
がんばってね

君のエコチャレンジがどれだけできたか報告しよう！右の報告書にいくつエコ宝箱をゲットしたのかを書いて
送ろう。1日でも取り組んでいたらステキな参加賞をプレゼントするよ！詳しい応募方法は裏面を見てね♪

出典：資源エネルギー庁「家庭の省エネ徹底ガイド 春夏秋冬 2017」

※参加賞・特別賞をお届けする際に必要となります。

エコチャレンジを毎日続けて

　　　　をたくさんゲットだ!!

エコチャレンジを毎日続けて

　　　　をたくさんゲットだ!!エコ宝箱エコ宝箱

報告書の表面（はがき面）には、必ず学校名と名前を書いてね！

ＣＯ2 排出量を減らそう！ＣＯ2 排出量を減らそう！
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ほうこくほうこく みぎみぎ ほうこくしょほうこくしょ たからばこたからばこ

今日できたことに色をぬろう
きょうきょう いろいろ
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君の取組を報告してね
きみきみ とりくみとりくみ ほうこくほうこく
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年間で約 450円の節約年間で約 450円の節約 CO2CO2 削減量 9.9kg削減量 9.9kg

1 日 1時間液晶テレビ（32V型）を見る時間を減らした場合1日 1時間液晶テレビ（32V型）を見る時間を減らした場合
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ボーナスチャレンジ !
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ボーナスチャレンジ !

8日目8日目 9日目9日目 12 日目12 日目 13 日目13 日目 14 日目14 日目10日目10日目 11 日目11 日目

ボーナスチャレンジ !
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ボーナスチャレンジ !
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ひとりで
チャレンジ!
ひとりで

チャレンジ!

みんなで
チャレンジ!
みんなで

チャレンジ!

みんなで
チャレンジ!
みんなで

チャレンジ!

1. 見ていないテレビは消した／見る時間を短くした1. 見ていないテレビは消した／見る時間を短くした

年間で約 6,880 円の節約年間で約 6,880 円の節約 CO2CO2 削減量 87.0kg削減量 87.0kgひとりで
チャレンジ!
ひとりで

チャレンジ!

4. お風呂の順番がきたらすぐに入った4. お風呂の順番がきたらすぐに入った

年間で約 15,710 円の節約年間で約 15,710 円の節約 CO2CO2 削減量 304.0kg削減量 304.0kg

6. 大人の人にエコドライブをしてもらった6. 大人の人にエコドライブをしてもらった

みんなで
チャレンジ!
みんなで

チャレンジ! 年間で約 820円の節約年間で約 820円の節約 CO2CO2 削減量 17.8kg削減量 17.8kg

7.夏の冷房時の室温は28℃を目安にした7.夏の冷房時の室温は28℃を目安にした

年間で約 3,980 円の節約年間で約 3,980 円の節約 CO2CO2 削減量 3.5kg削減量 3.5kg

5. 洗濯物はまとめて洗い、洗濯回数を減らした5. 洗濯物はまとめて洗い、洗濯回数を減らした

年間で約 160円の節約年間で約 160円の節約 CO2CO2 削減量 3.6kg削減量 3.6kg

開けている時間が２０秒間の場合と、１０秒間の場合との比較開けている時間が２０秒間の場合と、１０秒間の場合との比較

ひとりで
チャレンジ!
ひとりで

チャレンジ!

2. 冷蔵庫は開けたらすぐに閉めた2. 冷蔵庫は開けたらすぐに閉めた

年間で約 120円の節約年間で約 120円の節約 CO2CO2 削減量 2.6kg削減量 2.6kg

12Wの蛍光ランプ 1灯の点灯時間を 1日 1時間短縮した場合12Wの蛍光ランプ 1灯の点灯時間を 1日 1時間短縮した場合

ひとりで
チャレンジ!
ひとりで

チャレンジ!

3. 無駄な電気は消した3. 無駄な電気は消した
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おとなおとな ひとひと れいぼうれいぼうなつなつ しつおんしつおん めやすめやす

じゅんばんじゅんばん はいはい せんたくものせんたくもの あらあら せんたくかいすうせんたくかいすう へへ

けけ みみ じかんじかん

ねんかんねんかん

にちにち じかんじかん

はっしんじはっしんじ かげんそくかげんそく

すくすく うんてんうんてん はやはや ばあいばあい

かそくかそくびょうかんびょうかん ていどていど そとそと おんどおんど

ばあいばあい しようじかんしようじかん じかんじかん にちにち

ときとき れいぼうせっていおんどれいぼうせっていおんど

2 時間放置により4.5℃低下した湯（200㍑）を追い焚きする場合（１回／日）2時間放置により4.5℃低下した湯（200㍑）を追い焚きする場合（１回／日）
じかんじかん ばあいばあい かいかい にちにちほうちほうち ていかていか ゆゆ おお だだ 定格容量（洗濯・脱水容量：6㎏）の4割を入れて洗う場合と、8割を入れて

洗濯回数を半分にして洗う場合との比較
定格容量（洗濯・脱水容量：6㎏）の4割を入れて洗う場合と、8割を入れて
洗濯回数を半分にして洗う場合との比較
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えんえん えんえんせつやくせつやく せつやくせつやくさくげんりょうさくげんりょう
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みじかみじか れいぞうこれいぞうこ むだむだ でんきでんき けけああ しし

ふんわりアクセル「eスタート」（発進時、5秒間で 20㎞ /h 程度の加速）、加減速
の少ない運転、早めのアクセルオフをした場合
ふんわりアクセル「eスタート」（発進時、5秒間で 20㎞ /h 程度の加速）、加減速
の少ない運転、早めのアクセルオフをした場合

外の温度が 31℃の時、エアコン（2.2kw）の冷房設定温度を 27℃から28℃
にした場合（使用時間：9時間／日）
外の温度が 31℃の時、エアコン（2.2kw）の冷房設定温度を 27℃から28℃
にした場合（使用時間：9時間／日）

（感じたことや特にがんばったことなど）感想を書こう！
かんそうかんそう かか かんかん とくとく

ほうこくしょほうこくしょ なつばんなつばん

報告書（夏版）

特別賞
とくべつしょう

Ｑ１

Ｑ２

エコクイズ
こたこた したした ほうこくしょほうこくしょ かか

（クイズの答えは下の報告書に書いてね！）

エコクイズ解答
かいとうかいとう

Ｑ１ Ｑ２答え
こた

答え
こた

をプレゼント！！

抽選で10名に
ちゅうせんちゅうせん めいめい

ゴールドエコ宝箱をゲットした人で、報告書内のエコクイズ

に全問正解した人の中から抽選します。

特別賞が当たった人には参加賞と一緒にお届けします。

ゴールドエコ宝箱をゲットした人で、報告書内のエコクイズ

に全問正解した人の中から抽選します。

特別賞が当たった人には参加賞と一緒にお届けします。

ほうこくしょないほうこくしょないひとひと

とどとど

たからばこたからばこ

ぜんもんせいかいぜんもんせいかい

とくべつしょうとくべつしょう

ひとひと

ひとひと さんかしょうさんかしょうああ

なかなか ちゅうせんちゅうせん

いっしょいっしょ

　　地球温暖化を防ぐためにみんなができることは？

ア：見ていないテレビは消す　イ：電気をたくさん使う
　　地球温暖化防止に役立つ製品や暮らし方などの

　　「賢い選択」をすすめる国民運動を何という？

　　ア：COOL CHOICE　 イ：CHOICE COOL

みみ けけ でんきでんき つかつか

ちきゅうおんだんかぼうしちきゅうおんだんかぼうし

クールチョイスクールチョイス チョイスクールチョイスクール

やくだやくだ せいひんせいひん かたかたくく

かしこかしこ せんたくせんたく こくみんうんどうこくみんうんどう なんなん

ちきゅうおんだんかちきゅうおんだんか ふせふせ

図書カード図書カード
としょとしょ

ぶんぶん

5 日目5日目 6日目6日目 7日目7日目1日目1日目 2日目2日目 3日目3日目 4日目4日目

たからばこたからばこ１．令和2年7月1日～令和2年9月15日の間に、7日間エコチャレンジに取り組もう。１．令和2年7月1日～令和2年9月15日の間に、7日間エコチャレンジに取り組もう。

２．今日できたエコチャレンジに　　　から順番に色をぬろう。２．今日できたエコチャレンジに　　　から順番に色をぬろう。

４．取組期間が終わったら右下の報告書（はがき）に、ぬったエコ宝箱の数を書こう。４．取組期間が終わったら右下の報告書（はがき）に、ぬったエコ宝箱の数を書こう。

５．報告書（はがき）内のエコクイズに答えてみよう。５．報告書（はがき）内のエコクイズに答えてみよう。

６．報告書（はがき）を切り取って応募しよう！（詳しくは裏面の応募方法を見てね。）６．報告書（はがき）を切り取って応募しよう！（詳しくは裏面の応募方法を見てね。）

取組方法取組方法
とりくみほうほうとりくみほうほう

れいわれいわ れいわれいわ

きょうきょう いろいろじゅんばんじゅんばん
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こたこた

ききほうこくしょほうこくしょ

ほうこくしょ　　　　　　　　　　  ないほうこくしょ　　　　　　　　　　  ない

とと おうぼおうぼ くわくわ おうぼおうぼ ほうほうほうほう みみうらめんうらめん
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がんばがんば ばあいばあい

あいだあいだ かかんかかんねんねん ねんねん とと くくがつがつ がつがつにちにち にちにち

３．7日間のエコチャレンジが終わって、まだ頑張れる場合は３．7日間のエコチャレンジが終わって、まだ頑張れる場合は

ボーナスチャレンジ !1 日目1日目

8 日目から14日目までのエコチャ
レンジでゲットできるエコ宝箱

にちめにちめ か　めか　め

たからばこたからばこ

たからばこたからばこ

たからばこたからばこ

1 日目から7日目までのエコチャ
レンジでゲットできるエコ宝箱

シルバーエコ宝箱

ゴールドエコ宝箱

にちめにちめ か　めか　め

たからばこたからばこ

名前を書いていないと参加賞が
もらえないかもしれないよ～

かかんかかん つづつづ
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各エコチャレンジでゲットしたエコ宝箱の数を報告してね
かくかく ほうこくほうこくたからばこたからばこ かずかず

何個ゲット
できたかな？

なんこなんこ


