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ブック①と②の
表紙の絵には、

６つのちがいがあるよ！
さがしてね！

す

てる
ものかな

おうち時間を見直して

エコなくらしを考えよう！



１

食と わたしたち ホップ

エコとれーにんぐ⑧ エコカード限定版に 書きこもう！

日本の食たくに欠かせない小麦や大豆は、上の表では食料自給率がとても低いことが分かるね。

小麦や大豆から作られているものを、いくつ見つけられるかな？ 思いつくだけ書いてみよう！

わたしたちの食たくは外国に支えられている　～食料自給率の低い日本～

米（主食用） 小麦 大豆 牛肉 魚かい類 果物

出典：2015 年 財務省貿易統計ほか
（５年生社会教科書より）

出典：農林水産省「令和元年度
　　　食料自給率について」
　　　（カロリーベース）

15.1%7.0%

日本産　  外国産グラフの見方

元気の源、食べ物たち

　わたしたちは毎日食事をします。好き

きらいはありませんか。ごはんは元気に

動くためのエネルギーになったり、おや

つは楽しい気持ちになったり、食べ物に

は色々な役割があります。

　今回は食べ物とわたしたちのくらしに

ついて考えよう！

（例） （例）

体をつくる
もとになる

バランスよく
食べているかな？

ご
はん・パン・いも

など

野菜・果物など

体の調子を
整える

動くための
力になる

肉・魚・卵など

５年社会
P66- わたしたちの食生活を支える食料生産
P114- これからの食料生産

教科書

ま

めま
めちしき

ちがいが分かるかな？

その日までは食べられる日にちのこと。肉など

の生ものや、売っている弁当など料理されたも

のに表示されている。傷みやすいのでその日ま

でに食べきろう。

おいしく食べられる期間のこと。おかしやかん

づめ、冷とう食品などに表示されている。すぐ

に食べられなくなるわけではないけど、早めに

食べよう！

賞味期限 消費期限

　いつも食べているものが、どこで作られたか知っていますか？野菜売り場では日本各地の産地が書かれ

たラベルが多く見られますが、果物や肉や魚、かんづめなどの売り場では外国産の食品もたくさんあります。

　「食料自給率」とは、自分の国の食べ物が、自分の国で、どのくらい作られているのかを示したものです。

日本では多くの食べ物を外国にたよっています。下の食べ物の食料自給率は何％かな？ 線でつなごう！

米の食料自給率は

９８％。他の

食べ物はどうかな？

ヒント

40.6% 49.5%39.5%

みなもと

たまご

やくわり

いた

P115‐を
チェック！



２

ステップ

ハウスキュウリのエネルギー　～「しゅん」の食べ物～

出典：社団法人資源協会「家庭生活のライフサイクルエネルギー」および JCCCA より作成

　キュウリやトマトは一年中スーパーで買うことができますが、もともと野菜や魚は種類によってとれる

季節が決まっています。これを「しゅん」といいます。夏が「しゅん」のキュウリを冬に収かくするためには、

ビニールハウスを使ってハウスの内部を温めて作るため、多くのエネルギーが必要です。

サンマが一年中売り場にあるのは、

「しゅん」の秋にとれたものを

冷とう庫で保管して売っているからだよ。

冷とう庫もエネルギーを

たくさん使うね！

キュウリを１kg作るのに必要なエネルギー

温室でつくられたキュウリ

夏・秋に外の畑でつくられた「しゅん」のキュウリ

光熱エネルギー  76%

農薬・薬ざい  3%

肥料
12%

その他
9%

20
%

41
%

25
%

14%

約 5054 キロカロリー

約 996 キロカロリー

食べ物の生産地から、消費される食たくまでの輸送にかかった「きょり×重さ」を表しています。

外国産の食べ物を運ぶためには、船や飛行機などたくさんのエネルギーが必要です。

日本のフードマイレージは、なんと世界１位！

それだけたくさんの食料を輸入し、エネルギーも消費しているのですね。

ま

めま
めちしき

「フードマイレージ」とは

エコとれーにんぐ⑨ エコカード限定版に 書きこもう！

あなたの家にある食べ物がどこから来たものか、商品のパッケージやラベルを見て、

産地を調べよう！ 日本国内なら「○○県（都・道・府）産」、外国から輸入されたもの

なら「原産地：□□□」などと書かれているよ。またその食べ物の輸送手段を自分で想

像して書いてみよう！

しゅだん

食べ物はどこからやってくる？　～食のつながり～

　あなたの家の周りに田んぼや畑はあるかな？ 牛やぶたを飼っている牧場や、食べ物を作っている工場は

どうかな？ 食べ物は近くの畑だけでなく、外国など遠くからも、様々な方法で運ばれてきます。

　また食べ物がわたしたちの口に入るまでには、育てたり、運んだり、作ったりと、たくさんの人が関わっ

ています。

遠くから来るものほど、運ぶための

エネルギーもたくさん必要だね！

５・６年家庭
P23- 資料　旬の野菜といも
５年社会
P56- 高い土地のくらし

教科書

しゅう
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ジャンプ

エコとれーにんぐ⑩ エコカード限定版に 書きこもう！

あなたがこれからチャレンジしたい、食べ物を大事にするためにできることを考えよう。

食品ロスから考える、わたしたちと世界

　生ごみの中には、期限が切れて手をつけずに捨ててしまったものや、食べ残したり、食材としてまだ

使えるのに捨てたものなどがあります。これらを「食品ロス」といいます。

調理くず
77％

手つかずの食品 16％

消費期限切れ

食べ残し 使えるけど捨てた

生ごみ
23％

その他プラ
16％

その他
8％

紙ごみ
40％衣類・身のまわり

4％

せん定枝など
9％

食品ロス
23％

ま

めま
めちしき

　日本で毎日多くの食品ロスが出ている一方、

世界人口の約９人に1人が栄養不足と言われています(２０１８年度）。

また発展と上国では、栄養が足りずに５才まで

生きられない子どもが年間５３０万人います（２０１９年度）。

食べたくても食べられない　～世界の食料事情～

はってん

伝統料理を見直そう　～日本と世界の食の工夫～

　各地域の伝統料理は、その土地の食材が多く使われており、食べ物を大事にしてきた人の知恵が感じら

れます。また外国の料理にもその国にある食材が使われています。このように地域でとれる食材を使うと

エネルギーも少なくてすむので、地球にやさしいと考えられます。

冬は寒いので体を温める

食材が使われている。

食べ物で工夫して体を

温めるのもエコ！

他の料理も
調べてみよう！

キムチ～かん国

海に囲まれた国ならでは

すし～日本

出典：UNICEF　2019 年度世界の食料安全保障と栄養の現状
　　　UNICEF 報告書   2019 年度版　子どもの死亡における地域（開発レベル）別の傾向

日本では年間612万トン、

1人あたり、毎日お茶わん約１ぱい分

の食べ物が捨てられています。家庭から出るもやすごみの内訳 家庭から出る生ごみの内訳

この地域でよくとれる

トウモロコシを使った

料理。地産地消！

タコス～メキシコ

トマトを育てるのによい

気候のため、色々な

トマト料理

がある。

トマトパスタ～イタリア

出典：平成 29 年度推計（農林水産省・環境省）出典：西宮市生活系ごみ（もやすごみ）の組成（令和元年度組成調査）

５年社会
P130- 日本の伝統的な食文化、和食
５年理科
P21- 和食を支えるダイズ
５・６年家庭
P23-「いただきます」と
　　　「ごちそうさまでした」

教科書

見直そう！和食のよさ

日本の伝統的な食文化は地域の食材を生かし、

栄養バランスがよく、季節感を表現したり長期

保存できたりなど食べ物を生かす工夫がたくさ

んあります。平成２５年には和食がユネスコ無形文化遺産に登録

されました。日本と外国の料理のちがいを比べてみよう！

ちいき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ちいき

ほぞん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いさん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 す

す

す
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地球もにっこり「ごみダイエット」 ホップホップ

「資源」が捨てられている！　～紙ごみから見る現状～
しげん　　　　 す

　わたしたちのくらしの中では、毎日色々なごみが出ます。ごみを出さないくらしはで

きませんが、そのごみがたくさんの問題を引き起こしています。地球となかよく、長～

くくらしていくためには、どうすればいいかな？

出典：西宮市生活系ごみ（もやすごみ）の組成（令和元年度組成調査）

ごみがふえると、どうなるの？

エコとれーにんぐ⑪ エコカード限定版に書きこもう！

次の資源ごみは何に生まれ変わるかな？ 書いてみよう！

①新聞紙　 ②段ボール　 ③ペットボトル　 ④食品トレイ　 ⑤アルミかん　 ⑥牛にゅうパック

ヒント：自動車部品、トイレットペーパー、プラスチック製品、紙づつ、作業服、印刷用紙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などなど…

　今のくらしで大切なのは、ごみを出す量を減らすことです。

地球上にあるものには、限りがある

捨てる場所がなくなる

うめ立て地がいっぱいになる

　Ｐ.３の円グラフ「家庭から出るもやすごみの内

訳」をもう一度見てみましょう。紙ごみはもっと

も多く、全体の約 40％をしめます。そのうちリ

サイクルできる紙が約 42% も混ざっています（右

の円グラフ参照）。「もやすごみ」では、紙ごみだ

けでなく、資源になるものも処分されています。

古紙
（新聞・段ボール）

15%

リサイクル
できないもの
（よごれた紙

など）
58％ 雑誌・包装 ・紙類

27％

リサイクル
できるもの

42％

西宮市のごみ（１年間）：168,853 トン

市民 1 人当たり

　量：約 346kg　　

　ごみ処理費用：10,704 円

家庭から出る紙ごみの内訳
うちわけ

毎日約１kgの
ごみを出している!

ごみ処理にはたくさんのお金が必要
しょり

地球温暖化につながる

燃やすときに「二酸化炭素」がたくさん出る

ごみが減れば

ごみ処理にかかる

お金も減り、

その分他のことに

お金が使える

資源がなくなる
しげん

令和元年度（2019 年）実績

しょり

だん

ざっし　　ほうそう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  うち

わけ

　　　　　　　　　しげん　　　　　　　　　　しょぶん

しげん

　　　　　　　 だん

おんだんす

しょり



５

ステップ

海にただよう「プラスチックごみ」

レジぶくろの一生

多くの国で回収されたプラスチックごみのゆくえを知っていますか？

以前は中国をはじめとする外国へ輸出されていましたが、

現在では受け入れる国が少なくなり、行き場を失ったものが

他の国に捨てられるなどして、現地の人々の生活の問題になっています。

ま

めま
めちしき

世界のごみ事情

　今、世界中で海やはまべのごみが大きな問題になっています。特に、軽くてじょうぶで、安く作れる

ために、使い捨てにされるものが多いプラスチックは、落ち葉のように簡単には自然にかえらず、分解

されるまでに数十年から数百年かかるといわれており、その間ずっと海をただよい続けます。

　魚やカメなどの生き物が、小さくなったプラスチック（マイクロプラスチック）をまちがえて食べて

しまったり、捨てられたあみにからまって動けず死んでしまうということもあります。世界の海をただ

ようプラスチックの量は、2050 年までに魚の量を上回るという予測もあります。

わたし
たちに

できる
ことは

…

　２０２０年７月にレジぶくろが有料化されましたが、その一生を知っていますか？

気軽に使えて便利ですが、作って使い、処分するまでには

たくさんのエネルギーが必要です。

はまべに流れ着いたごみ あみにからまったウミガメ砂に混ざったプラスチック
すな

出典：環境省 平成 29 年度漂着ごみ対策総合検討業務

また、運んだり燃やしたりする際に二酸化炭素（CO２）が発生するため、地球温暖化の原因の１つにもなります。

使う 捨てる

分ける

リサイクル

燃やす

海などに流れ着く

作る

運ぶ

再資源化する

石油をほる

運ぶ

灰になる

うめ立てる

しょぶん

しげん

はい

す

おんだん

す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かんたん

　　 かいしゅう

す



６

ジャンプ

ごみを減らし、資源を有効活用するまちへ
しげん

エコとれーにんぐ⑫ エコカード限定版に書きこもう！

あなたができる、ごみの量をへらす工夫を考えよう。

エコとれーにんぐ⑬ エコカード限定版に書きこもう！

エコチャレンジブック①と②で学んできたことは、上の SDGs の 1 ～ 17 のどれに当てはまるかな？

番号を書いて、当てはまるテーマにマルをつけよう。（１つの番号に 2 個以上マルをつけてもいいよ！）

　2015 年に国連会

議で決められた、

2030 年までに達成

すべき 17 の目標で

す。今地球は貧困や

エネルギー、自然破

かいやふん争など

様々な問題であふれ

ています。「だれ一人

取り残さず全ての人

が幸せにくらせる世

界」を目指し、1 人

1 人ができることか

ら取り組もう。

地球の未来を守るための「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」
エス　ディ　　ジーズ

　「３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）」は、ごみ

を減らすために大切です。しかし「リサイクル」は資源

となる材料を分別、選別する手間や、もう一度作り直す

ためのお金もたくさんかかります。まず「リデュース」「リ

ユース」の「２Ｒ」に取り組み、ごみの量を減らそう！

リデュース(ごみを出さない）

リサイクル
（資源としてまた使う）

リデュ
ースが

一番大
事！

リユース（くり返し使う）

１人１日５１ｇのごみを減らすには？

西宮市では２０１６年度と比べて、くらしの中で出るごみの量を１人１日５１ｇ減らすことを

目標としています。こんなことに気をつけてみよう！

出典：第 3 次西宮市環境基本計画 2019 ～ 2028、平成 31 年度西宮市一般廃棄物処理基本計画

ま

め
まめちしき

レジぶくろ(大)…約７ｇ

割りばし…約４ｇ

断る

わ
ペットボトル（５００ｃｃ）…約３０ｇ

紙箱…約２０～４０ｇ　　新聞紙１枚…約２０ｇ

食品トレイ…約４ｇ

分別する

お茶わん１ぱいの
ごはん…約１４０ｇ

残さない

食品ラップ…約２ｇ

使う量をへらす

など

家庭
P32- 持続可能な暮らしへ　物やお金の使い方

教科書

しげん

ひんこん

スリーアール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   しげん

　　　　　　　　ツーアール



ＥＷＣシンボルキャラクターの

さとみちゃんは、

きょうりゅうの

日本では毎日 1 人あたり、

ある入れもの　約１ぱい分の

食べものが捨てられています。

その入れものはなにかな？

サ  コーヒーカップ

ク  ラーメンばち

ラ  お茶わん

エコクイズにちょうせん

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）

住　　　所：〒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

正解のカタカナをならべかえて下の言葉を完成させよう！

    「国内の地域で生産された

  農林水産物を、 その生産された

 地域内において消費する取り組み」

という意味をあらわす四文字熟語です。

□に同じ漢字が入るよ。 どれかな？

2018 年 EWC キャラクター

「回しゅうざむらい」は、

ポイステがきらいで、

まちをきれいにしようと

日本全国を走り回ります。

さて、どれでしょう？

ト　りんご

ケ　いちご

イ　みかん

コ  食　 オ  自  　リ  地

海のゴミのうち、

川から流れてやってくるゴミは

どれぐらいでしょう？

テ  海のごみの半分より少ない

ン  海のごみの半分くらい

ト  海のごみの半分より多い
プ

リ

ン

こたえ：　①　ラ　②　ケ　③　リ　④　ス　⑤　ト　⑥　プ
         　鳴尾地区では昔、

　　　　土地の多くが砂地だったため、

ある食べ物がたくさんさいばいされ、

鳴尾の名産になっていました。

それは何でしょう？

産　　消

日本の伝統的な服「着物」や

「ゆかた」を着たことがありますか？

これには物を大切にする

アイデアがつまっています。

どのようなアイデアでしょう？

がモデルだよ！ト

ス　　作る時に、むだになる布が

　　　　ほとんどなく、 何回も作り直せる。

イ　　着られなくなった後は食べられる

カ　　使用ずみのアルミかんから作られる

かい

す

　　　　　　　　　　なるお

なるお
　　　　　　　　　　　　　　　 ちいき

ちいき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅくご


