
こどもエコ・コンクール 
　地球温暖化による影響を、今後一番長く受け続けるのは、子どもたちです。その子どもたちが
地球温暖化対策について意識を持ち、温室効果ガスの排出削減につながる活動を率先して行う
ことが求められています。
　ねり☆エコでは、青少年向け啓発事業の一つとして、小学校３年生から中学校２年生を対象と
した地球環境に関する絵のコンクール「こどもエコ・コンクール」を開催しています。作品の審査
には、ねり☆エコ会員および練馬区美術家協会、練馬区立美術館にもご協力いただいております。
　身近なことから地球規模のことまで、自分が今感じていることや興味があること、調べてみた
ことを絵で表現した、延 10,195 作品の応募がありました。

3 青少年向け啓発事業

最優秀賞「緑がゆたかな町」　 
石神井東小学校４年／白 埈赫

優秀賞「夕すずみ」
上石神井小学校３年／細川 ゆうや

最優秀賞「みんなで守ろう大切な地球」
早宮小学校５年／武山 琴

優秀賞「北極が大変!!」
早宮小学校４年／土舘 めぐ

優秀賞「人と自然がいっしょに生きる未来」
早宮小学校４年／内田 陽太

優秀賞
「捨てても良い物かどうか考えよう」
 豊玉第二小学校５年／
矢島 葉菜

優秀賞「温暖化防止標識」
練馬中学校１年／石崎 杏

小学生部門 

小学生部門 中学生部門 

平成23年度
第１回

応募数：754
小学生：683
中学生：   71
小学生：最優秀賞 1
             優秀賞 3
             佳作 2
中学生：優秀賞 1
             佳作 3

平成24年度
第2回

応募数：493
小学生：487
中学生：     6
小学生：最優秀賞 1
             優秀賞 1
             佳作 3
中学生：佳作 2

審査の様子
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優秀賞「地球温暖化をふせぐために」
光が丘春の風小学校５年／青木 馨子

優秀賞「未来に残したい美しい富士山」
北町中学校１年／橘川 広太郎

最優秀賞
「命は水とともに」
高松小学校５年／前田 栞奈

優秀賞
「練馬に、たくさんのにじを」
仲町小学校３年／高村 美羽

最優秀賞
「守れ、青い地球 STOP温暖化」
練馬東中学校１年／
岡本 雪輝

優秀賞
「スカイツリーが、水びたし!!」
石神井東中学校１年／
今井 海音

最優秀賞「自分の街から始めるeco」
南が丘中学校２年／神田 憂妃乃

最優秀賞「海の宝石を未来へ!!」
上石神井小学校６年／田中 美和心

優秀賞「省エネ 電気や水を大切に！」
早宮小学校５年／佐藤 心

優秀賞「Stop Global Warming」
石神井東中学校２年／髙倉 瑞紀

最優秀賞
「がんばろう。エゴからエコへ」
早宮小学校６年／安永 百花

小学生部門 

小学生部門 

中学生部門 

中学生部門 

小学生部門  中学生部門 

応募数：1,150
小学生：1,102
中学生：     48

小学生：最優秀賞 1
             優秀賞 1
             佳作 3
中学生：優秀賞 1
             佳作 1

平成25年度
第3回

応募数：1,449
小学生：1,119
中学生：   330

小学生：最優秀賞 1
             優秀賞 1
             佳作 3
             審査員特別賞 3
中学生：最優秀賞 1
             優秀賞 1
             佳作 3
             審査員特別賞 3

平成26年度
第4回

応募数：1,216
小学生：1,004
中学生：    212

小学生：最優秀賞 1
             優秀賞 1
             佳作 3
             審査員特別賞 3
中学生：最優秀賞 1
             優秀賞 1
             佳作 3
             審査員特別賞 2

平成27年度
第5回

23



優秀賞
「70練馬の
いいとこもり」
早宮小学校
５年／中野 優

最優秀賞
「行動一つでエコになる！」
中村中学校２年／落合 二瑚

優秀賞
「温暖化をなくして動物たちを守ろう!!」
北町中学校２年／上野 紗希

最優秀賞
「みんなで
リサイクル」
豊玉第二小学校
４年／芳賀 春菜

小学生部門 中学生部門 

中学生部門 

小学生部門 

応募数：1,253
小学生：　840
中学生：   413

小学生：最優秀賞 1
             優秀賞 1
             佳作 3
             審査員特別賞 3
中学生：最優秀賞 1
             優秀賞 1
             佳作 3
             審査員特別賞 3

平成29年度
第7回

応募数：1,353
小学生：    857
中学生：    496

小学生：最優秀賞 1
             優秀賞 2
             入選 5
中学生：最優秀賞 1
             優秀賞 2
             入選 5

平成30年度
第8回

最優秀賞「みんなでSTOP温暖化!!」
石神井東中学校１年／酒井 森ノ介

最優秀賞「We love NERIMA　今から ここから」
高松小学校６年／飯尾 惇仁

優秀賞「STOP 温暖化」
石神井西中学校２年／長谷川 直人

優秀賞「ゴミが命をおそう」
早宮小学校５年／水野 優月

優秀賞「少しの心がけで．．．」
北町中学校２年／深田 望白

優秀賞「にじ色 練馬」
石神井東小学校３年／矢崎 泰冶

最優秀賞
「84年後の南極」
練馬東中学校１年／
五月女 陽香

優秀賞
「こんな星宇宙にないでしょ？」
開進第四中学校１年／
高松 里和

小学生部門 
最優秀賞
「すみかを残そう
プロジェクト」
高松小学校６年/
前田 栞奈

優秀賞
「みどりのねりま」
早宮小学校４年／
吉田 かの子

中学生部門 

応募数：1,236
小学生：    787
中学生：    449

小学生：最優秀賞 1
             優秀賞 1
             佳作 4
             審査員特別賞 3
中学生：最優秀賞 1
             優秀賞 1
             佳作 4
             審査員特別賞 3

平成28年度
第6回
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最優秀賞「大切な地球！」
高松小学校５年／バウ 亜蘭

優秀賞
「海はゴミ箱じゃない」
大泉第一小学校５年／佐藤 美春

小学生部門 

中学生部門 

応募数：1,291
小学生：    640
中学生：    651

小学生：最優秀賞 1
             優秀賞 2
             入選 5
中学生：最優秀賞 1
             優秀賞 2
             入選 5

令和元年度
第9回

優秀賞
「NO MORE PLASTIC　私たちはできる」
東京学芸大学附属国際中等教育学校１年／
沼端 美南

優秀賞
「電気の無駄」
南が丘中学校２年／髙橋 愛子

優秀賞
「練馬の野菜を世界へ」
旭丘小学校５年／灘辺 乃彩

最優秀賞
「何ができる？ 美しい自然を守るには」
中村中学校２年／澤元 菜々子

　これまでの応募作品を振り返ってみると、大きく三つの分野に分
けられるようです。
　一つ目は、温暖化がもたらす弊害、オゾン層の破壊、異常気象
による地球へのダメージ、南極の氷山が溶けて苦悩する動物、ジ
リジリ照らされる植物を表現した作品など。二つ目は、温暖化に
対する対応策をいろいろと考え乗り越えていこうとする作品。例え
ば、グリーンカーテンで日陰を作り、冷を求めるもの、コンセント
から電源プラグを抜いたりスイッチを切ったりする節電行動、ごみの分別やエコバッグの
使用など。そして三つ目は、練馬区の緑の環境の大切さとともに、そこに生きている昆虫、
鳥や動植物への慈しみを表現した作品で、とくに近年多くみられる作品の傾向と思います。
　身近な地球環境の変化について、異常気象は年々進み、もはや異常が日常になってきて
しまったようです。改善策が叫ばれていますが、結果がみえてきません。
　毎回エコ・コンクールの審査を通して、工夫したり、考えたり、ニュースを敏感に感
じ取った作品に出合えるのを楽しみにしています。これからも、地球温暖化に対する改善
策などを題材にした作品が増えていくことを期待しています。

審査員からのひとこと

こどもエコ・コンクール
二次審査員
練馬区美術家協会
会長 島田紘一呂氏
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宇宙から見た地球の様子
や、日本が打ち上げた
衛星で観測された地球
環境の変化について解
説していただきました。
また、温室効果による
温度の比較実験を行い
ました。

地球温暖化防止月間講演会 
　環境省が定めた地球温暖化防止月間（12月）に合わせ、青少年向けの講演会を開催しています。
宇宙や極地、昆虫や恐竜など、子どもたちが興味を持つ分野の専門家から、それぞれの分野
から見た地球温暖化の影響とその問題などについてお話を伺い、令和元年度まで延751人の参加
をいただきました。

平成24年度

平成25年度 平成26年度

宇宙から見た奇跡の地球！

12 月 9 日（日）
講師：大嶋龍男（宇宙航空研究開発機構 [JAXA]）
　　　東京ガス株式会社
参加者：172 名

南極のひみつをさぐろう！

12 月15 日（日）
講師：阿保敏広（気象庁）
　　　　『南極が 10 倍好きになる越冬ライフ』
　　　髙橋晃周（国立極地研究所）
　　　　『ペンギン目線で南極を見てみたら…』
展示：南極の氷、隕石・魚の標本、
　　　ペンギンのフリッパー、防寒着、 等
参加者：37 組 80 名

海のひみつをさぐろう！
～いま 起こっている変化～

12 月 7 日（日）
講師：川上創（独立行政法人海洋研究開発機構　
　　　[JAMSTEC]）
　　　　『海の中をしらべてみよう～海洋観測船の話～』
   　　　『海の変化について～気候変動と海洋酸性化～』
展示：海と地球の壁新聞 4 枚、ペーパークラフト 
　　　8 種類、エコ・コンクール入賞作品
参加者：23 組 32 名

キッズ イン ザ キッチン

1 月12 日（土）
主催：東京ガス株式会社
協力：ねり☆エコ
参加者：32 名

紙芝居や簡単なクイズを取り入
れたミニ講座「エコ・クッキング」
と料理教室を開きました。

南極観測隊に参加された方を講師に
むかえて昭和基地での生活や温暖化
の影響についてお話していただきまし
た。場内展示「見て、さわって感じ
る南極」では本物の南極の氷や防寒
着などを展示しました。

地球の７割を占める海洋
をテーマに、地球温暖
化の進行が原因と考えら
れている海水温の上昇
や海氷面積の縮小等に
ついて学びました。
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地球温暖化について
の講演と、「水素」と

「酸素」から二酸化
炭素を出さずに発電
する「燃料電池」の
実験を行いました。

恐竜の生態や、その繁栄と
絶滅について、地球環境
の変化による影響を追いな
がら、クイズを交えて解説
していただきました。

石神井公園など練馬
区内で見られる鳥や虫
などを紹介しながら、
区内の多様な生きもの
と温暖化の影響につ
いてお話していただき
ました。

温暖化によって黒潮の蛇行
が変化している様子など
のシミュレーションを見な
がら、気候変動の緩和や
二酸化炭素の吸収などに、
海が大きな役割を担って
いることを学びました。

二酸化炭素やメタンの
濃度を観測する人工衛星

「いぶき」の紹介や、宇宙
からみた地球観測の意
義、地球温暖化の現状
についてお話していただ
きました。

平成27年度

平成28年度 平成29年度

令和元年度 平成30年度

宇宙からのメッセージ 大きな夢と美しい地球を！

12 月 6 日（日）
講師：松原彰士（宇宙航空研究開発機構 [JAXA]）
参加者：41 組 67 名

恐竜とわたしたち
～恐竜博士が化石から読み解く 恐竜の生態と地球環境～

12 月11日（日）
講師：真鍋真（国立科学博物館標本資料センター）
展示：化石（科学博物館提供）、エコ・コンクール
　　　入賞作品、関係書籍 等
参加者：42 組 100 名

練馬の多様な生きものたち

12 月 3 日（日）
講師：中村忠昌（株式会社生態計画研究所）
　　　　『練馬の多様な生きものたち』
　　　小口深志（NPO 法人自然環境復元協会）
　　　　『石神井公園の昆虫たち』
展示：エコ・コンクール入賞作品
参加者：40 組 76 名

地球温暖化のしくみと海の役割
～私たちができること

12 月１日（日）
講師：池田元美 （北海道大学名誉教授）
参加者：72 名

実験してみよう！燃料電池ってなんだろう？

12 月２日（日）
講師：市川真理、和田厚巳
         （東京ガス株式会社学校教育情報センター）
参加者：51 組 120 名

27



　ねりねこ☆彡の性格はアクティブだけど、ちょっとせっか
ち！美しい星「地球」が温暖化によって大変なことになって
いることを知り、「何とかしなければ！」と慌てて宇宙から
流れ星に乗ってねりまにやって来ました。
　ネリマダイコン種族の「ねりこんｖｖ」は、ねりねこ☆彡と
意気投合。ねり☆エコと一緒に「温暖化対策」に取り組む
ことを決めました。
　地域のイベントであったら「ねりねこ」「ねりこん」って
呼んでね！

ねりねこ☆彡・ねりこん vv の紹介

ねりねこ☆彡・ねりこんｖｖがゆく 
　ねり☆エコ会員から、講演会やイベントで子どもに親しんでもらいながら地球温暖化対策に
ついてＰＲできないか、というアイデアが出ました。
　そこで平成 24 年度から歩みを共にすることになったのが、「ねりねこ☆彡・ねりこんｖｖ」です。
　ねり☆エコのイベントはもちろん、区内で行われるイベントなどにも出演し、そのかわいらしさ
でねり☆エコの知名度向上や地球温暖化対策のＰＲに努めています。来場者へ配る彼らの名刺
にはＱＲコードが印刷され、それを読み取るとねり☆エコのホームページへ簡単にアクセスできる
ようになっています。

ねりねこ☆彡 ねりこん vv

ねり☆エコ
マスコットキャラクター　
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■平成 24 年度　出演回数：延べ９回
6/7	 環境月間講演会
10/21	 ねりま・エコスタイルフェア、練馬まつり
10/27･28	第 3回ロハスフェスタ in 東京
11/10･11	 練馬アニメフェスティバル2012
2/6～8	 省エネライフ2013

■平成 25 年度　出演回数：延べ 16 回
5/18	 リサイクルマーケット
6/4	 環境月間講演会
7/6	 社会を明るくする運動
9/28･29	 第 4回ロハスフェスタ in 東京
10/6	 上石神井地区祭
10/13	 光が丘地区祭
10/20	 ねりま・エコスタイルフェア
11/3	 日本大学　芸術祭
12/15	 地球温暖化防止月間講演会
12/15	 ゆめーてるキャンペーン抽選会
1/25	 ねりま漬物物産展
2/11	 省エネルギー月間講演会
2/12･13	 省エネライフ2014
2/28	 石神井公園駅高架下自転車駐車場
	 開設記念式典
※ゆるキャラグランプリ2013
　（順位：ご当地 553/1249 位、総合 618/1579 位）

■平成 26 年度　出演回数：延べ 16 回
5/11	 Coconeri えんにち
6/4	 環境月間講演会
6/5	 環境月間展示
6/29	 ねりま産連見本市
7/5	 社会を明るくする運動
8/4	 ねりまecoチャレンジ！打ち水大作戦
8/9	 練馬 TV1st	Anniversary
9/27･28	 第 5回ロハスフェスタ in 東京
10/11	 光が丘地区祭
10/12	 旭町広場の祭典
10/19	 ねりま・エコスタイルフェア
10/25	 関地区祭
12/7	 地球温暖化防止月間講演会
3/7	 ふれあいボッチャ大会
3/29	 練馬こぶしハーフマラソン2015	
※ゆるキャラグランプリ2014
　（順位：ご当地 560 位、総合753位）

■平成 27 年度　出演回数：延べ 11回
6/5	 環境月間講演会
6/5	 スタート！エコライフ2015

6/7	 春日町リサイクルセンター
9/26･27	 第 6回ロハスフェスタ in 東京・光が丘
10/18	 ねりま・エコスタイルフェア
11/1	 上石神井地区祭
11/3	 春日町リサイクルセンター
11/27	 中学生校外学習対応
2/7	 省エネルギー月間講演会
3/27	 練馬こぶしハーフマラソン	2016

■平成 28 年度　出演回数：延べ 11回
6/5	 環境月間講演会
6/6～8	 スタート！エコライフ2016
9/18･19	 第 7回ロハスフェスタ in 東京・光が丘公園
10/16	 ねりま・エコスタイルフェア
10/30	 中村東ふれあいフェスタ
11/6	 春日町リサイクルセンター祭
12/11	 地球温暖化防止月間講演会
3/26	 練馬こぶしハーフマラソン	2017

■平成 29 年度　出演回数：延べ 15 回
6/4	 環境月間講演会
6/5～7	 スタート！エコライフ2017
6/18	 光が丘 IMA	キャラクターお名前発表
7/15	 こども笑店街
7/29	 春日町リサイクルセンター
9/17･18	 ロハスフェスタ東京 2017
10/15	 ねりま・エコスタイルフェア
10/29	 中村東ふれあいフェスタ	
11/3	 上石神井地区祭
12/3	 地球温暖化防止月間講演会
2/4	 省エネルギー月間講演会
3/25	 練馬こぶしハーフマラソン	2018

■平成 30 年度　出演回数：延べ 17 回
6/3	 環境月間講演会
6/4～6	 スタート！エコライフ2018
6/24	 環境月間イベント(春日町リサイクルセンター )
7/25	 江古田ゆうゆうロード打ち水
9/16･17	 ロハスフェスタ東京 2018
10/21	 ねりまエコスタイルフェア
10/28	 中村東ふれあいフェスタ
11/3	 上石神井地区祭
11/17	 第一地区祭
11/18･25	センターまつり	( 春日町リサイクルセンター )
12/2	 地球温暖化防止月間講演会
2/3	 省エネルギー月間講演会
3/24	 練馬こぶしハーフマラソン2019

出演一覧
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ねりま産業見本市 ロハスフェスタ東京

練馬こぶしハーフマラソン
主催：練馬こぶしハーフマラソン実行委員会
会場：都立光が丘公園　けやき広場

平成 28 年３月 27 日（日） アンケート回収：585 件
平成 29 年３月 26 日（日） アンケート回収：271 件 ※雨天により時間短縮　
平成 30 年３月 25 日（日） アンケート回収：1,005 件
平成 31 年３月 24 日（日） アンケート回収：1,582 件
令和  ２年３月 22 日（日）  ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

主催：練馬産業連合会
会場：Coconeri ホール／産業イベントコーナー
平成 26 年 6 月 28 日（土）・29 日（日）　
アンケート回収：219 件

主催：ロハスフェスタ実行委員会
会場：都立光が丘公園　芝生広場　　

平成 23 年～令和元 年（ 9 回）

その他出展イベント
 　練馬区内で行われる各種イベントへブース出展し、ねり☆エコの活動や地球温暖化の現状、
省エネなどについてＰＲしました。
　地球温暖化対策や省エネへの関心が高くない方への貴重なアプローチの場として、活動して
います。

■令和元年度　出演回数：延べ 15 回
6/2	 環境月間講演会
6/3～5	 スタート！エコライフ2019
6/16	 環境月間イベント
	 ( 春日町リサイクルセンター )
8/1	 江古田ゆうゆうロード打ち水大作戦 ( 環境課 )
9/15	 ロハスフェスタ東京 2019
	 	※16日は雨天で出演中止
9/28	 ふれ eyeまつり（大泉障害者支援ホーム）
10/20	 ねりまエコスタイルフェア

10/27	 中村東ふれあいフェスタ
11/2	 ふれあい秋まつり
	 ( 東京高次脳機能障害者支援ホーム）
11/2	 関町フェスティバル
11/10	 上石神井地区祭
12/1	 地球温暖化防止月間講演会
1/13	 成人の日のつどい

これからも
よろしくおねがい

します！
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　私は平成 29 年 ( 2017 年 ) に練馬区環境審議会の
区民団体委員として、ねり☆エコでの活動に携わり始め
ました。その年の12 月に開催された地球温暖化防止
月間の講演会では、私が守備範囲とする「生きもの」に
関する講演の企画に関わらせていただき、専門家の中村
忠昌さんを招聘し、生きものと温暖化等に関わる興味
深いお話を頂きました。私も少々練馬の昆虫について
話題提供させていただきました。そのときの思いは、地球
温暖化の問題も生物多様性の劣化の問題も根っこは同じ
で、人類が国境なくボーダーレスに知恵を働かせ、自然環境への負荷を減らして
いかなければ問題は解決しない、ということでした。
　一方で、その対策は、地域レベルで地道に進めることから始まりますが、ねり☆
エコは、まさにその部分の役割を担っているといえます。区民の皆さんへの啓発の
思いを込めて年 3 回の講演会を開催し、子どもたちには地球環境と練馬の環境を
良くするにはどうしたらよいかを絵で表現してもらい（こどもエコ・コンクール）、各種
イベント（ねりまエコスタイルフェア、スタート！エコライフなど）で練馬における地球
温暖化防止対策の取り組みを広く紹介してきました。
　また、事業者や区民一人ひとりの視点に立って、きめ細やかな取り組み方法を紹介
する講座を継続的に開いてきました。令和元年度からは、ねり☆エコの存在をより
近くに感じていただくことも狙って、クイズ形式のe-ラーニングを始めております。
　ねり☆エコ10 周年にあたる令和２年 (2020年) は、はからずもコロナ禍という
病災に見舞われてしまいました。しかし、これを機に、ねり☆エコはこれまでの
10 年で培ってきたノウハウを活かすときが来たと捉え、コロナと共存する日常で何を
すべきかについてじっくりと腰を据えて検討し、次の10 年に向けたマイルストーンを
築いていく必要があると感じております。
　最後に、ねり☆エコの今後さらなる活躍を祈念して、ねり☆エコに「エール」を。

ねり☆エコ事業部会長からのひとこと

ねり☆エコ事業部会長
練馬区環境審議会 区民団体委員
小口 深志
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