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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、４０７句の応募がありました。 

ここでは、市内からの応募作品３２句を紹介します。 

 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？ 

勿体ない この心がけ エコになる 
まるたん２号 

【コメント】「勿体ない」という気持ちがエコに繋がると思います。 

深呼吸 足踏み復唱 して一歩 
武井 廉佳 

【コメント】早合点、準備不足が因で失敗また失敗。一個体なら修復も可能…

しかし規模が「大」なれば「大」損失だ。長なる身はより時間をかける事を常

に心得とすべし。 

海の青 空の青さも 一滴（ひとしずく） 
武井 廉佳 

【コメント】海空の素晴らしい恩恵を考えると、汚染物質のその一滴が因。 

一滴（いってき）が 地球を枯らす 汚染源 
武井 廉佳 

【コメント】”チリ”も積もれば何とやら、個が集まってどこへ行く。因は「一」

なる単位から… 

扇風機 止めて感じる 夜の風 
塚本 恵 

【コメント】意外と夜の風は涼しく感じたので。 

エコ暮らし 戦後は何時も エコだった 
三澤 正弘 

【コメント】もののない戦後は何でもリサイクル、リユースでした。服も教科

書もお下がり、食材の切れ端は堆肥に、糞尿は肥料に・・・ 

 

 

 



2 

 

買換えて 預金もエコに エコ商品 
三澤 正弘 

【コメント】テレビも冷蔵庫もエアコンもどんどん省電力化、車はハイブリッ

ド化から水素エネルギーへ。でも購入価格も結構掛かります。買換えるたびに

高齢者の財布は薄くなるばかりです。 

節電も 過ぎれば怖い 熱中症 
三澤 正弘 

【コメント】地球温暖化に伴い夏の暑さは熱帯並みになりました。エコを気に

する余りエアコンを入れない、設定温度を高温にする高齢者も多いようです。

でも、熱中症にはご用心です。 

活かそうよ 「エコふなばし」は 情報源 
涌井 栄作 

【コメント】費用も掛かるし、毎号苦労の編集だろうと察しながら、全ての人

にまず読んで実行して欲しい。 

いそいそと エコ結果待つ 検針日 
涌井 栄作 

【コメント】家族で楽しみに結果を待つ。そろそろ検針員が来る頃かな。 

受験生 今夜はエコだと 早寝する 
涌井 栄作 

【コメント】エコ推奨の親としては、子の行動に複雑な気持ち。 
エアコンを 一台うごかし 皆集合 

ヒマジン 
【コメント】エアコン１台に家族が集まれば、省エネと団らんで楽しい家庭。 

燃えるゴミ ひと手間かけて 有価物 
ヒマジン 

【コメント】洗う、剥がす、取り外すことで有価物としてリサイクル。ゴミも

減らせて環境に優しい。 
お出かけに 私のエコカー 電車バス 

ヒマジン 

エゴやめて エコで豊かな ニューライフ 
金田 有弘 

【コメント】皆利己的我ままを改め、環境に関心を持って、やさしい生活スタ

イルを造りたい。 



3 

 

吾が街の クリーンな海に 集う魚 
金田 有弘 

【コメント】船橋が誇る海浜環境向上により自然も人も豊かになる 
心にも オアシスできる エコライフ 

金田 有弘 
【コメント】ちょとした気遣いでエコができ、心が清々しくなれる日々。 
ゴーヤの実 つづくつるのながさに 

 おどろくばかり 
かおり 

【コメント】５月に植えたゴーヤの苗が、ネットをつたい、上へ上へとのびて

きた光景に植物の力強さを感じました。 
すずしいいろのあさがおに こころいやされ 

 くちもとほほえむ 
かおり 

【コメント】種から植えた朝顔の花が、7月に入り次々と、紫、赤、青と咲いて

はしぼむ、朝に見る花の開いた所に感動しました。 
メダカの子 はやいうごきに すずしさます 

かおり 
【コメント】メダカの子が、ほてい草の下で、きびきびと泳いでいる水そうを

見ると、すずしく感じました。 
デパ地下で 心も会話 使い切り 

咲智子 
【コメント】対面式売り場で惣菜を購入の際は少量を。今は核家族ですよ。 

バイキング 腹と相談 エコ主役 
咲智子 

【コメント】食べるぶんだけお皿にのせてね。もったいないから。 
生活費 質素に暮らす うちのエコ 

咲智子 
【コメント】ぜいたくばかりは禁物で、体も心もほどほどが一番です。時給も

停滞中です。ほんとに最低ですよ！ 
エコカーを 買ったつもりが だまされた 

石井 美子 
【コメント】ミツビシ自動車のニュース、ブラジルでも放映されました。 
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暮らし方 変えて止めよう 温暖化 
石井 美子 

【コメント】工夫と考え方でまだまだ出来る事がいっぱいある。 
年よりの クーラーつけずに やせがまん 

石井 美子 
【コメント】健康を害しない程度にしましょう。 

脳トレも 長寿社会の エコになる 
がんばりおばぁちゃん 

【コメント】川柳は短い文章でいつ、どこでも、ひとりでできるのが魅力だと

思います。脳トレにより健康を保つことがエコになると思います。 
脱冷房 ゴーヤの陰で 昼寝する 

がんばりおばぁちゃん 
【コメント】冷房を使わず自然の涼しさは、さいふにも環境にも良いと思いエ

コになると思います。 
再生を させますします 使います 

がんばりおばぁちゃん 
【コメント】捨てる物を減らせばゴミも少なくなり、人件費も減り家計にもや

さしく、エコになると思います。 
ゴーヤトンネル 花も実もあり 涼しさ呼んで 

白神恋し尾瀬行かん 

マイバック 今日も忘れて レジ袋 
本木 次夫 

【コメント】スーパーで買い物カゴを出し、精算するときになって「袋はお持

ちですか」と聞かれて気づく始末。そして５円を支払うことしばしば・・・ 
省エネと 温暖化防止を 云いながら 

 今夜も電灯消し忘れ 
本木 次夫 

【コメント】頭の中ではわかっているのに行動が伴わない。そして、「最近、認

知症になって」などとごまかしているわたし・・・ 
※エコ川柳作品は、原文のままです。 

 



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、４０７句の応募がありました。 

 ここでは、市外から１００句の応募がありましたので、ご紹介し

ます。 

 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？ 

 

ええこエコ えの子エコ えええわエコ 
ギザギザ仮面 

冷房の 設定温度を 一度上げる 
秋桜 

【コメント】冷房の設定温度を 1 度上げるだけでも、電力のことを考える賢い

エコにつながると思うので、この川柳にしました！ 

扇子持ち 猛暑中の ぶらり旅 
秋桜 

【コメント】浴衣で、扇子を持ち、暑い中、どこかへ旅するという、夏らしい

川柳に仕上がりました！ 

縁側で おばぁちやんが 涼んでる 
秋桜 

【コメント】今は亡き祖母の光景を川柳にしました！ほほ笑ましい光景を川柳

にしました！ 

物持たぬ エコな夫の 趣味そうじ 
ふーみん 

【コメント】物をもちすぎず部屋をきれいにたもって、心もすっきり。 

明細は エコに努めた 成績表 
藤原 正宜 

【コメント】毎月届く電気代、水道代の明細書はエコロジーを心がけた毎日の

生活の成績表なのです 

 



同じモノ 迷った先の エコ商品 
藤原 正宜 

【コメント】同じような商品があって一方を選ぶとしたら、よりエコに貢献で

きるものを選びたいですね。 

当たり前を 見直す機会 エコの声 
藤原 正宜 

【コメント】普段のなにげない行動も、本当に環境に配慮したものなのか、今

一度考えることも必要です。 

生ゴミを 減らした勲章 母の腹 
各下 奈磨江 

【コメント】残り物を全部食べるのは地球の為なのだと思えば、メタボ腹も誇

れるのである。 

消すほどに 照らしてくれる 天の川 
各下 奈磨江 

【コメント】こまめに節電する人が増えることは、星の輝きに目を輝かせる人

が増えることだと思う。 

オンオフの オフはお風呂の オフかもね 
ギザギザ仮面 

打ち水に グリーンカーテン エコ三昧 
上田 文一 

真のエコは 自己のエゴから 先ず脱出 
ノザキシゲル 

【コメント】簡単にエコ、エコと言うが、先ず自分の中に存在するエゴイズム

から脱出しなければ認められない。 
エコトーク 家族みんなで 盛り上がり 

ふーみん 

優しいね ±２度で 未来と体 
ふーみん 

美活には 早寝早起き そしてエコ 
ふーみん 

 

 



部屋の窓 掛けた簾に 夏の風 
秋冬 

【コメント】私の家は田舎なのですが、窓に簾をかけますと、自然と風が部屋

に入り涼しいです。 
高齢者 暮らしの知恵が 今のエコ 

秋冬 

【コメント】昔の、高齢者の方の暮らしの中には、現代エコと呼ばれるものが

多くあると思います。 
心にも クールな思考と 情熱を 

秋冬 
【コメント】何かをなすにあったても、クールでエコな考え方と、情熱がいる

と思います。 
万物に 命が宿る エコの国 

秋冬 
【コメント】森羅万象に命が宿るとされているのが日本という国だと思います。

そのため、命が宿ると考えられているものを壊すより、共生していく考え方が

日本人の心のどこかにあると私は思います。 
エコをして ええこやなあと 褒められた 

わかぼん 
エゴな人 ちょっと変われば エコな人 

上田 文一 
意外にも オシャレですよ エコバック 

黒塚 一歩 
【コメント】エコバックはオシャレバッグとしても楽しめます。買い物にいく

時にワンポイントとして使えるし、可愛い柄も沢山あるのでオススメです。オ

シャレと同時にエコもできるので一石二鳥だと思いませんか？ 
少しずつ 無駄をなくそう 普段から 

黒塚 一歩 
【コメント】こまめに電気を消す、こまめに水を止める、無駄なものは買わな

いなど、普段のなにげないことから始めることが大切だと思います。小さなエ

コから始めていけば、やがて大きなエコにつながっていくのではないでしょう

か？ 
 



レジ袋 断ることで 二円引き 
黒塚 一歩 

【コメント】近所のスーパーに行く時は、必ずエコバックを持っていくように

しています。レジ袋はゴミになりがちなのでエコバックは環境の為になります。

またスーパーでレジ袋を断ると、2 円引きしてくれるのでお財布にも優しいで

す。 
広告で ごみ箱つくる 三分で 

黒塚 一歩 
【コメント】見終わるとすぐに捨ててしまう広告ですが、少し手を加えてやる

と小さなごみ箱になります。物入れにもなるので便利です。新しいモノを買わ

なくても広告 1枚でなんとかなるって凄くないですか？ 
欲しくても 要らないモノは 買いません 

黒塚 一歩 
【コメント】部屋の掃除をしていると、たくさんのゴミがでてきました。よく

見ると、使いもしないような小物ばかり…。ゴミを減らす為にも要らないモノ

は買わないようにしようと思いました。ものを買う時はゴミにならないかしっ

かり検討してから買いましょう。 
残り湯を 使いまわして 節水だ 

黒塚 一歩 
【コメント】風呂の残り湯は洗濯に使うようにしています。こうすることで多

くの水を節水することができます。使いまわすことで簡単に節水できると思う

のでぜひやってみて下さい。 
エゴやめて エコに目覚めて 自然学 

ぐっちょ 
【コメント】エコにエゴは、不向きだ。 

早起きし 今日も歩こう 一区間 
根岸 優多 

【コメント】早起きして、夏のさわやかな風を感じながら歩く姿を思い浮かべ

て考えました。 
クールビズ 心も体も 軽くなる 

根岸 優多 

【コメント】ネクタイを取り、半袖ワイシャツを着ると、随分と動きやすく

なるという実体感です。 



ありがとう 糸がほつれた エコバッグ 
根岸 優多 

【コメント】もう何年も使っていて、ボロボロになっている自分のエコバック

を思い浮かべました。結構使い込んでいるので思い入れもあります。この糸の

ほつれ具合がエコに貢献している証になれば良いのですが。 
書類箱 色とりどりな 菓子の箱 

森下 博史 

【コメント】出張者からもらった菓子箱はみんな書類箱になります。 
ちゃんとした 家電はちゃんと 元を取る 

森下 博史 

【コメント】買うときは高いけれどしっかりした家電は買い替えしなくても

済むのでお得。 
叶うなら リセットしたい この地球（ほし）を 

花咲く桜 
【コメント】子どものころ、こんなに暑くなっかた。昔の地球にもどしたい。 

待ったなし 増税よりも 温暖化 
花咲く桜 

【コメント】このまま温暖化が進めば今の生活が成り立たなくなる。お金の事

ばかり考えず温暖化を止めてほしい。 
リサイクル 物は出来ても 地球（ほし）出来ぬ 

花咲く桜 
【コメント】地球は青かった！このような名言を聞いたことがある。時代は近

代化しました。リサイクルも出来ます。この青い地球は、二ツと無いのです。 
今日はカレー 明日はコロッケに して食べる 

しげとも 
【コメント】料理も工夫すれば無駄にならず食事できるので。 

この本も この封筒も 再生紙！ 
しげとも 

【コメント】製品を見たときに、リサイクル品が多かった時の驚きを表現しま

した。 
 

 



再利用 親から子へと 未来へと 
しげとも 

【コメント】新しいものを買い、その都度ものを捨てるのではなく使い続けて

行けば、未来へと繋がると思います。 
エコならば 専門家より 高齢者 

秋冬 
【コメント】何もなく田畑を耕し、生活していた時代、そこには日常的にエコ

があったと思います。 

そのため、高齢者の方のストーリーを聞いてみると、今につながるエコが見つ

かると私は思います。 
一円の 安さを競う スポーツカー 

秋冬 
【コメント】確かに安いものは手はいりやすかもしれないけれど、その分のガ

ソリンの料金がそれを超えてしまいます。全体を見て、初めてエコができるの

だと思います。 
感謝する その思いこそ エコだよね 

秋冬 
【コメント】欲を捨てるのではなく、もっと大きな感謝の気持ちを持てば、木

や森、小魚の一匹にまで、エコの参考になる生き方をしているとわかるかもし

れません。 
エコのため 満員電車 我慢する 

秋冬 
【コメント】電車は排ガスも二酸化炭素も出さないエコな乗り物です。そのた

め、満員電車に揺られてもエコのためだと思い乗り続けます。 
僕の手で 命吹き込む リサイクル 

ぐち 
【コメント】リサイクルやエコな体験を楽しんで行うことで負担にならず継続

できるのではと考えます。そこで、わくわくするような川柳を目指しました。 
漬物で スイカの皮が 再登場 

森下博史 
【コメント】女房が高かったスイカの皮を有効利用 
 

 



エコという 大義抱いて グーとなる 
傀儡師 

【コメント】金もなく、食せず、単に空腹だったが、時代はエコならぬ、細身

体系を求めている。 
丸坊主 エコの極みか 失恋か 

傀儡師 
【コメント】若かりし頃の情景が浮かびます。 

答案も エコと称して 白紙出し 
傀儡師 

【コメント】学生時代の、不勉強への苦しい言い訳です。 
クールビズ いつもしている 相撲取り 

ハービー 
【コメント】お相撲さんは、昔から ほぼ一年中 浴衣を着ています。クール

ビズの先取りです。 
じじばばの 風呂敷いつも 持ち歩く 

ハービー 
【コメント】おじいさんとおばあさんの使っていた風呂敷を、私もエコバッグ

代わりに使っています。 
ふなわりも クーラー無しの 暑い夏 

ハービー 
【コメント】今年の夏は、特に暑いですが、ふなわりくんは クーラー無しで

も、よく頑張っています。エコ対策の模範ですよ。 
黒歴史 未来にリユース できたらな 

いちわら 
【コメント】誰もが持っている、思春期の恥ずかしい思い出。それを未来に向

けて再び活用できたらステキだなという想いです 
リメイクは ヘタでも立派な エコ活動 

いちわら 
【コメント】服や小物といった手づくりのリメイク作品は、見映えよりもその

心意気を見てほしいということを表しました。 
 

 

 



ゴミを捨て 初めて気付く 僕のエゴ 
いちわら 

【コメント】まとめてゴミを捨てる時になって初めて、自分がいかにムダな物

を買っていたか実感する様子を詠みました。 
良いものを 長く優しく 使う癖 

なやな 

使い捨て 無くしてゴミも 減量化 
なやな 

エコ盾に 買ってもらえぬ スーツかな 
なやな 

エコエコと うるさい母は ニコニコも 
なやな 

再利用 古女房も 使い道 
なやな 

万歩計 代わりにポケモン ゲット数 
國米 泰弘 

【コメント】メタボ対策で保健師さんに徒歩の運動をすすめられても気が向か

なかったが、ポケモン GO に関心を持ち仕事や用事のついでに自動車（自家用

車やタクシー）を利用せず徒歩が多くなりエコ＆健康一石二鳥です 
ガソリンは お菓子とジュースよ ベビーカー 

手代木果帆 
【コメント】我が家は通りに面しているのですが、狭い道にも関わらず車の通

行が激しいため、いつも気をつけながら歩いています。車は持たず、できれば

公共機関を利用する生活でいたいと思っていて、まだ子供が小さいのでベビー

カーを大活用しています。 
大切に する心がけ ズバリエコ 

手代木果帆 
【コメント】ものを長く大切に使おうと思えば、安物買いの銭失いにはならず、

よいものを見極めて買うこともでき、家がものであふれることも避けられ、ま

た子供がものを大切にする心も育てられます。 
 

 

 



物減らし ゴキブリ一家も お引越し 
手代木果帆 

【コメント】ものが減ることで暗闇になる場所が減り、掃除もしやすくなり、

風通しもよくなるため、ゴキブリが好む場所がなくなります。物が減る→掃除

がしやすくなる→スッキリする→ゴキブリもいなくなる→ストレスが減る→快

適になる。 
けちでいい エコする人は エエココロ 

エコ親父 

ゴミさえも 宝に変える リサイクル 
エコ親父 

とりあえず 「もったいない」で エコをする 
エコ親父 

北斎も 今の富嶽じゃ 悲しむぞ 
ぷり 

【コメント】かの有名な富嶽三十六景を描いた江戸時代の絵師、葛飾北斎もゴ

ミの散らばった富士山では描く気にならないでしょう。日本の象徴の一つとし

て、ゴミがゼロになるくらいの意識を一人一人が持つべきです。 
取り組もう 三 R じゃなく 四 R 

ぷり 
【コメント】Reduse（減らす）、Reuse（再利用）、Recycle（再資源化）の 3Ｒ

だけではなく、Refuse（断る）も合わせた 4Ｒを心がけましょう。スーパーに

出かける時は、バックを持参してビニール袋を”断る”んです。 
敬おう 江戸、浅草の かみがみを 

ぷり 
【コメント】浅草名所七福神に祭られている七福神を敬うのはもちろんのこと、

江戸時代に使われていた古紙やぼろきれから作られた再生紙、浅草紙も忘れて

はいけません。江戸時代の人々のエコ精神も敬いましょう。 
一部屋が 快適温度の 大家族 

浮世っ子 
【コメント】みんな集まりわいわい仲良し 

畑来て できすぎ野菜 もぎる友 
浮世っ子 

【コメント】一挙解決 



料理皿 左へ右へ ランチ会 
浮世っ子 

【コメント】自分の分をとる前になくなった。 
妻骨折 エコクッキング 意味わかる 

新美 健一郎 
【コメント】妻が突然入院し、料理を自ら作ることになりました。野菜炒めも

出来ないため今チャレンジ中です。野菜を切ったり皮を剥いたりなどの下準備

や火加減が必要で、エコな調理方法はいろいろありそうです。 
周りから 近づいてきた 住まいエコ 

新美 健一郎 
【コメント】実生活で効果的な省エネは「住まいの省エネ」です。最近その政

策が重要視されてきたのは喜ばしいことです。省エネ住宅を新築する方法もあ

りますが、今の住まいの省エネ化が現実的です。自作(DIY)で可能な部分もあり

超安価にできます。 
住まいエコ ヒートショック 緩和する 

新美 健一郎 
【コメント】住まいの断熱性や気密性を向上させた省エネ住宅は、宅内各部屋

の温度差が小さいため体へヒートショックが少なく、特に高齢者の血圧変動が

緩和され健康維持が図られます。 
滂沱たる 風鈴の音 エコの朝 

えぬごじら 
【コメント】雨が激しく振っていて、風鈴の音も聞こえる。クーラーなしでエ

コの朝を迎えている。 
風鈴を りんりん鳴らす エコの風 

えぬごじら 
【コメント】扇風機の風でも風鈴を鳴らす力を持っている。クーラーなしでも

猛暑を乗り切りエコ生活ができる。 
風鈴の部屋 畳目残る エコ生活 

えぬごじら 
【コメント】風鈴の鳴っている部屋で、昼寝をしたら顔に畳の目がついた。今

日もクーラーなしのエコ生活ができた。 
 

 



朝顔の 素顔の窓辺 涼し顔 
原風景 

【コメント】緑のカーテン、朝顔。正直な葉の重なりが日射しをさえぎってく

れます。その涼し顔は我が家の顔でもあります。三つの「顔」を強調しました。 
雨溜めの 打ち水はねる ダブルエコ 

原風景 
【コメント】雨水を溜めた大型ポリ容器から掬ってまく打ち水は、心地よく跳

ねています。水道水の節水と打ち水による地熱下降の効果は、ダブルのエコで

す。 
広告紙 裏面活用 ウラ白紙 

原風景 
【コメント】新聞の折込み広告等は、そのまま廃紙となりがちですが、中には

片面印刷もあります。その片面の白紙面はメモ紙などに活用されればエコとな

ります。 
「エコです」と 主張するほど ケチ加速 

好好一 
【コメント】お金をあまり使わなくなり、必要、不必要を見極められるように

なった。 
ジーンズを リメイク学び 短パンに 

好好一 
【コメント】捨てるのではなく、リメイクし短パンにした。思いのほか好評だ

った。 
弁当の 中身までもが エコ染まり 

好好一 
【コメント】エコブームの影響で妻の弁当の中身が寂しくなった。 

マイカーは アクセル離すと エコ表示 
ナンチャッテ・カンチャッテ 

【コメント】エコカーと宣伝された車を買ったのに、アクセル踏むとエコ表示

が消え、放すとエコ表示される。当たり前のことだと思うのだが・・・。 
昔ケチ 今日（こんにち）エコの 模範人 

ナンチャッテ・カンチャッテ 
【コメント】昔から、同じことをやっているのですが、昔はケチと呼ばれ、今

は、エコの模範人間と呼ばれております。 



エコの真似 する子をほめる バカオヤジ 
ナンチャッテ・カンチャッテ 

【コメント】子供はかわいいもので、親の真似をすると喜ぶものです。私は、

エコを実践していますが、子供が真似をすると喜んでいるバカなオヤジです。 
エコエアコン それでも夜は 決して寝る 

ナンチャッテ・カンチャッテ 
【コメント】エコがうたい文句のエアコンを買った。うちでは、暑い昼間は、

つけているが、夜は必ず消して寝る。よりエコな話である。 
夜の風 涼しく感じる いなか道 

ナンチャッテ・カンチャッテ 
【コメント】田舎はいつでも涼しいですよ。特に夜の田舎道を散歩すると、風

が冷いです。 
暑い夜 聞くか、涼むか 虫の声 

ナンチャッテ・カンチャッテ 
【コメント】暑い夏の夜でも、夜の虫の声を聞いて涼むことができます。 

猫の後 ついて見つける 涼み所（どこ） 
ナンチャッテ・カンチャッテ 

【コメント】エコの実践。猫は一番涼しいエコな場所を知っている。後をつけ

てみて、寝転んだところが涼しい場所である。 
湧き水に 浸かり奥様 する会議 

ナンチャッテ・カンチャッテ 
【コメント】女性たちは井戸端会議をするのが好きである。夏は、湧き水に足

を入れ涼みながらエコについての会議を行う。 
夏祭り 汗をかきかき かく御輿 

ナンチャッテ・カンチャッテ 
【コメント】エコとは暑さを忘れること。夏祭りは、汗をかいて、御輿を担ぎ

暑さを忘れる。 
涼風に 座る隣に 虫の声 

ナンチャッテ・カンチャッテ 
【コメント】エコのため涼風吹く場所に座った。隣には涼しい虫の声が聞こえ

る。よりエコな感じがする。 
 

 



電気店 エコエコづくし どれがエコ? 
ナンチャッテ・カンチャッテ 

【コメント】電気店には、エコな家電が揃っている。ただ、どれが本当にエコ

なのかはよく分からない。 
エゴサーチ する暇あったら エコサーチ 

 山野柘榴子 
【コメント】エゴサーチをしている暇があるなら、その時間を使って、少しづ

つでもエコに関する情報を調べてみませんか。そして、一歩ずつみんなでエコ

ロジーな街づくりを進めていきましょう。 
エコのため 電気の無駄を なくそうよ 

ぽたぽた焼き 
【コメント】エコについての川柳作りました。 

レジ袋 環境のため 使わない 
ぽたぽた焼き 

【コメント】エコの川柳作りました。 
エコのため 無駄な食べ物 買わないよ 

ぽたぽた焼き 
【コメント】エコの川柳つくりました。 
※エコ川柳作品は、原文のままです。 

 



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、４０７句の応募がありました。 

 ここでは、名古屋市立宝神中学校の生徒のみなさんの作品２７５

句を紹介します。 

 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？ 

リサイクル あらたなものへ 皆(みな）のため 
加藤 心笑 

【コメント】リサイクルをすると新しいものへ変化して、捨てなくても済むし、

みんなのために変わるからいい。 

リサイクル すればするほど 増える笑 
松橋 美侑 

【コメント】リサイクルをすればするほど環境によく、フリーマーケットなど

の人との交流をしながらリサイクルすると、売る方も買う方も笑顔になれる。 

エアコンめ 今年の夏も 勝ってやる 
松橋 美侑 

【コメント】節約のため、なるべくエアコンを使わず夏を乗り切ろうとがんば

っていこう。 

趣味はエコ そう言う父が かっこいい 
松橋 美侑 

【コメント】節約やリサイクルに力を入れる父に「お父さんにとってエコって

何。」と聞いてみると「趣味かな。」と答えた父がとってもかっこよく見えた。 

使わない ときは蛇口を 閉めておこう 
野々山 遥香 

【コメント】使っていないときでも水を流しっぱなしのときがあるから、水を

大切に使おう。 

クーラーの つけすぎ注意 低体温 
野々山 遥香 

【コメント】クーラーのつけすぎは体に悪いので、体のことも考えてつけすぎ

ないようにする。エコにもつながるので一石二鳥。 



１分だけ 短くすること できるでしょ 
罪と夏 

【コメント】シャワーを１分だけ短くすることを続ければ、たくさんの量の節

水ができる。 

寒ければ 重ね着しよう あったかい 
罪と夏 

【コメント】冬の寒い時は、エアコンにたよるのではなく、重ね着して寒さを

しのぐことが大切。 

それいいの？ よごされた地球（ほし） 泣いている 
罪と夏 

【コメント】町にごみを捨てる人に対して、呼びかけるような形にした。町に

ごみを捨てるという悪さを、地球が泣いているという表現を使って表した。 

かきごおり まわしたぶんだけ すずしいな 
加藤 渚々海 

【コメント】かき氷は水とシロップだけでいいし、手でまわせば少し暑くなる

けどその分、冷たく感じるときがある。 

すぐ消そう 電気の無だは 金の無だ 
加藤 渚々海 

【コメント】むだに電気をつけているのは意味がないので、お金のむだ。 
キャップで お絵書き エコ宣言 

加藤 渚々海 
【コメント】お父さんの通っていた小学校でキャップを使ってエコに関する呼

びかけをしているのをみて、すごいと思った。キャップを使っていたので説得

力があった。 
早く寝て 部屋暗くして 節電だ 

SS 
【コメント】私はいつも夜遅くまで起きているので、自分も節電しないといけ

ない。早く寝ることで電気を消すことができるので、節約することができます。 
お買い物 自分の手には マイバック 

SS 
【コメント】買い物をする時、袋をもらうのではなくマイバックをもって行く

ことで余計なゴミが減るから、一人でも多くの人がマイバックをもっていって

ほしい。 



普通ゴミ リサイクルして 資源になる 
SS 

【コメント】普段はゴミとして捨てているものでも、リサイクルすると再利用

できたり資源になることがあるから、積極的にリサイクルしよう。リサイクル

することでごみが減るから協力しよう。 
れいぞうこ あけたままだと ドロドロロ 

大塚 真優 
【コメント】冷倉庫をつい開けっ放しにすると、中のものが溶けたり冷えてな

かったりするし、電気の無駄遣い。 
せんぷうき その風力だと 夏かぜに 

大塚 真優 
【コメント】扇風機も寝ている間「強」にしておくともったいないし、夏風邪

になりやすくなる。 
はみがき中 いらないでしょ そのお水 

大塚 真優 

【コメント】はみがき中に出している水は必要ないし、コップに溜めておけば

イイ。 
気をつけよう 電気量の消費を 使用しない 

池田 達哉 
【コメント】無限にあるものだと考えてしまうが、有限である。 

燃えるごみ それは違うよ 燃えないごみ 
河原 

【コメント】分別はとても大切だと思う。なんでもかんでも燃えるごみじゃな

くて、しっかりと分別して燃える・燃えないゴミに分けて捨てる。自分も気を

つけていきたい。 
もったいない 忘れちゃだめだよ ３R 

河原 
【コメント】リデュース、リユース、リサイクル（3Ｒ）はエコの基本的なもの

なので基本を忘れないように。変にケチになるのではなく、節電や節水に気を

つけられるように地球の環境を少しでも守る力になりたい。 
 

 

 



買い物に 絶対必要 エコバッグ 
河原 

【コメント】買いものをするときにはエコバッグを忘れないようにする。物が

良く入るので便利だ。買い物をするときにはエコバッグを使うようにしていき

たい。 
いつもいる 二酸化炭素 エコの敵 

山本 栄輝 
【コメント】二酸化炭素を出すことは環境が悪くなるということをみんなに伝

えたかった。 
氷たち とけて無くなり 泣いている 

山本 栄輝 
【コメント】今、大問題になっている地球温暖化をテーマにした。氷がとけて

住む場所がなくなるペンギンの気持ちを考えた。 
太陽光 環境優しい 発電気 

山本 栄輝 
【コメント】今後を補う発電方法太陽光発電をテーマにした。環境に優しい太

陽光発電への期待がこもっています。 
散らかるゴミ 放りっぱなし 事故のもと 

寺野 好 
【コメント】散らかっているごみはきちんと片づける。 

水の出しっぱ 使わない水は 止めておく 
寺野 好 

【コメント】節約もエコのため。 
国のために エコを大事に リサイクル 

寺野 好 
【コメント】地球温暖化を防ぐために、まず自分ができることをやる。 

リサイクル すると新たな もの作り 
榊原 慎也 

【コメント】リサイクルすると新しいものが作れて地球にやさしいので、リサ

イクルはしたほうが良い。 
 

 

 



電源の つけっぱなしは むだですね 
榊原 慎也 

【コメント】電源をつけっぱなしにすると地球に優しくないのでやめた方が良

い。 
エアコンの 温度はあまり 下げないで 

榊原 慎也 

【コメント】エアコンの温度を下げすぎると地球に優しくないので、やめた

方が良い。 
クーラーの 理想の温度 二十八 

坂野 大夢 
【コメント】とても暑いときじゃない時は２８度が良いと思うし、電気代も節

約できて一石二鳥。 
れいぞうこ あけっぱなしは ダメダメだ 

坂野 大夢 

【コメント】開けっ放しの時間が多いと電気代の無駄だし、エコでもないか

ら、こまめにあけた方がいい。 
リサイクル たくさんやると いいことが 

坂野 大夢 

【コメント】リサイクルをやると誰かの役立ったり、もしかしたら自分にも

帰ってくるかもしれないし、エコだから。 
ゴミぶくろ ゴミを入れなきゃ ゴミになる 

中嶋 貞之介 
【コメント】よく公園にごみ袋が落ちていて、きちんと使えばごみを捨てるこ

とができるものなのに、それが捨てられているのはもったいない。 
よく使う ペットボトルは 捨てないで 

中嶋 貞之介 
【コメント】ペットボトルは飲み終わった後も、お茶を入れて持ち運んだり、

切って小物入れにしたりできるから、捨てるのはもったいない。 
はやくけせ あとにこうかい 電気代 

森下 温貴 
【コメント】今はばかみたいに電気を使っているけど、後になったら、どれだ

け無駄遣いしたか後悔すると思った。 



あけたなら はやくしめよう れいぞうこ 
森下 温貴 

【コメント】僕が小さい時に、結構、冷蔵庫を開けたりしていた。今でもこう

いうことをしている人が絶対いるから。 
もったいない と言った母の 鋭い目 

はちみつ 
【コメント】水の出しっぱなしやクーラーをつけようとしても、それを止める

母はいつも鋭い目をしていて、なかなかできない。 
クーラーを 使わない夏 鼻が高い 

はちみつ 
【コメント】どんなに暑くても、クーラーを使わない夏がありました。皆に自

慢するとと鼻が高くなるから。 
シャンプーの 容器は今でも 親友さ 

はちみつ 
【コメント】シャンプーの入れかえを買っているので、容器はずっと使ってい

る。 
クーラー禁止 ネコの場所を うばいとる 

蜂須賀 香帆 
【コメント】クーラーを使わない時は風通しのいいところにネコがいるから、

そこへ行くと少しは涼しいからそこを奪えばいい。 
打ちまき水 なんでもいいから すずみたい 

蜂須賀 香帆 
【コメント】夏は暑すぎて水をまいても暑さは変わらないけど、とにかく何で

もいいからすずしみたい。 
夏休み 緑のカーテン ゴーヤずくし 

蜂須賀 香帆 
【コメント】夏になるとゴーヤを植えて涼しめるけど、毎食ゴーヤが出てくる。 

うち水は やっても全然 すずまない 
井上 陽香 

【コメント】打ち水は気持ちの問題。 
（事務局注：打ち水は、早朝か夕方、日蔭に行うと効果があるそうです。最大２℃温度が

下がった実例もあるそうです。反対に、昼間、日なたのコンクリート等に行うと逆効果だ

そうです。） 



夏の日は 冷蔵庫だけは さわらない 
井上 陽香 

【コメント】夏に冷蔵庫を開けると涼しくて開けっ放しにしちゃうから、触ら

ないようにしている。 
ふくろ買う まわりはみんな マイバック 

井上 陽香 
【コメント】周りの人はほとんどマイバックを持ってきていて無駄なお金を払

っていなかった。 
紙パック 捨てるのならば リサイクル 

松本 倖明 
【コメント】リサイクルすれば、消しゴムのカバーなどになる。 

空きかんは 地面に捨てず ゴミ箱へ 
松本 倖明 

【コメント】ごみ箱に捨てれば必ず回収される。 
せんざいは つめかえ用を 買いましょう 

松本 倖明 
【コメント】詰め替え用を買えば少しゴミが減る。 

ペットボトル キャップとわけて ゴミ分別 
森部 来生 

【コメント】ペットボトルを捨てる時、キャップを取るのは面倒くさいけどち

ゃんと分別して捨てた方がいい。 
あきカンは ポイすてせずに リサイクル 

森部 来生 
【コメント】あきカンをポイ捨てする人が多いけど、ポイ捨てをせずにリサイ

クルをする。 
あつい夏 せんぷうきだけで やりすごす 

森部 来生 
【コメント】暑い夏でもクーラーを使わずに扇風機だけで夏をやり過ごし節約

する。 
暑い日は あたまをひやして ひとやすみ 

小坂井 人志 
【コメント】勉強やストレスでムカムカした気持ちになったら、水などで頭を

冷やして休もう。 



使わないものは リサイクルして いい気分 
小坂井 人志 

【コメント】ペットボトルのキャップや使わなくなったものはリサイクルをし

ていい気分になろう。 
夏休み いしきをしよう 電気代 

小坂井 人志 
【コメント】夏休みは暑いからエアコンや扇風機を使って電気代を使いすぎて

しまうから、使いすぎないようにしよう。 
エアコンは 付けすぎ注意 見極めを 

アイス 
【コメント】ずっとエアコンが動いていて、いつの間にかはだ寒かったりする

ことがある。エアコンの使い方を考える必要があると思ったので「見極めを」

という言葉で表しました。 
 使えるよ なのにホントに 捨てちゃうの 

アイス 
【コメント】洗えば使えるのにちょっと汚れただけですぐ捨てる人とか、壊れ

てしまって直そうともせず捨てようとする人が意外といるのではないか。 
考えて 今本当に それ要るの 

アイス 
【コメント】自分のおばあちゃんが、あれやこれや買っているけど、本当に今

使うものかどうか分からない物がとてもあるなと思った。結構そういう人がた

くさんいると思う。 
節約と 口だけではなく 行動も 

東口 良多 
【コメント】「節約、節約」とよく言っている人が、実際行動に移さず、口だけ

の人が多いので、その部分を強調した。また、行動に移してほしいという願い。 
節電とか できることから はじめよう 

東口 良多 
【コメント】いきなりだとストレスもたまるだろうから、無理のない範囲で節

電や節水など簡単なことからはじめよう。 
 

 

 



一人でも 思いがあれば きっと必ず 
下田 志帆 

【コメント】一人でも「エコを大切にしなきゃ」と思えば、きっと必ず世界中

へ伝わる。 
きづかいが 笑顔と自然に 比例する 

下田 志帆 
【コメント】一人でもエコに対する意識が増えれば、笑顔が自然に増える、比

例する。 
めんどくさい こんな思いが 減るように 

下田 志帆 
【コメント】「めんどうくさい」と言って燃えるごみに捨ててしまうことが最近

増えている。その一つのゴミが地球温暖化につながってしまう。それが 100 人

だったら？1000人だったら？私はそんな現状を変えたい。 
昼ごろは 電気をつけず すごします 

西垣 侑紀 
【コメント】昼ごろは明るいから、電気をつけるのは無駄だからつけない。 

リサイクル 楽しくやろう なにごとも 
吉岡 悠馬 

【コメント】楽しくやれば楽しい。 
リサイクル 資源も地球も 回ってる 

吉岡 悠馬 
【コメント】リサイクルをすればずっと無限ループできる。 

そのゴミが 人の命を 救ってる 
吉岡 悠馬 

【コメント】ポイ捨てしたゴミがリサイクルの箱に入るだけで、人の命が救わ

れる。ゴミ箱に入れるだけで人が救われ、世界を笑顔にできる。だからゴミは

ゴミ箱へ、あなたの行動で、世界は大きく変わる。 
ポイ捨ては 心も地球も よごれるよ 

大村 莉理 
【コメント】ポイ捨てすると地球が汚れてしまうのはもちろん、心も汚れてし

まう。どんどんきたない黒い心になってしまう。ゴミはゴミ箱へ。 
 

 



マイバッグ 気づけば私の 必需品 
大村 莉理 

【コメント】つねにバッグの中に入っているマイバッグは、買い物したとき袋

をもらわないで済む。買い物した時、袋をもらわないだけでもエコにつながる。

そう思う私は、マイバッグが離せない。 
エアコンと 直接対決 いつも負け 

大村 莉理 
【コメント】暑い夏、家に帰ってきてできるだけ我慢するんだけれども、いつ

も負けてエアコンをつけてしまう。そんな状況を対決と書いた。 
紙パック たたんでもって リサイクル 

 いろんなものに 進化せよ 
ボール 

【コメント】紙パックをリサイクルすると、トイレットペーパーの芯やノート

や紙になり、くり返し使うことで資源が少なく地球にも優しい。 
スーパーで ヒーロー参上 エコバック  

少しの協力 地球をすくう 
ボール 

【コメント】スーパーのレジで「レジ袋はどうされますか？」と聞かれた時に、

「エコバックで」と言った方が地球のためだと思い、エコバックをヒーローと

例えました。 
コンセント 使わない時 ぬかないと 

 コンセントおこって 熱くなる 
ボール 

【コメント】コンセントを挿したままだと熱くなって壊れるかもしれない。地

球環境に影響が出るかもしれない。コンセントは使わない時は抜いておこう。 
エコバック ビニル袋は もういらない 

髙山 優斗 
【コメント】エコバックがあれば、ビニル袋はもういらない。 

ゴミ拾い 自分の町が ピカピカだ 
ヨツヤルイ 

【コメント】自分の家の近くによくゴミが落ちている。もっと広い町で考える

とすごい量だから、いっぱいゴミ拾いをしたらすごくきれいになる。 
 



すてないで ペットボトルは リサイクル 
ヨツヤルイ 

【コメント】ペットボトルを捨てる人、リサイクルのゴミ箱に入れない人が多

いと思ったから、みんながわかりやすいペットボトルを例に出した。 
そのゴミは ポイ捨て禁止 よごれるよ 

ヨツヤルイ 
【コメント】ポイ捨てをしている人を見て、いけないなーと思った。 

水不足 まずは自宅の 蛇口から 
江坂 佳純 

【コメント】今年は雨不足で、ダムの貯水量が平均以下と聞いたので、自分の

家から節水を始めようという心がけ。 
植物の カーテン作って 涼しさを 

江坂 佳純 
【コメント】緑のカーテンが部屋の温度を下げてくれて、クーラーなどもエコ

の気温（２８℃設定）で使っても涼しくなるので、植物を使うのはどうかな、

という思い。 
使わない 電気は必ず 消しておく 

武市 彩 
【コメント】夏は特に電気を多く使います。エアコンがついているのに扇風機

がつけっぱなしになっているということはありませんか？わたしはなるべく節

電しようと扇風機を使わないようしています。みなさんも気をつけてください。 
（※事務局注：エアコンと扇風機は上手に使うと、省エネになります。冷たい空気は部屋

の下に溜まり、暖かい空気は部屋の上に溜まってしまうので、扇風機をつかって、部屋の

空気を上手に対流させると効率よく部屋を冷やすことができます。これは、暖房でも応用

ができます。また、エアコンの温度を１℃上げて扇風機で体感温度を下げる、エアコンの

風が届きにくい部屋に冷気を送り込むなどの使い方もあります。） 

 

再利用 キャップは捨てずに とっておこう 
武市 彩 

【コメント】ペットボトルのキャップでワクチンが作れます。病気にかかって

いる子供たちを一人でも多く助けるためにキャップは捨てないでほしいです。 
（※事務局注：ペットボトルのキャップをリサイクルプラスチックとしてリサイクル業者

に買い取ってもらい、その収益でワクチン等を購入し、寄付をする活動が全国に広がって

います。） 



 

買い物は 袋ことわり マイバッグ 
武市 彩 

【コメント】袋を受け取ってしまうとゴミが増えて環境が悪くなってしまうの

で、私も自分のバッグを持っています。まだ袋を受け取っている人は、バッグ

を使った方がいいと思います。 
暑い日は エアコン頼らず うちわだね 

あ。 
【コメント】夏のとても暑い日は気軽にエアコンを使って地球温暖化や電気を

使うより、うちわであおいで環境に優しく涼むことの方が絶対にいい。腕も鍛

えられる。 
今日からは 十時に消灯 良いことだ 

あ。 
【コメント】いつもより早めに電気を消すことで朝の目覚めもとても良いもの

になるし、家の節電にもなってとても良い。いい夢も見れそうだ。 
エコをする ソーラーパネル つけてみる 

あ。 
【コメント】ソーラーパネルを付けると太陽の光の分、電気代を払わなくてい

いし第一環境に優しいアイディア。世界中ソーラーパネルを無償でつけてあげ

ればいい。後「韻」を踏んでみた。 
ポイ捨ては やっちゃいけない こういだよ 

平林 ユウジ 
【コメント】ポイ捨ては環境破壊につながる。ポイ捨てをやめてしっかり分別

をしてゴミ箱に捨てて欲しい。 
分別は しっかりやれよ 絶対に 

平林 ユウジ 
【コメント】ゴミの分別をしない人たちが増えてきた。 

ピーピーと しめろとおこった 冷蔵庫 
エコ 

【コメント】冷蔵庫がしめわすれでエコじゃないのを伝えてくれる。 
蛇口から ポタポタ流れた 涙かな 

エコ 
【コメント】水を完全に止め忘れて少しずつ水が流れているのが涙のよう。 



 

せんぷうき 少しは暑さ しのげるか 
エコ 

【コメント】クーラーを使わずに、扇風機を使うことでエコになる。 
夜の空 花が咲き散る 夏まつり 

みづき 
【コメント】夏祭りの夜の空に花火がドカンと広がってパラパラと消えていく。

楽しいけれど少し残念な気持ち。 
誰もみな 言葉ちがえど 同じ空 

みづき 
【コメント】生まれた国やしゃべる言葉が違っても誰もがみな同じ人であり差

別をする理由はない。一つの空の下で世界は一つ。 
花畑 バスを待とうか 歩こうか 

みづき 
【コメント】バスを待って早く帰るのもいいが、歩いて花を見ながらゆっくり

会えるのも捨てがたいと迷う様子。 
リサイクル つかったゴミを リサイクル 

卍デビル卍 
【コメント】つかったゴミをリサイクルしてエコ活動。 

のがさない ゆるしませんぞ ポイ捨てを 
卍デビル卍 

【コメント】持ち帰るかゴミ箱に入れる。 
さあゆくぞ みんなのみかた リサイクル 

卍デビル卍 
【コメント】リサイクルはみんなの味方。今日もリサイクルをするぞ。 

レジ袋 いらないときには 「NO!」と言おう。 
恒川 桃花 

【コメント】持っているならエコバックを使えるのが一番いい。 
環境のために ゴミのポイ捨て 絶対禁止！ 

恒川 桃花 
【コメント】ゴミのポイ捨ては周辺の方にも迷惑だし、環境にも悪いから絶対

にやめる。 
 



 

行き場のない 小説やマンガでも リサイクル 
金谷 菜咲 

【コメント】読まない本がたまっている人たちがリサイクルをしてエコが増え

るといい。 
考える 時間があるなら 行動を 

金谷 菜咲 
【コメント】とりあえず簡単なことからでも行動したほうがいい。その少しの

時間でもみんながやれば少しは変わって来る。 
公園で 落ちてるキャップも リサイクル 

金谷 菜咲 
【コメント】公園にペットボトルやキャップが落ちていることがよくあるので、

拾ってリサイクルにだせば公園もきれいになるしエコも増えていい。 
リサイクル 物がきれいに 私もなる 

蜂須賀 菜帆 
【コメント】リサイクルに出すとすっきりして自分もきれいになるね、という

イメージ。 
きたないよ だからと言って 捨てないで 

蜂須賀 菜帆 
【コメント】何でもきたないから捨てようになるけど、そんな考えはやめよう。 

捨てないで 牛乳パック 再利用 
蜂須賀 菜帆 

【コメント】牛乳パックは捨てる人が多いと思うけど、再利用してほしい。 
リサイクル 人も一緒に リサイクル 

僕 sing 
【コメント】掃除をするとスガスガしくなるので、心も入れかえるという意味

での”人も一緒に” 
サンタさん 実はエコをね 気にしてる 

僕 sing 
【コメント】世界中の子供に夢を与える反面、別の袋（ゴミ袋）にゴミをめっ

ちゃ拾っている。 
 

 



「エコしよう!!」 トンネル（心）の中 エコーする 
僕 sing 

【コメント】エコしようという呼びかけがトンネルの中のように、人の心の中

にエコーすればいいな。エコとエコーをかけた。 
買い物に バッグ持っていく お母さん 

鈴木 那菜 
【コメント】お母さんは買い物に行くとき、絶対にエコバッグを持っている。 

モクモクに なるほど石けん 使わない 
鈴木 那菜 

【コメント】モクモクと石けんが雲みたいになるほど使わないで。 
蛇口がね 泣いていたら 止めてあげよう 

鈴木 那菜 
【コメント】蛇口から水が出しっぱなしになっていたら止めよう。 

 節電で 両親ともども 仲がいい 
加藤 颯馬 

【コメント】前に「電気の使い過ぎっ」と両親に言われたのをきっかけに、こ

の川柳を作ろうと思った。 
エコバック 地球のための 笑顔のたね 

加藤 颯馬 
【コメント】エコバックを「種」と例えて、みんながエコバックを使えば、地

球が笑顔になるかなという思いを込めた。 
止めなくちゃ 地球の泣き声 とまったよ 

加藤 颯馬 
【コメント】地球温暖化を地球の泣き声と例えて、節電しようと思わせるよう

な川柳にした。 
クーラーを 冷水あびて 少しがまん 

松原 煌 
【コメント】クーラーをつけたいと思った時に、冷たい水をかぶれば暑い日で

も乗り切ることができ、結果エコにつながる。 
朝勉強 心も体も クールダウン 

松原 煌 
【コメント】夏休みは昼に勉強するのではなく、涼しい朝に勉強することによ

って、体は涼しいしそのおかげでストレスを感じることなく頭が働く。 



あの真夏 忘れぬうちに 種をまく 
松原 煌 

【コメント】未来の夏の日に緑のカーテンを作るために、今のとんでもない暑

さを忘れないうちに庭に種をまいておこうとしている様子。 
ポイ捨ては たとえ１個でも 環境はかい 

上村 菜月 
【コメント】一人の人が、毎日一個ごみを捨てると一年後に３６５個のゴミが

でる。世界中だと十分環境破壊につながる。 
エコバック 地球も笑顔で くらせるね 

上村 菜月 
【コメント】ポリ袋よりエコバックならゴミもでず地球のゴミを減らすことに

つながるので地球も喜んでいる。 
せつでんで あなたも地球も 喜んだ 

上村 菜月 
【コメント】電気代も節約できて、エコにもなるので喜んでいる。 

 一工夫 その考えが ゴミ無くす 
伊藤 新 

【コメント】ゴミになろうとしていたものも一工夫するだけで色々な物となり

必要になるので、ゴミじゃなくなる。 
ゴミ袋 押してつぶして より入る 

伊藤 新 
【コメント】いっぱいになったゴミ袋を押してつぶすことにより、もっとゴミ

が入るようになるので、ゴミ袋を節約できる。 
着ない服 ネットに出品 笑顔三まい 

伊藤 新 
【コメント】着なくなった服をネットに出品することによって、出品者も買う

人も服も笑顔になれる。 
暑い日は 友といっしょに おでかけを 

大谷 陽平 
【コメント】暑い日は友達と一緒にどこかに行けば家の電気代が減る。 

空き缶の ゴミはそくさま ゴミ箱へ 
大谷 陽平 

【コメント】ずっと缶を持っていれば、そのうちポイ捨てをする。 



海川は 人のゴミ箱 ではないぞ 
大谷 陽平 

【コメント】海や川にはゴミが落ちていて、魚たちがかわいそう。 
エコバック 毎日もてば 五円引き 

萩本 理羅 
【コメント】エコバックがあれば、わざわざ袋を買うこともなくなるし、袋代

の５円がいつもの買い物に５円引きみたいになる。 
気づいたら スイッチ押して 節電だ 

萩本 理羅 
【コメント】私の家では電気のつけっぱなしが多いので、気づいたらなるべく

消す。 
ボランティア 自分からやろう ごみ拾い 

萩本 理羅 
【コメント】いつも遊んでいる公園への感謝の気持ちを込めてボランティアに

参加するのもいいな。 
１℃だけ みんなが上げれば 山となる 

山田 希 
【コメント】冷房をみんなが１度上げるだけでもちりも積もれば山となる、Ｃ

Ｏ２削減につながる。 
カンはカン ビンはビン入れ あたりまえ 

山田 希 
【コメント】当たり前のことをするだけで、エコにつながる。 

優しいと 地球もニッコリ 私もニッコリ 
山田 希 

【コメント】地球にやさしくすると、自分もいい気持ちになる。 
夏の夜 ひとつの部屋で みんな寝る 

加藤 音々 
【コメント】一人一人が違う部屋で寝ると、３～４台エアコンをつけることに

なるので、節約をして、１つの部屋で１台のエアコンをつけて寝る。 
せん風機 エアコンばかりで 泣いている 

加藤 音々 
【コメント】エアコンより、扇風機を使って夏を過ごしてほしい。 
 



洗濯機 残ったぼくを 使ってくれ 
加藤 音々 

【コメント】洗濯をするとき、風呂の水が残っているのに使わない家庭がある

ので、ぜひ再利用してくれと風呂の水が言っている。 
え、まって ポイ捨てするなら リサイクル 

横井 乙葉 
【コメント】そのゴミをリサイクルすれば町もきれい、助かることも多くなる。 

一人一人 あつめてみよう リサイクル 
横井 乙葉 

【コメント】一人一つだけでも牛乳パックなどみんなで集めれば多くなり、リ

サイクルできる。 
もちあるこ みんなたすかる エコバック 

横井 乙葉 
【コメント】いつも持ち歩いていたら、レジ袋を買わずに環境に優しい。 

温暖化 みんなで止めよう 地球のために 
大澤 祐暉 

【コメント】未来の地球のために、温暖化を止めなければいけない。 
エアコンは いらない時は すぐ消そう 

大澤 祐暉 
【コメント】必要のない時に無駄に電気を使うのはやめた方がいい。 

お風呂場を 出る前かくにん じゃ口むき 
世古 瑞貴 

【コメント】お風呂場の蛇口がしっかりしまっているかの確認をする。 
リサイクル みんなの意識 大事だな 

T.K.H 
【コメント】「リサイクルをする」という意識がだんだん薄れている。だから意

識を高めていくのが大切。 
少しずつ 減らしていこう エネルギー 

T.K.H 
【コメント】今と昔では、エネルギーの消費量が全然違う。今はスマホなどエ

ネルギーを使うものが増えているから、少しずつ減らしていけば環境も良くな

る。 
 



電気消す その一つの行動 役に立つ 
T.K.H 

【コメント】電気を消すというのは、普通の行動に見えてなかなかできていな

い人が多い。しかし、その行動ができると節電につながり役立つ。 
ドア開けて クーラーひとつで 部屋冷ます 

つかさ 
【コメント】ドアを閉じて各部屋でクーラーを使うのではなく、１つで済ます

ようにドアを開けるか１つの部屋に集まればエコになるのではないか。 
エコロジー みんながみんなに できること 

つかさ 
【コメント】エコにはたくさんの種類があります。それを一人ですべてやるこ

とは難しいですが、何か１つでもやれることはあるはずです。それを自分やみ

んなのために頑張ろうという思いを込めました。 
リサイクル 紙プラその他 みなできる 

つかさ 
【コメント】紙やプラスチックのリサイクルなら誰でもできるので、環境を守

ってよくするために簡単なリサイクルから頑張ろう。 
今のため 未来のために 過去すてる。 

リョウタ 
【コメント】今と未来に進むには、過去を捨てないといけない。 

悲しみを みんなの元気で ふきとばせ 
リョウタ 

【コメント】悲しさをみんなの元気で吹き飛ばすくらいの元気が必要。 
笑ってる 笑ってないと 目から水 

リョウタ 
【コメント】友達のお別れは笑ってしたいけど笑ってないと泣いてしまう。 

いらないもの すぐには捨てず リサイクル 
Meri 

【コメント】いらないものがあっても、すぐには捨てずに、いる人にあげたり

リサイクルすればいい。 
新しい ノートや紙は 少しざらざら 

Meri 
【コメント】リサイクルした紙は少しざらざらしている。 



チラシのね うらはいつも メモだらけ 
Meri 

【コメント】紙の裏を使ってメモを書いて、むだ使いをしない。 
通信費 長く使わず 節約を 

成田 大晃 
【コメント】ゲームや携帯など必要のない時に使ってしまうことが多くなって

きたので、むやみに使わずに通信費を削減しよう。 
リユースで すてきな靴を 買えました 

成田 大晃 
【コメント】リユースの靴や服などを買うことが出来ることをみんなに知って

もらいたい。 
いらないと 思ったらすぐに リユースだ 

成田 大晃 
【コメント】家にいらないものがあった時、捨てるともったいないのでリユー

スして違う人に使ってもらった方がいい。 
無意識に うちでもやってた エコ活動 

中野 未有 
【コメント】あまりエコ活動をしていないと思ったけど、マイバックや詰め替

えものの利用など、無意識にしていることが多かった。 
マイバック つめかえ利用で 安くすむ 

中野 未有 
【コメント】今はレジ袋をお金を出して買わなきゃいけないし、詰め替え物は

容器の分安くなっているし、エコだしお金もかからなくていいことが沢山。 
意外とさ 早寝早起き エコだよね 

あやぽん 
【コメント】早寝すれば電気をつかわないし、早起きすれば明るい。 

アイスをね いっぱいたべたら すずしいよ 
あやぽん 

【コメント】クーラーの必要なし。 
元気な子 すごく環境に やさしいよ 

あやぽん 
【コメント】よく外で遊んでいるから省エネだ。 
 



生き物の いばしょが消える 環境破壊 
竹山 拓海 

【コメント】現代はどんどん生き物の居場所が消えているので、どうにかしな

いと。 
れいぞうこ はやくあけて はよしめる 

竹山 拓海 
【コメント】そのままです。 

気づいたら すぐに消そう むだな電気 
久野 結以菜 

【コメント】階段や部屋の電気がついたままだったりすることが多いから、気

づいたらすぐに消す。小さなことでも節電する。 
もったいない その言葉を なしにする 

久野 結以菜 
【コメント】「もったいない」という言葉を聞かないように、もったいないこと

をしないようにする。 
森林は 地球の宝 守ろうよ 

あやの 
【コメント】最近は森林伐採が行われていて自然が壊されていくから守ってほ

しい。 
エコバック 持っていこうよ お買い物 

あやの 
【コメント】エコバックを使えばビニール袋を使わずにすむ。 

ＣＯ２ 皆のために 減らそうよ 
あやの 

【コメント】地球温暖化を防ぐために自分たちが生きていくためにＣＯ２を減

らす必要がある。 
トイレでは しんなしペーパー 使いましょ 

 どこの部分も 使えるよ 
ぐみ 

【コメント】芯なしのトイレットペーパーを使えばゴミが出ない。 
 

 

 



水道代 水道管しぼって 節約だ 
 ちょろちょろりんちょろ ちょろちょろりん 

ぐみ 
【コメント】水のむだ遣いが気になるなら、水道管からしぼってしまえばいい。 

ポイ捨ては よくやるけれど 止めないと 
Ｍ．Ｒ 

【コメント】ポイ捨ては地球にマイナスなことだけど人々は良くやっているの

で、自分もこの機会にやめよう。 
温暖化 このままいけば ヤバイよね 

Ｍ．Ｒ 
【コメント】一人一人が意識して少しでも温暖化を止めないとマズイ。 

洗い物 この１（ワン）プッシュが 川汚す 
伊藤 修斗 

【コメント】必要以上に洗剤を使っているところを見て、必要最低限にすれば

自然は汚れにくい。 
木々たちが 鳴らす歌声 消されてく 

伊藤 修斗 
【コメント】どんどん自然が消されていっていることを知り、木々たちが出す

音を歌声と感じ、癒されるから消されたくない。 
ポイ捨ては 環境汚すし 心も汚す 

伊藤 修斗 
【コメント】ポイ捨ては環境は汚れるし、それを見た自分も嫌な気持ちになり

心も汚れたから、ポイ捨ては良くない。 
買い物に いつも持ってく エコバッグ 

夏原 十弥 
【コメント】買い物に行くときはエコバッグを持っていき、ゴミとなるビニー

ル袋はもらわないようにして、地球にやさしい環境を作ろう。 
地球の緑 破壊しないで 育てよう 

夏原 十弥 
【コメント】植物を大切にしないとあっという間に地球温暖化がすすんでしま

う。植物を大切に。 
 

 



牛乳パック きれいに洗って リサイクル 
夏原 十弥 

【コメント】牛乳パックを捨てずにさらにきれいに洗って再利用する。すると

燃やさずに済んで地球にやさしいエコになります。 
電気は つけたら消そう 節電だ。 

岡田 ガブリエレ 
【コメント】節電のために部屋を出るときは少しの間でも消そう。 

歩くのも りっぱな運動 ダイエット 
岡田 ガブリエレ 

【コメント】自動車より地球にやさしい。運動もできるしダイエットにもなる。

メリットがたくさん。 
移動はね 一緒のほうが 楽しいよ 

岡田 ガブリエレ 
【コメント】車をたくさん使うより、バス一台を皆一緒にのった方が地球にや

さしい。 
扇風機 こっち向かれると ちょっと怖い。 

黒田 航太郎 
【コメント】故障なのか、首を振らない扇風機があって、ふと見上げるとそれ

が人の顔に見えてびっくりした。 
夏は嫌い エアコン効きすぎ 夜暑すぎ 

黒田 航太郎 
【コメント】エアコンを使いすぎると寒いし、外に出たりすると一転暑いし、

夜も暑さが引かない。温度差で風邪をひきそう。 
習い事 もらったうちわは 超重宝 

黒田 航太郎 
【コメント】習い事でもらった白のうちわがすごく便利。エアコンと併用して

涼しい風を自分に当ててクールダウン。 
ポイ捨ては 絶対しては いけないよ 

六浦 朱里 
【コメント】ゴミ箱というのがあるのに、ポイ捨てはダメ。 

ポイ捨てを したあなたは 悪い人 
六浦 朱里 

【コメント】ポイ捨てすることで、あなたは日本の地球の敵。イコール悪い人。 



リサイクル 地球の平和 守るため 
六浦 朱里 

【コメント】リサイクルをすることによって環境が良くなるから「地球を守る

ために」を目標にしようと思いました。 
クーラーＯＦＦ エコ活動の 第一歩 

田邊 隆馬 
【コメント】余分な時にクーラーを使わないようにすると、エコ活動になる。 

ひなたぼっこ ねことともに 太陽光 
エネチャージ 

【コメント】日が温かくで一緒に浴びてる太陽光と猫２匹。ひなたぼっこして

いる最中。 
かざぐるまと 回る大きい かざぐるま 

エネチャージ 
【コメント】自分の風車が回ってる。次は風力発電を大きい風車にたとえ、２

つとも風と一緒に回っていることが伝えたい。 
でんきけす こころもからだも 省エネだ。 

エネチャージ 
【コメント】仕事に疲れて帰ってきてベットに寝ころび、眠くなって電気も消

して体も休むための準備をしている。 
早寝する 電気は小（省）エネ ぼくは大だね 

水口 昴平 
【コメント】早く寝ることによって電気も早く消され省エネになり、早く寝る

ことによって、身長も伸びて大きくなる。 
くせになる 買い物みたら エコマーク 

ゆめた ゆめこ 
【コメント】同じような商品でもエコマークがあるものを自然に選んでしまい

ます。 
負けないぞ 今日も開催 分別祭 

ゆめた ゆめこ 
【コメント】地味に韻を踏んでリズムを構成しています。分別を正しくして一

つでも多くのものが再利用されたらうれしいです。 
 

 



今日もまた 上着も下着も おさがりだ 
ゆめた ゆめこ 

【コメント】姉の上着や下着をお下がりで着たりすることがある。 
エコくらし それが自分の エゴ（エコ）イズム 

中島 隆景 
【コメント】エコな暮らしをする人は気配るができエコ意識の高い人。それを

「エゴイズム」とエコ暮らしの「エコイズム」をかけてみました。 
リサイクル あなたの近くに あるかもね 

中島 隆景 
【コメント】リサイクルによって新たな製品になったものはいくつも存在する。

そしてそれはみんなの近くにもあるかもということを表現してみました。 
エコ運動 参加するのは ええ子（エコ）やな～ 

中島 隆景 
【コメント】エコ運動に積極的に参加する人は心がきれいな人。いい人だとい

うことを「エコ」と「ええ子」でシャレのように考えてみました。 
レジ袋 資源の無駄だよ 一枚でも 

なまけもの 
【コメント】一人でもエコバッグにしたら、資源の無駄を防げる。 

まあいいや そのポイ捨てが 悲しいよ 
なまけもの 

【コメント】まあいいかとゴミをポイ捨てして、それをたくさんの人がやった

ら環境が汚れて地球がもっと悲しむ。 
あと１℃ その１℃がね 無駄になる 

なまけもの 
【コメント】もっと涼しくなりたくてエアコンを１℃下げたらその１℃が電力

のむだになって、地球温暖化の原因になる。 
ガス代は 高くつかうと こまっちゃう 

摺木 弥佑 
【コメント】ガスを使いすぎてしまうということは水道代、電気代も使いすぎ

てしまうことと同じだ。 
水分は 私にとって 命です 

摺木 弥佑 
【コメント】水は人のことを助けています。人も水を助けるべきではないか。 



節電は 自分家族も いい経験 
摺木 弥佑 

【コメント】自分と家族はこれからも節電をしていくことになるし、節電する

ことで何かのためになる。 
いりません バック片手に どやがおだ 

みーく 
【コメント】お買い物の時に袋をもらわないように私はバッグがあるんだとド

ヤ顔で店員に見せつけるところを想像した。 
おちている ゴミがあるなら リサイクル 

みーく 
【コメント】公園や道に落ちているごみはもしかしたらリサイクルできる。 

リサイクル みんなが笑顔 良いことだ 
みーく 

【コメント】リサイクルは良いことだし、使いまわしができるのであればみん

なが笑顔になれる。 
またですか ペットボトルは ぶんべつを 

長度理 さきな 
【コメント】ペットボトルはラベルとキャップをはずしてゴミに出さないとい

けない。 
きょうはね なまごみだから おぼえてよ 

長度理 さきな 
【コメント】いつどんなゴミを出すのかわからないといろんな人に迷惑がかか

る。 
たのみます ゴミはちゃんと ぶんべつを 

長度理 さきな 
【コメント】ゴミはちゃんと分別しないとゴミ収集の人たちに迷惑がかかる。 

使えない ものも捨てずに ３R 
尾林 舞 

【コメント】使えなくなったらすぐ捨てるのではなく、リユース・リデュース・

リサイクルを心がけよう。 
 

 

 



ポイ捨てが ちりも積もれば 環境破壊 
尾林 舞 

【コメント】ちょっとだからポイ捨てしてもいいという人が増えると少しのゴ

ミでも積み重なって大量のゴミになってしまう。 
身の周り 少しの工夫で エコモード 

尾林 舞 
【コメント】普段の生活から、節約をこころがけたり工夫できるところは工夫

すれば少しでも地球を大切にできる。たくさんの人がそうすれば今より温暖化

などは減る。 
窓開けて 電気消したら ほらすずしい 

加藤 未来 
【コメント】窓から風が入って暗くしてるから熱が発生しなくて涼しくてすむ。 

エアコンを 二十八度に まだ暑い 
加藤 未来 

【コメント】２８度にしても暑い日だと全然涼しくない。 
熱帯夜 家族みんなで 寝る夜さ 

加藤 未来 
【コメント】１つの部屋にクーラーをつけてみんなで寝ればエコになる。 

酸素はね とってもやさしい みんなにね 
松岡 

【コメント】地球のだれにとっても酸素は必要だから。 
無だづかい どんどんあったまる 地球が 

松岡 
【コメント】エネルギーなどのむだ遣いでＣＯ２が増えて地球が温まる。 

エアコンの つけっぱなしに 要注意 
木村 莉子 

【コメント】夏はボーっとしていてよく忘れがちだけど、温度を工夫したりし

っかり切って出かけよう。 
暑いけど 頑張りましょう 自転車で 

木村 莉子 
【コメント】暑くて車を使いたくなるけど、少しがんばって自転車を使うと、

地球にも優しい。 
 



見つけよう エコで冷しい 過ごし方 
木村 莉子 

【コメント】暑い夏でも、少しの工夫で電気を使わなくても涼しく過ごせると

いいな。 
暑い暑い がまんでせってい 二十八度 

ざき 
【コメント】暑いけれどがまんして、エアコンの温度をエコモードの２８度設

定するときの気持ち。 
てっていし 節水・節電 節約だ 

ざき 
【コメント】徹底的に節約をする。 

ぼくらをね 暑さから守る 葉の力 
ざき 

【コメント】グリーンカーテンのすごさを伝える思い。 
くつをはき 何年たったら やぶれるか 

アサノ ユウキ 
【コメント】靴は意外に丈夫だからやぶれにくい。 

チョークに いたみつけられ いい年だ 
アサノ ユウキ 

【コメント】チョークを使うときになる黒板の気持ちになった。 
かんかんと 音かなでると あきかんと 

アサノ ユウキ 
【コメント】ポイ捨てする人に対する気持ちです。 

かいもので 今ではじょうしき エコバック 
竹内 朱季 

【コメント】最近、スーパーへ出かけたら、ビニール袋を購入しているのがぼ

くだけで、今ではエコバックを持つのが常識だなと感じた。 
一番の 働き者は 太陽光 

齋藤 千裕 
【コメント】太陽光は３６５日休まずずっと発電してるので「誰よりも働き者

だよ」という川柳。 
 

 



ＬＥＤ 明るく長持ち そして安い 
齋藤 千裕 

【コメント】ＬＥＤは明るくて長持ちするし安いからゴミを減らせるし、財布

にも優しい。 
分別を しようと思うと ゴミが無い 

齋藤 千裕 
【コメント】ごみの分別をやってみようかなーと思ったが、ごみがもう出され

ていた後だった。 
エネルギー あまり使うな 現代人 

ダニエル パウエル ジョージ マイケル 
【コメント】少しでも無駄なエネルギーは使わないことを願って。 

森の中 気温が低い ザ・自然 
444 

【コメント】自分が体験して思ったこと。 
自然との 大切なもの 天然水 

444 
【コメント】普通の水とダムからとった天然水は全く違う。 

山の奥 森林の中 空気良き 
444 

【コメント】よくコマーシャルなどで、空気がおいしいねというのを聞いて思

いついた。 
分別を したら地球に やさしいよ 

海 
【コメント】分別したらきっと地球にやさしい。 

にごり水 きれいにしよう みんなでね 
海 

【コメント】ごみなどが捨てられてにごっている水。みんなでごみを拾えばき

れいな水になる日が来る。 
エコバック 持ち歩くとね エコですよ 

海 
【コメント】エコバックを買い物の時持ち歩いたらエコ。 
 

 



買い物は エコバックをもって 行きましょう 
ギルキス 

【コメント】買いものするときはエコバックを持っていれば袋をもらわずにす

む。 
外出は 水筒もって 出かけよう。 

ギルキス 
【コメント】ペットボトルを買わずにすむ。 

あきかんは 姿をかえて 会いに来る 
横井 佑希 

【コメント】リサイクルされてまた戻ってくる。 
せんぷうき つけるときには ほかのけす 

三江 蓮平 
【コメント】扇風機を使うときはほかに使っていない電気を消して節約する。 

夏来ると 冷房つける 環境悪化 
小島 菜美 

【コメント】冷房を使い過ぎると二酸化炭素が増えてしまうから、必要最低限

でクーラーを使い省エネモードなどにして居心地のいい環境を作ろう。 
クーラーを エコ自動から 切り換えた 

小島 菜美 
【コメント】クーラーをエコ自動で使っていると、外気温が高すぎてクーラー

の運転を冷房に切り替えてしまい、その場のことしか考えていなかったけど、

経済的にも環境的にも悪いから気をつけよう。 
家すずしい 電気代増し メリット少々 

小島 菜美 
【コメント】クーラーは外が暑くても家が涼しいから良いことが多いと思いが

ちだけど、実際は電気代が高いなどデメリットが多くメリットは少ない。 
リサイクル みな協力をして 良い気持ち 

ハヤミ 
【コメント】みんなが協力してごみひろいを手伝いあって頑張り、最後はしっ

かりできて気持ちが良くなってリサイクルをしていって欲しいです。 
 

 

 



紙切れも 色んな資源に 変身だ 
ハヤミ 

【コメント】小さな紙切れも何個かあれば再利用ができて役に立つからゴミ箱

にあまり捨てないようにしてほしい。 
おっとっと まだ使えるのに もったいない 

ハヤミ 
【コメント】ボールペンのインクやケチャップなどまだ残っているのに捨てる

のはもったいない。 
未来には きれいな地球を プレゼント 

ハヅキ 
【コメント】ＣＯ２による地球温暖化が進む中、それでも次の世代に子供達に

はきれいな地球を送りたい。 
泣いてるよ じゃ口開いてる 水道が 

ハヅキ 
【コメント】閉め忘れているじゃ口が悲しんでいることを表現した。節水など

が小さな子供にも分かってくれたらうれしい。 
俺エコバ（ック） あれあれ君まだ レジ袋？ 

ハヅキ 
【コメント】エコバックの方がかっこいいことを表現した。今度主流がエコバ

ックになればよい。 
電気代 節約すれば あら安い 

夕張りメロン 
【コメント】料理やエアコンなどで使う電気代は節約すればとても安くなり便

利です。 
水道は 一滴一滴 水の命 

夕張りメロン 
【コメント】水を一滴一滴大切にして用が済んだらすぐ水を止める。 

昼は窓 夜はエアコン いい夜だ 
夕張りメロン 

【コメント】昼は節約して夜はいい環境で過ごせるように、エアコンをつけて、

昼は節約をできるだけしよう。 
 

 



おかいもの もっていくもの エコバック 
エコ 

【コメント】お買い物に持っていくもので、大切なのは１．サイフ、２．エコ

バック。 
きづいたら ゴミをひろって ゴミばこへ 

エコ 
【コメント】公園に落ちているごみを気づいたら拾ってゴミ箱に入れていた。 

ゴミバコに 紙と生ゴミ べつべつに 
エコ 

【コメント】紙と生ごみを別々にしていく気持ちこそがエコ。 
守ろうよ まずは身近な 緑たち 

ラモス・ジョン・パウエル ビーフ 
【コメント】いきなり自然全体を考えるのは難しいから、まずは身近な小さな

自然をしっかり考える。 
全体が 一つになるとき いい環境 

ラモス・ジョン・パウエル ビーフ 
【コメント】みんなが協力してしっかり考えればきっと自然といい環境が生ま

れてくる。 
自然たち 切られ燃やされ 泣いている 

ラモス・ジョン・パウエル ビーフ 
【コメント】自然の緑が人によって失くされていき、温暖化が進んでいて逆に

それを止めるのも人ががんばるしかない。自然を泣き止ましてあげよう。 
まちのかんきょう 左右するのは 人しだい 

マモこ 
【コメント】人たちがゴミをそこらへんに捨てなければきれいな街。 

ゴミ海に すてれば海が けがれてく 
マモこ 

【コメント】ゴミがすててある海は、全てみんなへんな色があった。 
ゴミすては まちのかんきょうを よくするね 

マモこ 
【コメント】ゴミをそこらへんに捨てていると町の環境が素直に変わる。 
 

 



これもエコ ペットボトルの ふたあつめ 
照井 小晴 

【コメント】こんな小さなことでもエコにつながる。 
エコバック レジで一言 いりません 

照井 小晴 
【コメント】レジの前で「袋入りません」と言っている人がいた。レジの方の

「ありがとうございます」と気持ちよさそうでした。 
エコエコと 考えてみると ＮＯばかり 

照井 小晴 
【コメント】エコとは考えてみるとあれはダメ、これはダメと「ＮＯ」ばかり

出てくる。 
その家電 節電で阻止 温暖化 

もやしメガネ 
【コメント】省エネをすることで地球温暖化を少しでも止めよう。 

許さない 無意識水の 無駄づかい 
もやしメガネ 

【コメント】水の出しっぱなしを断固許さない。 
すぐエアコン 猛暑以外は 不必要 

もやしメガネ 
【コメント】そこまで気温が上がっていないのに、暑いからと言ってエアコン

をつける必要はない。 
捨てないで リサイクルしよう アルミ缶 

ピッツァ 
【コメント】アルミ缶はすぐに捨ててしまうけど、リサイクルができるからし

よう。 
さしたまま もったいないよ コンセント 

ピッツァ 
【コメント】使っていないコンセントは抜いておこう。 

プレゼント エコをはこぶよ エコバック 
ピッツァ 

【コメント】エコバックを使うとエコにもなるしたくさんの荷物も運べます。

荷物にはエコと欲しいものが入っているのでプレゼントだと思いました。 
 



電気オフ こまめに消して ムダをオフ 
将棋 

【コメント】使っていない部屋などの電気を消してムダなエネルギーを減らそ

う。 
 エコバック ビニールよりは かっこいい 

将棋 
【コメント】レジでビニール袋をもらうのではなく、エコバッグを使ってみよ

う。 
始めよう 未来のために ３R 

将棋 
【コメント】未来のためにリサイクル・リデュース・リユースを始めてエコを

実現しよう。 
 

※コメントについて、ふなエコ事務局で一部修正をしている場合があります。 

※エコ川柳作品は、原文のままです。 


