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山で遊ぼう！山を守ろう！

意外と知らない？シャツのこと
山へ行くときは吸水性や速乾性のある肌着を選びましょう。
山へ行くとたくさん身体を動かすので思っている以上に
汗をかきます。注意したいのが綿100％のシャツはなる
べく避けたほうがよいということ。綿100％は速乾性が
低く汗で濡れたシャツが体の体温を奪ってしまいます。

シューズ選びは一番大事！
シューズは靴ズレを避けるためにも必ず履きなれたもの
を選びましょう。ハイキング程度であればスニーカーでも
問題はないですが、凹凸の激しい岩場やすべりやすい川
沿いを歩くのであればトレッキングシューズを用意しま
しょう。事前に足の爪を切っておくことも大事です。

山へ行くときはリュックが最適
山で行動するときは両手が使えるリュックが便利です。
飲み物や軽食に着替えの服、雨具などは必需品です。また、
忘れがちですがタオルやごみ袋、トイレットペーパーな
どはいろんな場面で活躍するので持っていくようにしま
しょう。

帽子をかぶると快適性アップ！
男性でも髪の長い女性でもできれば帽子はかぶるように
しましょう。ハットタイプやキャップタイプ、またサン
バイザーなどどんなかたちでも帽子は有用です。日差し
をさえぎり熱中症予防になります。また、帽子がないと汗
で髪が顔にくっつき不快になります。

ハーフパンツの場合は注意が必要
街中を歩くより足を大きく動かすのでパンツはストレッチ
が効いたものが最適です。動きやすさで言うとハーフパ
ンツは魅力的ですが素足だと枝でケガをしたり虫刺されの
恐れがあります。なので、スパッツをはいたり虫よけス
プレーを持参するなどの対策をするとよいでしょう。

ゴミ袋は必需品
飲み終わったペットボトルや、使い終わったティッシュ
など山へ行くとたいていの場合ゴミは発生します。ゴミ
袋がないとゴミの保管に困りポイ捨てなどに繋がってし
まうため必ず持参するようにしましょう。また、濡れた
衣服などを入れるのにも使えます。

トイレの下調べは必須
山へ行く前には必ずトイレを済ませておきましょう。一度
山へ足を踏み入れると中々トイレに行くことが出来ないと
いうことがよくあります。なので、事前に目的の山付近のト
イレ情報を調べておくことも重要です。必要であれば持ち
運べる簡易トイレを持参するのもよいでしょう。

清掃ボランティア
山のことが大好きになったら是非ボランティア活動にも
参加してみましょう。日本の山ではごみのポイ捨てや不
法投棄などがあちこちで相次いでいます。各地域で様々
なボランティアが実施されていますので気になったら調
べてみましょう。

野生生物に遭遇した場合
山で人にすれ違うと鈴をリュックにつけている人やラジオ
を流している人に出会う場合があります。これらは野生
生物を近寄らせないための対策です。もし野生生物に出
会ってしまった場合。背中を見せずにゆっくりと離れるよ
うにしましょう。急な動きや大きな声は禁物です。

万が一のために
本格的な山へ行く場合、登山計画書というものを必ず警察署や
自治体などに提出するようにしましょう。天候の変化やトラブ
ルにより日没までに下山できなくなった場合、一気に遭難のリ
スクが高まります。そうした場合の警察による救助活動をス
ムーズにするためにも登山計画書は非常に重要です。

僕は今回web上で山と環境についてのコンテンツ制作に携わりました。
Webサイトができるまでの過程をチームで体験することができとても貴重な経験になりました。

特に僕は登山が好きなので、山に関する内容を自由に書かせていただき、
まるで自分のwebサイトを制作しているようでとても楽しく制作することができました。

近年、登山やキャンプなどのアウトドアが流行しています。
しかし、自然の中には危険がたくさんあります。必要最低限の知識は持っていないと
ケガや最悪の場合は命を落とす可能性もあります。正しい知識とマナーを守って、

気持ちよく山を楽しみましょう！

山田 拓斗
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海には“見えないゴミ”が沢山ある
～マイクロプラスチックと海の生き物たち～

プラスチックとは高分子化合物のうち、熱や圧力を加えると成形・加工できるもののことです。また一般
的には、石油を原料としているものを指します。

プラスチックの用途は、食器や容器など身近なものから、船舶や航空機などでも、軽量化による燃料の節
約のためにプラスチックが使われることが多くなっていると同時に、様々な特殊機能を持ったプラスチッ
クが開発され、プラスチックの用途は拡大しつつあります。

多くのプラスチックは、自然下では分解されにくいため環境問題
を引き起こすといわれています。現在、廃棄されたプラスチック
容器包装の多くは、焼却か埋め立てによって処理されていますが、
容器包装リサイクル法が施行（平成１２年４月完全施行）され、
プラスチックのリサイクルが進められています。
以下の図は、リサイクル方法の現在主流な三つ、「サーマルリサ
イクル」と「マテリアルリサイクル」、「ケミカルリサイクル」を
示した図です。

僕は、小さいころから動物か好きだったこともあり、環境の中でも特に生態系に
ついて関心を持っていました。そのため、今回の記事にはゴミと生態系との関係に

ついて書きたいと思い、「海洋プラスチック」という題材を選びました。
この記事が、皆さんが環境について関心を持つきっかけになれば幸いです。

                    我々の生活になくてはならないプラスチックですが、その使用や廃棄
の方法によっては我々の生活に大きな影響を及ぼすものです。海洋プラスチックの削
減のためには、Reduce、Reuse、Recycleの３Rを日々の生活の
中で実践していくことが重要です。そして、リサイクルを行うため
には、しっかりと分別をして資源化することが必要となります。
https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3776.html（ＷＷＦジャパン）参照

ま と め

プ ラ ス チ ッ ク の 処 理
現在、海洋プラスチックの問題が
大きく話題になっていることは、
皆さんご存知の通りです。ポイ捨
てや、不法投棄、処理過程などか
ら河川や海へと流出したプラス

チックは、海洋生物が誤食してしまうことやゴミに絡まり動けなくなる
ことにより、死亡してしまうこともあり、海の生態系に悪影響を及ぼす
危険があることに加え、観光や漁業にも影響を与えます。
https://www.ntt.co.jp/kankyo/column/earth/no4.html（ＮＴＴグループ）

また、プラスチックは波や紫外線などの影響を受け、小さな粒子となっ
て海中を漂います（5ｍｍ以下のものをマイクロプラスチックという）。
九州大学、東京海洋大学、寒地土木研究所の共同研究によると、現在の
ペースでプラスチックの海洋流出が進んでいった場合、夏季の日本周辺
や北大西洋中央部の海洋上層では、プラスチックの重量濃度が２０３０
年までに現在の約２倍、２０６０年までには約４倍にまで増えることが
示されています。また、マイクロプラスチックは、海中を漂う中で表面
に汚染物質が付着し、それを海洋生物が摂取することで海洋生態系へ
取り込まれてしまう恐れがあります。そして、汚染されたマイクロプラ
スチックを小さな生物が摂取し、その生物をより大きな生物が捕食する
ことにより、捕食者の体内に摂取され、食物連鎖の中で、より高次に位
置している生物になるほど摂取している量が多くなります。

プ ラ ス チ ッ ク の 環 境 問 題
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すぐにできるエコ活動
～家庭から出る生ゴミを減らそう～

使用するものはミカンと水だけです。水400mlに、
ミカンの皮約 4 個分をちぎって鍋に入れ火にかけ
ます。15分程煮たら冷まし、ざるでこして出来上
がりです。スプレー容器などに入れて使用しましょ
う。これだけで洗剤を使わなくても、家の中の様々
な場所の汚れが落とせます。ただし長期保存はで
きないので、1～2週間ほどで使い切るようにしま
しょう。
油汚れ
ミカンの皮は特に油汚れを落とすのに向いており、
ガスレンジ周りの油汚れなどにおすすめです。しつ
こい油汚れのときは、キッチンペーパーにミカン皮
洗剤を浸して、しばらく放置してから拭き取ります。

「ミカンの皮洗剤」の作り方

時間を短縮して作りたい場合は、電子レンジを使って作る方法もあります。キッチンペーパーの上
に重ならないようにミカンの皮を並べます。それを電子レンジでまず1～2分加熱します。ミカン
の皮の大きさや水分量にもよるため、様子を見て裏返したりしながら加熱時間を調整しましょう。

できあがったミカンの皮は布袋やガーゼに入れて包み、あとはお風呂に入れるだけ。1回でミカン4～5個分が目安
ですが、お好みで加減しても良いでしょう。ミカンは、お湯がたまった後に入れても沸かす前から入れておいても、
どちらも香りがしっかり出るのでおすすめです。肌がピリピリするなど刺激を感じたらすぐに使用を中止して、シャ
ワーでしっかり体を洗い流しましょう。

下準備

お風呂に入れる

1　ミカンの皮を洗う
無農薬ミカンならそのままでも良いです
が、無農薬でない場合は皮を水で洗いま
す。食べる前の丸いままの方が洗いやす
いです。農薬などが気になる場合は、食
べたあとの皮に重曹や塩を振ってもみ洗
いしても良いでしょう。

2　皮をちぎる
3センチほどの
大きさに皮をち
ぎります。

3　天日干し
水分をよく拭き取ったら、ザルや新
聞紙の上などに重ならないように広
げ、天日干しをします。期間は1週
間～ 10 日間ほどで、カサカサと音
がするくらいの完全に水分が飛んだ
状態が目安です。

電子レンジを
使う方法

〈参考サイト〉「お風呂に入れたり、掃除・肥料にも！ ミカンの皮の意外な使い方 4選」
https://agri.mynavi.jp/2017_11_14_10898/

2020.10

ミカンの皮は「陳皮（ちんぴ）」とも呼ばれ、漢方薬の材料に使われています。皮にはビタミンCが含まれ、爽
やかな香りと共に、癒やしや美肌効果をもたらすとされています。

ミカンの皮の再利用例えば ...

私は、友人から椅子の修理をするイベントに参加した時の話を聞いたことが
きっかけで、3Rについての関心が深まりました。

修理方法や長持ちさせるこつ、何に再利用できるかなどを知るだけで、
誰でも簡単にエコ活動ができるのでぜひ試してほしいです。

おおはま
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卵の殻の再利用 〈参考サイト〉「捨てる前に試してほしい！卵の殻の再利用法 山田ガーデンファーム」
https://www.yamada-egg.com/blog/tamago/ 捨てる前に試してほしい！卵の殻の再利用法 /

家庭菜園やガーデニングの肥料として
卵の殻にはカルシウムが多く含まれているため、家庭菜園やガーデニン
グの肥料として使えます。殻をきれいに洗いしっかりと乾燥させてから、
細かく砕いて土に混ぜると元気に育ちます。

ぬか漬け作りに
ぬか漬けを作る際に、細かく砕いた卵
の殻を一緒に入れると、ぬかの酸味が
和らぎ美味しくなります。

揚げ物に使った後の油も綺麗に
繰り返し使って黒ずんできた揚げ油に、軽く
つぶした卵の殻を少量入れると、炭粒子が吸
収されて油が綺麗になります。

お米のとぎ汁の活用法
下ろしたての陶器に
茶碗や湯飲み、土鍋などの陶器を買ったら、
長持ちさせるためにお米のとぎ汁を利用し
ます。そうすることで、土鍋などの陶器の
細かい凹凸部分に米のとぎ汁に含まれる成
分が浸透し、コーティングのような役割を
してくれます。

洗顔に
農薬や、米についたほこりなどが気になるため、2～3回
流したとぎ汁を使うことをおすすめします。それを1.5
倍程度に水で薄めて洗顔すると、とぎ汁に含まれている
ビタミンB1やビタミンB2、ミネラル、脂質、でんぷん質
などがお肌に栄養を補給してくれ、お肌がツルツルにな
ります。

拭き掃除に
米のとぎ汁を霧吹きに入れて床に吹きかけ、乾拭きしたり、
雑巾をとぎ汁に浸して拭くと、とぎ汁に含まれている油分
が床をピカピカにしてくれます。ワックス効果にもなるの
で、市販のワックスを使いたくないという方にもおすすめ
です。フローリング以外でも、お風呂や洗面台など、拭き
掃除をする際にいろいろな場所で利用できます。

お風呂に入れる
ミカンの皮にはクエン酸、ペクチン、リモネンな
どが含まれています。これらの成分には汚れを落
としたり、つやを出したりする効果があるため、
掃除に使用するのもおすすめです。

家の中の掃除に

油の処理の仕方

2  ポリ袋を利用する場合
紙パックのときと同様に、ポリ袋やレジ袋など
に新聞紙や吸油性の良い紙を入れ、さました油
と水を染み込ませる。そして、輪ゴム等で袋の
口をしっかり留め、燃えるゴミと一緒に捨てま
す。油を入れる前に袋に穴があいていないか確
認し、袋を二重にすると、漏れ防止になります。

3  油凝固剤を利用する場合
市販されている油凝固剤な
どを利用して油を固め、燃え
るゴミと一緒に捨てます。
また、油凝固剤をご使用の
際は、使用方法や使用上の
注意をご確認ください。

油の捨て方
不要になった新聞紙や紙パック、袋を利用しましょう。直接流しに捨てるのは厳禁です。水質の悪化を
招き、排水管が詰まる原因にもなります。気温の高い夏場などは、油の染みた紙や布をそのままにし
ておくと発熱して自然発火する場合があるので、早めに捨てましょう。

油の使用回数と使う順番
油の使用回数は、3～ 4 回が目安です。油
を汚しにくい料理から始め、“さし油”をしな
がら使いましょう。 素揚げ( 野菜 )→天ぷら 
( 野菜→魚介の順) →フライやカツ、コロッ
ケ→鶏のから揚げなど下味をつけた物→炒
め物の順に使うと、油の使い切りができま
す。また、牡蠣や魚、鶏肉などは、素材の
成分が油に溶け出しやすく、フライや唐揚
げは、パン粉や小麦粉が沈みやすいため、
油が汚れやすくなります。

1  紙パックを利用する場合
牛乳などの紙パックに新聞紙や使用済
みの紙タオルなどを詰め、自然発火を
避けるために、冷ました油と共に水も染
み込ませます。そして、紙パックの口
を粘着テープ等でしっかり留め、燃え
るゴミと一緒に捨てます。

〈参考サイト〉「日清オイリオ’ s キッチン｜油の捨て方」https://www.nisshin-oillio.com/kitchen/study-oil/throw.html
                    「日清オイリオ’ s キッチン｜揚げる油の使用回数」https://www.nisshin-oillio.com/kitchen/study-oil/use.html
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