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桜小学校 旭中学校

地球環境のために

      自分たちに出来ることを考える
市内イベントでのボランティア活動

環境委員会でのリサイクル活動

校内の節電

　４年生を対象にクリーンパーク茂原の施設見学に行き、世界のごみ問題

や環境破壊などの現状について学んできました。世界中で出されるごみ

の量や、それが地球環境に与える影響を「1秒の世界」として分かりや

すく教えてもらったことで、子どもたちは環境破壊の問題を身近なものと

してとらえることができました。学習の最後には環境問題の解決のため

に自分たちが実践できることを「約束」として書きました。

　「ふるさと宮まつり」の２日目

の早朝、約１６０名の生徒・ＰＴ

Ａ・先生で、まつり会場周辺のゴ

ミ拾いを行いました。

　この活動は、他の見本となるよ

うな「もったいない運動」を実践す

る市民を市が表彰する「もったい

ないアワード」の特別賞に表彰さ

れました。

　生徒６名が当日参加し、フェア

会場に設けられているごみステー

ションで分別作業を手伝いました。

　「燃えるごみ」「資源ごみ」などを

分別する中で、分別意識が向上し、

リサイクルの大切さを学びました。

　校庭の花壇に様々な種類の花

を植え、緑を増やす取り組みを

しています。

　学校全体の景観が良くなるだ

けではなく、生徒たちが自然の

活動を学ぶための活動となって

います。

　環境委員会の子どもたちが

各クラスや家庭に協力を呼び

かけ、牛乳パックや不要な紙、

使い終わったカートリッジな

どを定期的に分別・回収して

います。

　朝・昼の校内放送にて節電の呼びかけを行っ

ています。また、地域学校園の陽西中学校で使

われている「節電シール」を本校でも活用し、消

灯を忘れがちなスイッチにシールを貼って、節

電に取り組んでいます。

みやエコっ子通信では、環境にやさしい活動に積極的に取り組んでいる学校を紹介しています。

今回は、桜小学校と旭中学校の取り組みを取材させていただきました。

宮まつり

もったいないフェア

校庭に緑を増やす活動

「もったいないフェア２０１８」に行こう！！

日時：９月３０日（日）午前１０時から午後３時　場所：城址公園

　宇都宮市では、「ひとやものやまちを大切にするこころ」を様々な活動・取組の基本とした「もったいない運動」

を進めています。そんな「もったいない運動」の一大イベントであるもったいないフェアでは、ステージイベント

をはじめ、来場者に気軽に参加・体験できるブースもたくさん出ています。入場は無料ですので、家族・友人とぜ

ひ遊びに来てください！

イベント内容を少しだけ紹介！

リサイクル工作

ペットボトルのキャッ

プや木を切った際に

出る間伐材を使った

捨てればゴミとなっ

てしまうものを材料

にした工作体験がで

きるよ。

近い将来宇都宮の

ま ち を 走 るＬＲＴ

や、電気自動車、ソー

ラー新幹線などの環

境にやさしい乗り物

をいっぱい展示する

よ。

お家にある読まなく

なった本を当日持っ

てくると、他のお友

達が持ってきた本の

中で気に入ったもの

と交換ができるよ。

エコな乗り物の展示 読まなくなった本の寄付・交換

もったいない係長
ミヤリー

その他にも楽しいイベント

盛りだくさん！

ミヤリーも遊びにいくよ！

会場で会おうね！
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