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小牧小学校 
※エコライフチェックシートにかいてあることいがいにも二酸化炭素をへらせそうだなと思うことを心がけてやって

いっていきたいと思いました。 

毎日、二酸化炭素をへらせるように工夫しながらやりたいです。家族のみんなで協力しながらやりたいです。 

※私は、１～３個クーラーに丸をつけられなかったので、次はつけられるようにしたいです。 

家の人はできてないものがあったので、そこは教えていきたいです。 

地球温暖化の影響している所のえいぞうなのがテレビでやっていて動物にも、影響していて、できることから 

始めて、そんなむずかしくないと思うのでやっていきたいです。 

南極では、雪がとけていて大変なことが起こっているなと思います。 

※毎日チェックをつけているけどいつもできている種目とあまりできていないときがあるから毎日できているのは、

続けてできていないのは心がけたいです。 

※地産地消は、地域で生産されたものをその地域で消費することを基本した活動なんだなと思いました。 

外国で作られ物は、飛行機や船で運られてきます。 

飛行機や船が動くためには燃料が必要だから運ばれる距離が長いほど、燃料もたくさん使うから二酸化炭素が 

でることが分かりました。 

※今年は去年より全体てきにエコライフに取りくんだおかげでたくさん節約できることができました。 

家には緑のカーテンはないけど、ふつうのカーテンを使ってすずしくできるようにこれからは自分で工夫をして 

部屋が暑くならないようにがんばりたいです。 

※これからもシートのことも、シートいがいのことも気をつけて、来年の９月には、すべて○にしたいなと 

思いました。それと、エコライフチェックシートのことを心がけて、二酸化炭素をへらし、気象や農業などの、 

えいきょうをへらしたいなと思いました。 

※私は、エコをしたら地球温暖化にならないようにいっしょうけんめいになりました。 

水や食品や電気や資原を使いすぎないようにいろいろと工夫していってほしいなと思います。 

これからきをつけたいなと思います。 

※エコライフチェックカードをやったから、これから、エアコンの設定温度を２８℃にしたり、車を使わずに、 

自転車で、買い物に行ったり、お風呂はさめないうちにつづけて入ったり、使わない部屋の照明を消したり、 

トイレットペーパーｰみたいな、エコ商品を買って使ったり、近くでとれた産地をこうにゅうしたり、 

エコにいいことが出来たきぶんでうれしいです。 

※テレビを見る時間がおおかったので消す時間を多くしたいです。 

シャワーをつかったら、出しっぱなしにしないで止めながらシャンプーをしたいです。 

※こんな、小さな小さなことで、節やくできたり、地球がすずしくなったりして、すごいから毎日、 

エコライフチェックシートがないときでも、心がけたいと思いました。 

この紙を世界中に配り、そうしたら、世界中が涼しくなりよい、かんきょうになると思いました。 

 

村中小学校 

※「地域で生産されたものをその地域で消費すること」をきほんとした活動だとわかりました。 

＊地産地消の良い点＊ 

①旬のたべものを新しいうちに食べられます。 

②新鮮 

③住んでいる地いきの伝とう食文化のいじ。 

④農水産物の輸送にかかわるエネルギーをへらせます。いろいろなことがわかりました。 

※私は、文章で「飛行機や船で運ばれてきます」とかいてあって運ばれる距離が長いほど燃料もたくさん使うし 

二酸化炭素がふえつづけて、地球温暖化の影響にもなるけど、近くでできたものを食べると燃料も二酸化炭素も 

少なくなるし地球温暖化もふせげると思います。おじいちゃんがおうちで作ったトマトが一番近いと思います。 

※あらためて毎日の生活をふりかえると、自分でもできるエコライフがあるのだと分かりました。 

きれいな地球で生活していきたいのでこれからもいろいろことに気をつけて生活していきたいなとおもいました。 

※地球のために電気。ガスなど使いすぎないようにしようと思いました。 

いつも近いところは歩きでいき自転車でいける所は自転車でいこうと思いました。 

大人になったら、ゴミのポイすてをするようになる人もいると思うのでそうならないようにしたいです。 

※僕は、石油や石炭を大量に使うと二酸化炭素がふえ地球温暖化が急速に進んでいることはびっくりしました。 

それにこの地球温暖化により世界では様々な異常気象が発生し生態系も変わっているしこのまま進むと 

世界中で異常気象や生物多様性の影響、農業への被害などが予測されるので石油や石炭を大切に 



使いすぎないようにしたいです。 

※ほとんどが車で移動していたのでこれからは、車じゃなくて、自転車などにしたいです。 

節水や節電がいっぱいできたのでこれからもつづけたいです。 

電気、ガスがこんなにもかかるなんてはじめて知ってこれからも気をつけたいなとおもいます。 

※電気を未来のためにできるだけ節約したいです。 

二酸化炭素があまり出ないように生活での電気を節約しないと大変なことになるかも知れないけど未来はもっと 

電気で動かす物も増えて節約してもけっこうな二酸化炭素をだしてしまうのでなるべく自転車などで地球に 

二酸化炭素をださないようにして暮らしたいです。 

※冷蔵庫のとびらをすぐしめるは、かんたんだったのでつづけられました。 

これからもつづけたいです。後使わない部屋の照明を消すのとお風呂をさめないうちに入るのとマイバックを 

持って行くのは毎日やっているのでこれからも続けたいです。 

※ぼくは、ちゃんとゴミを分別しているからこれからもリサイクルなどをして環境がゆたかになるよう 

心がけていようと思いました。ぼくは○がかなり多かったです。 

ですが家の人がよく自動車をつかうからどうやったら回数をへらせるか工夫して乗ろうとおもいます。 

※エコライフチェックシートをした感想は、節約や節水をやるとこれで二酸化炭素をたくさん減らせることが 

分かったからよかった。 

ほかに石油や石炭を大量に使うと温暖化や異常気象がおきるかもしれないので二酸化炭素をへらすのはとても 

大切だと分かりました。 

 

小牧南小学校 

※私が思ったことは地球温暖化を気にした方がいいということです。 

よく考えると海面水位の上昇によっていつか日本が侵食されるかもしれません.いつか 

日本が砂漠化するかもしれません。 

そして農業への被害が進むと食べ物がなくなって人類が絶滅してしまうかもしれません。 

私はこれからも地球温暖化をとめたいと思いがんばります。 

※ぼくの行ったスーパーでは、愛知県産の野菜とくだものは、少なかったです。 

愛知県で一番多く生産されている野菜は、キャベツなのに、長野産の物が売っていました。 

※二酸化炭素削減に、エコバック持参が思った以上に効果があることが分かった。いつもエコバックを持って 

買い物に行っているがこれからもつづけていこうと思った。 

エアコンの設定を２８℃にすると思ったより暑くて、つらかった。 

カーテンをしめていても暑いのでこれはちょっとむずかしいとおもった。 

※これからもエアコンをつけっぱなしにしたり、ゴミを分別しないですてたりするのはやめようと思います。エコラ 

イフチェックシートがあることで、むだに電気をつかわないようにしょうと思うようになりました。 

やれることは、自分でやろうと思います。どうしてもできないときは電気の力にたよっていいと思います。 

これからもつづけてちょっとでも地球の役に立つようにしたいです。 

これがふつうの暮らしになればいいなと思います。 

※電気やガスをもう少し、せつやくしたいです。 

とくに、エアコンの設定温度を２８℃以上にするのに気を付けたいです。 

ゴーヤで緑のカーテンを作ったら、日光がさえぎられてエアコンの温度を必要以上にひくくしなくてもいい部屋 

もありました。 

※がんばって二酸化炭素を一日５００g以上へらそうと思って色々な事に気をつけたけど、へらすのがとても 

大変で５００g以上へらせなかった。 

こういう事をこれからも続けて二酸化炭素をがんばってたくさんへらしていきたい 

地球の生態系をまもっていきたいし、自分達の食べ物にも影響しているので地球温暖化が進まないようにしたい。 

※エコはとても大切なのだと知りました。エコをすることで、地球温暖化を防止できるし逆に地球温暖化が進むと、 

砂漠化や海面水位が上昇したり、酸性雨がたくさんふったりして日本にも影響します。 

エコを心がけながら３Rの「リユース」「リデュース」「リサイクル」この３つもがんばっていきたいです。 

※このエコライフチェックシートをつかい、エコは大切だと思いました。 

石油や石炭がないと、生活できないことがあるけど、大量に使う事で地球温暖化が急速に進むから、車をあまり 

使わない方がいいと思いました。このことを考えると車やトラックって本当に必要なのかなと思いました。 

※資料をみて地いきによって大変なことが起こっていると分かります。 

テレビでもホッキョクグマが流されているのを見るとつらくなります。 



なのでこれから世界中で環境に興味を持ってこれ以上温暖化を進めないことが大切だと思います。 

※電気などをあまり使わないことによって、お金の節約がよくできることがわかりました。 

今まですてていたトレイや牛乳パックが新しい物にリサイクルされているのも地球にやさしいことだと思いました。 

※地球温暖化の影響もそれがおきる理由も知っていてちゃんと生活しようとするけど、いざ記録をつけてやってみる 

とできなかった所がたくさんあったのでこれからは、エコに気をつけて地球温暖化をこれ以上進めないようにした 

いです。 

 

三ツ渕小学校 

※ぼくは、エコライフシートをやってぼくは、二さん化たんそをもっとへらそうと思いました。 

その理由は、二さん化たんそがうえすぎると、いじょう気象がおきたりして、大へんそうだから、今できることを 

やって二酸化炭素をへらして、大へんなことにならないようにこれからは、少しずつでもいいから 

今できることをやっていきたいと思いました。 

※いつもふつうにしていることがこんなにかんきょうにかかわるなんてびっくりした。 

※二酸化炭素をへらすには、バイクか車か電気をつかうのをへらすことで二酸化炭素をへらせるからできるだけ石油 

か石炭かガスをつかわないようにしてこれからもしていきたいと思います。 

※ぼくは平気で設定温度を２５度にしてすずんでいるけど１年で６７０円節やくができるなんてすごいと思ました。 

なぜなら温度を上げるだけで６７０円節やくできるからです 

※ぼくが、エコライフチェックをやって、「これからはこれをがんばろう」と思ったことは、 

まず電気を節やくするところの｢テレビを見る時間をへらす」です。 

ぼくは、いつもボケーとテレビを毎日みてるので、1時間でも、テレビを見る時間をへらして、電気を節やく 

したいと思いました。みんなが意しきすることで、地球は、きれいになると思いました 

※車を動く日がだいたいだったので、全部○にするのがむずかしかったです。 

また、少しシャワーを出しっぱなしにすることが多かったので気をつけたいです。 

他にも、その次の日に続けて食べることが多いけど、ごはんをよくのこしてしまうので気をつけたいです。 

来年は、すべてのこうもくが○になるように気をつけたいです。 

※私は、マイバックをもってお母さんとかい物へ行けてよかったです。エアコンも２８℃以上にこころがけました。

ゴミの分別、近くの産地で野菜などの食べ物をかうこと、作ってくれたごはんは、きちんと食べること、 

エコライフチェックシートをやって少しのことでエコにつながるんだなと思いました。 

※エコライフをして、地球をすくうことを考えることができ、世界を守るためにエコライフチェックシートが 

おわっても、エコのかつどうはつづけて守ろうと思った。 

そして、できるエコをどんどんさがして、温だんかをふせごうと思いました。 

※エコライフのこうもくにたくさんの○をつけられたということはかんきょうについてとても協力できた 

ということだと思うのでこれからもかんきょうの問題について考え、協力していきたいと思います。 

※一週間節約することで空気がなくならなかったり地球温だん化によって異常気象が発生したりしてしまうので 

森や林がなくなって二酸化炭素が増えてしまってどんどん進むので自分もこのようにならないよう気をつけて 

ポイ捨てや節水、節電などをし環境にいい生活をしようと思います。 

 

味岡小学校 

※ごみも大切なしげんだと分かりました。 

※エコに協力できました。いつもエコの協力ができていい気分になりました。 

これからもエコの協力をがんばりたいと思います。町の人たちがきれいだなとおもえる町にしたいと思いました。 

※地球温暖化はわたしたちのみじかなところでも、いへんがおきるんだなと思いました。二酸化炭素はへればへるほ 

ど地球温暖化はなくなっていくと思うので、これからもやっていきたいと思います。 

私達のちょっとしたことが環境を守ることになると分かりました。 

※水やガスをむだに使うとお金の料がとても多くなるのでむだにしないようにエコライフチェックシートを 

しっかりとして、水やガスをむだにしないようにがんばりたいです。 

エコライフは世界にもつながるので、せつやくすることをめあてにしてがんばりたいです。 

※わたしは、好ききらいが多いので食べ物を残すことがあったので、食べ残しは環境に悪いことがわかって、 

もっとがんばって食べようと思いました。照明をそうじしたことはあまりなかったので良い事に気付かされました。 

※自分より家族のほうがエコなことをしていたのでもう少しエコなことをできるようにしたいなと思いました。 

一番「おふろはさめないうちにはいる」ができなかったので、できるだけつづけてはいれるようにしたいなと 

思いました。 



他に一度でも×がついているのが５つが自分で１つは家族ですごい、自分のほうが多いのでもう少し直せるように 

したいなと思いました。お母さんは「近くのさんちでとれたものを購入した」をしているのをはじめて知りました。 

※自転車や徒歩で習い事へいったり、おつかいものにいき、年間１１５ｋｇの CO2 削減できたのでこれからも続け 

たいです。 

※わたしは電気やガス、しげん、水、食、車、住をあまり気にしてなかったけどエコライフチェックシートを 

使って環境を考えて、生活できるようになるから、わたしは環境が少し変わるんだと思いました。 

※エアコンを２８℃以上にするだけで二酸化炭素が１１６もさくげんできるなんてびっくりしました。 

なのでこれからはエアコンをなるべく２８℃以上にしてもっとエコを心がけたいと思いました。 

※自動車などを使わないことはできなかった。アフリカでさばく化が進んでいるなんてしりませんでした。 

夏休みだけじゃなくもいじょう気象を防ぎたいと思いました。 

 

篠岡小学校 

※1 週間努力をしましたが、○が付かない所もあったので自分達ができることから始め、もっと環境を 

見直せたらなと思いました。なのでエコライフチェックシートに書いてあった事だけでなく、 

ほかにもできる事があると思うので頑張ろうと思います。 

※自分で考えてみると、できていない日があったので、是からは心掛けたいと思った。 

地球の為にゴミを捨てたりなどの事は自分でもしないと他の人がやろうとしていたら注意したいと思った。 

※テレビや、パソコンを一時間位やめればエコになったり二酸化炭素が減ったりするのがあるんだなって思いました。 

是からも、テレビなど一時間減らして見ようと思います。 

※私は、エアコンなどは部屋を冷たくしているので別に大丈夫などと思っていたのですがそうゆう物も温暖化に 

つながるんだなと思いました。 

※私は、エコライフチェックやって電気や、ガス、資源水、食品について節電、節水,節食ができてとても嬉しかった 

です。これからもこの「うれしい」気持を忘れずにエコに取り組んでいけたらいいと思いました。 

※夏は、暑かったので、エアコンの温度設定が上げられなかったのです。 

お風呂も続けてなかなか入れなかったのでこの２つをこれからの目標として頑張って取り組んで行きたいと 

思います。地産地消は、ずっと心掛けていて、農協を利用して野菜やお米を食べています。 

新鮮でおいしく日もちするのがうれしいです。 

※エアコンを 28℃以上にする事が難しかったです。 

雨の日が多かったのでテレビを見る時間が多くなってしまいました。 

※エコライフチェックシートをやった事で、わたしや家族のエコに対する姿勢を知ることができてので、 

良かったです。エコライフチェックシートが無くてもエコを心掛けるようにしたいです。 

※エコライフチェックで地球温暖化の原因となる二酸化炭素が家庭から出ているのをしったから 

これからも家で二酸化炭素を減らす為に、努力したいです。 

※いつも使っている車や家電製品から二酸化炭素が出ているなんて初めて知りました。地球温暖化が進むにつれて、 

地球が大変になっている事を改めて知りました。なので僕も、エコをしたいとなと思いました。 

 

北里小学校 
※私たちが、普段している事でエコになるので、四角に○が付いていなかったのは、自分で心掛けれることなので 

 普段から当たり前前の様にして毎日がパーヘェクトにできる様にしたいです。 

是からも自分の周りが良い環境で過ごすためにもしっかろとエコに意識して過ごしたいです。 

※二酸化炭素を減らす為にお風呂は冷めない内に続けて入るとかエアコンの設定温度を 28ｄ以上にするとか、 

電気や、ガスを使う量を減らす事が大事なんだと思いました。地産地消をすることも大事なんだなと思いました。 

※地産でとれた物が全然かえていなかったので、今回の結果を見て産地でとれた物を買っていきたいと思います。 

 マイバッグを持って買い物に行く事が無かったので是から買い物に行く時は、毎回マイバッグをもって買い物に 

行こうと思いました。 

※しっかりエコを守れば、環境が良くなるのでしっかりエコを守って是から先もこの環境で健康に気を付けて 

いきたいと思います！温度や、空気の入れ替えから毎日気を付けて生活して、家族がみんな健康でこれからも生活 

出来る様にこのエコを守って生活して行きたいと思っています。 

※地産地消や環境の事に気を付けたいです。できる事は、やって環境を良くしたいです。 

※自分は夏休み以外ゴミすてに行かないのでゴミ捨てのつらさを知りました。 

地球温暖化が進行しない様にエコライフチェックシートは必要だと思った。 

これからもなるべく気を付けて行きたい。 



※地球の事について知れて未来の影響があるんだなと思いました。テレビや、エアコンの量を減らすと、 

少しでも地球温暖化の影響が減るのかもしれないので未来の事を考えるととっても大切なので色々ひかえようと 

思いました。 

※二酸化炭素がそんなにある事が初めて知りました。 

私がエコライフチェックで×が多かったのが電気、ガスの所でした。 

なので是からは、電気、ガスを大切にしていきパソコンを見る時間少し減らして行きたいです。 

下の段は、すだれを使っていないとどうなるんだと思いました。 

※一つ、一つ考えて生活をすると何だか、電気代が、高くならないなと思いました。 

水をちょっとでも無駄にしなければ、お金が無駄にならないから気を付けて生活したいなと思いました。 

※思ったより色々と気を付ければなかなか二酸化炭素は、できないんだなと思いました。 

僕も、歩きでどこかへ行く時は、お母さんに乗せてもらわない様にしたいと思いました。 

地球が危ないのでちゃんとしっかりしていきたいです。 

 

米野小学校 

※エコライフチェックシートをやることで地球に良いかんきょうをあたえられていると思ったのでよかったです。 

 エコライフチェックシートにのっているこうもくを毎日出来たらやろうと思いました。 

※みどりのカーテン・すだれなど使っていないけど、もし使ったら体感温度が約１.．５度下がるといわれているって 

かいてあるから、エアコンの設定温度を少しだけだけど上げれるかなと思いました。 

※いままで地球温暖化について調べたことはあったけれど、自分でよくするために実行したことはなかったから、 

 やってみていつも当たり前のことになっていることを、ちょっと変えるだけでエコになるということが 

分かりました。 

これからもエコを意識してすごしていきたいと思いました。これからもがんばります。 

※エコライフチェックシートをやって、ぼくはいろんなことに気をつけてきました。なので夏休みの時だけじゃなく、 

この一年間ずっとエコに気を付けていきたいです。 

※異常気象を防ぐためにも、二酸化炭素を減らすことを意識すること、被害などが防げるんだなと思いました。 

これからもできることはエコライフチェックシートを思い出してやっていきたいと思いました。 

※エコライフチェックシートの内容を見るとたくさんのせつやくをすれば、地球にやさしくなる事をしりました。 

 少しでも私にできる事、家族でできる事を話し合ってやりたいと思います。 

みらいの私たちのためにかんきょうに良い事をしていきたいと思います。 

※二酸化炭素を減らすためには、れいぞうこをすぐしめる。 

使わない部屋の照明を消すなどちょっとしたことで、だいぶかわるんだなと思いました。 

テレビを見る時間をⅠ時間へらすと年間３７０円せつやくできるんだよ。 

これからはちょっとしたことでもこちんと気にしてこまめにけしたり、できることはしていきたいです。 

※エコはみんなぜったいやっていると思うけどお母さんにまかせっきりにするんじゃなくて自分で出来る節水や 

節電の基本の事ができるようにしていきたいです。あとテレビを使ってゲームをすることがあるのでその時間を 

へらせるようにしたいです。 

ゴミは分別が大切なので、てきとうにポイポイ投げるんじゃなくて分けて捨てるようにおぼえたいです。 

※エコライフチェックシートを夏休みにしっかりできたのでいいと思います。わたしは夏休みだけではなく、 

これからしっかりと毎日気をつけようと思いました。 

１人ひとり温暖化にならないように気をつける事が大事だとわかりました。 

照明をこまめにそうじをして、ふせごうと思いました。 

※マイバックは二酸化炭素を多くさくげんすることが分かったのでこれからもつづけていこうと思いました。 

これからはご飯を残さず食べることを目標にしてがんばろうと思いました。 

 

一色小学校 

※エコライフチェックシートをやって毎日冷蔵庫を早くしめたりしていつも注意していました。 

少し気をつけるだけで、二酸化炭素がへらせることが分かりました。 

1 人 1 人が気を付ければアフリカの砂漠が広がることもなくなるし、海水の水がふえることもふせげられると 

思います。これからも地球を守りたいです。 

※前に地球温暖化の授業があり少しずつなおしていたつもりができてなかったのでこのエコライフチェックシートで 

確認できてよかったです。 

このままでは、地球温暖化が急速に進んでしまい地球は大変なことになってしまうので、 



ちょっとずつでもいいから協力をしなければいけないと思いました。 

※今地球がどんどんどんどんこわれかけているから、みんながみんな少し気にするだけで少しずつ地球が 

なおるんじゃないかなと思いました。 

※私の家では、エアコンの温度は２７℃です。 

少しずつすずしくなってきたので２８℃にしてエアコンをつかいたいとおもいます。 

お母さんやお父さんは、毎日車にのっています。 

近い所へ行く時は、車ではなくて、自転車や歩いて行くように話をしました。 

※エコライフチェックシートは、とても大事だと思いました。地球に関係することだから大切だと思いました。 

できることは、今からやったほうがいいと思うから、カーテンの利用や照明は、こまめに消したり、 

そうじしたりすると、地球の二酸化炭素がふえないなんだなと学びました。 

※地産地消は新しいうちに手に入るし近くの食文化が守られることはいいことだと思いました。 

これからもエコライフチェックシートの項目を忘れずに生活したいです。 

※自分 1 人ではできないと思いました。だからエコはみんなの協力がないとできないとおもいます。 

ひとりひとりがいしきを持ってとりくめば地球温暖化もふせげるとおもいます。 

※特に住まいでのＣО2を出すことがこのエコライフチェックシートを通じて分かりました。 

又エアコンは２８℃以上にしないと、かなり環境に悪い事を知りとてもおどろきました。 

このエコライフチェックシートの結果を家族に報告して生活を見直したいとおもいます。 

※エコライフチェックシートをやって自動車をお母さんが仕事に行く時ほぼ毎日使っていて、なるべく自転車を 

使ってもらうよう言おうと思いました。エアコンの設定温度を２８℃にするのが少しむずかしかったです。 

家族が「暑い」といっていたので最初は２６℃クーラーいにして、あとから２８℃はだめでしょうか？ 

※私たちひとりひとりが心がければ未来もきっとすくうことができるとおもうからこれからも続けること 

心がけたいです。また家族と懇談して温暖化の事について話し会いたいです。 

それに家族の人といっしょにやったのできっと車を使う時も心がけてくれるとおもいます。 

去年、今年とエコライフチェックシートをやっているのでだいぶ心がけれるようになったので、 

来年は、エコライフチェックシートがなくてもがんばりたいです。 

 

小木小学校 

※わたしは、たくさん二酸化炭素をだしていることを知ってびっくりしました。 

もう１つびっくりしたのは、オレンジやバナナは、日本で作られていると思ったけど、外国で作られていると 

知ってびっくりしました。 

近くでできたものを食べると二酸化炭素がへらせるので、近くでできたものを食べるのが良いと知りました。 

※エコはやはりたいへんなんだなと思いました。 

どうしてかというと現代の人は、昔の人とちがって暑さなどにたえきれずエアコンなどをつけてエコなどを、 

あまりしようとしないからです。自分の生活をみなおしても、まだまだエコができていない所がたくさんあって、 

びっくりしました。 

※部屋のあかりを消して１つの部屋をつかって節約した。 

ゴミをすてるときに、もえるゴミ、プラスチックごみを分別してすてた。 

テレビをあまりつけずにエコにとりくめた。地球温暖化をふせげるようにがんばった。 

※わたしは、エコ活動に心がける、いいきっかけになったと思います。 

○がふえるといいなと思って心がけることができました。 

※自動車を使わずに、自転車、バス、電車を使うことができたか？という所は全部あてはまらなくて、自動車は 

楽だから、使ってしまうけどこれからの地球のことも考えて、自転車、徒歩でいきたいと思います。 

目標のⅠ日で５００g以上の削減を目指そうでは全て５００g以上の削減ができました。 

暑いがいろんな道具にたよらず、自分から涼しくしていけるように工夫していきたいとおもいます。 

※自分から使っていない部屋の照明を進んで消すように努力しました。 

他には、エアコンの設定温度を２８℃にして、扇風機をつけて空気を回して部屋を涼しくしました。 

お母さんに聞いていろいろなエコの方法を学びました。これからは、自分の周りのかんたんな事から 

二酸化炭素をへらしていきたいです。 

※夏になると、だんだん暑くなっていくからエアコンの設定温度を２８℃よりすずしくしているから電気の 

むだだから暑いのをつぎからがまんしたいと思いました。洗濯物は、できるだけまとめてあらうのがいい。 

水がもったいない。つぎからは、ごはんなどをのこさないようにがんばりたいです。 

※いつもは、あまりエコを心がけてなかったけどチェックシートを始めてからは、エコを心がけるようになれたし 



 少しエコになることをするだけですごく多くの二酸化炭素をへらすことができることを知って勉強になりました。 

※ちょっとしたことで、こんなにも二酸化炭素をへらせるなんてびっくりしました。 

これからも地球温暖化をふせぐ活動に協力したいと思います。 

またエコライフチェックシートに書いてあったことだけでなく、ほかにも地球にやさしいことを見つけて、 

エコを心がけて地球温暖化が進むのが止まったらうれしいです。 

私たちが住んでいる地球を、私たちでこわしたらだめだと思いました。 

※１日ずつやってたんだけど、Ⅰ日ずつ書いていて緑のカーテンはエコに入るんだと思いながら書いていたので 

勉強になつたと思いました。もっとエコのことを知るようにがんばりたいです。 

 

小牧原小学校 
※ぼくたちが２０代くらいになった時の地球のことも考えて、エコをやっていこうと思います。 

※エコライフチェックシートをやって、マイバックや車を使わずに生活することで、ごみのげんりょうや 

地球温暖化の異常気象をふせぐことができると思いました。異常気象のせいで農業や生態系も変わってきたり、 

もしかしたらひょうざんがとけて見ずが多くなって、島がしずんだりするのかなと思いました。 

毎日エアコンは２７度だったけどエアコンは地球温暖化の原因な事がわかって、エアコンは毎日２８度に 

するようになりました。 

※家での生活を振り返ってこれからもっと地球のためにすごしかたをよくしょうと心がけていきたいです。 

地球温暖化によって異常気象が発生しているとはしらなかったので気をつけたいと思います。 

※エコをすることで地球のことにつながることを知りました。地球温暖化はいろいろと被害が起きることをよく 

分かりました。 

地球温暖化のせいで農業への被害があるのならこの世界もいつかはちがう星にいかないのかなと思いました。 

※リサイクルや自然などを大切にしていきたいなと思います。 

地球温暖化をもっとエコなどをしていきたいなと思いました。 

※ぼくは、ちいきでとれた物をこうにゅうしたいです。理由は二酸化炭素をへらせるからです。 

外国は飛行機や船で二酸化炭素がふえます。でも緑をふやせば二酸化炭素がふせげます。 

※こういうエコライフチェックシートをやると１日になにができていて、なにができていなかったかがわかり 

とてもよかった。できていないのは次はちゃんとやろう、ああ、これできてなかったなと思いました。 

１０個ぐらい、これはできた、できてないか書くのがあり、丸をつけるときみる勉強になりました。 

※ぼくたちがいしきすることで地球全体がよりよいクーラーしができると思ったので、これからもつづけていきます。 

※エコライフチェックシートをやって思ったことは、私は前までは当たり前のことしかできなかったから、 

地球が大変なことになっていたかもしれないけどエコライフチェックシートをやってみると地球が大変に 

ならないように、項目に気をつけて生活していたので地球は少しはよくなったと思いました。 

これからも地球が大変なことにならないように項目に気をつけて生活したいです。 

※エコをするとすごく地球にやさしいのでもっとたくさんエコをしたいです。 

じぶんたちにできるエコがあるのでできることから始めてみたいです。 

ツバルの砂浜や、アフリカのサヘルの地域のようになってる場所があるからみんなでもっとエコをしてもとに 

もどしたいです。 

 

本庄小学校 

※エコライフチェックをやると、いつも心がけて電気・水を使うことができました。 

さいきん電気・水の使用量がいつもは、高かったけれど、やすくなって、うれしかったです。 

私は地きゅう温だんかにならないよう水・電気を大切に使おうと心がけたいです。 

水・電気を少し使うのをふつうにしたいです。 

※れいぞう庫のとびらをすぐしめることや、テレビを見る時間、パソコンをする時間を 1 時間へらすことなど、 

エコライフチェックシートには、かんたんで、できるものが、ほとんどだったので毎日、毎日、 

できることをやっていって、二さん化炭そを使う量をへらして、いじょう気象を防ぎたいです。 

※どうすれば二さん化炭そをへらすことができるのかがよく分かりました。あと、これからはそれに 

気をつけようと、思います。 

※環境のことを考えながら１週間やって、ほかに日にちも少しずつやりながら環境を守っていきたいなと思いました。 

こうゆうことをすれば、環境が、きれいになり、いい環境が作れるなと思いました。 

ごみ箱以外にすてると環境が悪くなるので、ちゃんとごみ箱にすてるようにこれからも、心がけたいです。 

※地球温だん化が進むと、どんな事になるのかくわしく分かりました。異常気象をふせぐ方法も分かりました。 



※地元でつくられたもの薬をつかわず家族や小牧のみんなでたでれば小牧がもっとあかるくなると思います。 

※地元でとれた肉や魚や野菜は、すぐにはいそうできるためいままでより新鮮でおいしいものがたべられろと 

思いました。 

※今度すだれや緑のカーテンをかってみたいと思いました。 

お風呂を冷めない内に続けて入ると、２３８ｇも二酸化炭素量をへらせるなんてすごいと思いました。 

だからお風呂は続けて入っていこうと思いました。 

※二酸化炭素減らすために、ごはんを残さず食べることや、エアコンを２８度以上にすることを 

守るようにしたいです。 

それから、お風呂も、冷めないように、続けて入いるようにしたいです。 

それから、自動車や、バイクを使わずに、自転車、徒歩、バス、電車などを使うということと、緑のカーテン、 

すだれなどを使うことができなかったのでこれからは、なるべくできるようにしたいです。 

※二さん化炭そがこのことでへらせると知って、これからも、二さん化炭そを、へらしたいと思いました。 

この１５このことで、二さん化たんそがへるので、この、１５このことをみんなで協力して、二さん化たんそを、 

なくしたいです。これからも、この１５こを、気をつけたいと思いました。 

そして、二さん化たんそを、なくすために、できることから、始めようと思いました。 

※ふだんの生活の中で、なかなかエコのことを考えることはないので、これからは、エコになるべく心がけようと 

思いました。あと、こまめに電気を消すとか、れいぞうこをあけっぱなしにしないという少しのことで、 

エコになるので、今度からはきちんとたくさんのエコにとりくんでいきたいと思いました。 

 

桃ケ丘小学校 

※たまに、ビニール袋を貰ってしまうけどエコバッグをもっていくと 159ｇもの節約になるとしったから 

エコバッグをこれから持って行こうと思った。 

※僕は、今までそごく二酸化炭素をだしていてエコライフをして二酸化炭素を減らそうと心がけたら、 

ほとんどの日が約 500ｇを減らせていてこれからも心がけて行こうと思いました。 

※私は、このシートをやってだいたい出来ていたけどできていない所もあったのでこれからは、 

できる様になりたいなと思いました。後、二酸化炭素を減らさないと、異常気象などの被害がでるので是からは、 

このシート以外の事もってみたいと思いました。 

※チェックしていると沢山こうもくがあったので、これぐらい地球から沢山の自然があれてもいるから気を付け様 

 と思いました。食品売り場で、野菜を見てみたら、地産地消のものがあるから、その商品を使ってほしい伝えた。 

※僕が、エコライフチェックをやって地球温暖化になるということが分ったので色んな事に気を付けたいと 

思いました。部屋の温度を下げる為のカーテンやすだれを上手に使えばいいんだなとおもいました。 

照明などをきれいに掃除をして明るさをアップしたいなと思いました。  

※地産地消が特にできていなかったので是からは地産地消を心がけようと思います。 

これからはエコに心がけて次にエコチェックシートなどがあった時には全て○が付く様にしていきたいと思います。 

※お風呂を続けて入ると年間で約 5270 円も節約になる事を初めて知りました。 

妹といつも長くお風呂に入っているので是からは、気を付けたいです。シャワーも水を細めに少なく使いたいです。 

※エコライフチェックシートをして環境の事を考えて過ごせました。 

1 日目の○の数より最後の方特に心がけていたので○の数が多かったです。 

エコライフチェックシートが終わっても心がけ様と思います。 

エアコンの所が全部○に出来なかったのでちゃんと環境にいい温度にしようと思います。 

ご飯も残してしまったのでちゃんと食べようと思います。これからも環境にいい事をしようと思います。 

※水とか、電気とかを大切にしないと地球が大変になっちゃうからこのチェックシートが終わったけど 

気を付けておこうと思いました。 

※少し、気をつける事で地経温暖化を防ぐ事ができると知ってびっくりしました。 

エアコンは「、28℃以上だと暑い』と言って 25℃にしてしまっていたので、是からは気を付けて居と思いました。

一度口内炎ができてしまって少しご飯を残してしまったので是からはちゃんと食べる様にしたいと思います。 

 

陶小学校 

※思ったよりほとんど丸になっていておどろいたし、お風呂に冷めないうちに入ると約５，２７０円もの 

節約になると書いてあって、だれでもできる事でそんなにも節約できると知れたのでよかったです。 

これからも環境の事を考えて生活したいです。 

※わたしはみどりのカーテンや、すだれなどいがいはできたけど、すだれなどはなく、エアコンばかり使って 



いたので、おかあさんに聞いて、つけられるならつけてみたいです。 

あと、クーラーばかりつけていると体にわるいことしれました。 

※ほとんどがまもられているし、このシートはいろいろな注意できていいなと思いました。 

これから心がけたいと思いました。 

※エコライフチェックシートは自分がやってたりやってなかったりすることを自分に気づかせてくれるためだと 

わたしは思います。わたしはなにかをやっている時、これはやっていいことかダメなことかを気づかせてくれます。 

すごくべんりでした。 

※二酸化炭素ふえるということはいいことだと思っていたけれど悪いことだとわかっておどろきました。 

二酸化炭素がでないために近くの産地でとれた物をこうにゅうしたいとらんがあったんだとわかりました。 

これからも地球にもとずいていきたいと思いました。 

※少しいしきすればかんきょうにはとてもいいことなのだなということが分かりました。 

丸がつけられなかった部分があったので、これからはしっかりとやって地球のかんきょうをよくしていきたいです。 

※ふだん気にしてないことを調べると意外な結果になりました。 

この調査で地球のかんきょうを変えることができると思うのでつねに意識していきたいです。 

※自分が前までしていた事が地球のかんきょうは悪くしていたことを初めてしっても何度もしてしまうので、 

地球のかんきょうは考えていきたいです。 

他にも、まだまだ自分にできることがあるので自分ができることはやって、地球のかんきょうを 

変えていきたいです。 

※一週間で一日４００ｇ以上も二酸化炭素を減らすことができたのでとてもおどろきました。 

３Ｒのリデュース、リユース、リサイクルのなかで自分でもできるシャンプーなどはつめかえ用を買う、 

マイバックを持って買い物に行く、短くなったえんぴつも使う、リサイクルされた商品を使う。 

物を最後まで使うことなどをこれからもやっていきたいです。 

※私は表の面を見たとき地産地消ってなんだろうと思いました。 

でもうら面に説明が書かれていたのでついつい読んでしまいました。 

地産地消いがいにも地球温暖化のことも書かれているので、これからはもっとかんきょうのことを考えて 

生活していきたいなと思いました。 

 

光ヶ丘小学校 
※私は、エコライフチェックシートをやって見てエコをする事は、とても地球にとても優しいことだと改めて 

思いました。是からもエコを続けたいと思いました。 

※エコライフチェックシートはどれだけ二酸化炭素を減らしたかが分っていいなと思いました。 

ガスや水、食べ物、電気を節約したから、みんないい生活が出来ると思います。 

この、エコを心掛けて生活が出来ると、身の回りや、近所が綺麗になるし、二酸化炭素が減って、 

町もきれいになると思いました。 

※家庭にいい生活が出来たし、自分でもどうすればエコに成るかが分ったので本当に良かった。 

エコライフチェックシートが無くてもいい環境が自分で作れるように頑張りたいです！ 

※エコライフチェックシートをやっていつもよりもきちんと出来た気がします。 

１５個気をつけるだけで地球がきれいになれるっていいなと思いました。 

エコライフチェックシートで地球がきれいになるので是非来年の 4 年生にも進んでやってもらいたいし 

自分自身も、気を付けて進んでやって見ます。 

※地球温暖化を身に感じます。私が小学生の時、夏の気温が３０℃で暑いー！！と言っていましたが今は普通に 

３０℃超、４０℃に近くなっています 

※最近では、竜巻も増えてきており温暖化が進んでいるのだなとますます思います 

地球人全員が同様に気を付けていけたら良いのですが、そうゆうわけにもいかないので、自分の出来る事、 

見つめ直しエコライフを続けて行きたいです又地産地消、このあたりだと有難い事にＪＡもあるので、 

いつも利用しています美味しいです美味しいお野菜がいつまでも食べていたいです。 

※エコライフチェックシートを始める前は、エアコンの温度が２６，５度などだったけど、是を始めてからは、 

 ２８℃以上に出来る様に成りました。是からもいっぱいエコをしたいです。 

今○が付いていない所も全部が○になる様に気を付けたいです 

※地球の環境の為に是からも色々な事に気を付けたいです。出来るだけ徒歩でいろんな場所へ行きたいです。 

※二酸化炭素を減らすには色々な方法がありました。是からも気を付けたいです。 

※ちよっと心掛けるだけで地球の未来が左右される事を始めて知ったのでこれからも心掛けて地球温暖化を防いで 



 いこうと思いました。 

※お風呂は、冷めない内に続けて入ったら年間で約 5,270 円も節約になるとは知りませんでした。 

是からも続けて行きたいと思いました。 

電気や、ガスや、資源や水や食を早く閉める事や、早く消す事や、早く入る事、とても大事だと改めて感じました。 

 

大城小学校 

※エアコンの温度を 28℃以上にするのがあまり出来ていなくてエアコンの温度の事を少し気にかけて生活して 

見ようと思いました。冷蔵庫の扉の事部屋の事開けたままにしないように。 

※エコライフチェックシートでは、毎日○が 4 個以上だったからまあいいかなトは、思いました。 

特に、電気、ガス、資源、食はできていました。是からは、できていなかった水をできる様にしたいです。 

※普段の生活で、どれだけＣＯ２を出しているか、減らしているかが分って、ＣＯ２ｗｏ減らす事を意識出来ました。 

次からは、できるだけＣＯ２を削減して、環境を守って行きたいと思いました。次も頑張りたいです。 

※エコライフチェックをして○が少なかったので是からは○が付かなかった所を意識して行こうと思います。 

○の一つ一つが温暖化を防ぐ対策に成ると言う事が分りました。 

※地産地消トは、地域で生産されたものをその地域で消費する事ですが国の基本けいかでは、 

地域で生産されたものを地域で消費するだけでなく地域で生産された農産物を地域で消化しようする活動を通じて 

農業者と消費者を結びつける取り組みであり是により消費者が生産者とかがみえ話がができる関係で地域の 

農産物商品を加入する地産地消簡単に分る事で地産地消トは、地域生産地域消費後で地域で生産された様々な 

生産物や農産物や水産物をその地域で消費する事。 

※今やっているエコ以外にもこんなにやる事があるなんて知りませんでした。 

節約はやって見てとても大切だと思います。なので是からも続けて行きたいなと思いました。 

※エコを頭に入れて生活が出来て良かった。こんどからなるべく電気や、ガスを使わない方がいいと分った。 

※外国や遠い場所から来た「食べ物」を沢山食べるのでは無く、近くでとれた食べ物を食べようと思った。 

二酸化炭素が減る。二酸化炭素を減らすには、表の事が出来ないと、いけないのだと分った。 

※エコライフチェックシートをやるとゆうきがでて「次も頑張るぞ」 

という気持ちが出てくるからエコライフチェックシートはやった方がいいと思いました。 

エコライフチェックシート、すべて○になるまでやりたいし、地球が綺麗になってほしいから、 

エコライフチェックシートが好きになりました。 

※一つ一つを生活の中で注意していれば環境が良くなると分ったので是からも注意しながら生活して行きたいです。 

※冷蔵庫の扉は、すぐに閉めるほかに、とるものを決めて、開けたりしました。 

シャワーを出しっぱなしの時のガス代とシャワーを出しっぱなしにしないだときのガス代の差が結構したから 

できるだけ出しっぱなしはしない様に頑張りたいと思いました。 

 


