
出展企業・団体一覧

このイベントに関する
お問い合わせは

山形県環境エネルギー部 循環型社会推進課
〒990-8570  山形市松波2-8-1  TEL023-630-2322 ＜山形県ホームページ＞　http://www.pref.yamagata.jp/

この事業は、山形県産業廃棄物税を活用して実施されています

㈱山本製作所 木質ペレットストーブの展示、設置例の紹介
山形県サッシ・ガラス協同組合 エコ窓についての紹介、エコ窓のサンプル展示
村山地域地球温暖化対策協議会 太陽光発電・エネファーム・蓄電池・ＨＥＭＳなどの展示、家庭内の省エネ・創エネの紹介
㈱環境思考 車の二酸化炭素排出量を理解し、その二酸化炭素を森に吸収する仕組みの紹介
特定非営利活動法人環境ネットやまがた 温室効果ガス排出量取引制度「Ｊ－クレジット」やカーボンオフセットの紹介
山形県環境科学研究センター 再生可能エネルギーの紹介、再生可能エネルギー等を利用した発電実験機の展示
山形ガス㈱ エネファーム・エコウィルの紹介、天然ガス等のクイズ実施（回答者へ粗品進呈）
㈱エスパワー 融雪パネルの実演展示、太陽光発電設置事例の紹介、風力発電・太陽熱温水器等の紹介
山形県エネルギー政策推進課 県内の再生可能エネルギー導入状況紹介、太陽光・風力・水力発電の模型展示、再生可能エネルギークイズ
日本地下水開発㈱ 帯水層蓄熱冷暖房システム・高効率な地中熱利用冷暖房システム・最新鋭ボーリングマシン紹介
東北企業㈱ 電気の要らない自動ドア・高性能照明反射板等の紹介　
㈱タカハシ電工 太陽光パネル展示、太陽光発電モジュールによる発電実演
東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議 地球温暖化・節電をテーマとしたパネル展示、子供向け省エネ体験実験　　　　　　　　　

美しい山形・最上川フォーラム スポーツＧＯＭＩ拾い等取組み紹介、海岸漂着物問題クイズ（正解者へポストカード進呈）
鳥海イヌワシみらい館（猛禽類保護センター） イヌワシの生態の紹介、ぬりえのワークショップ実施、生物多様性の紹介
第36回全国豊かな海づくり大会山形県実行委員会 全国豊かな海づくり大会・豊かな海づくりに向けた取組みの紹介、県の魚「サクラマス」の紹介
美しいやまがたの海プラットフォーム 海岸漂着物の現状・取組み状況紹介、海岸漂着物クイズ実施（回答者へクリアファイル進呈）
山形県みどり自然課 やまがた緑環境税の紹介
やまがた公益の森づくり支援センター 森のホームステイ（どんぐりやブナの稚樹の植付け体験）、県産木工クラフト体験
山形市 使用済み小型家電回収
ごみ減量・もったいないねット山形 雑がみ・食品トレーリサイクル分別クイズ、風呂敷の便利な使い方・ぬりえワークショップ
山形県健康長寿推進課　健康づくりプロジェクト推進室 受動喫煙防止に関するパネル展示、紙芝居上演、クイズ、バルーンアート実演
山形県水大気環境課 大気汚染状況紹介、悪臭原因物質のにおいの違い体験、環境保全に係る各種取組み紹介
住まいの温暖化対策やまがた協議会 エコ住宅やエコ住宅を建てる際のポイントの紹介、断熱リフォーム診断の紹介
山形県地球温暖化防止県民運動推進協議会 笑顔で省エネ県民運動の紹介、「家庭のアクション」参加者への抽選会実施（粗品進呈）
山形県環境保全協議会 平成２７年度山形県環境保全推進賞受賞企業の紹介等
山形県環境学習支援団体 環境学習支援団体によるワークショップ（木工クラフト、食品トレー・カキ殻リサイクル体験など）
山形県環境企画課 山形県水資源保全条例・第16回環境やまがた大賞受賞団体の紹介

山形県自動車適正管理推進協議会 エコカーペーパークラフトの製作
㈱クリーンシステム パネル・動画を使った廃棄物の処理方法紹介、リサイクル製品等の展示紹介
ＮＰＯ北日本木材資源リサイクル協会 木質リサイクルチップが発電へ利用される過程を動画やサンプル展示により紹介
一般社団法人山形県解体工事業協会 建物解体工事で発生する建設廃棄物の３Ｒや適正処理のフローを紹介
一般社団法人山形県解体工事業協会・ＮＰＯ北日本木材資源リサイクル協会
 廃木材から作るウッドクラフトコーナー
㈱クリーンパワー山形 パネル、動画を使った廃棄物処理やサーマルリサイクルの紹介
中間貯蔵・環境安全事業㈱北海道ＰＣＢ処理事業所 ＰＣＢ廃棄物処理事業の紹介
山形県循環型社会推進課 県リサイクル認定製品等の展示紹介、海岸漂着物を使った製作体験
山形県最上総合支庁環境課 食品トレーリサイクルシステム新庄方式等の紹介
山形県置賜総合支庁環境課 廃棄物適正処理・３Ｒの普及啓発ポスター・川柳入賞作品展示
㈱丹野 たいひ製造過程の紹介、県のリサイクル認定製品「エコたいひ」の展示、サンプル贈呈
おばなざわ匠の会 リサイクルガラス作品等の展示、絵付け体験
酒田リサイクルポート推進協議会 酒田港に立地しているリサイクル関連企業・酒田港で取り扱っているリサイクル製品の紹介
渡辺塗料産業㈱・㈱環境フロント・コンサーヴ 自然共生型工事の事例・リサイクル廃棄材を３Ｒ利用した循環型工事の事例・製品の紹介
㈱鍋元商店 小型家電等のリサイクル処理の紹介、解体されたパソコン等の展示、電話機等の解体体験
木の会 木の会の活動紹介、木を使った体験コーナー
㈱天童木工 針葉樹圧密加工家具の展示・紹介、親子で参加できるものづくり体験

※資料等を入れる封筒は準備しませんので、マイバッグをご持参ください。
※エコライフやまがた2015にフードコーナーがありますので、マイ箸をご持参ください。
※公共交通機関のご利用、マイカー相乗り、駐車場でのアイドリングストップにご協力ください。
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検索やまがた環境展2015

10月24日㊏10時～17時・25日㊐10時～16時

来場者先着
プレゼント！
来場者先着
プレゼント！
両日10時 100名様限定

提供：エコライフやまがた2015

入場
無料

～今日からやってみよう！　「食」と「紙」はゴミを減らす第一歩～～今日からやってみよう！　「食」と「紙」はゴミを減らす第一歩～

日時

山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング）会場

環境に配慮した３Ｒ関連製品や環境技術の展示、イベント・体験が満載の「やまがた環境展2015」。
３Ｒや地球温暖化対策、自然との共生、再生可能エネルギーに関することを学び、
循環型・低炭素社会の実現をみんなでめざしませんか。

主催：NPO法人山形県自動車公益センター

主催：山形県地球温暖化防止県民運動推進協議会・山形県

省エネ節電川柳・標語ポスターコンテスト
　　　&環境やまがた大賞表彰式・事例発表
省エネ節電川柳・標語ポスターコンテスト
　　　&環境やまがた大賞表彰式・事例発表

エコフォトコンテスト表彰式エコフォトコンテスト表彰式

主催：山形新聞・山形放送
エコライフやまがた2015エコライフやまがた2015

主催：ごみゼロやまがた推進県民会議（事務局：山形県循環型社会推進課）
ごみゼロやまがた県民大会ごみゼロやまがた県民大会

山形大学３Ｒワークショップ山形大学３Ｒワークショップ

環境にやさしい料理レシピ表彰式環境にやさしい料理レシピ表彰式
主催：山形県（事務局：山形県循環型社会推進課）

主催：ストップ温暖化「エコカップ やまがた2015」実行委員会
ストップ温暖化 「エコカップやまがた2015」ストップ温暖化 「エコカップやまがた2015」

主催：山形県／美しい山形・最上川フォーラム
スポーツＧＯＭＩ拾いスポーツＧＯＭＩ拾い

主催：山形県（事務局：山形県循環型社会推進課）

エコカー新車フェスティバルエコカー新車フェスティバル
主催：一般社団法人　日本自動車販売協会連合会山形県支部

10月25日㈰

10月24日㈯

10月24日㈯・25日㈰

協賛事業イベントも同日・同会場で開催！

主催：NPO法人山形県自動車公益センター
エコドライブ講習会・ものづくり支援事業エコドライブ講習会・ものづくり支援事業

主催：山形県自動車適正管理推進協議会
マイカー点検フェスティバル2015マイカー点検フェスティバル2015

主催 ： やまがた環境展2015実行委員会（構成：山形県、一般社団法人山形県産業廃棄物協会、NPO法人山形県自動車公益センター、山形県環境保全協議会、山形県商工会議所連合会、山形県消費生活団体連絡協議会）
後援 ： 環境省東北地方環境事務所、山形県教育委員会、山形県市長会、山形県町村会、山形市教育委員会、一般社団法人山形県建設業協会、山形県商工会連合会、山形県中小企業団体中央会、山形県農業協同組合中央会、公益財団法人山形県企業振興公社、
　　　公益財団法人山形県産業技術振興機構、山形県工業会、一般社団法人日本自動車販売協会連合会山形県支部、公益財団法人山形県みどり推進機構、山形県自動車販売店リサイクルセンター、朝日新聞山形総局、毎日新聞山形支局、読売新聞東京本社山形支局、
　　　日本経済新聞社山形支局、産経新聞社山形支局、河北新報社、共同通信社山形支局、時事通信社山形支局、山形新聞・山形放送、荘内日報社、米澤新聞社、ＮＨＫ山形放送局、株式会社山形テレビ、テレビユー山形、さくらんぼテレビ、山形大学、東北芸術工科大学、
　　　東北文教大学、東北公益文科大学、山形県立米沢栄養大学、山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、
　　　真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、三川町、庄内町、遊佐町

「エネルギーを考える」 ゾーン

「環境を考える」 ゾーン

「リサイクル産業を知る」 ゾーン

太陽光パネル・省エネ家電など、エネルギー関連の製品や取り組みなどを紹介します

出展者が展開する環境活動や環境問題に関する周知啓発などを行います

３Ｒ関連の技術やリサイクル製品などを紹介します

マイバック、マイ箸
持参で参加してね

ごみゼロやまがた県民運動
キャラクター「ごみゼロくん」



※催事内容、協賛事業は変更になる場合があります。

欲しい自転車に応募して当てよう！

＜修理できないおもちゃ＞
●エアガン・ガスガン・電動ガン等危険なおもちゃ　●浮き輪・浮き袋・プール等　●電源ＡＣ100Ｖを直接利
用する形式等・ＡＣアダプター類　●法的に規制のあるもの　●アンティークなおもちゃなど骨頭価値のある
ものや人形等、修理によって価格に変動を及ぼすもの　●時計・カメラ・家電製品・テレビゲーム・ＤＳ等

主催：ＮＰＯ法人山形県自動車公益センター

主催：ＮＰＯ法人山形県自動車公益センター

主催：一般社団法人日本自動車販売協会連合会山形県支部

主催：山形県地球温暖化防止県民運動推進協議会・山形県

主催：ごみゼロやまがた推進県民会議・山形県

主催：ストップ温暖化「エコカップ やまがた2015」実行委員会

主催：山形県自動車適正管理推進協議会
山形県産業廃棄物協会のブースに展示しているリサイクル自転車の中か
ら、欲しい自転車を選んで投票してください。両日ステージで抽選会をし
て、その日にお渡しします。どんな自転車が何台あるかは当日のお楽しみ。
応募してリサイクル自転車をゲットしよう！

京都大学卒業後、北陸放送・テレビ大阪にてアナウンサーとし
て活躍。気象予報士の資格を取得後、2012年よりフリーキャ
スターに。日本一早いニュース番組「Oha！4 NEWS LIVE」や
「ミヤネ屋」では、天気予報に加えて独自の視点で分かりやすく
お天気を伝える「天気のサカイ目」のコーナーが人気に。NHK 
「趣味の園芸やさいの時間」にも出演中。移動はもっぱらロード
バイクを活用するサイクリストでもある。

エコライフやまがた2015

★エコドライブ講習会
24日㈯ 13:30～・25日㈰ 10：00～/13：30～
3階 試写室

みんなのおうちに、もう遊ばない、いらなくなっ
たおもちゃはありませんか？そんなみんなのお
もちゃが、お友達の宝物になるかもしれません。
『かえっこバザール』におもちゃをもちよって、み
んなであそぼう！

県産木材の良さや「木のある暮らし」を感じてください。地域の木材を使った住宅の構造躯体
の展示や「餅まき」、木育積み木・けん玉体験、木材クイズ、木製巨大昆虫模型もあるよ。子供
の皆さん集まってね！

主催：ごみゼロやまがた推進県民会議

★活動事例発表会
24日㈯ 　2階 交流サロン
13：00～　第1部　高校生ものづくり発表会
13：40～　第2部　ストップ温暖化「エコカップやまがた2015」
「エコカップやまがた」では、温暖化防止につながる活動を行っている県内団体の中から２段階の書類選考に
て選ばれた7団体の活動事例発表を行います。東京で開催される低炭素杯２０１6に参加する１団体を選考し
ます。

主催：山形県／美しい山形・最上川フォーラム

★スポーツＧＯＭＩ拾い
24日㈯ 13：30～15：00（受付開始13：00）
集合場所：国際交流広場北側
参 加 費：無料
対　　象：どなたでも参加いただけます
※申込は10月22日㈭までです。

制限時間内に町のゴミを拾いながら拾ったゴミの
量と質でポイントを競い合う、どなたでも楽しみ
ながら参加できるスポーツ×環境活動です。「やま
がた環境展2015」の会場周辺をきれいにしなが
ら楽しく環境問題について考えましょう。ご家族や
お友達、サークルなどチーム単位でエントリーで
きます。持ち物も不要、お気軽にチャレンジしてく
ださい。

★エコカー新車フェスティバル
24日㈯10：00～17：00　25日㈰10：00～17：00
屋外 イベント広場
県内国産全メーカーディーラーが参加する展示試乗会。地球温暖化防止・
省エネルギーなど環境に関する正しい知識を習得し、認定試験に合格した
販売スタッフ「環境マイスター」がおすすめする話題のエコカーがぞくぞく
登場。約150台の展示や、36台の無料試乗車を体験いただけます。

★マイカー点検フェスティバル2015
24日㈯10：00～17：00　25日㈰10：00～16：00
屋外 展示場南側
あなたの愛車をその場で無料点検します。また、マイカー相談や、子供免許証など楽しめるイベントをご用意し
ています。ぜひ参加して、自動車の安全と点検・整備、保守管理の重要性を再確認してください。

省エネ節電川柳・標語ポスターコンテスト
   　　　&環境やまがた大賞表彰式・事例発表
省エネ節電川柳・標語ポスターコンテスト
   　　　&環境やまがた大賞表彰式・事例発表

「持続的発展が可能な豊かで美しい山形県」を目指す

ごみゼロ推進功労者表彰式ごみゼロ推進功労者表彰式
環境にやさしい料理レシピ表彰式
                        　　&試食ふるまい
環境にやさしい料理レシピ表彰式
                        　　&試食ふるまい

試乗車でコースを走行した後、エコドライブ
について受講。再度、試乗車で走行し燃費
の違いを体験します。参加の記念として、緑
の苗木を用意しております。（各回：20名）

協力：やまがた おもちゃ病院　【エコライフやまがた2015】

【マイカー点検フェスティバル】

北南

西

東

ステージ

受付

かえっこ
バザール

山形大学
３Ｒワーク
ショップ

フードコーナー

エコライフ
やまがた

うまいもの市

おもちゃ
の病院

「エネルギーを考える」 ゾーン
「環境を考える」 ゾーン
「リサイクル産業を知る」 ゾーン

山形県
消費生活
団体連絡
協議会

山形県
産業廃棄物
協会

エコフォト
コンテスト

エコクイズラリーエコクイズラリー
山形のうまいものが当たる！山形のうまいものが当たる！

日時：10月24日㈯・25日㈰
場所：１階 展示場・屋外イベント広場
日時：10月24日㈯・25日㈰
場所：１階 展示場・屋外イベント広場

提供：エコライフやまがた2015

500食限定

25日㊐25日㊐

エコフォトコンテスト表彰式エコフォトコンテスト表彰式

★おもちゃの病院＆ゲームをつくろう！

★かえっこバザール

別会場

診察と治療（修理）は無料
○主催・実施主体：山形市（ごみ減量推進課）
○事業名：山形市小型家電リサイクル事業『こでん里帰りプロジェクト』 
○対象者：山形市民の方
○回収品目：ご家庭で使用済みの携帯電話、パソコン、デジカメなど４７品目
※詳しくは山形市の市報（平成２６年12月１5日号）折り込みパンフレットで、 もしくは山形市
ＨＰから「こでん里帰りプロジェクト」と検索し、回収品目をご確認ください。

「エネルギーを考える」 ゾーン
★融雪パネルに触れてみよう
 ＜株式会社エスパワー ブース＞ ＜株式会社エスパワー ブース＞

★子供向け省エネ体験実験
 ＜東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議 ブース＞ ＜東北地域エネルギー・温暖化対策推進会議 ブース＞

★天然ガス等のクイズ
 ＜山形ガス株式会社 ブース＞ ＜山形ガス株式会社 ブース＞

★再生可能エネルギークイズ
 ＜山形県エネルギー政策推進課 ブース＞ ＜山形県エネルギー政策推進課 ブース＞

★自動車モーターの分解体験 他
 ＜ＮＰＯ法人山形県自動車公益センター ブース＞ 

★環境クイズに答えてバルーンアートをゲット
　わたあめ・ポップコーン提供
 ＜山形県産業廃棄物協会 ブース＞ 

★再生可能エネルギー等を利用した発電実験
 ＜山形県環境科学研究センター ブース＞ ＜山形県環境科学研究センター ブース＞

★森を守るカーボン・オフセットを学ぼう
 ＜株式会社環境思考 ブース＞ ＜株式会社環境思考 ブース＞

「環境を考える」 ゾーン
★海岸漂着物クイズ
 ＜美しいやまがたの海プラットフォーム ブース＞

★悪臭原因物質のにおい体験
 ＜山形県水大気環境課 ブース＞

★海岸漂着物クイズ
 ＜美しい山形・最上川フォーラム ブース＞

★ワッシーくんのぬりえワークショップ
 ＜鳥海イヌワシみらい館 ブース＞

★森のホームステイ～どんぐりを育てよう～
 ＜やまがた公益の森づくり支援センター ブース＞

★小型家電回収 ＜山形市 ブース＞

★雑がみ・食品トレーリサイクル分別クイズ
　風呂敷の便利な使い方・減量すすむくん・
　かなえちゃん えこぬりえワークショップ
 ＜ごみ減量・もったいないねット山形 ブース＞

「リサイクル産業を知る」 ゾーン
★木に触れながらの体験コーナー
 ＜木の会 ブース＞

★身近な金属製生活用品・家電の解体体験
 ＜株式会社鍋元商店 ブース＞

★絵付け体験
 ＜おばなざわ匠の会 ブース＞

★海岸漂着物を使った製作体験
 ＜山形県循環型社会推進課 ブース＞

★親子参加ものづくり体験
 ＜株式会社天童木工 ブース＞

★鋳造でできた製品に触れてみよう
 ＜渡辺塗料産業株式会社・株式会社環境フロント・コンサーヴ ブース＞

やって楽しい体験イベントやって楽しい体験イベント
24日㊏24日㊏
学べてたのしいステージイベント学べてたのしいステージイベント ＜1階展示場ステージ＞＜1階展示場ステージ＞

10：15～10：15～ 10：15～10：15～ 15：30～15：30～

11：00～11：00～ 14：45～14：45～

11：40～11：40～

13：00～13：00～

15：15～15：15～

11：30～11：30～

12：00～12：00～

13：00～13：00～

14：15～14：15～

15：30～15：30～

16：20～16：20～

15：50～15：50～

バルーン世界チャンピオン　大道芸人

マジカルＴＯＭ パフォーマンスマジカルＴＯＭ パフォーマンス

バルーン世界チャンピオン　大道芸人

マジカルＴＯＭ パフォーマンスマジカルＴＯＭ パフォーマンス

★古布あそび・木綿ぞうり作り体験
 ＜山形県消費生活団体連絡協議会 ブース＞ 

★古新聞であそぼう！
 ＜山形大学３Ｒワークショップ ブース＞ 

★子供免許証がもらえる！
 ＜入口ゲート側＞ 

 
★EV(電気自動車)がやってくる！
 ＜ＮＰＯ法人山形県自動車公益センターブース側＞

★木工クラフト、食品トレー・カキ殻リサイクル体験
 ＜山形県環境学習支援団体 ブース＞

★エコカーペーパークラフト
 ＜山形県自動車適正管理推進協議会 ブース＞

★廃木材から作るウッドクラフト
 ＜一般社団法人山形県解体工事業協会・ＮＰＯ北日本木材資源リサイクル協会 ブース＞

日時　10月25日（日）
　　　　　　　　1回目 11：00
　　　　　　　　2回目 14：45
場所　1階展示場ステージ

手裏剣戦隊ニンニンジャーショー 観覧無料

ほほえみの宿　滝の湯
女将　山口隆子さん
ほほえみの宿　滝の湯
女将　山口隆子さん

酒井 千佳
講演会

酒井 千佳
講演会

JAXA宇宙科学研究所 宇宙飛翔工学研究系 教授。工学博士
1988年、東京大学大学院工学系研究科航空工学専攻博士課程修
了。同年、旧文部省宇宙科学研究所（現JAXA）に着任し、2005年に
教授となる。東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻教授を
併任。2011年、月・惑星探査プログラムグループ ディレクターを経
て、2012年より現職。専門は、電気推進、プラズマ工学で、小惑星探
査機「はやぶさ」のイオンエンジンの開発を手がける。

その他ブース

試乗も
できます！

【ごみゼロやまがた県民大会】

【エコライフやまがた2015】

山形県木材産業協同組合　【エコライフやまがた2015】

会場レイアウト

※部品交換の場合、部品代や
　材料費などは実費をいただきます。

 
★「木のある暮らし」を体験しよう！
 ＜木のある暮らしを体験しようコーナー＞

試食ふるまいでは、環境に優しいリユース食器を使います。
預かり金が必要です。容器返却時に返金します。

リサイクル自転車抽選会リサイクル自転車抽選会

リサイクル自転車抽選会リサイクル自転車抽選会

國中 均
講演会
國中 均
講演会

小惑星探査機「はやぶさ2」
前プロジェクトマネジャー

３Ｒ推進　家庭向けごみ減量啓発トークショー

山
形
県
自
動
車

公
益
セ
ン
タ
ー

山形県
環境保全
協議会

「木のある
暮らし」を
体験しよう
コーナー

高校生
ものづくり

ＥＶ自動車

「Ｏｈａ！4 NEWS LIVE」「ミヤネ屋」でおなじみの気象予報士

家庭でもできる
環境にやさしい生活
家庭でもできる
環境にやさしい生活 野菜ソムリエ

グリーンショップはらだ　山口美香さん
野菜ソムリエ
グリーンショップはらだ　山口美香さん

自らの脚力と腕力だけをたよりに遡行する旅
「グレートジャーニー」

関野 吉晴
トークショー
関野 吉晴
トークショー

一橋大学在学中に探検部を創設し、1971年アマゾン全域踏査隊長としてアマゾ ン川全域を下る。 その後医
師となり、25年間に32回、通算10年間以上にわたって、南米への旅を 重ねる。
1993年からは、アフリカに誕生した人類がユーラシア大陸を通ってアメリカ大陸に拡散した行程を、自らの脚
力と腕力だけをたよりに遡行する旅「グレートジャーニー」に挑み、10年の歳月をかけて、2002年2月10日タ
ンザニア・ラエトリにゴールした。 2004年からは「新グレートジャーニー　日本列島にやって来た人々」をス
タート。 「北方ルート」、「南方ルート」を終え、手作りの丸木舟による4700キロの航海「海のルート」は2011
年6月13日にゴールした。 
1999年　植村直己冒険賞（兵庫県日高町主催）受賞。2013年3月16日6月9日 国立科学博物館（特別展） 
「グレートジャーニー・人類の旅 ~この星に、生き残るための物語。~」 現在、武蔵野美術大学教授（文化人類学） 


