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内
うち

 日
ひ

 角
すみ

 保 育 園
住　所：かほく市内日角2丁目1６番地

設置者：かほく市
電話番号：０７６－2８３－０2０５

【５つのがんばる宣言】
　①　つかわないでんきはけします。
　②　みずをたいせつにします。
　③　やさいをそだてます。
　④　はたけのひりょうづくりをします。
　⑤　はいざいせいさくをします。

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「野菜栽培」
　ミニトマト・なす・ピーマン・じゃがいも・落花生・水菜・小松菜・大根などを栽培、収穫しクッキ
ングをする。また、野菜が育つ上で大切なことは何か、水のかけ方、草取りなどの実践を通じ、自然
とふれあう喜びを感じる。

○「堆肥作り」
　給食で出た野菜くずや残食などの生ごみをコンポストをつかって堆肥化している。

○「廃材制作」
　廃材を利用しておもちゃ作りを体験したり、廃材を遊びの中に取り入れたりして楽しんでいる。

○「もったいない」を考える
　「もったいない」の絵本を見ながら、園児が関わる身近なことを取り上げ『物を大切にすること』に
ついて考える。

○「グリーンカーテンづくり」
　朝顔やふうせんかずらの種をまき、直射日光を防ぐようにする。できた種は、園児に配布し、グリー
ンカーテンづくりを呼びかける。

○「生き物を育てる」
　カタツムリ・ザリガニ・亀・めだか・金魚・カブトムシなどの小動物を育て、野菜くずをあげる。
　その中から命の大切さを感じ、思いやりや優しさを養うようにする。

○「その他」
　冷暖房は設定温度を守る。（夏は28℃、冬は20℃）
　ペットボトルのキャップを集める。

廃品を使っておもちゃ作り
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大
おお

　崎
さき

　保　育　園 ○「表現会の一部に採り入れる」
　①大崎保育園エコ活動の報告
　②エコソング“ヤッホーホー”（ボクには何ができるだろう）を歌って踊る。
　　子ども達は「HABエコキッズプロジェクト」から送られてきたDVDを見てすぐ覚えとても楽しく
　　踊っていた。子ども達と共に活動協力のお礼とエコの大切さを保護者に知らせた。

　＊子ども達の発表文　（表現会の中で）

　　①ゴーヤを植えてゴーヤカーテンを作りました。

　　②育てたゴーヤでエコクッキングをしました。

　　③ペットポトルの蓋を集めて貧しい国の子が予防注射を受けられるようにしました。

　　④“げんきいっぱいニコニコ畑”…で野菜を育てました。とれた野菜はとてもおいしかったです。

　　⑤ごはんやおかずを残さず食べました。

　　⑥電気をつけっぱなしにしませんでした。

　　⑦歯磨きの時、水を出しっぱなしにしないでコップ1ぱいにしました。

　　⑧なんでもぽいぽい捨てないで本当にごみか考えます。

　　⑨海や川を汚さないように気をつけます。

　　⑩森の木を大事にして大好きな虫や動物が元気に生きられるようにします。

住　所：かほく市大崎東５７番地
設置者：かほく市

電話番号：０７６－2８３－０2０2

【５つのがんばる宣言】
　①　使わない電気を消します。…
　②　水を出しっぱなしにしません。…
　③　自然や物を大切にします。…
　④　動物や植物にやさしくなります。…
　⑤　おうちでも守ります。… … …

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「エコについて考える」
　紙芝居や図書館の本を通じエコの意味について保育士と共に考えた。

○「野菜の栽培」
　①米、トマト、ナス、カボチャ、ピーマン、人参等を栽培し新鮮な味を体験した。
　　また、カボチャの皮や人参の葉も残さず食べ「もったいない」を知った。
　②グリーンカーテンは思うほどできませんでしたが、採れたゴーヤでエコクッキングをして美味しく
　　食べた。レシピを配付し保護者にも啓発した。

○「保護者会と協力して」 
　①保護者向けの講演会では、演題をドイツのエコ、講師を国際交流員とし、子どもの頃からエコにつ
て関心を持つことの大切さを学んだ。

　②エコキャップ活動
　　　・親子の他人への思いやりを育むことをねらいに、エコキャップを約6,000個収集し、８人の予

防接種につながっていることを伝えた。
　　　・それとともに同じキャップを“かほく市環境ポイント”に換え、さらにかほく市商工会の

“にゃんたろうカード”に換え、保育園児の折り紙を￥2,850分買うことができた。

ペットボトルキャップを数えている
（エコキャップ活動）

ゴーヤの
収穫

ゴーヤの
クッキング
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大
おお

　崎
さき

　保　育　園 ○「表現会の一部に採り入れる」
　①大崎保育園エコ活動の報告
　②エコソング“ヤッホーホー”（ボクには何ができるだろう）を歌って踊る。
　　子ども達は「HABエコキッズプロジェクト」から送られてきたDVDを見てすぐ覚えとても楽しく
　　踊っていた。子ども達と共に活動協力のお礼とエコの大切さを保護者に知らせた。

　＊子ども達の発表文　（表現会の中で）

　　①ゴーヤを植えてゴーヤカーテンを作りました。

　　②育てたゴーヤでエコクッキングをしました。

　　③ペットポトルの蓋を集めて貧しい国の子が予防注射を受けられるようにしました。

　　④“げんきいっぱいニコニコ畑”…で野菜を育てました。とれた野菜はとてもおいしかったです。

　　⑤ごはんやおかずを残さず食べました。

　　⑥電気をつけっぱなしにしませんでした。

　　⑦歯磨きの時、水を出しっぱなしにしないでコップ1ぱいにしました。

　　⑧なんでもぽいぽい捨てないで本当にごみか考えます。

　　⑨海や川を汚さないように気をつけます。

　　⑩森の木を大事にして大好きな虫や動物が元気に生きられるようにします。

住　所：かほく市大崎東５７番地
設置者：かほく市

電話番号：０７６－2８３－０2０2

【５つのがんばる宣言】
　①　使わない電気を消します。…
　②　水を出しっぱなしにしません。…
　③　自然や物を大切にします。…
　④　動物や植物にやさしくなります。…
　⑤　おうちでも守ります。… … …

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「エコについて考える」
　紙芝居や図書館の本を通じエコの意味について保育士と共に考えた。

○「野菜の栽培」
　①米、トマト、ナス、カボチャ、ピーマン、人参等を栽培し新鮮な味を体験した。
　　また、カボチャの皮や人参の葉も残さず食べ「もったいない」を知った。
　②グリーンカーテンは思うほどできませんでしたが、採れたゴーヤでエコクッキングをして美味しく
　　食べた。レシピを配付し保護者にも啓発した。

○「保護者会と協力して」 
　①保護者向けの講演会では、演題をドイツのエコ、講師を国際交流員とし、子どもの頃からエコにつ
て関心を持つことの大切さを学んだ。

　②エコキャップ活動
　　　・親子の他人への思いやりを育むことをねらいに、エコキャップを約6,000個収集し、８人の予

防接種につながっていることを伝えた。
　　　・それとともに同じキャップを“かほく市環境ポイント”に換え、さらにかほく市商工会の

“にゃんたろうカード”に換え、保育園児の折り紙を￥2,850分買うことができた。

表現会の練習風景。この後エコソング“ヤッホーホ－”を歌って踊った。
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大
お

　海
み

　保　育　園
住　所：かほく市夏栗い４３番地1

設置者：かほく市
電話番号：０７６－2８1－３６８2

【５つのがんばる宣言】
　①　つかわないでんきはけします。
　②　しぜんをたいせつにします。
　③　ものをたいせつにします。
　④　ごはんはのこさないでたべます。
　⑤　おうちでもまもります。… …

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「リサイクルおもちゃづくり」
　ペットボトルで楽器やおもちゃをつくる。積み上げたり、ころがしたり、リズムあそびを楽しんでい
る。

○「廃材を使って生活に必要なものをつくる」
　2リットルのペットボトルでオムツマット入れ、ティッシュペーパーの箱でカラー帽子入れ、牛乳
パックで椅子などを作る。

○「地域のリサイクル活動に協力」　　
　地域のリサイクル活動として牛乳パックを集め、ボランティア団体の方に毎月お渡ししている。（椅
子作りなど）

○「野菜の栽培」
　なす、パプリカ、トマトなど色々な野菜を栽培、収穫し、クッキングをしている。　
　また、保護者の方からいただいたブロッコリー・カリフラワー・玉ねぎの苗を栽培する。
　給食材料の金時草の茎を挿木・栽培し、天ぷらや和え物などを作り、何度も収穫を楽しんでいる。

○「自然体験」
　近くの川でめだか捕りを楽しみ、園だけではなく家庭にも持ち帰り育てる。
　牧場にいき、仔牛にミルクを飲ませたり牛に牧草をあげるなどの体験をし、共生していることを学ん
でいる。　

ペットボトルで作った玩具

お
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学
がく

 園
えん

 台
だい

 保 育 園
住　所：かほく市学園台５丁目1８番地

設置者：かほく市
電話番号：０７６－2８1－０５1５

【５つのがんばる宣言】
　①　つかわないでんきはけします。…
　②　しぜんをたいせつにします。…
　③　ものをたいせつにします。…
　④　ごはんをのこさずたべます。…
　⑤　おうちでもまもります。…

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「野菜栽培」
　さつま芋やミニトマト・ピーマンなどの夏野菜、カボチャ、大根、玉ねぎを栽培した後に、祖父母と
のふれあいクッキングをしました。さつま芋や大根の葉っぱも調理しました。

○「グリーンカーテンづくり」
　朝顔やゴーヤの苗を植え、収穫したゴーヤをクッキングしておいしく食べました。
　白いゴーヤも植えましたので、興味を持って毎日見ている保護者や種を持ち帰る保護者もいました。

○「日除けに簾」
　部屋の窓際に簾をかけると、若い保護者は珍しそうに見ていました。

○「ペットボトルのキャップとプルタブ集め」
　ペットボトルを利用してかわいい顔つきの入れ物をつくり子どもや保護者に呼びかけると、子どもた
ちがとても興味を示し、キャップを口の中に入れています。（写真）

ペットボトルのキャップとプルタブ集め
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金
かな

　津
づ

　保　育　園 ○「親子で苗植え」
　親子で苗植えも実施しました。その後、プロジェクターを利用し、園の食育活動を説明しました。
　私達は他の生き物の命をもらって生きているということを再確認し、食べ物が口に入るまでに携わっ
てくださった方々への感謝、命をいただく感謝の気持ちを込めて、「いただきます」「ごちそうさま」
のあいさつを忘れないことや、食べ物を大切にするということを、家庭と共に考えました。

○「自然体験」
　戸外あそびや、散歩、園外保育などで、四季折々の自然美を感じながら自然の中で遊び、虫取りや、
草花で遊ぶ体験から、自然と共生していることを学んでいます。例えば、ダンゴ虫は落ち葉を食べて、
きれいな土を作ってくれているなど、小さな生き物にも、立派な役割があり、自分たちが生きていく
ために大切な存在であることを知り、命を大切にしながら遊んでいます。

○「節電・節水」
　使わない電気をこまめに消しています。
　手洗いや歯みがきの際、水の出しっぱなしをしないようにしています。

○「保護者会活動による、ペットボトルキャップ集め」
　かほく市のにゃんたろうカードのポイントとし、キャップは発展途上国の子どもたちのワクチンに　
なるという活動に参加しています。

住　所：かほく市谷イ３６番地1
設置者：かほく市

電話番号：０７６－2８５－2６８1

【５つのがんばる宣言】
　①　使わない電気は消します。…
　②　水の出しっぱなしはしません。
　③　自然を大切にします。
　④　物を大切にします。…
　⑤　動物やお花に、やさしくします。… …

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「エコに関する絵本の読み聞かせをし、子どもと共にエコを考える」
　日々の保育の中で、「エコ育絵本“ちきゅうにやさしくなれるかな”」シリーズなどを読み聞かせ、
リサイクルの大切さ、食べ残しのもったいなさ、ゴミ問題、環境破壊などについて、子どもと共に考
える機会を多く持っています。例えば、紙の原料は木ということ、木はきれいな空気や水を作ってく
れていることを知り、紙を無駄づかいすることにより、空気や水、地球が汚れてしまうことを学び、
紙を大切に使うようになりました。

○「廃材を使った、おもちゃ作り」
　捨てる前にゴミかどうか考えています。おやつのプリンのカップや空き箱、近所の工場から頂いた廃
材などを利用し、毎日のコーナーあそびで、おもちゃ作りを楽しんでいます。
　自由なイメージを膨らませ、ケーキやロボット、船や車など、様々なおもちゃを作り、それを使って
遊んでいます｡「廃材」が子どもたちの想いの詰まった「手作りおもちゃ」に生まれ変わり、楽しい遊
びにつながっています。

○「野菜栽培」
　夏野菜を栽培し、収穫後にクッキングをしました。植物が大きく生長する営みや、世話の仕方を知
り、食べ物を大切にしようという気持ちが育っています。

廃品を利用し、おもちゃを作り遊ぶ様子
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金
かな

　津
づ

　保　育　園 ○「親子で苗植え」
　親子で苗植えも実施しました。その後、プロジェクターを利用し、園の食育活動を説明しました。
　私達は他の生き物の命をもらって生きているということを再確認し、食べ物が口に入るまでに携わっ
てくださった方々への感謝、命をいただく感謝の気持ちを込めて、「いただきます」「ごちそうさま」
のあいさつを忘れないことや、食べ物を大切にするということを、家庭と共に考えました。

○「自然体験」
　戸外あそびや、散歩、園外保育などで、四季折々の自然美を感じながら自然の中で遊び、虫取りや、
草花で遊ぶ体験から、自然と共生していることを学んでいます。例えば、ダンゴ虫は落ち葉を食べて、
きれいな土を作ってくれているなど、小さな生き物にも、立派な役割があり、自分たちが生きていく
ために大切な存在であることを知り、命を大切にしながら遊んでいます。

○「節電・節水」
　使わない電気をこまめに消しています。
　手洗いや歯みがきの際、水の出しっぱなしをしないようにしています。

○「保護者会活動による、ペットボトルキャップ集め」
　かほく市のにゃんたろうカードのポイントとし、キャップは発展途上国の子どもたちのワクチンに　
なるという活動に参加しています。

住　所：かほく市谷イ３６番地1
設置者：かほく市

電話番号：０７６－2８５－2６８1

【５つのがんばる宣言】
　①　使わない電気は消します。…
　②　水の出しっぱなしはしません。
　③　自然を大切にします。
　④　物を大切にします。…
　⑤　動物やお花に、やさしくします。… …

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「エコに関する絵本の読み聞かせをし、子どもと共にエコを考える」
　日々の保育の中で、「エコ育絵本“ちきゅうにやさしくなれるかな”」シリーズなどを読み聞かせ、
リサイクルの大切さ、食べ残しのもったいなさ、ゴミ問題、環境破壊などについて、子どもと共に考
える機会を多く持っています。例えば、紙の原料は木ということ、木はきれいな空気や水を作ってく
れていることを知り、紙を無駄づかいすることにより、空気や水、地球が汚れてしまうことを学び、
紙を大切に使うようになりました。

○「廃材を使った、おもちゃ作り」
　捨てる前にゴミかどうか考えています。おやつのプリンのカップや空き箱、近所の工場から頂いた廃
材などを利用し、毎日のコーナーあそびで、おもちゃ作りを楽しんでいます。
　自由なイメージを膨らませ、ケーキやロボット、船や車など、様々なおもちゃを作り、それを使って
遊んでいます｡「廃材」が子どもたちの想いの詰まった「手作りおもちゃ」に生まれ変わり、楽しい遊
びにつながっています。

○「野菜栽培」
　夏野菜を栽培し、収穫後にクッキングをしました。植物が大きく生長する営みや、世話の仕方を知
り、食べ物を大切にしようという気持ちが育っています。

ペットボトルのキャップ集め
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し  ら  ゆ  り  保  育  園
住　所：かほく市白尾ワ1番地の1

設置者：かほく市
電話番号：０７６－2８３－０４22

【５つのがんばる宣言】
　①　つかわないでんきはけします。
　②　みずのだしっぱなしはしません。
　③　しぜんをたいせつにします。
　④　ものをたいせつにします。…
　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】… … …

○「グリーンカーテンづくり」
　西洋朝顔やゴーヤの苗を植え、グリーンカーテンづくりに取り組み、省エネ効果（影ができ日が当た
らないため涼しくなる）になることをわかりやすく知らせる。また、採れたゴーヤはチップスにして
食べる。苦味がなく美味しく食べることができた。

○「ペットボトルのキャップのリサイクル」
　玄関に入れるかごを置く。家から「キャップもってきたよ」と持参しかごの中に嬉しそうに入れる。
　年長児も関心を持ちながら集まったキャップを数える。

○「環境美化」
　菜園の草むしりを行いながら野菜の生長を楽しみに待つ。園庭の草むしりでは、運動会の練習時前か
ら何度も行い、気持ちよく使うことができた。花や野菜の世話を職員と一緒に行う。

○「エコクッキングについて」
　収穫した野菜などを見たり、皮は捨てずに炒り煮や天ぷらなど調理の工夫でおいしく食べられること
を実感し味わう。「かわをすてるってもったいないね」とまるごと野菜が食べられることを知ること
ができた。

○「節電・節水について」
　電気や水の大切さを知らせ、使っていない部屋や必要のない時は、電気を消す。
　また、手洗い歯磨きの時、水を流しっぱなしにせず、必要のない時には止めるように声をかけること
で、節電・節水に関心を持つようになる。

○「リサイクルの活用について」
　牛乳パックやペットボトル・広告紙などを使い、玩具作りなどの製作に使用し、物を大切にする気持
ちを育てる。　　

グリーンカーテンづくりとペットボトルのキャップ

ならべてみよう

1．2．３・・・
いっぱいあつまったね
すごい
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新
しん

　化
か

　保　育　園
住　所：かほく市宇野気二６５－1

設置者：かほく市
電話番号：０７６ー2８３－12７1

【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　物を大切にします。（もったいないという気持ち）
　④　小動物や花にやさしくなります。（命の大切さ）
　⑤　おうちでもまもります。

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「飼育栽培」
　夏野菜（きゅうり、ミニトマト、ピーマン等）などを栽培し、収穫後に採れたて野菜で塩もみした漬
物や、野菜サラダなどをつくり、旬の味を味わっています。また、園庭や畑の草とりをし、野菜が大
きく育つことを知らせています。小動物ではかたつむり、かえるなどの成長を観察したり世話をする
など愛着心を持って関わり、命の尊さに気づかせています。

○「堆肥づくり」
　給食の残食や落ち葉はコンポストを使って堆肥化しています。できた堆肥は園の花壇や畑やプラン
ターに使用しています。いろいろな野菜の形、感触、匂いなど給食の食材の皮むきを体験し、野菜く
ずや堆肥が土壌を活性化させることを知り、自然サイクルの不思議さを共感しています。　　　　

○「グリーンカーテンづくり」
　白ゴウヤやきゅうりを栽培収穫し、遮光ネットなどで心を癒す環境の工夫をすると、保護者から気持
ちが和みますと声をかけていただきました。

○「自然体験」
　・ぶどうのつるや自然物（まつぼっくり、どんぐりなど）を利用してリースづくりを体験します。
　・散歩、遠足に行き、草花の花束づくりや季節感を感じながら歩きます。
　・調理師さんと一緒に手を添えてもらい魚をさばく体験をし、命の尊さに気づくことができました。
　・手づくりの干し柿づくりでは、風や太陽によって柿から干し柿に変化していく様子を見ることで、
自然の力や不思議さに興味や関心を持ちました。　

○「リサイクルや資源回収」　
　・クリーンセンター・リサイクルプラザへ施設見学に行き、分別の必要性、資源回収、物を大切にす
ること、環境をきれいにすることの大切さを知らせています。

　・園庭や公園のごみ、落ち葉をひらい、落ち葉を使って焼き芋パーティを楽しみ、調理の方法による
味の違いに気づかせています。

　・エコキャップ収集について、家庭へ積極的に働きかけ、環境を守る意識を高めています。
　・牛乳パックを使った太鼓づくりで再利用を楽しみ、限りある資源を大切に使うことに気づくことが
できました。

野菜のグリーンカーテン
（胡瓜とゴウヤ）の栽培、収穫
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す  み  よ  し  保  育  園 ○「エコに対する意識を高める」
　前年度と今年度の園児一人当たりの電気使用量や水道使用量をグラフにして掲示し、職員や園児に視
覚で訴え、エコに対する意識を高める。住　所：かほく市外日角ニ1５番地1

設置者：かほく市
電話番号：０７６－2８３－221５

【５つのがんばる宣言】
　①　みずをだしっぱなしにしません。…
　②　ものをたいせつにします。
　③　ごはんをのこさずたべます。
　④　やさいのみずやりにはあまみずをつかいます。…
　⑤　しぜんのかぜをたいせつにします。… …

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「菜園活動」
　ミニトマト、玉ねぎ、ピーマン、米などを栽培し、収穫した野菜でクッキングやエコクッキングを実
施する。

○「リサイクルおもちゃづくり」
　園や家庭から収集した廃材を使い、保育士や子ども達で手作り玩具を製作している。

○「自然体験」
　海や灯台、区民センターに出かけ、自然とつながり共生していることを知らせている。

○「グリーンカーテンづくり」
　ゴーヤの苗を植え、水やりなどの世話をしたり、収穫したゴーヤでクッキングをする。
　また家に持ち帰り、家庭との連携を図る。水やりには雨水を使用する。

○「風通しを良くする」
　園舎の窓を取り外したり、日当たりの強い場所には遮光ネットを張り、直射日光をさける。
　海から吹く風を活かし、エアコンを極力使用しないようにする。

ゴーヤのグリーンカーテン 雨水ため
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す  み  よ  し  保  育  園 ○「エコに対する意識を高める」
　前年度と今年度の園児一人当たりの電気使用量や水道使用量をグラフにして掲示し、職員や園児に視
覚で訴え、エコに対する意識を高める。住　所：かほく市外日角ニ1５番地1

設置者：かほく市
電話番号：０７６－2８３－221５

【５つのがんばる宣言】
　①　みずをだしっぱなしにしません。…
　②　ものをたいせつにします。
　③　ごはんをのこさずたべます。
　④　やさいのみずやりにはあまみずをつかいます。…
　⑤　しぜんのかぜをたいせつにします。… …

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「菜園活動」
　ミニトマト、玉ねぎ、ピーマン、米などを栽培し、収穫した野菜でクッキングやエコクッキングを実
施する。

○「リサイクルおもちゃづくり」
　園や家庭から収集した廃材を使い、保育士や子ども達で手作り玩具を製作している。

○「自然体験」
　海や灯台、区民センターに出かけ、自然とつながり共生していることを知らせている。

○「グリーンカーテンづくり」
　ゴーヤの苗を植え、水やりなどの世話をしたり、収穫したゴーヤでクッキングをする。
　また家に持ち帰り、家庭との連携を図る。水やりには雨水を使用する。

○「風通しを良くする」
　園舎の窓を取り外したり、日当たりの強い場所には遮光ネットを張り、直射日光をさける。
　海から吹く風を活かし、エアコンを極力使用しないようにする。

㎥

kWh

kWh
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高
たか

  松
まつ

  第
だい

  一
いち

  保  育  園
住　所：かほく市高松ソ５７

設置者：かほく市
電話番号：０７６－2８1－０1８８

【５つのがんばる宣言】
　①　つかわないでんきはけします。
　②　しぜんをたいせつにします。
　③　ものをたいせつにします。
　④　みずのだしっぱなしはしません。
　⑤　どうぶつやおはなにやさしくなります。
　⑥　おうちでもまもります。… … … …

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「野菜栽培」
　たまねぎやミニトマト、ピーマン、キュウリ、枝豆、大根など季節の野菜を栽培し、クッキングを
　しています。栽培には、畑やプランターばかりでなくペットボトルなども使いました。
　また金時草は葉っぱを取って給食に使った後のくきで栽培しました。

○「自然体験、飼育体験」
　ひらめの稚魚を放流したり、牧場見学、園庭や散歩で虫探し等をして、自然とのつながりや、共生し
ていることを学んでいます。　

○「リサイクルオモチャづくり」
　家庭から収集した廃品を使ってオモチャ作りをし、物を大切に、長く使う気持ちを育てています。

○「リサイクル」
　おやつの牛乳パックを洗ってリサイクルに出しています。
　また、未満児の米のとぎ汁を菜園の水まきに使っています。

○「グリーンカーテンづくり」
　砂場にひょうたんを植えて、グリーンカーテンにし、収穫したひょうたんは、部屋の飾りにしまし
た。

○「芋のつるを使って」
　さつま芋のつるを、家庭に持ち帰り、調理して食べてもらったり、リース作りをし、クリスマスの飾
りにしました。

○「環境に関するおはなし会」
　環境保全やエコについて紙芝居や絵本でわかりやすく学んでいます。

○「水の出しっぱなしはしない」
　手洗い場の水栓をしっかり止めるように、保育士、子供同士で声掛けをしています。

芋ほりしたつるでリース作りをしました。
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七
なな

　窪
くぼ

　保　育　園
住　所：かほく市七窪ホ６３番地

設置者：かほく市
電話番号：０７６－2８３－４1５４

【５つのがんばる宣言】
　①　つかわないでんきはけします。
　②　みずのだしっぱなしはしません。
　③　しぜんをたいせつにします。
　④　ものをたいせつにします。…
　⑤　おうちでもまもります。

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「水を大切に！」
　『もったいないばあさん』などの絵本の読み聞かせを行い、ものを大切にする心を育むとともに、手
洗い場に『もったいないばあさん』のイラストを掲示し、手洗いや歯みがき時の節水を促していま
す。

○「廃材遊びコーナー」
　空き箱、空き容器など、廃材を使った製作遊びコーナーを設けています。子どもたちの工夫で個性的
な作品や遊び道具ができ、楽しんでいる姿から、家庭からも廃材を持ち寄るようになり、ものを捨て
ずに再利用する意識につながっています。

○「エコを意識した食体験」
　自分たちが育てた野菜のおいしさを味わう経験を重ねることで、地産地消の意識を育み、「金時草」
の挿し木栽培や「かほっくり」の収穫では芋のつるクッキングなども取り入れ、地場野菜を使って
“エコを意識した食体験”の実践をすすめています。

○「保護者との連携」
　（エコキャップ回収）
　　　保護者手作りの回収BOXを設置し、ペットボトルキャップの回収を行い、収益を保護者会活動

の一部に役立てています。
　（遊びの環境美化）
　　　保護者会で、保育園に隣接する児童公園の草刈りを行い、子どもたちの遊び環境の美化に取り組

んでいます。
　（エコドライブ啓発)
　　　親子交通安全教室の機会を利用し、保護者を対象に、送迎時のアイドリングストップやふんわり

アクセルなど、エコドライブの啓発を行っています。

手作りの回収BOXに入れるのを楽しみにして家庭
からペットボトルキャップを持参しています。
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は  ま  な  す  保  育  園
住　所：かほく市木津ヘ４９－1

設置者：かほく市
電話番号：０７６－2８５－2０2７

【５つのがんばる宣言】
　①　つかわないでんきはけします。
　②　みずをだしっぱなしにしません。
　③　しぜんやものをたいせつにします。
　④　いきものやはなにやさしくなります。
　⑤　おうちでもまもります。

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「野菜栽培・クッキング」
　ミニトマト、なす、きゅうり、ピーマン、じゃがいも、にんじん、だいこんなどの栽培をし、収穫後
は様々なクッキングを実施する。にんじんや大根の葉っぱも使い、和え物や味噌汁、ふりかけなどに
して食べる。自分たちで作った野菜のせいか苦手だった子も食べられるようになり、食べのこしがほ
とんどなくなる。金時草はプランターや水栽培で繰り返し収穫している。

○「堆肥づくり」
　クッキングの残りの生ごみや給食の果物の皮、菜園の葉・茎などをコンポストに入れ、堆肥化する。
できた肥料は、園の花壇や菜園に使用する。

○「リサイクル品・廃品を使っておもちゃづくり」
　家庭から持参したリサイクル品・廃品を使って、様々なおもちゃを作り遊んでいる。

○「リサイクルやエコについて学び実践する」
　園外保育にてリサイクルプラザ「エコみらいかほく」へ出かけ、リサイクルの大切さやエコ実践の大
切さを学ぶ。ペットボトルキャップの収集、牛乳パックのリサイクルをする。キャップの収集では世
界の子どもたちにワクチンを届けることも知り、身近な多くの人に協力してもらい袋いっぱいに持参
する子もいる。親子でペットボトルプランターを作り、野菜や朝顔を植え育てる。

○「グリーンカーテンやすだれで遮光する」
　朝顔の苗を植え、グリーンカーテンづくりをする。
　すだれや日除けネットで窓やテラスの直射日光をさえぎる。

（親子でミニプランター作り）

（コンポストで堆肥作り） （金時草の再収穫）
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ひ  ま  わ  り  保  育  園
住　所：かほく市秋浜ハ1７番地2

設置者：かほく市
電話番号：０７６－2８３－３４０８

【５つのがんばる宣言】
　①　つかわないでんきはけします。
　②　しぜんをたいせつにします。
　③　ものをたいせつにします。
　④　どうぶつやおはなにやさしくします。
　⑤　おうちでもまもります。

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「廃材を使って作ろう」
　発泡スチロールやストロー、牛乳パックを使ってカカシを作ったり、段ボールを使ってプラネタリウ
ムを作ったりする。日常で捨ててしまうような廃材を利用して、イメージしたことを表現できる環境
を整えている。また、捨ててしまう物を利用してあそぶことが、地球にとって優しいことであること
を子どもたちに知らせる。

○「お米の研ぎ汁を畑の水やりに使う」
　おにぎり作りのクッキングを通じて、捨てているお米の研ぎ汁は栄養があり、野菜の水やりに使える
ことを絵本から知った。給食からでる米の研ぎ汁を毎日もらい、野菜の水やりを続けている。

○「エコをテーマにしたゲームを楽しむ」
　運動会では、異年齢ゲームで「海をまもろう」という分別ゲームを楽しみながら、ゴミを拾うことの
大切さや分別することで再利用できることを学んだ。また、夏祭りに“にゃんたろう”（かほく市の
キャラクター）と一緒に【５つのがんばる宣言】を発表し、保護者や一般の方にもエコの大切さを知
らせることができた。

○「ペットボトルのキャップを集めよう」
　平成22年10月の園だよりに、ペットボトルのキャップを集めるお知らせと、『地球に愛を子どもに
愛を』のキャンペーンチラシを配布し保護者に協力をお願いし、エコダスター2個を設置する。親子
で持参したキャップを透明なエコダスターに入れながら、数をかぞえて楽しんだり、貯まったキャッ
プを「いくつあるのかな」と親子で会話を楽しむ。年長組が10個ずつの山を作り、数をかぞえてい
る。貯まったポイントで園児のおもちゃを買う。

夏祭り､“にゃんたろう”と一緒に！　
【５つのがんばる宣言】
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緑
みどり

 ヶ
が

 丘
おか

 保 育 園
住　所：かほく市遠塚ニ1３番地2

設置者：かほく市
電話番号：０７６－2８３－1８８７

【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　でんきのつけっぱなしはしません。…
　③　ごはんはのこさずたべます。
　④　ごみをへらします。
　⑤　ものをたいせつにつかいます。

【当園で取り組んでいるエコ活動】… … …

○「グリーンカーテンづくり」
　あさがお・ゴーヤ・風船かずらなどを植えてグリーンカーテンを作る。風船かずらの種がたくさん採
れたので、育て方を書いたメモと一緒に配布し、来年家庭でもグリーンカーテンづくりをお願いす
る。

○「廃材での工作を楽しむ」
　近くの業者の方から不要になった包装紙やリボンテープなどたくさんいただいたので、それで絵を描
いたり紙工作などを楽しむ。

○「暖かい服装で登園し暖房温度を少しでも下げる」
　家の中が暖かいのか薄着で登園して寒い寒いという子がいるので、保育園では意識して暖房温度をあ
まり高くしないで暖かい服装で登園させてもらうようにお願いする。
　保護者の方もエコを心得ていて協力してくださる。

○「エコクッキングを心がける」
　だし昆布やブロッコリーの芯なども廃棄にせず色々工夫しておいしく食べさせている。　　　

ゴーヤと風船かずらのグリーンカーテン


