
小牧中学校 

ちょっと気をつければ、いろいろなことが出来ると思います。 

毎日、○がつかない所が同じだったから、○がつかなかった所に気をつけたい。 

表になっていて３日間の行動が振り返りやすかった。 

もっとエコをやって環境にいいことをしていきたいと思いました。 

僕はＣＯ２の消費量が全然少なかったのでしっかりいろんなことを心がけてやりたいです。 

少しずつでも実行すればすくなくなるとおもいました。 

今回はエコの事をよく考えられたので良かったです。これからも続けていきたいです。 

私は地球温暖化防止のため、何をすれば良いのかよくわかりませんでした。しかし、このチェックシートでどんなことで二酸化炭素が減るのかわかったので、これからも続け

ていきたいいと思いました。 

やっぱりコンセントをプラグからぬくのは、忘れがちで心がけないと、大変でした。ちょっとやるだけで節約出来ることが分かりました。 

これからも、エコに心がけていきたいと思いました。 

小さなことでＣＯ2 を減らせるなら、続けてがんばりたいです。 

少しでも、エコが出来るようにがんばりました。 

このチェックシートをみて、少しの事で二酸化炭素が減ることがわかりました。 

チェックシートおかげで、エコについていろいろできたのでとてもよかった。これからも続けて生きたい。 

もっと、地球のためにエコの事をしたいと思いました。 

チェックシートの項目をこれからも実行していきたい。 

二酸化炭素の量が１番減らせる「お風呂はさめないうちに皆で続けて入った」が出来ると良かったと思います。 

これからも、エコライフを続けたいです。 

いままでやってなかった事がその日に出来てよかった。 

エコライフ項目を見ていて、こんな身近な所で二酸化炭素の量を減らす事ができるのかぁーと感じました。 

３日間だけじゃなくこれからも続けて生きたいです。 

これからもエコを大事にしょうと思いました。 

なるべくエコな事をし、二酸化炭素を減らしたいと思いました。 

こんな簡単な事で二酸化炭素が減って驚きました。 

いままで、あまり考えていなかったけれどこれを機会にエコライフしょうと思いました。 

少しのことでも、二酸化炭素を減らせることがわかった。 

二酸化炭素削減についてもっとよく考えなくてはいけないと思いました。 

ちょとしたことからでも、エコになるなら毎日したいと思いました。 

もう少しエコに協力したい。 

こうやってチェックしてみると思っていたよりたくさん○ができて驚きました。このまま生活してれば、地球温暖化を少しでも止めることが出来るかもしれません。家族みんなで

頑張ってみようとエコは大切だなと思いました。 

エコについてよく考えることができた。 

チェックすると、次の日はもっと二酸化炭素を減らそうと思いました。 

たった３日やっただけなのに、こんなにもエコなこができるのだと感じました。中にはいつもやっているのもありました。 

あらためてきちんとエコをしようと思いました。 

エコのことがわかった。 

身近な事でも、エコにつながるんだなぁと思い、やってみようと思いました。 

チェックシートによりＣＯ２を減らしていって地球温暖化をストップしたらいいです。 

環境問題に協力できてよかったです。 

これからも、エコをやっていきたいです。 

できていると思ったけどあまりできていなかった。 

どれだけ自分が「エコ」に気をつけているかなど調べられて良かった。 

温暖化のことを、知っていたのでエコバックなど日ごろからやっている。行動にもきちんと意味があるし、改めて地球をふだんはあまり考えない環境の事を考える事ができま

した。 

二酸化炭素量を書いてあったからわかりやすかったです。 

いつも冷房の温度が２７℃～なので、二酸化炭素が減るように少し温度を上げたいです。 

ちゃんとエコすることがわかったので、よかった。 

けっこう×の量があったことに気づいたので、これからはもっと気をつけたいです。 

全部に○がつく日がなかったので、次にやる機会の時には、全部○になるようにがんばりたいと思います。 

一年で何円節約できるかがわかるやすくて良かった。 

プラグをぬくだけだ３０ｇちがうのはびっくりしました。これからは、もっとエコしていきたいと思いました。 

エコについて少し自覚が持てました。 

１番下の車の項目で、車に乗ってない日はつけられないところがあるから、○の数も減ると思う。 

風呂を早く入ることができなかった。○が多かったのは良かった。 

少しの工夫が１年間やりつづけると大きなエコになるので、やりつづけたいです。 

親と話す数がふえた。 

○の数は９個だったけど、環境のことは、あまり関心をもってなかったのでもっと関心もってやってれば、良かったと思いました。 

環境のことを考えてやるのは、気持ちがいいと思いました。 

もっと二酸化炭素を減らさないといけないと思いました。 

私は表のチェックで９つ○がつきました。あれを１年間続けるとお金をたくさん節約出来ることが分かり、 



エコなんてやってなかったけど、これでやったらすっきりした。 

自分に出来ることがたくさんあるんだなぁと思いました。 

チェックシートで気がついてないことが出来るようになったのでよかったです。 

もっと、エコを大切にした。 

エコは難しいけど、いいことができてうれしかった。 

出来なかったところもあるので、できるようにしたいと思います。 

エコについてわかった気がするし、少しでも電気を使わないようにすれば、CO２が減ることが分かりました。 

いつもより、二酸化炭素が少しでも減ったかもしれないから、もう少しやるといいと思った。 

どれだけ節約できたかがかいてあったので、すごく分かりやすくてよかったです。 

ふだんからけっこうエコなことを、やっていたんだなぁと思った。 

全部できて、よかったです。 

意識してエコをやってもなかなかできてないから、ふだんはどれだけムダ使いしているかわかった。 

私にできることは、少しでも地球にやさしくできることなので、これからも続けたいです。 

チェックシートがなければ、こんなにも(エコ)を考えることなんかないので、なくてもエコをどんどんしていきたい 

２年間二酸化炭素を多く使ってしまったので、気をつけたいです。 

扇風機とかの、コンセントを差しっぱなしにしてしまったので気をつけたい。 

節約ができてよかった。 

来年はもっと出来ることをふやしたいです。 

あらためてエコしようと思った。 

自分の生活が見なおせてよかったです。プラグをぬいたりして、出来ることからやっていきたいです。 

ちょっとするだけで、二酸化炭素がいっぱい減るんだなぁと思いました。 

出来ているところもあれば、できない所もあるのでできない所は、できるようにしたいです。これをやったことで 

 エコをやるようになりました。 

○が１つでも増えれば少しいいことしたかなぁと思いました。これからも地球の事や環境の事に気をつけて 

今日は自転車で塾にいった。 

チェックシートにチェックすると、環境の事を色々と考えながら生活するので、すごく環境に良いと思いました 

身近な事からエコについて考えて、行動するべきだとおもいました。 

簡単なことで二酸化炭素を削減できるなら、ふだんの生活でも気を付けたいです。 

毎日やっていることが、エコだったのでよかったです。 

３日間だけどエコができてよかったです。 

僕はこれからもっともっと地球や自分のために、ゴミの分別などをして住みやすい地球にしていきたいです。 

それぞれのエコライフが確かめられるのでいいです。 

ぜんぜんできていないことが分かりました。 

もっとエコについて考えたいと思いました。 

考えさせられた。 

エコライフチェックシートの○がたくさんあった。 

もうちょっと節約したい。 

地球のためにも、二酸化炭素をあんまりださないようにする。 

今日はきちんと分別をした。 

もっと環境のことを見直さなきぁって思った。 

身の回りで結構自分にもできる二酸化炭素削減方法がある事を知った。できる事をして、エコをしてきたい 

意識してやることで二酸化炭素が減らせるのでこれからも続けて生きたいです。 

最近ゲームもやらなきなったので、ほんの少しだけどエコした気分 

これからもやっていきたいです。 

環境のことについて考えられてよかった。 

○がついていない分のこともちゃんと心がけて生活したいなと思いました。 

チェックシートに書くとよく分かる。これから環境を大切にしていきたいと思いました。 

書き易いんでいいと思いました。 

エコを少しできたと思います。 

かきやすかった。 

僕の家では節約」を心かけているので、この紙でチェックしてみると意外とたくさん○がついているので 

びっくりしました。これからも節約をしたいとおもいます。 

まあまあ出来たと思うので、これからもがんばりたい。 

地球温暖化かぁヤバイなぁーなんかしないと、思っていてもなかなか実行までいきませんでした。でもチェックシートで意識してできました。 

少し気をつけるだけでたくさんの CO２が削減できることを知ったので、これからもやっていきたいです。 

自分はリサイクルとかしてないと思った。 

以外と難しいものなのだなぁと感じました。プラグをぬくことは、わすれがちですが抜いていけたら進歩になるはずです。 

地産地消というのはしらなかったのでそれもこころがけていけたらいいと思います。 

インク黒にしているので(カラー印刷は高いので)このシート自身もエコにつながっていると思いました。 

かんたんにできてよかった。 

９以上になるといいと思った。車とかは１番気をつけないと思った。二酸化炭素をもっと減らせるといいと思った。 

今日は少しだけでも、二酸化炭素を減らすために、冷蔵庫の開け閉めをしっかりやった。 



これからもつづけようと思った。 

よかった 

これからもきをつけていきたい。 

もう少し考えた方が良かった。 

少しエコについて考えることができた。 

 

味岡中学校 

一つの事をやるだけでも、節約が出来ることがわかりました。それなのでこれからも意識してやろうと思います。 

これをやってエコへの関心が高まりました。 

エコのことを考えた。 

家族で取り組むことができたので良かった。 

ちょっとのことが多くのエコにつながるんだなと思いました。 

地球のことを考えてやらなきゃと思っていたケド、このチェックカードで実際にもっとやってみたいと思いました。 

エコを心がけりようになった。 

今回、やってけっこういしきしてやるとできてなかったこともできた。 

もっとエコを意識しようと思いました。 

毎日のちょっとしたエコができるようになりたいと思いました。 

一日で二酸化炭素がすごくたくさんでていると知り。これからはできるかぎりエコライフシールにあったような事を心がけようと思った。 

家を出るときにプラグを抜くくせをつけたい。 

エコ節約 

こうゆうものがあるとエコなことを意識することができました。 

いえのためになったのでまた気をつけたい！ 

グラフの方は書き易かってみやすかったけど、こちらの方がもうちょっと絵を入れた方がいいと思います。 

これからのエコを考えていかないといけないと思いました。ちょっとした事でも心がけた方がいいと思った。 

このチェックシートをやって、忘れかけていたエコの心を思い出しました。 

少しでも二酸化炭素を減らすことができればいいと思った。 

二酸化炭素を減る為には自動車は乗らなくて、歩いた方がいいと思いました。 

あまりエコを意識してなかったので、これからはするように心がけたいと思った。 

この機会で、これからも意識して生活することができるのでよかった。 

ささいなことで、二酸化炭素の量をへらせるし、節約できるんだなーと思いました。 

テレビゲームをしただけど、あんなに二酸化炭素が出るとは思いませんでした。これからは CO2 をあまり出さないようにしたいです。 

これからもなるべくエコに宣言したいと思います。 

一年でどれだけの節約できるかとかのこまかいところまでかかれていてよかった。 

いしきするだけでかわるということがわかったので、これからもがんばりたいです。 

今まで知らなかったことがたくさんかかれてあったので、知ることができた。二酸化炭素をへらすために、自分ができることはやろうと思った。 

今回のでいいと思った。コンセントのやつをもっとがんばらないといかんと思った。 

エコについて知れたのがよかった。 

テレビゲームをしないだけで一年に１６９０円の節約ができることがおどろきました。 

自分がエコをしていないところがあったら、意識して取りくめるのでいいと思った。 

一日目にチェックしたときは丸がぜんぜんつけることができませんでした。なので二日目はおおくつけられるよう意識することができたのでとてもよかったです。三日目をやっ

た後でもまだできていないところがあったのでひごろからかんがえていきたいです。 

身近にある電化製品に気を配れば CO2 の削減にもなるし、節約にもなるのでこれからもエコを心がけていきたいです。 

こんなにいっぱいできていないことがありびっくりした。 

一回やってみたらあまりできなかったので次回は全部うめようと努力したり心がけしたり(家族全員)このチェックシートは非常にいいと思います。 

出かけたり寝たりするときにはコンセントからプラグをはずすということをあまりできなかったからそれらを気をつけていきたいと思いました。 

使わないときは電気を消す。プラグをぬく。もうちょっと意識して今度からやりたいです。 

『エコ？まぁ一日だけならできるかも・・・。』から、『以外にめんどうくさくないじゃん！続けられるかも。』にかわった。親といっしょにできるので、なんかぜんぜん苦じゃなかっ

たです。来年もぜひやってほしいです。 

今までも少しエコをしたことがあったけど、本当に地球のためになっているのか少ししんぱいだったけどこのプリントでエコになっているのだとあらためて感じることができた

のでよかったです。 

CO2 のさく減量などが知れていいと思った。 

最近「地球温暖化」が問題になっていてこのチェックシートをして、身近なことからみんなが ECO をしていけばいいんじゃないかなと思いました。 

毎日続けられるといいと思った。 

地球のためにも、チェックシートであったのは忘れずにしてできることを心がけたいです。 

さいていこれだけはやりましょうというのをつけたほうがいいと思います。 

環境にやさしくするのは自然を大切にするためなのでこれからももっともっとがんばって環境を大切にしたいです。 

いろいろ環境のことを改めて考えられて次に一歩ふみだし、環境にやさしい事を実せんしたいです。 

これからは今まで以上に意外にも環境対策できるよう心がけたい。 

種類に分けられていてわかりやすい。あとこれをやったらこれだけの節約ができるという事が書いてあってわかりやすかった。 

意外とかんたんにできることもあるんだなぁと思いました。 

かいてないこともこれから気をつけることができるようになった。 

冷房の温度を１℃上げたり家族みんな続けて風呂に入ったり、くるまを使わないってことが一回もできなかったのでそこをこれから気をつけたいと思う。 



二酸化炭素の削減量を数字で表すと分かりやすいと思った。 

エコはだいじかんきしよう 

日ごろの生活を少し変えるだけでこんなにエコに貢献できる事を実感しました。エコライフチェックシートの時だけやるんじゃなくて習慣にしたいです。 

もっと日にちを増やしたらいいと思います。 

やっぱ意識してやるとけっこう「あっやらなきゃ！」と気持ちになるしエコするとなんか地球のためになってうれしくおもいます。これからも続けたい。 

意識して気をつけることができて良かったと思います。今後もエコライフをしようと思います。 

塾に行くとき、車ではなく電車で行くようにしている。 

チェックしてみてもっとエコに気をつけたほうがいいなって思った。三日間同じだったのでなおせたらいいなと思いました。 

チェックシートを使い、エコのことを考えるようになった。プラグを抜くとか・・・。少しのことで削減できるから。 

二酸化炭素がこんなに使われていると意識してとりくめば少しの二酸化炭素ですむからチェックシートがなくても気をつければいいと思った。 

周りの事を気にかけるだけでも大切な事をもっと大切にしていけたら良いですね。 

環境には悪いものがくわしく分かったから良かった。 

しっかりエコをしないと小牧じたい悪化するので、一人一人の自覚が必要だと思った。 

エコチェックシートをもらって、いつもよりエコを意識して生活することができました。 

足し算するのがめんどうくさかった。 

最近は電車によくのるようになりました。コンセントを抜くように心がけようと思います。 

心がけにはなりましたが、やっぱり実銭はむつかしかったです。これをきっかけにエコに心がけていきたいです。 

次は全部うまるようにしたい！ 

シートにまるが沢山あったのでよかったです。 

これからもエコをつづけたい。 

ちょっとでもやるだけで地球をきれいにできたりもできるし家庭の中でも節約ができるのでこれからも続けてもっときれいな地球にしていきたいです！！ 

身近にできることがたくさんあることがわかって良かった。 

できなかったこともあるけど、ないときより、意識することが増えたからよかった。 

このシートを使うことで説明されるより CO2 がどのくらい減るのかわかったのでよいシートだと思う。 

エコしなくては思ってもすぐ頭から抜けちゃっていつのまにか地球に悪いことばっかしてるけど、このシートで意識ができたので良かったです！地球の為にも自分のために

も、できるかぎりのエコには取りくんでいこうと思いました！！ 

このチェックシートを使うことによってエコに関することを以前より心がけるようになった。 

地球のことを考えていかなければいけないと思い自分の生活を見直さないといけないと思った。 

これで良いと思う。 

普段の生活の中でもエコできる機会はいっぱいあって、エコってそこら中に散らばってる、とても大切なことなんだって思った。 

丸が少なかったから、今度は全部に丸が付くようにしたい。 

 
篠岡中学校 
今回チェックシートをやって少しでも環境に役立つような事をできたと思うのでこういう機会がなくてもしっかりと環境のためにやっていきたいです 

このチェックシートを利用して環境を守るために１人一人が心がけていくことが大切だと思いました。 

地球温暖化が今進んでいるので自分でも温暖化が進まないように日ごろから気をつけたいです。 

今回やったことによって前より環境のことを意識できたのでよかったです。これからも気をつけたいです。 

エコをすると自分もスッキリする気持ちにもなるし、環境にもいいのでこれからも続けていこうと思いました。 

コンセントをプラグから抜くことを意識して、これからもやっていこうと思う。 

どれだけエコできたかわかるからもうちょっと欄をふやしたりしてもいいと思います。 

今回のチェックで、エコしたりする意識が高まりました。 

やはり意識してないとできないのでこういうシートがあるとエコナ活動をやったり考えたりできてとてもいいと思います。 

 
応時中学校 
すごく勉強になりました。 

まだまだ「ムダ」をしている所もあるけど、私の家では、冷房をなるべく使わずに、扇風機で風を起こしたりしています。 

ふだんのエコライフを知ることができたので生活を見なおすことができる良いきかいになりました。 

地球のためにやれることはたくさんあると思いました。 

だいたいはできていたけど下の４つが全然できていなかったので次はきっと心がけて生活したいです。 

できるだけ車をつかわず、自転車をつかったから、これからもつづけたい。 

ちゃんとチェックシートをつかったらできたのでよかったと思います。 

「×」を頑張ってなくして、よりよい地球に！！ 

環境のことについてしんけんに考えることができたのでこれを期にちゃんと自分でできる小さなことでもやっていきたい。 

これからも気をつけたい。 

二酸化炭素の量が数でわかってびっくりした。エコをたいせつにしたい。 

少しずつでもいいから、自分の手で地球温暖化の悪化を止められればなあって思いました。 

これからも環境にいいことをしたいです。 

削減量が分かるので自分のがんばりがわかってうれしい。次もがんばろうと思える 

エコライフチェックシートをやって自分が変われるきっかけになったらいいと思いました。 

今回始めて、環境のことを考えて生活して、少しでも環境がよくなったと思います。 

「コンセントなどをプラグからぬく」は毎日ではしていなくて、なので、それもこれから毎日行いたいと思います。 

今まで、気にせずやっていたことが、地球にとても悪いと言うことが、改めて分かりました。 



この夏休みの間、家より部活にいる時間が長かったから、あまりエコができなかったけど、家にいなくてもしっかりとやりたいです。 

すぐできるような事でも、１年間続ければ、とてもエコになるので、良いと思いました。 

エコに近かずけました 

エコタップ（プラグの）を使うようにした。 

８月３１日に電車やバスなどを使わず、自転車で名古屋まで買い物をした。（中区まで） 

ふつうに生活していても、○がつくのが意外と多かったです。つかなかったものをこれから気をつけていきたいです。 

しっかり明かりを消すようにしたい。 

日ごろ少しは、心掛けていると思ったけれど形にしてみるとまだまだ、全然だったのでこれから、少しずつできるようにしていきたいと思います。 

ないし！！ 

なし 

チェックシートがあると、環境について、より、心がけられるので、いいと思う。 

調べた３日間で③が３日間とも出来ていなかったことがエコライフチェックシートをして分かりました。 

このチェックシート以外にもエコを心がけたい。 

ちょっとした無駄も一年たてばとても大きくなっているのに驚いた。 

チェックシートがある時はエコライフ項目のことを考えるが、毎日の生活ではあまり気にしていないので、もう少し気にかけたいと思います。 

出かける時など、あまりコンセントをプラグからぬかないのでしっかり今度からぬきたいです。 

もっと環境について心がけたい！ 

チェックシートを使いはじめてから前よりいっそ気を付けるようになった。自分はけっこう出来てるなあと思うと少しうれしくなった。 

簡単なことは、いくつかやっていたけど、身近なところでも、まだ気を付けていない事があるのが分かりました。 

プラグを抜たり、冷房の温度を１℃上げるだけで、約１２００円、せつ約することができるし、環境にもよくなることが分かり、これからの生活にこころがけたいと思いました。 

課題も身近で、とてもチェックし安かった。 

身近な所から、少しずつエコすれば、地球にいいことができとてもいいことだと思いました。 

けっこう案外出来てるなぁ～と思いました 

「ちりも積もれば山となる」んだな。と思いました。小さなこともコツコツやっていきたいです。 

こうやって身近なことからエコ生活をしていけば、１回では少ないかもしれないけれど、ずっと続けていけば最終的にたくさんの二酸化炭素を削減することになるので、これ

からもエコな生活を心がけていきたいと思いました。 

毎日の生活の中でも環境にいいことをしたい。 

こんだけするだけでだいぶ減るんだなと思いました。 

これからはこういうことがなくてもやりたいと思いました。 

自分がどのくらい環境を大切にしているかわかるので、いいことだと思いました。 

特になし 

これからも環境に気をつけてエコに取りくもうと思いました。 

とくに、なし。 

チェックした３日間以外にも日ごろからこころがけていきたいです。 

このチェックシートに○をつけていたら、これからは、もっと地球の環境について考えた方がいいなと思いました。だから自分ができることをやっていきたいと思いました。 

このチェックシートをやっていたことで前までできなかったことができるようになりました。 

特になし。 

今回のほかにもチェックできることはした方がいいと思いました。 

これが家でも使えたら CO2 削減が毎日できるので良いと思いました。 

毎日、どれだけ自分が環境の事を考えていなかったのがよくわかり、これからは、しっかりと、エコを心がけ、自分でもできることから、チャレンジしていきたいです。 

特になし。 

もっとエコな事をがんばりたいと思った。 

今回は色々と○がついたのでよかったです。 

特になし 

CO２をもっと減らしていきたいと思います。 

全部に丸がつくように日ごろから気にしてがんばりたいです。 

あんまりできていなかったので、気をつけたい。 

 
岩崎中学校 

自分でエコをいしきしたいです。 

これからもエコに気をつけたいです。あと、リサイクル商品をできるだけ使うようにしたいです。 

できているものできていないものもこれからがんばっていきたい。 

冷房以外にも扇風機のこうもくも作った方がいいと思います。 

ちゃんとプラグを抜いたので少しでもエコに貢献できてよかったです。 

エコは大事だと思った。 

最初は７個しか○をつけられなかったけど、９月１日には９個になってうれしかったです。 

ふつうに生きていたらできる。 

ぜんぶ３日守りきったのでよかったと思いました。 

生活を少しかえるだけでいがいに節約できてすごいと思った。 

アイドリングストップの意味をおしえてください。 

１年で何円せつやくできるかがわかったり、二酸化炭素がどれだけ減らせるかがわかりちゃんとしなきゃと思いました。 

かいものなどは毎日行かないのでチェックがなかなかうまらない。 



チェックシートを使うとエコにかんしていしきするようになるのですごく良いなあと思いました。 

だいたいできたと思う。 

ほぼよく地球にいいことができたと思います。私の家では後半からクーラーを使いませんでした。 

１回目のときにぜんぜん○がつかなかったので２回目から気をつけたら○がふえました。気をつければできるんだなあと思いました。 

冷房の設定温度を１度上げるやつは、設定を変えると怒られるのでできなかった。でも、マイバッグなどはちゃんとできたので良かった。 

これからももっと環境に良い事をやっていきたいと思います。チェックできていないところをがんばりたいです。 

けっこうできたと思う。 

あたり前のことなのにぜんぜんできていなかったので、これからはこのシートに書いてあることを全部できるようにしたいです。 

これからも二酸化炭素をへらしていきたい。 

このことをふまえてもっとエコに取り組みたいと思いました。 

 
桃陵中学校 

これからはもっとエコライフをしたいと思いました。 

プラグを抜くことなど細かい所までエコに心がけるのはとても大切だと思いました。 

前よりも『エコ』を意識して生活するようになった。 

エコライフチェックシートのおかげで、少しはエコに心がけることができました。 

これだけのことをすると二酸化炭素の削減ができるので、びっくりしました。 

このチェックシートをつくったおかげでいつもよりたくさんエコをすることができました。 

いつもコンセントはつけっぱなしになっているのでこれからはプラグから抜くように気を付けていきたい。 

あまりやれなかった 

エコを気にするようになった。 

私はみのまわりで、たくさんできることがあったので、このことをこれからも気をつけたい。 

イラストがたくさんあり、とても楽しかったです。 

プラグからコンセントを抜くのを忘れてしまったので気を付けたいです。 

なるべく○が９になるように頑張って、できてないところなどをつけた。あらためて二酸化炭素量を計算してびっくりした。 

これからも my バッグやゴミの分別など自分達が出来るようなことを進んで実行し、地球を美しい星に変えたいです。 

1 日ずつ、○が多くなるように心がけた。これらのことから、これからも続けていきたい。 

プラグを抜く習慣が身についていないので、これからは抜くように心がけたい！！ 

自分たちで出来ることはきちんとしたい。 

車などにエコをしていなかったので、次回は気を付けたいです。 

チェックリストをやってこれからもそのようなことをしっかり考えようと思いました。 

意外と簡単だった。 

地球温暖化が気になるならこの紙を作るぶんだけムダだと思う。 

このエコライフチェックシートで、環境について考える、いい機会ができたので、良かったです。これからも、環境のことについて考えて生活していこうと思った。 

今のままでいいと思います。色々な所からのエコができて少し楽しかったです。 

チェックシートを書くことでエコに意識ができるので良いと思いました。 

テレビゲームをしなくなったり、電気を消すだけでエコ活動になるなら、ふだんから取り組んでいきたいと思っています。 

お風呂を続けて入ることは全然しなくって、１年続けたら７９０円のせつやくになるなんてびっくりしました。これから、少しづつエコについてこころがけたいです。 

シートを使ったことで少しでも二酸化炭素の量を減らすことができたのでこれからも続けていきたい。 

お風呂をみんな続けて入るだけで１３０の消費量になるなんて、これからは気を付けたいです。 

ゴミの分別をしっかりしないと、二酸化炭素がとても多いので、ゴミの分別はしっかりしたいと思いました。 

エコをするとどんどんなんか楽しくなる！これを続けたらきっと自分はしっかりした人になるんだろうなぁ。と思いました。 

プラグを抜くことを心がけたい 

これをやってＣｏ２削減が身近でできるとわかったのでちゃんとやりたい 

自分ができていないことがわかりそれをなおそうと思った。 

どのくらいＣｏ２を削減できるか分かった。 

もっとふやしたほうがいいと思う。 

項目に意識をして一日やってみてたくさん○がついたからよかった。自然に注意をしたりしていきたい。 

これからもがんばりたい 

これからも頑張りたい 

エコに関してかんしんを持つようになった。 

日頃気にしていないことをやると、いざエコしようとすると大変だと思いました。 

けっこう○がつけられたのでよかったです。これからも気をつけていきたいと思います。 

冷房の温度を１℃高くするだけで夏だけで６００円位も節約できるなんて驚きました。 

小さなことでもコツコツやれば、大きなＣｏ２の削減になるから、頑張っていこうと思いました。 

日頃から結構エコに取り組めていた。 

なるべく、冷房を設定温度１℃高くします。 

どんなことで二酸化炭素がへらせるのかわかりました。 

本当にちょっとした心がけで節約が出来ることが分かりました！ 

環境のことを、もっともっとたくさん考えて、地球温暖化を止めなきゃダメだな〜と思った。リサイクル分別など身近なトコロから気を付けて生活したいです。 

少し気をつけたら二酸化炭素削減量をへらすことができる人だと思った。 

何をしたらどれだけ節約できるかがわかるのでいいと思った！！ 



「冷蔵庫の扉を閉めてもあまり変わらないじゃないのか。」と最初は思ったけど、それだけでも二酸化炭素を減らせるのが分かり、少しは気を使えられるようになりました。 

意外に○が多くついた。 

けっこう難しい 

これからもエコを心がけていきたいと思いました。 

このシートのおかげでエコのやり方などがよく分かった。これからも続けていきたいと思う。 

なるべく徒歩にし、レジ袋をもらわないようにした。 

エコに対してこころがけようとあらためて思った。 

これからはもっと○がつくように気をつけたいと思いました。 

二酸化炭素の量をどれだけ節約したか見ることができてすごくエコについて考えることができた。 

環境のことについていろいろ分かっていて自分も心がけているつもりだったけど意外と守れていないこともあったのでこれからはちゃんとこころがけようと思いました。 

 
小牧西中学校 

環境のことを考えてシートがやれたので良かったです。 

こういうことを心がけて生活していきたいなあと思いました。 

チェックシートがあるとエコをしようという気持ちになる。 

少しのことで地球を守れるならこれからもつづけてやっていきたいと思います。 

自分が少し気をつけるだけでたくさんの二酸化炭素を削減できることがわかった。 

チェックシートは便利でした。チェックシートがなくても自分から環境にやさしい活動をしていきたいです。 

チェックする内容がよく分かったのでやりやすかった。 

今ふりかえるとけっこうできていてうれしかった。 

もっと環境のことを考えようと思いました。これからも続けていきたいです。 

毎日エコに気をつけてやっていると分かるか聞くと、その人も分かっていると分かると思います。 

エコを注意する日は、なるべく二酸化炭素を出さないよう気をつけていたし、その日以外も注意できて良かったと思います。 

チェックシートに記入することで環境のことを意識して生活ができた。 

出かける時などにプラグを抜くのを忘れることがよくあったので気をつけたいです。これからはもっと自動車じゃなくてできるだけ自転車や徒歩を使えるようにしたいです。 

エコチェックシートのおかげで少しのことで二酸化炭素が減ることがよく分かりました。これからも続けてやれば良いと思います。 

このエコライフチェックシートやったおかげで見直せました。 

最初の方はめんどうくさかったけどエコができたので良かった。できないこともあったけどこれからできるよう心がけたい。 

冷房の温度を１度下げると少しでも環境のためになることが分かった。 

このチェックシートを行うことでどれだけせつやくできるかが分かってとても便利でした。 

このプリントをやって二酸化炭素を少しでも少なくしようと思いました。 

シートを利用したことで、どれだけのお金を節約することができるかわかったので、これからも続けるようがんばりたい。 

自転車など使うことができず自動車にたよってしまった。 

自分が１日でへらせる二酸化炭素量がわかったのでよかったです。これからもエコに心がけたいです。 

ふだんは何気におこなっていないことを意識するとこういうことも大切だなと思いました。 

けっこう身のまわりでエコしているとは思わなかった。 

これからいかしたいです。 

自分がつかった電気の量がわかるのでよい。 

環境の事を少し考えてできたと思う。これを続けていきたい。 

今回の項目でできてないことがけっこうあるなあと気づきました。これからのせいかつに生かせるといいです。 

エコを心がけることができた。 

自分から心がけてやればできることだからこれからもやりたいです。 

プラグを抜くことをしていなかったので気をつけたいと思いました。 

こういうことを少しでもしていくことが大切だと思いました。 

部屋の電気を消し忘れる時が多かった。 

これから環境のことを考えよりよいことをやっていけるよう気をつけたいです。 

いがいに丸が多かった。 

今回できていなかったことを次回までにしっかり身につけておきたい。 

もっと丸が多くなるように心がけたいです。 

あまりエコを気にして生活することができませんでした。 

冷房の温度はもともと２８度でずっとやるとどんどん暑くなっていくから２８度いじょうの人はそのままとかってなってた方が良いと思う 

このシートの他にもできることもやっていきたい。 

環境の大切さがあらためて分かった。 

エコライフチェックシートを見て毎日気をつけていきたいと思いました。そしていろいろな物を再利用していきたいと思いました。 

みんな続けて風呂に入ることができなかったのでなるべく続けて入りたいです。 

二酸化炭素削減量が分かったので高いものは意識して生活するようにしたい。 

これからエコについてもっと考えなきゃいけないと思いました。 

家族もしごとがあるから車をつかわないのは難しいと思う。 

めんどうなことをさけてしまっていた。 

面倒くさがらずに徒歩で近くには行く。 

できているものはほとんど出来てるが、できていないものはできていない。 

こういうのがあるとやりたくなるのでいいと思いました。 



一つのことでたくさんの二酸化炭素を消費できるということはとても驚きました。 

テストのことを頭に入れておきながらやりました。 

小さな事でもいいので、地球に良いことをしようと思いました。 

分かりやすくて良かった。 

きちんとやろうと思いました。 

チェックシートを利用すると環境問題への意識が高まるので良いと思いました。 

身の回りにもやれることがたくさんあるのでこれからも少しずつやっていきたい。 

７の質問がちょっとと思います。マイバッグはもって行ってるし、買ったものを入れる袋の方がいいと思います。 

あまり気にかけることができなかった。今度から気にかけたい。 

きちんとできた。せつやくできる。これからもチェックシートをみながら気をつけたい。 

もう少しエコのことについて考えないといけないと思った。 

今地球温暖化が進んでいるのでこういうことをやって少しでも地球を守りたい。 

出かけるときにプラグをぬくのはよいのですが冷蔵庫はぬけないのでこまった。 

お風呂をみんなで続いて入らないだけでお金がかかって、CO２消費量がすごくあるのに驚きました。これから心がけたいです。 

意外なことが環境にいいと分かってよかった。 

環境の事についてあんまり考えたことがなかったけれど考える事ができて良かったです。少しのことでとても節約ができるのに驚きました。 

１日少しだけでも環境のことを考えるとたくさんの二酸化炭素がでなくてすむし、たくさん節約できるのでびっくりしました。 

 
光ヶ丘中学校 

エコができているとわかって、よかった。 

寝るときは、コンセントをぬきたいと思いました。 

夏休みだけじゃなくて、これからもエコしたりしたいです。 

生活が見直せれて良かった。 

意外とできなかった。 

二酸化炭素削減量がかいてあって、分かりやすかった。 

よりエコなことを意識できてよかったと思います。 

いいと思う。これを機会に自分なりにエコライフができたと思うので、こういうチェックシートがあれば、みんなもすると思うのでいいとおもう。 

これからもやっていこうと思います。 

エコをきにして生活ができたので、よかったです。これからも頑張りたいです。 

次の日は全○ 

少しでも環境がよくなるといい。 

今日はいつもよりクーラーの温度を高くした。 

環境のことについて、いろいろ気をつけたりした。ムダ使い、分別などなど、 

少しことで CO２が削減できるので続けたいと思った。 

今後、気をつけようと思いました。 

わりと、○の数が少なかったのでできる事は、少しづつでもやる。 

少しでも二酸化炭素の量が減ったらいいなぁと思いました。 

自分の生活を見直せれた。 

とてもエコした気分になれました。 

少しだけでも、エコに気分になれました。 

ゴミはきちんと分別するように、心がけました。このシートを使って全部に○がつけばたくさんの二酸化炭素を減らす事ができるので毎日がんばりたいです。 

やった日がすべて同じ結果だったので、次は気をつけたいです。 

少し気をつけないと思った。 

良く出来た。 

ふだん考えない事を、今回きちんと考えることができて良かったです。 

よく母は急発進をしますが、今回 チェックシートを使い少し見直せれたと思います。今度からは、ちゃんとエコのこと頭に入れておきたいです。 

まだ、○がつかないところ、があるからもう少しがんばってみたいです。 

エコに関することを、パソコンで調べた。 

キャップは大切なんだなぁーと思いました。 

いつも生活に心かけるようになった。 

こんな簡単に二酸化炭素の量を減らせるなんておどろきました。これからも、出来るだけ気をつけたいです。 

エコをきにして生活ができたので、よかったです。これからも頑張りたいです。 

地球のことをもっと考えなければとおもいました。 

もっと環境のこと考えてあげたいです。 

分かりやすく、まとめてあったので使いやすかった。 

出かける時に、充電をぬいてなかった。 

項目は少しふやしたほうが良いと思った。 

これからは地球のことを考えて行動したいと思いました。 

案外気がつかないところでエコができていたので、よかったと思いました。 

チェックすることをたくさんにしてほしかった。 

少しの心がけでたくさんの、二酸化炭素が削減できるんだなぁーと思いました。 

 


