
小牧小学校 

エコをどんだけしてるかわかりました。 

ありません 

このシートをやり、エコのことに少し関心をもちました。 

またやりたいなと思った。 

いろいろなことがわかってよかったです。 

ちゃんとルールをまもれてよかったです。 

夏休みにエコライフチェックシートをやりました。最初にやった日はぜんぜんできなかったけど最後は全部できました。 

ちゃんと分別できたけど、もっとエコをしたいです。 

今日のチェックシートは、けっこう出来てると自分では、思いました。 

チェックシートを見ながら反省出来たのでよかったです。 

もっと○をふやすためがんばりました。 

こんなことをするだけでエコにつながることがわかった。 

数字でエコが出来るのは楽しいと思いました。 

エコはとてもいいことだと思いました。 

できなかったことをやりたいです。 

たまにはかんきょうのことを考えるのもいいと思いました。 

エコがたいせつだとお思いました。 

数字にして見えると実感します。自動車は便利ですぐ使用してしまいますが、自分の足も使う様にしていきたいと思います。 

エコは大事だと思いました。 

いつもよりエコがたくさんできた。これからもエコをしていきたい。 

もっと地球によいことをしたいと思いました。 

もっとがんばりたいと思う気持ちが強くなりました。 

ゴミはリサイクルをする。分別してわけることがたいせつです。 

コンセントをきちんとぬいて出かける。 

エコができていいなーと思いました。 

前より、よりよい、エコが、出来たので、よかった。 

これで検査してみたら、けっかがよくなるようにみんなで心がけた。 

チェックシートをやってから、環境に気をつかうように、なりました。 

こうやってやることでエコになるんだなと思いました。とてもよかったです。 

丸がふえるとうれしかった。 

とくにない 

少しずつみんな心がけてくれました。 

チェックシートをやってエコのことをもっと考えようと思いました。 

エコにならないかなあと思いました。 

ご飯やおかずを、なるべく残さないようにしたいです。 

シートを利用してこれからもエコをつづけよう！とつよく思いました。 

もっとできることを初めようと思う。 

チェックシートを見てふりかえってみたらもっとエコをしたいと思います。 

どれもずい分習慣になってきているのであたりまえのこととしてできています。でも目にみえないことなので数字となって表れると毎日気をつけて生活してよかったな、とうれ

しい気持ちになります。 

プラグを抜くことを忘れることが多いので、忘れないようにしたいです。 

自然とエコができていてたのしかった。 

ない 

いろいろなことで二酸化炭素が出てることがわかりました。 

毎日、一つの省エネをすることによって、「地球温だん化」につなげればいいと思います。 

全くできませんでした。 

エコはとても大切だ 

私は、さいしょのほうは、だめだったけどさいごのほうは、よかったので、こんごは、ぜんぶに○がつくようにしたいです。 

エコのことがこうすればエコになるんだということが分かってよかったです。 

地球おんだんかをしたみたいでよかったです。 

このエコライフチェックシートを毎日つけていたら、１週間や１か月にどのくらい二酸化炭素を削減したかが分かってとてもいいと思う。 

ちょっとしたことでも少しずつ地球が助かっていることが、とてもよくわかりました。 

このチェックシートを使ってみて、自分はエコをみのがしていたりしていることに気が付きました。そしてもっともっとエコのことを知りたくなりました。 

このままつづければ、二さん化炭素削減できました。 

リサイクルされたものは、またリサイクルされるので、とても環境に良いことがわかりました。 

表にあらためると、エコにたいする関心がつよまりました。 

二酸化炭素量のことがよくわかった 

日常の生活の中で二酸化炭素をへらせるので進んでちゅういしたいです 

ない 

これからも分別をしていきたい。分別に心がけたい。 

チェックをする事で自分ができたことと、できなかったことがわかりました。 

チェックをしたらいがいと二酸化炭素が出ていて気をつけようと思いました。 



いつも、コンセントをプラグからぬいたことはなかったけれど、チェックシートを使って、できるようになりました。 

主に、リサイクル商品などを使うことが出来なかったので、今度からは使ってみたいと思いました。 

日常生活の中でたとえ小さなことからでもエコライフを心がけることが大切だと思った。買い物１つでもよく考えてかおうと思いました。 

３日間やってみて、二酸化炭素はこんなにもでているんだなと思いました。 

プラグを抜くことが出来なかったのでもう少し気をつけたいです 

チェックシートを使うことによってエコ心がけないと、だめだと思った。 

もう少し地球温暖化について考えてみようと思いました。 

 

村中小学校 

自動車ばかりでなく、と歩、自転車などもやろうと思いました。 

エコを見直して、みんながエコをすれば地球温暖化が止められればいいと思いました 

勉強になる 

チェックシートで、ちょっとでも、エコ活動ができて、よかったです。 

これからもがんばりたい！ 

コンセントをだけだめだった 

こんな身近なことでエコが出きてすごいと思う 

ダメだった物のしょりの仕方 

二酸化炭素量が１日どれだけ、でたか分かるからすごくいいと思う 

チェックシートを使ってエコができたからよかった 

ほぼまるでうれしかった。 

じぶんでもびっくりなぐらいに、二酸化炭素をだしていた。 

もう少し、電気をつかわないようにしたいです。 

できなかったことをこれからがんばる 

改めてチェックをしてみると、まだまだムダづかいをしていることが多いことに気づきました。これを機にエコライフに心がけます。 

７～８個しかできなかったからこれからは、９以上になりたいです 

がんばってじてん車にした 

 

小牧南小学校 

エコライフはいいなと思いました。 

毎日の小さな積み重ねも一年にすると大きな結果につながることを実感しました。 

これからもがんばってチェックシートにかいてあるのもないのもがんばってつづけていきたいです。 

冷蔵庫のとびらをはやくしめるようにしました。 

リサイクル商品はあんまりつかったことがないけれどこれからリサイクルしょうひんをずっとつかってみたいです。 

自動車やバイクを使わずに、自転車、とほ、バス、電車を利用することをもう少し心がけたいです。 

冷ぼうの温度を１度高くしただけで二酸化炭素が 100ｇもへらせるからこれからも気をつけたいです。 

もっとちゃんとエコをしていまみたいにがんばりたいです。 

ゲームの時間をみじかくしようと思った。 

ちきゅうのために、エコをこころがけようと思った。 

エコの事を考えるようになったのでよかったです。 

今回はできていたので、今回のようにこれからもつづけていきたいです。 

エコ商品やリサイクル商品をなるべく使うようにしたいです。 

３番が 1 つも丸がつけられなかったのでつけたかったです。 

チェックシートにかいてあるやつをきちんとしればせつやくができることがしりました。 

出かけるときはコンセントをぬきたいです。 

チェックした 3 日間だけでなく、これからも冷蔵庫のとびらをすぐしめたりエコ商品やリサイクル商品を使ったりしたいです。 

ちょっとごみをへらせたと思います。 

エコライフの項目をいつも考えなくても自然にできるようになったらいいと思います。 

このチェックシートでもっとエコをしなくてはともっといままで以上におもえました。 

今回は成績がよかったのでこれからも続けたいです。 

エコについては日頃から親子で心がけていましたが、チェックシートでチェックすることで改めて意識づけになったと思います。子供もふだん心がけていること、注意されるこ

とがエコにつながっているのだと認識できたかなと思います。車はあまり乗らないのでチェックしにくかったです。 

いろいろエコをする。 

休みの時に、よく出かけるのでバスや自転車を利用するように心がけます。 

このシートで自分のいつもの生活とエコについて見直すことができました。 

すごくおもしろかったです。 

これからももっとエコを思って省エネを心がけてやりたいです。 

これからは毎日○がつくように努力したいです。 

すごいやくだちます。 

ほとんど丸だったけれど８月６日は冷房温度が１度高くせっていできなかったのでこれからは心がけたいです。 

ためになったのでよかった。 

リサイクル商品を使いたいです。 

今回のチェックシートを使ったおかげで今までより環境のことを考えることができてうれしかった。無駄を減らすことができた。 

親子共通のチェックシートが良いと思います。 



このエコライフチェックシートでエコができました。 

このかみをいかしてただしいせいかつをしたいなあと思いました。 

今まではプラグをぬくことなどは考えもしたことがなかったので、これからは、心がけようと思いました。 

また使いたい。 

やっぱり地球温暖化はよくすすんでいるなと思っていますぼくができるならわすれずにします。 

ごはんがのこさず食べられなかったので、これから心がける。 

普段気にしていなかったことも、じょじょに気を付けていきたい。 

すごくむずかしい。 

小さなことでたくさんの量がせつやくできるんだと知った。 

エコは大切だと思いました。 

ふだん心がけてないことをすごく心がけることができた。 

これからも環境のことに関心をもちたいと思います。 

チェックシートに○などつけてできた、できなかったなど反省ができるのでよいと思った。 

エコのことがよくわかった。 

水を流しっぱなしにしないようにしたい。 

これをよくいしきしたらできてよかったです。 

めっちゃ、がんばってゲームをしなかった。 

今までより、エコのことを知ることが出来たので、これからもエコを心がけ、よりよい環境にしていきたいです。 

前よりエコに心がけるようになった。 

自動車をつかわずじてんしゃでプールにいった。 

地球温暖化について楽しく学べました。 

これからみにつけたい。 

最後には、全部○になって良かった。私達でこの地球を守っていかなければならないと思うと、とても大切なことだと思う。 

エコがとっても地きゅうのためになるんだなぁーと思いました。これからもエコをつづけていきたいです。 

２２日や２３日（８月）はすずしくエアコンが必要なくエコができました。 

エコライフできなかったことをできるようにしたいと思いました。 

これからもエコや節約をするように気をつけたいと思った。 

これからも『エコ』に心がけたいです。 

ちょっとのことで『エコ』ができるなんていいですね！！たくさんやると、エコエコ！！ 

 

 

小牧南小学校 

エコを、どれだけしているかがわかりました。 

ありません 

このシートをやり、エコのことに少し関心をもちました。 

またやりたいなと思った。 

いろいろなことがわかってよかったです。 

ちゃんとルールをまもれてよかったです。 

夏休みにエコライフチェックシートをやりました。最初にやった日はぜんぜんできなかったけど最後は全部できました。 

ちゃんと分別できたけど、もっとエコをしたいです。 

今日のチェックシートは、けっこう出来ているなと自分では、思いました。 

チェックシートを見ながら反省できたのでよかったです。 

もっと○をふやすためがんばりました。 

こんなことをするだけでエコにつながることがわかった。 

数字でエコが出来るのは楽しいと思いました。 

エコはとてもいいことだと思いました。 

できなかったことをやりたいです。 

たまにはかんきょうのことを考えるのもいいと思いました。 

エコがたいせつだとお思いました。 

数字にして見えると実感します。自動車は便利ですぐ使用してしまいますが、自分の足も使う様にしていきたいと思います。 

エコはだいじだと思いました。 

いつもよりエコがたくさんできた。これからもエコをしていきたい。 

もっと地球によいことをしたいと思いました。 

もっとがんばりたいと思う気持ちが強くなりました。 

ゴミはリサイクルをする。分別してわけることがたいせつです。 

コンセントをきちんとぬいて出かける。 

エコができていいなーと思いました。 

前より、よりよい、エコが、出来たので、よかった。 

これで検査してみたら、けっかがよくなるようにみんなで心がけた。 

チェックシートをやってから、環境に気をつかうように、なりました。 

こうやってやることでエコになるのだなと思いました。とてもよかったです。 

丸がふえるとうれしかった。 

とくにない 



少しずつみんな心がけてくれました。 

チェックシートをやってエコのことをもっと考えようと思いました。 

エコにならないかなあと思いました。 

ご飯やおかずを、なるべく残さないようにしたいです。 

シートを利用してこれからもエコをつづけよう！とつよく思いました。 

もっとできることを初めようと思う。 

チェックシートを見てふりかえってみたらもっとエコをしたいと思います。 

どれもずい分習慣になってきているのであたりまえのこととしてできています。でも目にみえないことなので数字となって表れると毎日気をつけて生活してよかったな、とうれ

しい気持ちになります。 

プラグを抜くことを忘れることが多いので、忘れないようにしたいです。 

自然とエコができていてたのしかった。 

ない 

いろいろなことで二酸化炭素が出ていることがわかりました。 

毎日、一つの省エネをすることによって、「地球温暖化」防止につなげればいいと思います。 

全くできませんでした。 

エコはとても大切だ 

私は、さいしょのほうは、だめだったけどさいごのほうは、よかったので、こんごは、ぜんぶに○がつくようにしたいです。 

エコのことがこうすればエコになるんだということが分かってよかったです。 

地球おんだんかをしたみたいでよかったです。 

このエコライフチェックシートを毎日つけていたら、１週間や１か月にどのくらい二酸化炭素を削減したかが分かってとてもいいと思う。 

ちょっとしたことでも少しずつ地球が助かっていることが、とてもよくわかりました。 

このチェックシートを使ってみて、自分はエコをみのがしていたりしていることに気が付きました。そしてもっともっとエコのことを知りたくなりました。 

このままつづければ、二さん化炭素削減できました。 

リサイクルされたものは、またリサイクルされるので、とても環境に良いことがわかりました。 

表にあらためると、エコにたいする関心がつよまりました。 

二酸化炭素量のことがよくわかった 

日常の生活の中で二酸化炭素をへらせるので進んでちゅういしたいです 

ない 

これからも分別をしていきたい。分別に心がけたい。 

チェックをする事で自分ができたことと、できなかったことがわかりました。 

チェックをしたらいがいと二酸化炭素が出ていて気をつけようと思いました。 

いつも、コンセントをプラグからぬいたことはなかったけれど、チェックシートを使って、できるようになりました。 

主に、リサイクル商品などを使うことが出来なかったので、今度からは使ってみたいと思いました。 

日常生活の中でたとえ小さなことからでもエコライフを心がけることが大切だと思った。買い物１つでもよく考えてかおうと思いました。 

３日間やってみて、二酸化炭素はこんなにも出ているんだなと思いました。 

プラグを抜くことが出来なかったのでもう少し気をつけたいです 

チェックシートを使うことによってエコ心がけないと思った。 

もう少し地球温暖化について考えてみようと思いました。 

 

小木小学校 

冷蔵庫のとびらはすぐしめる事、部屋をでたら明かりをけすなど、あたりまえの事をやっていればかんきょうにいいんだなとおもいました。 

いつもゴミをちゃんとぶんべつすることが大せつです。お母さんが何時も何時も分別してくれるのであんしんです。 

エコ商品やリサイクル品を、これからは使いたいと思います。 

一度には中々できなくても少しずつ、気が付いてやっていけたらいいと思います。 

日常生活で少し気をつければ環境にやさしく、家計の無駄も減らせます。自分でできる事は続けてがんばりたいです。 

エコチェックをするとどれくらいＣｏ２をだしているということがわかった 

エコをすると電気かガスのお金が減らせるとゆうことがわかった。 

まだ×があるのでなおしたい。 

とても使いやすかったです。冷蔵庫の所は、自信がありました。 

環境にいいことはどんなことかが、わかりました。これからも、がんばりたいです。 

やればできる人だなと思いました。 

プラグをコンセントからぬき忘れていた事が多かったので気を付けたいです。 

けっこう気を付けているつもりだったけどいがいとできていなかったので次からはもっと気を付けたいです。 

店に行くときなど、自転車でいくようにした。 

マイバッグは持っているけど、これからは持っていくようにしたいです。 

できてないことはいつもできてないとわかりました。 

 

 

小牧原小学校 

勉強になった 

エコをすると地球がたすかることがわかりました。 

こんなにもエコライフがあったのでぜんぶやるのはたいへんでした 

チェックすると、自分の節約度がわかりました。 



テレビゲームをやらないようにしたいです。 

テレビゲームをしない、そんなことでエコにつながるのだな、とかんじました。 

エコなんてつまんないと、おもっていたけどすごくたのしかった。 

いつもできないところ、いつもできたことがありました 

むだなでん気をつかわない。 

こんなにいろいろ、エコがあるなんて、知りませんでした。 

これからは、車ばかりつかわないで、あるきます。 

おふろは、さめないうちにみんなではいった。というのが１年で２７９０円のおかねがいるのでびっくりしました。 

やっていたら、これからも、やろうと思うのがすてきでした。 

水のだしぱなしをしちゃったのでこれからは水のだしっぱなしをしないようにしたいです。 

これから電気をなるべくはやくけす 

明かりや水の出しっぱなしが多いので気をつけていきたいです 

チェックシートをやったらすごい少しのことなのにエコになりました。 

二酸化炭素をおおくへらすことができうれしかったけどぜんぶ○になるとよかったとおもいました。 

わたしは、エコ商品をつかっていないのでこれからは、つかうようにしたいです。 

私は、エコチェックシートを使って、これからは、全部うめられるようにがんばろうと思いました。 

こういう、チェックシートがあると、自分がイイ気持ちになるし、環境にもとてもいいと思う。これからもエコに協力しようととても思う！！ 

エコは、とても、楽しく思いました。続けていきたいと、思います。 

使ってみるとまだできていないところがあったのでもっとエコを心がけたいです。 

このエコチェックシートを使ってあらためて地球おんだん化について考えることができました。 

エアコンの温度を下げすぎないようにした。 

これからちきゅうおんだんかをふせぐためにエコをがんばりたいです 

今までは、コンセントなどをぬいていなかったけど、今回のチェックシートで、出かける時も、使ってないときも、ぬくようにしました。 

いいですねー 

ひざが痛くても、勤務先へはできる限り自転車で行っています。 

二酸化炭素は、とても環境に悪いんだと思いました。 

エコにたいしてのいしきが高くなってあまりゲームをしなかった！！ 

ご飯をがんばって残さず食べなかったのでこれからもつづけたいです。 

私はこのきかいをいかしてこれからもとりくんでいこうと思います。 

チェックをしてみて、いがいといつもはやっていない事が多かったので、これから少しずつやっていきたいと思います。 

プラグをぬいたりした。 

たのしかった。 

○が少ない！ 

最近は車ではなく自転車を使っています。 

エアコンをなるべく使わずにすずしい時は窓をあけてねる 

この紙があったから、節約だと思いました。 

チェックシートにチェックしたことに二酸化炭素の量が少し減らせたと思います。 

進んで環境によいことをやっていきたいです！！ 

 

桃ヶ丘小学校 

今回はほとんどのエコのことだったのでいいと思います 

前は、エコをぜんぜんしていなかったけどこれからは、エコに気をつけたいです。 

二さんかたんそがどれだけでていることがわかりました。 

ムダをなくして一人一人が気をつけなければいけないと思いました。 

このチェックシートを使って、エコライフをしてみたら、これからどんなことをやればいいのか分かったので気をつけたいです。 

これからもこうゆうエコのしかたをするといいと思います 

毎日、よいチェックをしないといけないことが分かりました。 

エアコンの温度を１℃上げるといいなんて知らなかった。 

ゲームの時間を短くするようにがんばる。 普段から家族でエコに気をつけて生活する様心掛けてます。これからも家族全員でとりくんでいきたいと思います（母） 

これからはえこらいふをやっていきたいです 

感想はこれからはもっとエコができるようにがんばりたいです。 

ない 

ぼくはこれからいっぱいコンピューターとかのコンセントをぬきます。 

うしろのシートでぜんぶ○がつくといいです。 

ごはんの野菜だけでエコできるってよかったです。 

地球を守るために、努力したいです。 

まえよりもエコをするようになりました。（エコを心掛けてます。） 

このチェックシートは 

最後の時に、１１こ○がついたのでよかったと思います。 

ちょっとけっかがわるい。 

これからもエコをかんがえてやっていきたいです。 

もうすこし○の数がふえるようにしたいです。 

まるを１１個全部つけれた日がなかったのでこれからまるがつけられなかったことをしっかりとやりたいです。 



わたしは、エコライフ度が９個以上だったので、これからも、いろいろなことに気をつけてすごしたいです。 

チェックシートは、生活に気をつけようエコをしようときをつけられるのでよかった。 

エコシートの物だけでなく、そこにのっていないのも、やりたいと思いました。 

○が増えていくことがとてもうれしかったです。 

このチェックシートはエコにいいと思いました。 

エコライフ・リサイクルなどはとても大事なこと。 

ちょっとしたことでエコになるとしったのでこれからは電気をあまりつかわないようにしたいです。 

小さなことをコツコツやれば大きな CO2 が削減になるのでがんばりたい 

また、これからもやっていきたい 

チェックシートがあるから夏休みエコしようと、これからもがんばろうと思いました。 

世界の人がこのチェックシートを使い地球が良いかんきょうになると良いなと思いました。 

もっとエコが出来るようにがんばりたいです。 

もうちょっと車をつかう数をへらしたいです。 

ねるときにプラグをぬいたら二さんかたんそがへるとわかってこれからもやりたい 

通勤に自動車から自転車を利用するようになりました。 

これからはエコをしたいです。いつもは、１日をふりかえられないけど、チェックシートを使って１日をふりかえることができました。 

１つなにかエコをするだけでも、すごくエコにつながるというということがわかって、これからもっとやってみようと思いました。 

かぞくと、よい毎日の生活でいたいです。エコライフをしてみて、わたしとかぞくは楽しかった。 

出来なかった所をしっかり出来るようにしたいです。 

このチェックシートをやってエコってすごい大事なことがまえよりよくしりました。これからもちゃんとぶんべつとかをして地球温暖化をふせぎたいです。 

 

陶小学校 

どれくらい、二酸化炭素が出るのかがわかって、毎日出る二酸化炭素をへらすように心がけができるのでいいと思います！！ 

車にたよらずに、あるきとかにしたい。 

エコを大切にします。 

今回は、エコに気をつけていたから、これからもつづけたい。 

エコは地球にも自分にもやさしいことだとわかりました。 

今後のためにも役立てていきたいです。 

チェックシートのおかげで買い物の時、エコ商品やリサイクル品などが、目に付くようになった。 

シートにかくことで、気を付けたりすることがよくできたので、うれしいです。これからも気を付けていこうと思いました。 

これを使ったら丸をたくさんつけたくなって、ごはんを残さずがんばって食べた。がんばれた。 

 

 

光ヶ丘小学校 

このままエコをしてこのせかいをきれいにしたいです。 

プラグをぬくとか、もう少しエコライフをしようと思います。 

～円の節約や、二酸化炭素のことなんて考えたことがありませんでした。 

３日でも、エコしてよかったと思いました。 

少しだけ気をつけようと思った（かんきょうに） 

このワークシートがあってもっとエコができる。 

このチェックシートがあったから、私は地球温暖化防止をすることが出来ました！ 

お米をといだ水を使ったりするのはエコなのだと思いました。 

今日はがんばってテレビゲームをしなかった。 

リサイクル商品などをもっと使いたいなと思いました。 

二さんかたんそが一日でどれだけへるのかが分かっていいと思いました。 

○がついていないところは、これから気をつけて、○がぜんぶつけてよかったです。すこし、エコになったのかもしりません。 

かんきょうについて考えられたのでよかったです。 

もっと、エコライフができたらと思います。 

とても使いやすかったです。 

これからエコを考えてせいかつしたいです。 

リサイクルをするものがいっぱいあるのが分かりました。 

地球温暖化のことをしれて、よりよいチェックシートができてよかったです。 

冷蔵庫を早くしめた 

ありません 

自分で、ちゃんといろいろ工夫してエコをこれからも心がけたいです。 

もうすこしエコすればいいとおもった。 

エコにとりくめて良かった 

ちょっとでも地球をよくしようと思いました。 

毎日の生活でちょっと工夫するだけで、二さんかたんそが減るんだと思った。 

チェックシート以外の事も気がついた範囲でエコを心掛けてみました。例えば、エアコンの使用回数を減らした。食べ残しをせず生ゴミを出さない様に心掛ける。 

こんなふうにエコができるんだと思った。 

エコを心がけることは、大変だけどいいなぁと思いました。 

できたのもあったけど、できなかったのもあったので、ふやせたらいいと思いました。これからもつづけていきたいです。 



これからは、よるコードをぬくようにしたいです。（ねるとき、つかわないとき） 

もっとエコにとりくむためにかもくをふやす 

この調子でエコをもっとしたい 

ポイステをしている人を見掛けたりしてしまったら、きちんとゴミをとりに行って家で反省する。 

自動車ではなく、とほ、じてんしゃなどだとエコがとってもできると思いました。 

チェック項目は、出来て当たり前だと思います。もう少しむずかしくてもいいと思いました。 

節約の度合いを金額で表わしても裕福な時代に育った子供達にピンとくるでしょうか。 

チェックシートを使ってチェックすると、エコをしてないと気づけて注意することができる。 

環境について考える事ができました。 

やれてないのがあるのでやれてないのをこれからやりたいです 

これからもチェックをしたらだんだんよぶんな水などがへらせるからいいと思った。 

よかった。 

エコのとりくみは身近なことからとりくむのがたいせつだと思いました。 

 

大城小学校 

プラグをぬいて、おふろも続けて入るようにしたら 

小さなことでも、せつやくができるのでシートでしたことをやろうと思いました。 

テレビゲームをあまりしないようにこころがけた。 

これからは、エコには気をつけようと思いました。 

一人一人の心がけで少しでもエコライフ度がふえることがわかったので、これからも、気づかっていきたいです。 

少し気をつけることで、二酸化炭素をへらすことができるんだなぁと思いました。 

ふだん気をつけてないことがあった。 

チェックシートをしていると、ちょっとのことでも気をつけるようになれたので、いいシートだと思いました。 

自分がどのくらい「エコ」をしていないかがよくわかりました！これから、もっと「エコ」できるようにがんばります！ 

身近な事から、エコを始めればいいと思いました。 

テレビゲームをあまりやりすぎないようにしようと思いました。 

これからもこのチェックシートを使いたい。 

エコについてかんしんをもつようになりました。エコをきにするようになった。 

もっとエコをしたくなった。 

車ではできない、自転車でのお買い物などは、いろんな発見などもあり、夏休みで地球にやさしいくらしをしたと思います。 

環境について、自分をみると、以外なのでよかったと思う。 

くるまを使わないでじてんしゃでどこかいきたいなと思いました。 

せつやくができたのでよかったです。 

１日少しずつエコをしていけば１年間で、すごく高い金額の節約ができていいと思いました。 

コンセントをぬくことと、テレビゲームをしないということを心がけたいです。 

これからも、ここにかいてあったことを続けたいと思います。 

けっこうむだずかいや二さんかたんそのりょうがすくなかった。 

一つなおすことですごいエコできるのがすごいなぁと思いました。 

今日は車をつかわず、自転車をつかった。 

エコというのは、かんたんなことじゃないと思いました。 

私は食べ残しが家では多いので好ききらいせず、ちゃんと食べてゴミをへらしたい。 

エコライフチェックシートがあると、自分からエコをやろう！という気持ちが増えてく。 

こんなことに気をつけないと環境がわるくなるのだなーと思いました。 

自分がどんなことに気をつけているかが、このチェックシートでよく分かりました。 

エコをきにするようになる。 

まるがぜんぶつかなかったところがたくさんあったからこれからがんばる！ 

何か１つをエコにしたら 1000 ぐらい節約できることにすごくびっくりしました。 

電気代がすこしへったかもしれない。 

エコライフチェックシートを使って環境のことをもっと大事にしなきゃいけないなと思いました。 

よくわかる 

これからはテレビゲームをあまりやらないようにこころがけたいです。 

ねる前にたまにプラグをぬいていないときがあるので気をつけたいです。 

リサイクル商品をもっと利用していきたいです。 

エコは大切なんだと思いました。 

エコをすれば、地球が大変なことにならないのだな！と思いました。これからも心がけたいです。 

もっともっとエコをしてみようと思いました。 
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