
■環境大臣賞 （大垣市立西小学校1年 牛田 千絢さん）

さかなさんも たべたくないよ うみのごみ

■「エコ・ファースト推進協議会」優秀賞 （東近江市立蒲生西小学校5年 和田 芹奈さん）

地球を救う ひらめきの数 星の数

■「エコ・ファースト推進協議会」10周年特別賞 （知立市立竜北中学校3年 長谷川 由奈さん）

時間割り 「環境」科目 作ろうよ

■日本ことわざ文化学会賞 （精華町立東光小学校3年 本田 晴菜さん）

エコのこえ 子どもがつたえ 大人がかわる

※加盟企業賞は次ページ以降で紹介しております。なお、各受賞作品は表彰団体や企業が環境・CSR活動
への取り組みを推進する上でのスローガンなどとして利活用していく予定です。
また、表彰式は12月に東京ビッグサイトで開催される日本最大級の環境展示会「エコプロ2019」において
12月7日(土)13時00分から 会議棟内会議室で執り行う予定です。

環境省から環境先進企業として認定を受けた「エコ・ファースト企業」による自主運営組織「エコ・ファー

スト推進協議会」（2009年12月9日設立、加盟45社）は、環境省の後援、全国小中学校環境教育研究会の協力

を得て、6月1日から9月8日まで、全国の小中学生から創作ことわざ「エコとわざ」を募集しました。

昨年に引き続き、最優秀作品には「環境大臣賞」（1点）、その他「エコ･ファースト推進協議会」優秀賞、

「エコ・ファースト推進協議会」10周年特別賞、日本ことわざ文化学会賞（各1点）、各加盟企業賞（29点）

の合計33作品を表彰します。

本協議会では、本年度がG20の開催年であり、地球規模での気候変動や、それによる自然破壊への懸念が高

まる中、「みんなで一緒に取り組もう！美しい地球で暮らしていくために、私たちに何ができるかな」をテー

マとし、環境について考える機会を全国の小中学生に提供することで、国民の環境意識の啓発に寄与したいと

考え、本コンクールを開催いたしました。

応募作品594点を審査委員会※及び各企業にて厳正に審査を行い、以下の通り受賞作品を決定しました。

※日本ことわざ文化学会 会長 時田昌瑞氏(ことわざ研究家）をはじめとする有識者、及び主催者によって構成。
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主催：エコ・ファースト推進協議会 後援：環境省 協力：全国小中学校環境教育研究会

第10回「エコとわざ」コンクール審査結果発表
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エ コ ・ フ ァ ー ス ト 推 進 協 議 会

議 長 ： 今 井 雅 則

（ 戸 田 建 設 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 ）

＜本件に関するお問い合わせ先＞

エコ・ファースト推進協議会 事務局（戸田建設㈱ 価値創造企画ユニット 内）
TEL：03-3535-2401 HP：http://www.eco1st.jp/

≪日本ことわざ文化学会 総評≫ ～エコとわざは美しい地球への架け橋～
「エコことわざ」コンクールは今年で10年目を迎えました。現在の生徒さんのエコ意識は、当初と比較すると驚くほど向上しています。小学校低学
年生は環境汚染で苦しむ生物や動物への思いやりを示し、エコことわざで大人を変えていこうという行動宣言をしています。中学生は学校の時
間割りに「環境」科目を作ろうと教育への提言をします。小学校高学年生や中学生は大人でも知らない人がいるサキュラーエコノミー(廃棄物質
の資源化)やSDGｓ（持続可能な開発目標）について、学校やTVで学んだその重要性を、積極的にエコとわざに組み入れています。さらに
生徒さんがリズム感にあふれ、口調もよく、イメージが浮かびやすいエコことわざを目指せば、ことわざの創作力が着実に強くなります。多くの人に
影響力のあるエコとわざこそ美しい地球への架け橋になるでしょう。



■加盟企業賞 （「エコ・ファースト企業」認定順）

・ ビックカメラ賞 （調布市立若葉小学校5年 東瀬 柚咲さん）

2020 ごみゼロで おもてなし

・ ユニー賞 （静岡市立川原小学校2年 青山 絆花さん）

家族はね 仲がいいほど エコになる

・ キリン賞 （姫路市立豊富小学校6年 吉本 琥珀さん）

買い物で 環境ラベルを選ぶこと まずはここからエコ活動

・ ライオン賞 （常滑市立青海中学校2年 佐々 音羽さん）

「エコしてる？」 幸せつくる 愛言葉

・ 積水ハウス賞 （大阪市立東小路小学校3年 中田 理仁さん）

過去は水に流しても ゴミは水に流さない

・ 日産自動車賞 （三郷市立新和小学校4年 川元 淳矢さん）

太陽は 地球とぼくの エネルギー

・ ＮＥＣパーソナルコンピュータ賞 （仙台市立金剛沢小学校6年 佐藤 恵音さん）

「いただきます」残さず食べる エコな誓い

・ 三洋商事賞 （東大阪市立玉川小学校4年 安福 朋夏さん）

つなごうよ 未来の人へ きれいな地球

・ ＡＮＡ賞 （鎌倉女子大学初等部4年 伊藤 允人さん）

2020 緑でもてなす 世界の友だち

・ タケエイ賞 （横浜市立本宿小学校5年 佐竹 優己さん）

エッ！コんなことから エコなこと

・ 電通賞 （江戸川区立大杉第二小学校3年 吉田 大樹さん）

エコ活動 一人の十歩より みんなの一歩

・ 住友ゴム賞 （都城市立梅北小学校2年 永井 美宇さん）

つよいあめ ちきゅうがすごく おこってる

・MICHELIN賞 （浦安市立東野小学校6年 原 匠人さん）

プラスチック ポイ捨て一瞬 残るは一生

・川島織物セルコン賞 （都城市立山田小学校4年 西芦谷 稀星さん）

ゴーヤのカーテン エアコンいらず

・ クボタ賞 （桶川市立桶川西小学校4年 森本 亘琉さん）

パパとのお風呂 追い焚き減らして 会話が増える
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■加盟企業賞 （「エコ・ファースト企業」認定順）

・熊谷組賞 （世田谷区立中町小学校4年 小澤 瑶向さん）

レジ袋、母を見習いノーサンキュー

・戸田建設賞 （都城市立上長飯小学校6年 上舞 留愛さん）

みんなでエコエコ地球ニコニコ！

・ ニッポンレンタカーサービス賞 （岩倉市立五条川小学校4年 小林 希未さん）

１人から どんどんつながるエコロジー

・ ワタミ賞 （犬山市立犬山西小学校2年 大野 朱莉さん）

すききらい なくせばごみも へらせるよ

・辻・本郷税理士法人賞 （市川市立平田小学校5年 小谷 美結さん）

ごみルール 守ろう 未来の地球のために

・一条工務店賞 （高松市立林小学校2年 神内 真穂さん）

節電は 私と地球の お約束

・ スーパーホテル賞 （清泉小学校6年 佐々木 心音さん）

暑くて泣きたいのは 君より地球

・ リクルート賞 （練馬区立田柄第二小学校3年 青木 悠祐さん）

分別は まいごのゴミの道案内

・大成建設賞 （日野市立日野第五小学校1年 志賀 広望さん）

どうぶつを ちきゅうのみんなで まもるんだ

・ブラザー工業賞 （岡崎市立福岡中学校3年 杉浦 叶汰さん）
つくろうよ クリーンで グリーンな 未来の地球

・ アジア航測賞 （仙台市立南吉成小学校4年 堀内 津麦さん）

明かり消し 見上げた空に 天の川

・西松建設賞 （精華町立東光小学校3年 寺本 空生さん）

まだ着れる お下がりなんて へっちゃらだ

・清水建設賞 （つくば市立竹園西小学校6年 大橋 未侑さん）

サーキュラー 何度も使え みんなの資源

・大和ハウス工業賞 （西東京市立柳沢中学校1年 横渡 珠季さん）

レジ袋 いつも断る ママが好き
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