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秋のエコライフ 

 みなさん、こんにちは！エコプレスを手にとって頂きありがとうございます！ 

 猛暑日が続いた夏もやっと終わりましたね！この時期は気温が変わりやすく、体調を崩 

される方も多いと思うので気をつけてくださいね☆今回も食・小説についての記事や吹田

市の環境教育についてのフォーラム紹介など硬軟織り交ぜてお届けしていきたいと思いま

す！！それでは一緒に環境について勉強していきましょう！！ 
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材料 （４人分） 

【A】 

タマネギ…1/2  

ニンジン…1/2本 

セロリ…1/3本  

ジャガイモ…１個 

長ネギ…１本分 

【B】 

チキンブイヨン（固形） 

水…５カップ 

 

ニンニク…１片 バター…20g 

塩・コショウ……各少々  

セロリの葉……少々 

ジャガイモの旬は9月～2月 

ジャガイモはカリウムや、ビタビンB1、ビタミンC、食物繊維などを含

み、栄養満点。さらに、ジャガイモのビタミンCは、主成分であるデンプン

に守られるので加熱による損失が少なく、効率よく摂取できるという利点も

あります。ただし、注意したいのがジャガイモの芽。ジャガイモの芽にはソ

ラニンという有毒物質が含まれているので、料理の際にはきちんと取りま

しょう。 

玉ねぎの旬は1０月～１２月（新玉ねぎは春） 

玉ねぎの栄養の中で一番の注目は、硫化アリルです。硫化アリルは揮発

性なので、切った時に目の粘膜を刺激して涙が出たりします。さらに、血

液をサラサラにし、コレステロールの代謝を促進、血栓を出来にくくする

効果があります。また、ビタミンB1と結合して体内にビタミンB1を長く

とどめて、ビタミンB1の吸収を促進する働きがあります。B1が不足する

と、イライラや不眠、疲労などになりがちですが、それらの症状を改善し

てくれます。 

            ★エコポイント★ 

①「旬の野菜」は、ハウス栽培のものなどに比べてエネルギー消費も、 

 CO2排出量も減らせます。 

②ジャガイモは芽と皮の青い部分の部分だけ取り皮ごと使い、青みに 

 セロリの葉を使うので、ゴミになる部分がほとんどありません。 

『旬のジャガイモと玉ねぎを使ったイタリアンベジタブルスープ』 

作り方 

①【A】は、すべて千切り、ニンニクはみじん切りにします。

（セロリはスジを取らずに斜めに切ります。ジャガイモは

皮ごと。長ねぎの青い部分も有効利用しましょう） 

②  鍋にバターを入れ、ニンニクを炒めて香りを出し、【A】を

入れて炒めます。 

③【B】を加え、材料に火が通ったら塩・コショウし、器に

盛ってセロリの葉のみじん切りを散らします。  
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  ♪小説紹介♪１０月号 

「ハチはなぜ大量死したのか」 
        Fruitless Fall～実りなき秋～ 

ローワン・ジェイコブセン：著 

中里京子：訳/福岡伸一：解説 

定価（１９０５円＋税） 

【あらすじ】：＜１億２０００万年の進化がつくりあ

げた植物と動物の共生に何かがおこっている！？＞ 

２００７年春までに北半球から四分の一のハチが消え

た。科学者たちの必死の原因追求のはてにみえてきたの

は・・・この本は、ミツバチの生態から人間がそれを利

用してきた歴史を交えて、近年の世界的なハチの大失踪

の原因をさまざまな視点から追っていく科学ノンフィク

ション小説です。これら謎の失踪は蜂群崩壊症候群＝Ｃ

ＣＤ(colony collapse disorder)と呼ばれ、根本的な原

因は未だに解明されていません。この本でも原因を１つ

に断定はしていませんが、ダニや農薬、人間の経済に組

み込まれ効率化を求めた利用によるミツバチの過酷な現

状がみえてきます。 

【感想】 
大昔から保たれてきた¨ヒトと自然の均衡¨が人災によって破られている事態を、このミ

ツバチのおかれた現状をみて察することができます。今回起きたミツバチの世界的な大失踪

は、その危険のサインでもあり、ミツバチはその犠牲者となったのです。 

あと余談なのですが、この本を読んでいると無性にハチミツが食べたくなります♪♪それ

ぐらい文章の書き方や翻訳が上手く、ハチミツに自然の壮大なロマンを感じさせてくれま

す。「ハチは人間を刺すし痛い！！」「ハチミツやローヤルゼリーを作っているんだっ

け？？」この本は、そんなミツバチに対する私たちの認識を１８０度変えてくれます。ミツ

バチがいなければ私たちのいまの豊かな暮らしは成り立たないのです。 

ぜひみなさんに一読をおすすめします♪ 

【ミツバチ豆知識♪】 
みなさんは、私たちが普段食べている果物や野菜の多くが、¨ミツバチの受粉¨に

よって作られていることをご存知でしたか？？イチゴが乗ったケーキを一年中食べられ

るのは、ハウス栽培に欠かせないミツバチによる受粉のおかげなのです。なんと日本も

オーストラリアからセイヨウミツバチを¨家畜¨として大量に輸入しています。日本の

家畜の経済規模でいえばニワトリをも上回っています。これだけ機械化が発達した時代

において、昆虫であるミツバチに世界中のあらゆる農業が頼らざるを得ない状況に驚き

ます。受粉を担う生き物は、他の昆虫や鳥など多く存在するのですが、広大な面積の植

物をここまで効率よく大量に受粉でき、なおかつ人間が上手く利用することに成功した

のが、この¨セイヨウミツバチ¨一種だけなのです。 

セイヨウミツバチ 
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 デンマーク王国―通称デンマークは、北ヨーロッパに位置する立憲君主制

国家です。首都は、シェラン島にあるコペンハーゲンで、人口は５３５万人

で北海道の半分ほどの面積に北海道と同じぐらいの人が住んでいる小さな国

です。知育玩具・ＬＥＧＯの国でもあるデンマークは、人は財産という考え

から教育や医療機関は無料で、税金は約５０％。これを高いと思わない人が

８０％という世論結果も出ているのです。世界最高水準の社会福祉国家であ

るデンマークを今回はご紹介したいと思います。  

 日本では、使い捨てペットボトルが主流になっています。大量に生産し、大量

のゴミとなるペットボトルは、デンマークにおいて、改良が行われ何度でも使用

可能なペットボトルが普及するようになりました。また、デンマークではリユー

スを推進するために、飲み物代とは別で容器代を支払うことになっています。 

 この政策から、「一度で捨てるともったいない！何度も使おう」という意識が

根付きました。また、使用後も容器を返却すると大きいのもので５０円、小さい

のもので２５円戻ってくることから、メーカーに戻りまた再利用できるという仕

組みができているのです。 

 デンマークのエネルギー自給率は、１９７２年にわずか２％でした。それ

が、１９７３年の石油危機をきっかけに、エネルギー自給の取組みを始め、

２０００年には何と１３９％になりました。風力発電にも力を入れています

が、農業国デンマークらしいのが、家畜の糞尿による発電です。家畜の糞尿

をメタン醗酵させるとメタンガスが発生します。そして、そのバイオガスを

燃やすことにより、かなりのエネルギーが得ることができます。 

 バイオガスを取った残りは、肥料として利用し、全てを有効に利用してい

ます。また、この家畜の糞尿からつくられるバイオガスは、もともとは家畜

が食べた植物が光合成で空気中から取り入れたものであるため、燃やした際

の二酸化炭素は温暖化には影響しないのです。 

デンマークのリサイクル事情 

環境に優しい発電方法  
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２０１０年８月６日（金）、吹田市立卙物館にて、環境教育フォーラムが行われまし

た。さまざまな主体が意見の交換し、目標の共有、さらには課題や問題を解決するな

ど、相互に学び補うことで、未来に向けてよりよい吹田での環境教育を築いていこうと

いうものです。  

～ 第一部 環境教育事例発表 ～ 

第一部では、市内の小・中・高生から調査報告が行われました。発表

された皆さんは、自分たちが今まで一生懸命調査してきたことをとても

わかりやすく報告されていました。府立北千里高等学校科学部の皆さん

は、ミジンコやヒドラなどの微小生物の生態や手作りのソーラークッ

カー（太陽光を集めて熱を利用する方法）について、市立片山中学校理

科部の皆さんは、吹田市のセミのぬけがら・ため池の調査について、市

立東佐井寺小学校の皆さんは、エコキャップなどについてそれぞれ報

告、発表がありました。発表者の環境への意識とプレゼン能力の高さに

驚かされました！ 

～ 第二部 基調講演 ～ 

  第二部では、アジェンダ２１すいた代表の三輪信哉氏による基調

講演「地球環境の未来と環境教育：吹田市から考える」が行われま

した。講演の中で私たちが一番驚いたのは、船のごみの話です。   

 昔、船の乗組員はごみを全て海に捨てることがよくあったそうで

す。なぜなら、乗組員の健康維持のため、船の中にごみをためるこ

とは、衛生的によくないからです。しかし、現在では船でもごみは

分別処理されているそうです。今では考えられないことが行われて

いたことに愕然としました。 

～ 第三部 パネルディスカッション ～  

第三部では、小中学校の教諭の方やNPOの方、教育委員会の方などから日頃の環境教育活動

や課題などが報告されました。環境教育活動では、子どもたちにいかに興味を持たせるか、いか

に身近に感じさせるかなど、皆さん様々な工夫をされていることを知りました。 

環境教育の課題を質問されたとき、皆さん「時間がない」と答えられていて、金銭面での課題

をおっしゃった方がいなかったことには少し驚きましたが、実際には様々な課題があって、やは

り環境教育は難しいことだと改めて実感しました。 

～「語り合おう！吹田の環境教育」に参加して～ 

「語り合おう！吹田の環境教育」を通じて、子どもたちが自発的に楽しみながら学ぶことの大

切さを知ることができ、とても勉強になりました。 

 そして、今回のフォーラムを通じて、私たちは改めて環境教育の大切さを感じました。教育に

よって人の行動は変わるので、環境教育が普及して環境への意識が高い人がもっと増えることを

願います。 

＜ソーラークッカー＞ 

＜三輪 信哉氏＞ 

http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/017/590/76/N000/000/008/128109234201616332341_100806jirei11.JPG
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鳥が新幹線になった！？ 
～バイオミミクリー～ 

▼バイオミミクリーって何？ 

 

バイオミミクリー(biomimicry)とは、生物を意味するバイオと、模倣を意味するミミック

の合成語で、直訳は「生物模倣」です。自然の中で暮らしている動植物の形態や機能を応用

し、技術上の問題を解決する手法です。簡単に言えば、「自然(生物多様性)に学ぶモノづく

り」ということです。生物を模倣するということは、はるか昔から行われてきました。芸術

家として有名なレオナルド・ダビンチは多くの分野の科学技術に精通しており、彼の手書き

ノートには鳥からヒントを得たヘリコプターの原型とも言える図や空飛ぶ機械の図が残され

ています。 

また、コンピュータも元々は人間の脳の計算機能を元に作られたものであり、生物を模倣

するということは、わたしたちの暮らしを豊かにする可能性を秘めているのです。 

▼身近なバイオミミクリー 
  

 山陽新幹線の開発の際に問題になったのは新幹線がトンネルを出入りするときに爆発音

に似た音が発生することでした。そこで、カワセミが空中から音もなく水に潜って魚を獲

る様にヒントを得て、カワセミのくちばしに似た鋭い流線型の新幹線が作られました。こ

れによりトンネルの出入り時に発生する音を軽減することができたのです。 

また、わたしたちが普段使っているマジックテープは、オナモミの実に付いているかぎ

状のとげを模倣して開発されました。野道を歩いていて、服にひっつきムシが付いた経験

はないでしょうか。マジックテープはこの経験から生まれたのです。 

▼生物多様性を保全する意味 
  

   現在地球上では約１７４万種の生物が発見されています。しかし、未だに発見されてい  

  ない種は５千万種とも１億種とも言われています。その一方で１年間に４万種もの種が絶  

  滅していると推測されています。人間に恩恵をもたらしてくれるかもしれない種が発見さ 

  れないうちに絶滅するという可能性があるのです。そうなれば、新技術や新素材が開発さ   

  れる可能性が永遠に失われてしまいます。生物多様性を保全するということは自然に暮ら 

  す生物だけでなく、わたしたちにとっても大切なことなのです。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=14blc2ptg/EXP=1284379915;_ylt=A3JvcpiKw4xMtKsAMkqU3uV7/*-http:/image-search.yahoo.co.jp/detail?p=%E3%83%9E%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97&b=1&rkf=1&ib=6
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～傘からみる環境問題～ 

＜世界第１位！？＞ 

＜傘を輸入することによって…＞ 

＜もはや使い捨て感覚…＞ 

＜わたしたちにできること＞  

お気に入りの傘だと 

雨の日も楽しいね！ 

私たちの生活必需品である傘。皆さんは日本で１年間に何本の傘が消費されている  

と思いますか？ 

実は国内で年間およそ１億300０万本の傘が消費されており、なんと世界第１位なの

です！！駅の売店やコンビニ、さらには100円ショップなどどこでも安く手に入れるこ

とが可能となり、およそ１億3000万本という膨大な消費量につながっているのです。  

 この消費されている１億3000万本の傘のうち、なんと約９割はビニール傘なので

す。そのほとんどが中国や東南アジアからの輸入に頼っています。このビニール傘を

輸入することで環境にさまざまな悪影響を不えます。 

ビニール傘の主な原料が石油であること、製造や輸入をおこなう際にも多くのＣＯ

２を排出することで地球温暖化に拍車をかけています。また、傘の先端部分が接着剤

で固定されているため、分別できずに丌燃物となるので、埋め立て処理しかできない

ことも問題にあげられます。これらのように１億3000万本という消費の裏側には、

大きな環境負荷があるのです。 

 東京の地下鉄「東京メトロ」では年間およそ６万８０００本の傘の忘れ物があると

いうデータもあります。 

また、大都市の鉄道では雨が降る度に毎回５００本の傘の忘れ物があるともいわれ

ています。しかし、その電車に忘れた傘を取りに行く人は1000人のうち、わずか3

人という割合が現状なのです。 

このように、本来は長く使用できるはずの傘が使い捨てであるかのようになってい

ることは明らかです。 

 わたしたちは身近な思わぬところで環境を圧迫しているのです。 

 では、わたしたちに一体何ができるのでしょうか？  

 まず、普段から折りたたみ傘を持ち歩くことです。急な夕立やゲリラ豪雨の時で

も、安易にビニール傘を買わずに済むでしょう。そして、ひとつのカサに愛着を持

ち、大切にすることです。今、こういった傘の問題に目を向けた人々による“マイ傘

運動”という取り組みが行われています。 

 みなさんもお気に入りの傘を持ち歩いてみてはどうでしょうか？ 

http://www.fumira.jp/cut/tuyu/file26.h
http://www.fumira.jp/cut/tuyu/file32.h
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アジェンダ２１すいた会員募集 
 

アジェンダ２１すいたは、持続可能な社会を目指す

市民、事業者、行政のパートナーシップ組織です。 

暮らしのCO2ダイエットをはじめ、様々な取組みを

実践しています。 

あなたも一緒に活動しませんか。 

 

 

 

 

 

入会希望の方は、アジェンダ２１すいた事務局まで 

【アジェンダ２１すいた事務局】 

〒564‐8550  

吹田市泉町１－３－４０ 

吹田市役所地球環境課内 

TEL 06-6384-1782  

FAX 06-6368-9900 

・個人会員：１,０００円／年 

・団体会員：５,０００円／年 

・賛助会員：１口１,０００円／年 

・準会員：無料 

 
エコプレス １０月号 
発行：アジェンダ２１すいたエネルギー部会 

   〒564－8550 吹田市泉町1－3－40 

吹田市役所地球環境課内 

  TEL06－6384－1782  

FAX06－6368－9900 

編集：関西大学 経済学部 良永ゼミ  

・表紙…吉井 

・旬の食材・食と環境…松田、森 

・小説紹介…上村 

・環境先進国の取組み…赤井、押領司 

・「語り合おう吹田の環境教育」…北口、吉田 

・鳥が新幹線になった！？…青木、近藤 

・傘からみる環境問題･･･小川、吉川 

暮らしのCO2ダイエット協賛・協力企業 

大阪トヨペット株式会社吹田店 関西電力株式会社北摂営業所 リコー関西株式会

編集後記 

◇今回は身近なことを取り上げた記事が、多くなっています。楽しく読んで頂ければ幸いです。 

 （つばさ） 

☆旬の食材を使う。そういうちょっとした行動が、環境のために大切なんだと改めて思いました。 

 （あっきぃ） 

※読書の秋ということで、少しボリュームのある小説を選んでみました。ぜひ、読んでみてください

♪（上ちゃん） 

♯環境に取組むといっても、その土地に適した方法で行っているところが農業の国であるデンマーク

らしさが出ていたと思います。（ちゃこ） 

◈環境教育について、色々知ることができてよかったです！これからも、もっと広まってほしいで

す。（ゆうりん） 

♭COP１０が開幕しました。多くの人に生物多様性を知ってもらいたいです。（近ちゃん） 

▼僕たちの知らない環境問題が、まだまだあります。もっと調べて知識を深めたいです。 

 （おがしょう） 

すいたエコツアー 
◆開催日：11月26日（金）「地産地消を求めて」、12月1日（水）「資源循環型施設見学」、 

     12月9日（木）「環境配慮施設見学」     

◆行き先：11月26日（金）大阪府食とみどりの技術センター 他 

12月1日（水）パナソニックエコテクノロジーセンター 他 

12月9日（木）吹田市浜屋敷 他     

◆申込み：11月4日（木）から吹田市環境部地球環境課へ 定員に達し次第、締切ります。 
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