮） 

 ゴミの少ない環境、資源を循環させる環境を
目指して活動する！ 

 

 

 なし 

 

 興味のある方是非声をかけて下さい！ 

 

 

 なし 

内野翔太（3年） 

 

新規 

 

 1035069 

（Gメールでのご連
絡にお使い下さい） 



解散予定のプロジェクト 

環境フェスタ2011：イベント企画・運営 

地震前兆・対策：地震時の生物の反応調査 

うぇる木：植林、文化祭でのパンジー配布 

e-たびcompany：エコツアー企画・運営 

Eternal Smile：ボランティア、難民問題 

地域再生を考える：とある村での里山保全活

動など 

 


