
■エコライフDAY２００８（冬のキャンペーン）コメント一覧≪小・中学校編≫■

※チェックシート裏面コメント欄に記入のあったものから一部抽出したものを紹介致します。

ＮＯ 施設名（学校・幼稚園名） 学年（様式） コメント 備考

1 杉戸小学校 小学校低学年 これからも（部屋を）使わない時は電気を消したり、水を出しっ放しにしないようにしたいです。 ↓1年生↓

2 杉戸小学校 小学校低学年 なかなか（エコ取り組みが）出来なくて大変でした。

3 杉戸小学校 小学校低学年 地球が熱を出さないように、これからも続けていく。

4 杉戸小学校 小学校低学年 ゴミを増やさないように、気をつけようと思いました。

5 杉戸小学校 小学校低学年 部屋を出る時明かりをあまり消せなかったから、今度からちゃんと消すようにします。

6 杉戸小学校 小学校低学年
【子】大変だったです。
【親】日頃の小さな心づかいがエコライフにつながることが分かりました。

7 杉戸小学校 小学校低学年

結構、常に行っている事が多くて、あまり苦にならず○印が付けられた様に思います。レジ袋
をもらわないように今度は挑戦してみようと思います。エコバックをかばんに入れてはいるので
すが、買い物の量が多くて入らない事があるので、そういう点も気をつけて食材の無駄をしな
いような買い物を今以上に見直してみようと思います。

8 杉戸小学校 小学校低学年
「なるほど！！」と思う事がいっぱいありました。1日と言わず、これから先ずっと、気を付けなく
てはいけないと思いました。

9 杉戸小学校 小学校低学年
明日から（○の数が）8個を越えるようにします。8個以上とらないと電気がもったいないからで
す。

10 杉戸小学校 小学校低学年 お店でお菓子を買う時は、エコバックに入れて、レジ袋はもらわない。

11 杉戸小学校 小学校低学年 頑張ってエコ（＝環境保護）するよ。

12 杉戸小学校 小学校低学年
【子】ご飯を残さないようにしたい。ご飯を残すともったいないから、残したのはちゃんと後で食
べる。みんなにそんな気持ちをもってほしい。
【親】小さいことから毎日気をつけて地球を守っていきたいです。

13 杉戸小学校 小学校低学年 もっとやってみたら、色々な事が出来ると思います。

14 杉戸小学校 小学校低学年 エコ（＝環境取組）ってとても大変だなぁと思いました。

15 杉戸小学校 小学校低学年
エコ（＝環境取組）のことが、結構分かりました。エコ（＝環境保護）のことを良く考えた方がい
いと思いました。

16 杉戸小学校 小学校低学年 少し気をつけるだけで、地球のためになるんだなぁと思いました。

17 杉戸小学校 小学校低学年
テレビを見終わったらきちんと消します。電気を点けたら消します。パジャマを脱いだら洗濯機
に入れる。

18 杉戸小学校 小学校低学年 もっと節約をしたいです。今日だけじゃなくて、毎日気をつけます。

19 杉戸小学校 小学校低学年 エコライフは大変でした。

20 杉戸小学校 小学校低学年
【子】あんまり冷蔵庫は無駄に開けないようにします。
【親】いかに無駄に電気や水道を使っていたか…。反省です。これからは家族全員でエコライ
フを心がけていきたいと思います。

21 杉戸小学校 小学校低学年 冷蔵庫の扉をすぐに閉めて、お金がかからなくて良かったです。これからもやります。

22 杉戸小学校 小学校低学年 毎日のちょっとした心がけでエコ（＝環境保護）が出来るんだなぁと思いました。

23 杉戸小学校 小学校低学年 レジ袋をとっとく。寝る時は電気を消す。水道の水を使ったら止める。

24 杉戸小学校 小学校低学年 みんなを守るためにもう少し（エコライフを）頑張りたいです。

25 杉戸小学校 小学校低学年 これで地球のためになるのなら、これからも（エコライフを）やります。

26 杉戸小学校 小学校低学年 エコライフデーじゃなくても、毎日やってます。

27 杉戸小学校 小学校低学年 無駄なエネルギーを使わないよ。

28 杉戸小学校 小学校低学年 自動車に乗らず、自転車で行動した。

29 杉戸小学校 小学校低学年 （二酸化炭素量を）計算するのが楽しかったです。

30 杉戸小学校 小学校低学年 ティッシュを使わないようにしよう。いつもティッシュを使いすぎてたなぁ・・・と思いました。

31 杉戸小学校 小学校低学年
ご飯を残さず食べないと、ゴミを増やすことになるけど、ご飯を全部食べるとゴミを少なく出来
ることに気付いたので、引き続き頑張ります。
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32 杉戸小学校 小学校低学年 毎日、お母さんに言われていることが、エコライフに繋がっている事だと思います。 ↓2年生↓

33 杉戸小学校 小学校低学年 水の出しっ放しや電気のつけっ放しをしないように気をつけたいと思いました。

34 杉戸小学校 小学校低学年
停車中（信号待ち）等のアイドリングストップはなかなか実行するのは難しいです。その他は、
割と意識しているので、エコライフできているのではないかと思います。

35 杉戸小学校 小学校低学年
便利な世の中を目指して、今の時代を築いてきましたが、追求した故に大切な環境や生物に
大きな影響があることが分かり、私たち一人一人の努力で、生活から見直していことが大切だ
と思います。まずは家庭からエコライフですね。

36 杉戸小学校 小学校低学年
やっぱり「エコ」っていいな。水も出しっ放しにすると無駄づかいになるからすぐ止める。あと、
電気も使わない時はすぐに消すこと。

37 杉戸小学校 小学校低学年 もっと地球に優しくなろう！！と思いました。

38 杉戸小学校 小学校低学年 手を拭く時は、ハンカチで拭こうと思いました。

39 杉戸小学校 小学校低学年
【子】気を付ければエコ（＝環境保護）が出来るので、どんどんやってみます。
【親】地球のためにも自分のためにも進んで歩こうと思いました。

40 杉戸小学校 小学校低学年 これからもずっと毎日エコ（＝環境取組）を続けていきたいです。頑張ります。

41 杉戸小学校 小学校低学年
ちょっとエコ（＝環境取組）出来なかったけど、おいしいものが食べられない子達が幸せになれ
るようにもっとエコ（＝環境取組）をしたいと思います。

42 杉戸小学校 小学校低学年 冷蔵庫をちゃんと閉めるといいです。後は、○印が付いていないやつをこれから頑張ります。

43 杉戸小学校 小学校低学年
エコ（＝環境）を大切にして、地球を守って自分達がずっと生きていける地球として成果が出る
のが見たいなぁと思いました。

44 杉戸小学校 小学校低学年

【子】○が全部付いたので、ｇが結構付きました。地球に関することをもっとしたいです。
【親】日頃、それなりに節約しているつもりでしたが、チェックシートをやってみて、まだまだ見落
としている事が沢山ある事に気付きました。これからはもう少し気を付けて無駄を無くし、大切
に物を使っていきたいと思います。

45 杉戸小学校 小学校低学年 エコライフデーをやって、エコ（＝環境保護）はどうすれば出来るのかがよく分かりました。

46 杉戸小学校 小学校低学年 うちの人はエコライフを相当していると思いました。

47 杉戸小学校 小学校低学年 これからも環境の事を考えて生活しようと思いました。

48 杉戸小学校 小学校低学年
【子】観たいテレビの時間の時しかテレビを付けないようにします。
【親】こまめに電気を消したり、水の出しすぎにも注意して下さいね。

49 杉戸小学校 小学校低学年 もっと、エコ（＝環境取組）をして、地球温暖化を進めないようにして地球を守りたいです。

50 杉戸小学校 小学校低学年
普段の生活で出来る事がほとんどで気を付けていれば沢山のCO2を減らすことが出来るんだ
と親子で確認することが出来ました。

51 杉戸小学校 小学校低学年
こんな簡単な事で地球のためになるとは思いませんでした。これからは気をつけようと思いま
す。

52 杉戸小学校 小学校低学年
みんながエコ（＝環境取組）をしないと地球が大変になっちゃうと思いました。私は家族がエコ
（＝環境取組）をしなかったら注意するようにします。

53 杉戸小学校 小学校低学年 もう少し頑張れば、もっとエコ（＝環境保護）な生活が出来ると思いました。

54 杉戸小学校 小学校低学年
今日、テレビを点けないで、勉強を頑張りました。勉強に夢中でゲームとかテレビを見ませんで
した。

55 杉戸小学校 小学校低学年
少しの事でも（チェックシートの取組を）全部やれば環境が良くなると思いました。これから全部
に丸が付けられるように頑張りたいと思います。

56 杉戸小学校 小学校低学年
私は、冷蔵庫の扉をすぐに閉めました。もうちょっとで閉めない所だったけど、私の冷蔵庫は
「ピーピー」と鳴るので、すぐに閉めることが出来ました。

57 杉戸小学校 小学校低学年
【子】もう少しエコライフを頑張りたいです。
【親】一人一人が環境の事を考えればすごくエコライフ出来るのだなぁと思いました。

58 杉戸小学校 小学校低学年
このエコライフデーチェックシートをやって、水とかをすごく大切にしないといけないんだなぁと
思いました。これからも大切なことをやっていきたいです。

↓3年生↓

59 杉戸小学校 小学校低学年 なぜ、地球温暖化になったのか不思議です。

60 杉戸小学校 小学校低学年
地球は私達のせいで大変なことになっているので、私達もすぐにゴミにしないでリサイクルをし
ていきたいです。

61 杉戸小学校 小学校低学年

ちょっとしたことでも二酸化炭素が減らせる。もっと、みんなが気を付けていけば二酸化炭素が
もっと減っていく。ちょっとした事で減らせるんだったら、生活の中で気を付けてどんどん減らし
ていきたい。自分がちょっとやっていなかったことも出来てよかったです。これからも頑張って
やっていきたいなぁと思いました。

62 杉戸小学校 小学校低学年
僕は、エコライフデーチェックシートをやってみて、こんなにちょっとした事で地球を守る事を初
めて知りました。これからも出来る事を沢山やっていき地球を助けたいです。
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63 杉戸小学校 小学校低学年
もっとゴミを減らしたり、電気のムダ使いを気をつけたいと思いました。これからは環境の事を
よく考えていきたいと思いました。

64 杉戸小学校 小学校低学年 私はやってみて思ったことはエコ（＝環境保護）っていうのは、大切なんだと思いました。

65 杉戸小学校 小学校低学年
エコ（＝環境取組）をするのは気持ちがいい。地球のためにエコ（＝環境取組）をしてもっと先
の事も考えて、地球を守りたい。これからさきもエコ（＝環境取組）をもっとしたいと思う。この事
を友達に知らせ、もっともっとエコを広げていきたいと思う。

66 杉戸小学校 小学校低学年
やっぱり、今は地球温暖化が進んでいるから、エコ（＝環境取組）は大切だと思います。ペット
ボトルだけで色々なものに変えられることを知りました。

67 杉戸小学校 小学校低学年
エコ（＝環境取組）をすることは大変だけど、一人一人がやれば地球が守れていいなぁと思い
ました。

68 杉戸小学校 小学校低学年 前までは色々な無駄づかいをしていたけど、今日は節約出来ていいと思った。

69 杉戸小学校 小学校低学年
色々エコ（＝環境取組）をやっていると思ったら、あまりやっていなかったので、今度からはエコ
のことに心掛けていきたいなぁと思っています。

70 杉戸小学校 小学校高学年
今日（エコライフデー）をやってみて、大切な環境を守らなきゃと思いました。これからもリサイ
クルや再利用等をしていきたいです。

↓4年生↓

71 杉戸小学校 小学校高学年
普段の生活でこんな簡単な節約になるのがすごいなぁ…と思いました。これからもこのエコラ
イフチェックシートがなくても節約を心掛けたいです。

72 杉戸小学校 小学校高学年
毎日、こんなことをやるとしたら、少し大変だと思うけど、きっと何日も何日も続ければ、大変だ
と思わなくなると思います。

73 杉戸小学校 小学校高学年
これからは、テレビゲーム等はあまりしないようにしたいと思いました。そして、レジ袋をもらわ
ないでエコバックを持ち歩きたいと思いました。

74 杉戸小学校 小学校高学年

今日やってみて、エコライフはとても大切だなぁ…と思いました。チェックをするといつどんな事
をしているか自分も分かりました。
12個以上○が付けられたけど、自分ではもっと節約して環境のことを考えて生活したほうがい
いんだと私は思いました。今度チェックをする時は、今回○を付けた数以上に○が付いたらい
いなぁと思います。そして、今日やった事以上に、毎日毎日沢山のエコ（＝環境取組）をして、
環境をよくしていきたいと思います。
今日やってみたことを忘れずにこれからも節約をしていきます。今日は本当にチェックをしてよ
かったです。

75 杉戸小学校 小学校高学年
私が普通に生活しているだけでも、沢山の「エコ」をやっているんだなぁと思いました。これから
は「エコ（＝環境）」を心掛けて、もし家の人が電気をつけっ放しにしていたり、プラグを挿しっ放
しにしている時には、注意して地球温暖化が進むのを防止したいです。

76 杉戸小学校 小学校高学年
エコ（＝環境取組）をすると環境にも良くなるし、何だか心が穏やかになりました。最初はエコ
（＝環境取組）は大変だと思ったけど、本当は身近な物でもエコ（＝環境保護）が出来る事を知
りました。これからもエコ（＝環境取組）をして、環境を良くしていきたいです。

77 杉戸小学校 小学校高学年 自分でも結構エコ（＝環境取組）をしていた事が分かりました。

78 杉戸小学校 小学校高学年
僕達は普段、エコ（＝環境取組）をするなんて考えていないのに、これ（チェックシート）をやっ
て気付かない内に、結構色々なエコ（＝環境取組）をしているんだなぁと思いました。

79 杉戸小学校 小学校高学年
私はお風呂に入り髪の毛を洗う時に、いつもシャンプーを使いすぎる時があります。だから
シャンプーを使い過ぎないように心掛けたいと思います。

80 杉戸小学校 小学校高学年
これからもエコ（＝環境取組）を続けていきたいと思います。そして、○を付けられなかった「ご
飯、おかずを残さず食べる」も、最近は出来てきたので、頑張りたいと思います。

81 杉戸小学校 小学校高学年

【子】○が全然付かなかったので、エコ（＝環境保護）をする気持ちでこれからは節約とかした
いです。
【親】いつも部屋の明かりを消し忘れたり、無駄な事をしているのでエコライフを心掛けたいで
す。

82 杉戸小学校 小学校高学年
エコ（＝環境取組）をしてみて、こんなに節約できて、二酸化炭素を減らせるんだなぁと思いま
した。これからもエコ（＝環境取組）をしていきたいです。

83 杉戸小学校 小学校高学年
思ったよりECOをやっていなかったけれど、チェックシートをやって小さな事でも地球に優しい
ECOなことをやっているんだと思いました。

84 杉戸小学校 小学校高学年
私は、○が14個付きました。あと1個だったけど、今思えば「テレビの電源は消さなかったなぁ」
と思いました。なので、、これからは、きちんとテレビの電源を消したいと思います。後、「エコラ
イフ」を続けていきたいです。

85 杉戸小学校 小学校高学年
普段は水を出しっ放しにしているが、今日（エコライフデーを）やって、水をこれから節約しよう
と思った。

86 杉戸小学校 小学校高学年
【子】今日はエコ（＝環境取組）をして、気持ちが良かったです。だから、これからもエコ（＝環
境取組）をしていきたいです。
【親】お父さんは、食事の時いつも、台ふきんを使います。ティッシュはあまり使いません。

小・中学校（添削版） Page 3



■エコライフDAY２００８（冬のキャンペーン）コメント一覧≪小・中学校編≫■

※チェックシート裏面コメント欄に記入のあったものから一部抽出したものを紹介致します。

ＮＯ 施設名（学校・幼稚園名） 学年（様式） コメント 備考

87 杉戸小学校 小学校高学年

【子】私は、少しの工夫で地球に優しいのがすごいと思いました。これからも少しの工夫で出来
る事をやっていきたいです。
【親】地球にいいことが、お金の節約になるのでとても楽しかったです。無理せず自分に出来る
事を毎日続けていきたいです。

88 杉戸小学校 小学校高学年
【子】僕は○が少なかったので、もうちょっと○を多くしたいです。
【親】チェックシートに記入してみたら、もっとエコ（＝環境取組）をしっかりしていこうともう一度
考えてみます。

89 杉戸小学校 小学校高学年
「お風呂は冷めないうちにみんなで入る」と「シャンプーを使いすぎない」がエコ（＝環境取組）
だと初めて知りました。

90 杉戸小学校 小学校高学年
「お風呂は冷めないうちにみんなで入る」と「自動車やバイクを使わない」がエコ（＝環境取組）
なことに驚いた。

91 杉戸小学校 小学校高学年
僕はテレビゲームをよく毎日のようにやってしまうので、ゲームをやる回数を出来るだけ減らす
ようにします。

92 杉戸小学校 小学校高学年
（エコライフデーのチェック内容は）見た目は大変そうだけど、やってみると少しの事でたくさん
『エコ（＝環境保護）』も出来ていいと思った。

↓5年生↓

93 杉戸小学校 小学校高学年
環境に良い事をするのは簡単じゃないけど、自分で出来る身近なエコ（＝環境取組）をするの
は、いいことだと思いました。

94 杉戸小学校 小学校高学年
自分がどれだけ環境の事に関心を持っていたのかとかも分かりました。私は9個しか○がつか
なかったので、『もう少し環境の事に関心を持ってね』だったです。もっと自分に出来る事なの
で、やろうと思った。

95 杉戸小学校 小学校高学年
いつもあまり”エコ（＝環境取組）”をしていないことに気付いたので、これからは”エコ（＝環境
取組）”を頭に入れて”エコ（＝環境保護）”を心掛けたいと思います。

96 杉戸小学校 小学校高学年
こうやってエコライフDAY２００８冬チェックシートを書いていると、やっぱりエコ（＝環境保護）っ
て大事なんだなぁ…と思う。

97 杉戸小学校 小学校高学年
「エコエコ」と思っていても、実際にやっていないんだなぁと思った。思っただけでなくこれからは
やってみようと思った。

98 杉戸小学校 小学校高学年
身近なことからでもエコ（＝環境取組）は出来るんだなぁと改めて思いました。一人じゃダメでも
家族みんなで少しずつでもいいからこれからもエコ（＝環境取組）を続けていきたいです。

99 杉戸小学校 小学校高学年
全部こまめに気をつければ出来る事だからこれからはやろうと思う。エコバックとかも持ち歩く
ようにして色々な工夫を見つけみんなが住む地球を守っていきたいと思う。

100 杉戸小学校 小学校高学年
大体、私はエコ（＝環境取組）を出来たと思う。だからこれからも「エコ（＝環境保護）」を心掛け
たいです。

101 杉戸小学校 小学校高学年
いつもはテレビをつけっ放しで宿題とかやっていたけど、消してやって電気代を少し減らせるこ
とが出来ました。

102 杉戸小学校 小学校高学年 お母さんは色々な事をエコ（＝節約）しているけれど、僕はちょっと足りないと思った。

103 杉戸小学校 小学校高学年
出来ていた所がたくさんあったけど、さりげなく知らない所でムダにしていたので、今度は出来
ていなかった所を○に出来るようにしたいです。

104 杉戸小学校 小学校高学年 やっぱりレジ袋じゃなくて、エコバックにした方がいいと思いました。

105 杉戸小学校 小学校高学年
私は少し、エコ（＝環境取組）のこと・環境のことを考えたいし、いっぱい地球に優しい事をした
いです。

106 杉戸小学校 小学校高学年
今日、僕は色々な事に注意したけど、僕は３つ×が付いてしまったので、今度はもっと気をつ
けたいと思いました。

107 杉戸小学校 小学校高学年
いつもは、エコ（＝環境取組）してないとか分からなかったけど、やってみてレジ袋をもらってい
る自分が分かった。これからは気をつけてやってみようと思います。

108 杉戸小学校 小学校高学年
こんなにエコ（＝環境保護）が出来る方法があるんだなぁと知りました。私は少ししか出来な
かったから、いつかは、全部守る事が出来るように努力しようと思いました。

109 杉戸小学校 小学校高学年

今日、自分の生活をチェックしてみて、自分が１番○が少なかった事に気付きました。いつも自
分から見てしっかりしているお母さんとおじいちゃんは予想通り○が多くて、とても環境にいい
ことをしているんだなぁ…と思いました。これからは自分でもエコ（＝環境保護）な事を考え、実
践していきたいです。

110 杉戸小学校 小学校高学年
本当にエコ（＝環境取組）してるみたいで気持ちよかったです。これからも今のエコ（＝環境取
組）だけじゃなくて、もっと量を増やしてどんどんエコ（＝環境保護）をしていきたいと思います。

111 杉戸小学校 小学校高学年
少しの事で電気等を節約出来て、地球にいい事がたくさん出来るようになるようにして、いっぱ
い地球の事をしたい。

112 杉戸小学校 小学校高学年
チェックシートを見てみると、実際今まですごいもったいない事をしていることが分かりました。
これからはエコ（＝環境保護）に気をつけます。

113 杉戸小学校 小学校高学年
普段は、こんなことはめったにやらないけど、やってみたら地球のためになるので今度から積
極的に取り組んで地球のためにやっていきたいです。

114 杉戸小学校 小学校高学年
このような行動をして、二酸化炭素を減らせるんだなぁと思いました。これからもこのような行
動をしていきたいです。

115 杉戸小学校 小学校高学年
エコ（＝環境取組）を少しでもすれば、お金の節約にもなるし環境にもいいんだなと思いまし
た。

116 杉戸小学校 小学校高学年
僕的には、出来ていてよかったと思った。エコ（＝環境保護）な物等をなるべく使いたいと思っ
た。もっと環境にいいことをやりたいと思った。
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117 杉戸小学校 小学校高学年
やった事もあるけどやっていないのもあるので、特に買い物の時レジ袋を使っているので、マ
イバックを持っていこうと思っていても忘れてしまうので忘れないようにしたいです。

118 杉戸小学校 小学校高学年
エコライフをやって自分の生活がいかにエコ（＝環境保護）ではないということが実感できた。
これからもエコ（＝環境取組）を続けていきたいと思います。どんどんエコライフの点を増やし
ていきたいと思います。みんなにもエコをしようと言っていきたいと思います。

119 杉戸小学校 小学校高学年
自分達の生活の身近な事がエコ（＝環境保護）に繋がると言う事が分かりました。今までより
意識を高めていきたいと思いました。これからはもっともっと身の回りを良く見てエコ（＝環境
保護）に取り組んでいき、意識を高め気をつけていきたいと思いました。

120 杉戸小学校 小学校高学年

私は、シャンプー等を使いすぎてしまうので、今度は量を考えて使いたいです。他は、多少でき
ていないので、今度から考えて行動しようと思いました。
あと、このアンケートのような事で、エコ（＝環境取組）は地球に大切な事が実践してみて分か
りました。なので、自分で考え、家族にもやってもらうように、心がけるようにしてエコ（＝環境
取組）を続けていきたいです。

121 杉戸小学校 小学校高学年
こういったチェックシートをやって少しエコに関心を持つようになりました。これからもエコ（＝環
境保護）に関する活動をしていきたいです。

122 杉戸小学校 小学校高学年
もっと色々やってみたいと思いました。エコ（＝環境保護）なことをやっていると自分も気持ちい
いし、地球にも優しいのですごくいいと思いました。

123 杉戸小学校 小学校高学年
私は、いつもたくさんのエコ（＝環境取組）をやっているつもりでしたが、このチェックシートで
チェックしてみると環境に悪い事を沢山していたんだなぁと分かりました。これからはもっともっ
とエコ（＝環境保護）について考え、やってみたいと思いました。

124 杉戸小学校 小学校高学年

いつもは冷蔵庫に何か入っていないかなぁ…とずっと見ていたけど、もっとエコ（＝環境保護）
を考えたら、「少し見過ぎているかなぁ」と思って、冷蔵庫に何か入っていなかったらすぐ閉める
事を気を付けたいです。あと、シャンプーやリンスを私は多く使っちゃうので、それが難しかった
けど、これからはなるべく使いすぎないようにしたいと思いました。

125 杉戸小学校 小学校高学年
普段の生活をもっと見直すきっかけが出来たようです。「地球の未来はまかせたよ」になれる
ように今後も努力をしていこうと思います。

126 杉戸小学校 小学校高学年

今日、このチェックシートで１日の生活の中でちゃんとエコが出来ているかどうかを見直すこと
が出来て良かったです。○が付かなかった「主電源を切ったりプラグを抜いた」という所では、
テレビ・主電源を切っていないことに気付きました。家電製品のコンセントは必ず抜いているの
ですが、面倒臭かったです。
だけど、必ずテレビの主電源を抜けば、二酸化炭素が「８１ｇ」も減らす事が出来る事が分かっ
たので、面倒くさがらずに必ず見終わったらテレビの主電源を切ることを忘れないようにしたい
です。
また、今日は大丈夫だったのだが、水道の水を流しっ放しにしてしまう時も時々あるのでこの
こともエコ（＝環境取組）として守っていきたいと思います。

127 杉戸小学校 小学校高学年

今日やってみて、思った事はこうやって表に表してみると、意外に「あぁ、もうちょっとエコ（＝環
境取組）やってるじゃん」とか「ここ、もうちょっとエコ（＝環境取組）した方が良かったなぁ」と後
悔したり、表にするだけで色々思うんだなぁと思いました。そして、これからはもっとエコ（＝環
境保護）に気を使ってエコ家族にし、環境にいいと褒められたいです。

128 杉戸小学校 小学校高学年 自分は環境のことは興味がないけど、チェックしていくうちに興味が湧いてきた。 ↓6年生↓

129 杉戸小学校 小学校高学年
こんな簡単な事でエコ（＝環境保護）が出来るなんて知りませんでした。これからは今日やっ
た事を活かしてエコ（＝環境取組）をしたいです。

130 杉戸小学校 小学校高学年
普段の生活を振り返ってみると、出来ていない事がいっぱいあるので、お母さんと一緒に出来
ていない事を出来るようにして楽しくエコライフを築いていきたいです。

131 杉戸小学校 小学校高学年
私はあまりエコの事を考えていなかったけど、自然と出来ている所が多かったので良かったで
す。これからもエコ（＝環境保護）に気をつけながら生活して行きたい思います。

132 杉戸小学校 小学校高学年
レジ袋は学校で必要な時もあるから時々もらわなくてはいけない時もある。たった一つの事
で、二酸化炭素を減らせるからこれからも続けていきたいです。

133 杉戸第三小学校 小学校低学年
エコバックをもらったのに、買い物に行くとついレジ袋をもらってしまいます。もっと、エコバック
を使うようにしたいと思った。

134 杉戸第三小学校 小学校低学年 地球に優しくすることは、自然にも優しく出来ると思いました。

135 杉戸第三小学校 小学校低学年
いつも気を使ってない所をみると、もったいない事をしている所もあったので、そういう所は直
したいと思います！

136 杉戸第三小学校 小学校低学年 楽しかったです。エコ（＝環境保護）って大切だと思いました。
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137 杉戸第三小学校 小学校低学年

一人一人やらないとダメなんだなと思いました。「どんどん日本が沈んでいっちゃうんだよ！」
とお母さんが言っていたので鳥肌が立ち、今日だけでは直らないのが分かりました。私はこれ
からも出来る限り、エコ（＝環境取組）を続けてみたいと思います。
地球温暖化がエコ（＝環境取組）に関係あるんだなと思いました。また、リサイクルも頑張りた
いと思います。小さい頃は「地球温暖化って何だろう？」と思ってたんだけど、こんな怖いことな
んだと知りました。これからも頑張ります。みんなもやってほしいです。

138 杉戸第三小学校 小学校低学年
冬休みはエコ（＝環境取組）をしたいです。エコバックで買い物に行ったり、電気をこまめに消
したりしてみたいなと思います。

139 杉戸第三小学校 小学校低学年 これからもエコライフ度をもっと上げて、地球（の環境）を良くしたいです。

140 杉戸第三小学校 小学校低学年 ずっと（エコライフを）やろうと思いました。自分で努力しようと思いました。

141 杉戸第三小学校 小学校低学年 エコ（＝環境取組）をしないと環境が悪くなるのがよく分かりました。

142 杉戸第三小学校 小学校低学年 部屋を出るときには、毎日電気を消すように頑張ります。

143 杉戸第三小学校 小学校低学年 エコ（＝環境保護）をしたから嬉しいです。エコ（＝環境取組）をしながらいきたいです。

144 杉戸第三小学校 小学校低学年
これからもエコ（＝環境取組）をいっぱいしたいです。エコ（＝環境取組）ってすごいです。牛乳
パックがトイレットペーパーになってすごいです。

145 杉戸第三小学校 小学校低学年
エコ（＝環境取組）の事が分かりました。電気をつけっぱなししたり、水をもったいなくすると、
地球が大変なことになることが分かりました。エコ（＝環境取組）を頑張ります。

146 杉戸第三小学校 小学校低学年
エコ（＝環境取組）をしたら地球が熱くならなくなるので、いっぱいエコ（＝環境取組）をしようと
思いました。エコ（＝環境取組）をすることはすごい大切なんだなと思いました。これからもエコ
（＝環境取組）をしようと思いました。

147 杉戸第三小学校 小学校低学年
今日やったら、「毎日エコ（＝環境取組）しなきゃ」と思いました。エコ（＝環境取組）は大切だと
思いました。①～⑦まではちゃんと出来たので頑張ったなぁと思いました。

148 杉戸第三小学校 小学校低学年
【子】毎日エコライフをしようと思いました。
【母】出来る事はしているつもりでしたが、自動車に乗ることがかなりｇ数が多かったので気を
つけたいと思います。

149 杉戸第三小学校 小学校低学年 エコ対策を小さなことから始めようと思いました。

150 杉戸第三小学校 小学校低学年
水の節約で、1年間で2,000円～3,000円になるとは、ビックリした。もっと、物を大切に使うよう
心がけたいと思った。

151 杉戸第三小学校 小学校低学年
地球のために出来る事をやりたいと思いました。物や電気を大切に使いたいと思いました。
『ウォーリー』の住むような地球にしないためにも…。

152 杉戸第三小学校 小学校低学年
レジ袋をなるべくもらわない等、気をつけて生活しています。
○○円とか○○ｇという数字が具体的にあるといつもよりはりきって出来ます。

153 杉戸第三小学校 小学校低学年
【親】もう少し、エコ（＝環境保護）を心掛けようと思いました。すぐにでも出来る事がたくさんあ
ると分かったので、エコ（＝環境取組）を心掛けて実行したいと思います。
【子】お風呂のときにシャワーをムダに使わないようにしたいと思いました。

154 杉戸第三小学校 小学校低学年
【親】エコ（＝環境取組）は現代社会にとっては不便な事だと思うので、意識していないと流され
てします。
【子】地球にもっと優しくしたいです。

155 杉戸第三小学校 小学校低学年
毎日、テレビの電気を消していますよ。毎日僕の部屋の1階の電気を消しています。少しでもエ
コ（＝環境が良く）なれば嬉しいです。

156 杉戸第三小学校 小学校低学年 使い捨てを無くすようにすれば、かなりのＣＯ２が減らせるということが分かりやすかった。

157 杉戸第三小学校 小学校高学年

何気なく送っている生活でも、良く見てみるとエコ（＝環境保護）につながる事が出来ているも
のもあれば、「そう言えば忘れていたな」…と思い出すものがありました。エコ（＝環境取組）に
ついて良く考え、今の生活を良く見ることでこれからのエコ（＝環境保護）へつながるのだなと
思いました。将来、改善出来るものは出来るだけ出来たらなと思います！！

158 杉戸第三小学校 小学校高学年
エコ（＝環境取組）をするためには、まず身近な所から自分達で始めることが分かりました。エ
コ（＝環境取組）をするのはとても大変でした。○が付かなかったところは、しっかり○を付けた
いです。

159 杉戸第三小学校 小学校高学年

○等を付けてチェックしていくと、自分がどれだけ地球のためになっているかが分かった。
いつもコンセントを抜くことを気を付けていても、忘れてしまうことがあるので、これまで以上に
心がけたい。
家だとどうしてもティッシュを使ってしまう（手を拭く時）ので、タオルなどを利用したい。
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160 杉戸第三小学校 小学校高学年
ごはんのおかずを全部食べられた。／テレビゲームをやるのを我慢しました。／学校や家でも
タオルを使って手を拭いた。

161 杉戸第三小学校 小学校高学年
今日（エコライフを）やってみて、いつもやっていることは出来ましたが、気を付けないと出来な
い物があったので、次からは気を付けたいです。

162 杉戸第三小学校 小学校高学年

今日、冷蔵庫をずっと開けていて閉めるのを忘れていたから、これからの生活を気を付けてい
きたい。
いつもはテレビゲームをするけど、今日はゲームをしなかった。
最近になってよく部屋の電気やＴＶをこまめに消すようになった。

163 杉戸第三小学校 小学校高学年
環境に優しくすることは、みんながやらなければいけないものだと思います。それに、環境に
優しくすることは大変だと思いました。

164 杉戸第三小学校 小学校高学年
私はエコバックを持って買い物に行くことをしたことがないので、これから心がけて地球のため
にレジ袋を使わないようにしたいです。

165 杉戸第三小学校 小学校高学年 環境についてもう少し詳しく知りたいです。

166 杉戸第三小学校 小学校高学年
意外と地球に優しいことをあまりしていないんだと思いました。これからは自分達で出来る事
から始めていきたいです。

167 杉戸第三小学校 小学校高学年
普段、僕は気にしないで電気とかを使っていたけど、ちょっと気にする事でエコ（＝環境保護）
が出来るんだなと思いました。

168 杉戸第三小学校 小学校高学年
自分ではあまり関心をもたなかったから、あまりいい結果ではありませんでした。これからは気
をつけてみようかなと思いました。

169 杉戸第三小学校 小学校高学年
毎日の小さな積み重ねが、大きなエコ（＝環境保護）へと繋がるんだなと思いました。これから
は、○がつかなかったところにも○が付くように頑張りたいです。そして、みんなで地球温暖化
をストップ出来たらいいなと思います。

170 杉戸第三小学校 小学校高学年
これからも冷蔵庫の扉を早く閉めたり、歯磨きをしている時間は水を出しっ放しにしないように
心がけていきます。×があるところは○にしていきたいと思います。

171 杉戸第三小学校 小学校高学年 こんなに地球が大変だなんて思っていなかったから、またやりたい。

172 西小学校 小学校低学年 毎日、全員のちょっとした心掛け次第で、エコライフが出来るのだと思いました。

173 西小学校 小学校低学年 ゲームを一日やらないこともエコ（＝環境保護）だと思いました。

174 西小学校 小学校低学年
これからも続けていきたいと思いました。出来ていない所も出来るようにしていきたいと思いま
す。

175 西小学校 小学校低学年 ちょっとしたことで地球のためになるのなら、これからも続けていきたいです。

176 西小学校 小学校低学年 地球を守るために、明るい時は電気を消したいです。

177 西小学校 小学校低学年 テレビゲームをしないことが難しかったです。これからは、もっともっと頑張りたいです。

178 西小学校 小学校低学年 地球のために自分が出来る事は、これからも続けていきたいです。

179 西小学校 小学校低学年 エコ（＝環境取組）がやりたくなりました。

180 西小学校 小学校低学年 自分でいっぱい色んなことを出来て、すごくとっても嬉しいと思いました。

181 西小学校 小学校低学年
地球に優しいエコ取組をもっと増やして、地球を大切に優しくして、みんなが幸せに暮らせるよ
うに、みんなが仲良く楽しく過ごせる地球にしたい。地球に優しくするには、みんなが良いこと
をしなくてはいけない。

182 西小学校 小学校低学年 全部出来て嬉しかったです。その他、紙を無駄遣いしないように気をつけます。

183 西小学校 小学校低学年

全部○に出来てよかったです。
いつもと同じ生活でしたが、いつもちゃんとエコ（＝環境取組）を出来ているんだなと思いまし
た。でも、いつもやっているわけでもないから、1年頑張ってエコ（＝環境取組）をやろうと思い
ました。

184 西小学校 小学校低学年
○を付けた所は常にやっている事ですが、それがエコ（＝環境保護）になっていると思ってない
ことも、エコ（＝環境保護）になっているのを知りました。これからも続けていきたいです。

185 西小学校 小学校低学年 エコライフテトラを作るのが大変でした。

186 西小学校 小学校低学年 ○が全部だったので、その調子でいきたいです。

187 西小学校 小学校低学年 ○をもっと増やしたかったです。

188 西小学校 小学校低学年 家族全員で協力しないと地球を守れないと思いました。

189 西小学校 小学校低学年
エコ（＝環境取組）は、ゴミを増やさないこともそうだと分かった。毎日毎日エコ（＝環境取組）
を続けるのは大変。
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190 西小学校 小学校低学年 普段、お買い物に行ってスーパーのレジ袋はくれるけど、一応持っていこうと思いました。

191 西小学校 小学校低学年
毎日の積み重ねで、たくさんのエコ（＝環境保護）が出来る事を改めて気付きました。小さい事
ですが、こまめにやっていきたいと思いました。

192 西小学校 小学校低学年
【子】私は、水を出しっ放しにしたら勿体無いし、環境にも優しくないと思いました。
【親】エコバックは持っていますが、使用していないので、これからは買い物でエコバックを使お
うと思いました。

193 西小学校 小学校低学年 今日だけではなく、他の日でも（エコライフを）心がけたいです。

194 西小学校 小学校低学年

【親】普段からいろいろ気をつけてやっていることが、エコ（＝環境保護）につながっていたので
良かったと思いました。エコライフについて子ども達にも関心をもってもらい、出来る事を実践
していってもらえるよう、声をかけていこうと思います。
【子】これからは、出来なかった事を出来るようにもっと考えていきたいと思います。

195 西小学校 小学校低学年
今日のこのエコライフデーの黄緑の所をやって、すべて○だったので、これからもずっとこの生
活を続けたいです。
三角形のピラミッドのような物を使って、ここに書いてあることをちゃんとやろうと思います。

196 西小学校 小学校低学年
テレビゲームをしないだけで、ＣＯ２を８７ｇも減らせるなんてしりませんでした。また、お湯や水
を出しっ放しにしなくても、７７ｇのＣＯ２を減らすことが出来る事も知りませんでした。これから
は、テレビゲームをしたり、水を出しっ放しにしないようにします。

197 西小学校 小学校低学年 これからもエコライフを続けて、未来の地球のことも考えていきたいなと思いました。

198 西小学校 小学校低学年 ○が多くてよかったです。4年生になったら全部○になるようにしたいです。

199 西小学校 小学校低学年
小さなことでも毎日少しずつ気をつけていけば、地球にいいことに繋がるんだなぁと思いまし
た。家の人にもやってもらい、みんなで協力して地球を美しくしたいです。

200 西小学校 小学校低学年
手を洗う時にティッシュペーパーを何回か使ってしまいました。あと、ご飯やおかずを残さず食
べれなかったので、今度は残さないで頑張って食べたいと思います。ティッシュパーパーは、
本当に使わないといけない時に使います。

201 西小学校 小学校低学年
「あまり出来てない」と思ったら、意外と出来ていてびっくりしました。エコライフに関する事が出
来るならやってみようと思います。

202 西小学校 小学校低学年
たまに、「出来てないな」と思う時もあるけど、エコ（＝環境取組）を出来るだけ増やして頑張り
たいです。

203 西小学校 小学校低学年
あまり考えたことがなかったけど、これからは毎日エコ（＝環境保護）の事を考えて生活してみ
ようと思います。

204 西小学校 小学校低学年
僕はこのエコライフデーをやって、7個中6個付きました。今年はもう四年生なので、お姉ちゃん
チェック数が何個か聞いたら、4年生からは15個と言っていました。ぼくは、こう思いました。今
度は15個の半分以上○を付けられるように頑張りたいです…と。

205 西小学校 小学校低学年 ほとんどいつも（エコライフを）やっているので、そんなに変わりはありませんでした。

206 西小学校 小学校低学年 ちょっとでも環境にいい事をしたら、気持ちよかったのでこれからも続けたいです。

207 西小学校 小学校低学年
いつも普通に出来ていると思っていたけど、「家族欄」を自分もやってみたら、やっていないよう
なものもありました。今度は全部○になるようにしたいです。

208 西小学校 小学校低学年 このチェックシートも再生紙にすればいいじゃないですか？

209 西小学校 小学校低学年
一人一人が気をつけると、大きなエコ（＝環境保護）になることが分かりました。これからも意
識して続けていきたいです。

210 西小学校 小学校低学年
私たちは、今日エコを気にしながら生活しました。自分が少しでも気をつけることで、少しでも
地球を守ることができるならこれからも続けていきたいです。

211 西小学校 小学校低学年
僕がこんなにエコ（＝環境取組）が出来たのはチェックシートのおかげです。エコ（＝エコライフ
デーチェックシート）をやってみて「ＣＯ２の排出量は何て多いのか」と思いました。これからもエ
コ（＝環境取組）を続けたいです。

212 西小学校 小学校低学年
エコライフデーをやってみて、意外と簡単にエコ（＝環境保護）は出来るものだなと思いまし
た。

213 西小学校 小学校低学年
一番、ｇが高いやつが出来なかったけど、他の全部が出来たから良かったです。これからも
ちょっとだけでも、いいエコ（＝環境取組）をやりたいです。

214 西小学校 小学校低学年
僕はもっとエコ（＝環境保護）に心がけようと思いました。エコ（＝環境取組）は未来も変えるの
で頑張りたいです。なるべくもったいないことはエコ（＝環境保護）にならないので、出来るとこ
ろまでやりたいです。
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215 西小学校 小学校低学年 家族に（チェックシートについて）聞くのが難しい。

216 西小学校 小学校低学年
エコ（＝環境取組）をするとすがすがしい気分になりました。身近な事から始めて、どんどん地
球温暖化を止めたいです。

217 西小学校 小学校低学年 いつも普通に生活しているより、エコ（＝環境取組を）するのは大変なんだなぁと思った。

218 西小学校 小学校低学年
いつもの生活で普通に心がけている事も、数字に直すと満足感に繋がりますね。まだまだ続
けます。

219 西小学校 小学校低学年
今日やって思った事は、「テレビゲームはやっちゃうなぁ」ということです。それと、やっぱり×が
一つでもあったので、全部○が良かったです。

220 西小学校 小学校低学年
冷蔵庫の扉は考えてから開けるように心がけたが、すぐ開けてしまうクセが付いていた事に驚
いた。

221 西小学校 小学校低学年
エコ（＝環境保護）でとても気持ち良かったです。これからも地球の事を考えて取り組みたいで
す。

222 西小学校 小学校低学年 エコライフをやってみて、地球にいいことをして節約にもなるし、すごくいいことだと思います。

223 西小学校 小学校低学年 毎日寒かったので暖房の温度を下げられなかった。

224 西小学校 小学校低学年
夏休みのエコライフデーは×があったけど、冬休みのエコライフデーは×が一個もなくてよ
かったです。

225 西小学校 小学校低学年 エコ（＝環境取組）は簡単なので、もっと続けて頑張ります。

226 西小学校 小学校高学年
お店でスーパーのレジ袋をもらうのでなく、「エコバック」をいつも持ち歩こうと思いました。今度
から色々なエコ（＝環境保護）を心がけようと思います。

227 西小学校 小学校高学年 ちょっとした事をしたことで、想像したよりエコ（＝環境保護）！！

228 西小学校 小学校高学年 テレビゲームもやらない日も作っていきたいです。

229 西小学校 小学校高学年 ○が13個付いたので、意外にエコ（＝環境保護）な生活をしているんだと思いました。

230 西小学校 小学校高学年 普段からエコ（＝環境保護）について意識しながら生活します。

231 西小学校 小学校高学年
エコ（＝環境取組）をするのも大変なんだなぁと思いました。いつもの生活よりも全然違うので
頑張りました！特にシャンプーを使いすぎないというのが難しかったです。

232 西小学校 小学校高学年
エコライフ（＝環境取組）をやると、家計もよくなるし環境もよくなるネ…とおじいちゃんと話しま
した。

233 西小学校 小学校高学年 テレビゲームをしてしまったので、今度はしないようにしたいです。

234 西小学校 小学校高学年
いつも、移動等は自動車だったけど、自転車や徒歩の方が環境によい事が分かりました。ま
た、1年間それを続ければ6,190円も節約になることが分かって、近い所はなるべく徒歩や自転
車にしたいと思いました。

235 西小学校 小学校高学年

家庭で一番ＣＯ２が排出される原因はお風呂だということが分かりました。環境のためお風呂
が冷めないうちに入れるように気を付けたいです。
僕は夏の自由研究で地球温暖化について学びましたが、改めて環境を大切にしなければ…と
いうことが、実感できました。

236 西小学校 小学校高学年
エコライフＤＡＹチェックシートをやってみたら、○も×もありました。今度はエコライフＤＡＹ
チェックシートはなくても全部○にしたいです。

237 西小学校 小学校高学年
このエコライフをやってみて、出来なかった事をこれからはやれるようにしていきたいと思っ
た。「テレビゲームをしない」のチェックは、私はテレビゲームをたまにやるだけなので平気でし
た。このエコライフをこれからも続けていきたいなぁと思いました。

238 西小学校 小学校高学年 親と違って全然出来なかった。だから、今度からはエコ（＝環境取組）に取り組みたい。

239 西小学校 小学校高学年

【子】１・２・5・７・８・１０・１１・・１４・１５の質問はあまり苦労せず○にすることが出来ました。で
も、他の質問は、なかなか○にすることが難しかったです。また、これを毎日続けていけば1人
９８２ｇもの二酸化炭素を減らすことが出来るなんてすごいと思いました。これからは、今まで
の自分を改めて環境のことも考えようと思いました。
【親】このようにチェックしてみると、まだまだエコの意識が足りないと反省させられます。地球
環境のため、もう少しエコライフを送るよう心がけたいと思いました。

240 西小学校 小学校高学年 もっと頑張らないと地球が壊れてしまうなと思った。

241 西小学校 小学校高学年

エコ（＝環境取組）をすると地球にもいいし、あまりお金もかからないので、いいと思いました。
これからも続けていきたいと思いました。
お父さんは、あまりエコ（＝環境取組）が出来ていないので、エコ（＝環境保護）を心がけてほし
いです。

242 西小学校 小学校低学年
今日やってみて、あまり環境にいいことをしていなかったので、今度からはほとんど○が付くよ
うに頑張りたいです。
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243 西小学校 小学校低学年
水などをもっと節約しようと思いました。もっと地球を大切にしようと思いました（未来のために
も！！）

244 西小学校 小学校低学年
みんなでエコ（＝環境取組）をして地球温暖化を防ぎたいです。そのために少しずつでもエコ
（＝環境取組）をして地球温暖化がこれ以上進行しないようにしたいと思います。

245 西小学校 小学校低学年
あまり気にとめていなかった…というよりも、あてはまるものが少なかったので、まぁできてる
んじゃないかなぁと思った。

246 西小学校 小学校低学年
小さなことでもみんなで協力すれば地球を救えることが分かりました。これからもエコ（＝環境
保護）を心がけていきたいと思います。

247 西小学校 小学校高学年

レジ袋をもらわなかったというのに、家族全員○がつかなかったので、これからはエコバックな
どを使って地球環境を良くしたいと思う。
私たちが大人になる頃には、このままだともっと環境が悪化してしまうので、ちょっとした事で
も続けていき、エコ（＝環境保護）についての関心をもっと高めていく事が大切だと思う。
また、エコ（＝環境保護）に関するイベント等にも積極的に参加して（ごみ拾い等）いくともっと
いいと思う。
将来、車を運転する時も、駐車や停車をする時は、出来るだけアイドリングストップをしたり、急
発進や急加速をしないように心がけたりして、二酸化炭素が減るようにする事を忘れないよう
にしたいと思う。

248 西小学校 小学校高学年

エコな生活を心がけていても、中々出来ていないものがたくさんあるのが分かりました。
これからも、一日エコライフデーというものを作って、エコ（＝環境保護）を心がけていくことが
大切だと思いました。
家の人にも、家電製品を替えてもらったり、車の運転に気をつけてもらったりしてもらうと、もっ
と二酸化炭素が減らせてエコ（＝環境保護）だと思うので、協力してもらいたいと思う。

249 西小学校 小学校高学年
気を使いながらやるのは大変だったけど、1年間コツコツやって沢山のＣＯ２が防げるなら、い
いなぁと思い頑張りながらやった。

250 西小学校 小学校高学年
今、地球温暖化が進んでいるので、エコ（＝環境保護）を心がけていくのは大切だと改めて思
いました。これから土・日曜日等の休日はエコ（＝環境保護）を心がけて過ごしてみようと思い
ました。

251 西小学校 小学校高学年

もう少し頑張ればよかったなぁと思いました。お母さんのチェックで、家ではこんなにエコ（＝環
境取組）をやっているんだと分かり、嬉しくなりました。
また、総合学習で食事のことをやっていたので、ご飯やおかずを全部食べることもエコ（＝環
境取組）につながることが分かりました。

252 西小学校 小学校高学年

今日、エコライフデーチェックシートをやってみて、私たちが普段から出来るエコ（＝環境取組）
は意外と沢山あるんだなぁと感じました。
また、今日一日だけではなく、これからの生活の中でも環境のことを考えていきたいと思いま
す。

253 西小学校 小学校高学年
水を出しっ放しにしないで、こまめに止めたり、テレビを見ない時は消したりして、このようなこ
とでエコ（＝環境保護）が出来るから、これからも続けてみようと思った。

254 西小学校 小学校高学年

買い物に行くとき、エコバックをもっていく習慣がついていないので、そこは出来ませんでした。
ゴミ出しする時の分別はいつもやっていることだったので、いつも通りにやることができまし
た。このエコライフで出来なかった事を習慣にしたいです。出来たことはこれからも続けていき
たいと思います。

255 西小学校 小学校高学年
あっ！？これもエコ（＝環境取組）か！という感じでした。結構、身近なところにいっぱい二酸
化炭素を減らせることは、これからもどんどん続けていきたいと思います。

256 西小学校 小学校高学年 少しのことでも多くの人が続けてやると、大きなエコ（＝環境保護）につながると思う。

257 西小学校 小学校高学年

普段、見逃してしまっているエコ（＝環境取組）が沢山あったので、これからは、気をつけようと
思いました。
あまり、使わないコンセントは抜いておこうと思いました。また、リサイクルもあまりしていませ
んでした。シャンプーなどは詰め替えて使いました。

258 西小学校 小学校高学年
私はいつもテレビなどの主電源を切ったり、プラグを抜いたりしないことが多いなぁと改めて分
かりました。
これからは、プラグなどを抜いてエコライフを心がけていきたいです。

259 西小学校 小学校高学年 何気ないことも環境のためになるのなら、今よりももっとエコ生活をしようと思いました。

260 西小学校 小学校高学年
これからはもっとエコ（＝環境保護）に関心をもち、エコな生活を心がけてみようと思いました。
無理のないように出来る所から続けていきたい。

261 西小学校 小学校高学年
いつもは、冷蔵庫の扉をすぐ閉めるとか、部屋を出る時は明かりを消すとか、あんまり気にし
なかったけど、ちゃんと地球のためにもやった方がいいと思いました。

262 西小学校 小学校高学年
レジ袋をもらわないようにしたり、お風呂は冷めないうちに入ったりしたいです。もっと色々なエ
コ（＝環境取組）に取り組みたいです。

263 西小学校 小学校高学年 日々の積み重ねが地球環境を守るということに繋がることが分かりました。
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264 西小学校 小学校高学年
エコ（＝エコライフチェック）をやってみて、何か地球って危ないんだなぁと思いました。私は
ちょっと地球を台無しにしてるなぁと感じました。これからもこれをきっかけにエコ（活動）に取り
組みたいと思います。

265 西小学校 小学校高学年
「やる」と思っていると出来るけど、普段だと気にせずに生活しているから難しいと思った。で
も、普段の生活の中で出来るようにしようと思いました。

266 西小学校 小学校高学年
普段は当たり前のように生活していると、沢山の二酸化炭素が出ていることが分かった。
これからは環境のことを考えながら生活したい。

267 西小学校 小学校高学年

【子】前にエコチェックシートが配られてやった時よりも、○が多くなったので嬉しかったです。
それにこのことをやることから地球温暖化も防ぐことが出来るので、それがとても嬉しいことだ
と思っています。
【親】レジ袋をついもらい過ぎてしまうので、気をつけたいと思いました。家電製品は買い替え
るときに省エネのものを心がけたいと思いました。
今日はいつもより急発進や急加速をしないように自動車を運転しました。これからも地球のた
めにエコドライブを心がけたいと思います。

268 西小学校 小学校高学年
エコ（＝環境取組）は地球にいい事なんだなと思いました。なので、これからはエコ（＝環境取
組）をいっぱい出来る範囲でやっていきたいです。

269 西小学校 小学校高学年
私は７２０ｇでした。4個だけ×がついてしまいました。テレビゲームやレジ袋をもらわないよう
にしようと思いました。次は12個以上に○が付けられればいいなぁと思いました。

270 西小学校 小学校高学年
こんなことをすればお金は使い過ぎなくていいことがあるなら、今度からやってみようと思いま
す。

271 西小学校 小学校高学年
エコ（＝環境取組）とは、大切だと分かりました。節約とは、大変だなぁと思いました。これから
もなるべく節約するといいと思いました。

272 西小学校 小学校高学年

今までＣＯ２を減らそうと思って、エコバックを持ち歩いたりするのは普段から心がけていたけ
ど、今日やったことは、普段は気付かないようなことが多かった。こんな簡単なことでＣＯ２が
約１００ｇも抑えられるなんて思ってもみなかった。
これだけで少しでも地球温暖化が防げるのならば毎日でも続けられるし、続けようと思う。
今日の「エコライフデー」を通して、今まで私たちがこんなに余分なＣＯ２を排出していたなんて
地球に申し訳なかった。これからは地球に住む一人として今日行ったことを心がけていきた
い。

273 泉小学校 小学校低学年 色々な物を最後まで使おうと思った。 ↓1年生↓

274 泉小学校 小学校低学年 無駄遣いをもっと減らそうと思いました。

275 泉小学校 小学校低学年 これからも一つ一つ気をつけて生活します。やってみて簡単でした。

276 泉小学校 小学校低学年 地球に優しい生活をしたいです。

277 泉小学校 小学校低学年 少しの努力で電気代の節約になるんだなぁと思いました。

278 泉小学校 小学校低学年
【親】日頃、考えながら行動しているつもりでも、チェックをしてみるとなかなか出来ていない事
が多いですね。今後も子ども達と一緒に出来る事から取り組んでいけたらと思います。
【子】エコ頑張る！！

279 泉小学校 小学校低学年 歯磨きや顔を洗う時は、水を止めます。

280 泉小学校 小学校低学年
ちょっと出来なかったけど、楽しかった。お母さんに教わってやったら出来ました。難しかった
けどちょっと出来ました。

281 泉小学校 小学校低学年
【親】日頃から心かげているが、なかなか上手にエコライフできていないと思った。けっこう難し
いです。
【子】結構厳しかったです。

282 泉小学校 小学校低学年
エコ（＝環境取組）は、テレビを消すとかお湯を出しっ放しにしなかったのを気をつけなくちゃと
思いました。これからも気をつけてやってみたいです。

283 泉小学校 小学校低学年 電気を消したり、ハンカチで手を拭くのは出来そうなので、続けたい。

284 泉小学校 小学校低学年
1日の生活で環境の事を考えてみると、とっても無駄な事をしていると思う。もったいない。家族
の一人一人が気をつければ、たくさんの節約が出来る。地球がきれいになって、鳥や動物が
喜びます。私も今からエコライフデーを実行します。

↓2年生↓

285 泉小学校 小学校低学年 1学期に出来なかった事が出来たから嬉しいと思いました。

286 泉小学校 小学校低学年
ご飯やおかずは学校でも（残さず）食べているから、お家でもきちんと食べられて良かったで
す。

287 泉小学校 小学校低学年 今、地球が熱くなっているので、これからもちゃんと無駄遣いしないようにしたいと思います。
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288 泉小学校 小学校低学年
いつもやっている事がエコ（＝環境保護）だと知ってビックリしました。これからもエコを頑張り
たいです。

289 泉小学校 小学校低学年
エコ（＝環境取組）をやるのは、ちょっと大変だけど、「エコ（＝環境取組）は大切だなぁ」と思い
ました。エコ（＝環境取組）が出来る事を絶対エコ（＝環境保護）にしていきたいなぁと思いまし
た。

290 泉小学校 小学校低学年
ちょっと（エコライフを）忘れそうだったけど、このチェックシートを見て思い出せました。お母さ
んも×の所があって悔しがっていました。いつかまた、このチェックシートが配られたら、お母さ
んにも気をつけてほしいと思います。

291 泉小学校 小学校低学年
僕はお母さんのお手伝いで、食器洗いをしました。水や洗剤はあまり使いませんでした。これ
がエコ（＝環境保護）だと思いました。

292 泉小学校 小学校低学年 エコ（＝環境取組）でこれからも地球を守っていきたい。 ↓3年生↓

293 泉小学校 小学校低学年 今日、1日やってみてエコライフは大変だなぁと思いました。でも楽しく出来ました。

294 泉小学校 小学校低学年
電気や食べ物は大切にしなきゃいけないといけないんだなぁと思いました。大切にしないと地
球温暖化が進んでしまって、人間が住めなくなってしまうので、大切にしなきゃいけないんだ
なぁと思いました。

295 泉小学校 小学校低学年 チェックをしてみると、まだまだ出来る事が沢山あると思いました。

296 泉小学校 小学校低学年
エコ（＝環境取組）はやってみて楽しかったから、やってみようと思いました。いつもはお母さん
が車で行く所に、自転車で僕が買い物に行って、エコ（＝環境保護）に協力出来て嬉しかった
です。

297 泉小学校 小学校低学年
【親】毎日、少しずつ積み重ねがとても大切だと思いました。家庭皆で協力する事も、大切です
ネ。
【子】私は、全部○になりました。×がなくて良かったです。

298 泉小学校 小学校低学年
私は全部○だったので良かったです。お父さん、お母さんがやる所が全部○だったら一人
（CO2）１，９９５ｇなんて思ってもいませんでした。「すごいなぁ…」と思いました。

299 泉小学校 小学校低学年 私にでも、出来るエコ（＝環境取組）！！これからもエコライフ続けていきたいと思います。

300 泉小学校 小学校低学年
私は普段守っていない事があったので、ちょっと残念です。これから×だったのも○だったらい
いなぁと思いました。

301 泉小学校 小学校低学年 一人一人が少しずつでもCO2を減らす事が出来れば、地球の未来は明るいでしょう。

302 泉小学校 小学校高学年
私はエコ（＝環境取組）を色々やって、エコ（＝環境取組）って大切だなぁと思いました。これか
らもいろいろなエコ（＝環境取組）をやっていきたいです。

↓４年生↓

303 泉小学校 小学校高学年
少し節約しただけで、電気や水道の代金をあまり払わなくて済むんだなぁ…と思いました。ま
た、みんなが節約の努力をすることで、地球環境がよくなるんだと本当に思いました。

304 泉小学校 小学校高学年 節約もとっても大切なんだなぁと思いました。これからもいっぱい節約したいです。

305 泉小学校 小学校高学年
エコ（＝環境取組）は、地球温暖化防止にも繋がるので、今度は全部○にしたいです。そして、
もっと平和な世界にしたいです。

306 泉小学校 小学校高学年
もっと環境に優しくしていきたいと思いました。二酸化炭素をなるべく少なくしたいと思いまし
た。

307 泉小学校 小学校高学年
×が結構あったけど、今度からはエコ（＝環境保護）に気をつけて、１日を過ごしたいと思いま
した。

↓５年生↓

308 泉小学校 小学校高学年
エコバックを（買い物に）持っていかなかったので、今度からは持っていくようにしたいです。あ
と、おかず（汁物）を残してしまったので。今度からは自分の皿に載せた物は、必ず食べるよう
にしたいです。

309 泉小学校 小学校高学年
普段やっていなかった事があったので、ついやらないでいました。もっと二酸化炭素のことを考
え、減らしていきたいです。

↓６年生↓

310 泉小学校 小学校高学年 一人一人の心がけで僕らの未来が守られることが分かった。

311 泉小学校 小学校高学年
エコ（＝環境保護）のために何か出来たらいいなと思いました。少しの努力で少しずつエコ（＝
環境保護）に役立てたらいいなぁと思いました。

312 泉小学校 小学校高学年 家族みんなで毎日エコ（＝環境）の事を考えてみようと思いました。

313 泉小学校 小学校高学年 少し意識するだけで、地球の環境に貢献できるんだなぁと思いました。

314 泉小学校 小学校高学年
エネルギーを大切にするという事、大変そうだけど、ちょっとした努力だけでもエネルギーの使
用を減らせるのだと分かりました。これからもできれば続けたいです。

315 泉小学校 小学校高学年
やってみると意外に簡単でした。簡単な事をコツコツやって「エコ（＝環境保護）」にしていこうと
思いました。

小・中学校（添削版） Page 12



■エコライフDAY２００８（冬のキャンペーン）コメント一覧≪小・中学校編≫■

※チェックシート裏面コメント欄に記入のあったものから一部抽出したものを紹介致します。

ＮＯ 施設名（学校・幼稚園名） 学年（様式） コメント 備考

316 泉小学校 小学校高学年

私は、土日に『エコ』生活をしました。今まで出来たといえるのは『冷蔵庫の扉はすぐ閉める』・
『テレビゲームをしない』・『お風呂は冷めないうちにみんなで入る』位でした。けど、土日はこの
ほかにも気をつけてみました。私が今まであまり出来なかったのは『部屋を出る時は明かりを
消す』・『暖房の設定温度を１度低くする』・『シャンプーを使いすぎない』の３つでした。けど、こ
の『エコライフデーチェックシート』をきっかけに今まで出来なかった３つが出来ました。ここに
載っていないものでも『エコ』はまだたくさんあると思います。これからも『エコ生活』を続けたい
です。

317 泉小学校 小学校高学年
一人一人が心掛けていけば節約にもなるので、エコ（＝環境保護）を意識できればいいと思い
ました。そうすれば、温暖化防止にもなり節約にもなります。

318 高野台小学校 小学校低学年
エコ（＝環境保護）は、心がけているつもりです。でも自分だけではダメです。家族みんなで協
力し合って、出来る事だと思います。

319 高野台小学校 小学校低学年
今日やってみて、自分が思った以上に出来なくて残念です。これからは、もっとエコ（＝環境取
組）をしたいと思いました。

320 高野台小学校 小学校低学年
これからエコ（＝環境取組）をたくさんしないと地球温暖化を止められないので、頑張りたいと
思います。みんなのために頑張りたいと思います。

321 高野台小学校 小学校低学年
意外と自然にエコライフをしている事に気付きましたが、これからはもっと地球の事を意識し
て、勉強しながら楽しく家族でエコ（＝環境保護）しようと思いました。

322 高野台小学校 小学校低学年 全部出来たので嬉しかったです。冬休みの時もそれを守ってやりたいです。

323 高野台小学校 小学校低学年 エコ（＝環境取組）は地球のためなので、毎日やろうと思います。

324 高野台小学校 小学校低学年

【子】ゴミを減らさないと動物が死んでしまうので、なるべくエコ（＝環境保護）するように頑張り
ます。
【親】お兄ちゃんのもので使えるものは使っています。時々、お友達に「新しくないね」…と言わ
れるそうです。でも、世界のトレンドとしてリユースは良い事…。その事が分かればからかわれ
ることもなくなると思います。

325 高野台小学校 小学校低学年
私たちの生活の中では、こんなに地球を破壊してしまう事をしているんだ。これからは少しず
つ直していこうと思いました。

326 高野台小学校 小学校低学年

地球温暖化対策としてエコライフに十分取り組んでいるか自問自答したが、残念ながら完璧と
は言えない。
やはり、現在社会生活を体に染み込ませてしまった為に、例えば、30年前の小学校時代のよ
うなクーラーがなく、物を大事に使う等、今と比較すれば地味な生活が現在は出来ていない。
とは言え、個人レベルでのエコライフは個々人で限界があるのも事実である。何故ならお金が
かからないやり方は別として、エコ給湯やオール電化は実に高い商品であり、手は出せない。
結論は、個々人レベルもできる範囲があるので、是非企業に的確に働きかけるべきだ。

327 高野台小学校 小学校低学年
初めてやる時は、全部○が付くかな？と思っていたけど、全部○が付いたので嬉しかったで
す。これからもエコ（＝環境取組）を続けていきたい。

328 高野台小学校 小学校高学年

家族のみんなもたくさん「エコ（＝環境取組）」をしているから、これからも自分でもっともっと家
族で一番エコをするように頑張ります。地球を守る為になるべくたくさん「エコ（＝環境取組）」を
したいです。
これから「エコバック」を使いたいです。

329 高野台小学校 小学校高学年 これから家族でエコライフを心がけたいです。

330 高野台小学校 小学校高学年
ちょっとした事でも一人一人の意識を変えて環境に取り組む事で、地球に優しい世の中になっ
ていくのだと感じました。

331 高野台小学校 小学校高学年
普段の生活で何気なく物をもったいないようにしている事が多いのかなぁと思います。レジ袋を
もらわないだけでもエコ（＝環境保護）につながるので、このような簡単なことを少しずつ続け
ていきたいと思いました。

332 高野台小学校 小学校高学年 少しだけエコ（＝環境取組）をやってみるだけでも、環境に良いんだなぁと思いました。

333 高野台小学校 小学校高学年
やってみて、私はエコバックをあまり使ったことがないので、それだけでも４２ｇも節約出来ると
わかったので、これからは、スーパーのレジ袋をもらわずに小さな物を一つ買った時はテープ
を貼ってもらって、資源を無駄にしないようにエコバックを持っていこうと思います。

334 高野台小学校 小学校高学年
出来ていることもあったけど、また無理をせずに出来る事もあったので、少しずつ出来るように
したいです。

335 高野台小学校 小学校高学年
ちょっとしたことで、二酸化炭素が発生してしまうことが分かりました。家族みんなでエコ（＝環
境保護）を意識してこれからもチャレンジしていこうと思いました。

336 高野台小学校 小学校高学年
今日、「エコライフデーチェックシート」をやってみて、12個以上○が付かなかったので残念でし
た。一番お母さんが出来ていました。家族4人でいっぱい二酸化炭素を削減できて良かったで
す。これからはもっと地球に優しくして、地球温暖化を防ぎたいです。

337 高野台小学校 小学校高学年 他の国のみんなにもエコ（＝環境取組）をやってほしいと思った。
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338 高野台小学校 小学校高学年
エコ（＝環境保護）に努めたいと思っても、ちょっと難しくてあまりエコ（＝環境取組）が出来ま
せんでしたが、身近なものからコツコツとエコ（＝環境保護）に努めていきたいと思いました。

339 高野台小学校 小学校高学年
今日は意外な程、○が付いたので驚きました。でもいつもこういう感じというわけではないの
で、いつもこういう感じになるように頑張りたいです。

340 高野台小学校 小学校高学年
半分位○がついたので、○が付かなかった所はこれからも続けていきたいです。それから、○
が付いていない所はこれから出来るようにしたいです。

341 高野台小学校 小学校高学年 これからはもっと環境のことに関心を持って、エコ（＝環境取組）を続けたいです。

342 高野台小学校 小学校高学年
これからもエコ（＝環境保護）に心がけていきたいと思います。今度は暖房の事も気を付けて
生活したいです。

343 高野台小学校 小学校高学年 色々節約したんだなぁと思った。節約はお金に換わるとビックリした。

344 高野台小学校 小学校高学年
自分で出来る事は簡単な事なのに、表にしてみると意外と出来ていなかったので、ビックリし
ました。これからは少なくともこの表は埋められるようにしたいです。

345 杉戸中学校 中学校 いらない紙をメモ用紙等に使ってないので使いたい。

346 杉戸中学校 中学校

○が付いた数が少なかったのでこれからは、このチェック項目に気をつけて地球温暖化を防ぐ
ことが出来たらいいなぁと思います。また、○の数が増えたらいいなぁと思います。これからの
生活には、ECOを心掛けていけたらいいなぁと思います。自分なりにECOの仕方を見つけられ
たら更にいいと思いました。

347 杉戸中学校 中学校
まだまだ自分でやれることはあるので、もっとしっかり取り組んでいければいいと思います。特
に暖房の温度の設定は、服を何枚か着れば我慢できるので、しっかり環境のことについて考
えて生活していきたいと思います。

348 杉戸中学校 中学校
今日やってみて、自分達が気付かなかった事や、いらない物や使わない物等をメモ等に書い
て使うことが分かった。工夫してみたい所は、これからは、地球に優しくしていき、リサイクル等
再利用したいと思いました。

349 杉戸中学校 中学校
みんながECOを心掛ければ、たった一年でものすごい量のCO2を削減出来る事が分かりまし
た。まずは簡単に出来るMY　BAG等から始めたいと思います。

350 杉戸中学校 中学校
これからはもっと地球にいいことをしていきたいと思った。やっていることはこれからも続けて
いきたいです。

351 杉戸中学校 中学校
電気を使わない時は主電源を切ったりする事は、全く意識してなかったけど、たったその一つ
の行動で８１ｇも二酸化炭素の重さがあったりして、それ以外のも色々あって、結構あるなぁと
思った。コンビニとかのペーパータオル（トイレ）のは、あまりこれから使わないようにしたい。

352 杉戸中学校 中学校 エコバックを使うようにしようと思った。暖房等、温度が普段高いのでもっと下げようと思った。

353 杉戸中学校 中学校
意外な所でエコ（＝環境保護）が出来るんだなぁと思った。これからも出来る所は続けてみた
い。

354 杉戸中学校 中学校
みんながマイバックを持参すれば、沢山レジ袋を少なく出来るので、袋は断るようにしようと思
いました。地球のために出来る事を小さな事から始めたいと思います。

355 杉戸中学校 中学校
レジ袋をもらわないと全然エコ（＝環境保護）だと言う事が気付きました。あと、シャワーの時
水を節約したいです。

356 杉戸中学校 中学校 エコ（＝環境取組）をすると、環境にも良いし、親の為にもいいので、やって良かったです！！

357 杉戸中学校 中学校
自分が環境のために考えてやっていることはあまり多くない事が分かった。もっと環境のことを
考えてやっていこうと思った。

358 杉戸中学校 中学校 お風呂で寒いからといって、シャワーを出しっぱなしにしないように！！

359 杉戸中学校 中学校 工夫したことは、夜更かしをしないこと。これによって電気代の節約が出来る。

360 杉戸中学校 中学校 小さい事でも続ければ、大きな成果が得られるので頑張りたいです。

361 杉戸中学校 中学校 あまり環境のことを考えていないなぁと思いました、だから気を付けていきたいです。

362 杉戸中学校 中学校
自分達の少しずつのエコ（＝環境取組）で、積み重なって大きなエコ（＝環境保護）に繋がるこ
とが分かった。

363 杉戸中学校 中学校
電気は、部屋を出たら忘れずに消すことを心掛けました。これからはECOバックで買い物をし
ていきたいと思います。

364 杉戸中学校 中学校
環境の事を考え生活していこうと思った。特に水の使いすぎや電気のことについて大切にしよ
うと思った。

365 杉戸中学校 中学校
電気や色んな物を使わない時は、主電源を切ったり、プラグを抜いたりしようと思う。また、買
い物の際にエコバックを持ってレジ袋をもらわないようにしたいです。なるべくECOの物等を
使ってCO2を削減したい。

366 杉戸中学校 中学校
エコバックをしっかりもって買い物をしっかりしていきたいと思います。地球をしっかり守って、
よくしていきたいです。CO2をなくしていきたいです。
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367 杉戸中学校 中学校
余りやっていない事が分かった。家族の中で自分が一番出来ていなかった。ゴミをルール通り
に分けると１２０ｇも節約できるのでやっていこうと思う。

368 杉戸中学校 中学校
シャンプーはいつも詰め替えにするようにしているので、役に立っていて良かったです。自分
が少しずつ気をつけていけるようにしたいと思います。エコバックはすぐにでも始めたいです。

369 杉戸中学校 中学校
ECOって気を使ってやっていれば、簡単なのだなぁと思いました。これからも少しでもECOを
やっていきたい。

370 杉戸中学校 中学校 学校の中で、出来る事は出来るだけ頑張りました。家でもこの活動に取り組みたいです。

371 杉戸中学校 中学校 もらってしまったレジ袋をゴミ箱に利用した。

372 広島中学校 中学校
普段、エコ（＝環境取組）をやっている所とやっていない所があるので、もう少し心がけていき
たいと思います。

↓1年生↓

373 広島中学校 中学校
うちではいつもやっていることが多かったので、あまり意識しなくても15個○が付いた。これか
らも続けたい。

374 広島中学校 中学校
今日やった身近なECOについての取組は、思ったときにすぐ取り組める事が分かったので、今
度からも続けられたらいいなぁと思った。

375 広島中学校 中学校
ECOの取組をやって、いつもより快適な暮らしが出来ました。家族みんなも誘って地球温暖化
防止を出来てよかった。

376 広島中学校 中学校 いつも気付かなかったけど、やってみると環境の様子が分かったのでとても良かったです。

377 広島中学校 中学校
ペットボトルはラベルをはがしてつぶしてから、ゴミ出しをしています。買い物はなるべくマイ
バックを使用しています。

378 広島中学校 中学校
身近なECOについての取組は結構沢山あって、すぐ出来るものがあった。やってみたらそんな
に大変でも無かったので、これからも続けていきたい。

379 広島中学校 中学校 あまり（エコライフを）気にしていないのに、結構出来ていたのでビックリしました。

380 広島中学校 中学校
意外な所でもECOが出来るなぁと思いました。みんな簡単な物なので僕もこれからも続けてい
きたいと思いました。

381 広島中学校 中学校 実際に（エコライフを）やって、こんなに減らすことが出来るのか！！と思いました。

382 広島中学校 中学校
大体は出来ていたけど、スーパーのレジ袋をもらったりしていたので、今度からは、細かい所
も注意していきたい。

383 広島中学校 中学校
もっと、シャンプーを使い過ぎなかったり、水を出しっぱなしにしなかったり、努力出来る事は
あったんじゃないかなぁと思いました。

384 広島中学校 中学校
エコライフＤＡＹをやって、結構節約できたので良かったです。これからもやっていけたら良いと
思います。どんどん節約して環境にもよくしていきたいです。

385 広島中学校 中学校

他の用事をする時も、何となくテレビが点いていて無駄が多かったけれど、これからは使わな
い時はこまめに消したいです。
お風呂に入っている時、シャワーの出しっぱなしが多かったので、気を付けたいです（歯磨き
も）。
食事は、毎回残さず食べているので、これからも続けていきたいです。

386 広島中学校 中学校 あまりエコ（＝環境取組）に参加してないなぁと思ったから、もうちょっと意識したいと思う。

387 広島中学校 中学校
地球温暖化を防ぐために、日常生活、家族でエコライフに気を付けています。これからも、地球
を守るために続けていきたいと思います。

388 広島中学校 中学校
たった少しのことでもいいから、エコ（＝環境取組）をしていきたいと思いました。また、少しの
ことですごいエコ（＝環境保護）になっていることに気付きました。これからも続けていきたいで
す。

389 広島中学校 中学校
電気を消したり、水を止めたり、簡単に出来る事を少しやるだけでエコ（＝環境保護）になるん
だなぁと思いました。これからも電気を消したり、水の使いすぎに注意して生活していきたいと
思います。

390 広島中学校 中学校
環境の事を考えて生活するのは大変だった。でも、これからも環境のことを考えて生活した
い。

391 広島中学校 中学校
これだけの事をするだけで、エコ（＝環境保護）になるとは思いませんでした。また、これからも
これを続けていきたいです。

392 広島中学校 中学校 家族みんなで協力して地球温暖化を防いでいきたいと思った。 ↓2年生↓

393 広島中学校 中学校 風呂をみんなで入り続けたら、結構お湯が暖かかった。

394 広島中学校 中学校
我が家ではチェック項目の内容に似た事を普段からやっているので、あまり意識せず自然とや
ることが出来た。エコ（＝環境活動）は普段から簡単に行うことが出来ると思った。これからも
このペースでエコ（＝環境活動）に取り組んでいきたい。

395 広島中学校 中学校
意識してやればどれも続けられると思うので、よい環境にしていくために出来る限りの事はし
たいです。

396 広島中学校 中学校 （エコライフデーは）楽しかったです。またやりたいです。
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397 広島中学校 中学校
二酸化炭素は、生活の身近な所から出ているのだと思った。少しの努力でCO2が減らせると
思った。

398 広島中学校 中学校
日々の生活を少しずつ見直すことにより、地球温暖化の進行を食い止められたらいいと思い
ます。

399 広島中学校 中学校
少し気にしてやってみる事で、地球に不必要な二酸化炭素を減らすことが出来、地球にも優し
い事が分かった。

400 広島中学校 中学校
普段、やっていることでも、こんなに二酸化炭素を減らしていることがすごいと思いました。こ
れからも続けられたらいいなぁと思います。

401 広島中学校 中学校
もうちょっと努力しないとダメだなぁと思います。毎日ちょっとずつ意識していきたいと思いま
す。

402 広島中学校 中学校 電気をこまめに消したりするのは、慣れれば簡単なんだなぁと思いました。

403 広島中学校 中学校 環境を守るためにするECOだけれど、実際にやってみるとなかなか思うように出来なかった。

404 広島中学校 中学校
地球のためにやる事は、こんな簡単な事ですが…。こんな簡単な事をやらない人がまだいる
ので、しっかり取り組んでまた教えていきたいと思います。

↓3年生↓

405 広島中学校 中学校
自分の家で知らずにやっている事もエコ（＝環境保護）に繋がる事が分かった。例えば使わな
い時はテレビ等の電気プラグを抜いた。

406 広島中学校 中学校
自分の周りでは、たくさんのCO2が排出されるんだなと思いました。まだまだ身の回りには
CO2が抑えられるので、努力してみようと思っている。

407 広島中学校 中学校
少しずつでも周りに気を配っていると、色々な所に地球環境を守るヒントが隠されているんだ
なぁと思いました。

408 広島中学校 中学校 ゴミ分別もエコ（＝環境保護）に繋がるんだなぁと思った。

409 広島中学校 中学校

○が付いたのが一番多かったのは、家族の中で私だったけど、母の方が私より1個少ないの
に、二酸化炭素の量の合計が家族で一番多くてびっくりしました。でも、普段から母はエコ（ラ
イフ）についてすごく心掛けているので、私も見習って身近なやり方でやってみようかなと思い
ました。

410 広島中学校 中学校
まだ全部が○を付けられなかったので、これからは頑張って○が一つでも多く付くように頑張
りたいです。また、明日からエコ（＝環境保護）に心がけて生活を送りたいです。

411 広島中学校 中学校 もう少し、節約術を学んだ方がいいと思いました。これからも努力をしていきたいです。

412 広島中学校 中学校 シャワーを無駄に使いすぎていないだろうか？と思うことがあったのでこれから気を付けます。

413 広島中学校 中学校
あまり環境についてきちんと考えていない事に気付かされました。最近、「地球温暖化」が問題
になっているということを耳にします。解決に協力するためにも、私に出来ることは気を付けて
していくようにしていきたいと思いました。

414 広島中学校 中学校 この用紙（チェックシート）をもっと薄い紙にした方が、環境に良いと思います。

415 広島中学校 中学校 意外とエコ（＝環境取組）をしていてビックリした。これからも続けていきたいと思った。

416 広島中学校 中学校 一人一人の気持ちで、簡単にエコ（＝環境保護）できるということ！

417 広島中学校 中学校

ちょっとした些細な事でも1年という時間が経てば、とても大きな「エコ（＝環境保護）」や「節約」
になるのだと驚きました。また、普段、当たり前にやっていたような生活の中でも、地球温暖化
の原因になってしまうような事をしていたり、逆に地球のためによい事をしていたりと、＋－の
生活をしていたので、良い所は継続し、悪かった所を改善をし、＋な生活をこれからは送って
いきたいと思います。

418 広島中学校 中学校
今回、このエコチェックをして、思ったよりも環境にあまりよくない生活をしているんだなぁと思
いました。これからは、環境にいい生活を心がけていきたいと思います。

419 広島中学校 中学校
最近は、エコバックも使ったり、電気を消したり、エコ（＝環境保護）を心がけるようになりまし
た。まだ全然出来ていないこともあるのでやっていきたいと思いました。

420 広島中学校 中学校
自分だけでなく、おばちゃんとかにも声掛けて家族みんなで（エコライフデーに）取り組んだ。意
外と、部屋を出る時に明かりを消してなかったりしていた。これをきっかけに色々工夫したいと
思いました。

421 広島中学校 中学校 まだまだ環境を気づかってないことが分かった。もっと地球のためにECOをしたい。

422 広島中学校 中学校
電気を消すのとか、普段から自然にやっていたから、こんなにエコ（＝環境保護）になるなんて
ビックリしました。

423 広島中学校 中学校 基本的に、水を出しっぱなしとかには、絶対にしないことが大切だと思った。

424 広島中学校 中学校
一人一人が少しずつでもやっていけば、大きな事になると思う。これからも○が付いた所は続
けて、付かない所は付くように心がけたいと思う。

425 広島中学校 中学校 自分に出来る事はたくさんある。意外にCO2減らせた。

426 広島中学校 中学校
色んな所で、二酸化炭素が使われていてビックリしました。これからは○がもっと付くように頑
張りたいです。
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ＮＯ 施設名（学校・幼稚園名） 学年（様式） コメント 備考

427 広島中学校 中学校 私が家族の中で一番エコだった。レジ袋は買い物に行かないからもらわない。

428 広島中学校 中学校
意外とCO2を出していたんだなぁと思いました。ちょっとのことで少しずつ削減できるのがCO2
の特徴なのかもしれないと思いました。私は常に、コンセントからプラグを抜くクセがあるので、
それを続けていきたいと思います。

429 広島中学校 中学校
人が努力すれば、二酸化炭素を減らすことが出来、それが世界が出来ればかなり大きな効果
になること。

430 広島中学校 中学校 地球のために出来る事は、身近な所にたくさんあるんだなぁと思いました。

431 広島中学校 中学校 ちょっと（電気等を）使いすぎかなと思った。これからは、ちょっとずつ減らしていきたいです。

432 広島中学校 中学校 洗剤の中身を詰め替えると、容器のゴミが出ない。
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