令和3年度盛岡市子どもエコチャレンジ～みんなのエコ川柳～
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エコとはね みんなのくらし 守るもの
守ろうよ 未来の地球 ぼくの町
がんばろう にさんかたんそ へらそうよ
エコしよう みんなですれば 大きな輪
エコバック 自然のかんきょう 守ります
もりおかの くうきをまもる ぼくのエコ
もりあれば きえいなくうき おいしいな
エコをして さわやかなまち もりおか市
地球は 二酸化炭素 大きらい
冷蔵庫 あけたらすぐに しめようね
せつやくで 地球がえがおに うれしいな
分べつは 地球を守る お薬だ
きゅう食を のこさず食べる それもエコ
工夫して 二酸化炭素 へらそうよ
これからも 二酸化炭素 減らしたい
ちきゅうの 二さんかたんそ へらそうよ
れいぼうは 使うときだけ つけようね
れいぞうこ 開けたらすぐに 閉めようね
電気代 浮いた分だけ おこづかい
大事だよ 二酸化炭素 へらそうね
ふだんから 見てないときは テレビけそ
エコをする ためしてみると むずかしい
食べのこし 食べる分だけ もればいい
日本は しずむと言われ ピンチです
エコバック わすれたときは いえもどる
水とうを まいにちもって エコのため
ゴミへらす どりょくは明日への エネルギー
エコをして にさんかたんそ へらしたい
協力し SDGｓ 守ろうよ
あつい夏 ほれいざいつかって せつやくだ
すこしでも せつやくすること 大切だ
ビニールは 海のいきもの くるしめる
マイバック エコにやさしい ひとふえる
できるだけ にさんかたんそ へらそうね！
節水で 地球のしげん 大切に
エコすると 安心安心 つづけよう
とうみょうを さいせいすると やさしいよ
太陽光 二酸化炭素を なくそうよ
ぼくたちの ちきゅうを守ろう 小学生
地球のため しっかりけそうよ 電気をさ
冷蔵庫 開けたらすぐに 閉めようね
手あらいで つかう水は 少なめに
冷蔵庫 開けたらすぐに 閉めましょう
使わない 電気やテレビ すぐけそう
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陸にある シーオーツー（CO２）は 少な目に
おじいちゃん ねながらテレビ みれません
れいぞうこ 開けすぎ注意 あつくなる
大事だよ 二さんかたんそ へらすこと
エネルギー 地球のために 最小限
エコをしよう ちきゅうのために できること
このお水 ごくまれの水 大切に
盛岡市 エコチャレンジで いっぱいだ!!
食べ物は のこさずたべると エコになる
にんじんを 皮まで使って エコ料理
いつまでも エコをつづけて せつやくだ
エコチャレの 気持ちが大事 未来へと
少しずつ チャレンジすれば 出来るはず
これからの 生活で一つ目標 みつけよう！
つかうりょう へらしてみよう エコになる
でんきはね こまめにけそう エコだから
ドアしめて つめたい空気 にげていく
エアコンで 家族だんなん 一へやで
れいぼうは すずしいけれど きをつけよ
れいぞうこ あけすぎてると エコじゃない
ぜんりょくで つたえてみよう エコのこと
けんこうと エコができる たべること
近くのしぜん ごみをひろって エコにする
１人のエコは たくさんのひとの えがおに
自分のため みんなのために はやくねる
守るべし 地球のかんきょう 大切に
たくさんの 二さん化たんそ へらせたよ
見せたいな 未来の人に 澄んだ海
だれもみぬ テレビを消して しゃべろうぜ
おんだんか エコチャレンジを してふせごう
1時間 ふだんより早く ねるんだぞ
エコしよう 二酸化炭素 へらすのだ
指先で スイッチおすだけ エコ生活
お出かけだ すずしけれど 消さなきゃね
分けて出す ごみのぶんべつ かんぺきに
れいぞうこ あけたらすぐに しめましょう
たべものは のこさずしっかり たべましょう
毎日に 気をつけないと いけないよ
みらいへと みんながそろぐ しぜんの「わ」
気をつけて ごみ出し分けて リサイクル
なつやすみ 水はこまめに 大切に
れいぞうこ あけっぱなしは よくないよ
しげんごみ みんなでへらそう リサイクル
夏休み 水はこまめに 大切に
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れいぼうが きいてる部屋は まどしめて
はやくねる いいことあるな いろいろと
かんきょうを エコの力で 守りぬく
照明を こまめにけそう 毎日ね
つけたらね きちんとけそう 心がけ
すいどうは きちんととめる こまめにね
エアコンは つかうときだけ でんげんを
プラゴミや ペットボトルは 分けてだす
電気けす にさんかたんそ へっていく
がんばるぞ 地球に良いこと 一つでも
まちのなか どんどんふやそう エコのいえ
ゴミ出しは 後先考え 区別しよう
たくさんの ゴミのしゅるい わけてだす
へらそうよ 二さんか炭そ へらそうよ
暑いとき エアコンつかわず せんぷうき
ぼくのいえ いつもでんき つけわすれ
きれいなまち 地球を守ろう エコチャレンジ
すいとうは 何度も使える エコボトル
もやさずに つかえるものは リサイクル
もりおかで 自然とわになる まちづくり
みんなでさ 一つだけでも がんばろう
節電は 地球をまもる ヒーローだ
るすばんが エコチャレンジの チャンスだ
すてるごみ しげんかどうかを かくにんだ
「エコをする」 それは地球を すくうこと
SDGs みんなのために 地球のために
冷ぞう庫 あけたらすぐに しめましょう
はやくねる 地球もぼくも うれしいな
むだづかい 今からやめて せつやくを
すごしやすい きれいな県に すみたいな
れいぞうこ あけっぱなしは いけないよ
みんながね しないでほしい むだづかい
海のごみ へらすためにも エコバック
エコバック いつもかばんに 入れておく
温暖化 とめてくらしを かいてきに
少しでも 考えてみよう かんきょうを
エアコンは 暑いときだけ 使いましょう
夏休みには エコチャレンジに 取り組もう
エコすれば 地球守れる ヒーローだ
毎日の ごはんやおかず のこさずに
しげんごみ もえるごみには いれちゃだめ
いしきして 二酸化炭そ へらしたぞ
エコ生活 二酸化炭素 へらそうね。
必要な 二さんかたんそ きけんかも
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ごみたちを 分べつすれば きれいだな
プラごみは けしごむになり ぼくのもと
エコ大事 エコがなければ 大変だ
エアコンを つけるときには まどしめる
夏休み エコにチャレンジ せいこうだ
コンセント わすれずぬいて エコしよう
コンセント 使わないとき ぬいとこう
エコの日は 家の中みを キレイにね
節電で みんなでふせごう おんだんか
むだ使い 出しっぱなしは やめましょう
温だん化 進ます前に 止めてやる
れいぞう庫 開けたらすぐに しめましょう
レジぶくろ やめてつかおう エコバック
ごみすては ボトルやプラゴミ わけてだそう
エコをする みんなでやって へらそうよ
いわてけん ぜんぶこまめに エコをする
たすけよう 世界のために 節電で
エネルギー むだづかいには ちゅういだ
温だん化 エコチャレンジで ふせぎたい
おふろだよ シャワーはこまめに 止めましょう
シャワーは つかわないとき とめておく
声かけて みんなでやろう エコ生活
リサイクル ビンカンペット ぶんべつを
エコチャレ みんなでやると やさしいね
よるごはん おいしいごはん のこさずに
エコごころ せつやくしてね がんばろう
1人1人 ちきゅうを守る こうどうを
きをつけて 生活すれば エコになる
テレビはさ みたいときだけ つけましょう
そうじきを 使用するより まずほうき
分別で 生き物よろこび 地球えがお😊
エコをする みんなのくらし つながるよ
かんきょうを 守るためには エコをする
エコチャレは 二さん化たんそ りょうがへる
おなじもの ずっとつかえば エコになる
木を植えて みんなで止める 温暖化
エコをして 地球によい かんきょう
いつもより 意しきしないと へらないな
エコをして にさんかたんそ へらせたよ
わたしたち エコせんりゅうで エコ生活
ねるときは 電気をしっかり かくにんだ
わがやでは 1人に1つ エコバック
エコ活動 みんなも守って やりましょう
協力だ 二酸化炭素 へらすこと
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つなごうよ 地球環境 未来へと
冷ぼうは 必要な時だけ 使おうね
エアコンは ひつようなとき つかおうね
かんたんな 心がけして エコになる
宿題中 テレビをけして しずかにね
いない部屋 スイッチOFFを わすれずに
エコ週間 いしき高めて つづけよう
分別し ちりもつもれば エコになる
見てないな テレビを消そう これでエコ
日常で たくさんあるね エコチャレンジ
家族でね エコチャレンジを がんばった
ごはんなど おかずをのこさず 食べようね
ふだんより 早く電気を 消してねる
エコとはね みんなえがおに する活動
コンセント つかわないとき ぬいておく
テレビはね つかわない時 けしました
せつ電で にさかたんそ へりますよ
しぜんをね くふうでへらし 守ろうよ
コンセント 使った後は ぬきましょう
エコするよ 大事な取り組み がんばろう
かんきょうを 悪くしないで 日々すごす
私がね 地球を救う ヒーローだ
みんなでさ すこしずつやろう チャレンジを
プラごみの 分別正しく リサイクル
はじめよう みんなでスタート エコタイム
エコまもろう その心を だいじにね
かんたんで ちきゅうにやさしい エコしよう
照明は こまめに消して せつやくを
コンセント ぬいておけない 次なくす
食べのこし つくった人が かなしむよ
これからも エコチャレンジを つづけるぞ
のこさずに 食べる事も エコなんだ
毎日の 意しきが救う 地球の未来
エコチェック 地球のへいわ 守るため
おんだんか ふせぐためには エコバッグ
エコをして 地球を守る お手伝い
ちょっと待て そのごみすてちゃ もったいない
ちいさいことから 地きゅうかんきょう まもろうよ！
エコしよう みんなでエコを がんばろう
毎日の 早ね早おき エコのもと
ホタルだよ 今年はたくさん 光ってる
エコチャレで 二酸化炭素 へらそうよ
考えよう 未来の暮らし どうなるか
食べのこし へらしてエコに つなげよう
5 / 14

令和3年度盛岡市子どもエコチャレンジ～みんなのエコ川柳～
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

れいぞうこ すぐにしめよう エコのため
冷房は 使わないなら とめようね
エコバック レジブクロより たすかるね
「エコ」やって きれいな空き 作ろうよ
まもったら エコがうれしい にこにこだ
レジぶくろ 買うより持とう マイバック‼
はやおきだ すずしいうちに 運動だ
ビニールを たくさんつかわず エコをしよう
エコすれば みらいもいっしょに かわるかも
エコバック いつもつかうよ エコしよう
ごはんなど 毎日残さず 食べました
CO2 はいしゅつしない 車乗ろう
エコ守る 地球のために コツコツと
テレビけす 電気もけして 早ねする
温暖化 みんなで防ごう エコしよう
毎日ね エコのとりくみ つづけよう
テレビみる みてないよきは けしてます
みんなでね エコりょくつけ がんばろう
みんなでね 協力しよう エコのこと
エネルギー 大事に使おう 平等に
すいみんは 電気のために 役立つな
盛岡市 自然を守って 毎日に
これからは ７こめがんばる あしたから
こつこつと やればやるほど エコになる
照明は こまめに消そう 大切に
もえるゴミ もえないゴミは 分けましょう
ゴミ出しは いろいろ分けて まとめるよ
ゴミなどを ふやさないように 気をつけよう
１日の 二さん化たんそ へらせたよ
これからも エコチャレンジを 取りくみたい
エコをして みんなの地球を 守るんだ
けしましょう でんきをこまめに エコせつやく
ごみと水 電気を大事に エコな町
ゴミだって 使える物は リサイクル
シャワーは こまめに使い エコにする
冷ぞう庫 あけたらすぐに しめようね
給食も 家のごはんも のこさない
温暖化 二酸化炭素 へらしてく
これからも にさんかたんそ ふやさない
照明は こまめに消すよ 気をつける
使わない 電気せい品 休ませて
冷蔵庫 冷気もれちゃう ドアしめて
冷房は 必要なとき 使おうよ
プラごみは ペットボトルとは 別人だ
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へらしたい 二酸化炭素 へらせたよ
盛岡市 世界のために ごみへらす
４年生 ごみへらすため ならいます
分別し せつやくしたら ごみがへる
温暖化 みんなで止めよう エコチャレで
地球のため 二酸化炭素 はねかえせ
エコだけで 明るい未来 目指そうよ
半がくは お店も家も 助かるね
すいはんき たくさんたいて れいとう庫
コンセント つけたままじゃ むだづかい
たべものは のこさずきれいに たべようね
れいぞうこ あけたままじゃ たいへんだ
夏の朝 エアコンかけず せん風機
「エコ」にはね 世界を守る 力ある
夜ごはん のこさずたべて ほめられる
見ない時 テレビをけして エコをする
冷ぞう庫 開けたらすぐに しめようね
電気消す 二酸化炭素 へらそうね
すこしずつ 電気をへらす すこしずつ
エコをして 地球温だん やめようよ
チャレンジで 地球を守って あげたんだ
せつやくは 世界をすくう 続けよう
エコをする ちきゅうにいいよ エコはいい
エコすると 心がきれい かんきょうも
リサイクル 資源を守り お手伝い
れいぞうこ あけっぱなしは きをつけて
温だん化 くらしの中で 止められる
シャワーをね こまめにとめて 使うんだ
大切な ちきゅうのことを 考えて
冷蔵庫 開けたらすぐに しめようね
れいぼうは 使わないときは けしましょう
エコな世界 大事なことは ど力だよ
エコすると にさんかたんそを へらせれる
エコつらい それでもやるよ ルールだよ
エコすれば 世界の平和 つながるよ
コロナかで こせいがキラリ 布マスク
エアコンは 時間をきめて 使いましょう！
温だん化 止めてみせます 未来へと
エコチャレ やってわかった エコのこと
シャワーをつけっぱなしにしない。
れいぞうこ 開けたらすぐに 閉めますよ
節電で 未来の地球 まもろうよ
エコチャレ だれでもできる はよやって
エコ大事 にさんかたんそ ふやさない
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がんばろう にさんかたんそ へらすこと
プラごみは 分けてごみに だしてます
人類の 未来を守る 活動を
せつやくを するといいこと あるんだね
電気をね 使いすぎると メリットなし
そのちょっと 使いすぎちゃう もととなる
ざいりょうが プラスチックだ！ おしゃれな洋服
電気けし ぼくも早ねで エコをする
はやくねる それもせつでん なるんだね
ぼくたちが 守ろうちきゅう アイディアで
電気家具 オンオフきりかえ ちゅういしよう
れいぼうは ひつようなとき だけつかう
冷蔵庫 開けたらすぐに 閉めようね
かんきょうを 守ってあげよう エコ活動
食べものは のこさずきれいに 食べましょう
のこさずに ごはんやおかずを たべましょう
はやねはね ちきゅうのために いいことです
むだにしない 物をたいせつ のこさない
エコバック かいもののとき もっていこう
エコをしよう 自ぜんを守ろう きょう力だ
エコをして ちきゅうをまもろう みんなでね
ぽいすては 地球に悪い 行動だ
気をつけて 世界を変えるよ 二酸化炭素
電気消し 未来のために 守れ地球
エコ生活 二酸化炭素 へらすこと
エコバック 買い物するとき 持っていこう
分別し 多くしょうひを できました
くふうして にさんかたんそ へらしてく
エネルギー むだにするな すこしでも
気を付けて 明るいうちは 電気消そう
みんなでね きをつけながら やろうエコ
ふだんより 早く電気を 消してねる
わたしたち エコを守ろう うれしいな
エコ活動 一人一人の 意識から
むだづかい ちきゅうのために へらそうよ
はやねして 朝はすっきり エコバッチリ
れいぼうは 暑い時だけ 使おうね
わたしたち エコ意しきして 未来へと
地球の 二酸化炭素 へらそうね
め出たいも 植えたら増えて まんぷくだ
みんなでさ 二酸化炭素 へらそうよ
好ききらい なくしてへらそう 食品ロス
エコをやる いい人はみな やるものだ
おんだんか みんなでまもる がんばろう
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リサイクル リデュースして またきてね
きをつけよう あけっぱなしの れいぞうこ
冷蔵庫 開けたらすぐに しめようね
チャレンジ まいにちやると おぼえれる
すいどうは 水を出したら すぐとめる
分別で ゴミを減らして リサイクル
せつやくを すればするほど 地球（はは）わらう
おんだんか みんなのために まもろうよ
エコしよう 二酸化炭素 へらします
エコをして 地球を守る SDGs
コンビニで ふくろもはしも もらいません
あつすぎだ ちきゅうおこる サインかも
れいぞうこ 開けたらすぐに しめましょう
夏休み エコチャレンジで エコを知る
１日で 全部まもれる 人になれ!!
ちきゅうをね エコチャレンジで たすけよう
エコは 二さん化炭素を へらせるよ
プラやごみ しゅるいごとに わけましょう
せつでんし にさんかたんそ へらそうよ
ごみすてで ごみをわけて すてましょう
プラごみは すてちゃいけない しげんです。
まいにちが エコチャレンジで お手つだい
とめないと 地球がやばい おんだんか
じゃぐちを しっかりしめよう わすれずに
せいかつを エコを考え すみやすい
せつでんで ちきゅうのみらい かわります
なつやすみ エコチャレンジで エコライフ
もりおかを きれいにしよう がんばろう
エコをして たくさんできて うれしいな
ふだんより １時間早く でんきけそう
エコくらし 気づけば変わる 未来の世界
れいぞうこ 開けたらすぐに しめようね
自然のわ いつもつなげて エコをやる
れいぞうこ あけたらしめる 気をつけよう
エコバック 使ってへらそう 二酸化炭素
おんだんか いまからでもね エコしよう
もえるゴミ 分けて出すと りっぱだね
少しでも 地球のふたん 軽くしよう！！
ごみわけて 二酸化炭素 へらせます
エコチャレは いがいとできそう つづけよう
みんなでね ちきゅうを きれいにしよう
使わない 電気は消そう こまめにね
できるだけ 二さん化たんそ 使わない
未来へと つながるんだよ がんばって
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１日で 二酸化炭素 へらしてね
早くねると 自分にも地球にも やさしいよ
ユーチューブ 見ない時間も エコロジー
水道を ほそく出そうよ 水のエコ
テレビケス エコチャレンジ ガンバロウ
シャワーは こまめにとめて つかうんだ
ごみせんべつ したらさいりよう しやすいね
大切だ エコチャレンジ 続けよう
かんきょう よくするために できること
冷ぞう庫 ５秒いないで しめましょう
そうあくん でんきをけして はやくねる
夏休み エアコンつかわず せんぷうき
ゴミひろい やればちきゅう きれいだな
エアコンは 必要なとき 使います
もったいない 食べれる量だけ 作りましょう
ごみへらす 動物すくう 第一歩
毎日を 地球のため エコ活動
エコだいじ いつも人を まもるエコ
照明を こまめに消すと せつやくだ
かぎられた ゴミのしゅるいだけだそう
この10日の エコチャレンジ がんばった
エコいしき 地球をまもる 活動を
リサイクル 地球のために ごみ分けて
心がけ スリーアールは 大切に
チャレンジだ 力をあわせて 地球を守ろう
むりせずに 長くつづける エコゴコロ
我が家では 洋服の数 決めてます
エコまもり ぶんべつできる ぼくええこ
赤いボタンピッ テレビの代わりに 家族の会話
だいじだよ エコを守ろう きをつけて
れいぞうこ にさんかたんそ つくれるよ
僕の家 にさんかたんそ 注意する
エコライフ 始める一歩は 「心」から
エコのこと いっぱいやれば いいことだ
エコ活動 にさんかたんそ いくつへる
リサイクル とても大切 エコしよう
エコチェック 地球のために がんばろう！！
エコバック かいものじには もちあるく
テレビをね つけたりけしたり たいへんだ
エコチャレ ずっとつづけて がんばるよ
未来へと エコなかんきょう 作ろうよ
一日で にさんかたんそ へらそうね
すこしでも 二さん化炭そ へらしたい
エコマーク きちんとおぼえて リサイクル
10 / 14

令和3年度盛岡市子どもエコチャレンジ～みんなのエコ川柳～
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484

れいぼうは ひつようなぶんだけ つかおうね
むだずかい 二さん化炭そが もったいない
がんばって にさんかたんそ へらそうよ
リサイクル リユース守ろう リデュースも
照明は こまめに消そう エコのため
かいものに もっていくのは エコバック
まどあけて しぜんのかぜを かんじよう
れいぞうこ あたまのなかに はあくする
みんなでね にさんかたんそ へらそうよ
冷蔵庫 開けたらすぐに 閉めようね
地球には 大切なのは エコだよね
電気など 二酸化炭素 へらそうよ
今日から でんきを早く けしたいな
食べものを のこさずたべる 食べようね
おふろには ぱっとはいろう 地球のために
節電で 二さん化たんそ へらそうよ
シャワーとめ ごはんはのこさず みんなでエコ
電気けし 早くねるため 目をつむる
のこさずに ごはんはちゃんと 食べようね
リサイクル みらいのじぶん 守るため
れいぞうこ あけたらすぐに しめましょう
れいぞうこ あけたらすぐに しめましょう
エアコンの でんげんきって まどあける
みなのすむ 地球のかんきょう 考えて
エコめざし お家の中を そうてんけん
すこしずつ 二さん化炭そ へらそうよ
チャレンジは 毎日しよう わすれずに
みんなでさ にさんかたんそ へらそうよ
みんなでね エコチャレンジ がんばろう
暑い夏 かい談話し すずしいな
エコすれば 町がきれいに なりますよ
あける前 とるものかくにん れいぞう庫
守ろうよ ちきゅうかんきょう 大切に
エコバック 使うだけで エコになる
おんだんか 気をつけよう エコをしよう
早くねる 電気を消して エコな夜
冷ぞう庫 開けたらすぐに 閉めようね
未来へと すごしやすいまちがもりおか
エコめざそう ごみぶんべつして エコめざそう
少しずつ 電気を消そう みんなでね
エコのため きれいに食べる のこさずに
そんなとこ すててもいいの プラゴミを
コンセント つけたままだと いみがない
温だん化 リサイクルして とめたいな
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地球守る エコで守ろう がんばろう
みんなでさ エコチャレして がんばろう
むだづかい やめてきれいな 未来へと
エコをして にさんかたんそ へらせるよ
がんばるよ エコ活動を みんなでね
きょうからは 毎日持つよ エコバック
たくさんの 二さん化炭素 へらそうね
温暖化 みんなで防ごう 頑張ろう
れいぞうこ あけたらしめる まもろうね
冷房と テレビの電源 消しといて
エコチェック やったら電気 せつやくだ
コンセント こまめにぬいて エコになる
せつやくを しっかりしよう だいじにね
れいぞうこ あけたらすぐに しめようね
ごはんはね のこさずたべる まもろうね
れいぞうこ 開けたらすぐに 閉めたいな
エコしなきゃ 地球は暑いよ こまっちゃう
手あらいの 水の出しすぎ 気をつけて
エコやろう とても大切 だからだよ
少しでも くふうをすれば エコになる
みんなでね にさんかたんそ へらそうね
れいぞうこ あけたらすぐに しめようね
夏休み まどから入る風が ここちよい
チャレンジで ちきゅうをまもる しぜんをまもる
れいぼうは とをしめてから つけましょう
エコしよう すればするほど いいことある
ぜったいに ごはんやおかず たべるんだ
てあらいは てをあらったら 水とめる
へらせたよ にさんかたんそ よかったな
いつもより はやくけそうね でんきをね
必要ない テレビや電気は けしましょう
エアコンの つけっぱなしは やめようよ
のみすぎだ プラスチックを すてすぎだ
プラゴミは きちんと分けて すてようね
ゴミくべつ しげんをふやす ゴミがへる
がんばって 作ったごはん のこさない
一つずつ ゴミを分けても エコになる
チャレンジ ちゃんとやった がんばった
毎日の ごはんとおかずは のこさずに
電気代 電気つけすぎ よう注い
早ねして 地球と未来 守ろうよ
まどあけて 天然クーラー エコしよう
れいぞう庫 開けたらすぐに しめましょう
プラゴミや もえないゴミは わけておく
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ごみ袋 みんなのために わけて出そう
夏休み エコチャレンジを やってるよ
CO2 くらしの中で さくげんだ
温だん化 未来のための エコチャレ
エコバック 持たにゃそんそん 地球にそん
しげんはね 少ししかない 大事にね
シャワーを つかわないとき すぐとめる
チャレンジ 大切だ やろうかな
エコのこと にさんかたんそ へらせたよ
水道は こまめにとめて がんばろう
ゴミ分けて ふせいでいこう 温暖化
かんきょうを まもるためには エコやろう
ふだんから 二酸化炭素 へらしたい
つづけよう 地球のために リサイクル
工夫して 一人一人が エコをする
れいぞうこ 開けたらすぐに 閉めました
エコライフ 地球も人も みな笑顔
自分でも なにかチャレンジ してみよう
エコしよう こまめに消して スイッチオフ
ごはんなど ちゃんと食べて ピカピカだ
れいぞうこ 開けたらすぐに しめましょう
分別を するとみんなが えがおになる
森林を 守って、増やして、 未来になる
温暖化 へらすためには 協力だ
ここのつの エコチャレンジで エコせんりゅう
へらそうよ にさんかたんそ たくさんね
じゅんびいい さいふけいたい エコバック
エコすると いいことあるよ ほんとうに
心がけ エコの大事さ すぐ分かる
人なしの 部屋の電気は すぐけします
大切な エコチャレンジ 守ること
温暖化 二酸化炭素 へらそうね
むだはダメ 地球がかなしむ 人のゴミ
つかっていないへやのでんきはけすことです。
れいぞうこ あけたらすぐに しめますよ
木を生やし 買い物行く時 自転車で
エコすると 低い土地が しずまない
チャレンジ やればやるほど 気持ちいい
プラごみや ペットボトルは 分けて出す
エコバック いつでもどこでも べんりだよ
すぐ止めて そしたらきっと エコになる！
プラごみと しげんごみ分け エコのため
地球には 二酸化炭素 いらないよ
へらそうよ こまめにエコで やくにたつ
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ぼくたちで 二酸化炭素 へらそうね
家庭では 電気を消して 早くねる
エコをして にさんかたんそを へらそうね
エコのため プラスチックは わけて出す
ガス電気 工夫でへらして 地球守る
未来まで つづく自然を 守ろうよ
ちきゅうを きれいにするよ エコかつどう
エコの町 にさんかたんそが へっていく
未来へと みんながつなぐ しぜんの輪
エコしよう 地球が大変 キレイにしよう
節約し 二酸化炭素 へらそうね
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