
（令和４年度）

　伊達市では、親子間のふれあいの中で環境やエコに関する川柳を詠むことで、環境に対する意識啓発を

図るため、市内の小学生（４年生、６年生）を対象に「こどもエコ川柳」を募集したところ、410名から

410句の応募がありました。

　たくさんのご応募ありがとうございました。今後も環境啓発活動に活用させていただきます。

　　　伊達市経済環境部環境衛生課

※在籍数が多い学校順

全体
番号

学校・
学年別
番号

1 1 ぽい捨ては 命をうばう ざんこくだ

2 2 海のゴミ 生き物こまり ゴミの海

3 3 温暖化 べんりなものに たよらない

4 4 ゴミ達よ いろんな物に 変身だ

5 5 エコバッグ エコをわすれず じさんする

6 6 明るいね けどこれからは せつでんだ

7 7 捨てないで 洋服ズボン おさがりだ

8 8 エコバッグ いろいろつかえる リデュースだ

9 9 兄からの おさがりもらい リユースだ

10 10 ポイ捨ては 地球が悲しむ 悪いこと

11 11 ポイ捨てや 道路のゴミを なくそうよ

12 12 リサイクル なんども使う 大切に

13 13 自然の美 みなでいっしょに 感じ取ろう

14 14 エコバッグ なんどもつかい ゴミへらす

15 15 節電で みんなで止める 温暖化

16 16 工夫しよう 電気や水の 使い方

17 17 節電で へらすどりょく エネルギー

18 18 エネルギー あまり使わず 省エネで

19 19 ぽい捨ては 地球温暖 はやめるよ

20 20 温暖化 地球を守る 自分たち

21 21 エコしよう かんきょう守る リサイクル

22 22 すぐ捨てず 最後まで使って リサイクル

23 23 へらそうよ ゴミはすてずに リサイクル

24 24 エコバッグ 自然かんきょう 守ろうよ

25 25 海のため ぜったい持とう エコバッグ

26 26 大切な おもちゃはぜんぶ リサイクル

27 27 海の中 ゴミで魚が こまってる

28 28 ポイ捨ては 命をうばう 行動だ

29 29 節約だ 地球がどんどん 熱くなる

30 30 レジぶくろ いきもの食べる 命たつ

31 31 再利用 ムダなく使って リサイクル

32 32 そこのごみ 自然をよごすよ ぽいすては

33 33 せんたくき 新しい水 むだ使い

34 34 明るい日 むだな電気は もったいない

35 35 協力し みんなで守ろう ＳＤＧｓ

36 36 ポイ捨ては 未来の町を よごしてる
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37 37 かんきょうを きれいにしよう エコかつどう

38 38 捨てたごみ 魚が食べて 魚死ぬ

39 39 電気代 お金がかかる エコ必要

40 40 まよなかは すべてしょうとう せつやくだ

41 41 がんばろう おんだんかいやだ もうやめよ

42 42 ぽいすては 動物からだと あくまの手

43 43 おかいもの 買うものチェック むだなくし

44 44 川の中 くるしいよって 言っている

45 45 電気消す 地球にとっては ありがたい

46 46 ポイ捨ては 自然破壊に つながるよ

47 47 かんビンを 分別をして すてようね

48 48 ゴミ箱に ゴミを入れると なにもない

49 49 うつくしい 自然をこわす ポイ捨ては

50 50 ポイ捨ては 自然破壊に つながるよ

51 51 散歩中 ごみをすてずに 歩こうね

52 52 たいようの ひかりをつかって じゅうでんだ

53 53 ごみひろい みんなでひろう かんきょうだ

54 54 地球はね ゴミばこじゃない 宝物

55 55 いえちかい うんてんせずに あるこうね

56 56 すてないで 他のものにも 使おうよ

57 57 むだづかい ごみへらすため 努力しよう

58 58 ごみひろう たまにあるくか むだにしない

59 59 海のため ごみはちゃんと 持ちかえる

60 60 ちかいなら 車を使わず あるいていく

61 61 ごみへらす しっかりすてて きもちいい

62 62 エコのため 持ち歩こうよ エコバッグ

63 63 あるこうよ 車つかわず どこか行こ

64 64 そのふくろ まだ捨てないで 使えるよ

65 65 ふくろたち どこでもできる さい利用

66 66 ちかいから 車つかわず あるこうよ

67 67 あるこうよ くるまつかいすぎ ちかくだし

68 68 昼間はね 日がでているよ 節電だ

69 69 ゴミゼロに みんなでしよう らくしてね

70 70 たまあには 車は休めて 歩こうよ

71 71 ごみへらす 食べ物あまり 買わないよ

72 72 考えよう 海洋生物 死ぼうじこ

73 73 へらそうよ ポイすてしない がんばろう

74 74 温暖化 ＣＯ２をださず 走ろうよ
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全体
番号

学校・
学年別
番号

75 1 リサイクル 笑顔あふれる 物たちも
76 2 リサイクル 意識をすると 緑が増える
77 3 ゴミ減らし 海の豊かさ 守ろうよ
78 4 エアコンは つけないように 窓あける
79 5 エアコンは かくにんしよう オンとオフ
80 6 日常で 心がけよう 電気けす
81 7 電気消し 意識しようよ 使い方
82 8 ごみひろい かんビンへらし ごみわける
83 9 ゴミを捨て 自然を守る みんなでね
84 10 寒くても 暖房つけず 厚着する
85 11 人いない 光を消して 協力だ
86 12 レジ袋 ゴミの減量 マイバッグ
87 13 ごみ捨てる マナーを守り 捨てましょう
88 14 守れる環境 みつけてみよう 問題を
89 15 リサイクル くりかえして 使おうよ
90 16 海の中 豊かな水を たもとうよ
91 17 使わない おもちゃいとこに あげようか
92 18 むだなゴミ 道におかずに もっていよう
93 19 むだづかい せずに節約 リサイクル
94 20 対策は 自然問題 解決だ
95 21 夏の夜 せんぷうきつけず 窓あけて
96 22 考えて 自然をかえる 過ごし方
97 23 ムダなくし 木と動物を 守ろうよ
98 24 簡単だ ごみはごみ箱 守るだけ
99 25 リサイクル かんきょうのため ちゃんとしよ
100 26 すぐ捨てず 責任持って 使おうよ
101 27 日常で 確認しよう 節電を
102 28 無駄電気 いないとこでは けしておく
103 29 エコバッグ 脱・炭素に向け 一歩でも
104 30 必要な 電気はつけて 他は消す
105 31 リサイクル きれいな街を 守るため
106 32 リサイクル みんなでごみを へらそうよ
107 33 人々が 変える世界を リサイクル
108 34 エコバッグ 適切な物 使おうよ
109 35 海の中 ゴミ捨てみんな 泣いてるよ
110 36 ポイすては ダメだよ絶対 あぶないよ
111 37 ゴミひろい みんなで守る 自然界
112 38 ゴミすてる 地球をキレイに みな笑顔
113 39 ぼく達の 大切なもの 守ろうよ
114 40 ポイ捨ては 心にゴミが たまってく
115 41 エコバッグ つかうとおとく いいことだ
116 42 ひと時で 美を焼いている 我々は
117 43 人々は 向きあうべきだ 環境問題
118 44 消し忘れ 世界のために なくそうよ
119 45 捨てないで なおして使う くりかえし
120 46 限りある 水を止めてね 大切に
121 47 エコバッグ みんなで取り組み エコな未来
122 48 あちこちに ゴミがたくさん きたないな
123 49 いつの日か きえてしまう 自然たち
124 50 温暖化 植物増やして 止めようよ
125 51 エコのため もちあるこうよ エコバッグ
126 52 すこしでも 電気消そうよ せつやくだ
127 53 ビニールの しげんをなくそう エコバッグ
128 54 自然に ゴミをポイステ どうぶつ死す
129 55 ごみ箱に ごみを捨てるの あたりまえ
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130 56 電気消し 心の明かり 使おうよ
131 57 森林は とても大事な 空気の素
132 58 家庭ゴミ 少なくしてね お願いだ
133 59 エコバッグ 節約もでき いい感じ
134 60 時は経ち 人と動物 立場逆？
135 61 害はない そのごみ本当に 捨てるのか
136 62 やめようよ 道はみんなが 使うんだ
137 63 川にはね ごみをすてずに ごみばこに
138 64 やってみて みんなで節電 環境大事
139 65 でんきけす くらくなったら はやくねろ
140 66 希望へと 変わっていくよ！ ゴミ捨ては
141 67 聞こえてる 使ってなくても 水の音
142 68 だいずはね にくにもなる ばんざーい
143 69 ゴミ減らす 未来のために エコするの
144 70 のこそうよ 未来のための 目標を
145 71 あつかう木 自然の森を 大切に
146 72 年かわる ともにとめよう 温暖化
147 73 買う前に 在庫確認 してみよう
148 74 川を見よ ゴミでたくさん みなこまる
149 75 戦争で 値上げばっか もうやめて
150 76 紙くずは まちに捨てないで ごみ箱へ
151 77 節電し かがやく夜空 見上げよう
152 78 やめようよ だいじなでんきの むだづかい
153 79 せつやくに 電気つかったら すぐに消す
154 80 全員で 持続可能な 生活を
155 81 リサイクル すればするほど 良い気分
156 82 リサイクル したら地球が よくなるよ
157 83 エネルギー その手でつなごう 節電を
158 84 知ってほしい プラスチックの 危険性
159 85 川の中 人のポイ捨て 魚死す
160 86 ゴミ拾い 徹底しよう 通り道
161 87 ひとのごみ みつけたらすぐ ごみばこへ
162 88 必要だ 未来へ残す リサイクル
163 89 そのゴミが 人の生命 うばうんだ
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全体
番号

学校・
学年別
番号

164 1 人生は ラクよりエコで 未来へと

165 2 プラボトル すてるんじゃなくて リサイクル

166 3 しげんごみ すぐすてないで リサイクル

167 4 リサイクル 小さなゴミも だいへんしん

168 5 すてちゃだめ ちきゅうがこまる ポイすてだ

169 6 し原ごみ すぐすてないで さいりよう

170 7 ポイ捨ては してはいけない ことだから

171 8 ポイすては ぜったいダメだ リサイクル

172 9 もったいない でんきを消そう せつでんだ

173 10 やめてよね 木たちが泣いてる きらないで

174 11 ぜったいに 大切にしよう しょくぶつを

175 12 ゴミなげて 海がきたなく なっちゃうよ

176 13 すてようね ゴミがおちてる みちばたに

177 14 車をね あまりつかわず 歩こうよ

178 15 しげんゴミ すぐすてないで リサイクル

179 16 リサイクル 地球にやさしい 取り組みを

180 17 すてないで リサイクルして まだつかおう

181 18 せつでんだ 太陽の光 つかおうよ

182 19 できるだけ 電気を消そう エコのため

183 20 ごみばかり 魚がかなしむ うみの声

184 21 ペットボトル ごみをすてずに リサイクル

185 22 海や川 ポイすてきん止 まもろうね

186 23 はやねして 電気をけそう せつでんだ

187 24 なぜおとす ゴミがないている 自分で拾う

188 25 道ばたで ぽいすてはダメ もち帰ろう

189 26 しぜんはね ゴミをすてると こわれるよ

190 27 リサイクル なんでもかんでも すてないで

191 28 そこの物 つかわないなら 買わないで

192 29 すぐすてず いらないものも リサイクル

193 30 ゴミでたら ポイすてせずに ごみばこに

194 31 できるだけ にさんかたんそ ださないで

195 32 みなさんと 自然かんきょう よくしよう

196 33 あるんだよ 亡くなることも 海にゴミ

197 34 ごみひろい 自然のために がんばろう

198 35 水不足 むだに使うな 水の量

199 36 うみにいった ゴミがあったよ ひろうよね

200 37 買い物で 食べれる量か 考えよう

201 38 ポイ捨てで 地球の環境 だいなしに

202 39 ポイ捨ては 心も地球も よごれるよ

203 40 ごみだって かなしいんだよ ポイすては

204 41 自然のね 環境守り いい気持ち
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205 42 なくなるよ なるべくやめよ 水遊び

206 43 道端は ごみをすてる場 ではないよ

207 44 ＳＤＧｓ 魚のために かんきょうを

208 45 ごみすてて 地球の環境 守ろうよ

209 46 ゴミばこは 海や川じゃ ないんだよ

210 47 みんなでね ゴミを見つけて すてようね

211 48 水をだね 無だに使わず 大切に

212 49 ＳＤＧｓ 守るとみんな 笑顔になる

213 50 流しには 残したものは 捨てないで

214 51 リデュースに リユースさいごは リサイクル

215 52 フードロス 増やすと命が もったいない

216 53 エコラベル かくにんをして 買い物だ

217 54 かくにんだ ごみをすてる日 いつかをね

218 55 守ろう 自然大切 生きるため

219 56 みんなでね 問題なくすよ 水道の

220 57 みずも大切 むだにするなよ みんなでさ

221 58 水ほしい 外国人の 気持ち

222 59 風鈴がなる 風がならすの リンリンと
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全体
番号

学校・
学年別
番号

223 1 席替えだ 男子も女子も 選べるよ

224 2 ゴミすてよう ゴミがあったら ゴミばこに

225 3 エコバッグ 買い物行くとき 持っていく

226 4 ゴミ減らし ポイすてならぬ もちかえり

227 5 リサイクル ゴミをすてよう ごみばこに

228 6 ピカピカに 海をよごすな みなのもの

229 7 守りたい 保護活動で 動物を

230 8 町のため ごみ捨てマナー 守ろうよ

231 9 ポイ捨ては してはいけない ゴミ箱へ

232 10 リサイクル 何度でも変わる そのすがた

233 11 ゴミの分別 たくさんの命を 守ってる

234 12 きれいな海 プラゴミたおして とりもどせ

235 13 ポイ捨ては 世界をよごす 悪者だ

236 14 木が泣くよ 仲間を守れ 人間よ

237 15 ポイ捨ては 環境破壊 やめようね

238 16 エネルギー でんきだいじに たのしいな

239 17 青い海 ごみ捨て場では ありません

240 18 ポイ捨ては 一人のきもちで へらせれる

241 19 伊達の町 いっしょに野菜を 食べたいな

242 20 世界中に 平和と公正 広げよう

243 21 できるだけ いきをしないで ＣＯ２

244 22 せつでんし でんきだいを むだにしない

245 23 世の中の むだを無くそう エコ管理

246 24 やめようよ 自然環境 こわすこと

247 25 エコバッグ なれてないから レジごっこ

248 26 おでかけは 小さな袋 ごみはなし

249 27 すこしでも 思うきもちが ひつようだ

250 28 もったいない そう思ったら リサイクル

251 29 ゴミ減らし 魚に昔の 食べ物を

252 30 リサイクル みんなでしたら ごみがへる

253 31 使ったもの うみに捨てるな バチ当たる

254 32 ふくろはね カメが食べるから 捨てないで

255 33 意識して 地球の未来を 延ばすため

256 34 マイバッグ 持ってキレイな 街づくり

257 35 マイバッグ 持って買い物 しに行こう

258 36 電気消し 早ね早起き がんばろう

259 37 環境は いっしょにみんな 守ろうよ

260 38 違反ゴミ ＳＤＧｓ 理解した

261 39 環境は 未来のための エネルギー

262 40 リサイクル いらない物は ゆずろうよ

263 41 ごみ拾い 地域を守ろう ピッカピカ
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264 42 意識して 協力しよう 節電を

265 43 みんなでも できることだよ ごみ捨てを

266 44 食べる量 考え買おう エコのため

267 45 節電を 心がけよう 絶対に

268 46 節電で 地球の未来 救おうよ

269 47 いしきして 協力し合い せつ電を

270 48 リサイクル 協力したら 町ゆたか

271 49 分別で 自然環境 守られる

272 50 節電で 地球の未来 守ろうよ

273 51 リサイクル ごみをみんなで へらそうよ

274 52 ゼロカーボン 再生可能 エネルギーへ

275 53 あかりけし 月の光を つかおうよ

276 54 リサイクル 再生可能 エネルギー

277 55 守ろうよ 未来のための 豊かさを

278 56 物作り なんでも量は 「使うだけ」

279 57 すてないで まだつかえるよ リサイクル

280 58 リサイクル 自然環境 守られる

281 59 分別で 無駄なく使い 二度利用

282 60 リサイクル 再利用でき むだがない

283 61 心から 未来にやさしい 環境を

284 62 ぽいすては かんきょうはかい よくないよ

285 63 助け合い みんなで止めよう 温暖化

286 64 自分たちで ゴミをへらそう 環境美化へ
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全体
番号

学校・
学年別
番号

287 1 海のゴミ かなしい魚 きをつけて

288 2 ひつようか かんがえてから おかいもの

289 3 大切に 海をきれいに 使おうよ

290 4 生き物を 助けてあげて 大切に

291 5 無駄にしてる エネルギーを へらそうよ

292 6 節電で 家族の時間に つなげよう

293 7 エネルギー 大切にして 使おうよ

294 8 りくとうみ みらいにのこす どりょくしよう

295 9 エコバッグ みんな使って エコにしよう

296 10 平和 きれいな場所 大切だ

297 11 やめようよ かんきょうはかい 自然が無い

298 12 大切に 森や海たち 大切に

299 13 広めよう 自然を守る いい車

300 14 すこしだけ でんきをつかおう みんなでね

301 15 人々で 海のきれいさ 守ろうよ

302 16 ぽいすてを すると生物たちが 死ぬから

303 17 みんながね ゴミすてるとき きれいにね

304 18 プラゴミは しっかりちゃんと リサイクル

305 19 ごみすてた きれいになって いえもどる

306 20 ごみすてたら 海の生き物 こまるから

307 21 協力で むだをへらそう リサイクル

308 22 落ちている ゴミを拾って すてようよ

309 23 ぽいすては ちきゅうのために やめようよ

310 24 ポイ捨ては 海洋汚染 大変だ

311 25 リサイクル またつかえるよ さいこうだ

312 26 かわのため ゴミをすてない まもろうよ

313 27 さかなたち うみにポイ捨て かなしむよ

314 28 ぽい捨ては 自然をこわす やめようよ

315 29 友だちと 仲良しだね 私もいい

316 30 ポイ捨ては きたなくなるよ やめようね

317 31 動物が 大変だよね おんだんか

318 32 やめようよ プラスチックを すてないで

319 33 ぽい捨てを している自分 考えて

320 34 ごみへらし ゆたかなしぜん まもろうよ

321 35 守ろうよ 魚を食べる 文化をね

322 36 やらないか エスディージーズ 地球のため

323 37 ごみ拾い やっている人 多いよね

324 38 リサイクル ちきゅうの未来 守るため

伊達西小学校　４年生

川　　　　　　　　　柳
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325 39 家じゃなく 自然かんきょう つくろうよ

326 40 リサイクル ゴミがふえるよ しないとね

327 41 せつ電だ 未来のために がんばろう

328 42 その自然環境 普通かな 大丈夫かな
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全体
番号

学校・
学年別
番号

329 1 一人でも 世界はきっと 変わるから

330 2 海の中 プラスチックは 永遠に

331 3 捨てないで ゴミを使おう リサイクル

332 4 いらない物 リサイクルして また使おう

333 5 使い道 探してみよう リサイクル

334 6 ゴミ減らす 海の生きもの 生かすため

335 7 エネルギーは 無限にあるとは かぎらない

336 8 風力は 再生可能 エネルギー

337 9 エコバッグ みんなが持てば 救われる

338 10 ＣＯ２ 今も地球を 壊してる

339 11 過充電 いつまで差すの そのスマホ

340 12 リサイクル ポイ捨てやめて 分別だ

341 13 ゴミひとつ 捨てるだけで いいことだ

342 14 持ったかな 財布にスマホ エコバッグ

343 15 厚着して 温度を下げて ホッコリと

344 16 そこのゴミ 資源の素だよ 再利用

345 17 自然とは 生き物よろこぶ ここちよさ

346 18 温暖化 エコで守ろう 地球を

347 19 ビン、缶と 分別するを 敏感に

348 20 電気消し 星の光で 節電だ

349 21 少しでも 光を消そう 空見上げ

350 22 変わるんだ 優しい気持ちが 町を救う

351 23 レジぶくろ ゆうきを出して いりません

352 24 分別し 持続可能な 街づくり

353 25 海に捨てる 海の豊かさ 破壊する

354 26 ごみ減らし 環境よく 暮らそうよ

355 27 ペットボトル 服に文具に 姿変え

356 28 レジ袋 やめてみんなで エコバッグ

357 29 寒いけど 節電しよう ストーブ消す

358 30 ポイ捨ては 地球に対する いじめだよ

359 31 ちょっとまて そのレジぶくろ 必要か

360 32 簡単さ ラベルはがして 捨てるだけ

361 33 光る海 流れる資源 再利用

362 34 みんなとね 水のだしすぎ やめようよ

363 35 ゴミなどは きまった場所に すてようよ

364 36 節電し 資源を長持ち させようよ

365 37 スリーアール 未来が変わる 君の手で

366 38 リサイクル した方がいい やりやすい

伊達西小学校　６年生

川　　　　　　　　　柳
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367 39 水不足 みんなでせつやく がんばろう

368 40 エコ俳句 考えること ＳＤＧｓ

369 41 商品は 手前から取ろう 地球のため

370 42 そのポイ捨て 海と魚が 泣いている

371 43 買い物を するときもとう エコバッグ

372 44 どこにでも ゴミを捨てたら いけないよ
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全体
番号

学校・
学年別
番号

373 1 使う時 電気をつけて すぐに消す

374 2 ポイ捨ては 環境はかいの 理由の一つ

375 3 町をよく ごみをへらして へらそうよ

376 4 ごみ捨ては ごみの区別を しっかりと

377 5 うみのごみ みんなでともに へらそうよ

378 6 捨てるとき ボトルとラベル 分けようよ

379 7 つかわない プラスチックは ごみぶくろ

全体
番号

学校・
学年別
番号

380 1 出したゴミ ポイ捨てしないで 持ち帰ろう

381 2 買う前に 考えようよ ごみの元

382 3 マイバッグ 買うだけ簡単 エコになる

383 4 ごみへらし みらいのための だいいっぽ

384 5 リサイクル 地球と未来 救われる

385 6 考えて そこに捨てても いいのかな

386 7 大事だよ しっかり見よう エコマーク

387 8 ぼくの町 きれいにしよう ゴミ捨てで

388 9 節電だ 電気を消そう いないとき

389 10 拾おうよ みのまわり見て ごみ拾い

390 11 もってこう かいものいくとき エコバッグ

川　　　　　　　　　柳

長和小学校　４年生

川　　　　　　　　　柳

長和小学校　６年生
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全体
番号

学校・
学年別
番号

391 1 みんなでね 自然環境を 守ろうよ

392 2 ごみ捨てを 守って守れる 生き物たち

393 3 あつぎして おんどせってい ひくめにね

394 4 ポイすては 自ぜんをよごす わるい事

395 5 カブトムシ フンでひりょう 美味野菜

396 6 ポイ捨ては だれがやっても ゆるされない

397 7 あちこちの でんきをけすよ せつでんだ

全体
番号

学校・
学年別
番号

398 1 ポイ捨てで これからの未来 暗くなる

399 2 温まる 地球を止めなきゃ 未来なし

400 3 動物の なみだあふれる 青い海

川　　　　　　　　　柳

有珠小学校　４年生

川　　　　　　　　　柳

有珠小学校　６年生
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全体
番号

学校・
学年別
番号

401 1 ストーブの 付けっぱなしは だめですよ

402 2 ビニールぶくろ リサイクルして さいりよう

403 3 食べ物は 無だにしないで 大切に

404 4 そのゴミが あすの魚を へらすんだ

405 5 リサイクル 一人一人の 心がけ

406 6 水や電気 せつやくしよう 世界のために

全体
番号

学校・
学年別
番号

407 1 冷蔵庫 買い物行く前 確認だ

408 2 大しぜん みんなでまもろう ゴミひろい

川　　　　　　　　　柳

川　　　　　　　　　柳

関内小学校　４年生

関内小学校　６年生
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全体
番号

学校・
学年別
番号

409 1 いろいろな 自然の力 ためそうよ

全体
番号

学校・
学年別
番号

410 1 プラ容器 捨てずに詰め替え エコライフ

川　　　　　　　　　柳

川　　　　　　　　　柳

大滝徳舜瞥学校　４年生

大滝徳舜瞥学校　６年生
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