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こ  す  も  す  保  育  園 ○「朝顔・ゴーヤのグリーンカーテンづくり」
　朝顔やゴーヤの苗を植え、日よけとしてグリーンカーテンにしています。また朝顔の花や採れたゴー
ヤを、スタンプ遊びなど保育に活用しています。

○「空き箱利用で製作コーナー」
　家庭から収集した空き箱や空き容器を使って、ものづくりをしています。
　すぐに捨てないで、ものを長く使う気持ちを育てています。
　捨てるときは、分別を徹底しています。

○「自然体験」
　羽咋市眉丈台緑地公園への遠足、夕日寺健民自然園の『もりの保育園』に参加し自然体験を行ってい
ます。また、近くの公園へも出かけ、虫取りや散歩をしながら自然とのつながりや共生していること
を学んでいます。
　野外でのネイチャーゲームで自然への気づきを養っています。

○「エコかるた遊び」
　かるた遊びを通じてエコに関心を持つことや、エコを生活の中で実践していることにも気づかせなが
ら、エコの意識づけを行っています。

○「オリジナル・エコソング」
　羽咋市の保育士たちでつくったオリジナルソング『レッツ　ECO　！～この地球を守りたい～』の歌
と踊りを行事や保育の中で活用しています。また、オリジナルソングを地域のイベントにも活用し、
地域の方々にもエコ活動の啓発をしています。

○「地球にやさしいバザーこすもすまつり」
　保育園で行われるバザー「こすもすまつり」で職員や保護者がエコレンジャーになり、保育園に訪れ
た方々に子どもたちの“５つのがんばる宣言”を伝え、分別を呼びかけています。

○「落ち葉で焼いも」
　公園や保育園の園庭で集めた落ち葉や自然物を使って絵画制作をしています。
　また、落ち葉を集めて、焼いもをしています。　　　　　　

住　所：羽咋市東的場町古川田1５番地1
設置者：羽咋市

電話番号：０７６７－22－８1８1

【５つのがんばる宣言】
　①　みずのだしっぱなしはしません。
　②　ごみをわけてごみばこにいれます。
　③　ものをたいせつにします。
　④　たべものにかんしゃのきもちをもってたべます。
　⑤　どうぶつやおはなにやさしくなります。

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「野菜栽培」
　ミニトマト、きゅうり、スナップエンドウ、じゃがいも、大根を栽培し、収穫した後に年齢に合わせ
たクッキングを実施しています。調理方法は大根の葉っぱも使いエコクッキングに心がけています。

○「堆肥づくり」
　給食の果物の皮を、段ボールコンポストや園庭隅にあるコンポストに入れて堆肥化しています。
　できた肥料は、園の花壇や菜園に使用しています。

○「もったいない音頭」
　夏まつりで『もったいない音頭』を参加している地域の方や保護者の方と一緒に踊り、エコ活動の啓
発をしています。

○「ペットボトルキャップの回収」
　家庭からペットボトルのキャップを保育園に持ってきてもらい、世界の子どもにポリオワクチンを届
ける活動に協力しています。…　　　　　　……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

○「エコ実験・ごみ埋め」
　空缶・ペットボトル・菓子袋（ポリ）・紙・布を土に埋め、定期的に土を掘り起こして埋めたものが土
の中でどうなっていくのかを観察します。
　散歩にでたときは、子どもたちはごみも拾ってきています。

エコ実験・ごみ埋め
（空缶・ペットボトル・菓子袋・紙・布）
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こ  す  も  す  保  育  園 ○「朝顔・ゴーヤのグリーンカーテンづくり」
　朝顔やゴーヤの苗を植え、日よけとしてグリーンカーテンにしています。また朝顔の花や採れたゴー
ヤを、スタンプ遊びなど保育に活用しています。

○「空き箱利用で製作コーナー」
　家庭から収集した空き箱や空き容器を使って、ものづくりをしています。
　すぐに捨てないで、ものを長く使う気持ちを育てています。
　捨てるときは、分別を徹底しています。

○「自然体験」
　羽咋市眉丈台緑地公園への遠足、夕日寺健民自然園の『もりの保育園』に参加し自然体験を行ってい
ます。また、近くの公園へも出かけ、虫取りや散歩をしながら自然とのつながりや共生していること
を学んでいます。
　野外でのネイチャーゲームで自然への気づきを養っています。

○「エコかるた遊び」
　かるた遊びを通じてエコに関心を持つことや、エコを生活の中で実践していることにも気づかせなが
ら、エコの意識づけを行っています。

○「オリジナル・エコソング」
　羽咋市の保育士たちでつくったオリジナルソング『レッツ　ECO　！～この地球を守りたい～』の歌
と踊りを行事や保育の中で活用しています。また、オリジナルソングを地域のイベントにも活用し、
地域の方々にもエコ活動の啓発をしています。

○「地球にやさしいバザーこすもすまつり」
　保育園で行われるバザー「こすもすまつり」で職員や保護者がエコレンジャーになり、保育園に訪れ
た方々に子どもたちの“５つのがんばる宣言”を伝え、分別を呼びかけています。

○「落ち葉で焼いも」
　公園や保育園の園庭で集めた落ち葉や自然物を使って絵画制作をしています。
　また、落ち葉を集めて、焼いもをしています。　　　　　　

住　所：羽咋市東的場町古川田1５番地1
設置者：羽咋市

電話番号：０７６７－22－８1８1

【５つのがんばる宣言】
　①　みずのだしっぱなしはしません。
　②　ごみをわけてごみばこにいれます。
　③　ものをたいせつにします。
　④　たべものにかんしゃのきもちをもってたべます。
　⑤　どうぶつやおはなにやさしくなります。

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「野菜栽培」
　ミニトマト、きゅうり、スナップエンドウ、じゃがいも、大根を栽培し、収穫した後に年齢に合わせ
たクッキングを実施しています。調理方法は大根の葉っぱも使いエコクッキングに心がけています。

○「堆肥づくり」
　給食の果物の皮を、段ボールコンポストや園庭隅にあるコンポストに入れて堆肥化しています。
　できた肥料は、園の花壇や菜園に使用しています。

○「もったいない音頭」
　夏まつりで『もったいない音頭』を参加している地域の方や保護者の方と一緒に踊り、エコ活動の啓
発をしています。

○「ペットボトルキャップの回収」
　家庭からペットボトルのキャップを保育園に持ってきてもらい、世界の子どもにポリオワクチンを届
ける活動に協力しています。…　　　　　　……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

○「エコ実験・ごみ埋め」
　空缶・ペットボトル・菓子袋（ポリ）・紙・布を土に埋め、定期的に土を掘り起こして埋めたものが土
の中でどうなっていくのかを観察します。
　散歩にでたときは、子どもたちはごみも拾ってきています。 段ボールコンポストで堆肥づくり 朝顔のグリーンカーテン ｢こすもすまつり」によるエコレンジャー
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余
よ

　喜
き

　保　育　所 ○「グリーンカーテンづくり」
　朝顔、ゴーヤ、フウセンカズラの苗を植え、採れたゴーヤはエコクッキングして、おいしく食べまし
た。
　朝顔とフウセンカズラはお店やさんごっこの品物として家庭へ持ち帰り、家庭で植えてもらうよう呼
びかけました。

○「よきっ子まつり（保護者や地域の方参加）でリサイクル製作＆エコバッグ＆エコ遊びコーナー」
　エコレンジャーベルト、ハイパーホッケー（牛乳パック・プリン容器）、ハート棒（広告紙）、エコ
バッグ（新聞紙）、ダンボール使用の迷路などで楽しみました。

○「エコプレゼントづくり」
　落ち葉のしおりを作ってお世話になっている方々にプレゼントしました。

○「調理師の関わり」
　調理師が食材や献立に興味を持つよう子どもたちに働きかけ、残食を少なくするよう配慮しました。
　食材のエコ活用（ブロッコリーの芯やだしをとった後の昆布などを活用）を工夫しました。

○「羽咋市保育部会オリジナルエコソングの活用」
　保護者からエコソングを募集しました。
　日常の保育や運動会（親子）で歌ったり踊ったりしました。　
　子育て創生事業での親子で遊ぼう会や地域の福祉まつりで紹介し、参加者と共に踊りました。

○「ごみ分別」
　燃えるごみ、プラスチックごみ、燃えないごみ、紙のごみなど子どもたちが進んで分別できるように
働きかける環境づくりに取り組みました。
　リサイクル及び燃えるごみの日に回収のようすを見たり、作業員の方にお礼を言ったりしました。
　ごみ拾い散歩をし、きれいな環境を守ろうとの意識を育みました。

○「電気、水道を大切に使う」
　こまめに電気を消す、水道を出しっぱなしにしない等、子どもたちと省エネ省資源について話し合い
心がけました。
　電気水道代を昨年と比較し、毎月減っていることを確認しました。（全職員に周知）

○「運動会種目にエコの内容を取り入れる」
　５歳児は進めエコレンジャー、未満児は親子でグリーンカーテンの内容で親子で楽しみました。
　保護者にエコレンジャーになって登場していただき、エコ活動の啓発をしてもらいました。

○「保護者にエコかわら版配布」
　エコや自然体験の情報提供や保育所でのエコ活動紹介などをし、保護者と共にエコに取り組めるよう
にしました。

○「紙芝居：もったくんとリサイクルマン」
　金沢市従業員労働組合の方にリサイクルの大切さについて紙芝居をしていただき、ゴミの分別やリサ
イクルへの理解を深めました。

住　所：羽咋市大町お３８番地
設置者：羽咋市

電話番号：０７６７－2６－０2９０

【５つのがんばる宣言】
　①　みずをだいじにします。
　②　でんきをだいじにします。
　③　ごみをへんしんさせます。…
　④　おかたづけをします。
　⑤　ちきゅうとなかよくします。… …

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「がんばる宣言の掲示」
　廊下に掲示しておくことで、常に関心が持てるようにしています。

○「野菜栽培」
　トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤ、さつま芋、じゃが芋、キャベツ、ブロッコリー、ハクサイ、落花
生、玉ネギ等を栽培し、食育ボランティア・食育コーディネーター・保護者・祖父母の協力でエコ
クッキングをしています。

○「地域の方の協力によるエコクッキング」
　材料を提供していただき、梅ジュース、梅干し、紫蘇ふりかけ、紫蘇ジュース、干し柿づくり、かま
ど炊きごはんなど自然物を使った手作り食品を作りました。

○「堆肥づくり」
　ダンボールコンポストを作製し、できた堆肥を畑の土に混ぜました。（春と秋の2回）
　ダンボールコンポストのパンフレットや材料を希望する保護者に配布しました。（地域の方の協力）

○「自然体験」
　地域の方の協力のもと、たけのこ山に登り、たけのこを掘り、掘りたてのたけのこを煮物で味わいま
した。そのほか、苺がり、苺ジャムづくりなどをしました。
　その他、四季折々地域ならではの自然に親しみ（例：白鳥見学、ビオトープ見学、ネイチャーゲー
ム）五感で自然を感じ、共生していることを学んでいます。　

｢よきっ子まつり」エコ遊びコーナーで遊ぶ親子
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余
よ

　喜
き

　保　育　所 ○「グリーンカーテンづくり」
　朝顔、ゴーヤ、フウセンカズラの苗を植え、採れたゴーヤはエコクッキングして、おいしく食べまし
た。
　朝顔とフウセンカズラはお店やさんごっこの品物として家庭へ持ち帰り、家庭で植えてもらうよう呼
びかけました。

○「よきっ子まつり（保護者や地域の方参加）でリサイクル製作＆エコバッグ＆エコ遊びコーナー」
　エコレンジャーベルト、ハイパーホッケー（牛乳パック・プリン容器）、ハート棒（広告紙）、エコ
バッグ（新聞紙）、ダンボール使用の迷路などで楽しみました。

○「エコプレゼントづくり」
　落ち葉のしおりを作ってお世話になっている方々にプレゼントしました。

○「調理師の関わり」
　調理師が食材や献立に興味を持つよう子どもたちに働きかけ、残食を少なくするよう配慮しました。
　食材のエコ活用（ブロッコリーの芯やだしをとった後の昆布などを活用）を工夫しました。

○「羽咋市保育部会オリジナルエコソングの活用」
　保護者からエコソングを募集しました。
　日常の保育や運動会（親子）で歌ったり踊ったりしました。　
　子育て創生事業での親子で遊ぼう会や地域の福祉まつりで紹介し、参加者と共に踊りました。

○「ごみ分別」
　燃えるごみ、プラスチックごみ、燃えないごみ、紙のごみなど子どもたちが進んで分別できるように
働きかける環境づくりに取り組みました。
　リサイクル及び燃えるごみの日に回収のようすを見たり、作業員の方にお礼を言ったりしました。
　ごみ拾い散歩をし、きれいな環境を守ろうとの意識を育みました。

○「電気、水道を大切に使う」
　こまめに電気を消す、水道を出しっぱなしにしない等、子どもたちと省エネ省資源について話し合い
心がけました。
　電気水道代を昨年と比較し、毎月減っていることを確認しました。（全職員に周知）

○「運動会種目にエコの内容を取り入れる」
　５歳児は進めエコレンジャー、未満児は親子でグリーンカーテンの内容で親子で楽しみました。
　保護者にエコレンジャーになって登場していただき、エコ活動の啓発をしてもらいました。

○「保護者にエコかわら版配布」
　エコや自然体験の情報提供や保育所でのエコ活動紹介などをし、保護者と共にエコに取り組めるよう
にしました。

○「紙芝居：もったくんとリサイクルマン」
　金沢市従業員労働組合の方にリサイクルの大切さについて紙芝居をしていただき、ゴミの分別やリサ
イクルへの理解を深めました。

住　所：羽咋市大町お３８番地
設置者：羽咋市

電話番号：０７６７－2６－０2９０

【５つのがんばる宣言】
　①　みずをだいじにします。
　②　でんきをだいじにします。
　③　ごみをへんしんさせます。…
　④　おかたづけをします。
　⑤　ちきゅうとなかよくします。… …

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「がんばる宣言の掲示」
　廊下に掲示しておくことで、常に関心が持てるようにしています。

○「野菜栽培」
　トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤ、さつま芋、じゃが芋、キャベツ、ブロッコリー、ハクサイ、落花
生、玉ネギ等を栽培し、食育ボランティア・食育コーディネーター・保護者・祖父母の協力でエコ
クッキングをしています。

○「地域の方の協力によるエコクッキング」
　材料を提供していただき、梅ジュース、梅干し、紫蘇ふりかけ、紫蘇ジュース、干し柿づくり、かま
ど炊きごはんなど自然物を使った手作り食品を作りました。

○「堆肥づくり」
　ダンボールコンポストを作製し、できた堆肥を畑の土に混ぜました。（春と秋の2回）
　ダンボールコンポストのパンフレットや材料を希望する保護者に配布しました。（地域の方の協力）

○「自然体験」
　地域の方の協力のもと、たけのこ山に登り、たけのこを掘り、掘りたてのたけのこを煮物で味わいま
した。そのほか、苺がり、苺ジャムづくりなどをしました。
　その他、四季折々地域ならではの自然に親しみ（例：白鳥見学、ビオトープ見学、ネイチャーゲー
ム）五感で自然を感じ、共生していることを学んでいます。　
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千
ち

 里
り

 浜
はま

 保 育 所
住　所：羽咋市千里浜町ロ３９－1

設置者：羽咋市
電話番号：０７６７－22－０７６４

【５つのがんばる宣言】
　①　使わない電気は消します。
　②　自然を大切にします。
　③　水の出しっぱなしはしません。
　④　ごみを分けてごみばこに入れます。
　⑤　お花や動物に優しくします。

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「堆肥づくり」
　給食の調理時に出た玉葱・にんじんの皮などの生ごみを、段ボールコンポストを使って堆肥化してい
ます。できた肥料は、保育所の花壇・野菜の土にまぜて、栽培に役立てています。

○「野菜栽培」
　ミニトマト、ピーマン、きゅうり、スナップエンドウ、じゃがいも、さつまいも、大根などの栽培を
して、収穫した後にクッキングを行います。さつまいもでスイートポテトを作り、地域の方を招いて
交流をしました。

○「リサイクルおもちゃ作り」
　家庭から収集した牛乳パック、空き箱などを使って、動くおもちゃを作っています。
　手作りのおもちゃで遊べる楽しさを、子ども達に知ってもらおうと取り組んでいます。

○「自然体験・自然物を使って作品作り」
　園外保育にて里山へ出かけたり、また海や公園へ散歩をすることで、虫や自然物を見つけ、自然との
かかわりを感じ、自然の大きさ・自然を守る大切さを学べる機会を作っています。また、自然物を
使って（さつまいものつるでリース作り、どんぐりを使ってコマなど）の作品作りを行いました。

○「グリーンカーテンづくり」
　朝顔やゴーヤ、ふうせんかずらの苗を植え、グリーンカーテンを作りました。採れたゴーヤをエコ
クッキングして美味しく食べています。また、できた種を地域の方に配布して、グリーンカーテンづ
くりを呼びかけています。

○「エコの日」
　毎月第2水曜日をエコの日として、ペットボトルのキャップ、プルタブ、ベルマークなどの回収を
行っています。また、エコチェックシートを家庭に配布して、家族でエコに取り組みます。
　保育所では、エコの話を取り入れたり、ゲームを通じてエコに親しみます。

○「エコソング」
　羽咋市内の保育所で共通のエコソングがあります。エコソングをみんなで歌ったり、ダンスを通じて
エコに親しみます。

千里浜海岸をお散歩＆ごみ拾い


