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５・６年生

エコとれーにんぐ②

２０２２．６月大変身！〇〇がエネルギーに？！

いー ・ だぶりゅ ・ しー

5/30　春風小学校　火おこし体験活動報告
ほうこく

小学校

年　　　　組

名前

注意

※新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、中止または内容が変更になる場合があります。

                             例えば「バイオマスエネルギー」。

　　　　　　　　　　生ごみなどを 燃やす時に出る熱を

　　　　　　　　　　利用してエネルギーを生み出す方法で、

　　西部総合しょ理センター（西宮市のごみしょ理し設）や

　　全国の 大きな清そう工場などでも 採用されています。

■牧場でたくさん出る 牛のフンを集めて

　エネルギーを生み出す方法

■ラーメン屋さんで残った とんこつスープに

　ふくまれるラード（ぶた肉から作る油）を

　使って トラックの燃料にする方法。

■すてられるうどんを回収して 発こうさせ、 

　電気を作る　「うどん発電」

このほかにも

など、 色々なごみを エネルギーに変えられないか、

試行さくごしながら 開発されています。

みなさんなら、どんなごみや いらないものから エネルギーが

作れると 思いますか？ 自由な発想で 考えてみましょう！

日本では、本来なら すてるだけのごみや 

いらないものを活用して、エネルギーを

生み出す技術が さかんに 開発されています。
ぎじゅつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 も

　　　　　　　　　そう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 せつ　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  さい

ねん

グループに分かれ、火おこしを

しました。メンバーが協力した

ことで、ほとんどのグループで

火をおこすことができました。

最後はマシュマロを

焼いて食べ、ふりかえり

をしました。

エコ・トレード活動
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につなげよう 参加クラス
ぼ集中！

6/30 まで

エコ・トレード活動後は 

EWC かんきょうパネルてん（２月）

に 作品を出して、

たくさんの人に 伝えよう！

今まで こんな活動に 活用されました
・「ミニトライやる」にチャレンジ

・やってみようエコクッキング

・外国の食文化を学ぼう

・防災について考えよう

・戦時中のくらし体験　

　　　　　　　…など

2019 年に出品された
段上西小のエコ・トレード作品

これまでに  のべ  ４９０クラス が参加。

自分たちが 社会に対して できることを考え、

行動してきました。

エコ・トレード活動は、クラスのみんなで 協力して

集めたエコスタンプやサインを 活動資金 5000 円と

交かんし、そのお金で 社会に役立つ取り組みに

チャレンジする活動です。

みなさんの住む まちや国、世界は どうすれば

より幸せに、過ごしやすくなると 思いますか？

いろいろな角度から、できるところから

　　　　　　　　　　　 はじめてみましょう。

エコ・トレード活動は SDGｓにも つながっています。

みなさんの活動が つながっていけば、2030 年の

SDGs のゴールに 向けた、大きなパワーになります。
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いろいろな角度から 見てみよう 
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クラスで相談して決めてね。チャレンジ、待ってるよ～！

まめちしきプラス　あなたは分かる？　ごみクイズ

海のごみのうち、川から流れてくる ごみの量は

どのくらいでしょう？

① 海のごみの半分より少ない

② 海のごみの半分くらい

③ 海のごみの半分より多い

こたえはうら面に

し

す

ぼうさい

この「エコとれーにんぐ」は「EWC かんきょうパネル

てん」にてん示したり、EWC ニュースやホームページ

で しょうかいすることがあります。「てん示」や「しょ

うかい」をしてほしくない人は、四角に × をかいてね。↑↑↑
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●発　　　　 行　　西宮市環境学習都市推進課

●連　 絡　 先    西宮市環境学習サポートセンター（EWC事業担当） 

　                     〒662-0832　西宮市甲風園1丁目8－1          

　　　　　　　　　  　TEL：0798-67-4520　FAX：0798-67-4523

●事業受託者　  NPO法人こども環境活動支援協会

ＥＷＣホームページ

http://ewc.leaf.or.jp

情報もりだくさん！ 

エコとれーにんぐ②

２０２２．６月大変身！〇〇がエネルギーに？！

エコカードの「家庭やお店で」のらんにある

「エコとれーにんぐ②」に 自分でサインをして、

この紙だけを 切り取って先生にわたそう。サ
インす

る

自分で
取
り組んだら

「こんなものだったら、エネルギーが作れそう！」

「いらないものを 活用できたらいいのに」と 思うものと

その理由や おすすめポイントを かこう。

エネルギーに活用できそうなもの

理由や おすすめポイント

エネルギーに活用できそうなもの

理由や おすすめポイント

えんえんパワーから発電できたら
いいのにな～

おもて面
ごみクイズの
こたえ：③

EWC ニュース 1 号に

のっていた、

エコとれーにんぐ①の 

ひらめきヒント は

EWC のホームページ

（http://ewc.leaf.or.jp）

に のせるよ。

◆夏休みエコいえ作り体験ワークショップin船坂◆
日　時：８月７日(日)10:20～15:40
内　容：いえキットを使って家の模型を作ることによって、自然と共生す

　　　　る住まいについて楽しく学んでもらうワークショップ形式のイベ

　　　　ント（夏休みの工作にもお勧め）

場　所：船坂里山学校(旧船坂小学校) ランチルーム

　　　　（西宮市山口町船坂2048－2）

定　員：15組 （小学5～6年生と保護者）※申込み多数の場合は抽選

参加費：￥500/1セット（模型キット代）

持ち物：弁当、飲み物、模型に使う工夫材料 、はさみ、カッターなど

＜申込み・問合せ＞西宮市 すまいづくり推進課　TEL：0798-35-3772

　市ホームページの専用フォームにて　7/7(木)17:30まで受付

次回は９月にクラスに１まい

「ＥＷＣポスター」を

おとどけします！お楽しみに♪

パソコンなどから

見てね！

◆親子で挑戦！エコ・クッキング◆
日　時：７月３０日(土)10:00～14:00（現地集合・現地解散）
内　容：毎日のくらしの中でできる「地球に優しい暮らし方」をお料理で 

　　　　学んでみませんか？

場　所：大阪ガス ハグミュージアム （大阪市西区千代崎3丁目南2-59）

定　員：8組 16名　小学生と保護者（保護者参加必須）

参加費：無料（参加記念品付き）

持ち物：エプロン、手ぬぐい、三角巾、マスク、飲み物

＜申込み・問合せ＞西宮市 環境学習都市推進課　TEL：0798-35-3818

　お電話でお申し込みください。　受付期間：6/24(金)  ～ 7/22(金)

　定員を超えた場合は抽選

◆夏休み企画◆
甲子園浜を知ろう！生き物観察＆クリーンアップ作戦
日　時：８月１１日(木)山の日 9:30～12:00（受付開始 9:15～）
内　容：甲子園浜にはいろいろな生き物がいます。

　　　　生き物の観察や浜のごみ拾いを通して、生き物の住みやすい

　　　　自然環境を親子で考えましょう！夏休みの自由研究にも。

場　所：甲子園浜　　　

定　員：先着10組　7/8(金)〆

参加費：親子1組500円（お土産付き）

　　　　※参加者には詳細（集合場所・持ち物など）をお知らせします。

　　　　※子どものみの参加不可、幼児は保護者がみていてください。

主　催：生活クラブ　サステイナブル・フェス　in兵庫　実行委員会

＜申込み・問合せ＞

　生活クラブ生協　組織部　担当 永田

　TEL：078-904-3389

　（月～金 9:00～17:00）

イ ベ ン ト 情 報

西宮市貝類館の催し

貝類館HPから

WEBフォームでも

申込みできます。

●申込方法●

イベント名、第一・第二希望の

時間（複数回実施の場合）、参

加者全員の人数、氏名、年齢、

住所、電話番号、作成個数を明

記の上、ハガキまたはFAXにて

下記へ。応募多数の場合抽選。

西宮市貝類館

〒662-0934　

西宮市西宮浜4-13-4

TEL/FAX：0798-37-0485

※貝類館は、別途入館料が必要です。

　小・中学生はのびのびパスポート、

　ココロンカード持参で入場無料となります。

https://www.nishi.or.jp/bunka/

　　　　 bunka/kairuikan/index.html

あそび
に

来てね
！

小学生はエコカード、中学生～大人は
市民活動カードを持って参加してね！

◆甲子園浜海浜清掃◆
日　時：７月１７日(日)10:00～11:00（現地集合・現地解散）
内   容：ブルーサンタになって甲子園浜を清掃しよう！

集合受付：浜甲子園1丁目あずまや

申込受付：申し込みは必要ありません。当日集合場所へお越しください

問 合 せ ：NPO法人海浜の自然環境を守る会 TEL: 080-2568-9709

①イカの体のしくみを学ぼう！
日　時：７月９日(土)
　　　 10:30～12:30
　　　 14:00～16:00
場　所：貝類館学習室

講　師；貝類館学芸員 渡部哲也　

定　員：各回8組（小学4年生以上）

参加費：500円

申込締切：6/27(月)

②二枚貝のキーホルダー作り
日　時：７月１６日(土)
       10:30～11:00
　　　 13:30～14:00
　　　 15:00～15:30
場　所：貝類館学習室　

定　員：各回8組

　　　　（小学生未満要保護者）　

参加費：300円/1人

　　　　（小学生未満要保護者）

申込締切：7/4(月)

★マークは、環境学習都市にしのみや・パートナーシッププログラム認定


