
 

 

 

コメント集 
抜粋です 

全部のコメントはシートをご覧ください 

原文のまま掲載しています 
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小牧小学校 

 

４年 

 

※色々な環境の事にふれられてとてもよかった。二酸化炭素とか地球温暖化の事に気を付けたいです。 

※毎日、あまりエコについて考えてなかったので、エコの大切さを知る事が出来ました。 

ぼくが 1 番エコに気を付けることが出来たのは地産地消です。 

※地球が砂漠化していることを改めて気づきました。これをきっかけにエコにがんばっていきたいです。 

※石油や石炭を大量に使って二酸化炭素が出ることはよくないないから、考えてがんばっていく。 

※食品ロスはいけない。日本の残飯は全食料の 2 割ならもう少し輸入をおさえたほうがいいと思う。 

熱帯雨林が破壊されると地球温暖化になるから気を付けたい。  

※これまで自分がエコ出来ていなくておどろきました。これからは気を付けようと思います。 

地球のためみんなのためなので全国の人がエコに協力するといいと思います。 

※暑かったのでエアコンの温度を 27℃以下にした日が何日もあった。冷蔵庫の扉を直ぐ閉めた。 

野菜はおじいちゃんの作った物を食べたので地産地消になった。 

※このチェックシートわたされるまえは、地球のことなどあまり考えていなくて節約、節電、節水など 

全くしてなかったのでこのような機会があって少し考えようと思いました。 

ふだんからみんなが地球の環境について考え良い生活を送ってほしいと思いました。 

※1 週間エコについてよく考えて行動に移すことが出来た。これからもエコについて考えて生活したいです。 

エコの大切さも同時によくわかりました。良い経験になりました。 

※いつも、あまり気にしていないことでこんなに二酸化炭素が出来ていることを知り、 

地球温暖化のもとになる事が分かったので今度からは意識していきたいです。 

 

５年 

 

※石油や石炭を大量に使うと二酸化炭素がふえて地球温暖化のが早くすすんでしまい, 

世界の気温が高くなってしまいます.エコをたくさんして温暖化を防げる事が分かりました。 

※これをやり、思っていたよりもエコになっていないことがわかりました。 

これ以外でも出来ることはないか考え実施したいと思いました。 

将来スーパーなどのオーナーになったら食品ロスが少しでもなくなるよう必要な分だけにしたいです。 

※ちゃんと一人ひとりが意識すれば限りある地球の資源を節約できることが分かりました。 

※自分たちが住んでいる大事な地球を自分たちが環境破壊をしていると知るとだまってみすごすわけには 

いかないので皆も地球温暖化の影響を知って、一人一人が意識して生活するだけで、 

大分変わると思うからこれからも地球温暖化というキーワードを想いながら生活したいです。 

※ゲームをする時間を短くする。出されたものは残さず食べる。ゴミの分別は出来た。 

※自分の生活をふり返ってみると出来ていない事、意識していないことが多かったので気を付けたいです。 

これからは自分たちの出来ることを積極的に行って二酸化炭素を減らしていきたいです。 

※チェックシートをやることでできなかったことをリベンジ出来る。 

※電気やガス、資源などちょっとしたことを意識するだけで異常気象をふせげたり、 

地球のいい環境を作れるんだなと思いました。これからはそういうことを意識して生活しようと思いました。 

このシートをやってたくさんの地球にいいことが分かりました。 

※少しづつの積み重ねでも二酸化炭素を減らす事が出来ると分かりました。 

これからもむだなことはしないように気をつけていきたいです。 

※目標を達成出来ました。家族の協力もありました。 

私たちの未来が地球温暖化で異常気象にならないようにもっともっとエコライフをしようと思いました。 

 

村中小学校 
 

４年  

 

※資源ごみを種類ごとに分別があまりできていなかったため次はもっと○がふえるようにしたいです。 
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※環境にやさしいという事は大切だなと思いました。 

やさしくないと生き物に被害を与えてしまうので生き物や自然などの生命が生きられる環境を作るように 

心がけていきたいです。節電などの節約を進んでしたいです。 

※やってみて気持ちよかったし、とても楽しかったです。食品ロスはとてももったいないなと思いました。 

地産地消はとてもいいと思いました。 

プラスチックが海に流れて動物が命をおとすことがあるので気をつけていきたいです。 

エアコンを使う時は２８℃以上が多くて二酸化炭素削減量は１３０のらんには１つも○がついていなくて 

空蘭です。だから無駄にエアコンをつけないようにしたり、テレビを見すぎたり、 

多く二酸化炭素がふくまれているのに対して、なるべく使いすぎないように心がけてみたいと思いました。 

※テレビを見る時間や緑のカーテン・すだれなどを使うだけで二さん化炭素を少しでもへらすことができるのを 

初めて知ることができたのでよかったです。これからも、気をつけて生活したいです。 

※地球温暖化にならないように資げんを大切にしゴミや食べ残しをしないように気をつけたいです。 

むだに冷ぞう庫のあけしめをするのもやめたいです。テレビはなるべく見る時間をへらせるようにしたいです。 

※エコライフシートをやってみてすこしはせつやくなどができたと思います。 

なのでこれからも少しづつ気をつけていきたいです。 

※わたしは食品ロスをしって食べているものを、ぜんぶたべたほうが、地球にはとてもいいんだな思いました。 

これを見て家族でできることをゆっくり、やっていきたいと思いました。 

※なかなかと歩や、自転車などを使わない事が分かったのでこれから少しずつ使ったりしたいです。 

※わたしはできていないこともあったりしたので、そのできていないことを次はやってみたりして記録もして 

みたいです。 

それと地球のためなどに電気やガスなどを使うこともへらしたりして地球温暖化がへってほしいです。 

 

５年  

 

※せつやくはむずかしいと思いました。 

※ぼくはエコライフチェックシートをやった感想は思っていたいじょうにむずかしかったです。 

とくに③番の部屋出る時は照明を消した。 

ぼくはたまに部屋を出た時に照明を消しわすれているときがあったからこれからも気をつけたいです。 

※緑のカーテン、すだれなどを使っていると体感温度が１．５度下がるということと、 

いつもなにげなくやっていることを見直してみると、 

直せるところは出てくるからこれからもやっていきたいです。 

※テレビを見るのを１時間へらしました。エアコンの冷房の設定温度を２９度にしました。 

レジ袋をもらわずにマイバックを使いました。ご飯やおかずは残さず食べました。 

※テレビの見すぎはいけないから心がけました・地球のために自分ができる事はみじかにあると分かりました。 

※お風呂をつづけて入ってガスを使わないように気をつけようと思いました。 

冷ぞう庫はすぐにしめるようにしようと思いました。 

外国にくらべて日本は食品ロスが多いのでびっくりしました。 

※１週間チェックをして、できていないことがけっこうあるなと思いました。 

でも８／１０は全部○をつけられたのでよかったなと思います。 

これからもテレビを見るのを１時間へらすなどのことを気にしながら生活できたらいいな思います。 

※かんきょうをもっとよくしたいと思いました。 

※もう少し二さん化炭素をへらしたい。 

 

小牧南小学校 

 

４年 

 

※身近なことでも地球を守る行動につながって、少しでも地球を守ることができたのでこのまま続けて地球を 

守っていきたいです。 

※食品が一年で６３２トンすてられているからおどろきました。 

それは日本がいろいろな食品のロスはよくないと思いました。 

※二酸化炭素のさくげんりょうはどれも５５０ｇ以上になって節やくできてよかったなあと思いました。 
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車など、くらしの生活などは１１こ以上にもなったので地球のために守れていいなと思いました。 

食品ロスは 1 年に６３２トン食べ残しがあってとてももったいないと思いました。 

※食べのこしやリサイクル品などを使って地球をたいせつにしたいです。 

あまり車などを使わず行ける所までは自転車で行き、車は遠くの所へ行く時に使いたいです。 

※エコライフチェックシートをやってみて、わたしは食べ物や自然のための事でわたしが知らなかったこと、 

知っていることがいろいろあるんだなと思いました。 

チェックシートで出来なかったことは、ふつうにすごす生活の中でしなきゃいけないなど思いました。 

※エコを心がけると、前までそんな事をするとエコなると思っていなかった物もありました。 

全てをすると、とてもいいと思いますがエアコンなどは２８℃以上にすると熱いので、むずかしいなと思いました。 

※ぼくはこのエコライフチェックシートをやる前までは節約やエコに心がけることはあまりなかったけど、 

チェックシートをやってこれからも節約やエコに心がけようと思いました。 

※このシートをやって、こんな簡単なことで地球の未来が少しでも助かるんだと知り、 

これから「○」が付いていないところも、すべてできるようにしていきたいです。 

そして他にも自分でやれそうなことも考えて、すごすようにしたいと思います。 

※地球の事にたいして、興味を持てたし、エコライフチェックの時以外でも気をつけたいと思えました。 

テレビをⅠ時間へらすだけで二酸化炭素がへるのでそんな事をやっていきたいと思いました。 

※私はテレビをⅠ時間見る時間を減らすのは、 

あまりできなかったけど約３２０円節約できると読んで少しはできました。 

これからも少しずつ続けていけたらいいなと思います。２つ目は、冷房を２８度以上にすることです。 

私の家は２５度がちょうどいいので２８度にすると暑かったけど運動会の練習がたえられなくなると思い、 

温度を上げることができました。これからも続けていきたいです。 

※地球の事にたいして、興味を持てたし、エコライフチェックの時以外でも気をつけたいと思えました。 

テレビをⅠ時間へらすだけで二酸化炭素がへるのでそんな事をやっていきたいと思いました。 

 

５年 

 

※二酸化炭素削減量には環境や地球のことについて削減量が最終的に６２８ｇにすることが出来てよかったです。 

※少しずつ自分のできるエコライフをやって、地球温暖化をふせぎたいと思いました。 

以前エコハウスでならったリユース、リデュース、リサイクルをうまく活用したいと思います。 

※自動車やバイクを使わなかったらこんなに地球のためになるとは思わなかった。 

毎日食べのこさず食べると、節約ができるなんてしらなかったから、これからもつづけていこうと思った。 

※わたしはにさんかたんそを知らないうちにとてもいっぱいつかっているのだなと思いました。 

これからはエコライフチェックシートのようにチェックするようにしてにさんかたんそのさくげんを心がけます。 

※水を出しっぱなししないと水道代の節約にもつながるし、 

テレビを見ていない時は消しておくと電気代の節約につながるから、 

つかわない時は消しておくといいなと思いました。 

※１４この決まりをちゃんとまもり、かんきょうづくりに協力して、日本が他の国よりきれいな国にして、 

ごみの分別や電気のことを他の国におしえてあげられるようにし日本をきれいないい、かんきょうにし、 

１４このきまりを※これからも守りたいなと思いました。 

※かんたんなエコでもみんながやればすごい大きく地球がかわるので、 

たくさんエコをしたほうがいいなと思いました。 

食べ物が１年だけで６３２トンもすてられるなんてぼくはとてもびっくりしました。 

※地球温暖化が進むと４０度をこえる暑さを記録します。 

地球温暖化をふせぐにはエコライフがとても大切だなと思いました。 

※このエコライフチェックカードは電気、ガス、しげん、水、食、車、住のむだずかいしないためにあったので、 

これがあったから私は気をつけるようになったので、これからはむだづかいはぜったいにしないと思いました。 

※地球が大変なことにならいないようにリサイクルなどもっと自分にできることを調べて気をつけていきたいです。 

テレビを見る時間をⅠ時間へらすなどの自分にできることがたくさんあってビックリしました。 

それに電気を細目に消すだけでも節約ができて、すごくべんりだなと思いました。 

 

三ツ渕小学校 
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４年 

 

※たくさん物を買ってたべものを外にすてるのはよくないです。 

でもみんながきれいにすればそんなことは、ないと思います。 

※少しでも、節やくすることで二酸化炭素を、さくげんできるから、地球温暖化の影きょうも、 

へっていくと思うから、これからも、エコライフを続けて、地球温暖化の影きょうが、少なくなるように、 

やっていきたいと思います。 

※○よりも×のほうが多かったので、つぎはがんばりたいです。 

※エコライフチェックシートやってみてでんき、ガス、水食のたいせつさがわかりました 

※ふだんいしきしていないことをいしきしてこれからも二さん化たんそをへらしていきたいです。 

※テレビを見る時間だけで多く節約できると知ったので、これからも続けていきたいです。 

※暑い日のエアコンは２８℃ではすずしくならなくてたいへんなので、できる事だけでもやりたいと思いました。 

たとえば、エアコンのフィルターをそうじするとか、カーテンで日光をさえぎりました。 

※おふろはみんなばらばらにはいっていたから、これからは、つづけてはいりたいとおもいました。 

※やってみて分かったことは、二酸化炭素は地球温暖化によっていろいろなたいへんな事をまきおこしているので 

少しずつ二酸化炭素をへらしていきたいです。 

そのためには、緑のｶｰﾃﾝなどを使うなど車ではふんわりスタートなどするのがだいじだと思います。 

※わたしの家では、すごい車を使います。車がかんきょうにわるいとわかったので家族みんなにつたえて、 

そんなつかわないように、じてん車とか歩いていけるところはいきたいと思いました。 

 

５年 

 

※生活していく中でせつやくできることがいっぱいあったのでやりたいと思いました。 

いままでとちがっていしきして生活してできるようにかくにんとかをしたいです。 

※テレビの見る時間はあんまりへらせなったから勉強とかをしてテレビの見る時間をへらしていきたいです。 

おかしとかを買うときにレジぶくろをもらってしまうのでもらわずに買い物ぶくろにいれてもらうように 

していきたいです。 

※私は、エコライフチェックシートをやって、地球温暖化について知りました。 

私たちがやったエコライフシートに書いてあったことができていないと、悪いことがおきるので、 

一週間だけではなく、これからも、エコライフシートに書いてあったことや、 

地球温暖化をへらすためにどうしたらいいか考えて行動したいです。 

※いつも意識していたら少しでも、温暖化の影きょうをふせげると思います。 

なのでこの、エコライフチェックシートをいつもやっていたようになくても、いしきしたいです。 

※このチャレンジｶｰﾄﾞに取り組んで、少し意識が出来ました。 

こういう小さな事一つ一つが地球を良くしていくという事を頭に入れて毎日生きたいと思います。 

それで、家族や友達がれいぞうこをずっとあけっぱなしにしていたら、注意して地球を良くしていきたいです。 

※テレビを見る時間が長かったりして１時間へらすことができなかったのでちゃんとしたいと思います。 

だけど丸はたくさんあったのでよかったと思います。 

※今回は、４年のころよりは、できましたでも、エアコンの温度をあげるやつで、 

１３０ｇもさくげんできるので、これからきをつけたいと思います。 

※二酸化炭素は、地球温暖化になる理由だから、エコライフチェックでやったことをまいにち、やりたいです。 

※これをやって、エアコンの設定温度が２８度がふつうだと分かって、２８度にしたら、２７度だったので、 

１度ちがっただけで、少し暑かったので、もうちょっと２８度にしてなれていきたいです。 

あとは、地産地消が、５日中、１日しかできなかったので、もっと愛知の物を食べたいです。 

※電気をこまめに消す取り組みをしました。 

エコライフはとても良い取り組みなので地球の環境のためにみんなが少しづつ気をつけるとよくなっていくと 

思います。 

 

味岡小学校 

 

４年 
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※二酸化炭素を減らすためにはエアコンの温度を 28℃以上にしたり食べ物を残さず食べること、 

お風呂は続けてはいるなどを知りました。 

※やってみて、水や、ごみ、ガソリンなど節約することが良いことを知りました。むずかしかったです。 

※エコな生活をもう少し考えて生活していきたいです。 

※私はチェックシートをやってよかったとおもました。 

なぜなら未来でしないといけないことが書いてあってやることがわかったのでうれしいしすこし、 

未来に近づいたと思いました。 

※レジ袋をもらった。エコバッグ持っていかなかった。これからは気を付けたいです。 

※何気なく使っている電気や水がこんなに使われている事が分かった。これからも続けていきたいです。 

※エコライフチェックシートをやってみて思うことは、自分はこんな無駄をしてたんだと思いました。 

※ちょっとしたことで二酸化炭素を削減できることを、このエコライフチェックシートで気づきました。 

※なかなか公共交通に乗れませんでした。 

※テレビを見る時間を減らすことが出来なかった。 

シャワーや歯みがきの時の水の出しっぱなしをせずに水を大切に使いたいです。 

 

５年 

 

※エコに心掛けて取り組めたかなーと思います。続けて出来ないこともあり反省の一つかなと思いました。 

※地球温暖化を防ぐには一人一人がエコライフをやることがいいと思いました。意識を持っていきたいです。 

それを他の人のも教えていきたいです。 

※毎日意識して生活すると二酸化炭素が減っていく事が分かった。自分で出来ることをやれたらいいと思いました。 

※私でもエコをする事が出来るならやってみようと思いました。 

エコライフチェックシートに書いてあった事を完璧に出来るように頑張ろうと思いました。 

※何とか最後まで 11 個出来たのでこれからも続けたいです。そして地球温暖化をストップさせたいです。 

※まだまだやれていない点があるから出来るなどもように頑張りたいと思う。 

自分で進んで行動出来るように家の手伝いなども当たり前としてやる。 

※毎日、冷蔵庫の扉の開閉はすくなくした。資源ごみの分別をした。 

どうしてもいつも出来ていないのはエアコンの温度で、夏は暑いから 28℃以上には出来ていない。 

※エコライフチェックシートを振り返るといつもはやっていないことや気づかなかった事がいっぱいありました。 

当たり前のことをちゃんとやることでたくさんの二酸化炭素を削減出来るんだと思います。 

だから身の回りの事を注意して二酸化炭素を減らせるよう頑張っていきたいです。 

良い事はこれからも続けていきたいです。 

※緑のカーテンやすだれは体感温度が下がる事を初めて知った。 

近くでとれた物が良いとは社会でやったのでスーパーで買い物する時「○○産」というのを見て選んだりした。 

※色々なことを気にして節約するとお金も変わってくるんだと思いました。 

これからは地球のために節約してむだなく生活したいです。 

 

篠岡小学校 

 

４年 

 

※エコライフをやるとかんきょうがすっきりするのでこれからもつづけたいです。 

※かんきょうの事を色々考えて、生活すると、二酸化炭素が何グラムか少なくなるから、 

「エコライフチェックシート」を書く時だけでなく、 

他の日にも心がければもっと二酸化炭素が少なくなるので１日１日心がけたいと思いました。 

※わたしは、エコライフチェックシートをやって、こんなことをしたら、地球にいいのだなと思いました。 

これからも、いしきをしていきたいなと思いました。 

※さくげんりょうをもっとふやして、かんきょうのことを考えたいと思いました。 

※いしきしたらたのしかった。 

※年間でお金がせつやくになるので、ちょっとは気をつけようと思いました。 

※れいぼう２８℃いじょうに２日してみたけどいがいにもすずしくて、２８℃でもすずしくて、良かった。 

すだれをうちの家はつかっているから、それもすずしくなるのかなと思いました。 
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※むずかしかった 

※エコの事がたくさんしれてよかった。せつやくをしようと思った 

※電気・ガス・資源・水・食の方はできていたけど、車・住の方があまりできていなかったので、 

家族で協力して全部○になれたらいいなと思いました。 

 

５年 

 

※私は、地球温暖化により、いろんな影響になるので防ぎたいと思った。 

また防ぐために、できることがいっぱいあるのでやりたいと思った。 

エコライフは、二酸化炭素を削減できたり、節約できたりできるし、すぐできることばかりなので、 

これからも、できることをしていこうと思う。 

※私は、地球温暖化防止に気をつけたいなと思います。 

※毎日、できることから始めて、やくにたつのがいいと思いました。 

節約をするだけで、二酸化炭素がへらせることはすごいと思いました。 

※ぼくは、水を大事に使っている日もあったけどできた日もいっぱいあるから、 

この、エコライフチェックシートで学んだことをいかしていきたいと思いました。 

※ぼくは、冷蔵庫を長く開けるくせがあったけれど、エコライフチェックシートをやってみて、 

冷蔵庫を長く開けないように気を付けるようになりました。 

※エコライフチェックシートをやってエコをするのはとても大切だと知ることができました。 

レジ袋をもらわなかったり、テレビを見る時間をへらすだけで節役できるので今後も続けていきたいと 

思いました。また、この一週間の中で、できなかったこともあったので、できるようにしたいと思いました。 

※自分たちが、食べ物をへらさないで自分が食べれる量だけとる。 

※実際にこのシートをやってみてエコがこんなにも大切なのだと思いました。 

これからも地球のためにエコを続けていきたいです。 

※エコライフチェックシートを行って、環境に興味を持つ事が出きました。 

※二酸化炭素をへらす取り組みをこれからも続けてかんきょうを良くしていきたいと思います。 

 

北里小学校 

 

４年 

 

※これだけ意識してやるとこんなにも二酸化炭素を削減できてすごいと思いました。 

すこしでも二酸化炭素を削減でき、地球がきれいになったらいいなと思いました。  

※1 日の○の目標は 11 個だけど 1 日も目標をこえられなかった。 

だから、エコライフチェックシートが終わっても気を付けたいです。 

※私の家は家族が多いのでお風呂は続けてはいることはできませんでした。 

ごはんやおかずを残さずたべるようにしたいです。 

※エコライフチェックシートをやってエコは大事なんだなと思いました。 

地球を守るため大変だけど続いていこうと思います。 

※ちゃんと興味を持ったりエコについてわかったりしたので良かったです。これからも続けていきたいです。 

※地球温暖化で生き物や人がなくなってしまうのは嫌です。だから、自分で工夫していきたいです。 

※私はエコライフチェックシートをやっていつもより節約する事ができて、これからも続けていきたいと思いました。 

シートがなくてもやっていきたいです。 

※エコライフチェックシートのおかげで分別もうまくできるようになったのですごく嬉しいです。 

※自分の知らない事を知れたし、すこしがまんや工夫をすることで、たくさん節約することが出来ることを 

知る事が出来たので続けていきたいと思いました。 

※エコライフチェックシートをやってみて地球温暖化の影響を減らす事が家でもたくさんできることがあるので 

これからも続けて地球に優しいことをしたいです。 

 

５年 

 

※ぼくは一つ一つの節約がどれだけ大事かを知って、これからはエコライフチェックシートでやった 
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14 個の項目を気にしながら環境は大事なんだと思いました。 

これから冷房は 28℃以上、暖房は 19℃以下にして節約ができるようにと思いました。  

※私はおふろは間をあけずにはいった。車やバイクを使わず徒歩、自転車、バス、電車を利用する。 

緑のカーテン、すだれがあまり出来なかったのでこれからは気をつけて生活したいです。 

※チェックをしてみて意外に出来ていないのだと思いました。 

一人でも意識しないと大変な事になってしまうから、私もこれからは気を付けたいです。 

植物や農業にも被害になるから一人一人が心がけていきたいです。 

※毎日エコ活動が出来るように考えました。 

※私はエコライフチェックシートをやってみて地産地消などをする事が大切だと改めて分かりました。 

遠くから運ばれるときに出る二酸化炭素を減らす事ができます。 

地球温暖化を防ぐ為に地産地消などを日々心掛けて生活したいです。 

※ちょっとしたことでも、自分から進んでやる事でいろんなことの助けになるということが分かったので、 

夏休みが終わっても気を付けていきたいです。 

※は私はエアコンの温度 28℃以上にそして冷蔵庫の扉は直ぐ閉めることを大切したいです。 

※いつもより心掛けられたので、これからも続けていきたいです。おばあちゃんの家でも心掛けたいです。 

※身近にあっていつも使っているものが、地球温暖化を進めていることを知りました。 

防ぐため気を付けていきたいと思いました。 

※地球温暖化による被害はよく知っているから、どうにかならないのかと思っていたので自分たちでできる事を 

すれば二酸化炭素を減少させることが分かりました。世界中でできたらと思います。 

 

米野小学校 
 

４年 

 

※エコをおこなうことで、地球やみんながこまらずにくらせたり、地球が守れたりするんだと分かった。自分がだ

めなところを見ると気つけようと思えるのでこれからもつづけていこうと思った。 

※毎日自分がどれだけエコライフをやっているかが分かりました。自分でできるエコライフをやっていこうと思い

ました。 

※どのような事に自分達がとりくめるか分かって、これからも気をつけようと思いました。１番むずかしかったの

はコンビニやスーパーなどでレジふくろをもらわなかったか。ということです。エコふくろをわすれたりしてしまっ

たので気をつけたいです。 

※二さん化炭素のさくげんりょうが２３３ｇにもなる、「おふろは間をあけずに」入ることをおつけたほうがいいと

おもいました。それは、一番二酸化炭素のりょうが多いからです。地球のみらいははたせなかったけれど、これから

も気をつけようと思いました。自分のかん※※きょうのことについて二酸化炭素のりょうがどうなのかが学べました。 

※最初できてないのが、たくさんあって、ぼくは少しおちこんでいましたけど、どんどんできるようにできたので

うれしかったです。 

※わたしがやるところに×はなかったから、これからもそれをやっていきたいと思います。これからはわたしが声

をかけたり、おしえてあげたりしたいです。 

※エコライフチェックシートをやってみてエコのことをすごく考えるようになった。これからもずっとつづけてい

きたいと思いました。 

※自分ができることを少しずつでもいいからつづけていきたいと思いました。 

※毎日の日常で二酸化炭素がこんなにでているのだと初めて知りました。地球温暖化は人間だけではなく動物にも

えいきょうをあたえてしまい、大量にぜつめつしてしまうので夏休みいがいでもエコをできるように心がけたいです。 

※1.食品ロスはぜったいにしないようにする。２.地球温暖化をふせぐことをがんばる。3.ふだんの生活の中でちょ

っとしｔｓことを気を付ければ二酸化炭素のでるりょうをかなりへらせることが分かった。4.づづけることが大切だ

と思いました。 

 

５年 

 

※エコライフチェックシートをやっておわってからもつづけられるようにがんばりたいなと思いました。 

家族みんなでできるようにがんばりたいです。 

※１人が少しずつ努力をすれば、みんなの少しずつが集まり大きな力になると考えた。 
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それで地球温暖化を少しくい止めることができるといいなと思った。 

※夏は暑かったのでエアコンを２８℃以上にするのはむずかしかったです。 

少しエコをするだけで二酸化炭素が削減できる事を知りました。これからもエコを続けたいと思いました。 

※むずかしかったです。 

※私の家は意外にいつもエコを気にしているから少し良かったと思いました。 

できなかったことはこれから気をつけたいと思いました。 

※わたしはふつうに生活していても、ちょっとしたことで二酸化炭素を使っていることがわかりました。 

夏休みだけではなく、他の日も地球温暖化にならないようにがんばっていきたいと思います。 

そして家族以外にも地球温暖化にならないようにする方法をおしえたいです。 

※いままで自分がどれだけむだ使いをしていたかがよく分かった。 

※食品ロスはとてももったいないことだし、ごはんを食べられない人もいるからありがたいと思って食べないと 

いけないし、食べることができるものを捨てないようにしたいと思いました。 

これからも環境のことについて考えたいと思います。 

※地球温暖化についてあまりしらなかったけれど人間のせいでいじょうきしょうなどがおこっているので自分たち 

のできることをしたいと思った。 

※地球温暖化のえいきょうでさまざまなことがおきて人が生きていくことにえいきょうがでてしまうと外がすごく 

暑くなってしまったり、砂漠化が進んでいくとどうなってしまうか分からないので少しでも今始められることを 

やろうと思いました。 

 

一色小学校 

 

４年  

 

※環境を守ることにすこし貢献できたと思います。 

※このままだと地球温暖化が進んでしまうのでみんなが減らす事をやっていくと防ぐことが出来るので 

このチェックシートを続けていく。 

※食べ物を残さず食べたり資源ごみの分別をしました。 

※お家の人と一緒にやって地球温暖化をふせげたと思います。エコライフチェックシートは終わってしまうけど、 

電気をこまめに消したりごはんを残さず食べようねと話したのでお家の人と気をつつけてやってみようと 

思いました。 

※エコライフチェックシートは二酸化炭素をいくら削減できるかを知りその分、 

しっかりがんばってやりとげなければいけないものなのです。 

だから、最後までしっかり二酸化炭素のことを細かく知る事ができるのでいいと思いました。 

※てれびはあまり見ないので地球にやさしいです。エアコンの温度は 28℃以上には出来なかったです。 

すだれを買って少しでも涼しくしていこうかと家族で話し合いました。 

※二酸化炭素を減らすためにする事をとても大事だという事がわかりました。 

日本は食品ロスが 1 年間に 632 トンあるという事が分かって食べ残しをすることはとてももったいないと 

あらためて思いました。出来ることはやってみようと思いました。  

※小さなことからこつこつと少しでも続けてエコライフを目指していけたらいいなあと思いました。 

※こんなに大切なことがたくさんあっておどろいた。 

※シートに書いてあることを 1 つずつ気をつけることができたので、とっても良かったです。 

あとそれが続いて普段やっていないこともできるように 

 

５年  

 

※いろいろのことに気を付けられていて、それが身についてすごくいいシートだなと思いました。 

※テレビやお風呂を気をつけることによって少しでもエコになると知って出来る限りエコはやろうと思いました。 

 最近、地球温暖化が進んでしまっているから出来ていなかった事をもっとられるようにがんばりたい。 

※僕たち人間が、地球温暖化を起こしているのでこれからは、エコにこころがけて過ごしたいと思います。 

最初はできることから始めたいです。 

※1 週間のエコライフチェックシートの結果を見て、もう少し環境に興味をもとうかなと思った。 

また、エアコンの温度を 28℃以上にする等、簡単な目標もあるので、夏休み中に全て改善出来たらいいなと 
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思った。「できることからはじめよう」もしっかりできたら 

※今まではエコの事なんて考えずに生活していたし、このままでは地球が大変なことになってしまうなんて 

知らなかったけど、こうしてみると少しの事をこまめにするだけで、これだけエコにつながるんだと 

思っています。これからもエコを続けていって安全で平和にくらしていきたいです。 

※意外と大変だなと思いました。 

気にしているつもりなのに出来なかったから、頭の中で○がたくさんつくようにこれからもがんばりたいと 

※地球温暖化に関わる問題が食べ物にも関係があるんだなんておどろきました。 

※こういう活動があるとエコもみんなでできるからいいと思った。 

※外国は食べ物がないところがあるのに日本は食品ロスが 632 トンもあるから、食べれるものは外国に 

送ればいいのになーと思いました。 

※私はエコライフをやってみて、1 週間じゃ足りないと思いました。 

世界が今よりひどくならないように１人ひとりがやれば、もっといい地球、世界になると思います。 

 

小木小学校 

 

４年 

   

※いつもエコをしていたつもりだったけどエコライフチェックシートをやって、 

いつもやっていたこともエコになるけどやっていなかったこともあったから、 

こんどからは気をつけてエコにこころがけようと思いました。 

※これからは電気やガスや水をたいせつにつかおうと思いました。 

※今までは、まったくエコをしていなかったけどこのチェックシートでもっとエコをしなきゃいけないと思いました。 

これからもむだづかいをしないようにしようにしようとおもいます。 

※暑い日なので、どうしてもエアコンの温度を下げたり、自動車での外出ばかりになってしまいます。 

自分ができることとして、れいぞうこのあけしめをへらしたり、水を出しっぱなしにしない様に気をつけると 

ずいぶんエコにやくだつと思いました。 

※ごはんやおかずの食べのこすことが多いからそれをなくしたい。 

※さいしょの方はまるがぜんぜんなかったけど気をつけてやれば、まるもふえたのでよかったです。 

最後には全部まるだったのでよかったです。下の段はほとんどまるだったのでよかったです。 

ちゃんとやれば地球の未来は任せられるからいいなと思いました。 

※これからは水のだしっぱなしや、ゴミの分別をすることを大切にして生活したいと思います。 

※毎日暑くて家にいるときはエアコンをつけていたけど２８℃にすることはできませんでした。 

２８℃だと暑くて２６．５℃ぐらいで生活していました。 

エコにこうけんするのはむずかしいことだと実感しました。 

旅行先の道の駅でくだものと野菜を買いましたが、これがエコにつながるならまた買い物をしたいです。 

※地球温暖化にならないために自分が出きることをしっかりやりたいです。 

テレビを見るのがへらせなかったり、エアコンのせっ定温度をさげすぎたのできをつけたいです。 

これからも地球のことも考えて生活したいです。 

※やってみるとたいていはできるのとできないので分かれているから、これからは、 

いろいろ考えてやっていきたいと思います。 

エコは少しむずかしいところもあったりするけど、守れるようにがんばりたいです。 

 

５年   

  

※エコは大変だったけど１つ１つへらしていけば地球のかんきょうがよくなるからこれからもがんばって 

いきたいです。エアコンの温度は２６℃くらいだからどんどん１℃ずつ上げていきたいです。 

※エコライフ（エコ）に取り組むとづいうエコをすればいいか分かるし、エコはそんなに大切なことと 

分かりました。エコに取り組まないと地球温暖化になってしまい地球があぶないのが分かったので、 

これからはエコに取り組んでいきたいと思いました。 

※エコライフチェックシートをやって、エアコンの冷房の設定温度を２８度以上にした。 

とレジ袋をもらわなかった。緑のカーテン・すだれなどを使っている。と近くの産地で採れたものを購入した。 

が一週間１回も○がつかなかったから、○がつくようにしたいと思いました。 
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※いつものくらしは、かんきょうと関わりがあると分かりました。 

シートで地球温暖化についてチェックしてみると、全然できていなかったところもあったし、 

ふだんできていたところもあったので、チェックしていて良かったと思いました。 

※エコライフチェックシートは自分がどれだけ二酸化炭素削減量やっているかわかるので書いてあることは 

取り組んだ日以外の日もやってみたいと思います。最初は取り組んではいるけど取り組み、 

○の数をふやそうといしがなかったので少ないけど次の日から「がんばろう」いしきが高まりました。 

これからも気をつけて生活していきたいです。 

※いがいと小さなことでも気をつければ、いろいろせつやくできるんだと思いました。 

やってよかったと思いました。 

※のこったパンをミキサーにかけてパン粉にするとか、 

のこった野菜をつけ物にしたりすると食品ロスになりにくいです。このようなことをしていきたいと思いました。 

※この夏休みだけではなく夏休みが終わってからもこのエコライフに心がけたいです。 

丸があまりつかなかったところも終わってからやってみたいと思います。リサイクルもがんばりたいです。 

※水をだしっぱなしにしないようにしたり、せつでんしたりするなどという事は地球にとってもいい事だと知り、 

自分ができる事は何かと考えて地球おんだん化をへらすようにわたしもせつでんするようにします。 

※地球温暖化をふせぐために自分たちでできることがあるのを知りました。 

だから家族みんなで気をつけて生活をおくろうと思いました。 

 

小牧原小学校 

 

４年 

 

※私達ができることはやらないと地球はあぶないです。地球の温度があがってしまいます。うらにかいてあることを

守って二酸化炭素の量をへらしたいです。私も出来ることがあるんだなと思いました。 

※毎日車を使っていることが気づいた。緑のカーテンやすだれを使おうと思った。ゴミを分別したのがよかった。れ

いぞうこをあけっぱなしにしなかった。 

※この一週間エコライフチェックをやってみて、かんきょうのことを考えて生活できたのでよかったと思います。少

しはせつやくできたと思いました。これからもエコライフチェックがあると思って心がけたいと思いました。 

※レジぶくろをもらわないのところでいつももらっているからもらわないようにしたい。 

※全部をまもることはむずかったです。一人の力では大きなことにはいかないけど世界の人たちがすこしずつかんき

ょう問題をいしきしていくことが大切だと思いました。 

※地球温暖化を止めるには毎日の生活で少しでも電気、ガスを使わないようにすることと同じように車の乗り方、生

活ではゴミについて考えていくことが大切だと思いました。 

※ぼくはあらためて資源の大切さに気づきました。いろいろな資源をつかっていますが、ここまでとは思ってはいま

せんでした。ぼくはあらためて資源の大事さを身につけました。 

※かんきょうをととのえるためにいしきできるようになりました。いままではなにをしたらかんきょうによくないか

をしらなかったのでこれからもつづけていきたいです。 

※地球を大切にすることが大切だと思った。小さなことが地球の未来につながるんだと思った。 

※生活リズムのしゅうかんが良くなって、家の人にも、けんこう的な生活になりました。チェックして良かったと思

えます。 

 

５年 

 

※エコライフチェックシートをやっていろいろな工夫がたくさんあってすごいと思いました。 

あとこれからへやをでるときに電気を消すことを気をつけたいです。 

日本では食品ロスが一年で約６３２トンもあるとは思いませんでした。 

これからさまざまなことに気おつけたいと思いました。 

※自分が少し気をつけるだけで地球温暖化の原因である二さん化炭素を減らせることが分かりました。 

表の面に書いてあったことは、どれも身近にあり出来るものばかりなので時々思いうかべながら生活して 

いきたいです。食品ロスをしないように食べる前には量を調整していきたいです。 

※地球のためにはたくさんの工夫をしないといけないところにきずけてよかったと思いました。 

※エコをするために水を出すときはすぐに止めたり、電気はすぐにけすようにしました。 
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いろいろくふうもたいへんだなと思いました。 

※小さなことですごいむだをしていて一番おどろいたのが、おふろは間をあけないで続けて入るが２３３ｇ 

だから一番気おつけよと思いました。 

※この体験をやってみて、みんながやってみんなに今こんなじょうきょうだと教えてもらってみんなでこの活動を 

してほしいと思いました。ふだんできることをやっていけば少しづつ良くなると思いました。 

海面水位が上昇すると少しづつ島が無くなっていってしまうと思う。 

※テレビでみたい番組があったりしてテレビをⅠ時間へらすはあまりこころがけることができませんでした。 

おふろのあいだをあけないがテレビをみていてあけちゃうこともあったからテレビを見るときもきをつけます。 

※みじかなことをしっかりやらないと地球温だん化になってしまうから、しっかりやらないとなと思いました。 

※わたしは暑いのが苦手です。 

地球温暖化が進むと暑くなるので、自動車よりも自転車や徒歩などで近い場所に行くときにはそうしたいです。 

おふろで間をあけずに入ると節約できることが分かりました。 

また、水を１分間出しっぱなしだと６人の水がむだになることが分かったので気をつけたいです。 

※スーパーに行くときは買い物ぶくろをもらわなくてすむように家からエコバックを持っていく。 

しげんごみを種類ごとにわけることはたいへんだったけどきちんと分別することができました。 

 

本庄小学校 

 

４年  

 

※二さんかたんそは、小さなところでも使われているので大切にしないといけないと分かったし、 

エコライフシートをよんだり、かいたりして、そうごうでやくだつと思うのでよかったです。 

また、ちがうことでこのような物がでたらまたやりたいです。 

※地球は生きていけない国や、生きていける国があります。だからせつやく、 

今日やったエコライフチェックシートに書いてあることが大切だと思います。 

※上のカレンダーの数をかぞえるのがとても大変でした。これを全部やってもらう４０～５０分かかりました。 

下のカレンダーは全て３個でした。実は自転車と緑のカーテンとすだれ３つ持っていませんでした。 

なのでまあまあいい生活ができたと思います。 

※シャワーは１分間水をだしたままにすると６ℓもむだになるとは思いませんでした。 

これからも水をたいせつにつかおうと思います。 

※私たちが今まで普通にやっていることを気をつけるだけで地球温暖化が急速に進むのを少しでも 

止められるかもしれないし、みんなが気をつければいいとおもいます。 

※プラスチック問題について魚がうみにながれたプラスチックをまちがえてたべてしまい、 

魚は死んだり病気になる魚がいることをしりました。 

ぼくたちもそんな魚をたべているので病気にならないかしんぱいです。 

※食べ物をのこさず食べたり、電気を消したり、水をむだにしないで地球温暖化にならないようにしたいです。 

できなかったことがあるので、これからできるようにしたいです。 

※おふろをつづけて入ると２３３ｇもの二さん化炭そをへらせるので、できるだけ間をあけないで入りたいと 

思いました。エアコンのれいぼうのせっ定温度を２８度以上にできなかったので来年は守りたいです。 

※自然かんきょうのことが分かったからよかった。 

ちょっとしたことでも、にさんかたんそをへらすことができます。 

これ地球温だんかをふせぐことができるといいなと思いました。 

※エアコンの温度を今度から 28 度以上にしようと思いました。 

 

５年  

 

※またまた二酸化炭素が６２８ｇまで削減できていないので、次から６２８ｇまで削減することを心がけようと 

思います。あと、地産地消でいろんな物を食べて、二酸化炭素を減らしたいと思いました。 

※こんなに二さん化炭素が毎日でていると知りおどろきました。 

なるべく二さん化炭素をださないようにしてけど、やっぱり二さん化炭素を知らずにだしてしまうのでもっと 

心がけて二さん化炭素をださないようにしたいです。 

※あたりまえだと思っていた資源ごみを種類ごとに分別することが二酸化炭素削減量が１１９ｇもあることが 
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びっくりし、これからも必ず資源ごみを分別しようと思いました。 

改めてエコをすることはとても大事だと思いました。 

※夏休みという長い時間でエコライフチェックシートということをしてみたらアフリカ・サヘル地域やツバルの 

砂浜などのひどい写真を見て自分たちでも今できることをして冬休みなどもやってみたいです。 

※食品ロスの食べ残しとかはあんまりしていないけど食品ロスとかはしないようにするといいと思いました。 

あと１日に１１こまるがつけれました。 

※これを読んで自動車をいっぱい走るだけで二酸化炭素が増えることを知りました。 

なので、たまには自転車でどっかに行ったりしようと思います。あと、食事も残したりしないようにしたいです。 

※日本以外に世界でも地球温暖化が進んでいて、緑がなくなったり、水がのめなくなったり、 

世界中で地球温暖化の影きょうがでてきているので防ぐために、自分たちができることをしたいです。 

４年のとき、干ばつについて調べたときの写真と左の写真は進んでいて日本まだ進んでいないんだと 

あらためて感じました。 

※車やバイクをつかわずに歩きや電車を使って、いどうする。 

リサイクル品を使うようにするということがよくわかりました。 

※自分一人一人が意識すれば１日に二酸化炭素のはい出量が少なくなると思いました。 

去年は夜がすずしくて、まどを開けていたけれど、今年は夜もむし暑くて地球温暖化がどんどん進行して 

私達にせまってきているなと感じました。私はエアコン温度を２６℃～２８℃にしおうと思いました。 

※異常気象を防ぐためにこんなにたくさん自分たちにできることがあると分かりました。 

できていないことや、気づいていなかったことがあったので、これからはできていないことをなおして、 

気づいてなかったことが何か分かったのでなおしていきたいです。 

 

桃ケ丘小学校 

 

４年  

 

※お風呂に間をあけないでつづけて入るだけで、二さん化たんそさくげんが２３３ｇになるということを初めて 

知りました。ぼくもエコに心がけていです。 

※エコライフをすることはどこがひつようだと気づきました。 

※これからもずっとむだなことをしないで正しくすばやくやりたいと思います。 

※少し気をつけるだけでこんなにエコになることが勉強。 

※これからも地球のかんきょうをまもりたいし、二さんかたんそをへらしたいのと、電気のむだづかいを 

したくない。 

※いつも自分や家族がどれだけエコをしているかが見直せました。 

見直してみるとおなじところに○や空らんあることが多いことに気がつきました。 

なのでそうゆうぶぶんはとくに出来てるところもつづけてエコをしていきたいです。 

※ちょっと気をつけるだけでも地球のかんきょうをよくすることができるんだなと思いました。 

地球がなくなるとみんな住めなくなってしまうのでこれからもしっかりチェック表に書いてあったことを 

やりたいです。 

※私はエコライフをやって、とっても○が少ないので地球のために！私はまずエアコンを２８℃からやるように 

します。それから照明は掃除するようにします。洗濯物はできるかぎりまとめ洗いをします。 

※これからはレジぶくろをそんなにもらわないようにしたり、ここに書いてあることはぜったいに守りたいです。 

※わたしはよくおなかいっぱいといって食べることができるのにすててしまうこともおおいで、 

できるかぎりたべて、少しのこってしまったときは、あしたのごはんなどにし食品ロスを少しでもへらそうと 

思いました。 

 

５年  

 

※エコライフチェックシートのうえの方は全部○ついて良かったです。 

すべての方は⑩があまりできていなかったのでちゃんと家の人も心がけてほしいなと思いました。 

エコライフチェックシートをやりはじめてから、テレビを見る時間がへったり、 

ご飯やおかずも毎日残さず食べられるようになったのでやって良かったなと思います。 

※ひごろから歩きで車を使わないようにしたいです。 
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※あまり出来なかったけど、エコライフがこんなに大切だったとは知りませんでした。 

これからもふだんの生活からきちんとちゅういしたいです。 

※ぼくたちは、とてもむだずかいを知らないうちにしていた。 

いつもやろうと思っていても、わすれてつけっぱなしとかをしているから、 

ぼくはエコになるようにがんばってと思いながら、いつもふだんの生活でそのことを 

思いながらするのが一番大事だと分かった。これからも自分にできるエコはやろう、つづけていこうと思った。 

※思ったよりあまり出来ていなくて、自分でも家族でも協力して出来ていなかったのでこれからは世界の 

かんきょうを考えてすごしてもいいかな？と思いました。 

これからはもっとかんきょうを考えてすごしてみたいです。 

※ふだんは水を節水する事が少なかったので、これからも続けられると良いです。 

お父さんやお母さんでなく、自分たちでも車などで送ってもう事をへらし、少しでも地球に良いかんきょうを 

作れるようにしたいです。少しだけ意識をしただけで、できた事なので続けたいです。 

※エアコンを２８℃以上④と自動車やバイクを使わずに徒歩、自転車、バス、電車を利用⑩、地産地消⑭が 

あまりできていなかったのでその３つは、とくにがんばりたいです。 

だけど毎日できていたものはそのまま続けていきたいです。 

※間日ゴミを出さないようにするのは大変だと思いました。 

電気をあまり使わないようにするのが大変だと思いました。 

※自分のことは全てできていたけど、すだれや緑のカーテンはつけてなかったからだめだった。 

守れたから二酸化炭素をへらして地球温暖化を少し止められたと思った。 

※地球温暖化をふせぐためにリサイクルやエコ、環境に良い物を使っていきたいです。 

エコ大切だと思いました。 

 

陶小学校 

 

４年 

 

※せつでんや、せっ水など自分が少しでも気をつけて生かつするだけで二さんかたんそがへって、 

いじょうきしょうをふせげるので、これからもせつでんやせっ水をこころがけて生かつしていきたいと思いました。 

※食品ロスをしないように地産地消を心がけたいと思った。 

※みんなの協力がないとこういうことはできないと思った。 

※おふろの間をあけないだけで二さんかたんそが２３３ｇへるということを知りました。 

二さんかたんそはいろいろなものから、ふえるので気をつけたいです。 

ほんのすこしだけでもたくさんやっていたら、いみがないからすこしのことでも気をつけたいです。 

※エコライフチェックシートにぼくがやっていることがたくさんあって、その中で良いことや悪いことがあるので 

これからは、その良いことをやっていきたいと思いました。 

※ぼくは毎日、車にのったりするし、エアコンを２８℃以上にしないので、らい年はがんばりたいです。 

※ぼくたちはいろいろな事を守っているのでこれからも続けていきたい。まるがつかなかったところはこれから 

努力して直していきたい。エコの大切さを再確認ができました。 

ぼくもスーパーへ行ったら、近くでとれた食べ物を探して買おうと思います。 

※意識をしていないと二酸化炭素のはいしゅつりょうが多く、地球温暖化が進んでしまうので、 

エコライフシートでやったことをつねに気をつけてせいかつしていきたいです。 

※テレビを見る時間が長すぎてそんなに節約できなかった。エアコンはエコ運転で使っていたからよかった。 

コンビニなだのレジふくろはなくして方がいいと思った。 

れいぞう庫の開閉を少なくするには一度にいる物をだいた方がいいと思った。 

※食べ物を食べられるのにすてると世界に食べ物を食べられない人がいるし、もったいないと思いました。 

ぼくもエコライフチェックシートの時だけじゃなく、ふだんの生活でもやりたいです。 

 

５年 

 

※まるつけれなかったところもあってたいへんだったけど、これからもがんばりたいです。 

※エコのことをとても考えられました。 

※お風呂をつづけて入るだけで二酸化炭素を２３３ｇも削減できたのでよかったなと思いました。 
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これからも二酸化炭素をださないようにしたいです。 

※ぼくは目標を達成してないけどちゃんと守らないと地球が大変なことになると分かりました。 

これからは少しでも守りたいと思います。 

※意外にできていないことが多かったので、これからはエコライフチェックシートをもとにできることから 

始めたいと思いました。 

※二ュースなどを見ていると地球温暖化について問題視されていて、 

これからもＣＯ2を出来るだけへらせるようにしたいと思いました。 

そして、エコライフチェックシートのような生活を家族でしてみたいと思います。 

※ある程度心がけることができた。 

ぼくはテレビをたくさん見てしまうので、次からは３０分ぐらいで見たいです。 

歯みがきやシャワーのときにたまに水を出しぱなっしにしてしまうので、使わないときは止めておきたいです。 

※二さん化炭素のことなどはあまり考えないでエアコンをつけたり、冷ぞう庫をあけたりしていたからこれからは 

二さん化炭素があまり出ないように行動する。 

※わたしたちがいろんな所から二酸化炭素をだしてしまって地球温暖化が急速に進んでしまっているので、 

このカードが終わってもこれ以上地球温暖化が進んでほしくないのでこれからもこのカードにかいてあることを 

気をつけたいと思いました。 

※エコライフチェックシートをやってみた感想は、ふつうの日とかはエコライフチェックシートに書いてないから 

分からないけど夏休みとかは書くから消滅した分とかが分かるからとてもためになるものだと思った。 

 

光ヶ丘小学校 

 

４年  

  

※家で野菜をつくっていて家でとれたやさいがおいしいからつくったわけで二さんかたんそさくげんにつながる 

とは思いもしませんでした。 

※食品ロスをなくさないといけないと思いました。地球温暖化になったら生態系がくずれる 

※エアコンやテレビなどのエコは知っていましたが食べ物などにも関係しているのを初めて知りました。 

ビニール袋のもらいすぎには気をつけたいと思います。自転車などにも乗り二酸化炭素をふ 

※エアコンは２６℃だけど１度上げるだけで環境によいなら上げようと思った。 

近くでとれた物はおいしいし環境にもよいのでどんどん食べようと思った 

※こんなささいなことで地球の環境のためになっているんだなと思いました。 

地球を守るためには１人ひとりがこころがけることが大切なんだなと思いました。 

これからエコに心がけていこうと思いました。 

※エコライフチェックシートをやる前はエコがあまりできていなかったけど、 

やったら食べ物の大切さもわかったしエコができるようにもなりました。 

エコライフチェックシートをやってよかったです。 

※食品ロスのことで前テレビで問題がありました。その時は恵方まきでした。 

でもいまは食品ロスの商品を食べられるお店が何店かあるそうです。 

このお店が日本中に広がってくれればいいと思いました。 

※二酸化炭素はよくないので少しでもへらさないと地球が大変なことになるので少しでも二酸化炭素が 

へらせてよかったです。 

※ぼくはエコライフチェックシートをやって１週間でこんなにも二酸化炭素が出ると知ったので、 

これからもっと二酸化炭素を出さないように気をつけようと思いました。 

※環境をよくするためにもっとむだずかいをしないように心がけようと思いました。 

※夏休み中にエコライフチェックシートをやって○の数が１１個か１２個で多かったのでこれからも環境に 

いいことをしたいです。 

異常気象などをふせぐためにできることから少しずつ初めてみてできるだけ環境をよくしたいです。 

 

５年  

  

※地球が泣いていたり地球温暖化になってしまうので、私に出来ることを少しずつしたいです。 

食べ物を残さない、水などを大切に使う、余分な物を買わない、などの事に気をつけたいです。 
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※私は少しの心がけで１日６００ｇの二酸化炭素を減らしたら１年で２１９㎏減らせることを知ってすごいと 

思いました。これからも心がけたいと思います。 

※チエックシートをしてよくできたことは出かけるときはきちんと照明を消したことです。 

あまりできなかったことはレジぶくろをもらわないようにするということです。 

レジぶくろをもらってししまうことが多かったのでこれからは、 

気をつけてレジぶくろをもらわないようにしたいです。 

※小さいことでも１つずつ心がけていくと温暖化対応にもなるから毎日続けたいです。 

※やってみて地球温暖化について考え直すことができたし取り組めました。あらためてこういうことを 

知ったので自分でもできるかぎりのことは精一杯がんばろうと思うし家族やたくさんの人にこのことを伝えて 

協力しあいたいです。 

※私はなるべくエコを心がけました。少し自信がなかったけど全部もう少し環境に興味をもってね、 

だったので少し安心できました。でもまだ少ないので来年はなるべく地球の未来は任せた。 

になるようにがんばりたいと思いました。 

※エアコンの設定温度も地球温暖化のえいきょうになると知りました。 

改めて考えてみるととても大切だと分かりました。これからもエコを続けていきたいです。 

※少しでも意識をすることで地球がよくなっているのなら少しは地球の未来をまもれたのかなと思います。 

※毎日の生活でエコをするということは、すごくたいへんでした。だけどエコライフチェックシートをやって 

少しでもエコをしようと思えるようになったのでいいなと思いました。 

これからもエコをつづけていきたいと思いました。 

 

大城小学校 
 

４年 

 

※エコライフチェックシートをやって気をつけなきゃいけないと 

※1 日の反省が出来て良かったです。お風呂は続けて入った。 

※やっぱりこういうものはあっていいと思います。私もこれから意識してやっていきたいと思いました。 

皆さんにもやってほしいと思いました。世界の人にもです。 

※1 日節約しただけでは少ないけど続けると結構な節約になるので続けたいです。 

食品ロスも自分の食べれる量にして残さないようにしたいと思いました。 

※エコライフチェックシートをやっているとエコしようとして二酸化炭素をしょうか出来てすごくいい体験に 

なりました。シートに書くのが楽しいので、食べ物は残さず食べようとか、レジ袋ではなくエコバックを 

持っていこうとか気をつけるようになりました。来年もやりたいと思いました。 

※僕はエコライフチェックシートをやってみて全部出来てる生活だと思いました。 

でも、お母さんは車をたくさん使ってるからやめた方がいいんだと思いました。これからも 

※エコライフチェックシートをやってかんきょうは大事だと分かりました。これからも環境を 

※食べれるのに捨てられているのは育てた人もいるのにかわいそうだと思いました。 

※私はエコライフチェックをやってから普段は見ていないなについていたテレビを見たい時だけつけるように 

なりました。 

※今年の夏は暑かった。朝から夜中までクーラーをつけてしまった。 

しかし、チェックシートをつける事で消すことが多くなった 

 

５年 

 

※温暖化が進まないようにエアコンの温度を 28℃以上にしたりいろいろ工夫して地球のことを考えていきたい 

と思いました。 

※エコなことをすることは地球に優しく草や木がはえて生物の住かや人間の食べ物が出来る。  

※私はこの 活動を行って特に気をつけたことは食べ残しを減らす事です。 

食べ残しは食品ロスになり地球温暖化にとても影響があると思ったからです。 

※普段から心がけていきたいと思いました。 

新聞の記事で 2100 年には 40℃以上の暑さになってしまうので家族でも心がけて温暖化を止めたいです。 

※エコライフチェックシートをやった感想はエコって大事なことだと分かった事です。これからは心がけたいです。 
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※最近は地球温暖化が進んで年々夏が暑くなり熱中症で救急搬送される人が多くなり、 

そのことに気をつけています。今年出来なかった緑のカーテン、すだれなど取り付けていきたいです。 

※私がすごく思ったことは一つ一つしっかりと気をつけると、年間 7860 円も安くなることです。 

次に思った事、びっくりしたことはお風呂を間をあけずに入ると年間 6340 円も安くなることです。 

これからはもっとお母さんに協力したいです。 

※最初は出来なかったので、冷蔵庫に注意を貼って工夫した。 

※いつもそんなに意識していない事や自分が出来ていないことが分かったので良かったです。 

これからはレジ袋をもらわないようにしたいです。地球温暖化は自分たちでひどくしないようにしたいです。 

※○を 11 個以上にするのはとても大変だったが、環境の事を考えながら生活出来た。 

地球温暖化で生物。人間のすみかがなくなるのは嫌だから、これからは今出来ている以上に地球にプラスな 

生活をしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


