
みなさんは、環境に優しい生活といわれて、どのような行動を思

い浮かべるでしょうか？ 

 日々の生活における身近なエコライフについての川柳を募集した

ところ、１５４句の応募がありました。 

 共感できる句や、「こんなこともエコなんだ」と気づかれる句が見

つかるのではないでしょうか？ 

ゆかそうじ とぎじる使って ピカピカに 
エコし隊 

【コメント】（米の）とぎ汁はワックス効果があることをテレビで知りました。

ワックスを買わなくてもきれいになるので便利です。 

かん単に ゴミを捨てずに リサイクル 
エコし隊 

【コメント】ペットボトルは糸に変わったり、牛乳パック６個でトイレットペ

ーパー一個になります。リサイクル出来るので、簡単にごみは捨てないでほし

いと思いました。 

暑い日は 打ち水しよう 雨水で 
エコし隊 

【コメント】これからの暑い季節に雨水で打ち水すれば再利用も出来るし、涼

しくなれるので、とても良いと思いました。 

ゴミ箱の ゴミを想えば エコできる 
れー 

【コメント】ゴミ箱の中のリサイクルできるゴミを、リサイクルしないことを

考えたら、もったいないなと思ってエコができる、という川柳です。 

分別で 地球ピカピカ うれしいな 
E.K 

せっすいだ おんだんかそし がんばるぞ 
マスターゴリ夫 

リサイクル すればするほど エコになる 
HY 

 

 



リサイクル なるべくしたら ごみへるよ 
ナッツ 

ごみばこに ごみの分別 ちゃんとしよう 
? ? ? ?  

エコがある エコがあるから ちきゅうある 
ハム勝どん 

【コメント】エコがあるからこそ地球があって、なりたっている。このまま続

ければ地球はあり続けることができる。 

船橋市 きれいになって ピカピカだ 
鉄道マ二ア君 

【コメント】船橋市、きれいになって平和にすごせればいいなと思います。 
すてないで こころをこめて そだったよ 

クローバー 
【コメント】いっしょうけんめい育ててくれたので、責任もって（食事を）い

ただきましょう。 
暑いけど 家にこもらず でかけよう 

ゴマアブラたおせなくてオワタ組 
【コメント】でかけていれば、クーラーをつけなくてもいいからエコ！ 

なつだけど 水は大事に つかおうね 
ゴマアブラたおせなくてオワタ組 

【コメント】ようするに、節水なのです。 
温暖化 あついよつらいよ ふせごうよ 

K.K 
温暖化 よぼうのために 徒歩で行く 

K.K 
【コメント】みなさんも、温暖化を防ぐために、なるべく徒歩で色々なところ

へ行ってみましょう。 
水道は 出して止めての くりかえし 

鉄道クラブ 
電球は LED に したいんだ 

鉄道クラブ 
 



ポイすては 川をよごして 道よごす 
鉄道クラブ 

エアコンの つけっぱなしに 注意して 
S.F.K 

かいものは 自分のバック もっていく 
S.F.K 

すてないで ペットボトルは リサイクル 
J-K 

水道の しめわすれには 気をつけて 
石原れいみ 

すてちゃだめ リサイクルして またつかう 
KH 

【コメント】リサイクルすることが大事。 

あるかもね たぶんいいこと エコしたら 
D10 

電気はね つけたら消すよ エコしてね 
セッキー 

ポイすては やっちゃだめだ 絶対に 
セッキー 

リサイクル そしたらきれいな 地きゅうだよ 
O.A 

ぽいすては 一人一人が 気をつけよう 
O.A 

水道は なるべくじゃぐちを しめようよ 
O.A 

エコしよう みんなうれしい この世界 
KU.YU 

【コメント】みんながきれいにすれば世界がきれいになる。 

植物を ふやすたびに エコになる 
まる 

 



おんだんか もとはみんなの くらしから 
まる 

【コメント】ゴミをふやしたら地球温暖化になると聞いたことがあるので、こ

うしました。 

エコはいい かんきょうにいい ことなんだ 
魚命 

【コメント】エコはいいことだよとみんなに言いたい。 

ぶんべつは かんきょうにいい みなやろう 
魚命 

【コメント】ゴミは分別しようとみんなに言いたい。 

ぶんべつを しなきゃそんだよ エコしよう 
魚命 

リサイクル ゴミの分別 大切だ 
Zeroux 

【コメント】分別しない人がいるから、ちゃんと（ゴミの）分別してほしい。 

でんきだい たかくてこまる くやしいな 
でんき C 

【コメント】電気をつけたらつけっぱなしだから、消して電気代を減らす。 

分別を 思う気持ちが 大切だ 
アリエル 

【コメント】若い人にも、分別（リサイクル）に感心を持ってもらいたいから、

この川柳にしました。 

リサイクル 思う気持ちが 大切だ 
アリエル 

エコかつどう エアコンあまり つかわない 
シャガルマガラ 

リサイクル みんなでしよう 分別を 
アリス 

【コメント】世界のみんなにゴミを分別してほしいのでこの文を書きまし

た。みんなに伝わるといいです。 

 

 



ガスコンロ 消してニコニコ エコ大事 
スピカ 

【コメント】ガスコンロを消したらお金がやすくなってえがおになっていい！

それからエコが大事だと思う 

せつ電は みんな喜こぶ 感謝だね 
ストロベリーパフェ 

【コメント】節電はとてもいいことだから 

リサイクル 平和な道の 第一歩 
ストロベリーパフェ 

【コメント】リサイクルをするとキレイサッパリするので、これにしました。 

暑くない クーラーつけず まどあけよ 
いちご太郎 

【コメント】暑くなってクーラーをみんな使うけど、節電して窓を開けよう、

ということで書きました 

ゴミへらし きれいな町に ふみだそう 
いちご太郎 

【コメント】ゴミを減らして、リサイクルをしながらきれいな町にしていこ

う、という意味で書きました。 

リサイクル すればするほど エコになる 
板橋 双葉 

【コメント】私はリサイクルをして、この町をきれいに使い、きれいな町を

保ち、それをすればエコになっていくので、私はそんな町を作っていくため

にがんばろうと思い、このようなものを書きました。 

木を切って 作ってみても ごみになる 
ピーターパン 

【コメント】たとえ、木で何かを作ってみても、ごみになるのだから、木の切

りすぎはよくないと言っています。 

森が消え サバク化進む 地球かな 
ピーターパン 

【コメント】森の木を伐りすぎると砂漠化が進み、空気が汚れ、息が苦しくな

り、生物は消え、マグマの星にもどってしまいます。 

 



水つかい へらしてへらせ 金たまる 
ぐでパンマンゴット 

【コメント】水をいっぱいつかうと、水代がすごくすごくかかっているから、「へ

らしてへらせ」という言葉にしてみた。 

温暖化 みんなで防ごう リサイクル 
福田 昊馬 

【コメント】最近、温暖化が進んでいるので温暖化を防ぐを川柳にいれました。

あと、エコ川柳の言葉で最初に思いついたのがリサイクルだったので、それも

入れました。 

ごみへらす 世界のための 思いやり 
ミュージカル大好き！ 

【コメント】ごみを減らすためにリサイクルをすると、世界への思いやりに

なると思ったので、この川柳にしようと思いました。私もがんばって、ごみ

を減らそうと思います。 

リサイクル みんな笑顔に 変わり出す 
ミュージカル大好き！ 

【コメント】リサイクルをすると、みんなが嬉しくなるし、自然にとっても

いいので、リサイクルをした方がみんな喜ぶとおもったので、この川柳にし

ました。ごみを減らそう！ 

リサイクル 自然を守る ヒーローだ 
ミュージカル大好き！ 

【コメント】リサイクルは、自然を守ってくれているようで、世界や人類を守

るために戦ったりするヒーローのようなものだと思って、この川柳にしました。 

すてないよ 使わなくても リサイクル 
７☆７ 

【コメント】捨てる前に、使わないから捨てようとせず、めんどくさくてもリ

サイクルセンターへ。 

きまってる ルールがあるから 守りましょう 
７☆７ 

【コメント】決まっているルールを守って、道にゴミが落ちていないよう、守

る。 

 



大切に みんなで守ろう この自然 
どっかのだれかさん 

【コメント】この日本の美しい自然を、みんなで大切に守るために、協力して、

自然を大切にしていきたいを思ったからです。 

自然ない 地球の未来 助けよう 
マリー 

【コメント】自然がなくなっているのは自分たちのせいだから、今のうちに

エコ活動をがんばろうと思ったからです。 

ごみゼロへ 一人一人が 意識する 
マリー 

【コメント】エコを大切にするには、まず、ごみをいっぱい出す私たち一人

一人が、１つでもごみを減らすことを意識することが大切だと思ったからで

す。 

エコ活動 まずは一つ 次二つ 
ひー☆☆☆☆☆☆ 

【コメント】どんどんエコになりそうなことを考えて、一つ一つエコ出来るこ

とを増やしていくことが大事だと思うから。 

すてる前、 すててもいいか 考える 
ひー☆☆☆☆☆☆ 

【コメント】使った紙など、捨てる時に、ほかの使い道があるかないかを考え

てから、捨てた方がいいと思う。 

すてる物 人だと思えば すてられない 
ひー☆☆☆☆☆☆ 

【コメント】捨てるものも心があるかもしれない。だから、もし、その物が人

だったらと考えてみれば、ほかの使い道が生まれてきそう。 

たくさんの ゴミをすてづに リサイクル 
トミー 

【コメント】ごみは捨てないでリサイクルすれば、次に使えると思いました。

ゴミをリサイクルすれば、ゴミを処理するのも大変ではありません。 

 

 

 



世の中を 大切にする 思いやり 
岡村 俊佑 

【コメント】人は、世の中を大切にするという思いがあるともいえない。だ

けど地球に思いやりをすることで、世の中が幸せになるように再利用をしな

いといけない。 

人間が 地球をすくう 一つから 
岡村 俊佑 

【コメント】地球温暖化が進んでいる今、人間はいまごろ少し遅いが、地球

を救うため、いろいろなことに気を付けエコを進めている。地球を大切にす

るためには、人の一つ一つの思い、優しさかエコに対する力がいります。そ

のためには、人が一つ一つ気を付けないといけない。 

リサイクル いろんなしげん さいりよう 
岡村 俊佑 

【コメント】リサイクルをすると地球のためになる、要するに人のためにもな

る。資源がなくなってきている地球を救うため、再利用を進め、世の中を大切

にするという思いを例えました。 

リサイクル いらないの物 減らすんだ 
荒谷 秀美 

【コメント】いらない物が多い。だから、頑張って減らすんだ。 

ごみすごく きれいにやるよ がんばろう 
荒谷 秀美 

【コメント】世界のごみが多い。 

リサイクル みんなですれば 平和だね 
ECO 君 

【コメント】みんなでリサイクルをして地球がきれいになればいいと思って、

この川柳を作りました。ぼくもリサイクルをしたいと思います。 

ごみ一つ 一日いっこ ごみ一つ 
元吉 琴音 

【コメント】この川柳を目標にして、みんなが一日一個、ゴミ一つを守って

いけば、絶対にゴミなど減らせるんじゃないかと思ったので、この川柳を書

きました。あと、ゴミを片づける人も楽になると思ったからです。 

 



エコみんな みんなでエコを まもるんだ 
元吉 琴音 

【コメント】エコをみんなで守れば、ごみとかも一つぐらいは減らせて、日

本中が守れば、いっぱい減らせて、それを世界中の人々が減らせば、いっぱ

い減らせるように、この川柳にしました。 

リサイクル リデュースリユース リサイクル 
☆TK☆ 

【コメント】エコの基本は、「リデュース、リユース、リサイクル」だと思った

からです。また、リデュース、リユース、リサイクルは、エコにとってとても

大切だと思ったからです。リデュース、リユース、リサイクルを守っていきた

いを思います。 

リサイクル みんなのために がんばるぞ 
アリス 

【コメント】リサイクルみんなのためにがんばろうー！と思ったので、この川

柳にしました。 

エコバック かいもののとき もってこう 
アリス 

【コメント】いつも買い物のとき、ビニール袋をもらっているので、（エコバッ

クを）持っていこうと思ったので、川柳にしました。 

暑い夏 自然を使い 節電だ 
小谷瀬 慶佑 

【コメント】自然というのは、葉で作った緑のカーテンのことなどで、日光が

直接当たらないようにしたりすることでエアコンなどを使わずに済んで、地球

温暖化を防ぐことができます。 

捨てた後 どうなるのかを 考えよう 
宮くん 

【コメント】みんな、捨てた後のことを考えずにむやみに捨てていると思っ

たからです。 

リサイクル すればするほど 安全に 
網代 ここな 

【コメント】リサイクル、リデュース、リユースを続けることによって地球

が安全に安心になると思います。 



ルール決め みんなで守れば エコになる 
網代 ここな 

【コメント】みんなでルールを守ると、全員で決めたことだから、どんどん変

化し、地球がキレイになっていくと思います。 

リサイクル ごみをへらそう 地球から 
スーパーウーブ 

【コメント】ポイ捨てとかする人がいるから、このことを書きました。リサイ

クルしないと、もったいない。 

リサイクル 町からごみを 減らすんだ 
廣田神 

【コメント】リサイクル出来るものをなるべく買って、この町からごみをなる

べくなくしたいから、この川柳にした。 

いらない物 すぐすてないで 使えるよ 
廣田神 

【コメント】すぐ「いらない」とか言って、すぐ捨ててしまうけど、その捨て

てしまったものもまだ使えるかもしれないから、この川柳にした。 

買いもので ビニールぶくろを もらわない 
ぐでたま 

【コメント】買い物で、よくビニール袋をもらってしまうから、もらわない

ようにしようと、この川柳にしました。 

リサイクル みんなでやれば エコになる 
亀田 省吾 

【コメント】みんなでリサイクルをすれば。１回使って捨てる人もいる。二

回使えるのに、すぐ捨ててしまう。一人一人がやればエコになる。みんなで

頑張ってリサイクルすれば、エコになる。ごみをすぐ捨てるのではなく、リ

サイクルボックスに入れよう。ペットボトルのキャップのリサイクルボック

スに入れよう、という気持ちで書きました。 

温暖化 小さなことから 気をつけよう 
ヒナピー 

【コメント】最近、地球の温暖化が問題視されているから、エアコンの温度を

１度上げるなど、小さなことから気を付ければいいと思った。 

 



エコ対策 みんなで守ろう ３R 
ヒナピー 

【コメント】３Ｒのリデュース、リユース、リサイクルは誰でも気を付けるこ

とができると思う。特にリサイクルはゴミ捨ての時の分別から始められると思

う。 

リサイクル ふる新聞も リサイクル 
川奈部 凛 

【コメント】リサイクルできるものは例えなんであろうともリサイクルしよう、

という意味。 

リサイクル 地球のために やってみよう 
セカイノオワリ２ごう 

【コメント】リサイクルは地球のためになるから、みんなにそれを伝えたいか

ら、この川柳を書きました。 

リサイクル みんなでやれば エコになる 
寺嶌 里桜 

【コメント】リサイクルをみんなで続けてやれば、エコになるし、地球のた

めになると思ったので、このような川柳を作ってみました。 

リサイクル ペットボトルも リサイクル 
吉田 優希 

【コメント】コンビニとかでペットボトルのジュースを買ってリサイクルを

する。 

スーパーで いろんな物を リサイクル 
☆鉄ヲタ☆！ 

【コメント】よくスーパーでトレーやペットボトルのキャップなどを集めてリ

サイクルなどをしているから、このような川柳にしました。 

かいものに もって行こうよ マイバック 
藤原 菜月美 

【コメント】買い物に行くとき持っていれば、ビニール袋をもらわなくていい

ので、エコにつながっているから。 

※コメントについては、読みやすいように、一部追記・修正しています。 

 


