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第 26 回 かんきょうアイデア展 入賞作品

（敬称略）

★ 区長賞

「しょくひんロス～もとはしのうえん の かつどう～」
レポート部門
河西 麦乃 （東京農業大学稲花小学校 １年生）

★ 教育長賞

「会社と消費者が協力し 世界を救う」
レポート部門
加藤 響 （杉並第十小学校 ６年生）

★ 理事長賞

「キャンドルのつくり方」
リサイクル作品部門
林 龍之介
「キャンドルのつくり方」
リサイクル作品部門
林 陽菜子

http://www.ecosuginet.jp/

（休館日：水曜日・年末年始）
発行元：NPO 法人すぎなみ環境ネットワーク 〒168-0072 杉並区高井戸東 3-7-4 杉並区立環境活動推進センター内 4 階
Tel：5941-8701・Fax：3331-5212 営業時間：午前 9 時～午後５時
環境活動推進センター
リサイクルひろば高井戸

Tel：5336-7352
Tel：3331-4360

午前 9 時～午後５時
1 階 午前 9 時～午後５時 2 階 エコマーケット 午前 10 時～午後 3 時（当面の間）

（四宮小学校 ２年生）
（四宮小学校 ４年生）

★ みんなで世界をかえま賞 「世界を変えよう 私たちができること～二酸化炭素を減らそう～」
レポート部門
河上 絢子 （永福小学校 ５年生）
★ みんなの意識がかわるで賞 「プラスチックゴミ問題について」
レポート部門
河上 瑛介 （永福小学校 ５年生）
★ やさしい暖かさにつつまれるで賞 「草木染の毛糸」
自然の恵み部門
加藤 菊子 （一般）
★ 明るい音色で賞 「ピクニックのマラカス」
リサイクル作品部門
中川 璃音 （高井戸東小学校 １年生）
★ ぬくもり一杯 リメイククイーン賞
「パジャマから何つくる？～いくつできるか？パジャマチャレンジ！！～」
リサイクル作品部門
山下 有美 （一般）

☆リサイクル作品部門☆

・・・各部門の内容・・・
☆自然の恵み部門☆

使わなくなったものをアイデア
※ 各賞の写真は中面をご参照ください。

とセンスで素敵に生き返らせて

緑のカーテン・打ち水・雨水利用

☆レポート部門☆

など、自然の恵みを活かした取り

みましょう。

・・・かんきょうアイデア展 選考委員会から・・・
「しょくひんロス」は、1 年生がご家族の応援を受け、
こつこつとまとめ上げたレポートです。長い期間の計画的な

祝いやクリスマスの集いを明るく楽しく演出するキャンド
レポート部門全般に内容も書き方も良く、目を見張る作品

やどうしたら学校給食の残りを減らせるかと取り組む姿勢。

が寄せられました。学校でレポートの書き方の指導をされる

レポートの組み立て方、内容、参考文献や出典など、家族の

ようになったと聞きます。主題をどう伝えるか、課題を自分

皆さんで共通の課題に取り組む理想的な姿勢に絶賛です。自

事として捉える姿が問われます。また、環境問題の場合、

分がわかったこと、わからなかったことを最後にまとめてあ

参考文献や出典なども重要な要素となります。うれしいこと

りますが、是非、続けて「しょくひんロス」を減らす行動の

に、年々取り組み内容がレベルアップしてきています。
症拡大防止の自粛時期と重なり、自宅から外出することも

これだけのプレゼンが作れるのかと驚きました。文字の大き

ままならぬ時でしたから、子どもたちには自然の恩恵を感じ

さや太さを変え読みやすくできています。書かれている文も

る体験が少なかったのでしょうか。幼児期から身近に自然を

歯切れがよく、訴える力があります。持続可能な社会の実現

感じる心や目や耳を常日頃から育てる機会を増やさねばと、

には、
「自分ができることをやる」だけでなく、周りに呼びか

改めて考えさせられました。

ことが大切と心意気が伝わります。

表現方法は自由。

ロス」など環境について調べた

用紙は模造紙１枚程度。

ことや、環境を守るための活動
や研究など。表現方法は自由。
用紙は模造紙1枚程度。

自然の恵み部門は、わずか 2 点。新型コロナウイルス感染

「会社と消費者が協力し世界を救う」は、6 年生になると

け政治家やメディアに協力してもらい、世界にひろげていく

今話題の「海洋ゴミ」「食品

ルとして使うのかな。

観察と調査、野菜作りや収穫物の調理の体験。幼稚園での話

発信拠点となってください。

組みを写真や文章で紹介したもの。

材料はいらなくなったもの。

リサイクル作品部門は、応募作品が例年の約半数と寂しい
会場となりました。大人の応募作品はプロ顔負けの力作や、

「キャンドルのつくり方」は、沢山のステキなカラフルな

多くのアイデアやヒントがあり、来場者の目を楽しませてく

キャンドルの作品だけでなく、キャンドルの作り方のレポー

れました。使わなくなった物を上手に活用したり、工夫して

トが作品を作る過程を伝えている力作です。姉弟で協力して

役立つものや日常使えるものに生まれかえらせようという

取り組む様子を想像しながら、レポートを読みました。誕生

趣旨に賛同し、応募くださった方々に感謝します。

「かんきょうアイデア展」は 26 回目を迎えました。資源を有効利用した手作り作品や 環境、
自然に関するレポートを通して、生活環境や広く地球環境について考えることを目的に開催して
います。会場の杉並区立環境活動推進センターに全応募作品を展示しました。
「リサイクル作品」「レポート」
「自然の恵み」の 3 部門で、応募作品数は 49 点、43 名の
応募者の中から、9 名の方が受賞されました。
♦作品展示：１０月 1 日（木）～１０月１1 日（日）

♦表彰式：１０月１1 日
企画運営：NPO 法人すぎなみ環境ネットワーク
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～もとはしのうえん の かつどう～」
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林

みんなで世界をかえま賞
「世界を変えよう 私たちができること
～二酸化炭素を減らそう～」
河上 絢子

明るい音色で賞
「ピクニックのマラカス」

みんなの意識がかわるで賞
「プラスチックゴミ問題について」

中川

河上 瑛介

璃音

会場のアンケートから

やさしい暖かさにつつまれるで賞
「草木染の毛糸」
加藤 菊子

ぬくもり一杯 リメイククイーン賞
「パジャマから何つくる？
～いくつできるか？パジャマチャレンジ！！～」
山下

有美

＊小学生のレポートが分かり易くしっかりした内容で

＊プラスチックごみ、SDGs がテーマになっていて、

すばらしい。

杉並区の中で関心が深まっていることに感心した。

＊とても工夫されていて、「自分もやってみたい」と思う

＊子どもたちがプラごみのことを考えてくれることは

作品がたくさんありました。

救いです。リサイクルが自然になると良い。

＊毎年レベルが高くなって、科学的な視野に立った研究作品

＊とても暖かい作品を見て心がなごみました。いろいろ

が増えている。

なアイデアでもっと生活が豊かになるなと思った。

＊大人でも発表の場があるのは楽しいので、挑戦したい。

＊リサイクル部門が充実して、見ていて楽しかった。

＊今回は、新型コロナウイルスのせいもあってか、出品が

ただし、
「環境問題」は継続することが大事と痛感。

少ないのがさみしいです。でも、皆さんは暑さのなか、頑張

＊親子参加型も多く、家庭内の雰囲気がしのばれて

って作品つくりをしたのでしょうね。

Ｇｏｏｄ！

陽菜子

