
みんなの地球を守るために 

～朱四小６年ができること～ 

 

みんな，こんにちは。 

ぼくの名前は・・せーの 

♪SDGｓマーン 

そう，SDGｓマンだ。よろしく。 

さて，改めましてこんにちは。 

わたしたちが説明します。 

この朱雀第四小学校に SDGｓマンがどうして来た

のでしょうか。 

今日は，SDGｓマンが朱四に来た秘密を一緒に見て

いきましょう。 

 

 

なぜ，ぼくが現れたか。。。 

それは，この朱雀第四小学校の６年生の学習が 

大きく大きく関係しています。 

 

それでは，６年生がどんな学習をしていたのか見て

いきましょう。 

 



♪ミーン ミーン 

ここは２０１９年，夏の二条城です。 

【PP で写真を映す】 

Do you have sometime for インタビュー？ 

（インタビューしてもいいですか） 

Yes!! 

（もちろん！！） 

Where are you from? 

（どこからきましたか） 

Oh!  I am from フランス！ 

（オー，フランスです） 

Do you have an eco car? 

（エコカーを持っていますか） 

No.  I don’t. 

（いいえ，もってないの） 

Do you have eco bag? 

（エコバッグ持っていますか？） 

※（いくつか質問を再現する） 

こんな風に，実際に二条城を訪れた外国の観光客に

インタビューをして，環境について調査していたん

ですね。 



でもそれだけでは，ぼくはこの学校に来ないよ。 

きっかけは，これ！！ 

【京都市役所の杉本さんたち登場】 

みんな，とってもいい勉強をしているね。 

一人ひとりエコのことを考えて，行動しているのは

すごいよ。 

それに，実際に外国の方に話を聞いて，世界の様子

を知るなんて，なかなかできない経験をしている。 

すばらしい。 

だからこそ，世界にも目を向けているみんなに，調

べてほしいことがあるんだ。 

それは。。。ＳＤＧｓ！ 

京都市でも，ＳＤＧｓに関係する取組をいくつもし

ているんだよ。 

そして驚くべきことは，京都市は，全国でＳＤＧｓ

１位なんだよ！ 

でも，この京都市の生活を続けていっても地球を救

うことができないんだ。だからこそ，二酸化炭素排

出０を目指して活動しているんだ。 

ＳＤＧｓは，日本だけでなく世界で通用する言葉な

んだよ。世界中で取組が進められている！ 



ぜひ，このＳＤＧｓについて，詳しく調べてみて。 

ＳＤＧｓなんて，初めて聞いたよ。 

京都市でも取り組んでいるなんて，全然知らなかっ

たな。 

知ってた？ 

世界でも取り組んでいるってすごいことなのかもし

れないね。 

調べてみる価値はありそうだね。 

早速調べてみようよ。 

おー！！！ 

 

そこで，朱雀第四小学校の６年生たちは，いろんな

本を読んだり，インターネットで検索したりしなが

ら調べました。 

 

そうなんだ。みんなよく調べてくれたね。 

朱四のみんなにも，せっかく調べたんだから教えて

あげよう！！６年生のみんなー！！ 

はーい！！ 

ＳＤＧｓっているのは，サステイナブルディベロッ

プメントゴールズの頭文字をとっているんだ。つま



り，持続可能な開発のための目標って意味だよ。 

この目標は全部で１７個。 

１つ目 

２つ目 

３つ目 

４つ目 

５つ目 

６つ目 

７つ目 

８つ目 

９つ目 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

そして最後の１７は， 

（それぞれカードをもって登場） 

そこで分かったのは，日本ができていることとと，



できていないこと。 

たくさんの課題があることが分かったよ。 

ＳＤＧｓを目指して，僕たちにできることを考えな

いと！！ 

すごいだろ？６年生はしっかり調べ，考えてくれた

んだ。 

 

 

もっとすごいのは，ここから！！ 

こんな学習をしたんだ。 

 

７のエネルギーをみんなに，そしてクリーンにって

あるけど，エネルギーを作るための資源は限られて

いるよね。 

その資源がなくなってしまったらどうしよう。 

だーい好きなゲームができないよー。。 

テレビやタブレットで鬼滅の刃が見られたないよ。

なんでやねん！！そんなことより，エアコンもテレ

ビも冷蔵庫も照明もない生活になってしまう。。。 

あーーー，ぼくたちの生活ができなくなってしまう

よーーー。。ガーン。。。 



やっぱり今あるエネルギー資源ってとっても大切だ

よ。 

無駄に使ったらだめだよ。 

それに，自然の力をもっとうまく使ったらいいんじ

ゃない？ 

太陽光発電とか，風力発電とか！ 

聞いたことある！ 

そういう自然の力を使う発電は，二酸化炭素も出さ

ないらしいよ。 

めっちゃいいやん！ 

未来の地球を守っていくためにも，何かいいアイデ

アがないか，考えようよ。 

そうだね！！ 

うーーーん。あ！！ ひらめいた！！！ 

♪ドラえもんの音 

【ＰＰと一緒に発明したものを紹介】  

ぼくは，〇〇を考えたよ。 

これは，〇〇な仕組みを取り入れていて，これによ

って，〇〇ができるんだ。そうすれば，〇〇ないいこ

とがあって，地球にやさしいってこと。 

【３人】 



すごいと思わないかい？ 

ＳＤＧｓの７番に合う製品の開発を６年生がしたん

だよ。これが，実現すれば，未来はもっと明るくな

る！ 

クー！！！６年生，かっこいいね！！ 

こんな省エネの製品が何年かすると，世の中にはた

くさんになっているかもしれない。そのためにも，

アイデアを出し続けるって大切だよね。これからも

よろしくね，６年生！！ 

はーい！！ 

アイデアだけでなく，自分にできる省エネも続けて

いくから！！ 

さっすが６年生，かっこいいわー！！ 

 

実は，これだけではないのです。 

まだ６年生は学習をしています。 

では，その様子を見ていきましょう。 

 

そうなんだ，次はＳＤＧｓの１２番に目をつけたん

だ！つくる責任つかう責任！ 

 



日本で食べられるのに捨てられている食べ物の佬っ

てどれくらいか，知っていますか？ 

【ＰＰでクイズを出す】 

①１００トン 

②６４３万トン 

③１００００トン（平成 28 年度農林水産省調べ） 

さあ，どれだと思いますか？ 

正解は，  ②の６４３万トンです。 

一人当たり，毎日おちゃわん１杯分くらいの食べ物

が，食べられるのに捨てられているということです。 

もったいない。 

それにね，家からでるゴミを調べてみると 

一番多いゴミは，生ごみなんだ。 

え？？そうだったの？？知らなかった。 

この生ごみって，減らすことができたら，燃やすと

きに二酸化炭素が出る量を減らすことができるんじ

ゃないかな？ 

そうだね。何とかして，生ごみを減らす方法はない

かな。 

うーーん。 

あ！！生ごみが減るって，この本に書いてあるよ。 



生ごみから土を作るの？？ 

すごーい。 

ほら，ここに書いてあるよ。 

生ごみをつかって栄養のある土を作りましょう。だ

って。 

これが上手くいけば，生ごみが減る! 

そして，この土で植物を育てれば，緑が増えて，グリ

ーンアップの活動にもつながる。 

一石二鳥や！ 

よし！！ 

家から生ごみを持ってきて，土にしよう！ 

おー！！ 

 

こんな風に６年生たちは，学校の中で土づくりをし

たんだ。 

【ＰＰで写真をみせる】 

６年生から聞いたけど，この土を作るときのポイン

トは，「米ぬか」なんだって。 

 

出来上がった土は，今日，地域の皆さんや保護者の

皆さんにお配りします。 



ぜひ，家で植物を育ててくださいね。 

 

まだまだ，６年生は学習をしています。 

 

そうなんだ，なんと，エチオピアの小学生と手紙の

交換をしたんだ。 

みんな，エチオピアってどこにあるか，知ってるか

い？？ 

【ＰＰで世界地図を見せて知らせる】 

日本からこんなに離れた国の子どもたちと交流をし

たんだ。すごいだろー？？ 

 

ＳＤＧｓを調べている中で，私は，この「貧困」とい

う言葉にすごく衝撃を受けたの。 

世界には，毎日ご飯を食べられずに苦しんでいる人

や，水を当たり前のように飲むことができない人，

そして，学校に通って教育を受けることができない

人がたくさんいるんだって。 

自分たちの生活が当たり前だと思っていたけれど，

世界を見た時，それが当り前じゃないんだって思っ

たよ。 



そうなんだ，６年生は，ＳＤＧｓを調べるときに，世

界についても興味を持ったんだ。 

そこで，江﨑先生の力を借りて，エチオピアにいる

小学生に手紙を送って，お互いのことを知ろうとし

たんだ。 

【手紙をもらったときの様子】 

何と，エチオピアから手紙の返事が届いたよ。 

やったー！ 

なんて書いてあるんだろう？ 

はやく見たいよ，先生。 

今から配るよ，みんなが質問したことについて，ち

ゃんと答えてくれているね。 

わー，なんかおいしそうなご飯だよ。 

おしゃれな女の子もいるよ。 

学校のすぐ横には，動物がいる！びっくり！ 

なんかみんな楽しそうだね。 

わたしたちとは，全然違う生活をしているけれど，

すごく楽しそう。 

ぼくたちも，この手紙をもらったことで，いつの間

にか笑顔になっているよ！！ 

ほんとだ！！ 



やっぱり友だちが増えるってなんか嬉しいし，幸せ

な気持ちになるね。 

こんなに遠く離れていても，笑顔になれるんだね。 

 

世界には，まだまだ生活に困っている人もいるよね。 

何とかして力になりたいな。 

みんな，何ができるかな？ 

わたしは，手紙を書き続けたいな。 

ぼくは，募金をして集めたお金を寄付したい。 

 

こんな風に，朱雀第四小学校の６年生は，自分たち

にできることを真剣に考えたんですね。 

 

そうなんだ，だからこそ，ここに僕がやってきたん

だ！！♪ＳＤＧｓマーン 

６年生の学習，すごかっただろ？？ 

だからこそ，協力したいって思ったんだ。 

 

ん？？なんだって？？ 

言い残したことがある？？ 

わかった。さあ，いっちゃいなさい！ 



♪Ｗe are the world♪ 

ぼくたち，この学習をして，それぞれが考えたこと

があります。 

ぼくたちが変わらなければ， 

ぼくたちが行動しなければ， 

世界や地球を守ることはできません。 

 

宣誓！！ 

わたしは，いらないものを買いません！ 

２０５０年，ＣＯ２排出量０にするために，近くに

行くときは，車を使いません。歩いたり自転車に乗

ったりします。 

腐葉土を作った経験を生かして，家でも腐葉土作り

たいです。 

ぼくは，エコバックを自分で作り，そのエコバック

を使って買い物をします。 

正しい知識を取り入れ，世界で困っている人のため

に自分にできることを積極的にしたいです。 

エチオピアだけでなく，いろいろな国のことを正し 

く知って，周りの人たちに伝えていきたい。そして，

身近な人に優しくしたいです。 



わたしは将来，英語など外国の言葉を話せるように

なって，世界の人と関わりたいです。 

ぼくは将来，医者になって苦しんでいる人をたくさ

ん救い，笑顔を増やしていきます。 

ぼくは，どんな人にも親切にできる人になりたいで

す。そして，走りで勇気や元気をすべての人に与え

らえるような陸上選手になります！ 

わたしは，ＳＤＧｓの輪を広げ，友だちや家族，周り

の人を大切にし，困っている人を少しでも助けられ

る弁護士になります。 

わたしは，世界中を笑顔にするために，花や木でガ

ーデニングをしたり，パワースポットを作ったりし

たいです。 

 

すばらしい！（拍手をしながら登場） 

みんなが，ＳＤＧｓを意識して，これからも生活し

ていってほしい。 

そして，僕たちからのお願いだ！ 

（６年生全員登場） 

ぼくたちは，総合的な学習の時間にＳＤＧｓについ

て学びました。 



環境によいことも，人を大切にすることも，全てつ

ながっています。 

ぼくたちが作った，腐葉土をぜひ使って種をまいて

ください。そして緑を増やしてください。 

また，お昼からは，フリーマーケットを開催します。 

リサイクルすることで，物を最後まで大切に使うこ

とができます。 

また，みなさんに買っていただいたお金を，ユニセ

フに募金したいと考えています。 

この後，後ろでも募金箱を用意しますので，ぜひ気

持ちを入れていただけるとありがたいです。 

 

継続だけが力なり！！ 

口で言うのは簡単だけど，実行しそして続けていく

ことが本当に大切だと思います。 

ぼくたち 

わたしたちが 

学習して学んだこと。 

これからの未来を生きていく私たちだからこそ，大

切にしていきます！！！ 

 



礼 

ありがとうございました！！ 

 


