～みんなで地球環境を考えた夏休みを過ごし、二酸化炭素をへらしました～

参加者 6,337 人
夏休み中に
減らせた
二酸化炭素の総量

賛同者

575 人

81％のお友だちがこれからも続けたいと思っています。

ｇ
約 74ｔ
ブナの木 2,474,421 本分

新郷東小２

※樹齢(じゅれい)100 年で、
1ha(ヘクタール)あたり 500 本の
ブナの森林が１日に吸収する量で換算

ワークシート

年

神根東小 3 年

～ご協力ありがとうございました～
２年目になる今年は、昨年に比べて参加者が１．５倍に増えました。
「エコライフって楽しいね」
「家
計も助かり一石二鳥！」
「子どもの習慣になって嬉しい」などのコメントをいただき、たくさんの方が、
楽しみながらエコライフに取り組んでくださったようです。
今年１１月４日には、地球温暖化を防止するための「パリ協定」が発効しました。日本は２０３０
年までに、温室効果ガスを「２６％削減」（2013 年比）という目標を掲げ、これから世界全体で地球温
暖化対策に取り組んでいくことになります。今年の夏も、北海道や東北で大雨が続き、大きな被害が
出ました。地球温暖化が進むと、このような異常気象が増えることが心配されています。
地球温暖化を防ぐには、私たち一人ひとりの行動の積み重ねがとても大切です。みんなで協力すれ
ば、必ず大きな力になっていきます。これからも、みんなで力を合わせて取り組んでいきましょう。

参加者の学年

低学年(１～３年生)選択項目 内訳

内訳

1年生
６年生
19%

１年生
12%

2年生

3年生

①テレビを消す

２年生
15%

➁部屋の明かりを消す

５年生
18%

③ごはんを残さない

３年生
14%

④ゲームの時間を決める

４年生
22%

⑤節水に気をつける
⑥公共交通機関を使う
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高学年(４～６年生)選択項目 内訳

4年生

5年生

4年生

6年生

①部屋の明かりを消す

5年生

6年生

⑨レジ袋は貰わない

➁テレビを消す

⑩マイボトル持参

③ゲームの時間を決める

⑪エコ商品を使う

④主電源を切る・プラグを抜く
⑫ごみ出しルールを守る
⑤冷暖房設定温度を控えめに
⑬節水に気をつける

⑥お風呂は続けて入る
⑦ご飯を残さない

⑭シャンプー等を使いすぎない

⑧地産地消

⑮公共交通機関を使う
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エコライフバケーションについて

チャレンジする３つのエコライフ項目を選び、夏休み期間中にエコライフを続けてもらう取り組みで
す。エコライフＤＡＹの夏休みバージョンとして、2015 年度から小学生を対象に実施しています。
今年度は、ワークシート（低学年用と高学年用）と保護者用参考資料を申込みのあった２９校 12,116 人
に配布し、取り組んでいただきました。今年は水不足が心配されていましたので、保護者用参考資料は、
水に関する情報をお伝えしました（→水に関するコメントがとても多かったです）。
ワークシートにご記入いただいたコメントは、どれもとても素敵なものばかりでしたので、当センタ
ーのホームページにも一部掲載させていただきます。
「他の家は、どんなエコライフをしているのかな？」
と、ちょっとのぞいてみていただけたら嬉しいです。

バナー
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～ 参加してくれたお友だちのコメントや絵・メッセージ ～
～おともだちのコメント～
・きへ にさんかたんそをすってくれてありがとう。(十二月田小 1 年)
・ぼくは、きれなくなったようふくや、つかわなくなったおもちゃをすてずに、ちいさなこにあげます。(芝樋ノ
爪小 1 年)
・いつもあたりまえのようにテレビをつけていたけれど、ラジオを聞いたり、こまめに消すのを気を付けたりす
るうちに本当は自分はテレビを見ているつもりだったけど見ていなかったことに気がつきました。
・わたしはエコライフをやってみて一つ一つの工夫で、世界は変わると思いました。二酸化炭素がへると地球温
暖化にはならないので、北極や南極の氷がとけたり毎日気温が上がったりしないので、毎日エコという言葉を
心がけようと思っています。(舟戸小 5 年)

鳩ヶ谷小１年

差間小 3 年

根岸小 6 年

安行東小 2 年

中居小４
年

慈林小 6 年

柳崎小 3 年

舟戸小 5 年

上青木小６年

～ 保護者の皆様からの感想 ～
・日頃の小さな心がけが二酸化炭素を減らせるという事が目に見えて分かり、誰でも取組み易いのがとても良いと思
います。地球温暖化の仕組みを知ることでより一層意識が高まると思います。なるべく無駄をなくし、家にあるも
ので別の使い途がないか考える様に心掛けています。(神根小)
・1 年生で理解する事は、最初は難しかったようですが、緑を大切にすることへとつながっていくと気付けた様子で
した。(前川東小)
・便利になった現代に生まれた子どもに、モノや資源の大切さをしつこく伝えていきたいと思います。「水」は人間
が作り出せない資源なので特にうるさく言い聞かせています。水道料金が節約できた時は、その分子供たちにおこ
づかいとしてあげています。エコもでき、大切なお金を別に活用できて一石二鳥です。(中居小)
・夏休みに埼玉県の開催する 3R・環境についての工場見学に参加しました。一人ひとりの意識がこれからの未来を
変えると思いました。(根岸小)
・子どもと過ごす時間が増える夏休みに私自身が普段の生活でどんな工夫をしているかを子どもに見せて教える事
ができました。洗い物でのためすすぎで節水していることや、ダラダラテレビを見ないで見たい番組を選んでいる
ことを教えました。なんとなくテレビを見ていると思っていた子どもも親子でとりくむことで自分だけが制限さ
れていたわけではないことを知ってくれました。(木曽呂小)

～ みんなのお家のエコアイデア ～
【テレビ・ゲーム】

ちょっとの工夫で大きな効果！！

【エアコン】
上青木南小 5 年
慈林小 3 年

・テレビをつけると、つい見入ってしまい行動が遅れがち
になるし、部屋の温度も上がるので朝や夕方の忙しい時
間はラジオを使うようにしました。はじめのうちは子供
もテレビを見たがりましたが、そのうちに「実はテレビ
はつけているだけでちゃんと見ていない時の方が多い」
という事に気づいたようでテレビを見る時はきちんと
時間を決めて見る様になりました。(安行東小)
・今回、携帯のゲームや動画配信サイトを見すぎていた子
どもたちがエコライフをきっかけに時間を決める事が
でき、自分自身も使いすぎていたスマホの使用回数が減
ることが出来ました。(鳩ヶ谷小)

【水】

神根小 2 年

・子どもが 4 人いるので小さい方ならトイレは 1 回ずつ流
さず 2～3 回まとめて流します。（安行東小）
・エコの料理教室に行って、食器を洗う時の水の量は鉛筆の
細さで洗えること。お皿をいらない布を小さく切ってその
布で皿を拭いてきれいにしてから洗うと洗剤の量、水の量
が減らせることを習いました。(柳崎小)
・わが家では環境のことも考え、洗髪は毎日シャンプーを使
わずお湯洗いの日もあります。化学的につくられたモノを
減らすことにより環境にも体にも良いという想いで取り
組んでいます。(舟戸小)

【電化製品】

鳩ヶ谷小 2 年

・12 年使用した冷蔵庫を買い換えたら電気代が大幅に下が
り、驚きました。省エネ商品は進化していると実感しまし
た。
（十二月田小）
・わが家ではオール電化住宅ですが、消費電力の目標値を設
定しています。毎日１６：００に目標値の何％になってい
るかが通知されるため、使用量を調整しながら生活して
います。少しでもエコライフになればと思います。
・電化製品も休ませてあげようと電源を消します。(差間小)
・我家ではセンサーライトを使って消し忘れがないように
しています。(芝樋ノ爪小)

・回る扇風機を使っていたので扇風機の後ろに冷えた保
冷剤を置いて風の温度を冷たくしました。
・外出する際、カーテンを閉めます。それにより、帰宅
後も割と涼しく過ごすことが出来ます。
・気温の変化には着るものを調節することでエアコンの
使用を弱くするなど心掛けています。

【ごみ】

中居小 6 年

・ゴミを減らすためトレーやビニールに入っている食材の購
入は極力しない。(安行小)
・卵の殻を捨てずにぬかみそに入れる。くず野菜、使いきる
のが間に合いそうにない野菜をぬかみそに入れてしまう。
穴が開いたストッキングは掃除に使う。(上青木小)
・生ごみの水分をしっかり切って捨てる。(戸塚南小)
・生ごみを我が家では畑の「肥料」としています。

【食べ残し】

木曽呂小 6 年

・子どもたちは食が細い為、食事が余ってしまうことが多
いです。次の日も食べてくれるように、リメイク料理(肉
じゃがをコロッケに、きんぴらごぼうをとりつくねにす
るなど)を考えてなるべく残飯を減らす工夫をしていま
す。(安行小)
・食事は余りが出ない様に作り、一人一人盛り付けをして
残さず全部食べられるようにしています。(木曽呂小)

【家族の協力・
声かけの工夫】

上青木小 6 年

・図書館などクールシェアスポットを利用しました。（新郷
東小）
・エコライフできたとき、「とてもかっこいいね」とほめる
ようにしてました。（慈林小）
・エコライフの意味を教え、チャレンジしたことをほめて家
族でシール表を作って目標を高めたりしました。(中居小)

たくさんのコメントやイラスト、ありがとうございました！！

多くの学校の皆様に参加していただきました(50 音順)
青木北小学校、安行小学校、安行東小学校、飯仲小学校、上青木小学校、上青木南小学校、神根小学校、神根
東小学校、木曽呂小学校、差間小学校、芝樋ノ爪小学校、芝南小学校、十二月田小学校、慈林小学校、新郷東
小学校、戸塚綾瀬小学校、戸塚小学校、戸塚東小学校、戸塚南小学校、中居小学校、根岸小学校、鳩ヶ谷小学
校、東本郷小学校、舟戸小学校、前川小学校、前川東小学校、南鳩ヶ谷小学校、元郷南小学校、柳崎小学校
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