
小牧小学校 

 

 

・表につけると、もっとエコに協力しようと思った。 

・少しのことで、二酸化炭素を減らせることが分かった。 

・環境のことがよくわかった。 

・もっとエコを、いっぱいしてみたいです。 

・チェックシートして 

・自転車、徒歩で出掛けたので節約できたと思います。 

・お母さんのお手伝いが、難しかった.です。 

・チェックシートを使っていろいろ節約できました。 

・少しのエコでも心がけたいと思いました.。 

・テレビゲームをやらないだけで、二酸化炭素がたくさん減るということを知って、これからもがんばろうと思った。 

・節約をあまりしていなかったので、節約したい。 

・マイバッグを利用すると、二酸化炭素の排出量を多く減らせることがわかりました。 

・環境のことにもっと興味を持ってみようと思いました。 

・お風呂は、さめないうちに続けて入ることを心掛けたいです。 

・これからも続けたいです。 

・エコが大切だとは知っていてもなかなか出来ない。普段からやっているのがいいと思いました。 

・やっぱり、リサイクルは大切だと思いました。これからもやりたいと思います。 

・これからも車に乗らないようにしたいです。 

・車や食がぜんぜん出来なかった。 

・プラグを抜くことが出来なかった。次は忘れずにする。 

・これからは歩いて買い物などして、エコを心掛けたいと思いました。 

・全部〇を付けれるようにがんばれた。 

・チェックシートのために、ご飯やおかずを残さず食べたというのをがんばりました。 

・こういうものがあると、エコに気を配ることができ、良いと思いました。 

・けっこうゲームをしなかったから、良かったです。 

・身の回りに、いっぱいエコ出来る場所があったので、これからもがんばりたいです。 

・シートのおかげで、いい生活ができました。 

・９月１日からレジ袋が一枚５円になって、「もっとエコしないと」と思うようになりました。なので最近は、歩くようになりました。 

・いつもの暮らしを少し変えるだけで、こんなに変わるということが分かりました。 

・エコな町にするには、みんなが協力してよりよい環境にして、明るい町にしたい。 

・こんなことをするだけで、二酸化炭素を減らせるということが分かった。 

・地球のためにやることは、しっかりやります。 

・チェックシートを使って、積極的に取り組もうと思いました。 

・これからは、買い物の時は袋を持っていこうと思いました。 

・コピーをしたいくらい楽しかった。 

・塾に行くとき、バスや自転車にした。 

・出来なかったことを、次の日やりました。 

・地球温暖化をストップするために、みんながひとつひとつのことを、気をつけなくてはいけないんだと思いました。 

・チェックシートがあると、守らなければいけないので、とてもいいです。 

・生活の中で、どんなことをすればいいのかが分かった。 

・良い点が出るとうれしいです。みんな〇が付くようにしたいです。 

・マイバッグをちゃんと持っていきたいです。 

・ただなにげなくやっていたことでも、少し気をつけるたら、エコロジーに繋がることが分かった。 

・アイドリングスットプをしていた時、前と後ろの車は、していませんでした。 

・一日目は、環境のことを考えていなかったけど、これからはエコに気をつけたいです。 

・家族みんなで気をつけようと思いました。 

・知らないことがいっぱいあったので、これからは環境のことについて、考えていきたいです。 

・このシートをやっていたら、二酸化炭素をできるだけ減らせる方法が分かったので、良かったと思いました。 

・出来ないことを、やりたいです。 

・けっこう自転車に乗るようになった。 

・地球の未来を守るために、こらからもエコを続けていきたいです。 

・分別をしたりエコバッグを持っていくように、心掛けれた。 

・休みの日は、テレビゲームをしてしまうので、少し考えるようにしたいです。 

・最近は部屋の電気を消しています。 

・ペットボトルで、いろいろな入れ物を作りました。 

・やっていると、だんだん心掛けるようになる。 

・やるのが難しかった。 

・いつもはやっていないのを、やるようにした。 

・夏は暑くて、どうしても車を使用してしまうので、少しずつ直していきたいです。 

 



村中小学校 

 

・もっとエコに心掛けたい。 

・チェックシートをやって環境に影響することもあるんだと思いました。 

・１日で減らせる二酸化炭素の量が解りました。 

・エコライフのための具体的な項目をあげてあり,何に気をつけたらよいのか分かりやすいです。自家用車の使用を 

少しでも控えたいです。 

・いろいろ安全な事が書かれていた。 

・自分がどれだけエコをしているか解りました。 

・いろいろエコが出来た。 

・この紙を見たときエコもいいなーと思いました。 

・節約をするやり方がわかった。 

・エコチェックシートでさらにエコに気を付けるようになった。 

・実行しなくちゃと思った。 

・気持ちが良かったです。 

・環境の大切さがわかりました。エコをして良かったです。 

・これからも自分で出来ることをどんどんやっていこうと思いました。 

・出掛ける時コンセントを抜かなかったのでこれから気をつけて地球を守りたいです。 

・地球は守っていきたいです。 

・ごみを分別することや木を増やしたいです。 

・買物はマイバックを持って出かけるようになった。 

・このチェックシートがあったので家であまり無駄遣いをしなくなりました。 

・エコにいい事が出来て良かったです。 

・エコが数字で分かったので良かった。 

・エコはそんなにむづかしくはないと思う。一人一人が出来ることをちょっとづつ頑張ればすごい大きな力になると思いました。 

・地球温暖化をストップしたいです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



小牧南小学校 

 

・ぼくもエコのことが大事だなあと思いました。 

・コンセントをプラグからぬくだけで３０も二酸化炭素が削減できるんだとわかりました。 

・チェックするとどんだけエコしてるかがわかった。 

・こんなふうにやったらいいんだと思うことがありおどろきましたまたやりたいです 

・二酸化炭素をたくさんへらせるのならエコをやってみたいと思いました。 

・ぜんぶやろうとするととてもむずかしかったです。けれどエコには心がけたいです。 

・電気にガスをせつやくするとお金や二さんかたんそがせつやくできるとわかりました。 

・エコを心がけていろいろ活動した。 

・エコライフチェックシートをして、これからは１１この問題に気をつけようと思いました。 

・チェックシートを使うことによっていろんなせつやくができることがわかった。 

・シートを使って、どんな事が地球にやさしいのかが分かりこれからは毎日続けたい。 

・めんどうでもきちんとエコをこころがけないといけないと思いました。 

・シャワーをつかわずにおふろの湯を使った。 

・エコライフチェックシートを頭のすみにでも入れていると二酸化炭素削減を少しでも実行する事が出来ると思います。 

・これからはもっとエコ生活をしなくちゃいけないと思いました。 

・このチェックシートを使って何円のせつやくもできるか分かってこれからもこういうことを続けていきたいと思います。 

・エコはむずかしいと思うけどすこしづつだったらできるとおもう。 

・今、二酸化炭素など減らすテレビなど見ますがとても大切なことだと思います。 

・エコになり、環境にとても良いシートです。 

・今まで私は水を出しっぱなしだったのでこれからエコをやりたいです。 

・どこかへ行く時、なるべく自転車を使った。 

・もう少し問題を増やしたらいいと思う。 

・お風呂は夏場はシャワーが多くなり入る時間も違います。冬場のように一度にとはいきませんでした。 

・今回は８個しか○が付きませんでしたのでこれ以上付くようにしたいです。 

・自分ではちゃんと出来ていると思っていたけど１日の生活を振り返るとまだまだできていない事があるので直したいです。 

・出来ている時もあったけどまだ出来ないこともあることがわかりました。 

・あまりエコについては考えたことはなかったけど、エコライフチェックシートをやってみて少し心掛ければこんなに節約できるんだなーと解りました。 

・節約できたので良かったと思います。 

・とても細かい事が書いてあり何時もは気付かない資源の無駄遣いに気付きました。 

・これがあれば私はこれからも節約したいと思います。 

・エコをすることはとてもいいことだと思いました。 

・車を使わず出来るだけ自転車を使った。出来るだけクーラーを使わないようにした。 

・これからも全部○が付くようにしたいです。 

・エコについてこんなに節約できる事を知りました。これからも続けて全部○をつけたいです。 

・いつもやっていない事を意識してやると少しでも環境が良くなるんだと実感しました。 

三ッ渕小学校 

 

・チェックすることによって、よりエコライフに気を付けるようになりました。 

・自分のできるエコを、積極的に行いたいと思いました。 

・もっと環境にやさしいことを、しなきゃなあと思いました。 

・これからはもっとがんばろう。 

・プラグを抜いたり入れたりするのはたいへん。 

・〇が少ししかなかったので、もっとがんばりたい。 

・環境にやさしいことに取り組むことで、家のお金の無駄が減る。 

・これからも二酸化炭素削減に、取り組みたい。 

・出かける時は、灯りを消すように心掛ける。 

・全部〇の日が、一日も無かったので、今後がんばりたい。 

・このシートで、どんなことが地球にやさしいかが、よく分かりました。これからも温暖化対策を心掛けようと思った。 

・なかなかエコって、いいなと思った。 

・お風呂は、家族で冷めないうちに入りたいです。 

・出来なかった項目を、次の日には〇が付けれるようにしようという思いが、強くなった。 

・シートがあると、心掛けれるからいい。 

・とってもエコライフでした。 

・やって良かった。 

・家族のチェック欄で、①が〇なら②と③が〇になることはありえません。項目として矛盾していませんか。 

 
 
 
 
 
 



味岡小学校 

 

・こういう風にエコをやればいいのだと思ったのでこれからやってみたいです。 

・このチェックシートを読んでほんの少しの事で地球を守ることができるんだなーと思いました。 

・いつもより気にして行動をしたのは初めてです。 

・此れからもこのようなことに気をつけたいです。 

・これからも毎日続けたいです。 

・リサイクル商品をこれからなるべく使うようにしたいです。 

・シートの内容だけではなくまだ私たちに出来る事があるのでその事を実行できるようにしたいです。 

・チェックシートがあって節約できた。 

・これからもチェックシートを使って心掛けていきたいです。 

・エコに気をつけて１日を過ごすと心の中がすっきりした気持ちになった。 

・すごく点数が悪くてびっくりした。 

・冷房を１℃高くしても涼しかったのでこれからはこれで過ごします。 

・最近は二酸化炭素が増えているのでエコにも心掛けようと思いました。 

・チェックシートは２回目だけど節約に心掛けたい。 

・環境の事がこの紙で分かるのでいいと思いました。 

・チェックシートを使うと自分がどのようなエコをしたかがわかる。 

・エコはこんなに大変なんだなーと思いました。 

・プラグをちゃんと抜いて冷蔵庫を早く締めた。 

・プラグを抜くことが出来なかった。エアコンはかけない日があった。お風呂は続けて入れない日があった。 

・こうして調べているとエコも大事だなーと思いました。 

・ほとんどの項目が実行している事なので、これ以外に何が出来るのか、もっと具体的、細かなチェック項目を作ってほしいです。 

・テレビゲームをする時間が減りました。 

・エコを守る。 

・今日は電車を利用した。電車は二酸化炭素も少なく出来るしガソリンのお金も高いので一石二鳥だと思います。 

・初めて二酸化炭素使用の多さを知った。 

 
篠岡小学校 

 

・コンセントプラグから抜くのを心掛けたいです。 

・エコライフチェックシートをやると自分のやっている事が正しいか解って良かった。 

・もう少ししっかり出来るようになりたい。 

・８／１０８／１１が同じだったので一寸残念。 

・チェックシートを使って今までしていなかったことも気を付けるようになった。 

・環境の事を家族で考える事が出来て良かった。 

・具体的な節約の金額が解って改めてエコを考えることができました。 

・いつもは車をたくさん使っていたけど使用を減らした。 

・少しのことをやるだけでエコになることが解りました。 

・エコに取り組めて良かった。 

・楽しかったです。 

・いろいろなエコを見つけてエコはいいなと思いました。 

・もっと地球の事を考えていきたいと思いました。 

・小さな事もみんなが気をつければ大きなエコになると思いました。 

・ごみをあまり出さないこと。 

・エコライフチェックシートに書いてあったことを続けていきたい。 

・未来のために少しでもエコを心掛けたいと思いました。 

・気をつけてシートをやったので環境に役立ったと思います。 

・このように削減量を数字で表すとなにが二酸化炭素が多いのか判り易くて良かった。 

・もう少し日にちを増やしてもいいと思った。 

・解りやすかった。 

・車の項目が出来なかったので来年は頑張る。 

・エコバッグを使うようになりました。 

・当たり前にやっていたことがエコライフと知った。 

・良い結果で嬉しかった。 

・出来なかった事を次から気をつけたいと思います。 

・車を使わない事がこんなに環境に良いとは思わなかった。 

・車の急発進や急加速をすると１年間で３７２０円も無駄にすることを知りびっくりしました。 

・二酸化炭素を出さない事が大事だと解った。 

・二酸化炭素を減らすことが出来た。 

・シートを使ったらエコに取り組めるのでいいと思いました。 

・ゲームみたいにやっても面白いと思う。 

 



北里小学校 

・もう少し二酸化炭素を減らして、地球を大切にしたいです。 

・コンセントを付けていると、電気を使うと始めて知った。 

・あんまり出来なかった。 

・やれることをいっぱいやって良かったので、これからも心掛けようと思いました。 

・今回のこのシートで、エコに興味を持ち、気が付いたことを実行しています。 

・楽しかった。 

・自分の出来ることは、自分で出来るようにがんばりたいです。 

・文字だけでは楽しく覚えられないので、イラストを加えると、より興味を持ち、自発的にチェックシートを見るようになると思います。 

・もっと細かく項目を作ると、面白いと思います。 

・出来ることから工夫をすることが、エコに繋がることだと思った。 

・これからエコに気をつけて生活する。 

・エコをしているのが、分かるので良いと思った。 

・いろいろなエコをすると、とても節約が出来るということが、分かりました。 

・チェックシートをやってみて、ここを気をつけてやってみようなど、いろいろと思ったので、楽しい生活が出来ました。 

・エコに関することに興味を持つことが出来ました。これからもエコに取り組みたいです。 

・もう少し具体的な数値（テレビゲーム３０分の二酸化炭素の量など）だと、もっと分かりやすいと思います。 

・これからは、テレビのスイッチを付けっ放しにしないで、消します。 

。エコをすることで、地球温暖化について、調べたくなった。 

・自分の生活が良いか悪いか良く分かり、良かった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



米野小学校 

 

・もうちょっと詳しことを書いたほうがいいと思いました。 

・○が付いていないところはこれから頑張る。 

・いいと思います。 

・プラグはたまにしか抜いていないので出来るようにしたいと思います。 

・出来ていないところをこれから気を付ける。 

・ごみなど自然を壊さないようにする。 

・細かい事が書いてありこんな事をしていけないという事が解りました。 

・エコライフを見てちゃんと出来た。 

・シートを見て車は便利だけど歩くことも大切だと思います。 

・全部に○はつかなかったけどこれからも出来る事からやっていきます。 

・チェックしていきたい。 

・これからはエコマークのついた商品を買いたいです。 

・使わないときはコンセントを抜く 

・子どからマイバックを持ち歩くことにする。 

・チェックシートを付けると環境のことをよく考えられるので勉強になった。 

・此れからはエコをしたいと思います。 

・エコは大切だと思いました。 

・チェックシートをみんなで続けてお風呂に入るだけで１年で２７３０円も節約できることにびっくりしました。それだけ大切なことだと解りました。 

・今は地球温暖化で大変なので家族で毎日心掛けたいです。 

・地球を守るためにチェックシートの通り実行したいです。また環境のことを考えて気をつけて生活したいです。 

・自然を大切にしたいと思いました。 

・エコは大事だと改めて感じました。 

・身近なところから変えていけば地球を救えると思いエコはいいなと思う。 

・地球温暖化を防ぐためにも植物を大切にしたい。 

・毎日の生活できずかない事が書いてありいいと思う。 

・ちょっとエコが出来て良かった。 

・ほとんど○になった 

・９月からレジ袋が有料になるのでエコをしたくなった。 

・地球温暖化もあるのでエコも気をつけていきたい。 

・此れからはエコを考えて生活していきたいです。 

・車は出来るだけ少なくして自転車にしたい。 

・普段当たり前のことがこんなにも大切さが解りました。 

・地球に優しく出来ることをやりたいです。 

・チェックシートをやって環境に気をつけ理ことができました 

・エコを考えて生活したいです。 

・１日にどれだけ二酸化炭素が減らせたか解りました。 

・エコすることは最初面倒だったがだんだん楽しくなった。 

・毎日やるようにしたい。 

・心掛けるようになった。近いところは運動になるので歩く。 

・色々エコの事を見直すことが出来た。 

・こんなに節約できてびっくりです。これからも続ける。 

・全部できた。小牧の環境がこれからどうなるかなと思いました。 

・あまり出来なかったのでこれから頑張ります。 

・これからもエコを心掛けます。 

・地球温暖化の事を考えました。 

・シートを使ったらエコが出来た。 

・○が付いていないところはこれから頑張る。 

・１年も続けると二酸化炭素が何百ｇも減りすごいと思います。 

・ゲームは我慢したけど車は無理でした。 

・冷蔵庫をあける時間が短くなりました。 

・○が付いていないところはこれから頑張る。 

・毎日の積み重ねが将来につながると思います。 

・４年生に比べ出来たけど目標は全部なのでもっと頑張ります。 

・これからもリサイクルをしたりリサイクル商品を使います。 

・シートを付けることで数値が解るので良い。 

・エコ商品を買う、食べ残しをしないなど身近なことからやりたい。 

・環境は自分たちで守っていきたい。 

・３日間は少ないのでもっと多くしたいです。 

・電気など節約したい。 

・家で食べるご飯や学校の給食を残していたけどチェックシートをやり気を付けるようになった。 

・エコはコツコツとやることだと思います。 



・リサイクル商品を利用したい。 

・もっと多くのエコが出来るようにしたいです。 

・温暖化防止を進めるには粉に大変だと解りました。 

・なるべく自転車や歩く事にする。Ｔ 

・電気や水を使い過ぎない。 

・シートを参考にエコをすることに心掛けたい。 

・私は生活の中で自然にエコをしたいなと思いました。 

・みんながエコをしてほしいです。 

・このチェックシートを市民にもやってもらい集計して公表してはどうか。 

・１日でこんなに二酸化炭素を減らせることは凄いと思いました。 

・エコをすると環境にもいいのでこれからも続けていきたいです。 

・自分がどれだけ二酸化炭素を排出しているか解るのでいいと思う。 

・電気の無駄ずかいが地球温暖化につながることが解りました。 

・私の家はあまりエコしてないことが解りました。これからもエコをしたいです。 

・チェックシートがあると頑張ろうと思う。 

 
一色小学校 

 

このチェックシートで「エコを考えなければいけないな」とかそういうことを考えられるからいいと思った。 

まえまで自動車で買い物にいってたけどこれをみて自転車にかえた。 

家族みんなで「こんどは気をつけようね」をたしかめあいました。 

チェックシートで少し自分にじしんがつきました。楽しかったです。 

とても楽しかった。 

これからもエコに関心をもって生活していきたいです。 

エコでいっぱい節約できるのがすごいと思いました。私もがんばって節約できるようがんばります。 

しらべるのが楽しかったです。 

ちょっとめんどくさいけどかくのがエコを心がけるっていいですね 

いつもはエコチェックシートを使ってないけど夏休み中つかってみてどんだけ使ったりもっと節約のことを考えたりすることが大切だと思いました。 

ほかにもきょうりょくすることがないかかんがえてみたい。 

自転車でいどうするとつかれたけどＣＯ2 がへらせるのでこれからもがんばりたい。 

エコに心がけたいです。 

いつも同じところができていないのでできるようにしたいです。 

とてもたくさんにさんかたんそをへらせるとわかりました。 

チェックシートでチェックすることでエコの意識が高まりました。 

 
小木小学校 

 

・節約はたいへんじゃなくて、楽しいんだと分かりました。これから、もっと節約したいです。 

エコってすごく大事なことだと分かりました。 

・日頃やっていることが多かった。テレビを見ない日があると良い。 

これからも続けて二酸化炭素を減らしたいです。 

・みんなで続けてお風呂に入ることが出来なかったので、これから続けたいです。 

・いろいろな節約の方法があるんだなあと思いました。 

・思ったより難しかった.。 

・環境に良いことをしていない日もあったし、している日もあった。 

・エアコンの温度を一度下げる。一度って、なんで一度だろう。 

・全部やるのは難しかったけど、ほとんど出来て良かった。 

・これから、習い事には自転車で行くように心掛けます。 

・二酸化炭素を出しているから気をつける。 

・水の流しっぱなしに気をつけた。 

・子どもとエコについて話す良い機会になりました。 

・チェックシートを使ってみて、身の回りに二酸化炭素の量をたくさん減らせることが分かりました.。 

・シートを失したので、友だちに借りてコピーしました。紙代や電気代がかかっちゃたので、気をつけます。 

・ガソリンも値上がりして、最近はエコドライブに気をつけて運転しています。 

・まだエコバッグを持っていないので、これからはぜひ使います。 

・意識すれば、ちゃんと出来ると思います。 

・いつもと全然違う生活をしないと、地球温暖化対策が出来ないので、難しいと思いました。 

・チェックシートを使ってみて、普段やっていないことまでやって、少し難しかったけど、かなりいいエコが出来ました。 

・一回目はあまり出来なかったけど、二回目からは気をつけてやりました。 

・これからは、ティッシュを無駄にしないように気をつける。 

 
 
 



小牧原小学校 

 

・もっと○が付くようにしたいです。 

・こういうチェックをするとこんなに節約できる事がすごいと思います。 

・自分の行ったことが少しでも環境の為になるので良かったです。 

・すごく使いやすかった。 

・プラグを抜くこと・買い物袋を持っていこうと思いました。 

・エコは大切だと思った。 

・チェックシートを使ったら節約が出来たので良かった。 

・もっとエコに取り組んでいきたいです。 

・お母さんやお父さんたちとほかのエコもやりたいです。 

・この３日間だけでなく毎日このような事が出来たらいいと思いました。 

・自分の出来る事をこれからもやりたいです。 

・旅行で初めて電車を使った。 

・エコはとても大切だなと思いました。 

・これからも節約を心掛けたいです。 

・二酸化炭素を削減できてよかったです。 

・節約金額・二酸化炭素量の数値を計算した目安時間、量などを明記してください。Ｅｘ）徒歩を○○ｋｍした場合など 

あるともっと意識が高まるとおもいます。 

・チェックシートを使ったら自分の家の反省が出来たので良かったです。 

・ごみをきちんと分別しようと思いました。 

・なるべくクーラーをつけない。自転車を使う。エコライフをすることで家計にも優しくなると思う。子どもと温暖化について話す機会になった 

・家では風呂の残り湯を洗濯機に使っています。チェック項目に 

・これからもエコをしていきます。 

・解り易くて良いチェックシートだと思います。 

・このチェックシートをチェックシートをきっかけにしてこれからも続けていきたいです。 

・二酸化炭素を少しでも減らしたので良かったです。 

・こういうのを作るとここに書いてあるものに注意してできます。 

・今回の機会で私は地球の大切さを知りました。 

・エコをしたと思う。 

・このシートでチェックすると自分がどれだけエコをしているかわかる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



本庄小学校 

 

まえのことを思い出すのがちょっとたいへん。 

マイバッグをもっていくのはためんどくさいけど地球のことを考えたらめんどくさくなくなってきました。 

家族のみんなも、エコするために心がけてくれたし、前はそんなに心がけていなかったけどできたから良かったなあと思いました。 

初めてすごくエコのことを考えたら今まで知らないことがよく分かりました。 

よくマイバッグを忘れてしまうときがあるのでよく使うカバンに入れるといいなと思いました。 

毎日の生活の中で意識すればもっと自分にもできることがあると思いました。 

お風呂はさめないうちに入るといいことがエコにつながるなんてびっくりしました。 

節約される金額が書かれているととくに気をつけることができました。 

チェックシートをやって自分が環境にいいことをやっているかということなどが分かりました。 

毎日（3 日間）エコライフチェックシートをやるのが楽しみでした。3 日間ではなくまだ続けていきたいと思いました。 

チェックシートを使ったら「今日はこれが丸ついてない！だから今度は気をつけよう」という気になりました。 

チェックシートを見るといつもよりエコができるようになったと思いました。 

「少しでも」と思ってもやはり忘れてしまうのでもっともっといろいろ考えたりしてみたいです。 

このチェックシートを使ったことで、エコのためになにをしたらいいのか分かりました。 

水を出しっぱなしにしないようにしたいと思いました。 

電気などをせつやくした。 

これからもエコをしようと思いました。 

エコはけっこういいことだとおもいました。 

やれない所などがあったのでもう少しがんばりたいです。 

けっこう二酸化炭素さくげんができていると思った。 

プラグをぬくことを気をつけるようにしていきたいです。 

これからはもっとかんきょうんにいいことをやっていきたい。 

エコライフチェックシートを使ったら、いつもやらないことを自分は心がけたからそれを続けたいと思った。 

かんたんにできそうなことができていなかった。 

1 年でどれだけ節約できたかが分かった。 

ちょうど車が故障して使えないときがあったけど車があればすぐ車でってなるけどなくても歩いてすませる事がたくさんあった。 

ゴミの分別、エコバッグは出来ているつもりなので、電気、ガスを今以上に気をつけたいと思いました。 

楽しかった。 

家ではプラグを抜かないし、自動車やバイクを使ってしまうので気をつけなければいけないと思いました。 

私も今回のことでいつも気づかなかったことやっていきたいと思った。 

いがいとエコはできないものだなあと思いました。 

エコをして自分もこれからもやっていきたいと思います。 

これからはエコをして生活をしていきたい。 

地球のため地球にエコなことをいっぱいしたい。 

ちょっとしたことでもせつやくにさんかたんそさくげんのきょうりょくにはまだたりない。 

環境のために、いしきをいつもよりしてできました。 

プラグを抜くことが 1 日もできなかったので、少しづつできるように心がけたいです。 

もっとせつやくしたほうがいいと思いました。 

クーラーをあまりつかわないようにしたら、すごいあつい日でも、がまんできるようになった。 

気をつけて明かりを消してからへやを出た。 

今日はがんばって自転車にした。 

たくさんのことを気をつけた 3 日間でした。この 3 日だけでなくこれからも気をつけていきたいです。 

ぼくもエコに心がけようと思い、温暖化のことも考えるようになりました。 

いつもより気をつけてやることができた。 

気をつけて二酸化炭素を増やさないようにしてみる事も楽しいと思いました。 

これからもエコライフチェックシートをさんこうにして、せつやくをしていきたい。 

これからもトイレットペーパーなどリサイクル品を使っていきたいです。 

環境でたいせつなものはこまめにせつやくをすることが大切だと分かりました。 

コンセントは、あんまりぬいたことがないからこんどからぬきたい。 

今、地球温暖化が進んでいるので、それをおさえるためにも、プラグを抜いたりすることを実行していきたいと思いました。 

ゲームばっかりしてしまった。 

いつもは気にしてない事を注意する事ができた。 

れいぼうのおんどをたかくするのができなかったので、こんどからは気をつけます。 

改めてエコについて勉強できました。 

リサイクルなどすると、とてもすっきりするのでエコを続けます。 

今回の最後の日がとても丸が少なかったので、もっともっと丸をふやせるように心がけたいです。 

ふだんから家族みんなエコな生活を心がけている。でもこういうチェックシートがあるといいと思う。 

エコをして、地球温暖化が進まないでほしい。だから、これからも気をつけれたらなと思った。 

このチェックシートは、これを頑張ろうという目標を持ってエコをしてそれがふだんの生活にやくだってきているのではないかと実感しました。 

 
 



桃ヶ丘小学校 

 

・みんなで出来ることを、がんばってしようと思います。 

・チェックシートを全部〇にしたいです。 

・毎日チェックしてみると、出来ないことがたくさんあった。 

・二酸化炭素の量やエコは、とっても大事だと思った。 

・コンセントをプラグから抜くことが出来なかったから、次から出来るようにしたいです。 

・エコに出来るから、楽しいです。 

・二酸化炭素の量が分かって、良かった。 

・エコがどんなに大切か、よくわかりました。 

・もう少し、地球を大切にしたいです。 

・これからも、二酸化炭素を減らしたいです。 

・こんな身近なことで、地球を救えると思うと、これからも続けていきたいと思いました。 

・これからもエコをして、地球を守りたいです。 

・〇が付かない所は、今度からしっかりやろうと思った。 

・エコに気をつけることで、お金も節約出来た。 

・これからも地球に優しくすることを、心掛けようと思った。 

・調べてみると「私に出来ることがあったんだ」と、気づけました。 

 
陶小学校 

 

・○が７～８個だったのでもう少し環境のことに関心を持ちたいです。 

・エコは大切だなー。 

・今日は頑張って歩いた。 

・毎日の生活の中で二酸化炭素を減らすことが出来た。 

・今までシャワーの水など出しっぱなしだったからこれから気をつけたい。 

・出掛ける時はバスや電車にした。 

・ごみの分別でこんなに変るんだと思いました。 

・地球に優しい事や環境を大切にしないといけない事がよくわかりました。 

 
光ヶ丘小学校 

 

環境の事にちゃんと関心を持っていきたいと思いました。 

このプリントをやっているとじぶんはエコにきをつけていることがわかった。 

シートを利用してちょっとしか○がなかったのでこれからはエコに心がけるようにする。 

チェックシートがなくてもできるようにしたい。 

自分のエコライフ度を見て、もう少しがんばろうと思いました。 

あんなにせつやくできるとは思わなかった。 

自転車に乗るだけで、ガソリンをつかわなくてすむことがすごくいい。 

このチェックシートに１つでも丸が多くつけられるように気をつけてできたので良かったと思います。 

ちゃんとチェックしないと気づかないような物があった。 

環境の事についてよく分かりました。ふだんやっていないことが地球に悪いことばかりやっているから良いことを増やしたい。 

なるべくエコなことをしようと思ったのでまた来年もやってください。 

二酸化炭素の量を減らせるからとてもいいチェックシートだと思いました。 

めんどくさいけど「ゴミの分別」をしている。 

チェックをするとなにをやってないかわかる。 

せっしゅした量がわかるから達成かんがある。 

これを１年間続けたらどれくらいエコなことかわかりやすくていいと思いました。 

このシートがあるから環境をいしきできた。 

これからもエコをがんばる。歯をみがく時はコップの水でがんばる。 

ちょっとだけ節約できたけど、これからもずっとやりたいです。 

今まできにしていなかったのでこれからは気をつけてがんばっていきたいと思います。 

エコというのは毎日こつこつしなければいけない。 

自分でできることがあればやってみたくなりました。 

良いことがいっぱいあってよかったです。 

これからも家でこういうのをやろうと思いました。 

楽しくておもしろかった。 

少しでも心がければ二酸化炭素の量をへらすことができるので、続けていきたいなと思いました。 

 
 
 
 
 



大城小学校 

 

①③はむずかしすぎると思いました。 

いしきしてやったら 644ｇもへった。 

パソコンは音をけすとせつやくできるよ。 

とても気をつけた。 

こういう表を作ることで、エコに気をつけようと思いました。 

みんなでおふろがさめないうちにはいることができた。 

チェックをしてとてもちきゅうのためにちょっとでもできてよかったです。 

1 日にいろいろな節約の方法があってこのまますればいいことになって楽しくできるのでいいと思います。 

きちんとできたのでよかったです。 

いつもはやらないことを今回はやってみた。 

あとからみるとこれから気をつけることなどが分かってとても便利。 

ほぼできていたけど、できていない所もあったからこんどは全部○になるようにがんばります。 

こうやってチェックをしてみるとできているところできていないところがあってわかりやすいです。これからもチェックを続けるとよくなるかもしれません。 

エコをすればかんきょうにやさしいことがわかった。 

にさんかたんそがへらせるからいいと思います。 

いろいろエコになったようなきがした。 

もう少しエコに関心を持ちたいと思いました。 

少しスッキリした。 

エコはよいことだと思います。ＳＯ２などを出すと地球がこわれたりしてしまうので、エコは大切だと思いました。 

これを毎日続けるともっとエコができると思いました。 

地球温暖化をけすためにがんばったからこんどは他の人にもやってあげたいなと思います。 

きをつけてやることができました。 

エコライフに気を使ってがんばろうと思いました。 
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