コメント
小牧小学校


思ったいじょうに地球にやさしいエコ生活ができていることが分かってうれしいです



もうちょっと近くの産地でとれたものをこうにゅうしようと思った



今回のチェックシートで二酸化炭素をだいぶへらしたと思います



毎日エコバッグを持ってごみをへらしたい



丸の数は７／２３

８個２４．９個２５．９個でした。全部丸を１２個にしたかったけどできませんでした。こんどからコンセントを抜くように

気をつけたいです


このチェックシートはちがいが分かるのでいいと思います



家のもっとチェックシートにかけることをかきたいです



ゲームの時間を短くする



いままでよりはエコの生活を続けていたいです
○をふやせたらいいなと思います



せつやくできると気持ちいい



チェックシートを利用して二酸化炭素の量をへらすことができたからまた利用したいです



扇風機を出かけるときにプラグからぬくのも大切だと思いました



エコを続けると未来が安心できる可能性があることが分かってパーフェクトめざしてがんばろうと思いました



エコに気をつけたらしぜんにやさしい



エコライフチェックシートがなくても節電や分別を心がけていきたいです



使わない電気はすぐ消すようになった



身近なことが例に出されていて分かりやすかったです



もっと節約できることがあったら節約したいです



全部丸にしたかったです



環境や地球のためにもうちょっとがんばります



今まで自分がどれだけむだなことをしているかいいことをしているかしれたのでよかったです



CM でアイドリングストップときくけどあまりやらないそう



二酸化炭素の量をこれからもへらしたい



二酸化炭素量が８３０ｇにたいして１５１ｇや４１１ｇでじっさいにしらべてみるとこんなにちがいがあることが分かりました



数字で出ていると分かりやすく少し気をつけるだけでこれだけ二酸化炭素を削減できているのだなと感心し努力しやすいと思います



車から自転車や歩きなどをつかうようにしてみました



１日にどれだけの二酸化炭素をへらしているかがこのチェックシートをつかったらわかる



エコライフチェックシートにあまり丸がつけられないことはチェックシートにかいてあることがじょうしきなのにできていないのが
すこしざんねんでした



チェックシートをやったからいろいろエコなことができるようになった



だれもいない部屋の電気を消す



パソコンなどのコンセントはさしっぱなしだからできるだけ心がけたいです



自分が良い環境をつくるためのいいきかいだと思いました



ぼくはこれからももっと多くエコをしていきたいです



調べてみるといろいろ節電ができることが分かった



かみをもらったときだけじゃなくてこれからもこういうエコをつづけたいです



ごみの分別に心がけたい



ぼくはまだエコをしていないのでエコをしたいです



地球にいいと思いました。よかったです



全部に丸がつかなかったので次のときには、全部丸がつくように心がけたい



これからもエコをしていきたいと思いました



×をなくしたいです



プラグをぬくこと、リサイクル商品を使うことなどもう少し考えたいです



いつもそういうことをやっているとうれしい



自分のできるエコをこれからもつづけたいです



最初は丸の数が３つだったけどあとの２日は丸が４つだったのでよかったです



自動車を使うより自転車を使ったほうがエコになる



丸を多くつけたいのでがんばった



エコを心がけようと思いました



エコをすることはいいことだなとより強く思いました



書いてみるといがいに節約してなかったので今後がんばっていきたいです
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エコを心がけようと思いました



これからもエコをしていきたいと思いました。心がけたいなと思いました



これからはもっとエコをしたいです



まるがいっぱいついてよかった



いろいろなエコができてよかったです



これからもえこをしていきたいです



この紙はエコのことを考えて作っていたのですごいいいことだと思いました。またやりたいです



自動車を使わずに自転車を使った



ぜんぶあてはまらなかった



丸より×のほうが多いところがあるのでそれをなくして丸を全部つけるようにしていきたいです



毎年やっていてどれだけ節電や節水をできたので来年もやりたいです



来年はもっと○の数がふえるようにがんばりたいです



チェックしてどんなエコをしたらいいかわかりました



今まで気にしていなかったこともあったからいろいろ学べて楽しかった



ちょっとしたことが二酸化炭素の削減につながるんだなあと思った



どれだけエコが大切か分かりました



節電を心がけるようになりました
○になっていないところに気をつける



一番初めにやったときは丸があまりつかなかったけど最後はほぼ丸だったからよかった



少ししか丸がつかなかったので少しでもつくようにしたいです



すごいよりよい環境にしようとしているんだなということが分かりました。わたしもやろうかなあと思いました



これだけのことで地球にやさしいことをできるから、これからは自分でそのマナーを守れるようにしたいです。
今回やったシートでは○が１０個以上あったから自分でもけっこうやっていることに気づきました



地球にやさしいことをこまめにすればいろいろ節約できることをこの「エコライフチェックシート」で学びました



エコだからリサイクルなど冷房や食くずとかをのこさずたべたほうがいいのと思いました



ぼくの家では、みんながエコにきょうみがあるのでみんなで協力しました。この３日以外でもエコに関することをがんばっていきたいです



こうやったらこんだけ節約できるということが分かりました。これからも節約をもっとしていきたいです

村中小学校


お風呂はさめないうちにつづけて入りたいです



お風呂ののこり湯をつかったり、雨水を使って花に水をやったり色々なあんがおもいつきました



つかわない電気はすぐに消した。エアコンは２７℃～２８℃にした



出かけるときやねるときにコンセントをプラグからぬいたというのに３日かんぜんぶ×なのでこれからは気をつけたいです



プラグをぬくことをもう少しかんがえていきたいです



テレビゲームで１６９０円も１年で使っているとは知りませんでした



電気を消すようになった



自分でどのくらいちきゅうをだめにしているかが分かるチェックシートだと思います



いろんなことをしてせつやくできるのでよかった



エコライフを考えて生活をしていると、それが自然に身についてエコライフを考えなくてもエコをこころがけるようになった



たのしかったしむだなく使用した



こんなに節電ができるのにしてないんだなと思ってがんばりたいなと思った



１つ１つちゃんとやりました



エコすると多くのお金を使わないようになる



毎日少しづつ気をつけることで年間では大きな節約になる事をあらためて感じました



節電することをこころがけたいです



気にしながらやればもっと節電できる気がした



いつもクーラーをつける時は、いつもより１度上げていないので、１度上げたほうがいいのかなと思いました



これをやって私はにさんかたんそがへるし、お金も安くなるからエコはとてもたいせつということがわかりました。これからもエコをしたいです



電気を大切に使うことができました
○ がないのでみらいのことを考えてエコライフ度をおおくしたいです



どれだけのせつやくとかがわかったのでよかったです



エコはたいせつなことなので続けたい



遠くへ出かけるときはあるく



これからも二酸化炭素をへらそうと思いました

小牧南小学校


自分が地球を守るようなことができてよかった



エコはとても大切だとよくわかりました
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やっていないことがいっぱいあった



ちょっとでも丸がふえるようにがんばったけどまだできないところがあるのでもっと丸をふやせるようにしたいです



6 は私の家は夏はお風呂をためなくて冬はためるので



これからはもっと節約したいです



エコをつくると地球にやさしいと思いました



車やバイクを使わずに自転車などを使っていきたいと思います



ぼくでも二酸化炭素をへらせたのでうれしかった



エコライフを目安に全部丸がつくようにがんばります



節電するだけでいいことなのでとてもいいと思った



二酸化炭素のへる量がかいてあって分かりやすかった



わたしはこんなに丸をつけていることが分かったのでいいと思います



自分ではそんなにいつもせつでんしたりしてないけどこのチェックシートを使ったらできていたのでやくにたちました



きちんとできなかったことなど反省できる



夏は暑いから冷蔵庫をあけているのが長いから電気代がかかるとおもいました



計算するのが大変でした



チェックシートを使ってごみをへらすことや水を大切にすることができました



冷蔵庫のとびらをすぐしめないといけないことはしっていたけど 1 年で 130 円せつやくできることはしりませんでした



1 日二酸化炭素に気をつけるだけで二酸化炭素がへるのでこれからも気をつけたいです



水を出しっぱなしにすると水がもったいなくなるのでこれから水のむだずかいをしないようのしたいです



ごみの分別は地域によってちがいますが小牧は細分化されていてリサイクルできるように努力していることがよく分かりました



ひごろ気にしないでやっていることがエコにつながっていることに気がつきました



冷蔵庫を早く閉めるだけでも節約できると知ってこれからはふたをはやくしめるようにしたいです



まだまだできていないところをがんばっていきたいと思いました



自分でもこれから丸をつけられなかったところはこれからがんばりたいという気持ちになりました



もう少し地球のことを考えてみようと思いました



もっと節約できるとよかったなと思います



すごく節約しているということが分かりました



意外にたくさんせつやくできることがあるんだなと思いましたこれからも地球にやさしくできるように節水・節電をがんばる



少しエコなことをしたのでうれしかった



これからもどんどんエコに取り組んでいきたいです



小さなことでかんきょうにいいことができるのでしっかりまもりたいと思いました



もうちょっとエコ商品を使ったりしたほうが良いと思いました



1 人ががんばって節約したらこんなに二酸化炭素がへるとは思いませんでした



電気とかをせつやくしてよかった



ときどき DS などを使ったりして長い時間やっていたりするのでその分短い時間にして少しでも電気代をへらしたいです



できないところがあったのでもっと地球にやさしくしたいと思います



できるだけむだなくできた



１つ１つにこんなにあるとは思いませんでした



より良い地球にやさしいとりくみをしたいです



エコに心がけて地球を大切にしていきたいです



これからもちきゅうにやさしく買い物に行くときはエコ袋を持ってくようにしたいと思います



全部○ができなくって、なので自分ができることはもっとたくさんしょうと思いました



普段気にしないことでも気にしないといけないことがわかりました



できないことがいっぱいあったから少しでもへらしたい



最近、地球温暖化の話をよく聞きます。自分にできることをせいいっぱい節約したいなあと思いました



あまりエコをしていないと思っていたけどけっこう○が付いたのでよかったです。あとは外でかけるときや夜寝るときはコンセントを
ぬくように心がけたいです



かんきょうのことを考えたいと思った



普段の生活を見直すいい機会になった
○ の数が去年より少ないと思うのでもうちょっとふやしたいです



車など使うとねんりょうがへってお金を使ったり車から出る風はかんきょうによくないのであまり車にのらないようにしたいです



とてもかんきょうのことだからいいと思いました



いつもはなにもきにせず電気を使っていたけど、このプリントをやっていろんなことがわかりました



ちゃんとできなかったけどやれるところはやった



１回もすべて○にならなかったので、次はすべて○にしたい



私は１回も全部そろわなかったので次にやるときは、ぜんぶそろうようにしたいです



３日間のチェックで多い○をつけれてよかったです。これからもエコをしていきたいと思います。家族も全部○がついたのでよかったです



これから出かけるときやねるときはコンセントをプラグからぬきたいです
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エコをこころがけるようになった



ちきゅうのためにできることがあればやらないといけないと思いました



リサイクルしたものや水の出しすぎなどに気をつけるともっとよくなると思った



チェックシートを使って気にすることができてよかったです



もっと節電などをしようとあらためて思いました



エコミリーというのも、よくしていろいろせつでんしてこれからもしたいです



これからもかんきょうのことを考えて生活したいと思った



ぼくはチェックシートをつかったらどういうことがだめかわかるようになった



プラグをぬくのをできるようになりたいです。近くでとれたものをもっとふやしたいです



シートを利用して環境のことを考えてエコライフをすることはとても大事なんだなと思いました



地球温暖化を防ぐためにがんばりたいと思いました



このチェックシートでたくさんのエコを知れたので良かったです



これからも気をつけたい



お風呂のときに水を出しっぱなしなので、これからは気をつけたい



節約の大切さが十分わかった



だれにでもできることでＣО2 がへらせられるのでこれからもへらしたいです



節電はただ自分がやろうといないだけで、節電をしようと思うと節電ができた



これからはせつやくをきちんとしたいです



わたしの家族はおかずをのこしたらダメとゆうことになっているのでほかのことでもきちんとやりたいです

三ツ渕小学校


できないことがわかってよかったです



できることはやって節約しようと思いました



冷蔵庫はすぐしめれば 1 年で 130 円も得するのでこのエコライフチェックシートで分かりました



毎日少しずつのエコライフをすることはとってもかんきょうに良い事に気づきました



これを使ったらこころがけることができるからいいと思う



部屋を出るとき電気をきりわすれているからそれをやめたい



テレビゲームをしないようにこんどから気をつけて全部丸にしたい



書いてあることだけじゃなくほかにもいろんなことをしてにさんかたんそをへらそうと思います



ゴミを分別しないとちきゅうにわるいことがよくわかりました



1 年で一番たかい電気ガスの⑥が○３つあったからよかった。これからも続けてやりたい



ぼくが今どれだけの節電ができているのかがよく分かりました



ほぼ○だったのでよかった



今日がんばって徒歩にした



冷房の設定温度を１℃高くしたり、冷蔵庫の扉をすぐ閉めたりするだけの小さなことでも二酸化炭素をへらせることが分かった。
これからはそういう細かいところまで気をつけたい



ゴミをすてたら、チェックシートに書いたりする



ゲームを毎日やってしまったのでゲームをやらないことにしたい



あまりできませんでした



エコの生活は、これからも続けていきたいです。エアコンをせんぷうきにかえた日もありました



はみがきをコップについでやった



今まではエコなどあまり考えた事がなかったけど、チェックシートをつかってみて○がついたにさんかたんその量があるんだなと分かりました



エアコンの温度を２８度にせっていしました



書きやすかった
○ か×をつけるだけだからやりやすかった。×をつけてしまうことがあるときは、次やるときに×の所をみることができるのでそれを直せば
いいなと思って、×が○になると、ちきゅうにもやさしいしうれしいからいいと思いました



１年でどれだけせつやくしているなど、くわしいことがよくかいてあるのでとってもわかりやすかったです



エコをするｊことはいいことだからこれからも心がけたいと思いました



ふだんの生活の中で、たくさんの二酸化炭素の量があったのでこれからは気をつけようと思いました



水とかを大切に使う

味岡小学校


節電をしただけで、お金を使うりょうが、減る事が分かりました。私はエコライフチェックシートに書いてあるものを全部やれるようにしたいです。



冷房は、夏 1 度も使ったことがないから、来年も使わないようにする。



コンセントをプラグからあまり抜いていなかったので、毎日、気をつけて抜くようにしたいです。



これからは、もっとエコをした方がいいと思いました。



節電、節水はちょっと忘れちゃうこともあるけど、慣れれば簡単です。



私は家をきれいに節電して、家族を大切にしたいです。
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これからも、プラグを抜いたり、簡単なことはやりたい。



これだけのこと（明かりを消したりする）で節約出来るのは初めて知ったので、これから続けていきたいです。



私は、このチェックシートのために、節電を心がけながらやりました。



私は全部に丸がつかなかったので、もっとがんばるようにします。



寝る時は絶対にコンセントを抜いて寝ます。



あまりできなかったです。



一人一人が心がけて節電・節水をすれば地球温暖化にならないようになる。



冷蔵庫を早く閉めたら、電気代があまりかからないので、これからもやろうと思います。



この三日間で僕と家族はレタス７個分の CO2 と、ジャンボモナカアイス 1 個分のお金、節約でき



ました。節約はムダにならなくていいなぁと思いました。



節約する。



同じ場所が○を付けられてないから、その部分を直したいと思いました。



1 年分節約したら、すごいためになると分かった。



エコライフチェックシートを見て○をつけていくと、一年間でこんなに二酸化炭素を減らせるんだな



と思いました。



もっと丸がたくさんつけるようになりたいです。



私は、ほとんどエコライフ度が良かったですが、もっとエコをしようと思いました。いつも自動車を



使って出かけていたので、バスや歩いていこうと思いました。



より二酸化炭素を減らすのに、他の人にも１日でも二酸化炭素を減らすのに節約して欲しいと



思いました。



温暖化を気にして、エアコンの温度を上げて、扇風機をつけて部屋の温度を下げました。
○を付けられなかったやつは、これからもがんばりたいです。



私はプラグからコンセントを抜くと、630 円も節約が出来るのにやらなかったので、また、がんばりたいです。



いつも、あまり意識できないことも、親子で話をして、実行することが出来ました。



節電などは大切なんだなと思い、これからも気をつけたいです。



節電をするのは大切だと思いました。



丸がつかなかった所は、気をつけていきたいと思いました。



とても節約できてうれしかったです。



こんな小さなことで二酸化炭素が減るなら、日頃からもっと心がけていきたいと思った。



エコ商品や近くでとれたものをなるべく使いたいです。



二酸化炭素の量がわかるなんておもしろいと思った。これからはいろいろ節約していきたいです。



エコライフチェックシートを使ってできてなかった部分があったので、これからは気をつけていきたいなと思いました。



今まで気をつけていたことが、すごく大事なことが分かった。



僕は家族はエコに心がけていると思います、僕は 7 月～9 月まではお風呂は冷たい水で入ります。



チェックシートをやることで、普段気をつけないといけないこととかが分かった、普段やってないことも分かりました。
やれる事は出来るようにはしたいと思いました。



もう少し環境のことを思ってみようと思いました。



もっともっとエコにしたいと思いました。



エコは大事だなと思いました。僕は、だいたいエコをしているけど、絶対しているとは言えないので



絶対エコをしていると、言えるように頑張りたいと思いました。



これからも毎日、エコライフで気をつけたいと思います。



出かける時にはコンセントの線を抜いた方がいいと思います。



家族でチェックした時、できていなかったのがあったので、これからは心がけようと思いました。



カラーを使っていないので、リサイクルとか、お金もかからないので、とても便利です。



最終的に丸が 10 個になったので、この調子で続けていきたいです。



二酸化炭素を減らす事が大切だと分かりました。



これからの生活もここちよく暮らせるように、きれいな町をつくっていきたい。



自分でこれだけ節電ができて、よかったと思います。



ちょっと変えるだけで、こんなに節約になるなんて、すごいなと思いました。



もっとエコに心がけようと思った。



このエコライフチェックシートはすべて同じだったので、こんどやる時は全部丸が付くようにしたいです。



自分がまだ出来ていない所をなおしたいです。



1 日、○の数が 8 個だったけど、9 個とかたくさんあったのでよかったです。



今日エコライフチェックシートをやって、私はたくさんの二酸化炭素を使っていることが分かりました、



つけくわえるとしたら、エアコンのフィルターをこまめに掃除をすると、少ない電力で涼しくなる。



エコはとても大切だと思った。



エコを心がけたら地球・自然がやさしくなることが分かりました。



完璧にしたかったです！でも、歩くことは心がけた。
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節電できてうれしい。



もっとエコに詳しくなって、エコを大切にしたいと思いました。



もっともっとエコライフに協力していきたいです。



今日は出来るだけエアコンの温度を高くした。



いつもエコライフを心がけて生活したいと思った。



どのくらいの二酸化炭素を削減できるかというのが分かったので、これからは○の数が全部になるようにしたい。



エコライフチェックシートを使って節電や節水ができるようになりました。なので、できるようになってよかったです。



おもしろかった。



もっといろいろなことをします。



環境のことを考えて、楽しく生活をするには、うらのいろいろなことを大切にする。ということを学びました。



もっと自転車などを使おうと思いました。



私はエコライフチェックシートに載っている事以外の事で、自分で決めたエコのことも守りたいです。



最近、ゲームをやらなくなった。



コンセントのプラグを抜くことを覚えた。



これからも節電などに心がけたいです。



エコをするのは簡単そうで難しかったし、出来ていなかったことを、出来るようにしたいです。



これからエコをもっと心がけるようにしたいです。



みんなで出来ることなら、節電の工夫や節水の工夫を詳しく書いて欲しい。



自動車やバイクなどを使わずに、歩いて節電しようかな～と思った。



自転車・徒歩を心がけた。

篠岡小学校


少しだけがんばってこんなにもエコになるなんてびっくりしました



これからもしっかり気をつけます



こんなにエコをしたらいっぱい節約できるのですごいと思いました



分かりやすいからやりやすかったです



このエコライフチェックシートを使って二酸化炭素をへらすためにこれからも心がけようと思った



普段は意識していないことでもいしきしてできました



使わない電気は消した



これからも節電かいろいろなエコをしたいです。できることはしっかりと実行したいと思いました



こんなにエコが楽しいとは思いませんでした。身近なエコからがんばってやりたいと思います



使わないプラグをぬいていたら電気代がへりました



私はあまり電気・ガスのことやその他のことを深く考えたことないからいい体験にもなりました。
これからもここに書いてあることをまもりたいと思います



毎日心がけることができてうれしかったです



やくにたちました。いつもこういうことをやっていきたいです



環境のことを考えることができた。きょうみをもてた



私は電気やガスなどだけではなくて水もエコして水道の水を出しっぱなしにしないように意識しています



絵をたくさんかいて表現するとさらに分かりやすくなると思う。冷蔵庫のとびらをすぐしめるとは、何分ぐらいか具体的にかいたらすごく分かりやすい



これからは丸のついていないところを丸にしてがんばりたい



これからもかんきょうに関心をもちたい



このチェックシートを使ったおかげで１回目丸がつかなかったところを次はしっかりやろうという気持ちになりました



これからも節電をしてもっとがんばりたいです



とても分かりやすくて身近なことでエコライフができることが理解でき、良かったと思います



寝るときにコンセントをぬくのを忘れていたのでもっと気をつけたいと思いました



チェックシートをやったら電気代をへらせることができたので良いと思いました



このシートのおかげでいろんなことを気をつけて生活できました



こんどから車を使わずに歩いていきたいと思います



少ししか節約ができてないけれどこれからももっと節約できるようにしたいです



これからエコのことをもっとやっていきたいと思った。エコのことをもっと心がけていきたいと思った



このシートを利用して二酸化炭素削減を実行し、ぼくたちの住む町の環境を守っていきたいと思います



毎日食べる野菜は農協で買って食べています。おいしいです



これからこのエコライフチェックシートでできなかったことをがんばろうと思いました



私はこのエコライフチェックシートでいろいろな節約ができました。わたしのできることからいっぱいせつやくしたいなと思いました



少し節約しただけで変わるのでこれからも続けていきたいです



もっともっとエコなことをして地球がきれいになったらなあと思いました



普段からエコライフは意識して生活していますが便利なのでつい車を使ってしまいます。もう少し自転車を活用したいと思いました



これをやるとエコとかに気をつけられるのでいいなと思いました
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チェックシートがあってもなくてもこういうことをしないといけないと思いました。

でもチェックシートがあると何を気をつけなければならないかと思うので大切だと思いました


さいしょは８こしか丸がつかなかったけどあとから丸が１つふえてうれしかった



見やすくてとても良かったです。これからもエコしたいです。環境を守るためにこれからもエコを心がけます。



たくさんエコができることが分かりました



いろいろなエコは役立つなと思いました

北里小学校


むずかしかった



ちょっとのことを心がけるとたくさんのせつやくができるんだなと思いました



これからもエコライフをしてもっと二酸化炭素をへらしてみたいです



こういうチェックシートならエコができたのでよかったです



なるべく電気や水などをつかわずへらすとエコにつながる事がよく分かりました



エこすることは大切だと思いました



数字を見ることで実感できました



もっとエコなことをして二酸化炭素をへらしたい



今までちょっとづつやっていたけどこんかいはいっぱいやったのでたのしかったです



節約してるんだと思うといいことだと思います



守りことは、きちんと守れるようにすることやくそくを守る



自分を振り返れてうれしかった



自分で気をつけているけどなかなかできなかった時もあるから少しでもこれからの生活にエコしていきたいです



チェックシートはかんきょうをよりよくするためにいいと思いました



もっとかんきょうにやさしいとりくみをしたいです



エコライフチェックシートをやったことで前よりもエコをすることは大切なことがわかりました。これからもエコをつづけていきたいです



１日でたくさんの二酸化炭素を削減できるなんてすごいと思った



このシートを書いていつもやらなくてもたまにやってもいいなあと思いました。
このシートは自分がいつもやっていないことが書いてあるのでそれを毎日できることなのでいいなあと思いました



もっとエコをしたいなあと思いました



全国の人もこういうことをこころがけに参加炭素をしょひしたいと思って生活するのがいいと思いました



こらからはチェックシートで丸がつかなかった場所に丸がつくようにがんばりたいです



せつでんはたいせつだと思いました。お父さん、お姉ちゃんはかえりがおそいのでつづけておふろがはいれませんでした



エコライフチェックシートを利用していた人たちはがんばったり大切だと思ったりすることが分かりました



ごみの分別はお母さんにやってもらっていたけどこれからは自分でやろうと思いました



このエコライフチェックシートをつかってから自分のできるエコをするようになった



エコの仕方がいろいろあるので半分以上はできるようにしたいです



もっと節約したいと思いました



エコ商品などを使ってもう少し物を大切にしていきたいです



大体この日数と期間をきめてみるとか地産のリストを作ったり、レシピをのせても良いのでは？



おじいちゃんとおばあちゃんの作ったやさいを食べています



二酸化炭素がとても大切だと分かった



できなかったことをこれからはやろうと思った



エコすることはいいことだなと思いました



しっかりとまもれてよかった。じかいもこうしたい



ふだんなにげのない事からこんなにもエコができるなんて思っても見なかった



クーラーをあんまり使わなくしてつかう時は１度上げた



チェックしていったら思いがけないところにおとしあながあったので、これからはきをつけたいです



もっとがんばって○を１こ１こしたいです



このシートで、せつやくできたのでよかったです。このシートがなくてもせつやくできるようになりたいです



節電をがんばりたい



工夫をすれば、節電なり、地球のためにもなるからとてもいいなと思いました



エコってすごく大切だなーと思いました



電気、ガス、資源、水、食はよくなったけど車が悪くなりました



エコというものは、こんなに大切で地球にもやさしんだなと思いました



まだ２つぐらいできていないのでもっとがんばれたらいいと思います



以外にできてるのがたくさんあった

米野小学校


これからもせつでんしていきたいです
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これからもこのことを守っていきたいと思いました



二酸化炭素はささいなことでもへらせるということが分かりました



どれだけエコをしたかが分かったからうれしかったです



もっといいせいかつをしていったらいいなあと思います



二酸化炭素の削減量をたすのがむずかしかった



もうちょっとせつでんして４つしかできなかったからこれからもせつでんしていけたらいいなと思いました



６番のみんなさめないうちに入ったというところがおもしろい



このエコライフチェックシートのおかげでせつやくできた



チェックシートを作った時にそのようなことをやると節約できるんだなあとおもいました



環境のことがわかってここまでやったことをすこしずつへらすことがわかります



そうすることにせつやくができるってことをはじめて知った



二酸化炭素がふえるようこころがけてせいかつしたいです



ほんの少しのことで二酸化炭素をへらすことができるんだなと思いました



すごく○が多かったのでよかったと思います



環境によいことをしてすこしでもやくだてるようにしたので○がたくさんついた
○ がちょっとあった



わたしは一番プラグをぬくことができました。今もプラグをぬくのがくせになってまいにちぬいています



６２７ｇわたしのは２５７ｇで３７０ｇもちがったからもっと○をつけられなかったところに○をつけられるようにがんばります



エコというとなかなかむずかしそうだけどみのまわりの『エコ』を少しづつやってみる



自分でもできることをやろうと思いました



ほとんど○があったからよかった



電子レンジとかの電源をこまめにぬくようと思いました



いろんなせつやくができてこれからも心がけようと思いました



これからもこの３かいいがいにもやりたいです



次からは丸をつけられなかったところをつけれるようにしたいからがんばります



普段からエコには気をつかっております。このようにチェックするとより気をつけるのでよかったと思います。
野菜は自宅で作っているのでほとんど買いません



チェックシートを使ったら節電をがんばることができた



なるべく近くへ出かける時は徒歩や電車を心がけました



１日でできたことが見てわかるのでよかった



とてもいいエコだと思いました



エコのことができました。エコのことがしっかりと心がけられました



家族でやるところが楽しかった



丸の数を数えたりとても分かりやすかったです。もっとエコをしようと思いました



普段チェックシートを家で書いたりはしないので二酸化炭素が１日どれだけへっているのか分かったので良かったし楽しかったです



エコを心がけるようになるからとてもいいと思いました



とてもやくにたった



今までよりいろいろ気をつけるようになりました



エコも楽しくできました



二酸化炭素のことなどあまり考えなかったので、この「エコライフチェックシート」を利用して前より二酸化炭素のことを考えるようになりました



気をつけようと思えた



今は夏なのでせつでん！



わたしは×があったのでこれからもいろいろエコのことも考えてやっていきたいと思いました



７／２４が２つ〇がつかなったから気をつけたい



環境の質問がたくさんあり、答えやすかったです。１日目はテレビゲームをやってしまったのでこれからは気をつけたいと思いました。
２日目はもう少し、自動車を使わずにということに気をつけたいです。３日目はごはんがだめでした



エコだと思いました



とてもエコナことをし、すっきりしました



かんきょうのことをこれで気をつけられるようになった。もうちょっと項目をふやすといいと思いました



これをやってから「エコ」を心がけるようになりました



地球にやさしいくらしを心がけたいなと思いました。プラグからコンセントをぬくように気をつけたいです



だいたい毎日は同じだと思いました



あてはまるものがけっこうありました



１日のエコをチェックできるのでできてなかったことを、次やろうという気持ちになれたのでこのエコライフチェックシートを
できてよかったと思います



エコは楽しいなと思った



いろんなことをすると節約になるんだなと思いました



これからもがんばりたいです
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冷房のおんどを１℃高くした



エコをすることが大切なんだとしった



こういうふうにチェックすることがないのでいいと思いました



チェックシートを利用したらあまり自分の部屋の電気をけしわすれとかをしなくなった。冷房を１日つかわず１日をしごした。たのんだものをお母さん
と車を使わずじてんしゃでとりにいった



少しのことに気をつけるだけでこんなにたくさんのことができるとは思っていませんでした。
中には丸がついていない物もあったのでこれからも気をつかって全部丸にしたいです



徒歩やバスをつかった



むだな電気を使わずに節約することはとても良いことです。これからもこのチェックシートみたいに節約したいと思います



もっとエコができるようにがんばりたいです
○ などをつけて、分かりやすいと思いました



３日間心がけることができたと思うからこれからも心がけて、続けてやっていきたいと思いました

一色小学校


エコはいいことがわかりました



エコライフチェックシートでは○をいっぱいつけると家でどれくらいエコをしていれるからいいと思う



エコライフチェックシートをよんだら生活で気をつけることが知っていい菜と思いました



あまりせつでんとかしていなかったから、これからちょっとでもせつでんをしたいです



心がけたりエコナこともたまあにやってもいいなと思いました



みてたら毎日の生活でやくにたちました



１日で水を出しっぱなしとかにしてたらお金がかかるとしりませんでした



近くの産地でとれたものを購入するのはむずかしいです



ゴミなどを見つけたらごみばこに分べつする



このチェックシートを使っていろいろなことしらべたのでよかったです



これからもチェックシートを使っていきたいなと思いました



エコライフチェックシートを使ってエコに気をつければいろいろなことがせつやくできていいと思いました



少しづつのどりょくでエコができるんだなと思った。しらないとできないのでわかってよかった



もっとエコライフを意識してみようと思いました



こうやってチェックしていると自分の生活がよくわかりますね。このチェックのおかげでどう過ごせばいいかをまなべると思います



とてもエコは大事だと思いました



このシートはエコなことがいろいろあって自分でできなかったことをはんせいして次がんばろうと思いました



こんだけやめればすごくエコになるなと思いました。ホームページのをやろうと思います



意外と○はないんだなと思いました



地球をよりよく作るためにはかんきょうをまもることが大切だと思いました



エコ商品やリサイクル品使うことがもう少し考えたいです



かんきょうがまもれたと思います



あまりできていなかったのでこんどやるときは全部○にしたいです
○ がつかなかったことを○にしたい



エコをたくさんしてすごくよかったのでつづけたいと思いました



エコをできなかったからつぎはがんばります



ガスや水をたいせつにしてエコにする



みんなできょうりょくするとこんなにせつでんできるなんてしりませんでした。このことなどをいかしてなんかいもやってみたいです



もっとエコして地球をまもりたいです



もうすこしエコできるようにしたいです



まるの数が全部つけたのでエコをできたと思いました



いろいろ気にしていることがよりできていてびっくりしました



せつやくのをかくのが計算大変でした



ちょっとのせつでんでお金がすごくへってすごいなと思いました



すこしのせつでんでこんなに節約ができるのできをつけたいです



エコライフチェックシートでやったことはとても地球にかかわることだからこれからもつづけたいです



これからもこういうことに気をつけてやっていきたいなと思いました



歯みがきやシャワーの時の水の出しっぱなしが目につくようになった。こんどからは１回１回とめて使いたいです



こうやってぶんべつするときもちがよくなる。うれしい



まるがつけられなかった日の次の日からはまるがつけられるようにできたのがよかったです



エコをすることは心がきれいになるんだなあと思いました



二酸化炭素をへらすには、今までの１日をふりかえることが大切なんだなと思いました



できなかったせつでんなど自分で考えたりしてせつでんをしたいです



これからも節電などをつづけたいなと思いました
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ふだんの二酸化炭素がわかりました



自分の家族はあまりチェックシートにかいてあることをできていないので気をつけていきたいです。あと○の合計が全部つくようにがんばりたいです



とてもやりやすくて、エコについていろいろ考えたりエコを心がけようと思った



楽しかった



いつもはほとんどテレビゲームなどをやっているけど、今回はあまりしなかったのでよかったです



エコを毎日心がけることが大切だなと思いました



エコライフチェックシートをやって車や自分たちがどれだけ二酸化炭素を出しているかが分かったので二酸化炭素をへらせるようにがんばりたいです



１番はじめの夏休みにやり、この夏やこれからもずっとエコを続けていこうと思い、あらためてしっかりやろうと思いました



全部丸をつけようとするとなかなかできなくてむずかしかった



今よりもっと節約に心がけが出来たしかんきょうにやさしい物を使おうと思いました



夏休みでも毎日きっちり生活できたので、すごくたのしい夏休みになりました



これからもきちんとまもりたいと思います。いろいろとがんばります



テレビゲームをやってるなと思いました



かんきょうのことも考えて自分にできることをしていきたいなと思いました



自分がどういうふうに考えれるからいいと思った



自動車やバイクにのらないだけで、とても二酸化炭素をとてもへらせるからこれからは自転車などを使いたいです



全部○にすると、すごくエコになるんだなと思いました。これからもむりしないでエコをしたいなと思います



エコライフチェックシートを見て、節電を心がけました



節電をしているつもりでもしていなかったりしたので気をつけたいと思いました。今まで出来ていたことは、これからもつづけたいです



マイバッグなどいろいろ○をつけれたのでよかったなと思いました



みじかなことでも地球を守れることがよく分かりました



もっと節電をしたいと思う



これからはもっとエコになることをつづけたいです



少しのことで二酸化炭素をへらすことができるのでびっくりしました



こんどからはちゃんとエコしなきゃなと思いました



自分のエコな事や行動を自分で分かり、管理できたのでいい事だなと思いました



もっとエコに心がけようと思う



これからもエコをしたいと思います



もっとせつやくしたほうがいいかなと思った



これから環境のことについてもっといっぱい気をつけていこうと思いました



野菜を作って食べる



アイドリングストップがない車だからできなかった



おみせからいえまであるきでかえった

小木小学校


１年で何円節約できるかを書いてあったのでよかったです



これだけのことで節約できるので自分から心がけてみたいなと思いました



家族の項目をもう少し増やしたらいいと思う



チェックシートに書いてあることを心がけたらとても良い節電になると思いました



エコナことなどがわかってよかったです



家族も思っていたよりせつでんなどを心がけていてびっくりしました。わるくなかったのでこれからもつづけていくといいと思います



かんきょうをたいせつにしないといけないとわかりました



すこしでもエコなことをするととてもいいこと



エコなことを今度から気をつけてやっていきたいです



環境のことについて考えることができた



エコは大事だと思った



れいぞうこのとびらをすぐしめると１３０円もお金が節約できるのでこれからも節約を続けていきたいと思います



一人ひとりががんばらないといけない事がよくわかった



よりよいエコをするためにどういうことをすれば分かったしそんなにエコができなかった



そのことをやったらこれくらい節約できると分かって役に立った



１回も丸をつけれないのがあったので、これからそれをきをつけたいです



ほとんどできたものとできなかったのがあったのできをつけたいです



シートをやってもっとエコをしないといけないんだなと思った



１℃シーたかく設定した



普段からエコライフを心がけるようにして地産地消も JA をよく利用します。電気はまめに消すようになりました。

エコのことをかんがえたいです

水の出しっぱなしもしなくなりました。コンセントを抜くということがなかなかできません。時々チェックをするとより意識が高まると思います


使っていない電気を消したり、エコを意識して生活するようになりました



いろいろせつやくにもなって心がけることばかりだなと思いました

 エコをチェックすることによって、つぎに気をつけたいことがみつかったり、いけなかったことがわかるのでよかったです
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このエコライフチェックシートで自分生活のこともよく分かりました



やれていないことをやれたらいいなと思いました



コンセントを抜く事ができなかったので、家族とがんばっていきたいです。自分もエコができると楽しくなってくるのでエコをふやしてたのしくやって
いきたいです



これからは環境のことを考えて生活したいと思いました



二酸化炭素削減量が分かり、エコする気がわいてきました。多いものほどがんばろうという気になります。
車を使わずにというのは難しいですがなるべく努力したいものです



これからも全部やりたいです



こういうチェックシートがあっていいなと思いました。りゆうはいろいろな生活をふりかえったりもできるのでいいと思いました。
できれば毎日チェックカードをやりたいです



毎日少しずつ身の回りのエコをもっと考えようと思いました



エコライフチェックシートをやって自分にもできることがたくさんあると思いました。これからもつづけていきたいと思いました



自分、家族で少しずつかんきょうにいいことができてよかったです。この紙がなくても自分ができることをやっていきたいです



かれからかんきょうのことに気をつけて、生活しようと思った
○ があんまりなかったからこれから気をつけようと思う



見直すきかいがあんまりないから見直せてよかった



こまめに電気を消したりとかシャワーを出しっぱなしにしないなど自分のやれることをしていこうと思います



生活の中でむりせず、エコできるしつもんが多かったのでとってもよかった



こういうことをすると電気、水をむだにしなくていい



車を長くていしゃするときはアイドリングストップをした。車を少し止めるときもアイドリングストップしてもいいと思う



あまりできなかったです

小牧原小学校


エコライフチェックシートをかいたらどれだけエコをしているか分かった



けっこうできていなかったので次からはがんばりたい



無駄なことをしなかった



テレビゲームなどはやらないように心がけることができた



節約ができたのでまたこんなのがあったらと思います。よかったです



いろんなことでちぇっくができとよかったです



いろいろなエコのチェックができたのでエコナこととか分かりました



このチェックシートを使ったおかげでエコをよりよくとりくめたと思います



少しずつエコはできていくんだなと思いました



おかねがいつもよりかかってないと思います。エコができてよかったです



いろいろな人にこのシートをうけてもらってよりよい地球を作る努力をする



地球のためにエコチェックシートをやってこんなにえこができることをしらなかったのでこれからも地球のためにエコをしていきたいです



もっと節約しようと思った



チェックシートを使ってみたら今後もできる事はやってみようと思いました



もっと二酸化炭素をこれをやってみてもっとへらすことができないのかなと思いました



全部あてはまるとはじめは思ってたけどいざチェックしてみるといがいとあてはまらなくてびっくりしました



いつもよりお風呂の水を長くださないようにした



プリントでエコのことが分かりました



思っていたよりエコになっていることが分かった



一人が１つの節電で二酸化炭素をこんなに削減できることが分かったのでこれからもたくさん削減できるようにがんばります



心がけるのがむずかしかった



テレビゲームは、１年で１９６０円もせつやくできるのですごいなと思いました



二酸化炭素は１日にこんだけの量もつかうのでびっくりしました



せつでんすることでいっぱいわかりました



電気・ガス・車のことに、気をつかうとこんなにせつやくできるとはしらなかった



よかった



チェックしていくことで節電などの意識が高まっていきました。これからもエコに心がけたいです



あまり節電することができなかったので節電を心がけようと思いました



ちょっとできていないところがあったので気をつけていきたいです



いっぱい出ているなと思いました



エコライフを心がけて、今日自分でできたことに○をつけると、明日からも続けようという気持ちになった。
プラグを抜くことがあまりないのでそれも心がけたいです



エコは大切だと思いました



チェックシートをやって自分はたくさんの電気のむだづかいをしていたのでこれからはなおしたいです

 これからもエコ活動をしたい
11



エコはいいことだと思った



もっといっぱい節電しないとだめなんだなと思いました。もっと心がけたいと思います。もっと役に立ちたいと思いました



もっと家庭をせいけつにしようと思います



車を使わず買い物や出かけるのは、気候によるので夏はむずかしいです



コンセントをすぐぬいた



小さなことでも大きなエコになるんだと思いました



あまり気にしてないことを気にしてエコは大切だと思いました



これからもみんなで環境をよくしていく



合計点数がちょっとやるのがむずかしかったからないといいかも



チェックシートは使っていいと思いました。なるべく少しでも気をつけることもできました



エコは大切だと思いました



いがいにできていないと思った。これからはもっとできるようにしたい



もっとがんばらなきゃいけないと思います。地球のため、自分たちのためにこれからもがんばります



エコをしようといしきできたからよかったです



いろいろかいてある



まるは少なかったからこれからはまるをふやせるようにがんばります



できていないところが少しあったのでこれからはシートにかいてあったことをいしきして生活したいです



いくつかエコライフチェックに協力することができなかったのでこれからは生活をエコに取り組んでいきたいです



色々なことがわかりやすくまとめてあるので、とてもいいと思います



このチェックシートを使うことで、意識できて二酸化炭素をへらすことができました。少しですが地球にとって良いことをできてよかったです



もっと質問をむずかしくしたらいいと思いました

本庄小学校


こうして１日のことを調べてみるとあまりできていないことが分かったのでこれからは



エコについて気をつけていきたいと思いました。



とってもエコが大切だということが分った。



こうやってチェックしてみるとやれてないところがところどころあったのでこれからも気をつけたいです。



もうちょっとエコに心がけないといけないと思った。



チェックシートがあることですすんでエコライフに取りくむことができるように思います。



思ったより○が多かったのでよかったです。



チェックシートを使うと今日の１日が分ったりして便利でした。



１日に何百とかの二酸化炭素」をへらせるんだなとはじめて分った。



つかいやすかった。



かいものにはエコバックを使わなくてはいけないことがわかった。



エコは大切だと思った。



無理のない範囲で二酸化炭素を削減することが大切なんだなと思いました。



車のことにあまり気をつけていなかったのでそこを大事にしたいです。



少しきをつけたらいっぱい節約ができるんだなと思いました。



ちょっと何かをかえただけで「エコ」ができるのだと思いました。



たまに節約したりしていなかったりしていることが分ってよかったです。



こういうチェックをしてみるともっと気をつけなくちゃなーとおもいました。



冷蔵庫の早く開け閉めをできた。



自動車やバイクうを使わなかったら１年で５６９０円も節約できるとわかりました。



なるべく車に乗らずに、歩いていくなどエコライフを意識して生活をしていきたいと思いました



テレビゲームができなかったからがんばりたい。



これからも水を大切にしたいと思いました。



ご飯を残さずたべることがリサイクル商品などをもう少しがんばりたいです。



チェックシートを使っていると冷蔵庫をはやくしめなくちゃと、いろいろとおもいながらせいかつできました。



これからも生活やエコをしてがんばりたいです。
○がいがいとすくなかった事



すこしきをつけるだけでも、せつやくができることが分かりました。



一人一人できることをして、二酸化炭素のりょうをへらしていくことを気を付けます。



自分たちの力でも、温暖化をふせぐことをできるるとしって、すこしづつ実行したい。



毎回コンセントをぬくこていなかったから、気を付けたい。



すこしのことでエコになるのがすごいと思った。



少し気を付けるだけで、二酸化炭素がへらせるとゆうことを、この３日間、でよくわかった。



これから、毎日、
「エコ」を心がけて生活していきたい。

 あんまりエコしていなかったんでもう少し気をつけたい。
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地球温暖化があるとはしってたけど、二酸化炭素がふえたせいで、地球がおかしくなったから、これから気をつけようと思った。



家庭の中でできていないことがあったのでなくしたい。



コンセントをプラグから抜かないだけでも、二酸化炭素を出している事は、知らなかったので、これからは、実行していきたいです。



二酸化炭素をへらさなければいけないことがわかった。



いいチェックがあった。

桃ケ丘小学校


×が多かったのでこれからは○を多くして×を少なくしたいです。



これでよくわかったのでこれからもやりたいです。



いつもは、やってないけどこの紙があったのでエコをすることが、できたのでよかったです。



ちょっと○がなかったところがあったので、これからは、もっといいようにしたい。



チェックシートを使ってみて家族みんなでエコライフについて、話し合うことができた。



一人一人がいっしょうけんめいエコにとり組むと小さなエコが大きなエコになることがわかった。



いつもあんまりやらないことを、やったりするから、これからは、やっていきたいです。



３日間やったことで、節約できるしエコでもあるからいいなと思った。できることだけでもできるだけエコをしておきたいので、
これからもがんばります。



コンセントのプラグをきちんと抜きたいです。



これからは、みらいをたいせつにしたいです。



リサイクル商品をいっぱい使う



１日でへらせる二酸化炭素の量はこんなにあるんだなぁと思いました。少し心がけだけでも二酸化炭素が減らせるのでこれからも、心がけたいです。



地球の力になるには、エコなことをすることでいいことになります。



まだまだ、出来る事がたくさんあるなと反省しました。



いつも電気をムダに使っていたと思います。これから、地球温暖化のことを考えて電気を使いたいです。



１番、電気、ガスが使うことが多いのでひつようないときは、なるべく使わないようにしようと思いました。



チェックシートをつかったおかげでせつでんに心がけることができてよかったです。



毎日、水は流しっぱなしにしなかった。



なるべく、エアコンは２８℃・２９℃にせっていしました。



マイバックで買い物はあまりできなかったので、もう少しマイバックで買い物をすることをふやしたいです。



チェックシートをやるとコンセントをぬくと地球にもいいしせつでんにもなるのですごくいいことだと思いました。



このチェックシートをやってそのまま気をつけることができた。



意識して節電した。



使ったらしていない事が多かったから気をつける。



冷蔵庫をあけっぱなしにしないですぐにしめた。これからも続けたい。



毎日色々なことに心がけると地球にいいということがわかりました。



私たちにできる事がこんなにあるなんてはじめてしりました。私達にできることをやりたいです。



ふだんはなかなかエコライフができなかったりする。小さい事でも、心がけたい



エコをちゃんとしないといけないことがわかりました。



チェックシートを〉使ったら、１日１日がエコできるから、とても地球にやさしいと思いました。



これからも、地球にやさしいことをしていきたいです。



ない



電気を消すことに心がけれるようになった。

陶小学校


家族が協力してくれたので、ぼくも、これかたゲームのやりすぎに気をつけようと思いました。



私はほとんど二酸化炭素をへらすことができていないと思いました。



コンセントをプラグから抜くことができませんでした。



こうしないと地球があぶないということが分った。



節電するととってもエコなのでこれからもやろうとおもいます。



よかったのでこれからもがんばりたい。



ソーラーシステ導入のための「補助金制度があればいいとおもいます。



充電気と電子レンジのこうもくを別にしてほしい。



暑いけどがんばって１℃高くした。



エコライフチェックシートを使ったらいろいろまもることが



できたのでよかったです。



いつもより気にしてできた。

光ヶ丘小学校
コメントなし
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大城小学校


水を流しっぱなしにしないようにしたいです。（シャワーのときに）



かんきょうのためのいいことを考えることができたと思います



ゲームがいっぱいやっていてちょっとやらないようにしたいです。そしておかずをあんまりのこさないことをする



ぼくは家族にきいたらけっこう○があったからけっこうびっくりしてこれからもエコをしたいです



エコはとっても大事なことに気づきました。これからもエコを大事にしたいです



サッカーでうごいたりするのであるくことを多くしたので前のしあいで３とくてん４アシストすることができたのでよかった



じぶんがあんまりやらないものをかきます



生活というのは、ふつうにくらすんじゃなくていっしょうけんめいがんばるとよりよい生活ができる



こうしてエコのことをかんがえるととてもむだなことをしたりしていることが分かりました。
そしてこれからも水を出しっぱなしにしたのを気をつけたいです



二酸化炭素をつくることで地球温暖化がおきてしまうのでこのチェックシートは大切なんだなと思いました



ぼくはふつうに水を使っているときにちょっとむだにしちゃうけどこれをみると水をむだにしちゃだめなんだなと思った



せつでんなどがひつようでにさんかたんそのりょうをすこしでもへらしていくことで地球温暖化をすこしでもなくすことができていいと思った



普段からよく聞き実行している内容が多くありましたが、あらためてまた注意してじっこうしてみました。
私はたまにごはんをのこしてしまったときがあったけどごはんをちゃんとたべたらエコになるからいっしょうけんめいごはんをのこさず食べました



自分たちでできる事をするとそれだけで町などにやくだつんだなとあらためて思いました



すごくかんきょうにいいと思いました



部屋をでると電気をちゃんとけしてエコをする。ごはんつぶをちゃんと食べる



みんなで心がけてせつやくしてエコがいろいろとできて楽しかった。毎日少しずつせつやくをすることで地球にやさしいことが分かった



このエコライフチェックシートをしてこれだけ二酸化炭素をへらしたりょうをすこしでもへらしたからいいと思った



もっとかんきょうのことにきょうみをもっていきたいです。そして地球にやさしい人になりたいです



じぶんがしらなくてもやっているかやっていないかがすごく分かりました



全部できた日がなかったけどエコをどうやってすればいいか勉強もできた



エコをいしきしておこなうことで、電気代もへり節約できることが分かりました



このプリントで３日エコができてよかったです。なのでこのプリントにのっているエコいがいも夏休みにやりたいです



このチェックシートがあったためエコドライブをこころがけた



明るい朝や夕方には電気を消した。何ｇ何円せつやくしたかを気にして家族に話すようになった



エコライフチェックシートに書いてあったことを守るとせつでんができるということが分かったのでこれからも気をつけたいです



もしせつでんをしていなかったら世界がすごいことになるかもしれないからちゃんとせつでんしたいなと思いました



れんぞくにチェックシートにかいてあることに気をつけて１にちをすごしてかいてあることをまもるようにしてできるようになってよかったです



どういうところがエコなのかよく分からなかった



いままでよりエコなことをできたり二酸化炭素をたいせつにできてよかったと思いました



エコライフチェックシートのおかげで冷蔵庫をすぐしめることなどができるようになれたきがします



１年でいっぱいお金がかかってびっくりしました



チェックシートをやって節約をできる分だけがんばりたいなと思いました



れいぞうことかいろいろエコをたいせつにしないとかんきょうにわるくなっちゃうからエコをまもる



もっといろいろなことのせつやくをしりたいです



いままでやってこんなにできているんだとすごいと思いました



わたしはテレビゲームをしていなかったら１年で１６９０円がせつやくできておにいちゃんがやっていたらおしえてあげたいです



このエコチェックシートを見てこれからも気をつけていきたいです



よく気をつけるようになりました



すこしのどりょくで千円ぐらいせつやくできたからびっくりしました



エコを考える事ができてとてもたいせつなんだと思いました



食べるときもぜんぶ食べてきれいにたべてごみをへらすようにしています



もっとがんばりたいです。１０こできなかったからかなしい



もっともっと毎日エコできるようにしたいです。リサイクル商品をつかいたいです



子どもは素直に実行するものなのでこのシートによって勉強させられるのはまさに親のほうです



とってもよくできたのでこんどからもやっていこうと思います



してないところもあったけどあったところが多かったのでうれしかったです。こんどこれがあるときはぜんぶ○がつきたいです



チェックシートをつかうと気をつけようと思うことができる



エコのことがよく分かったようで、次からエコをふやせそうなきがするといっている



これからはちゃんと電気などをけしていきたいです



せつでんをするのはとてもたいへんでした。とくに夏は熱いのでせつでんがとてもだいじだと思いました



家にいるときは風がへやに入るからエアコンをやめてせんぷうきでがんばりました。ねるときもせんぷうきを使用、
今日はれいぞうこをあけないでできたし水もつかわないようにがんばった



これはせつでんというかでんきをあまりつかわないようにつくられているからいいチェックシートだと思った

 ごはんをのこさず食べてごみをへらすようにした
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ふだんはエコのことなどあまりこころがけていないからちょっとむずかしかったけどエコはできたと思いました



ゲームをあんまりやらずにちゃんとせつやくしました



電気は必ず、でかけたときにはとることにする



車をつかわないとお金もせつやくできるし、くうきもきたなくならないからあるきでいく



もう少しリサイクル商品をつかえたらいいと思います。近いときは歩き、自転車をつかった



かんきょうにいいことをいろいろしたほうがいいと思いました



車の運転もあんぜんにできるようにすることはとてもいいことだと思いました



チェック項目が少し気にすればできる事ばかりなのでとても良いと思いました。これからも日常生活で子どもと一緒に意識していこうと思います。
チェックをする日にちをもっと増やしてもいいかも。少しのことで気をつけれるのでこれからも気をつけたいです



心がけるだけでエコにつながるということが分かりました



チェックシートを使っていつもよりいろいろきをつけてもたのでちょっと楽しかったです



まるがすこしだけだったからこんどはぜんぶまるにしたい



プラグをさすだけでもお金がかかるのはしらなかったけどプラグを使っていないときにははずしていた。これからも使わないときはぬくようにしたい



チェックシートを３日間して、ちょっとでも気をつけると電気代やかんきょうにもいいのでこれからも気をつけたいです



ちょっとしたことでもあてはまったらうれしくなったりします。これからは○がふえるように



このチェックシートを使って今までより気をつけて生活ができたのでこれからも気をつけて生活したいなと思いました



これからもつづけたいです



丸を増やせたらいい名と思いました
○ をつけれなかったところを○にしたいです



全部○つけれたらよかったなと思いました



へやにいないときは電気をけそうとおもった



あまりやっていないから今からもっとがんばってせつやくしたいなと思います



しっかりエコにきをつけれた



あまりまもることができなかったので、かれからがんばっていきたいと思いました



もっとエコをみつけてエコをしたい



１年で何円つかうかがわかりやすかった



冷房の設定温度を１℃たかくせっていしてねっちゅうしょうをさけたい



もっとエコをするために、お風呂はさめないうちにみんなで続けて入るということをかぞくに伝えてこれからは気をつける



わたしはチェックシートをして前よりもエコに心がけるようにしました。これからもエコに心がけながら生活したいです



自分がどれだけ二酸化炭素をつかったか知れていいなと思った



こんなにいっぱい○をかけたのでこれからも、まもりエコをいっぱいしたいと思います



地球のために世界中の人とがんばって少しでもごみをへらしていくのはとてもよかったです



いっぱいせつでんできた



エアコンを２８℃に設定するということをいれたらいいと思う



チェックシートがあって１日何ｇせつでんすればいいのが分かって今、せつでんしています



１日ですごく二酸化炭素が出ていることが分かったので、これからもう少し環境のことを考えていきたいです



コンセントをぬいたり、はやくれいぞうこをしめるなどのこまかいことを気をつけこれから生活したい



環境ためにも自分のためにも自転車、歩きを心がけたい。もう少しれいぞうこを早くしめるよう心がけたい



色々なことをしることで、いしきして、エコライフを考えることができました



節電のチェックシートをやっていると自分で意識して節電を心がけることができました



使わない時コンセントをぬくことも大事だと分かった



私の家では、車①ができていませんでした。



コンセントをプラグからぬくことができてなかったの、そこを気をつけたいです。私がどのぐらいエコできてるのか知れてよかったです



エコライフチェックシートをチェックすろことでエコライフを意識するようになりました



いいチェックシートを作るために１日中かいてあることをいしきしてやりました
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電気をつけっぱなしにしないこと、冷蔵庫の扉を早く閉めること、でも忘れっぽいのでもっと気をつけたい。



みんなは一人一人笑顔で頑張りましょう。



気をつけることはたくさんあるんだなと、あらためて思いました。



もっとエコに心がけようと思いました。



とても使いやすかったです。これからも日頃から「エコ」を気にかけながら生活したい。



「節電」は大事って事がわかりました。私はエコをしたことがないのでしたいです。



少しのことで地球温暖化を少しでも遅らせる事ができてよかった。



今回のエコライフチェックシートで二酸化炭素をへらさないといけないという事がわかりました。これからも続けたいです



だいぶエコを意識するようになりました。



プラグを抜いた。



エコが大切だとわかった。



チェックシートを使い、冷蔵庫を早くしめるなど、いろんなことを気をつけることが出来ました。



TV ゲームの時間を減らす。チェックシートを使って、私がすごくだらけていたことが、あらためてわかりました。



今日から、電気などを大切にしたいです。



このチェックシートを通して、エコについて考えるようになりました。



もう少し細かく質問したらいいと思います。



節電に気をつけた。



僕は全部○で良かったです。



どんなけ、節約できるか、知れて良かったです。もっと○(まる）がつくように頑張りたいです。



こうゆうのでチェックすると自分たちが、どれだけ環境のことを思っているのですごく良いと思います。



ほんの少し我慢してテレビゲームの時間を減らしたり、少し頑張って自転車にするだけでも、毎日も続ければ



たくさん削減できるということがわかった。



少しづつエコに気にして取り組んだ。



気をつけたらいいことや、1 年の節約の量が書いてあって、いいと思いました。また、みんなでやればいいなあと思いました！



みんなが少しでも節電・節水を心がければ、地球にとってもうれしことなんだということをこのチェックシートで



気づかされました。これからも頑張っていきたいです。



普段よりエコなどに心がけたり、意識が高まったのでよかった。



今までとちがい慣れませんでしたが、地球のためと思うは、簡単なことだと思いました。



チェックシートなどをやれば、少しはエコを意識すると思うので、良いと思いました。



もっと項目を増やす。
（扇風機は小にした）



このチェックシートを使ったことによって、１日、注意できて少しでもエコなことが出来たと思うので良かったです。



とても環境について考えれました。7 月 24 日が全体的にとても少なかったから、悪い所をなおして、気をつけていきたいです。



今回、エコについて深く考えることができた。



エコについて学ぶ事ができた。



初めの方は全然だめだったけど、1 年での節約料金を気にしつつ、エアコンなどの温度を気をつけたりした。



これからも少しのちょっとしたことから、環境をよりよくしたいと思います。



「雨だから自動車を使おう」という考えをもう少し変えた方がいいなと思いました。近い店なら、徒歩で行くようにしたいです。



出かける前など、出来るだけコンセントを抜いてから、出かけようと思いました。



エコライフチェックシートで、今の自分の状態を確認する事で、次からは気をつけようと思うようになった。



もっとみんなで地球にいいエコがしたいです。



できる所はもっと出来るようにし！できてない所は出来るようにしたいです！そうすれば節電で環境が良くなると思います。これからがんばりたいです。



出来る事からもっとエコに協力したいなと思いました。



ちょっとできない所があったので、気をつけていきたいです。



わかりやすい表でした。



近くの産地でとれたものは、よく、おばあちゃんが買ってきます。



エアコンを使わないように、扇風機を上手に活用した。



冷房とか以外と出来ていない（節電が）ことが多かったので、もっと色々節電していきたいと思いました。
あと自動車もけっこう乗っているので、なるべく自転車や徒歩にして、あまり使わずエコに心がけたい。



意識をするだけで二酸化炭素はけっこう減ると思った。



前までは水を出しっぱなしにしていたけど、気をつけるようになりました。



私はけっこう節約できているから…と思いつつチェックしてみると、以外と○がつかなくて、でも、1 日ずつ○を増やしていけたので嬉しかったです。



1 日目にやった時は、○の数があまり少なくて意識していなかったけど、2 日目、3 日目になるにつれて○に数



が増えて、最後には全部○がつくことが出来たので、とてもよかったです。

 コンセントをプラグから抜くことや部屋を出る時は、明かりを消す事に心がけました。
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エコに改めて注意した。



ほとんどのところに○がつけれてよかったです。これをまだ続けたいです。



環境にもっと気を使おうと思いました。小さいことでもやり続けたいです。



前のチェックシートよりも良い成績が出来たので良かったです。



エコライフチェックシートみたいな事をやれば環境が良くなる事がわかりました。



節約ができる料金がのっていて分かりやすい。



エコはとても大切な事なんだなと思いました。



自動車について、エコをあまりしていなかったので、親のちゃんとするようにお願いしたりします。



エアコンの設定温度を時間帯によって上げ下げするなど、工夫をしていきたいと思いました。



このチェックシートを使って、気づいたことがたくさんありました。ちょっと細かいところまで気を使うと、とても節電になって、
家庭に余裕がでるし、地球にもやさしいので、これからも協力しようと思いました。



少しでも節約出来るように、毎日こつこつとやる。なるべく歩いていく、車に乗らない！



プラグを抜いたら、いいことを知りました、抜くように心がけたいなと思いました。



少しの事でも「エコ」という活動が出来る事がわかった。



小さなことでも、二酸化炭素は出るし、お金もかかったりすることが分かりました。ゴミもきちんと分別するだけで



119ｇの二酸化炭素を減らせるのはすごいなと思いました、これから小さなことでも、環境の事を考えたりしていきたいなと思いました。



コンセントを抜く習慣がないのでつけたい。



私はまったくエコについて考えてなかったという事が分かりました。



よく出来ていいなと思いました。



しっかり出来て良かった。



お風呂はさめないうちに入ると 2,790 円も節約出来るので、これからも 2,790 円を節約出来るように、さめないうちに入りたいです。



マイバックを持って買い物へ行けなかったので、次、買い物へ出かける時はマイバックを持って行きたいです。



少しの工夫で 1 年を通すとすごく大きな節約になる。



もう少し節電をたくさんできると、いいなぁと思いました。



環境について良くわかりました。



とても使いやすかったです。削減量などが良く見えて、やる気も出てきました。



とても良いと思います。節約って大事だと思います。エコは出来ました！



テレビゲームをやらなかったことが、えらかったと思った！



以外と全部ハマったのでビックリしました。



エコにつながる項目がたくさんあって、自分のためにも地球環境に良いので生活を見直す事も出来ました。



普段の生活の時の細かい所に触れていて見直すことが出来ました、○など付けやすくて、少し書くのが楽しかったです。
次も見直しを楽しみにしておきます。



とてもいいチェックシートですね。この結果みたいなのをもう少し大きくしないと頑張らなきゃいけないのかもわからないと思います。



あまりエコをしなかったけど、エコは大事なので、また、少しずつ直してエコをしたいです。



これを使う事で、自分が今、エコにどれくらい目を向けているかよく分かりました、これからは、この結果を見て、もっとエコに目を向けたいです。



書いてある事を見ながら、しっかりと心がける事が出来ました。



よくわかりにくい。



お風呂は、みんな仕事に行って、帰りは別々なので、みんな続けては入れなかった。



部屋を出る時は、明かりを消して出るようにしたいです。



最初やってみたら空欄が多かったけど、少しずつ改善しようとして丸が増えたので、これからも環境の事を考えて行動したい。



これからも、環境にいい暮らし方が出来るように、心がけたいなぁと思いました。



エコライフチェックシートをやってみたら、以外に電気やガスを無駄にしていたことがあったりしたので、これからは気をつけておきたいです。



これからは電気を消したり、冷蔵庫を早く閉めたりしたいです。



これを目標にして３日間過ごせた事は良かったと思います。これから生かしていけると地球にも良くなるし、自分たちも良くなると思います。



車が大きくてとてもガソリンを使うので、あまり乗らないようにしていて、チェックシートにたくさんあてはまる事があり、
母が父に節電に厳しいのでしっかりエコライフおこなうことが出来ました。これからも続けて行きたいです



コンセントを抜くことをしなかったので、外出しる時などはコンセントを抜きたいです。



意識してエコについて考えられ良かったと思いました。まだまだ出来ていないことがあるので、意識して取り組み、続けられるようにしたいです。



ゲームをやらないですること。



首に保冷剤を入れたタオルをまいて、涼しくした。



思ったより結果が悪かった。これからは気をつける。



思ったより結果（二酸化炭素の削減量）が悪かったので、次ので頑張ります。



これからはもっとエコできるようにしたいです。



タオルを濡らして首にまくことなど、環境にいいことをしようと思いました。



自分のやってないことがわかった。



頑張ろうと思いました。楽しかった。



こうやって丸をつけてみると、日付ずつに増えていっているような感じがしました。なるべく日付を 1 日空けたりしてチェックをつけました。
最初ついていない所も 3 日目にはついていました。
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エコ商品を利用するなど、あまりしなかったけど、このせいで地球温暖化が進んでしまうのを知って、もっと考えていかないといけないと思った。
これからもこのシートを参考にしていきたい。



出かける時や寝る時にコンセントをプラグがら抜くことが 1 日もできなかったです。いつもは、あまり気にしていないことがチェックシートに
書いてあったので、少しは気をつけることが出来たと思います。



エコの事は考えたことがなかったが、このシートを使って自分にも地球のためになることが出来ると思った。



エコの事をじゅうぶんわかりました。これからもエコを気にしていきたいです。



買い物のことや車のことなど、その日しなかったことなど、このシートに書けない場合があるので、そのような時も書けるように出来る
質問を入れるといいと思いました。



普段、節約はどのようなことをしているのかが、分かりました。



クーラーの温度を 1 度上げることを心がけた。



エコについてもう少し活動したい。



このプリントを通して、もっと環境にいいことをしたいと思いました。



使いやすかったです。書きやすいのでよかったと思います。



コンセントを抜いたり、エアコンの温度を 28℃にしたり、もっとエコを心がけたいです。



しっかりと身近な事を確認できたのでよかったです。



このエコライフシートをきっかけに毎日身近な事からエコに心がけていきたいと思いました。



みんながエコをするように。



いつもは、こういうことを気にしていないけれども、こういうものがあれば全部に丸がつくように頑張ろうという気になるので、いいと思いました。



寝る時にコンセントを抜かないので、これからはキチンと抜いておきたいです。



自分が 1 日にどれくらい二酸化炭素を減らせてるのかを知れて良かったです！



節約のｇが書いてあったのは、とてもいいことだと思いました。



あまりエアコンの温度を上げておけなかったので。



これからも環境にやさしい取り組みをしていきたいと思います。



二酸化炭素の事などが分かった、これからもエコを続けたい。



私が少しでも協力するだけで、二酸化炭素を減らすことが出来るなら、これからも出来る事から取り組みたいと思った。



こんな事をやれば、すごく節約出来る事がたくさん分かって良かったです。出来なかった所もあるけど、これからは心がけていきたいです、
また、家族みんなでやっていきたいです。



今がたいへんな時だからっみんなでエコする事を意識して生活ができてよかった。



プラグを抜いたりするのは難しいけど、テレビゲームや冷房は気を付けるといいと思いました。



かいぜんよくしていきたいです。



普段気にしていないことも、これから気にするようになった。



電気が大事だとわかりました。



簡単なことを少しやるだけで二酸化炭素を削減できた。



電気のことを考えて生活したいと思いました。



買い物に行かなかった。



二酸化炭素がよく分かりました。



ささいな事でも重ねて 1 年やっていくと、すごい大きな節電になることが分かった！！



いつもは、チェックとかしないから、今回のチェックシートをして、自分がどれくらい環境に良いことをしているのかが分かった。



お金の節約にもなるし、少し省エネに気を使おうと思った。



エコライフチェックシートを使って、いつもよりエコについて考えた。



このままでいいと思う。



もうちょっと足りない所もあって、ダメな所もあったので、そこを出来るようにしたいと思った。



エコについて、改めて感じ、見直せたので良かったです。



二酸化炭素が増えると、環境に悪いので、これからは自動車は使わずにバスなどを利用したいです。



やっぱ自転車や徒歩で行けるところは、それにしようと思いました。自転車や徒歩は二酸化炭素を減らせるし良い運動にもなるので
一石二鳥だなぁと思いました、(笑）

マイバックを親が忘れるので進んで呼びかけもしようと思いました。



少しの工夫でエコができることを知り、これからも家族に伝え、やっていきたいと思った、とても勉強になりました



地産地消をしてみたいと思います。



いつも気にしていなくて、無駄遣いをしてしまうことが、良くあると言うことを、改めて実感しました。これからは気をつけたいです。



どのようなことをしたらいいか具体的にかくスペースを作る。家族と話し合うという項目もいれる（エコについて）できたこと、
できなかったことに気づいて、できなかったことを出来るようにしたいと思った。



お風呂をみんなで続けて入ればよかった。



このチェックシートをもらってから意識をしたので、このシートがとても自分から意識して取り組みたいと思いました



僕も日本に住んでいるので、ちょっとでも日本をよりよく出来るように、もう終わりじゃなくて、まだ続けようと



注意していきたいです。



いろいろ楽しかった。



もっとエコに関心をもとうと思いました。

 エコはなんとなく意識しているけど、ちょっとしたことをするだけでも、まだまだ二酸化炭素の量を減らせることが分かったので、
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もっとエコしていきたいです。


エコのことがわかった。



自分の家の状況が分かった。



あまり考えたことなかったので、役立った。



エコをすることによって自分だけでなく、環境にもよくなることを考えると、すごくいいことだなと思いました。



エコは行動することによってどれくらいの二酸化炭素の削減が出来るのか、分かりやすい。



エコライフチェックシートで改めてエコのことを考えました。



やってみると、気持ちがすごくきもちいいので、ずっと続けたいです！



今回できなかった所もきちっとこれからも意識して、エコライフをおくっていきたいです。



これをすることによって、エコを心がけるようにできた。



チェックして、自分のエコをした回数などを知って、明日頑張ろうとか、こんなに出来たんだなとかが、分かって良かったです。



ゴミをきちんと分別したり、水を流しっぱなしにしない事で、二酸化炭素を減らすことが出来ることが分かりました



もっとエコをするようにする。



普段よりエコなどに心がけたり、意識が高まったので良かったです。



こうやって書いてみるとエコしているなと思った、もっとエコできるんじゃないかと思いました。まだまだ暑い夏が待っているけど、
なるべくエコに気をつけていきたいと、改めて思いました。



買い物に行く時は車じゃなく自転車で行くことを心がけた。



いつもあまり意識していなかったことが、このカードから改めて意識し、エコに実感が持てるようになりました。



これからの生活の中で、このカードに書かれていたことを試して、もっとエコにつなげられるようにしたいです。



エコライフチェックシートを使ったことで、少しでも意識して生活できるようになりました。



自分のためにもなったし、家族のためにもなったので、やって良かったです。



いつもよりエコに気をつけることが出来た。



親はあんまり地球温暖化を守っていないのが分かりました。



こうやってチェックしていくと、おれって、節電に協力していると感じいいと思いでした。



結構二酸化炭素を減らせていると思いました。



楽しかったです。



このようなことをもっとして、たくさんリサイクルなどをしていきたいです。



ちゃんと守れてよかったです。



毎日少しでもエコをしようと心がけました。



たくさん項目があって良かった。



僕も出来る事はたくさんあるので、もっと環境のことを考えて一つずつ意識したいです。



シートのおかげで環境が意識できた。



リサイクルなどをする。



これからもエコに気をつけて行きたいです。



みんなが少しずつ、さまざまな工夫をし、環境にやさしい取り組みをしていくと、二酸化炭素を減らす事が



でき、家計の無駄も減らす事ができることが分かったので、これからは、みんなが住んでいる町とみんなの



大好きな人々が暮らす環境を守るため身近な所から温暖化対策をはじめてみます。



自分からエコをしようと心がけることが出来た。



以外と多かった。これからもがんばりたいです。



小牧中学校



二酸化炭素量がよく分かりました。



あらためて考えなおすことができてよかったです。



前回よりエコライフを意識してできました。



環境を良くするために生活を見直すことができました。



自分のエコとかに関する意識が少しずつ高まって、環境に良い事が出来た！



チェックシートを使うと自分・家族がどれだけエコしたか分かって良かったです。○が打てなかった所を目標にし、頑張っていきたいです。



車①の自動車やバイクを使わず・・・というところで、以外に二酸化炭素を削減できるということが分かったので車を利用せず、
健康のためにも歩いたり自転車を利用したいです。



水の出しっぱなしや電気のつけっぱなしをもっと気をつけるようになれました、これからも気をつけたいです。



今のチェックシートは身近なことが書かれているからいいと思う。



二酸化炭素の事を考えられた。



節電できてとても良かった。また、やっていきたい！



１日で減らせる二酸化炭素の量が分かって良かったです。



チェックをしていると全てが結構難しかったです、でも、しっかりやっていきたいと思います。



細かい所までチェックが出来るから、生活を見直すのにとてもいいと思った。



僕達にはまだまだ出来ることがあるので、もっと協力していきたいと思います。



がんばる

 カラーの方が良いと思う。
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普段電気を消し忘れとかが多いので、これからはもっと気をつけてエコライフをしたいです。



ちゃんとエコを意識して生活できた。



チェックシートをやることにより、節約を気にするようになったのでチェックシートをやって良かったなあと思いました



チェックシートを使う事で、環境に良いことをするように心がけることができて、エコな生活が出来るようになりました！！



もっとこうゆうのをすれば節電などになる。



自分が普段どれだけ地球によくないことをしているのかが分かったので良かったです。



シートを見てエコが出来るから、エコが出来て良かったと思います。



エアコンの設定温度が 28℃でも涼しかった。



しっかり守れたにで良かったと思います。



節電をこれからしていくことで家庭にやさしい暮らしができるので、これをやって良かったと思いました。



チェックシートをすることで自分が出来ることがよくわかりました。



車の項目の所で、車を使わない日はアイドリングストップをする必要がないので二酸化炭素の削減量が一番多くなる様にした方がいいと思う。



今回はチェックシートのおかげでちゃんとした良い生活をむかえることができたので良かったです。



このシートがなくてもエコをするように心がけていきます。



あらためて考えてみて、出来てないところがあったので、もっと直したいです。



これからも心がける。



自分でエコできるようにしたい。



どれだけ節約出来るか値段が記入されているので、分かりやすくなっていると思います。本人の意識も高くなったと思います。



もっと細かい所までチェックしていき、よりよくしていく！

味岡中学校


なんか、めんどくさいっと思ったことがあったりしたんですけとっても大切なんだなぁーって思いました。



地球のことを思ったシートだと思いました。



地球のことについて、意識して考えれてよかったし、こうゆうふうにした方がいいということが分って良かったです



ちゃんと気をつけていると思っていても、コンセントをプラグからぬくことなどのあたりまえのことが



できていないことが分ったので二酸化炭素を削減する量を少しでも多くできたらいいと思うので、これからは、気をつけていきたいです。



これからは、気をつけていきたいです。エコに気を付けて、二酸化炭素を減らすのを意識したいです。



何かを節約したり、外を車やバイクを使わず徒歩で歩くと１年間げこんなにも二酸化炭素のはい出を少なくできるんだなぁーと思いました。



意識してやるようになったから自分のためやまわりのためになった。これからは、チェックシートがなくても覚えてやるようになると思う。



子どもの心配をするくらいなら、大人もしっかりみてほしいとおもう。確かに１番に考えてほしいのは、子供だと思うけど大人たちも今を
教えてほしいと思った。



ぼくんちは地球にやさしい人間なんだぜ～



少し心がけるんだけで、どれだけ節約ができることが分かりました。



ご飯やおかずを残さず食べるだけで１１g も CO２を削減できることが分っり初めて知りました。



だから意外な事をすると、CO２を削減できることをチェックシートにかいてほしいです。



これからも、すこしずつこういうことをやりたい。コンセントをぬくなどやれる事はやってみたいと思った。



シートを利用してゴミをしっかり分別すること、マイバックを持ってお買い物に出かけることなど



ちいさな事かもしれないけど環境保護のためにがんばろうと思うきっかけになった。



もうすこし自分にきつくしてエコをやっていきたいと思います。



できるだけ地産地消に心がけたいです。



ちっよとしたことを気をつければ、温暖化をちょっと防げるので続けていたい。



家族と協力できたので良かったです。



１年間でどれくらい節約できるか分りやすかった。



３日間、少しでも二酸化炭素の量を減らせるように努力が出来て良かったです。



このチェックを使ってみてより、二酸化炭素のあぶなさが分りました。１日１日気を付けて CO２増加を少なくするようにします。



特になし



項目に書いてあることを１年つづけたら何円の節約になるかを書いてあったので、どういうことを心がけると節約できるかが分ったので
よかったと思った。



項目をもっと増やした方がいいと思う。



このチェックシートをすることによって、たくさんの節約ができると思います。なぜならばこの紙には節電した



代金が書いてあって今日はこれだけ節電したんだなぁということがわかるからです。



このシートを使って水をむだに使わないようにしました。



二酸化炭素削減量が書いてあるので自分がどれだけエコをしたか分ってすごくいい気分になった。



家族にも協力してもらえたので良かったです。普段できる事はこれからも続けていきたいと思いまます。



これから、気をつけたいです。



家族といっしょに節電すればよかったです。



ない

 二酸化炭素のさくげんは身近なことでできる。
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エコについて考えが深まってきた。楽しかった。



もうちょっとエコをしたいなとおもった。



このチェックシートを見ながら毎日生活すると自分でできることがみつかるので良かったです。



このチェックシートで十分いいと思う。



エコをすることは、すごく大切なことだと思いました。



もうちょっと科目を増やして、節約をすると、どれだけ大切なことがあるのか書いたほうが良いと思います。



身近な所でエコなどの活動が行われていることを知りました。ごはんを残さず食べる事もエコになることは、



始めて知りました。



いつもやってなかった事を、やるように心がけれるようになった。れいぞうこをあけっぱなしにしないようにした。



プラグを抜く事を心がけるようにした。



プラグなどぬけなかったときが多かったので、もう少しがんばりたいです。



地球は



家族の人に手伝だってしまった。



ちゃんとできたのでよかったと思います



しょうじきに書く。



もっとエコを考えたほうがいいな～と思いました。



１人１人がいしきを持ってやればいいと思う。



もっと今よりエコをした方がいいことが分りました。



ちょっとしたことで節電になるのでチェックシートでやったことをいかしてこれからもやっていきたいです。



もっとたくさん課もくを用意したりお金に関する節電をもっと増やした方がいいと思いました。



コンセントをぬくことができなかったからこれから気をつけたいです。



特になし



コンセントからプラグをぬくことがエコになることは知りませんでした。



今回出かける時や、寝る時、プラグを抜くという事ができていなかったので、これから気をつけてやりたいと思いました。



自分がどれくらいエコを気にかけているかよく分りました。



ぜんぜんエコをやっていなかった。



地域の事を考えてチェックシートを使いました。



自分のエコライフ度を知ることができてエコへの意識が高まりました。



エコライフはすごく環境のことを考えていたのでよかったと思いました。



今度は全て○がつきようにしたいです。



普段の生活できづいていなかった事がこのチェックシートをやって、できるようになったので、つづけたいです。



あと少しで９以上だから○をふやそうと思った。



１ねんで２７９０円の節約などけっこうお金をむだにしていることが分りました。なので、これからは節約



できるようにがんばりたいなぁーと思いました。



このエコライフチェックをして少しつづでも地球にやさしい事をしなきゃなと思いました。



今回のチェックシートを使ったおかけでもっとエコな生活ができました。



自分流をつくるということ



エコライフチェックシートを機会に節約などをできて良かったと思う。これからもいっぱい節約したい。



気つかないうちに環境に悪い事をしていたので気を付けるようにした。



家族にも協力してもらった。



少し心がけるんだけで、二酸化炭素の量をたくさんへらすことができたにで、できるだけこれからも、



心がけれるようにしたいです。



これからは、少しでも地球がずうっとなくならないよう、いろんなことを心がけたいです。



テレビゲームは一切しないよう心がけた。それとも、部屋の明かりは出るとき消して、ご飯やおかずを残さず食べたのでかなりエコになった。



カラーにしてみてはどうですか？



すごく良いと思いました。



冷蔵庫など見える場所にはっておうてエコをいしきさせる。



ぶんべつなどこころがけた。



どのようなことがどでくらい二酸化炭素を使うかが良くわかった。これからもっとエコしたい。



これでいいと思います。



水を出しっぱなしにしたり、コンセントをプラグから抜くことはできなかったのでやってきたいです。



水を出しっぱなしにしている人がいたら家族に呼びかけるなどしていきたいです。



このようなチェックシートがあるとみんな心がけるようになると思うので良いと思います。



周りを見たらもっとできることが沢山ありました。今日本で震災のため自由に生活が出来ない方が大勢いるのにと、
自分があまりエコのことを考えていなかったのか、はずかしくなりました。



ふだんあまりエコについて気にしていなかったのでこれをきっかけに私も節電・節水を防ぐなど、こころがげるようにしたいです。



エコライフチェックシートを書いて、ぜんぜんエコな生活をしていないことがわかりました。これを書く前までは「わたし、一人ぐらいエコしなくても、
大丈夫だ」と思っていましたが、やってから、「ダメだ」ということが
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わかり、とても良かったです。



電気・ガス・資源・水・食のところが全部まるがついていたからよかった。



どれだけ CO２をつかっているかがわかるのがよかったです



こういうシートをもらったら、気を付けなければならないことがたくさんあるんだなと分った。



自分が普段の生活でこんなにも CO２を出していたことにおどろき、エコへの関心がより強くなりました。



ちっょとしたことに、意識を向けるだけでも、地球へのふだんが減らせることだと、強く思いました。



自分がエコをしていないのは、何かがわかったので,これからは、エコできてなかったのを



エコにして,地球の環境をよくしたいです。



CO２をどれだけ使ったかわかってよかった。



普段なかなかエコにかんしんをもたないけど、こういう機会に自分がエコに取り組むのを見つめ直す機会になるのでよかった。



ふだんから気にしていることが今回のチェックシートでいままで以上にエコが出来たのではないかと思います。



今回はしっかりできなかった。自分はこれまでは、環境に気をつかっていると思っていましたが、今回このシートを使ってみて、
自分はまだまだなぁと思いました。これからは、もっと、がんばりたいです。



まだ、全部○がついてないので、今度からは○をつけたいです。



もっと丸がたくさんつければ良かったなと思いました。もっとなんなの意識が高まれば環境も良くなると思います



３日間だけでも、二酸化炭素を少なくする心がけができて、いいきかいになったと思います。



いつもぜんぜん心がけていなかったことを、改めて考えたり、行動しているとこんなにもエコできるんだと



いうことに気づきました。これからも、私にできることをしていきたいです。



このシートを使うことによって、自分がどれだけ二酸化炭素を減らせたかを知ることができたのでよかったです。



このような二酸化炭素を減らせることを続けていきたいです。



自動車を使用せず徒歩などをした方がいいことが分かりました。○がついた所はもっと続けてつかなかったところはできるようにしたいです。



少しの事をするだけでも１日で二酸化炭素の量は減らせるんだなぁと思いました。



僕たちの家族は、上は、ほとんど○がついていたのでよかったけれど下の方は、○があまりついて



いなかったので家から、近い所は徒歩や、自転車で利用したほうがいいのと、気づきました。



これを使うことによって○が増えた。



エコはお金の無駄遣いを、はぶくからとても良いと思った。



あまり気にしていなかったけど、改めてみてみると思っていた以上に出来てうれしかった。



これからも心がけれるようにしたいと思った。



自分がどくらい削減できたかがわかるし、あとは、どういうことができるかということも知れるからいいと思った。



カラーにしたほうが読み物も、読む気がすると思う。



②のテレビゲームをしなかった。という質問はテレビ番組を見たことも含まれるのか、分らないので、



詳しくしてほしいなぁと思いました。



いつも自動車ばかり利用していて、たまには歩こうという意識を持っようになりました。



これからもエコについて考えたいです。



プールの水を水やりの水として使った。



ないです。



地球のことをもっと考えようと思った。



すこしでも地球に優しくなるために使いました。



普段どおりに生活していたら、とても多くの二酸化炭素が出ている事に気付きました。



物を大切にしたとかも入れたほうがいいと思いました。



せつでんできてよかったです。



自分の生活の中でどれだけ二酸化炭素をへらせるかわかってよかったです。



１日１kg 二酸化炭素削減したらとてもいいと思った。ゴミの分別するだけでも１００g 以上削減できるから積極的にやろうと思う。



出来る事からどんどんやっていきたいと思う。削減量が多い項目に○がついていないことが多いんでそのへんも考えるようになりたい。



ふだんはあんまり気をつかわないことでも、今回の、このシートで気をつけることができたので、これからの



生活でも少しでも気をつかえるといいなぁと思います。



ない



３日目が一番好少なかったので、次からは、前の所でできなかった所を確認してから１日を過ごすようにしたい。



テレビゲームをしなかったのところで×がついてしまったので気をつけたいと思います。



二酸化炭素量を出すのが大変です。



自分が思っていたより○がついたのでよかったです。



このチェックシートを意識してやるとやらなきゃと思って生活が見なおせるからいいと思いました。



今まではあまり気にしていないところもあったけど、少し意識するだけで、二酸化炭素がこんなにも削減されるかと思えたので、
これからも少しずつ気をつけて生活していきたいと思いました。



これ機にあらためて、エコについて考えやることができました。



地球をすくうためにできることはしていきたい。



１つ１つの行動が地球環境にかかわっているのかと思いました。

 おもしろい
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たいへんだった



今回では、車やエアコンのことで、エアコンや車の車は歩くと４０００円ぐらいもお金をつかわなくていいからすごいと思った。



よかった。



徒歩で歩く事を心がけようと思う。



身近なことで少しでも二酸化炭素がへるから意識して節電をしたい。



水をだしっぱにしないとか、マイぶくろをつかうとかして、ちっちゃぃことを意識できるようになった。



もっとエコはできると思う。



今日はしっかりゴミの分別に心がけた。気持ちよかった。すっきりした。



「エコドライブとか、よく、ＣＭでやってたけどいまいち意味が分らんなかったけど、今回、この面をよぉーく読んでみて、
やっとエコドライブの意味が分りました。これからも「エコ」を心がけていきたいと思いました。



いつかは全部○が付くようにしたい。



なにもしたらいいのか、大体の目安がわかるので良かった。



「○」の数が少なかったのでこれからは、「○」が全部付くように頑張りたいです。



自分だけでなく、家族にも関心がもてるのがいいなと思いました。
一人だけだと「まぁいいや」と思ってしまうことも、みんなで行えば意識ができました。



とくにありません



普段の生活をチェックシートでまとめることによって普段の生活を見直すことができた。



ふだんはあんまり気にしていないので,すごく役に立ちました。特に「コンセントをプラグからぬいた」はなかなか意識できないので、
今回１回だけですができて良かったと思います。



もっとエコについて、考えて生活した方がいいと思いました。



しっかりこれからも意識しようと思った。



コンセントをプラグから抜いたり、マイバッグを持って買い物に行ったりすること大切だと思いました。



車をエコなものにして家族で意識することができた。もう少し節電できた。



エコについて考えました。



１つ１つの小さな行動を心がけるだけでたくさんの二酸化炭素を削減することができるということが分かりました。
これからも冷蔵庫は開けたらすぐ閉めるなどのすぐに自分でもできることをたくさん心がけて



生活していきたいと思います。

篠岡中学校


簡単でチェックしやすかったです。



地産地消をした方がいいなと思いました。



このチェックシートをやってだいぶ環境について分かってきたし、意識することができたので良かった。



出来ない所とかがあったけど、これからも続けてエコに取り組んでいきたいです。



3 日間。チェックシートを使って、環境への意識が高まりました。これからも



意識しないと、いけないのだと分かりました。



意識できたので良かったです。

エコライフを心がけていきたいです。

北里中学校


もう少しエコにできるところがあったので、もうすこしエコにとりくみたいです。



チェックシートでチェックしてみたら、５個しか丸が付けれなかったのが残念です。



これからも環境への関心をもちたいです。



やれていないところも、たくさんあったのでできなかったところを夏休み中に改善していきたいなと思います。



あまりエコなことがなかったから、これからはや来年かやは、ちゃんとエコにすごしたいです。



知らないうちにやっていたことも少しはエコになっていたのでよかったです。



でももう少し多く○をつけたいです。



小さな気付きがつみかさなり大きな力となるのだと思いました。



今回はエアコンの使い過ぎに気を付けて、設定温度を２８℃にしました。



これをみると全然なんにもやってないんだなと思いました。車とかにいろいろんなエコがあるとがわかりました。



これからは、ここに書いてあることをしてエコしていきたいなぁと思い心がけたいです。



寝る前にコンセントを抜くできるだけ車を使わなず徒歩でできるだけ利用したいと思った。



アイドリング・ストップなど高い車にしかないので分りません。他にも自分が気づかない所で



色々な節電が出来るこ事が分りました。



自分の普段やっていたことがエコにつながっていたりすることに気づけた。



エコをしてこまめに心がけることがとても大切だなと思い、これからは、もっと節電したいです。



出かけるときにコンセントをプラグから抜くことぐらいは私もできることなのでやってみようかなと



思いました。少しやるだけで二酸化炭素はへるんだなと思いました。



１日にできていることは少なかったのでこれからは、もっと色々と環境のことを考えたいです。



ダメな所があったので、これから気をつけたいです。

 気づいていない所でも、しっかりできていた。
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ほとんだ○がついたけど、寝る前などコンセントを抜くことができていなかったので、寝るときはコンセントを抜けるようにしたいです。



夏休みは出かける時に、車ばかりだったので、電車や、徒歩でも移動したいなと思いました。



ぜんぜんだめだった。



１年でいくらの節約になったという所はすごいなぁと思った。



よくみると自分がどれくらいエコなことをしているかわかりました。



もっと環境に関心をもち、自分のできることはやりたい。シートに丸が全部つくようにがんばりたい。



私にはもっと節電、節水ができることがわかったので地球のことを考えて節電、節水を心がけたいです。



ゲームをいつもしていたからあまりやらないようにしたいと思いました。



こんな事も、環境に役立っているんだがというのがあり、もっとそれを実行していきたいだす。



自分のやっていることが地球の役に立っているのでとてもうれしかったです。



今日シートをやって、がんばって CO２をへらしたいと思った。



ぼくもどんどんしたいです。



ぼくはあまりエコをしていなかったのでこれからは、意識してやりたい。



シートを使ってチェックしてみたら、環境のことを考えたていない事がたくさんあったのでちょっとずつでも



直していけたらいいなと思いました。



このシートを使って小さな事からこんなに、二酸化炭素が削減される事が分った。二酸化炭素が削減



できる事をどんどん進んでやっていきたいと思いました。



１人１日に１kg の二酸化炭素削減は難しいけど、それなりの努力をすれば、できると思うからがんばります。



出かける時や、寝る時はコンセントをプラグからぬくことや冷房の設定温度を１℃高くすることなどを



心がけて環境のことを考えられるようにこれからやっていきたいと思いました。



今までできなかったことを、毎日していろいろな人に、伝えていきたい。エコ商品や、リサイクル商品を使っていきたいです。



自分は以外とエコなところをしているんだなと思いました。毎日できるだけ、チェック表が○で埋まるようにしていきたいです。



歯磨きの時やシャワーのときなどは、こまめに水を止めて、二酸化炭素を減らしたい。
○ ×をつけてみるとできなかったところもあったのでそこを少しずつ直してきたいです。二酸化炭素



削減は大切だということがわかりました。



今回やってみてこんなにもエコがなるのはビックリしました。
でも、普段「エコ・エコ」と思ってもいないのにけっこう当てはまっていたので良かったです。



地球温暖化を防ぐために、日々少しつづ、気をつければよいことがわかりました。



私もこれから、実行していきたいです。



自分は以外にエコな生活をしていました。



車で送ってもらわず自転車で行こうと思った。



自分たちで心がけることがたくさんあった。



水を流しぱなしにしていたことがあったので家計をすこしでも減らせるようにもっと環境のことに関心を持ちです。



二酸化炭素の量しかかいていない電気や水もどのくらい量がへるかをかいてほしい。



お風呂はさめないうちに、みんなで続けて入ることは私の家はいつもやっているですがこれも、エコだってことを知りました。



エコに気をつけようと思った



エコに気を付けようと思った



１年で節約できるお金の額に驚いた。



地域の事を知ってもらうためにいいと思った。



少々、けいさんがむづかしかったと思う、だかぶあてはまっていた。



このプリントを使って、自分が地球のためにやっていることが分りました。これからも、節電に協力したいです



もっとエコをしたいと思いました。



いつもエコを心がけていなかったから、これから気を使ってみようと思った。



二酸化炭素がたくさんでてるなと思いました。



エコに気をつけようと思った



エコはめんどい



節電を心がけたい。



エコは必要だと思った。



えこは難しくて大変だと思った。



エコできたと思う。



地産地消はエコで伝統を守ることができるので一石二鳥なので続けたいです。



エコは大切だと思った。



エコは大変



これからエコのこと、ばつかりのことに気づこうと思った。



思ったよりよくできていました



自分の二酸化炭素を出した量が分った。



エコは大変でたいせつだと思った。

 あたりまえのことができてなかったのでこれからは、気をつけたいと思いました。
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いろいろがんばりたいと思った。



もうすこし節電をしようかなーとか思った。



これからもエコに気をつけたい。



ほぼ毎日徒歩や自転車でこうどうをした。



二酸化炭素をけっこう削減できるんだなと思った・



エコに気をつけようと思った



これからはエコを心がけれたらいいなと思ったー



私はエコにこうけんしている。



エブリディ



テレビゲームをし過ぎないようにしようと思った。自分は意外にに○がついておどろいた。



自分がふだんあんまりなにもしていないことがよくわかった。生活を見直そうと思った。



特にありません



二酸化炭素の利用について少しわかった。



部屋からでるとき、たまに電気をつけっぱなしにしてしまうから意識してエコしたいと思った。



このままでいいと思います。



つかれた。



なるべき二酸化炭素を出さづ地球をすくいたい。



とてもわかりやすかった。環境についてがんばろうと思った。



エコを心がけるとちょっとめんどくさいけど地球のために頑張りたいと思った。



エコのやり方がよくわかりました・コンセントをぬくことを心がけていきたいです。



最近暑い



エコなことをあまりできていないことに気づけたのでこれから気をつけてみようという気持ちになりました。



あらためてエコについて考えさせられました。



これからもエコに気をつけたい。



これからは、もっともとｴｺや電気のことを考えて気をつけていきたい。がんばりたい。



できるだけ電気を使わないことをこころがけたい。



意外とたくさんエコできていたので良かった。コンセントをぬきたいと思いました。



昨年よりエコや節電に心がけるようになったと思いました。



エコをする。



もっとこころがけようと思った。



二酸化炭素が減り温暖化を防げるので節約は大切だと思った。



項目を見てこれからの生活をきちんとつけていきたいです。がんばりたいです。



自転車を使おうと思った。



ちょっとしたことでもちゃんとまいにちつづけようとおもいました。



ぼくはこの地球を守りたいのだ未来を背負うぐらい、せきにんをもってがんばりたいです。



これからはもっとエコに関心を持って生活していきたいと思いました。



普段から行っている何気ない事を少し工夫するだけで、エコをする事ができると分かりました。



感想はありません。



少しエコに気をつかえば地球環境が」良くなる事がわかった。



げームをやめることなんて無理



日々の生活でもう少し気をつけようと思いました。



もう少し自分が出来ることをがんばっていきたいです。



私の家では、基本家族が皆家をでているのでエコといえばエコになるかなと思いました

エコライフっ｛キラーン）

応時中学校


自分がどれだけエコか分って良かった。



いつもコンセントをプラグから抜くのを忘れるので、これをきに守れるようにしたい。



けっこうできてないのでこれからしっかりやっていきたいです。



自分がどれだけ節約をしているかなどが、しれてよかったです。あとこれからも節約などをがんばりたいと思うようになった。



いつも、心がけている事はあるけど、この紙を見てやるとできていない事もけっこうあったからたりないのたなと思いました。
コンセントを抜く事や自動車を使わないというのは意外とできなかったです。



これかからは、ちやんとエコについて考えていきたいです。



地球のために少しでもやくにたったとおもうのでこれからもがんばっ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たとき普段気にしていないことはのっていた。気にして



やってみたら１０００g 以上削減できたからよかった。



今回このチェックシートをやってみて、こんな簡単なことでも二酸化炭素を減らすことが



できるならこれからも続けていこうと思いました。

 エコをするのが大切ということを伝えれるように。
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コンセントはいつもプラグからいつもついているからできるだけ、抜くようにしたい。



これを使って家のエコをたしかめれたのでよかった。



けっこうまるが多かったのでよかったなぁて思いました。



改めてエコというのは地球をきれいにするだけではなく自分に心もきれいになるのでこれからも



これからもつづけたいと思います。



小さなことを毎日続けていくと二酸化炭素は減るなぁと思いました。



上は１１個も答えるらんがあるのにさいこう８個しかなかったからぜんぶまるがつくようにしたい。



色をつけてこうもくをしぼる。



いろいろなエコができた。



まだまだできていない所がたくさんあるからもっと心がけようと思いました。



車を使わないようにしたり家族で心がけられたのですごくよかった。



今回できたことをこれからも続けたい。



このプリントがあることによって毎日意識することができました。大人向けのもあって良かったと思います



もっと子ども向けのもつくってあったらいいなと思いました。



おふろを続けて入ることが３日とも出来なかったのでこれからは、しっかり続けて入れるようにしたいです。



全部○になるのを目指して家族でがんばりたいです。



このシートをやって自分たちが身近にげきることで二酸化炭素を削減できることが分ったので



なるべくやれるものは実行したいと思った。



できていることはいつもいつもできているけどできてないことは、いつもできていないことが分かった



のでできるようにしたい。



チェックシートを寝る前とかに見てきちんとチェックが出来たので家族が３日間きちんと、地球の事を



考えられたな、と思います。３日間だけでなく、きちんと続けていき、×の所を○にしていきたいと思います。



一人一人が１つ１つの事を心がけていくべきだと思いました。私も全然言える立場ではないのですが



私自身心がけていこうと思いました。



具体的なＣｏ２の削減量の数値が記さいされており分かりやすかったです。



１日目は全て丸がついたけど、２日目からは気がゆるんでいたのがもしれない。なのでいつでもまるが全て付くように心がけていきたいです。



このエコライフチェックシートを見ていると少しでも地球にやさしくしてエコもして、これからの生活を意識して地球にやさしい
環境ですごせるようなことを思いました。



この表の項目をすべて○にするのは難しい事だけど、実現したいです。



このチェックシートがあったからエコに気をつけて生活することができました。これからも続けていきたい。



冷房の温度を下げることができなかったので地球のためにも下げるれようにしたい。



もっといろいろ心がけなきゃいけないなぁと思いました。



かんたんのことでも地球を守れると知りこれからも、少しのことでもどんどんやりたいと思いました。



チェックシートがあったから、環境の事を考えられたと思いました。何気ない生活もしっかりと考えたいです。



別にない。



意外とできていないところもあったのでそこをきちんときをつけてパーフェクトのしたいです。



水を流しぱなしにしないように毎日気をつけたいです。



きずかない電気などのむだずかいもこうやってチェックしてくれるのでよりいしきができていい。



エコを意識して生活をするようになった。



二酸化炭素を１日で減らす量が１年で減らす量になるととても節約、削減ができるのですごいなぁと思った。



わたしの家族は」できました。



どれぐらいの二酸化炭素が減るのかがわかってよかったです。



このようにチェックしていると自分がどれだけ地球を守っているかが分るからうれしいです。



最後らへんでは、いろいろときをつけるようになってきてよかったです。



シートを使って僕がこんだけの二酸化炭素を削減出来ていのかわかってよかった。



今までより気をつけてこうどうできるようになった。



お風呂はさめないうちにみんなで入る事がまったくできなかったので、今日から意識したいです。



また、意識する事で二酸化炭素の量が減ったり節約ができるので今後からは、このチェックシートを実行したいです。



１日で自分がどれだけ二酸化炭素の量を減らせているのかがこのエコチェックシートでよく分かった。



今までと違う感じですごかった。



やっていくにつれて前よりもよくなった。



少しのことでも気にかければエコになるということが分りました。



自動車などつかわないようにする。



これで、せいかつをふり返ることができたのでいいと思いました。



自分が節約したかを見れてよかったです。



あまりできなかったので、これからは気をつけるようにがんばっていきたいです。



エコチェックシートがなければ、大変な事になってたかもしれないのでこのシートには助けられたと思いました。

 あまりできなかったから、こんどはしっかりやりたい。
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エアコンなどをつかわないようにした。そしたらせつでんもできるし暑さにつよくなった。



まだ、○が少ないのでこれからはどんどん丸をつけれるように努力していきたいです。



地球のことが考えられてよかった。節電と言われても何をすればわからなかったのでためになった。



毎日気をつけて節約できるように心がける。



このエコチェックシートのおかげで夏休み、たくさんの電気を使うときも気をつけて気をくばることができた。



このエコチェックシートみると本当にちいさなことでもエコにつながり、二酸化炭素をへらすことができる



ということに気づけた。家族の人たちもチェックもをできて家族全員でエコをして二酸化炭素をへらすことが



できたと思う。夏休みが終わってまた学校が始まりこのチェックシートをなくなったらすぐにまたむだ使いを



せずにしっかりエコをしていきたいと思う。



１週間ぐらいあってもいいかなぁと思いました。



ただやったものに○をつけるのではなく○をつけて二酸化炭素の削減量も計算できて分かるのでより



二酸化炭素を減らすように心がけることができました。



（家族）普段あまり気にしていない事もチェックシートがあると気をつける様になるので良いと思います。



節電に心がけることができました。



自分でもできることがたくさんあって、それが数字で分るので良いと思いました。



去年と同じ気がした。



いろいろことに気を使った。



１つ１つを気を付けるのが大変でした。



どれだけせつやくができているかをしれてよかった。



買い物に行ってないからマイバッグを使わなかった。



丸が多くてよかったです。これから丸が減らないように逆に丸が増えるようにがんばっていきたいです。



コンセントを抜くというのがあまり出来ていなかったから出かける時はできるだけコンセントをぬく。



毎日親が心がけてやっているので自分も心がてエコなことをすることができました。



これをあたりまえのようにしていきたいです。



エコは大切



いつもきをつけていることなのでこれからもつづけようと思いました。



③は意識しようとしてもすぐ忘れてしまっていたので毎日続けられるようにしたいです。



いつもきにしていることがチェックのこうもくにあって、これからもがんばって気にしていく



ことができると思います。



なるべく車を使わず徒歩・自転車などで行動できるように家族みんなで心がけようと思った



私はエアコンの温度を１℃でも高くして使いたいです。



このチェックシートを使う事によって丸がたくさんつくといいと思うようになり、意識ができたのでチェックシート



がんばりたいと思うようになった。あってよかったと思う。



得にございません。



昨年より「○」の数が少なかった。エコライフに書いて」あることを識



こうゆうチェックを心がけば温暖化などがなくなるかもしれないから、チェックできる日はチェックを心がけたいです。



ほんの少しの気づかいでそれを続けるととても「エコ」につながることが分りました。



もっとエコをして地球のために自分のできることをしていきたいです。



プラグを抜いていないのでちゃんと抜くことをこれからも意識した。



みじかなことでもできることはあるのでたとえ小さなことでも環境のためにやっていきたいです。



丸が付いてないものもあるからこころがけたいです。



節電といってもあんまりすることはないと思っていたけどこまめにすることが大切だと分って良かった。



コンセントをプラグぬくことを２日間はできたなかったけど３日間は注意することでできたので良かったです。



二酸化炭素をもっとへらしたいと思った



エコできました



冷房の温度は１℃高くするだけでも節約できるし二酸化炭素を削減できるのでムリせずにやりたいです。



少しづつでもエコになることをする



チェックをしていくうちにどんどん気をつけれるようになったので、つづけられるようにしたいです。



わたしは、いつもむだにｃｏ２を出していて、環境にすごく悪い事をしていると、気づいてよかったです。



もっと自分でやれることはやっていきたいです。



毎日ほとんどエコができていたのでこれからも続けていきたいと思いました。



もっと気をつけていきたい



自分の行動をちょっとかえたい



もう少し商品をかうときにエコマークなどついたものを選ぶのに意識したいと思いました。



もっと節電をしないといけないと思いました。



このチェックシートでここらがけができた。



普段はあまり気にしないことだったのでこれからも節電したいと思いました。

 チェックシートのおかげでエコライフを心がけることができました。
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こういうきかいがあるともっとエコとかにいしきできるのでよかった。



みんな d が心がけてやったらものすごい節約になるとおもいました。



みんな気をつけるようになったからよかった。



もっと地球と向き合いこまめなことに気をくばりたいと思います。



今年の年は昨年とくらべてよくできました。学校がはじまっても心がけていきたいです。



エコチェックは１人１人がやれば節約がたくさん出きると思いました。



もっともっと節約していきたいです。できていることはこれからも続けていきたい。



自分たちがもっと地球にエコなことをしていかなくてはいけないと思いました。



ふだんエコのことをあまり意識しないので今回のチェックシートでエコをより意識することができました。
○ 今回のチェックシートで○がつかなかったところは普段の生活で気をつけたいきたいです。がついたところはこれからも続けていきたいです。



自分たちにできることがわかって良かったです。



意識できるようになったからよかった



節約できる量やｃｏ２を減らせる量が１つずつわかってよかったです。



電気・ガスについては、あまりできてないからこれからは、心がけて生活していきたいと思いました。



毎日書いていたらその事について気づくようになって冷蔵庫は開いたら開けたらすぐ閉めるなど気づける



ようになったので良かったし、これからもやりたいと思いました。



もっと環境に優しくできる心が増えればいいのになと思いました。



小さな事でも二酸化炭素を削減げきると分った。



けっこうきをつけていれば二酸化炭素をへらせるんだと思いました。



当たり前のことがエコにつながることが実感できました。これからも二酸化炭素削減を実行して行こうと思います。



いつも何気なく過ごしていることを、エコライフチェックシートでみるとリアルに二酸化炭素の量がわかるので



どこを気をつければいいのかがわかりやすくてよかった。



自分がどれだけむだにしているとか節約しているのかがよく分りました。



うちはあまり冷房は使わないのでエコができていると思います。車も乗らないことがあるので



エコがと思います。いつもしていることがエコだということがこのチェックシートでわかりません。



プラグはふだんぬくことを意識していなかったため意識することに気をつけたいし自分でも



二酸化炭素削減を心がけたいです。



しっかり書いていると、これはこのようにやったほうがいいということがわかりました。



自転車をもっと使おうと思った。



電気のコンセントをぬいていけないところがあったのできょうつけたいです。



今までどういうことをすればエコなのかということを忘れていたので知れてよかったです。



ありません



こうゆう表がないと、エコに気をつかうことはあまりないのでいいきかいでした。冷房はたった



１℃でもかなりちがうので心がけたいです。



あらためて、地球のことを考えることができました。チェックシートを使っていない日でもきちんとこういう



ことを意識しないといけないと感じました、



特になし



コンセントからプラグを抜いりすることは全然意識していなかったけどチェックシートをつけて



少し意識が変わりました。エコは身近な事からはじまっていることが分ったのでエコを意識した生活



をしていきたいと思います。



あまり気にしいなかった二酸化炭素が私たちの生活に大きく関わっていることを知りました。これからは



環境に良い生活をしていきたいです。



１つ１つの行動で少しでも節電できるようにしたい。



見やすくて使いやすくてよかったと思います。そして、意外にも家族はエコな生活をしていないのだなと思った。



このチェックシートがあることで生活に気をつけることができました。



部屋の電気を消したりマイバックうを使い買い物したり、とても簡単なことでした。



自分の暮らしはまぁまぁエコにここらがけて生活していると思った。



二酸化炭素をできるだけ減らそうと家族みんなで心がけることができたのでとても良かったです。



つかいやすかったし、みんながしっかりしていたと思う



ちょっと遠くても徒歩や自転車でがんばったなぁと思った。



今回もう少し環境の事を考えないとダメだなぁと思いました。



意外と出来ていたのでよかった。



環境のことに全然関心をもてていなったのでもうちょっと気にします。・・・（涙



エコについてよくわかった。



今回やってエコがちょっとはできたと思います。



電気ガスの⑥お風呂はさめないうちにみんなで続けてはいった、は、帰宅時間がまちまちで無理な家族



もあるのでは。夏はシャワーのみになることも多いのでは、・・・

 去年の夏休みにくらべると今回はすごくエコができたのでこれからも続けていきたいです。
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いつもはｃｏ２の減らすことについて気にしながったけどシートを使ってみて、ｃｏ２を減らすことの大切さを実感しました。



環境についてあらためてかんがえることができた。



日常生活を少し見直すだけで１年を通じて１万円ぐらい節約できたのではないかと思いました。



出かける時などはコンセントをぬくということが３日間ともできなっかたのでつかっていないものは



コンセントぬいて使う時だけさすようにしたいと思いました。



自分が普段、どれぐらい地球のために役立つことをできているかを詳しく知ることができました。



けっこう日常生活でエコにとりくんでいることがわかりよかったです。



いつもやっていることなのにたまに気をぬいてしまってやっていなかった時とかでもエコにはならないので



これからは、毎日コツコツとエコを心がけ生活していけたらいいなぁと思いました。



とても環境に対してここまでかとおどろかされました。



分りやすかった。



分りやすかった



環境のことを考えてしっかりやることができました。エコライフチェックシートが終わってもしっかりやりたいです。



環境としっかり向き合い地球の事が考えれるようになりました。



チェックシートを意識したかいその日だけはエコにすごせた。



今回、去年と同じように使わせてもらって少しでも節電を心がけることができた。



１人でも心がければ変わっていくと思うので自分から協力していきたいです。



節約が大切だから心がけないといけないなぁと思いました。



⑤をもう少し分りやすく書いてほしい。



ゴミの分別するとか、電気をけしたり、外へ出るとかはできていたけど、エコ商品を使ったりとかができていないからも
少し考えていきたいと思いました。



今回チェックシートをやってみて、自分が普段の生活のなかでしていることがどれだけエコとなっていて活躍しているのかが分りました。
今回チェックシートで出来なかった事は、また生活を、していくことに



なおしていきたと思います。



二酸化炭素が減ったらいいと思う。



いつも心がけないことをすることができた。



もっと歩いたり自転車を使ったりしたいです。



このエコライフチェックシートをやっていて知らなかったことがチェックシートをやることによってこんなエコライフもあるんだなと思ったり、
７年間ずっとあるいているだけで使う二酸化炭素も減り５６９８も節約することを知ってとってもビックリしたしこれかれもエコを取り
入れたいと思いました。



わかりやすく、書きやすく、作ってあったのですごくよかったです。



できていない事がいっぱいあると思うのでそのようなことを１つ１つ改善していきたいです。



意識することでいつもよりも心がけました。

岩崎中学校


冷房の設定温度を１度高くしたら２９℃になるのでムリです。



自分の生活を直そうと思いました。



クーラーを使う機会が多いので温度設定に気をつけたいと思いました。

桃陵中学校


今回、パソコンなどのプラグをめんどきさいからぬいてなかったので、時間があるといはぬいてでかけたいと思った。
後ゴミ分別をすることで二酸化炭素をへらせるとわかって良かった。



もっとがんばって気をつければよりよいエコライフができることがわかったのでもっと気をつけたいです。



シートを利用した事で身近なことが二酸化炭素さくげんにつながることが分って、とてもよかった。
△ （○○など）とあると、出来ているのもあれば出来てないものもあって、びみょうなことが多いので△もあるとやりやすいかなぁと思った。



電気を使わないときは、コンセントを抜いこうと思った。



昨年もあったけど、昨年より○が増えてよかった。



とてもよい企画だと思います。



普段の生活の中でたとえば冷蔵庫の開閉の時チェックシートに「すぐ閉めた」と書いてあったのを思い出して気を付けようと思えたので、
チェックシートに書いてある事をこれからも守っていきたいです。



エコのしかたがこのチェックシートでよりよく分ったのですごくいいと思う、でも少し少ないような気がした。



暑い中エアコンをこまめに使うのではなくうちわなど電気のいらない物を使うともっとエコができることがわかりました。



項目をもっと多くしてほしい。左のエコライフ度がたん。



二酸化炭素をへらせてよかった。



これからも毎日表の項目に○をつけれるような生活をしたいです。



これからも毎日表のやつをできるだけ続けていきたいです。二酸化炭素削減や「１年で○円の節約」というのが書いてあるのでちゃんと
「得した」と思えるようになっていて良いと思いました。

 まるの数が多かったので来年も続けていきたい。
29



以外と出来ていた。



ふだんから外出中や寝る時にプラグを抜いたりしていなかったのでこれからは気をつけたいです。



環境のことを考えて生活うるのがちょっと楽しかった。



ちょっとしたことが二酸化炭素をへらすということに気が付きました。



車の所で自動車などを使わなければ１日で約４００ぐらいへらせると思うのであつくてやだではなく歩いていくとかそういうふうにしたら
よかったなと思いました。



ほんのちょっとのことするだけで二酸化炭素の量は削減でき、節約になります。シートで学んだことをこれからも

しっかり活用していきたいです。

また、二酸化炭素を進めないようにするために１人が協力していきことが大切だと思いました。


できるだけ電気をむだにさせたくないと思った。自分はできるだけ自転車やと歩で行く気持ちが強くなった。



いろんなとこらで二酸化炭素がでていて、シートを使っていろんな所で節約できたと思った。



シートをやって二酸化炭素削減は大事なことだと思った。



お風呂をさめないうちにみんなで続けて入るだけで１年で２７９０円も節約できるなんて初めて知りました。
私の家は、みんな続けて入るのでこんなにも節約できたなんてすごいと思いました。



おもっていたよりも、ぼくは、でんきなどをおおくしようしていたことが、よくみにしみてわかりました。こんごきをつけていきたいです。



シートを使ってみてできているところも多少はあったけどどれだけできていないか自分でもわかりました。これからも心がけたいです。



環境にたいする意識ができました。



自分がどの位できたか、できなかったが分かってやってみて



エコ商品やリサイクル商品を使っていなかったのでこれからはよういうのも意識していきたいです。



りサイクルでいろんなものができているのでリサイクル商品をできるだけ使っていきたいです。



今日はがんばって電車にした。



ぼくは丸がまあまあ少ないでどこれからは丸がたくさんかけるようにしたいです。



計算するのがたいへんだった。



家族の方も、もう少し増やしたほうがいいと思う。



たまにデレビでもやる、北極ぐまは、「地球温暖化」によって、氷が減っていてぜんめつしそうというのをきいたりして、地球がこれ以上、
問題がおきないように、このシートを利用して北極ぐまのためにもそして地球のためにがんばろうと思うようになってきた。



特になくこのままでいい。



シートを使ってみて、少しのことでこんなにも、二酸化炭素の量が減ることが分ってびっくりしました。自動車などを、使わないだけで、
二酸化炭素の量も減るし節約にもなることも分りました。



節電について改めて考える事が出来た。少しでも、地球のためになれるようにがんばりたいと思った。これからもがんばって節電します。



アピタには、歩いていこうと思った。プラグをぬくこともつながるとわかったしエコしようと思った。



いがいとできていないということがわかり、今までにこんなにたくさんムダ使いをしていたんだなと実感しました。
なるべくムダをなくすためにしっかりと気をつけようと思います。



チェックシートをするたび決結が変わって次はこうしようかと思った。だんだん○が多くなっていったから良いなぁと思った



今後はもっと○が増えるようにしたいです。



エコに意識した。



ゴミは分別すれば、二酸化炭素の量を減らせる事が分った。これからもしたい。冷房を付けるときは、1℃高くして２８℃にした。
２８度でも快適だった。



これからもエコをしていきたいです。



できていないところは、これから心がけて行きたいと思った。近くの移動はランニングで行くと決めた。



自分たちのどれだけ環境にかかわっているかがよくわかったのでよかったしこれから気をつけていこうという気に



あまりチェックシートに○が少ないかったので、もっとがんばりたいです。とくに車とことが少くなかったのでもっとがんばりたいです。



これからはマイバックを持って買い物に行くようにしたいです。



普段気にしていないことを指摘された感じでした。でも普段あまりにも気にしていないのでやってしまった後に



「あ！」と思うことがあるのでエコにきをつけたいです。



まるをつけて足し算するのが大変だった。



チェックシートを使ってみて、今までやれてなかったことに気をつけて生活することができました。これからも気をつけて生活したいです。



地球のために今、自分ができることをこのチェックシートをやってみて気がつきました。これからもできる事はやっていきたいです。



自分の家ではどれだけは、節約をしてたりしているか、よくわかりました。



このチェークをしていると全部丸でした。また、中２になってもまたつづけていきたいと思います。



１日目にできなかった事を２日目にやろう！とそう思ってしっかりやることができた。



エコが大切なことがよく分った。これからも二酸化炭素を少しでも減らせるようにしたいです。



身近なことでエコをすることができる。



このチェークをつかって１日目はぜんぜんダメだったけど次の日からは、すこしつづ心がけれるようになりました。

とてもなれたのでよかったです。

○ の数も少し少しと増えていって、とても楽しくできました。これからも、エコにこころがけていきたいです。


ただがむしゃらに「節電・節水」などするより今回は、どれだけ節約できたか、というのがわかったのでやりやすかったです。
しかも実感がぢきた、得した気分になりました。チェックシートがあるからやるのではなく、常に大切なことだと思うのでこれからも気をつけたいです。



エコに心がけようと思いました。

 自分にまだできてない点が多かったからよの点をしっかりなくすようにしたい。
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このチェークでエコチェックをしてみたら自分ができていないところもあったので、これからできるようにこころがけたい。



チェックシートを意識して生活してみると環境について、今まで以上に考え直されました。身近にできることは、どんどんやっていきたいです。



これからは、エコを心がけて生活していきたい。



「コンセントをプラグから抜く」こと「マイバッグを持って買い物に行く」ことがまったくできていませんでした。
テレビゲームはするときとしないときがあるので、できるだけしないように気をつけたいです。思っていたよりも丸の数が少ないので「エコ」
というものをぜんぜんわかっていなかったような気がします。もっと自分にできることをよく考えて。「エコ」をこころがけたいです



車はお父さんが毎日つかうのでそれ以外のところで減らす努力が必要だと思った。



ご家族の皆様の所の○が少なかった。



チェックシートを使ってみて、日々普通に生活しているだけだ二酸化炭素が多く出てしまうことに、驚き、無駄を減らしていかなければならないことを
実感することができた。



少しエコに心がけることによってそれを毎日つづけるといい結果につながります。れをみんながやるともっとそいい結果になると思います。
なので思い出したときはすこしでもそういうことを心がけるといいと思います。



毎日していない事がよくわかった。なのでこれからは、忘れないでエコをしようと思った。



電気をこまめに消すなどこれからもできることがいっぱいあった。



日常ふつうに使っている道具で二酸化炭素が出てる事にびっくりしました。



少しの事を気をつけるだけでエコにつながることが分った。



なるべきエコができるように



エコライフチェックシートをやることによって今まで意識していなかったことを意識するようになりました。



自分はあまりエコなせいかつをしていなかったので地球をまもるためにもう少し協力したい。



よくエコができました。



もっと感電できるように心がけたい。



エコを考えながら、生活をしたいです。



少しでも環境のことを、気にしたらできることがたくさんあると思った。



これからも、自然を守り続けていきた。



これからも気をつける。



電気もお金もかかるので節電というのは、良いと思いました。



めんどくちゃい



いつもあたりまえだと思っていることが地球にとっていいことだったり悪い事だったりすることがよくわかりました。



身近なところで自分にできるはんいで、できることをやって地球を守りたいです。



車にかんしては、ぜんぜんわからなかった。



チェックシートをつかってエコについて考えるようになって良かったと思いました。



普段から心がけているのは３つ以上あって、なかなかできていないのをできるようにしたいと思います。



とてもむづかしかったけど、できてよかった。



地産地消をしてみたいと思いました。



すべての項目に丸をつけようとして心がけていたから、もっとハードルの高い地球に優しい行為の増やすともっとエコにつながると思った。



せつやくできた。



ない



これからは、水をだしっぱなしにしないようと思った。ゲームもひかえめにする。



ゴミの分別に気をつけてできるだけゴミを出さないようにした。



こうもくをふやすなどしたらいいと思います。



特になし



毎日１歩立ち止まって、これでいいのか？と考えながら生活することができました。



ないです。



しっかりと環境を意識して生活できました。これからも、意識して生活したいです。



もっとエコに心がける。



小さな事でも、エコライフがおくれるということを知った。



なし



特にないです



身近な普段あまり気にしない事でも、ちょっと気をつければこれだけの二酸化炭素を使わなくてすむのかって思った。



暑くてエアコンの温度を下げてしまう日が、多かったからもっと環境に良いことを考え行動していきたい。



ちぇっくシートがあることによって、「節電やらないと」って気持ちがおきたので良かったと思います。



まだできていないのがけっこうあったから、少しでも地球のため、お金のためにエコしたいと思いました。



電気などのむだずかいをあまりしなくなったのでよかったと思う。



家の人が仕事に行く時自転車は無理だと思うけど、自分がどこかに行く時とかは、送ってもらったりしないで自転車でいけたら良いと思った。



３日間続けて同じことをすることができた。



毎年やっているからとくにない。



エコのことがわかりやすかった。

 自分がどのくらい節約できているかわかったのでよかったです！
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よいです。これからもがんばります。



特になし



毎年チェック項目が変わるといい。

小牧西中学校
コメントなし
光ヶ丘中学校


地球温暖化のために、家でのエコを少しでもいいから見つけていくことだと思いました。



車の「アイドリングストップ」は、できるものもあれば、できないものもあるので、そのこと以外で節約したいです。



親子でエコライフについて話合う良い機会になりました。



「1 年で節約できる量」だけでなく、その量のお金で何ができるかなどがかいてあると、節約しようと言う気持ちが増すと思う。



毎日の習慣がついたからいいと思う。



いろいろな項目の二酸化炭素の削減量が分かって良かった。



⑦クーラーは私はあまり使ってはいけないと思うので、うちわや扇風機を使ったほうがいいと思いました。



チェックシートを使うことでふだん自分ができていない所をあらためてしることができた。



エコライフチェックシートをしてみると、普段全然エコな生活をしていないことに気が付いた。



私はエコのことがあまりできなかったけど、また、こんど頑張りたいと思いました。



自分の生活をふりかえってよいところと悪いところを見つけて、これからよい生活ができるようにしたいです。



少し気にかけるだけで、エコになることが分ったのでこれからもこころがけるようにしたいです。



つける日付がもっと多いと良い。



二酸化炭素減少量が何 g かとか言われてもそれがどのぐらいの量（効果）なのか説明してあるともっと協力できたと思いました。
ちゃんとできたことは、これからもつづけたいです。



シャワーを出しっぱなしにしているのが多かったので、こまめに消して節約したいと思います。あまり節水に心がけていなかったです。
節電に少し心がけていました。



バスと歩・電車を全然りょうしていなかったことに気が付いた。



エコライフチェックシートを利用してプラグを抜くだけで 1 年に 630 円の節約ができる事を始めて知ってびっくりしました。



1 日だと二酸化炭素削減量が少ないと思ったけど、毎日つづけることでたくさん減らせるので毎日つづけることが大切だと思いました。



できなかった所もあったけどゴミのぶんべつをしたりエコにいいことをしていきたいです。



エコをしてきたことが分ったのでよかったです。これからもやりたいです。



プラコードを抜くということはあまりしていなかった。



やらない



生活をふり返ることができて良いと思いました。



身近なことでも環境にやさしくすることもできると知ったのでこれからも続けたいです。



ｍａｙ



この紙で色々な事が気を付けれました。



チェックシートをやってみて、3 日間チェックして全て出来ていない項目もあった、いつもあたりまえにやっていることもあるので、

ｉ

ａｓｋ

ｙａｕ

ａ

ｆａｒａｒ

丸がついていないところを少しでもへらせるように心がけたいです。


自転車を使った。



このチェックシートをつかったおかげで普段より「節約しよう」とか「節電しよう」とか思えるようになりました。



これからも環境のことを考えるとこのチェックシートがなくてもエコな生活を心がけるようにがんばろうと思いました。



自転車を使った。



できているところとできていないところが分かったのでできていないところを直したいです。



もっとちゃんと環境のことを考えてみたり、自分から進んでエコに対しての行動をおこしたり教えたりすることで、環境のためになるのなら、
がんばってエコ活動を行っていきたいです。いつもより意識してエコのことに注意することができました。今後も続けたいです。



プラグを抜くことがないので、心がけたいです。使わないものは抜こうと思います。



自転車を使った。



エコライフをこころがけるために、このシートを使うとどんなことに気を付けたら良いかが一日でわかるので便利だなぁと思いました。



これからも気を付けて節電していきたいです。



改めてチェックしてみると、いろいろやっていないこととやれることがあって、これからは実行してみようと思いました。



さらにエコができるように項目を増やした方がいいと思う。



今回やっていろんな事がわかったからきをつけたい。



エコライフチェックシートのおかげで自分がどんな環境に悪いことをしているのかわかることができました。



もうちょっと正確な質問にしてはどうでしょうか？



よくできていた。



エコについてもっと考えてみようと思った。



自分がやることで少しでも節電などに役立てることがあって良かったです。

 大人の人の項目をもう少し増やした方が良いと思います。
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この３日間でなく、これからも意識して節約していきたいです。



マイバッグを持って行ってない時があったけど持って行くように気をつけれた。



特にない。



丸を増やすように心がける。



意識してとりくめたのでよかったです。これからも自分で意識してとりくんでいきたいです。



おもったより少なく、だいだい同じのが丸がついないから、そこは、がんばろうと思いました。



この夏は、節電しなきゃいけないと思いました。近くに出かける時は歩こうと思いました。



このチェックシーとを作ろことによって、ちゃんと意識して環境のことを考えさせられました。
これからもこの項目を意識して取りくんで行きたいと思いました。いつやっていることが多かった。たくさんのことがまもれたので続けて行きたい。
他にも意識しないとできないものをたくさんいれてほしい。



エコライフをここらがけることができたのでとても良かったです。



エコチェックを使って環境の事をきのすることができたように思います。これをきかいにせつやくしていこうと思いました。



車はどうにもできないけど、電気るいはとくにできていないのでがんばりたい。



もっとチェックらんを増やした方がいい。



これをやることによって節電の意識やエコに対しての興味がもてると思った。



エコは地球にやさしいし、自分たちにも得なのでこれからもエコを続けていきたいなと思った。



楽しかった。



全部にまるがつくようにがんばる。



自分の家がどんなけの電気や水を使ったかわかったのでとてもおもしろかったです。



チェックする事でどんなけ使っているかとがわかるからいいと思う。



冬になったら、だんぼうをつかうようになるのでなるべく節電したいです。



環境の事を少しは考えて生活することができたので良かったです。今後も考えて生活していきたいです。



二酸化炭素削減量の多いものを意識して、今後は節約していきたい。



今回、チェックシートを使って自分たち家族がより注意してやらないといけない所がわかりこれからこうしたことを注意して生活していきたいと
思いました。



考えようと思った。



１日ちょっとづつのせつでんで１年でたくさんのせつやくができるので毎日少しでもせつでんをしてこれから心がけていけるといいです。



とくになし



二酸化炭素のへったりょうでいわれても分りにくいので分かりやすくしてほしい。けいさんがたいへん。



やりにくい



かんきょうというのはとてもだいじだとわかりました。



あまりおぼえてなかった。



少しでもエコをこころがけるようにできたのでこれからもエコだできるように分別とかをしっかりとやっていきたいなと思いました。
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