
財団法人 日本環境協会 エコマーク事務局 
ざいだんほうじん にほんかんきょうきょうかい じむきょく 

第5巻 
だい かん 

このマークはどこ
に

あ
る
かな
？

このマークはどこ
に

あ
る
かな
？

エコマークを 
みつけてみよう！ 
エコマークを 
みつけてみよう！ 

木質部に再・未利用材を100％使用 



き もり 

ひょうし 

せかせかいじゅう にほん 

み こた 

表紙の表紙のマーク、みんなは見は見たことあったかな？　そこでクイズに答えてもらおう。 
世界中世界中で森がなくなっている、というニュースをよく聞くけど、日本は本はどうだろう？ 
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答 え と 説 明  
こた せつめい 

日本で、森が占める 
面積の割合はどのくらい？ 

1： だいたい3分の2 

2： 半分くらい 

3： だいたい3分の1
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Q.1Q.1

木材を作るために 
山に木を植えたりしてるけど、 
植えた後はどうしたらいい？ 
1: 自然に任せてほおっておく 

2: 水をやったり、肥料をやったりする 

3: 森が混み合ってきたら、時々 
 　木を切って手入れをする 
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Q.3Q.3
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Q.1 

答えは1。 

日本の陸地のうち、森の占める割合は約67％。

3分の2が森なんだ。世界中には砂漠や氷でおおわれた国がたくさ

んあるけど、世界全部を平均すると森の割合はだいたい3分の1。日

本は世界の中でも、森の割合ではトップクラスなんだよ。緑の地球の

中でも森がたくさんある国、それが日本なんだ。 

 Q.2 

答えは3。 

日本にはたくさん森があるのに、日本で使う木材のうち国産（日本で

作られたもの）の割合はだいたい20％しかないんだ。外国ではどん

どん森がなくなっているし、日本まで木材を運ぶのにエネルギーもた

くさん使う。だから本当は日本の木材をたくさん使えばいいのにそ

うできない理由があるんだ。詳しくは、後のページを読んでね。 

 Q.3 

答えは3。 

木が大きくなってくると、森全体に光が入ってこなくなる。だから間伐

といって、時々木を切って光が入るようにしてやるんだ。人間が植えた

森は、きちんと手入れをすることで立派な森になるんだよ。 
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なか くに もり にほん 

では、日本で使われる 
木材のうち、日本の森から 
来るものはどのくらい？ 

1: 日本で使うんだから、 
　 全部日本のもの 

2: 半分くらいは外国から来ている 

3: 外国から来る木材の方が 
　 ずっと多い 
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木を植えたままにしておくと、だんだん木が大きくなっ

て森の中が混み合ってくる。そうすると森の中に光が入

りにくくなるし、水も足りなくなってくる。 

光が入らないと木も育たないし、草も生えないから雨で

土が流れてしまったりするんだ。そこで時々木を切って、

光や水が森全体に行き渡るようにしてやることで、立派

な森ができるんだね。 

森の健康を保つためには木を切ること（間伐）が必要

な場合もあるんだ。 

りっぱ  もり て い 

立派な森は、きちんとした手入れから 立派な森は、きちんとした手入れから 立派な森は、きちんとした手入れから 
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そうやって森の手入れをして切った木を間伐材っていう

んだけど、この間伐材も木材だからいろんな製品にして

使うことができる。でも実際には使われている間伐材は

全体の半分ぐらいで、残りは捨てられたりごみになって

いる。間伐材をもっとじょうずに使うため、間伐材を使っ

たものにはエコマークがついているんだ。手入れのた

めに切った枝や曲がった木なども有効に使われるよう、

エコマークがついているよ。 
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陽当たりがよくなるように 
ところどころの木を切ると… 

木がいっぱいで太陽が 
よく当たらないみたい！ 
水も足りなくて 
枯れてしまいそう… 
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太陽が 
十分に当たって 
木が元気に 
育っているぞ！ 
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じゅうぶん あ 

き げんき 

そだ 



立て替えなどで家を壊すと、たくさんの木材が出てくる。立派な

柱なんかもう一度使うことができるんだけど、これもリサイクル

されているのは全体の37％しかないんだよ。これも間伐材と同

じようにリサイクルすれば新しい木材を節約できるので、エコマー

クをつけてたくさん使われるようにしています。 

これは10年以上前に、宮城県で本当にあったお話。海でカキ

の養殖をしていたんだけど、そのカキがおかしくなってきた。

それまでのように大きくならなかったり、白いはずのカキが

赤くなったりしていた。いろいろ調べてわかったのは、海に

注ぐ川の上流にある森が死にかけていた、ということなんだ。

森が健康でないと、魚や貝のエサが山から海に流れてこな

いんだ。そこで海で仕事をする漁師さんたちが山に木を植

えて森を生き返らせたら、海も元に戻ってカキがちゃんと育

つようになった。この運動は今では日本中に広がって、海を

守るために漁師さんたちが山に木を植えているんだ。森は

海を豊かにする役割もしていたんだね。 

一度使った木材も、積極的にリサイクル 一度使った木材も、積極的にリサイクル 一度使った木材も、積極的にリサイクル 

最近、昔からある木造の古い民家のよさを見直す人が増えていま

す。木の家は日本の気候に合っているし、薬品を使わないので病

気にもなりにくい。ここで紹介する「古材バンクの会」は昔から

の街並みや民家を守る人たちの集まりで、壊さなければならない

古い建物の木材を、家や家具に生まれ変わらせる活動をしている

んだ。どんな活動をしているのか、ホームページを見てみよう。 

http://www.wood.jp/kbank/

民家再生を手助けする、「古材バンクの会」 

いえ た か こわ もくざい で 

はしら いちど つか 

りっぱ 

あたら せつやく 

ぜんたい おな かんばつざい 

もくざい 

つか 

み ん か さ い せ い  

さいきん 

き 

まちな  みんか まも ひと あつ こわ 

しょうかい こざい かい むかし 

き いえ にほん きこう あ やくひん つか びょう 

むかし もくぞう ふる みんか みなお ひと ふ 

ふる たてもの いえ もくざい かぐ う か かつどう 

かつどう み 

て だ す  こざい かい 

6

いちど つか もくざい せっきょくてき 
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1 漁師さんが山で木を植える 
りょうし やま き う 

2 豊かな森が育つ 
ゆた もり そだ 

3 養分が森から川を通って 
海に流れ込む 

ようぶん もり かわ とお 

うみ なが こ 

4 海が豊かになり、 
貝や魚がよく育つ 

うみ ゆた 

さかな かい そだ 

5 漁がうまくいく 
りょう 

丁寧に壊して 
使える木材を 
もう一度利用する 

使える木材を 
倉庫にしまっておく 

もとの家の木材を 
活かした家を建てる 

倉庫の木材を 
新しい家の木材として 
再利用する 

ていねい こわ 
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せい ひん か ん ば つ ざい  ふ る  も くざい  つ か  

間伐材や古い木材などを使った製品には、どんなものがあるかな？ 間伐材や古い木材などを使った製品には、どんなものがあるかな？ 間伐材や古い木材などを使った製品には、どんなものがあるかな？ 

エコマークのついた商品は環境のことを考

えています。商品の種類によってエコマー

クをつけてもいいかどうかの基準があり、

基準をパスしたものだけがエコマークをつ

けることができます。だから、環境にやさし

い商品を選ぶときの目安になるんだね。 

環境にやさしい 
商品の印 エコマーク エコマーク 

かんきょう 

かんきょう 

かんきょう 

がっこう きみ つか 
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きじゅん 

しょうひん しるし エンピツ／色鉛筆 エンピツ／色鉛筆 

君たちがいつも学校で使っているエンピツ。シンのまわ
りは木でできてるよね。こうした鉛筆や色鉛筆にも木
材を有効利用したものがあって、エコマークがついて
いるんだ。そのほか、
教室のドアや机やイ
ス、木のボードやベン
チ、木炭など、いろん
な種類のものがある
んだ。 

す 

もくざい はし 
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つく 

き わる ぶぶん と 

のぞ 

つく て　ま 

おな ふつう ここち つか 
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とびらや壁、窓枠など とびらや壁、窓枠など 
か べ  ま ど わ く  

ふつうの木に見えるけ
ど、これも間伐材を材
料にしたもの。エコマー
クがついているものは、
薬もなるべく使わない
ようにしているんだ。 

き み 

かんばつざい ざい 

りょう 

くすり つか 

たくさんの木の
製品が、役立って
いるのね！ 

これまで捨てられ
ていた木材の端っ
こをつなぎ合わせ
て作ったエンピツ。 
木の悪い部分を取
り除いたり、これま
でのエンピツより作るのに手間がかかる。もちろん、
使い心地は普通のエンピツと同じだよ。 

木質部に再・未利用材を100％使用 

き 

せいひん やくだ 
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身の周りにどんな木の製品があるか調べ、 

間伐材が使われているかどうか見てみよう。 

また、森の役割についても調べてみよう。 

Q.
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次のマークは、それぞれどんなマークなんだろう？ 
つぎ 
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み まわ き せいひん しら 

かんばつざい つか み 

もり やくわり しら 

家の中、スーパー、ホームセンターで、どんな木の製品があるか 
調べてみよう。そして、どんな木（木の種類）かも調べてみよう。 

いえ なか き せいひん 

しら き き しゅるい しら 

農林水産省の子ども向けホームページで森の働きについて調べてみよう。 
のうりんすいさんしょう こ しら もり はたら む 

どんな製品 
き しゅるい せいひん 

いえ なか 

木の種類 

1. 日本の木材使用量はどうなっている？ 

2. 木材を使った家の特長は？ 

3. 地球温暖化を防ぐための森の役割は？ 

4. 森はほかにどんな働きをしている？ 

家の中 

スーパーや 
ホームセンター 

A.エコマークのほかにも、環境にやさしい製品を表すマー
クがたくさんある。そのうちよく目にするものをいくつ
か説明しよう。 

1

2
http://www.maff.go.jp/www/hakusyo/kodomo_cont/02.pdf農林水産省 

ホームページ 

もり 

ちきゅうお ん だ ん か  ふせ 

つか もくざい 

にほん もくざい しようりょう  

いえ とくちょう 
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調べてわかったこと 
しら 

調べてわかったこと 
しら 

調べてわかったこと 
しら 

調べてわかったこと 
しら 

もしお店や街で見慣れないマークを見つけ
たら、 
 

で調べてみよう。そして次からは、買い物を
するときの参考にしよう。 

古い紙をリサイクルし
たことを表すマーク。
右の数字は古紙の比
率を示しています。 

再生紙使用マーク 

材料にリサイクルした
紙を一定以上含むこ
とを表すマーク。 

グリーンマーク 

材料に間伐材を使っ
ていることを表すマ
ーク。 

間伐材マーク 

http://www.env.go.jp/policy/hozen/ 
green/ecolabel/f01.html

さいせいし　 しよう 

しようずみぎゅうにゅう 

げんりょう しよう しょう つく 

ひん あらわ 

ペットボトルをリサイ
クルして作られたこと
を表すマーク。 

PETボトルリサイクル推奨マーク 

使用済牛乳パックを
原料として使用した商
品につけられるマーク。 

牛乳パック再利用マーク 
すいしょう ぎゅうにゅう さいりよう 

かんばつざい 

これらのマークと 
エコマークとの 
共通点・違いは 
何だろう？ 

きょうつうてん ちが 

なん 
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とうきょうとみなとくあざぶだい かみやちょう 

ざいだんほうじん はっこう にほんかんきょうきょうかい じむきょく 

財団法人 日本環境協会 こども環境相談室  TEL.03-5114-1258  FAX.03-5114-1250  
e-mail：ecobox@e.email.ne.jp    http://www.jeas.or.jp/activ/edu_01_00.html

ざいだんほうじん にほんかんきょうきょうかい かんきょうそうだんしつ 

このワークブックの質問質問・感想感想もこちらだよ 
しつもん かんそう 

このワークブックの質問質問・感想感想もこちらだよ 
しつもん かんそう 

このワークブックの質問・感想もこちらだよ 
しつもん かんそう 

地球温暖化について考えてみよう 
ちきゅうおんだんか かんが 

かいかんじかん か どようび 

開館時間 火～土曜日。10：00～17：00 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 1番出口 徒歩3分 
い かた とうきょう ばん でぐち ふん と　ほ ひびやせん かみやちょうえき 

行き方 

地球温暖化について楽しく学べる施設「ストップおんだん館」がオープンしたよ。

ストップおんだん館では、地球温暖化の仕組みを学んだり、それをみんなで止め

るための方法が学べるだけでなく、展示

物作りにも参加できるんだ。聞きたいこと、

わからないことがあったら、地球温暖化問

題のお助けマン「インタープリター」と一

緒に考えてみよう。事前に申し込めば、訪

問学習プログラムも用意してくれるよ。 

お父さんやお母さんと、スーパーに買い物に行ったことはあるかな？ その時、

買ったものはどうやって持って帰った？ レジでくれるポリエチレンの袋を使っ

た人が多いんじゃないかな。でも考えてみて。もし自分で買い物袋を持ってい

けば、そのポリエチレンの袋はいらないんじゃないかな？ 袋なんてたいしたこ

とない、と思うかもしれないけど、日本全体で考えてみると

１年間に400億枚以上のポリ袋が使われているんだ。これ

を作るのに必要な石油は、なんとお風呂320万杯分※！ 買い

物袋を持っていくだけで、これだけのムダがなくせるんだよ。 

入場無料 
にゅうじょうむりょう 

全国地球温暖化防止活動推進センター ストップおんだん館 
〒106-0041 東京都港区麻布台1-11-9 プライム神谷町ビル1Ｆ 
TEL:03-5114-1284  FAX:03-5114-1285  http://www.jccca.org/ondankan/ 
 

ぜんこくちきゅうおんだんかぼうしかつどうすいしん かん 

とうきょうとみなとくあざぶだい かみやちょう 
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かんが じぶん 

ぶくろ つか 

つく ひつよう せきゆ ふ ろ まんばいぶん か 
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ふくろ ふくろ 
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ものぶくろ も 
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とう かあ か もの い 
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※東京都発行『考えよう！ 地球と買い物のつながり』より 
とうきょうと はっこう かんが ちきゅう か もの 


