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①私がSDGsに興味を持ったきっかけと私の活動

私は、小学校3年生の時にグレタ・トゥーンベリさんのことを知り、その後スイスのダボス

会議でバリ島の姉妹が発表した「ByeBye Plastic Bags」（レジ袋ゼロ運動）を見て、自

分にも何か出来ることがないかと考えました。

そこで、巴六の，、 の ロー -` プ―ス、、ご小で

減らせるのではと考えました。調べてみると私が1年間に使っているストローの数は約200

本。全校生徒だと13万本以上も使い、焼却されていることがわかりました。校長先生や栄

養士さん、担任の先生などに相談しストローを使用せずに牛乳を飲むことを許可してもらい

ました。箸などでストローロに穴を開け、直接飲んでいます。この活動を始めると同時に環

境問題のことをあまり知らなかった私は、図書室の本やインターネットで環境問題のことを

調べ、ノートにまとめ続けています。今回はそれでまとめたことや体験してきたことを書こう

と思いました。

ストローを使わない活動は、一緒にやってくれるお友達も何人かいるので1年間に約1000

本以上も減らすことが出来ました。今も続けているので3000本以上は削減できていると思

います。また、私の活動に興味を持って下さった環境活動家の武本さん、「マイクロプラス

チック・ストーリー」という映画監督の佐竹監督、多くのお母さん方と今も牛乳ストローをなく

すための活動をしています。

②牛乳パックをストローレスにできるのか？ ！ 

ストローレスパックについて調べてみると、 2020年12月25日のITニュースに「学校給食

用牛乳パック、高知県3分の2でストローレスに日本製紙が供給」というものがありました。

その内容は、同県における学校給食用牛乳を供給する「ひまわり乳業」さんが小型牛乳、

乳飲料、乳酸菌飲料などに業界で初めて採用しました。日本製紙さんが開発したストロー

レス対応学校給食用紙パック「SchoolPOP」を高知県内の学校給食用牛乳の紙パックに

採用するという内容です。高知県の学校給食用牛乳の紙パックは年間約600万個消費さ

れていて、ストロー1本の重さが0.5gだとすると、年間約4tの樹脂が使われている計算で

す。低学年の児童など必要に応じてストローを継続使用することを考えても、同じ地域のス

トロー使用量が3分の1減少すれば約2tの樹脂使用量を削減することになります。そして、

九州地方でもこのパックに変わっていくそうです。

これを見て、鎌倉市の岩岡教育長さんに鎌倉市もストローレスパックに出来ないか聞い

てみました。そしてわかったのは、神奈川県の公立小学生が44万人いて、神奈川県畜産

課が牛乳の価格や業者を決定しています。鎌倉市は1日1万本もの牛乳を各学校に届けて

いるそうです。今、鎌倉市と藤沢市は近藤乳業さんの牛乳です。もし近藤乳業さんが「

School POP」に変える場合、機会丸ごと交換が必要とのことです。あと、輸送や給食費の

問題があってすぐにストローレスパックにするのは難しいそうです。

一緒に活動をしているお友達が鎌倉市の松尾市長さんにも手紙を書きました。

やはりすぐに変更するのは難しいようですが、神奈川県や牛乳メーカーさんにもお願いし、

クの協力をお願いしていくとのことでした。



プラスチックは、熱や圧力によって色々な形に成形できる高分子物質のことです。

主に石油から、人工的に作られます。語源はギリシャ語のプラスティコスで、「自由な形に作るこ

とが出来る」という意味があります。炭素原子などを組み合わせて作りますが、構造をほんの少

し変えるだけで、多種多様なプラスチックを作ることが出来ます。

＊ポリ塩化ビニル(PVC) 燃えにくく丈夫

消しゴム、おもちゃ、レコード、サッシ、水道管

＊高密度ポリエチレン(HDPE) 衝撃や薬品に強い

レジ袋、ポリバケツ、ボトル容器、灯油タンク

＊低密度ポリエチレン(LDPE) 水より軽く、やわらかい

透明ポリ袋、ジッパー袋、食品容器（主にフタに使用）マヨネーズ容器、紙パック

＊ポリプロピレン(PP) つやがあり、燃えにくい

食品容器、透明食品トレイ、食品包装フィルム、ペットボトルのキャップ、お風呂用具、ボトル容器

＊ポリスチレン(PS) 衛生的で水に強い

＼ 発泡スチロールの箱、発泡トレイ、テレビやパソコンの外側、家の壁の断熱材

＊ポリエチレンテレフタラート(PET) 透明で丈夫

ペットボトル、卵用パック、毛布、フリースのジャケット、手袋



＠気づかずに海に出てしまうマイクロプラスチック

＊タイヤのすり減り

＊道路の塗料のすり減り

＊靴底のすり減り

＊マイクロビーズ（スクラブ入り歯みがき粉や化粧品などに含まれます）

化粧品などに使われている国では、下水道などから海に流れ出てしまいます。

＊道路にあるゴミが雨に流されてマンホールから出てしまうゴミ

＊合成繊維で出来た服の洗濯

世界中の60％の衣服にポリエステルやナイロンをはじめ化学繊維が原材料に使われてい

る。洗濯する時に繊維くずが流れる。または乾燥機の排気口からも空気中に放出されま

す。

ム流式下水道で汚水用管路と雨水用管路の2つを埋めてありま

汚水は、下水処理場へ

---，． ＇- _J 

ー一匹 扇 ；堕望ー一道路-生2豆 れはそのま
玉す。どれも小さい「ちり」や糸なEだ石ごぞ-

下水道などを通り、最後は海へ出ていきます。
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⑤東京湾プランクトン・マイクロプラスチック採取乗船会

2021/6/12 

武本さんのヨットに乗って東京湾まで行きました。

そこでセールをあげましたがすごく重かったです。

このヨットは動力が風などで、セールに風が当たると

ョットが少し傾きます。でも、下に3トン半ぐらいの

重りがあるのでたおれません。海の水をくんでビンに

入れてみるとマイクロプラスチック と色々な

プランクトンがいました。

みんなでビンに入れたマイクロ

プラスチック とプランクトンを

みました。カラーコーンもある

と武本さんが教えてくれました。

＊ 初めて海に出て海洋プラスチックを実際に見て、本当に海は大変な問題を

かかえているということを実感しました。なんとかしたいと思いました！



東京湾の海水を持ちかえって自分でも諷べました、9

匁の頸微鏡で・見てみると、
マイクロファイパーのあいだを

忙しく勤くプランクトンが

し‘つばぃし‘ました。

海からしってきた海水

↓ 



⑦
 

J
 

に結
重さか

↑ 
今もzoomで監督ゃ日本全国にいるこの間趣を
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ついても話し合‘ってい誌す。
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マースクー
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こIf)先生ガのお話を zoom

でききilた。
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今年間 800万トンのアラスチックこ”みが海に況繹ていると
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～杜木座海岸にて

請師の加店千明さん(NPO法人チームくじ虹 9号）

亀山豊さん（生物多様性アカデミー）

日高弥手さん(JAMSTEC研究員）

..... 

ベふいは出石・ンアやフィルム以外）は紫外線に弓皇<JO年ほど放『していても

こわれなぃ。

1年間でおよそ 800万トンの7•ラスチックが海に流れてしJ., ている。や環境にある
フラスチックの 豆 しか海岸にない。

詞査方法（コドラート法）
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んだなと思いました。
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⑳今なら間に合う気候危機
～国立環境研究所 江守正多さん

と考える！ ～ 

。RRCC第豆ておお噂b次評価報告喜主社筆者If)江守正多さんから

1PCCと
迅緑］贔暖爬の話を聞きれた。最近の世界気温J:.昇は過去

什年間で葡例がない。

｀度動＼の憮閏凸問題が日本人の中噂 ↓亨
にはあらのかもしれない（プ ラスチ，yク問題にもある？）

気涙変動を知らよいから？日本入は気候穿勤対策は生活の質を
砂やかれ恩われていら Cが払することだと考えていら。

世界は生活の質を哀屯合と思われている。

↓どうするか？
負担意識をかこ::事ではないことを伝える？

常国の窪化が‘如翌だ．＇

まとめたノートを
見て頂きました

学習ノートにサイン
を頂きました

ゲし夕さんはなゼ飛行機
に案らなぃか

皐なに加してほしいわけ

立 。、三五疇 '
国 ；

ということを伝えたい



⑪ 化学物質を運ぶマイクロプラスチック

マイクロプラスチックには、周辺の海水から、残留性有機汚染物質を吸着するという性質も

あることがわかってきました。

機能付与剤

新たな性質を付与して用途や価値を高める

・難燃剤…燃えにくくする

・可塑剤・・・柔軟性を与える

・帯電防止剤・・・静電気を防ぐ

・滑剤・・・成型時に型からはずれやすくする

・透明化剤・・・透明性を高める など。

高分子安定化剤

プラスチックの特性を維持するために添加する

・紫外線吸収剤・・・紫外線による劣化を防ぐ

・酸化防止剤・・・劣化を防ぎプラスチックの寿命をのばす

今の添加剤は通常の利用範囲では溶け出して人が直接吸収することはありません。

マロプ―ス、、 1にl : 7 10 か` 100 立咆に一 :江

物質が含まれる場合があることも明らかになっています。

そして、運ばれる化学物質もろとも、さまざまな生物が体内に取り込む可能性があります。
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ィっく冦し た索矛t
心ゃ冷んが芦と‘‘

らはなれてサンコ、は

K 紅白1互•う
がな｛なり

ヽ

私が1生たポスターです

厖が酸4•生化して
咽 8.2phく以ヽ゚

（入間は弱ァルか｝祖巧h< 5い）
↓ 

1番の原田＝農萎（化学肥料）リン窒素など
が）iltこf克れて赤、｝朝になる。

.“ti使ぃ捨てとなくす．

電を選択する魯

（ソーラーパネルで発電口恙電すると近所におも、れる

J¥Oーム池は、熱帯雨林退採し℃て取るたんあまり環境

によくない。

弄から出るゲ：ソアなどのメタンがC01を出すため、牛肉は

あまり買ゎない。



にできるこ

個人で出来る事
•ポイ捨てをしない

エコバックを持参し、レジ袋は貰わない

•野菜はバラ売りのものを選ぶ
容器持ち込みが出来る量り売りのお店を利用する（豆腐、コーヒー豆など）

使い捨ておしぼりは貰わない

なるべくストローは貰わず、プラスチック製ストローがついた飲み物は極力避ける

・プラスチックの容器に入ったお弁当は買わない

•ペットボトルの飲み物は買わずにマイボトルに飲み物を入れて持ち歩く

個包装のお菓子は買わないで箱のお菓子を買う。そして、ちゃんとこの問題を気にして商

品を作っている会社のものを買い、応援する

•プラスチック容器に入った液体石鹸（洗剤）ではなく、紙容器に入った固体石鹸（粉洗剤）
や量り売りの洗剤を使う

プラスチック製の食器や調理器具は使わない

•ポリウレタン入りの衣類はなるべく買わない
海岸の清掃活動に参加し、出来れば自分でもゴミ拾いをする。仲間も誘う

使い捨てプラスチックカップをやめて紙カップを使用する

学校で出来ること

使い捨てプラスチックを持ち込まない

璽水筒代わりにペットボトルの飲み物を使わない。

・紙製、木製の文房具を買う

通学時にゴミ拾いをする。出来れば新聞紙などでゴミ袋を作り、プラスチックの袋を使用し

ない。仲間と周辺のゴミを拾う

地域で出来る事

・集会やイベントでペットボトルの飲み物、プラスチック容器のお弁当は出さない。•町内会

などで周辺のゴミを拾う

•町内会などで海岸漂着物の清掃、回収活動を企画する



1°ラスわクを目じ樟類の製品へ再利月する：：水チリサイクル
石できているのは（゜ノャリェれンチレフクし一卜（へIO 0ントがJり

(。ポリスれ` ／（食品の糾）

⑭ スーパーマーケットで回収しているリサイクルごみ

午弟庄．の詩に、t月べました。

ダボス会議で10代の人達の話を聞いて、プラスチックゴミの問題について

興味を持ちました。ですが実際に調べてみると家庭で分別されている

プラスチックごみは、汚れていたり、間違った物が入っていて100%

リサイクルされていません。しかも、日本のプラごみリサイクル率の

半分以上はサーマルリサイクル（ごみを燃やして燃料として再利用すること）

実は日本ではプラごみの大半を燃やしていることがわかりました。

そこで、私は再生されるリサイクルの方法を探して、スーパーで回収している

リサイクルごみ箱の存在を知りました。この、西鎌倉周辺のスーパーを

調べてみました。

食品 トレー

牛乳パック

ペットボトル

透明食品 トレー

アルミ缶

|コープ西鎌倉店 1|

↓注意書き

゜



I たまや鎌倉手広店
ー

食品トレー

牛乳パック

ペットボトル

透明食品 Iトレー

↓注意書き↓

スズキヤ西鎌倉店 巴三］

食品トレー

牛乳パック



食品；~レ'- 1

牛乳パック

ペッiトボトル ＇II 

透明食品トレーl
アルミ缶 ］ 

まとめ

|大船ヨーカドー I

食品トレー

牛乳パック

ペットボ Iトル

缶

ライフ【コーナン鎌倉大船】

食品トレー

牛乳パック

ペットボトル

コープ ！たまや

゜゜゜゜゜゜゜゜゜

ヨーカ ドーiスズキヤ I!

゜゜゜゜゜
゜

やまか 1 ライフ I

゜゜゜゜゚I 

I 

スーパーに置いてあるこの緑色のゴミ箱に捨てる時は、綺麗に洗って乾燥させたり

回収出来る物と出来ない物など細かい分別があります。だけど、それをするとリサイクル

されやすくなります。大変ですが、これを利用した方が環境にもいいと 思います。

買い物に行 く時に、回収している物を確認して持って行って捨てるのがいいと思いました。
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⑮私の楽しい
eco活動；＂

竹のホールペンと

合成コ・ムと天然払
〈可塑条げ` 、ふていなぃ）

1/)消しゴムです。

＼←→ 

私が給食のストローを使わない事以外にやっている活動を紹介します！

ゴミ拾ぃに使っているトンゲと新聞紙
パ` ッグです；飢間紙llゞ→ッグを祈るのは
おりがみみI：いで楽しいです！・

消費訊限村き竹歯乃シ
とアラスチヅックフリースポンジ

で4；竹歯アラシの持ちての
部分ば三重県竹燐裁維と

生分紐l生樹脂で、ブ` ・7シの
部分ば植物性ハ1`オブ＇・ラス九ク
で総ています．』もた感四
．とくにかわ必所もなくて、99ゞ4オ
アラスチックで出来ているとば思ぇ
ないくSいでした．I

お友逹；とコ ミ`給いをしている

所の写真です。
コ~・ミで 1参多いのtがたばこ」
で知落tています。
昇延はマスクも落tています．

竹のコ•99゜とステンレスズトローです．
スチ` ルススいローを持:5遅べ＇．る
ようにふくらを作ってわれた．II



＠まとめ

私か鈴食のストローをやめて、直接牛乳を飲むことを始めたはかり

の時は少し取すかしくて、自分の長い‘
姜で隧しなが` ら飲んでいることも

ありれた。
こか゚ ラスチ．，ク問題についても、ただただ本で調べることしか出来jせん

でした。ですが、だんだん恥す•かしくなくなつて、そうすることが当たり的になり、
誰かに何かを言われても気になヅよくなりました。
そして、刃影免活動宝＇の武本さんと出会し 号度は自分の目で確力‘めて‘"‘
言われた事をき，かけにさまさまなセミナ

~··sんJ と

ーヘ参加し、この問題に真剣
に取り糸且んでいるたくさんの丈人の方々 と出会い含 3で調べたことが本当
なのか実際に在て見てきれた。

最近IPCCが人間の行いポ地球温暖化を進めていると認翫tした。
もっ1人1人がすぐに動かないといけないと思い吐
私の活動はストローたかが1本
思うかもしれません。ですが、その1本

？と思うかもしれませんし、1叔らいいいのに、と

つけは30oo本以上になりまし
を毎日やめていれば 1年で約20~、気が

今出来ることから炉
た。私が始めたのはストローですか‘；池tJ)ことでも

ことは生活の質を
心はいいと思います。日本人は環境の喜を考えて活動する

私はみんなか考えているよりす•
下げるイメージを持.,ti人が伽ヽ というテ` ・ータがあるようですが、

登下校のコ・・ミ捨ぃ
.,とす；と楽しt

は通和路のゴ・ミが減.,
、ことだと、包ぃます。例えば毎日の

に洸れるコさを少
ていくと気将ぢがいい

しでも減らせているのか
し，Jr/か§i、毎

且認秦ネオのものを使うと温かみがあて
なと思うと、ますますやる僚が出てき

生分栂l生アラス先クの歯フ•テ‘ つ 大切に1吏いたくなり村。

します。1史ぃ捨てをやめて、物を大
心実際に土心里めて実験したりしてワクワク

私はこれからもふ 苓に使うだけでもい
蘊来ることを探して続けてし

いと思ばすの
、こうと思います。
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・環境活動家の武本さんの資料（許可済）

映画マイクロプラスチッグストーリーとアンバサダーズ Japan

参考書籍

・ 14歳からのプラスチックと環境問題

・未来をつくるこれからのエコ企業

身近なプラスチックがわかる

・プラスチックの現実と未来のアイデア

・プラスチックごみ問題入門

•プラスチックフリー生活
グレタのねがい

•プラスチック汚染とは何か
森林資源をかんがえる

・ごみから考えるSDGs
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・（公財）日本海事広報協会
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