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Abstract

　We surveyed the environmental awareness of  first - year students in the  Faculty of  Engineering just after 
their entrance to support  the introduction of a new course entitled “Yodogawa and Human Beings” along  with 

“Yodogawa-gaku” in the ESD （ Education for Sustainable Development） program in the fall semester 2008.  Their 
awareness was again checked at the end of the course, January 2009.  In the initial survey, 72.2% of the students 
answered that conservation of the natural  environment  along  the  Yodo  River  was  important.  However, 72.1% 
of the students did not want to participate in environmental conservation activities. After the course, students 
demonstrated a high level of interest in the Yodo River. The proportion of students who wanted to participate in 
environmental conservation activities was 29.3% , indicating no increase. In conclusion, many students are interested 
in environmental problems and recognize the importance of environmental conservation, but show  little 
willingness to participate in volunteer activities.
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　1.　はじめに

　1980 年代以降，温暖化，オゾン層の破壊，酸性

雨，エネルギー問題，生物多様性の低下などの地球

規模の環境問題が顕著になってきた．これらの問題

は人間の生活や産業活動が地球規模で環境に影響を

及ぼした結果によるものである．こうした問題に対

して自然エネルギーやハイドロフルオロカーボン

（HFC，代替フロン）などの開発・実用化など技術

的な対応もなされてきたし，現在も進められている．

しかしながら，地球環境問題は人間活動が引き起こ

したものであるだけに社会的，および人間的要因の

関与する度合いが強く，自然科学のみではその解明

も対策も困難となっている 1）．環境負荷低減技術を

普及させるために，法的な規制や税の優遇などの手

法を使うといった社会科学的な方法論の導入は，そ

うした事例として挙げることができる．

　このような学問の枠組みを超えた方法論の適用が

望まれる地球環境問題について，その本質を理解し，

問題解決に向けて行動できる人材を育てる環境教

育や持続可能な発展のための教育（Education for 

Sustainable Development, ESD）2）の重要性が高まっ

ている．工学部においても環境教育や ESD の重要

性が認識され，従来の技術者教育に加え，環境に配

慮できる素養をもった技術者を養成することが求め

られるようになってきた．近年，本学では環境を取

り上げた教育，研究が行われるようになっているが，

各分野を横断し工学部として共通する環境教育は，

十分とはいえない状況であった．そこで，環境倫理

や環境経済学，生態学などの基礎的な内容から，も

のづくりが内包する環境への負荷といった応用的な

側面までの幅広く環境に関することを理解し，持続

可能な社会づくりに貢献できる技術者を育てるため

に 2006 年度から「淀川学」という名称の教育プロ

グラムの開発に着手した．これは，それまで工学部

で各分野個別に提供されていた環境に関する授業内

容を，本学に隣接する淀川を題材としてまとめ直し

た，大学初年次向けの ESD プログラムである．

　環境問題を扱う学問分野は自然科学にとどまら

ず，人文科学や社会科学にもあり，それぞれが有機

的に関係し合っている．そのため淀川学の授業を開

講するにあたって，各分野からの内容を取り入れた

テキストを新たに作成した．平成 20 年度版のテキ

ストの目次を表 1 に示す．テキストは淀川の歴史か

ら淀川を離れて地球環境問題まで多様な内容を扱っ

ている．テキストの第一部と第二部は，淀川と関連

が深い内容あるいは淀川を題材にとった内容を扱

い，第二部の前半に環境社会学，環境経済学，環境

倫理学などの人文社会系の内容，第二部の後半には

地学や環境化学などの自然科学を中心とした内容を

第一部　はじめに
　　1. 淀川水系について
第二部　淀川をめぐる人と環境
　I. 淀川と人間生活
　　2. 淀川の歴史学（1）
　　3. 淀川の歴史学（2）
　　4. 淀川と現代の生活
　　5. 淀川の社会学
　　6. 淀川の経済学
　　7. 淀川を巡る法
　　8. 淀川の倫理学
　　9. 淀川とライフスタイル
　II. 淀川をめぐる環境
　　10. 淀川水系の地学
　　11. 大阪平野の形成と淀川
　　12. 淀川の河川管理と河川工学
　　13. 淀川の水質と環境化学
　　14. 淀川の生物学（1）
　　15. 淀川の生物学（2）
　　16. 環境評価
第三部　身近な問題から地球規模の問題まで
　　17. 地球環境と物質循環
　　18. 都市生活と地球環境（1）
　　19. 都市生活と地球環境（2）
　　20. エネルギーと地球環境
　　21. リサイクルと地球環境
　　22. 環境マネジメント

表 1
Table 1

淀川学テキスト（平成 20 年度）の目次
Contents of the textbook on“Yodogawa-
gaku”．
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配置している．第三部は都市，エネルギー，ものづ

くりなど，工学部に関連のある内容が主体となって

いる．

　「淀川学」は 2009 年度現在「淀川と人間」およ

び「淀川と環境」の 2 科目から構成され，「淀川と

人間」は入門編，「淀川と環境」は応用編に相当す

る．そのうち 2008 年度後期から開講された「淀川

と人間」（表 2 参照）に関して 2008 年度入学生を対

象に，入学時ならびに最終回授業時の 2 回にわたっ

てアンケート調査を実施した．本稿の目的は，この

アンケート調査結果により工学部一年生の環境意識

を把握するとともに，2008 年度に開講した「淀川

と人間」の受講生に対する教育効果を確かめること

である．同時に本稿は，今後の ESD プログラム改善

のための基礎資料とすることも狙いとしている．

　2.　調査方法

　アンケート調査は大阪工業大学工学部一年生（以

下，学生とする）を対象として 2008 年 4 月（入学

時）と 2009 年 1 月（授業終了時）に実施した．ア

ンケート回収数は 4 月が 1091 で，1 月が 821 であっ

た．入学時のアンケートでは 22 項目，授業終了時

のアンケートでは 20 項目の質問をしたが，そのう

ち本稿で分析に使用したのは，15 および 9 項目で

ある．それぞれのアンケートの質問内容は，本稿末

の付表 1 および 2 に示した．

　3.　結果および考察

3.1　入学時のアンケート調査結果

　川とふれあった経験について尋ねたところ，「少

しある」と答えた学生が 41.3%ともっとも多かっ

た（図 1）．「よくある」と答えた学生と合わせると

56.5%となり，半数以上の学生が川とふれあう経験

をもっていた．またふれあったことが「ほとんど

ない」，あるいは「全くない」とした回答の割合は

30.2%と，学生のおよそ 3 人に 1 人が川で遊んだ体

験をもっていない．

　他大学で実施されたアンケート調査結果 2）では，

子供の頃に身近な水辺で遊んだ経験があると答えた

学生が86%に達している．この結果と比較する限り，

本学の学生は水辺とふれあった経験が少ない．

　次に淀川の自然に対する興味，淀川の環境に対す

る印象，淀川に関係のある言葉に関する項目につい

て分析を行い，学生の淀川に対する関心や知識の把

握を試みた．

　学生生活で淀川にふれてみたいと思うと答えた学

生は 40.4%，そう思わないと答えた学生は 21.3%で

あった（図 2）．淀川の自然に対して，興味をもっ

ている学生の方が多い結果となった．

　「淀川の自然を豊かだと思いますか」との問いに

対して「そう思う」と答えた学生は全体の 25.1%，「そ

0 10 20 30 40 50

よくある

少しある

どちらとも言えない

ほとんどない

全くない

割合(%)

N=1091

図 1
Fig.1

川とふれあった経験について
Responses to “Have you experienced contact 
with rivers or streams?”

回　数 テーマ　　　
第 1 回 工大と淀川
第 2 回 淀川の歴史学（1）
第 3 回 淀川の歴史学（2）
第 4 回 淀川水系の地学
第 5 回 淀川と現代の生活
第 6 回 淀川の生物学（1）
第 7 回 淀川の生物学（2）
第 8 回 淀川の社会学
第 9 回 淀川の経済学（1）
第 10 回 淀川の経済学（2）
第 11 回 淀川を巡る法
第 12 回 淀川の倫理学（1）
第 13 回 淀川の倫理学（2）
第 14 回 21 世紀の淀川

表 2
Table 2

「淀川と人間」の各回のテーマ
Themes of “Yodogawa and Human 
beings”.
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う思わない」と答えた学生は 23.4%とほぼ同数で

あった（図 3）．また「淀川の水質が良いと思いま

すか」との問いに対して「そう思う」と答えた学生

はわずか 7.3%，それに対して水質が良いと思わな

いとした回答の割合は 44.0%である（図 4）．すなわ

ち，半数近くの学生は淀川の水質が良くないと思っ

ていることが明らかになった．

　淀川の環境を述べる際に必ずと言っていいほど言

及される「ワンド」，「イタセンパラ」について知っ

ているかどうか尋ねた．ワンドは淀川の河川改修工

事によってできた水辺空間である．そのワンドに生

息するイタセンパラはコイ科に属する魚類で，国の

天然記念物となっている．イタセンパラの生息地は

淀川水系，富山県氷見平野，愛知県濃尾平野のわず

か 3 箇所で，淀川ではシンボルフィッシュとされて

いる．このような淀川と関係の深いワンド，および

イタセンパラを知らないと答えた学生はそれぞれ

85.7%，88.1%に達した（図 5）．ワンドとイタセン

パラは一般に広く知られるものではないが，淀川と

あわせて言及されることが多い．こうした言葉を知

らないのは，多くの学生が淀川に関する知識が少な

いことを示している．

　テレビや新聞などで環境問題に関する記事をよく

見たり読んだりする学生は 48.0%で（図 6），約半数

の学生が，環境問題に関心をもち，情報を何らかの

メディアから得ている．しかしながら，他大学が実

施したアンケート調査結果 4）では，「新聞やテレビ

などの自然保護や環境保全に関する記事や番組に興

味がありますか」との質問に対して，関心があると

答えた学生は 90%以上という報告がある．この調

査結果と比較する限り，本学の学生は環境に関連し

た記事や番組に対する関心がかなり低い．

　最も関心をもつ環境問題について学生に自由回答

させた結果をみてみると，約 70%の学生が「地球

温暖化」を挙げている（表 3）．それ以外では「森
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強くそう思う

ややそう思う

どちらとも言えない

あまりそう思わない

全くそう思わない

割合(%)

N=1087

図 3
Fig.3

淀川の自然の豊かさについて
Responses to “Do you think that the Yodo 
River is rich in nature?”

0 20 40 60 80 100

よく知っている

少し知っている

どちらとも言えない

ほとんど知らない

全く知らない

割合(%)

　ワンド　(N=1090) 　イタセンパラ　(N=1089)

図 5
Fig.5

淀川に関係の深い言葉について
Responses to “Do you know the word, 

‘Wando’?”, or“Do you know the fish named 
‘Itasenpara’?”
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図 4
Fig.4

淀川の水質について
Responses to “Do you think that water 
quality is good in the Yodo River?”
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図 2
Fig.2

淀川の自然への興味
Responses to “Are you interested in 
contact with nature of the Yodo River?”
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林破壊」，「オゾン層の破壊」，「大気汚染」，「ゴミ問

題」，「水質汚濁」などが挙げられていたが，いずれ

も 3.1%以下の低い割合にとどまった．

　大学生が関心をもっている環境問題は，本学に先

行するいくつかのアンケート調査結果の中で報告さ

れている．比較的最近の調査では，構成比率が異な

るものの「地球温暖化」，「オゾン層の破壊」，「森林

破壊」，「大気汚染」などが上位に挙げられている点

が共通している 5）  6）．地球温暖化はテレビや新聞に

頻繁に登場するようになったが，本学の学生が地球

温暖化について関心があるとしたのは，テレビや新

聞などのメディアへの登場頻度を反映しているため

と推測される．

　一方，現在の環境問題を科学技術だけで解決する

ことができるか，との問いには 16.4%の学生が「そ

う思う」，53.3%が「そう思わない」と答えた（図 7）．

約半数の学生が科学技術単独では環境問題を解決で

きないと考えていることがわかった．

　次に環境に配慮する意識，経済・技術の発展が環

境に及ぼす影響の是非などを尋ねた項目に関し分析

を行い，人の生活・活動が環境に与える影響につい

ての意識の把握を試みた．

　捨てたモノがどうなるかを考えたことがあると答

えた学生の割合は 51.7%であった（図 8）．購入製品

を大切に使う意識が重要だと思うと答えた学生の割

合は 90.9%に達した（図 9）．これらの結果から現在

の学生の多くは，物質的に恵まれた環境で育ってい

るが，モノを大切に扱う意識は比較的高いというこ

とが明らかになった．

　また，経済発展・技術開発のために環境を犠牲

にすることは良くないと思うと答えた学生は 70.1%
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図 6
Fig.6

環境問題に関する情報について
Responses to “Do you watch or read news 
or articles on environmental problems?”
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図 8
Fig.8

捨てたものの行方に対する意識
Responses to “Have you ever imagined 
what would happen to your garbage?”
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図 7

Fig.7

科学技術だけが環境問題を解決することが
できるかについての考え
Responses to “Do you think science and 
technology can solve environmental 
problems including global warming?”

環境問題 比率 (%)
地球温暖化 69.8
森林破壊 3.1
オゾン層の破壊 2.9
大気汚染 2.9
ゴミ問題 2.7
水質汚濁 2.5
エネルギー問題 1.5
なし 1.5
砂漠化 1.3
酸性雨 1.1
黄砂 1.0
異常気象 0.8
その他 9.0

表 3

Table 3

2008 年度新入生が関心をもっているとし
て挙げた環境問題（N=523）
Responses to “Which environmental 
problem are you interested in?”
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であった（図 10）．しかし，環境を守るためなら生

活が現在よりも不便になってもよいと答えた学生は

30.6%にとどまった（図 11）．経済発展，技術開発

のために環境を犠牲にすることは良くないが，その

恩恵を受けている自分たちの生活が犠牲になること

は受け入れ難いと本学の学生は考えている．この点

については山本 4）の報告においても環境を守るた

めに生活が不便になっても良いと考える学生は 16

〜21%，困ると考える学生は23〜29%となっており，

本学と同様の傾向が示されていた．

　入学時アンケートの最後に淀川の環境を保全する

意識と環境保全活動への参加意欲を尋ねた項目に関

して分析を行った．淀川の環境を守っていかなけ

ればならないと思う学生は 72.2%に達しており（図

12），多くの学生が淀川の環境を守っていく必要が

あると考えている．

　しかし他方で，淀川の環境を守る活動に参加し

たいと思うと答えた学生は 27.9%にとどまった（図

13）．環境を保全する意識が高いにもかかわらず，

行動しようと考える学生は明らかに少ない．これに

対して他大学が実施したアンケート調査結果 4）で

は，環境保全活動に参加したいと答えた学生の割合

は 60%を超えている．このことからみる限り，本
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図 9
Fig.9

購入した製品を大切に使う意識
Responses to “Do you think that it is 
important to take good care of your 
goods?”
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図 13
Fig.13

環境保全活動への参加意欲
Responses to “Do you want to participate 
in environmental conservation events?”
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図 12
Fig.12

淀川の環境に対する保全意識
Responses to “Do you think that we must 
conserve the environment in the Yodo 
River?”
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図 10
Fig.10

経済発展・技術開発と環境問題に関する意識
Responses to “Do you think that it is bad 
to sacrifice environment for economic and 
technological developments?”
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図 11
Fig.11

環境負荷を軽減するために自分たちの生活
が不便になることについて
Responses to “Do you accept inconvenience 
in your life for protecting the environment?”
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学の学生は環境保全活動に消極的である．

3.2　体験・興味と環境配慮意識・活動参加意欲

　多少なりとも川とふれあった経験のある学生や淀

川の自然にふれてみたいと答えた学生は，川とふれ

あった経験のない学生よりも環境問題に関心があ

り，かつ環境に対する意識が高いことが予想される．

そこでこの点を確認するために水辺とのふれあい体

験や淀川の自然にふれたいか否かで，環境に配慮す

る意識，環境保全活動への参加意欲に相違があるか

をクロス集計により分析を行った．

　川とふれあった経験がある学生（N=616）で

は，捨てたモノがどうなるかを考えている割合が

57.8%，淀川の環境を守る行事に参加したいと思う

割合は 35.1%となり，それぞれ工学部一年生全体を

対象にした割合（51.7%と 27.9%）を上回っていた．

　また淀川の自然にふれてみたいと思う学生

（N=440）の中で，捨てたモノがどうなるかを考え

ている割合は 65.0%，淀川の環境を守る行事に参加

したいと思う割合は 46.9%であった．これは一年生

全体での割合を上回っており，しかも川とふれあっ

た経験をもつ学生とクロス集計した場合よりも多

く，特に環境保全活動に参加したいと思う学生の割

合が高かった．逆に淀川の自然にふれてみたいと思

わない学生（N=232）の中で，行事に参加したいと

思う割合がわずかに 8.4%，行事に参加したくない

割合が 49.6%であり，対照的である．このように淀

川の自然に興味を抱いている学生は，環境に配慮す

る意識，環境保全活動への参加意欲がともに高い．

一方，淀川の自然に興味のない学生は，環境保全活

動への参加意欲も低い．さらに過去の経験よりも，

むしろ現在，淀川の自然にふれてみたいと興味を

もっている方が，意識の高さを示す目安になること

もわかった．

3.3　入学時および受講後　アンケートの比較

　「淀川と人間」は「淀川学」の入門編に相当し，

具体的に淀川に即しながら環境と人間との関わり合

いを歴史学，経済学，倫理学，生物学，地学など，

人文社会科学と自然科学の両面から学んでいくこと

を狙いとしている（表 2 参照）．ここでは，入学時

に実施したアンケートと「淀川と人間」受講後に実

施したアンケートの結果を比較，分析した．

　「淀川と人間」を受講し，淀川に対する関心が深

まったと思うと答えた学生は 63.0%に達した（図

14）．しかし，実際に淀川の自然にふれる機会が増

えたかとの問いに対して，そう思うと答えた学生の

割合は 26.0%にとどまった（図 15）．この結果を見

る限り，本学の多くの学生は，大学のそばにある淀

川という身近な自然に親しむことなく，大学生活を

送っていると言わざるを得ない．

　先に 3.1 で見た通り入学時のアンケートでは，科

学技術単独では環境問題の解決できないと考えてい

る学生が約半数いた．授業終了時のアンケートで
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図 14
Fig.14

受講後の淀川に対する関心
Responses to “Have you become to have 
more interest in the Yodo River than 
before?”

図 15
Fig.15

受講後の淀川の自然にふれる機会
Responses to “Have you become to be in 
closer contact with nature of the Yodo 
River than before?”
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もう一度同じ質問をしたところ，科学・技術だけ

で環境問題を解決できると答えた学生は 16.4%から

30.4%と増加した（図 16）．次に「淀川と人間」で

学んだ人文・社会科学の解決手法について尋ねた．

「地球温暖化など現在の環境問題を環境税などの経

済的インセンティブ手法や法的規制によって解決で

きると思いますか」との問いに 30.0%の学生が「そ

う思う」と答え，「地球温暖化など現在の環境問題

と思いますか」との問いには 38.2%の学生が「そう

思う」と答えている．「地球温暖化など現在の環境

問題を科学・技術だけで解決できると思いますか」

との問いとクロス集計を行ったところ，半数を超え

る学生が経済的手段（56.8%）や環境倫理意識の高

まり（59.4%）も地球環境問題の解決手法として重

要と思うと答えていた．アンケートでは「科学技術

だけ」としているので，質問を正しく把握すれば経

済的手段あるいは環境倫理意識を科学技術と並ぶ環

境問題の解決手法として認めないはずであるが，こ

こでは学生が「地球温暖化など現在の環境問題を科

学・技術で解決できると思いますか」という質問に

対して答えたと見なして集計結果を解釈することに

した．すると一年生全体の 17.3%（N=819），およ

び 18.0%（N=820）は，科学技術と並んで経済的手

段や環境倫理も地球環境問題の解決に必要と考えて

いることがわかった．一部の学生は自然科学と人文

社会科学の両面から環境問題にアプローチする必要

性を理解したものと考えられる．

　「水やエネルギーなど資源を大切にしていかなけ

ればならないと思いますか」との問いには 84.5%の

学生が「そう思う」と答えていた（N=820）．「そう

思う」と答えた学生のうち，生活を送るなかで環境

に負荷をかけないように気をつけるようになったと

答えた学生は 63.2%であったが（N=692），環境を

守るためなら生活が現在よりも不便になってもい

いと思う学生はさらに少なく 36.7%であった．また

環境を守るためなら生活が現在よりも不便になっ

ても良いと思う学生の割合は，入学時の 30.3%から

34.3%とわずか 4.0 ポイントの増加にとどまった（図

17）．水やエネルギーなどの資源の大切さを理解す

る学生は多く，また受講後，日常生活において環境

に負荷をかけないようになった学生は 6 割を超えた

が，それは生活が不便にならないレベルの実践であ

ることが推測される．

　淀川の自然を守っていかなければならないと思う

学生は，入学時，ならびに受講後のアンケートとも

に約 72%と変化を示さなかった．また入学時のア

ンケートでは淀川クリーンキャンペーンなどの環境

保全活動に参加したいと思う学生は 27.9%であった

が（3.1 参照），受講後のアンケートでも 29.3%にと

どまり，1.4 ポイントの微増に終わった（図 18）．

　最後に「環境問題を解決するためにあなたが一番

大事だと思うことを自由に書いて下さい」と尋ねた
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図 17

Fig.17

環境負荷軽減のための自己負担に対する意
識の受講前後の変化
Changes in responses to “Do you accept 
inconvenience in your life for protecting 
the environment?”
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図 16

Fig.16

環境問題の解決と科学技術に対する意識の
受講前後の変化
Changes  in  responses  to  “Do you 
think science and technology can solve 
environmental problems including global 
warming?”
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ところ，23.0%の学生（N=631）が「一人一人の意

識」など，個人の意識が重要であると答えた．「意

識」に類する「心がけ」，「気持ち」，「自覚」などを

合わせると 32.4%に達し，科学技術（7.1%），法的

手段（1.0%）, 経済的手段（1.0%）などを大きく上

回った（回答重複あり．以下同様）．ただし環境倫

理と回答した学生は 0.6%とごく少数であり，学生

が挙げる「意識」や「心がけ」は授業内容に即した

ものというよりも，環境倫理とは似て非なるものと

考えられる．「意識」に対して「行動」が大事であ

ると答えた学生は 6.2%にとどまり，個人の意識の

高まりが環境問題を解決に導くと考えている学生に

比べ，行動することの重要性を認識している学生は

少数であった．

　石井ら 7）は大学生へのアンケート調査結果から，

「自然を身近に感じて親しむようにしている学生は，

日常生活の範囲で個別的な配慮をするだけでなく，

より組織的な環境保全や自然保護活動にも参加する

傾向にある」と指摘している．本学のアンケート調

査（3.2 参照）からも，同様の傾向を見いだすこと

ができた．しかし残念ながら本学では，「淀川と人間」

の初年度授業終了時点において身近な自然である淀

川に親しんでいる学生は少なく，環境保全活動への

参加意欲も低いままであるという結果になった．

　近年，水辺に親しむ子供が減っていると指摘され

ているが，その理由として「水辺の 3K 症候群」8）

が挙げられている．その 3K とは「危険」，「汚い」，「気

持ち悪い」である．約半数の学生は，淀川の水質が

良くないと考えている（3.1 参照）．それは言いかえ

れば，淀川を「汚い」と見ていることである．すな

わち汚いものには近づきたくないとの思いがあり，

そのため淀川に親しもうとする学生が少ないとの見

方もできる．

　環境のために大切と頭の中ではわかっていても，

環境のためになるような行動をしないことが，現在

の環境問題の解決に向けての課題でもある．意識の

高さが環境問題を解決すると考え，行動の重要性を

認識していないというアンケートの結果は，その典

型的な例である．「淀川学」では環境に配慮した行

動をとることのできる技術者を育てることを目的の

一つとしているが，淀川をはじめとする身近な自然

に日常的にふれあい，親しむ機会をもたせることの

必要性を強調したい．今後は，自然にふれあう機会

を与えるプログラムをつくり，取り入れていくこと

も検討していかなければならない．

　4. むすび

　本学では 2008 年度に工学部一年生に対して環境

に関するアンケート調査を行った．その結果を見る

と，環境に配慮する意識は比較的高かったが，川で

遊んだ経験は半数程度の学生しかなく，環境負荷を

軽減させるために自分の生活が不便になることに対

しては積極的ではなく，また環境保全活動に参加す

る意欲も低かった．アンケート調査結果が報告され

ている他大学と比較する限り，本学新入生は総じて

環境に対する意識が低いと言わざるを得ない．

　環境に配慮し，持続可能な社会を構築することに

貢献できる技術者は，知識をもっているだけではな

く実行力が必要となる．今回のアンケート結果では，

環境を守るには「意識」の高さが重要と考え，また

環境保全は大切なことと認識しながらも，進んで行

動しようとしない本学の学生の姿が浮かび上がった．

　「淀川と人間」を開講した教育効果は，意識を高
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図 18

Fig.18

環境保全行動への参加意欲に対する受講前
後の変化
Changes in responses to “Do you want to 
participate in environmental conservation 
events?”
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める点ではやや認められたと言えるが，行動を伴う

という点では，ほとんど確認できない．今後は，こ

うしたアンケート調査などを利用して教育効果を逐

次検証し，授業の改善に取り組んでいく必要がある．

それとともに環境保全に実践的に取り組む意欲を持

つ学生の育成を目指して座学だけにとどまらない教

育プログラムの開発を図っていくことが本学の大き

な課題である．
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付表　1　2008 年度 4 月の入学当初に実施した開講
前アンケート内容

Appendix 1. Questionnaire items that were conducted 
on the first day for first - year students.

問 1 これまで河川敷や水辺に出て，川と触れ合ったこ
とがありますか．

問 2 大阪工業大学の教室から淀川を望めることを知っ
ていましたか．

問 3 学生生活が始まれば本学裏手を流れる淀川の自然
に触れてみたいと思いますか．

問 4 淀川の自然は豊かだと思いますか．
問 5 淀川の水質は良いと思いますか．
問 6 淀川と生活との関わりは深いと思いますか．
問 7 ワンドという言葉を知っていますか．
問 8 イタセンパラという魚を知っていますか．
問 9 地球環境問題について知っていますか．
問 10 環境問題は自分たちと関係があると思いますか．
問 11 テレビ，インターネット，新聞，雑誌等で環境問

題に関する番組や記事をよく見たり読んだりする
方ですか．

問 12 捨てたモノがどうなるのかを考えたことがありま
すか．

問 13 購入した製品などを大切に使う意識は重要だと思
いますか．

問 14 経済の発展，技術の開発のために環境を犠牲にす
るのは良くないと思いますか．

問 15 環境を守るためならあなたの生活が現在よりも不
便になってもいいと思いますか．

問 16 地球温暖化など現在の環境問題を科学・技術だけ
で解決できると思いますか．

問 17 工学部で環境問題を学ぶのは大切なことだと思い
ますか．

問 18 専門科目を学んでいく中で，環境問題と自分の専
門との関係をしっかり学びたいと思いますか．

問 19 淀川の環境を守っていかなければならないと思い
ますか．

問 20 淀川クリーン・キャンペーン（工大周辺の淀川の
環境美化運動）等の淀川の環境を守る行事に参加
していきたいと思いますか．

問 21 淀川についてあなたが感じることを自由に書いて
下さい．

問 22 あなたが一番関心を持つ環境問題を 1 つ挙げ，そ
れについて自由に書いて下さい．
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付表　2　2008 年度 1 月の「淀川と人間」の最終回
授業で実施したアンケート内容

Appendix 2. Questionnaire items that were conducted 
on the last day of a course “Yodogawa and 
Human Beings”.

問 1 この授業を受けたことで，淀川に対する関心が深
まりましたか．

問 2 この授業を受けたことで，淀川の自然に触れる機
会が増えましたか．

問 3 あなたにとって淀川は大切な自然環境だと思いま
すか．

問 4 この講義はオムニバス形式でしたが，淀川と人間
との関係を複合的視点から捉えることができまし
たか．

問 5 この授業を受けたことで，環境問題に対する理解
が深まりましたか．

問 6 テレビ，インターネット，新聞，雑誌等で環境問
題に関する番組や記事をよく見たり読んだりする
ようになりましたか．

問 7 環境問題について自分で学んでいきたいと思いま
すか．

問 8 来年度開講の「淀川と環境」を受講したいと思い
ますか．

問 9 捨てたモノがどうなるのかを考えるようになりま
したか．

問 10 経済の発展，技術の開発のために環境を犠牲にす
るのは良くないと思いますか．

問 11 あなたが生活を送るなかで環境に負荷をかけない
ように気をつけるようになりましたか．

問 12 環境を守るためならあなたの生活が現在よりも不
便になってもいいと思いますか．

問 13 水やエネルギーなど資源を大切にしていかなけれ
ばならないと思いますか．

問 14 地球温暖化など現在の環境問題を科学・技術だけ
で解決できると思いますか．

問 15 地球温暖化など現在の環境問題を環境税などの経
済的インセンティブ手法や法的規制によって解決
できると思いますか．

問 16 地球温暖化など現在の環境問題を環境倫理意識を
高めることによって解決できると思いますか．

問 17 淀川の環境を守っていかなければならないと思い
ますか．

問 18 淀川の環境を守る公的機関，NPO などの行事，
活動に参加していきたいと思いますか．

問 19 全 14 回の講義の中で最も興味深かったテーマを 1
つ挙げ，それについて自由に書いて下さい．

問 20 環境問題を解決するためにあなたが一番大事だと
思うことを自由に書いて下さい．
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