
小牧中学校 

 

・少しでもエコ活動に取り組めたと思います。 

・電化製品を使う時などは、エコを意識するようにしました。 

・チェックシートがあると思って、いちよう心がけをしてエコをしようとしました。 

・３日共、ご飯やおかずを残さないで食べた。 

・いつもより気にして出来たと思います。続けたいです。 

・書き出してみると、いがいに出来ない点が見つかり、見直すきっかけになったので良かった。 

・ほんの少し減らす努力をすれば、こんなにも減らせるんだと思った。 

・少しはエコを心掛けるようになって良かった.。 

・毎日の生活の中で、環境のことを考えて行動できるようになりました。ただ、コンセントを抜くことが、できなかったので、やっていきたいです。 

・どれも簡単なことだけど、それをやるだけでこんなに節約出来るなんて驚きました。 

・少しのことを気にかけるだけで、たくさんの二酸化炭素が削減できるので、これからもできるかぎり協力しようと思います。 

・今まで、水を出しっぱなしにしていたことが、とてももったいないと思いました。 

・早く環境が、良くなってほしい。 

・小さいことが環境に繋がっていくことが、良く分かった。 

・チェックシートがあれば、毎日記入して、どんどん良くなるのでいいと思いました。 

・チェックシートがあることで、いつもより環境のことに気を使うことが出来ました。 

・だいたい同じことしか出来なくて、残念でした。 

・今回のようなことを皆にやってもらうと、地球にいいと思いました。 

・出かける時にコンセントを抜くことを、今度から心掛けたいです。 

・〇を付けれなかった所を、気をつけたいです。 

・よくわからなかった。 

・楽しかったです。 

・まさかこんなにエコをすると、節約できるなんて知らなかった。これからも実行していきたいです。 

・今まで意識していなかったことにも、意識するようになり、「今私は地球に良いことをしているんだ。」と思うと、がんばろうと思いました。 

・もう少し関心を持ったほうがいい。 

・始めは分別するのがめんどうくさかった資源ごみも、分けるようになってから、楽しくなりました。 

・この三日間エコな生活をしてみて、とても地球に貢献した気がして、いい気分です。 

・エコを心掛ける必要があるなと思いました。 

・少しエコライフに気をつけることが、出来るようになった。 

・身近な物の使い方を少し工夫するだけで、二酸化炭素の量が減ることが分かった。 

・私の家族は、あまりエコによくありません。なので、今日から「電気を消す」「自転車に乗る」などのエコをしたいです。 

・チェックシートのおかげで、エコに取り組む気持ちがでてきた。 

・チェックシートによって、家族が前よりもエコについて心掛けるようになったと思います。 

・私は、これからも続けて出来ると思います。 

・生活を見直すことが出来たので、これから役に立てていきたいです。 

・小さなことでも、地球のためになるんだと思いました。 

・ゲームをやらないだけで、二酸化炭素が減るなんてビックリ。 

・チェックシートを書いてから、自然に身近な環境に気をつけて、行動出来るようになりました。 

・毎日エコに心掛けて生活することが出来た。 

・身の回りで、二酸化炭素を減らすことがとても簡単に出来るので、進んで行いたいと思いました。 

・簡単なことで二酸化炭素がこんなに減らせるなんて知らなかった。これからは気をつけたい。 

・チェックシートを使って、どんなに小さなことでも二酸化炭素削減ができるんだと思いました。これからも、環境のことを考えて生活したいです。 

・いい参考になって良かった。 

・エコについていろいろ知りました。 

・今まで何気なくやっていたことも、エコにつながると思うと、びっくりしました。 

・気をつければ、一日にけっこう二酸化炭素を減らせると思いました。 

・出来なかったのは、コンセントを抜くことやリサイクル品を使うことだったので、その二つに気をつけていきたいです。 

・エコが出来ていると思います。 

・コンセントを抜くことが全然出来なかったので、残念。 

・地球のために自分が出来ることが、たくさんあるということが分かった。 

・少しでもエコが出来るように、これからも心掛けたいと思いました。 

・地球のことを、もっと考えようと思いました。 

 
 
 
 
 
 
 
 



味岡中学校 

 

・これからもエコしていきたい。 

・今まではエコについては全然興味はなかったけどこれからは地球のためにも考えていきたいと思いました。 

・毎日少し頑張ってやることによってこんなにもシオーツウ 

・このシートのおかげで今まで気にしていなかったことを気にするようになったので良かった。 

・買い物の時、リサイクル品かどうか此れからは確かめて買いたい。 

・アンケートをやって二酸化炭素がたくさん削減できていないことが解った。コンセントはなるべく抜きたい。 

・自分の家で出している二酸化炭素の量が解って良かった。 

・何時も通り生活していて○がたくさん付いたので良いと思います。続けられることばかりなのでこれからも続けます。 

・家族と出掛ける時以外は自転車で行きました.これからも頑張りたいです。 

・チェックシートをみてこういうこともに二酸化炭素削減も出来るんだと思いました。 

・此れからはシートに書いてあることを全部できるようにしたい。 

・簡単なので続けられそう 

・スーパーに行く時自転車で行った。 

・１日にどれだけ二酸化炭素を減らしたか解るから楽しかった。 

・夏すごく熱いので地球温暖化が解りました。二酸化炭素を減らす努力をします。 

・このシートをやって二酸化炭素を減らすことを改めて誓いました。頑張りたいです。 

・自分たちの住んでいる地球なので自分たちで何とかしたいです。 

・自分でちゃんと工夫したりリサイクルをすることが大切だと解った。 

・守らなくてはと思った。 

・エコは今、地球にとってとても必要なことです。チェックシートをやって地球のために少しは役立った事に嬉しく思います。 

特に頑張ったのはクーラーです。暑いときでも２８℃に頑張りました.扇風機や自然の風で過ごしました。 

これからもエコに心掛けた生活します。 

・もっと続けたい。 

・自分のエコについて振り返ることが出来た。 

・地球環境を守るため自分たちがこんなにたくさんのことが出来るのを驚きました。これからも続けていきたいです。 

・エコについて考えることが出来て良かった。 

・この紙を使ってエコに心掛けることが出来た。これからも心掛けたい。 

・このチェックシートを作るのはとてもいいと思います。これで二酸化酸素を節約することができ、地球温暖化も防ぐ事が出来るから 

・このシートがあったからエコに気をつけて生活することが出来た。 

・チェックシートを使ったことでエコ馬具など 

・電気の無駄ずかいをしない。 

・いつもよりエコのことを考えた。 

・チェックを○で表すと解りやすい。 

・エコをしたら二酸化炭素も減り家計も環境も良くなるのでこれからも続ける。 

・毎日の生活で二酸化炭素がこんなに出ているなんて驚き。エコをして減らしたい。 

・何時も当たり前のように行っている事が地球の未来につながっていることを実感しました.頑張ればできることが沢山 

あると思うのでこれから、エコライフについて意識を持ち続けたいです。 

・普段あまり気付かないことに今回は意識した。 

・普通の生活では二酸化炭素はふえるのでこのようなシートで意識するのは気を付けるから良い。 

・シートでエコの意識が高まるので良い。 

・きちんとごみの分別ができました・エコ商品をたくさん使いお風呂は続けて入りました。 

・ちょっと意味が解らなかった 

・とても小さな事だけど地球の為になっていると思うとうれしくなりました 

○がつかなかった処をこれから関心を持ってチャレンジしていきたいです。 

・このシートに○が付くように努力しました。コンセントはこれから気をつけたいです。 

・こんな事を考えて生活したことがなかったけど、大切なことだと解りました。 

・とてもためになった。 

・地球のことを考えた。 

・案外簡単に出来た。 

・チェックシートを使うとエコのやり方がよくわかった。 

・どのくらい二酸化炭素を出しているか解った。 

・二酸化炭素がたくさん出ていることが解った。 

・自分で出来ることを考えリサイクルすることを続けたいです。 

・小さな事から大切にする。 

・環境のことを意識して生活ができました。 

・何時もできないのは「マイバック持参」と「コンセント」を抜けなかった。この点をこれから気を付けます。 

・最近、温暖化を身近に感じるようになったので自分もできるだけエコに協力しようと思いました。 

・大分出来ていたのでこれからも続けていきたいです。 

 
 



篠岡中学校 

 

・環境をもつと大切にしたいなあと思いました。 

・あらためて 

・○が全部つかなかったのが残念だけど、○がたくさんつくように、がんばりました。これからも環境のことに関心をもちたいです。 

・これからもしっかり守っていきたいと思いました。 

・身近な小さな細かいことに気をつけただけで３００ぐらいの量の二酸化炭素をさくげんできたのでよかった。 

・毎日しっかりやれてよかった。 

・ちょっと多い。 

・ちいさなことでも環境を少しでもまもれる 1 歩になるんだなあと思いました。地球のため気をつけていきたいです。自分のためにも。 

・２れつめになると見にくい。 

・１つや２つ変えることで環境にいいことがわかってよかった。 

・買い物に行った時袋をもらわずに「エコバッグ」を使った。 

・こういった確認などをして、改めて環境について見直せたので良かったです。これからも地球に優しくしていきたいです。 

 
北里中学校 

 

・もう少し節電出来たと思うから、こんどからがんばりたい。 

・これから温暖化対策を始めて、いろんなことに意識して取り組みたい。 

・思っていたよりエコライフではなかったので、これからもっと心掛けたいです。 

・なんかこれをやってみて、ちょっとのことでエコになるんだなと思いました。 

・〇を多くしたかったので、ちゃんとやりました。 

・自分の気持ちしだいで、エコが出来るんだと思い、これからも積極的に協力しようと思いました.。 

・チェックシートに書いてあったことを、続ける。 

・自分が心掛けて、少しのことをずっと続けていったら、温暖化対策が出来るんだなあと思いました。 

・少し環境のことを考えれて、良かったです。 

・これからは、もう少しエコについて、気をつけて生活したいです。 

・車を使っているので、これからはバスを利用したいです。 

・ちょっとのことで、二酸化炭素の削減に繋がり、いいと思う。 

・チェックシートが無くても、毎日心掛けたいと思います。 

・レジ袋の有料化が９月１日から始まるからそれまではｽｰﾊﾟｰの袋でいいやと思っていたけど、それじゃあいけないんだ。これからは、マイバッグにします。 

・チェックシートをやってみて、環境のことを考えてみるようになった。 

・電気・ｶﾞｽのエコは、いつもお父さんに言われ心掛けています。野菜は、家で作ったものを食べています。ケチくさいと思っていたことが、大切なことだと 

改めて思いました。 

・出掛ける時に、電源を切っていたけど、プラグは抜いていなかった。今度から抜いて出掛けたい。 

・あまり〇が無かったので、心掛けたいと思いました。 

・毎日の暮らしの中で、エコを心掛けるようになった。 

・〇が付かなかったところが、付くようにしたいです。 

・「あ、そういえばこうしてた」などと、自分の行動が分かった。もっと地球に良いことをしたいと思った。 

・エコについて、あまり考えていなかったけど、考えてみようと思った。 

・もう少し気をつけたい。 

・身近なことで節約出来たり、二酸化炭素を削減出来ることが分かり、これからも実行していきたいと思いました。 

・チェックシートをやると、いろいろなことを心掛けて出来るので、とてもいいと思いました。 

・始めはだめだったが、最後は全部出来たので良かった。 

・全部〇が付くようにしたいです。 

・思ったより僕の家族は、エコをしているなあと思った。これからも続けたいと思う。 

・自分が、毎日どれだけ環境に協力しているかを、知ることが出来た。 

・チェックシートを始めてから、エコを意識するようになりました。 

・エコのためにやると、終わった後すっきりした。 

・お風呂に続けて入るのは難しいけれど、これからは続けて入りたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



応時中学校 

 

・エコをすることで、家計も良くなるのでいいなーと思いました。 

・出来ないことを頑張ろうと心掛けるようになりました。９以上マルは 

・プラグを抜く習慣がないため心掛けたいです。 

・これからも続けたい。 

・自分たちが出さない量がわかった。 

・家ではあまりエアコンを使わないようにする・ 

・気をつけていない事が結構 CO2 を排出が多いことを知り気をつけていきたいです。 

・シートを使ってごみを分別すること,プラグを抜くことが 

・このチェックシートで身近なエコについて自分自身でも心掛けれたと思うし家族でも取り組めたので良かったです。 

・普段車で行くところを自転車で行った。 

・毎月、さわやか会でごみ拾いをしているので続けたいと思った。 

・どうしても、マイバッグを使うのを忘れてしまい、買い物袋がついてくるのが当たり前に思っていたので、マイバッグを持ち歩くことに心掛けたいです。 

・このチェックシートではいつもはあまり考えない環境のことを考えられました。 

・９個１０個はまあまあ出来ました。後、チェックシートのおかげで意識してできました。 

・自分の生活をとても見直すことができて良かった。 

・コンセントプラグを抜くことはめんどくさくてできなかったので、これからは電気製品のプラグは抜くように心がけたいです。 

・自分はエコが少しできたけど、家族はあまり出来なかつたので、これからは心がけるよう言います。 

・自分が,ふだんやっている事で少し心掛けた事が、１年でとても多くの二酸化炭素削減量になると思いました。 

・地球が長持ちするようにコツコツとエコを頑張る。 

・ちゃんと節約したりできたので良かった。 

・今回、リサイクル品が作ることができなかたのでペットボトルで鉛筆立てなど工夫して作ると面白いと思いました。今度、やってみます。！ 

・日頃心がけていないことを少し心掛けるだけで二酸化炭素が減ってすごいと思いました。 

・簡単にできることがたくさんあったので、出来ることはやりたいです。 

・ご飯を残さず食べることができました。 

・たまには環境のことを考えるのもいいなと思いました。 

・リサイクルやコンセントを抜く。など全くできていなかったなと思いました。だから今度からやってみたいと思いました。 

・エコに協力するのは大変でした。 

・少し気をつけて生活しただけでこんなにも二酸化炭素が減らせるなんて凄いなーと思いました。 

・たった少しのことをするだけで、二酸化炭素の量が減るので此れからも気をつけていきたいです。 

・１日だけでなく続けることが大切だと思いました。 

・全然できてなかったので残念でした。 

・やり始めることで足が１歩進むのでこれからも続けてみたいと思います。 

・ご飯を残さず食べることができました。 

・最初から最後まで１つも多くならなかったがこれからも少しでも二酸化炭素を減らせるようにしたいです。 

・歯磨きのとき水を流しぱなしにしてしまうので気をつけたいです。 

・あまり○が無かったのでもっと頑張りたいです。 

・エコ出来て良かった。地球を大切にしたい。 

・このようなシートがあればみんなやる気が出ていいと思う。 

・もっとエコライフの意識を高めたいと思います。電気の使い過ぎや水の出しっぱなしに注意したいです。 

・出来ないのがあり悔しかった。 

・とても良かったと思います。普段から心がけているつもりでもなかなか出来ていないんだなーと思いました。 

お風呂に続けて入るだけでも二酸化炭素は１３０も出なくなるので、これからもエコな生活を続けていきたいです。 

・毎日の生活の中で当たり前にしてきたことが地球に悪いことなどがわかりました。ほんとうに小さなこともエコ出来ることがたくさんあることがわかったのでこれから 

・エコについて出る事はちゃんとやっていこうと思いました。 

・お金が節約できるならいいと思いました。 

・最初はあまり出来なかった。 

・意外とたくさん○がついたので良かった。 

・使い過ぎをしない。 

・このチェックシートをやって自分や親がどれだけ環境について考えているか分かりました。 

・あまりエコは出来なかったけど分別は出来た。 

・テレビゲームをしないことも地球に役立つんだなとわかりました。 

・何円節約できるか、全部の欄に書くと解りやすいと思います。 

・エコに気をつけて取り組めました。 

・出来ることトできないものが分かれているので気をつけた

い。「エコ商品を使ってみる」 
きるものとできないことと 

・節水・節電をすると節約できると思いました。 

・私はまだ出来ていないことがたくさんあり，１回でどれだけ節約が出来るのかよく分かりました。頑張ってもっとかんきょうが良くなる 

・何時もやっている事が多かったのでこれからは他のことにも目を向けたい。 

・１日でいっぱい二酸化炭素を減らすことができた。 

・近いところでも夜の習い事で危ないので車を使ってしまう。他は自転車を利用したい。 



・今まではたくさんのエコをしていると思っていたけど、チェックして意外と少ないことが解りました。もっとエコ出来るよう努力 d 力したいです 

・○が６個が平均だったのでもっとエコに心掛けて地球に優しくなりたいです。 

・以外に○が少なかった。これから気をつけたいです。 

・普段の生活からエコに気をつけようとしても難しかった。 

・普段よりエコのために協力できたので、チェックシートをやることはいいと思いました。 

・また作ってほしい。 

・エコを多めにやれた 

・今回のシートを使っていると一つ一つを気にかけて生活することができた。これからも続けたい。 

・あまりエコのことを考えて生活できなかったので今後は気にかけます。 

・充電器を抜くのをよく忘れるのでこれからは気をつけたいです。 

・このチェックシートで、エコのことを前より考えるようになったので良かったです。 

・冷房のことで１℃高くと書いてあるが具体的に２８℃以上と書いたほうが良いです。僕は電気や水の節約がチェックシートのお陰で心掛けられました。 

いつもより温暖化防止になったと思います。 

・私の家では水の出しっぱなしにしないよう心掛けました。 

・とても見やすいのでこのままでいいです。 

・コンセントを抜くことが出来なかった。 

・大体出来たので良かった。 

・気をつけなくても普通にできている事も結構あったが出来ていないことを今後気をつけて生活したい。 

・今回使ってみてこんなチェックシートがあったら今まで以上に意識するのでとってもいいと思いました。 

・チェックシートを意識したらエコ出来る。 

・エコドライブやアイドリングストップをすることは大切なことだと思いました。 

・３日間我慢してゲームをしなかった。 

・自分が何気なくしている事がエコになっている事をうれしく思いました。これからもエコに協力したいと思いました。 

・自分が何時もしていることからたくさんの二酸化炭素が出ているんだなと改めて思いました。 

・一人一人の力で環境を守れることを実感しました。 

・普段出来ていないことをシートのおかげで直せた。 

・１回目より３回目の法が意識して行うことができました。 

 
岩崎中学校 

 

・１つ１つ気をつけてやればこんなにもエコができるんだなと思った。今後も続けようと思った。 

・ちょっとした事でも「地球温暖化」を防ぐためにしっかりやりたい。 

・僕自身が思ったよりエコに心がけていなかった。 

・初めの日に比べて、エコについての関心が高まったのでよかった。 

・二酸化炭素の削減量がこんなに多いんだなと思いました。とても勉強になりました。これからもエコを心がけたいと思いました。 

・けっこう節約できた。 

・ほとんどが○だったからよかった。 

・このシートがあったからエコのことが分かった。 

・エコチェックをしたことで、環境についてしっかり考えることができたと思います。 

・これからのために二酸化炭素を減らすことが大切だと改めて分かりました。 

・マイバッグを持って買い物に行く。 

・少しでも心がけてみると毎日でもそうしようという気持ちがでてきました。 

・かんきょうによくしなければいかんと思いました。 

・これからはプラグを抜こうと思う。 

・いろいろ何をやったのかやできなかったものをこれからやろうと思った。 

・マイバッグを持つ。 

・地球を守るために、私たちが今できることをやってみたいと思いました。 

・自分ではあまりエコをしていないみたいだけど、シートを使って数えてみてたくさんやっているんだなあと思いました。 

・チェックシートをして思ったことは、エコをしないと二酸化炭素をへらせないということがわかった。 

・車を使わずに歩いたりすることが地球にとってとても大切だと思いました。 

・ご飯やおかずを残さなかった。 

・できていないことが多かった。 

・おふろを一気に入るのがむりでした。 

・意外と分かりやすくて、良かったです。まとまりがありチェックしやすかった。 

・普段やっているちょっとしたエコでもこんなにも二酸化炭素を減らすことが出来ると知ってこれからはほんの少しの事でも気を使って二酸化炭素を減らしたいと、思いまし

た。 

・このエコライフシートの結果を見て、自分はあんまり地球にやさしいことをしていないなあと思いました。これからは自転車を使ったりして、エコに心がけたいです。 

・自分のできることをやる。むりせずやる。 

・バスなどはあまり使わないからちょうどエコライフになった。 

・このチェックシートをほとんど○にするために最初はやっていたけどこれだけやるだけで電気代がやすくなったりするので、これからは気をつけようと思います。 

・意外と気をつけてなかったからこれから気をつけようと思った。 

・項目を増やす。 



桃陵中学校 

 

・今日の生活を振り返ると、なかなか出来ていないことが多くあった。 

・普段なにげなくやっていることでも、大切なことがこんなにもあるということに、びっくりした。 

・心掛けるだけで、たくさんの二酸化炭素が減ることが分かった.。 

・エコは簡単だけど、毎日続けるのは難しいと思った。 

・ﾊﾟｿｺﾝやテレビ、ドライヤーのコンセントの差しっぱなしが多かったので、今後気をつけたいと思います。 

・これぐらい・・・・と思わず、小さなエコもしっかり実行していきたいと思います。 

・今やるべきことを、しっかりやっておきたいと思った。今地球が、どれだけ問題になっているのか実感しました。 

・もう少し長い期間やってみたい。 

・どんな心掛けで、二酸化炭素が減るのか分かった。 

・今後気をつけたいと思いました。 

・いろいろチェックすることより、今までよりも具体的な数字が出ていて、分かりやすくて良かった。 

・いつも車を使っているので、徒歩やバスなどを使って出掛けたいと思います。 

・今まで気にしてなかったことが、エコだったり環境に悪かったりして、見直す良い機会になりました。 

・これからは空欄がなくなるようにしたいと思います。 

・これからの地球のために、マイバッグを持って行きたいです。 

・気をつけた方がいい事を見つけられるチェックシートなので、いいと思います。 

・このチェックシートのおかげで、夏休み中「エコ」について少しでも気持ちがそっちに向いて心掛けることが出来ました。毎日頭のどこかで、「エコ」をしようという気持ち

がありました。これからも「エコ」に協力し地球を良くしていきたいです。 

・三日続けてやることにより、このチェックシートに関心がわき、〇を付けようとするので、エコ生活を目指すことが出来た。 

・チェックシートをしてみて、環境に対する気持ちや心掛けなどが高まり、すごく良かったと思う。 

・エアコンなどを、もうちょっと気にしたい。 

・以外に簡単なチェックでそれを続けると、環境が良くなることが分かった。 

・意外と難しかった。 

・〇が付かなかった所は、できるようにしようと思ってがんばるので、良い活動だったと思います。 

・ﾊﾟｿｺﾝのコンセントを抜くことは、少し難しいと思う。 

・自分がどれだけエコに協力していないかが、よくわかりました。口だけでエコは大事と言わず、これからもだんだんと気をつけていきたいです。 

・もう少しいろいろとチェックしたほうが、いいかも。 

・少し気をつけるだけで、二酸化炭素を削減出来るなんて、知らなかった。これからも気をつけたいです。 

・ちょっとしたことを心掛けるだけで、二酸化炭素の量を３００ｇ～４００ｇ減らせるので驚いた。楽しかったので、項目を増やしてもいいと思った。 

・チェックシートがあって、エコが出来るよう心掛けられました。 

・だんだん良くなってきた。 

・マイバッグを持つようになった。 

・環境のことを見直して、楽しかった。 

・チェックシートをして、エコのことが分かった。 

・ちょっとした工夫で、二酸化炭素の量やお金を使う量がけっこう減らせることがわかりました。 

・自分の出来ていない所が、いっぱいあった。 

・二酸化炭素の削減がだいぶ出来ることを、知って良かった。 

・なかなか節約するのは難しいけど、二酸化炭素の量を見ると、とっても多いなと思いました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



小牧西中学校 

 

・意外と出来ているものが多く良かったと思った。 

・プラグを抜くことと、リサイクル商品を使うこと、マイバックの利用があまり出来ていなかったので毎日気をつけて出来るようにしたい。 

・此れからここに書かれている事を実行していきたい。 

・普段からエコを心掛けていたのでほとんど○になりました。これからも続けていきたいです。 

・環境にいいことをしたいと実感した。 

・少しでも気になれば環境にいいことに気にしていきたい。 

・これからもエコをしていきたい。 

・これからも続けていきたいです。 

・今回あまり出来なかったので残念です。これから続けて環境にいいことが出来るようにしたいです。 

・これからもエコライフに心掛けたい。 

・きちんと守れてよかったです。自分はまず出来るところから環境について考え行動していきたいと思いました。 

・もう少し○を多く付けられると良かった。 

・これからもエコを続けていきたい。 

・自分が思っていたよりは良かった。 

・チェックシートがあると心がけが出来た。これからももっと良くなるように続けたい。 

・エコをやらないだけでこんなに二酸化炭素がいっぱい出ることにびっくりしました。これからはエコに気をつけたいです。 

・家族の中で「車」の扱い方が悪くてすごくもったいなく感じました。資源についてもっと関心を持ちたいです。 

・環境を守ることを心掛けていきたい。 

・このようなチェックシートがあるとエコのためにやらなくっちゃと改めて思い、実践することができるのでいいと思いました。 

・チェックしてみて意外と出来ていなかったのでこれからはエコライフを心掛けたいです。 

・冷蔵庫のドアーはすぐ閉めた。範囲が解らなかった。 

・普段の生活の中で自分が二酸化炭素を減らしているのが解ったのが良かった。 

・これからもエコライフをしっかりやりたいです。 

・環境のことがよく考えられたと思います。 

・このチェックシートで愛知産の品物を買えば燃料が少なくなるので心掛けたいです。 

・車やバイクなど使わず徒歩や自転車などでの移動で３９７ｇも二酸化炭素を削減できるならこれからもなるべく自転車や徒歩で移動したいです。 

・自分で環境についてチェックできていいものだと感じた。 

・このチェックシートで今までどれだけ電気を無駄にしてきたか分かりました。今までの生活を見直せて良かったです。 

これからはいつも心掛けたいと思います。 

・小さな事でこんなに節約が出来ているんだなーと嬉しくなりました。 

・お金も無駄にならないし地球温暖化にもいいから、普段から心がけたい。このシートがあったから心掛けることが出来た。 

・チェックシートがあるからちゃんとやりました。 

・小さな事でも続けていれば地球が救われるのだと思いました。 

・チェックシートを書いて二酸化炭素を減らすための努力が出来て良かった。 

・今回、環境のことを今まで以上に考えた。 

・お金も節約できるから将来家計について経済的 

・車の利用を減らし徒歩や自転車をつかう。 

・地球温暖化を進めないようにこれからも努力したい。 

・冷房の温度を上げることが出来なかったので来年はエコを考え努力したいです。 

・普段やれていなかったのでこういう機会があって良かった。 

・資源・水・食は簡単だったけどコンセントのプラグを抜くのは難しかった。 

・コンセントを抜くのはなかなか出来なかった。今後 

・エコライフをして少しでも二酸化炭素が減ったらいいと思いました.近いところは徒歩や自転車にしたい。 

・シートのおかげで自分の気付かない悪い点を知ることが出来ました。 

・もっと出来るように努力したい。 

・これをきっかけにエコを心掛けたいです。 

・エコはごみの分別ぐらいしかしていなかったが今回のシートがあって良かったです。 

・普段やっていなかったことを意識してやることが出来た。 

・二酸化炭素を減らすことがすごく大変だと言う事が解りました。これからも二酸化炭素を減らしていきたいです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



光ヶ丘中学校 

 

・生活が見直せてよかった 

・すこしきにしてみるだけでこんなに二酸化炭素が削減量がちがうことがわかった 

・今まで守れなかったのを守れるようにしていきたい 

・自分がどれだけエコに気をつけているかが分かってよかった。これからエコをどんどんしていくようにがんばりたいです。 

・エコについていろいろなことを考えれた。電気を節約した。 

・環境についてくわしく分かってよかった。未来のために今はじめよう！ 

・「地球温暖化」が進んでいるのはしっていたのに、私は何もしていませんでした。こんな簡単なことだったならもっと早くから協力したかったです。 

・エコしようと思った。 

・二酸化炭素の減りぐあいも分かったのでよかった。 

・出かける時はプラグを抜いたり、車を使わずに歩いたりしたいと思います。 

・エコバッグなどをもっていったほうがいいのかなと思いました。 

・今まで気づかない場所でＣＯ２がどんどん出ていて少し自分が気を使うだけで削減できるのでこれからは、気をつけたいと思いました。 

・自分でできるエコがたくさんあってやる気が出た。 

・小さなことでもどれだけ二酸化炭素が出るかが分かった。 

・なんか今まではあまり気をつけなかったけどこれからは気をつけたいです。 

 


