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< ＃掲示板

ﾔﾊﾞﾔﾊﾞﾔﾊﾞﾔﾊﾞ見て、、えぐい...

サバクトビバッタ

が大量発生し

1800万人分の

食料が食べ尽く

されました。
（写真）
https://news.yahoo.co.jp/byline/mutsujishoji/20200307-00166447?hcb=1

（続きを読む）

バッタぁぁぁぁぁあああああ

気候変動の影響を受ける国、、第２位
はーーーーーーーー　ﾆﾎﾝ🈁
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＃掲示板

南極で気温２０度超えたんnnnn?????

え、だからなんか、９日間で南極の氷が
４分の１溶けとうねんやろ？

ハァァァﾔ過ぎハァァァﾔ過ぎハァァァﾔ過ぎ
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ハァァァﾔ過ぎ
もっと怖い事言ったろ、北

極圏３８度記録やっ
てーーーー

ハァァァﾔ過ぎ
ﾔﾊﾞﾔﾊﾞﾔﾊﾞﾔﾊﾞ見て、、えぐい...
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食料が食べ尽く
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https://news.yahoo.co.jp/byline/mutsujishoji/20200307-00166447?hcb=1

（続きを読む）
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フィリピンでクジラの中から4000枚相当
のプラスチックが見つかってんて

@_@@_@@_@@_@ﾑ¿気候変動の影響を受ける国、、第２位
はーーーーーーーー　ﾆﾎﾝ🈁

日本ﾏｼﾞﾏｼﾞ危険やんnnn

絶対ない。
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うちの部屋より
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「4000枚相当」ってナニ？



💧まずは但馬！🌱<
          守りたい自然と破壊

但馬は絶滅寸前の野生のコウノトリが最
後に降り立った場所なんよ

そうやな！日本のコウノトリは絶滅し
てしまったけど、ロシアから譲り受け
たコウノトリで野生復帰に成功して、
今は２００羽こえてんねやろ？
なら問題ないやん。何か問題あるん？

地球温暖化はやっぱり、生物にも影響は
あるやん？このまま温暖化を放置しとっ
たら、生態系が変わって餌になる生物が
おらんようになるんよ。野生のコウノト
リの減少につながりよる…

っていうか主な餌場になっとる田んぼや
ねんけど、気温が上がり続けると稲も育
たんね...

コ
マ
ル
ネ

≫私達からのメッセージ

兵庫を代表する自然豊か
な街と特別天然記念物を
守り続けるためにできる
ことは何だろう…



やすらぎの場所丹波!

瀬戸内海と日本海側の気候が重なってて
豊かで珍しい生態系を持ってるところやんな？

丹波の氷上回廊って知ってるやろ？

75%が森林!?丹波<
ひかみ

現在日本におけるミツバチの数が激減してるねん!!
僕たちがおらんくなったら今ある野菜の7割が消えちゃう,,

里山のバランスが壊れたら災害や獣害が増えるんやで!!

せやで！でも実は今
大変なことになってるねん,,,

日本でも有数の養蜂場もあるやんな,,
身近でこんな深刻なことが起きてる

なんて全然知らんかった！



これ、沖縄にしかいな
いはずの

リュウキュウ
サンショウクイ

なのに…

播磨<

瀬戸内海のゴミのほとんどは
瀬戸内地域陸側の河川から出たものやから
私らが行動せなゴミはなくならんで〜！！

〜瀬戸内海の問題〜

私海好きやけど、
最近ビーチのゴミ多いんよなぁ…

気になって調べたことあんねんけど、
瀬戸内海のゴミの量は
2020年の全国のサンマの漁獲量と
同じぐらいらしいな…

え！マジで！？
そういえば、2050年にはゴミの量が魚
の量を超えるって言っとったなぁ

うちな、最近
姫路にいすぎて
なまってもーた…

最近の海は、
熱くて成長

しにくいんだよ
ね…

カキ



淡路✰⋆｡:ﾟ･*☽<

あと、本来なら暖かい海域に生息する魚たち
が、瀬戸内海でも確認されるようになったん
だって…中でもツウシハギはフグ毒の10倍の
毒を持ってるから、皆んな気をつけてネ！！

海と気温上昇

高潮被害で90%以上砂浜が消失する
予測だって⁈

グローバルリスクインデックスによると…

日本は世界で気候変動の影響を
受ける国第2位だって。。

こんなに綺麗な
のに…

美味しいーーーーーーーー
淡路島産のみかんも、
気温上昇により採れなくなる
んだって。。。



⚓ 神戸 ⚓<
気候変動に対する取り組み

神戸の冬といえば、ルミナリエ
だよね！

電球を約50万個も使ってるらし
いよ！
電気の使用料が多そうだよね…

イルミネーションの電力消
費によるCO2排出量を、神戸
市内他の場所のCO2を削減す
ることで実質ゼロにしてい
るんだよ！！

そうだったんだね！！

イルミネーションがとて
も綺麗だよね



< 
環境問題って私たちの身の回りですごく
深刻化してるんだね
何とかしなきゃとは思ったけど私一人の
行動だけで何か変わるのかな,,?

なるほどね！わかった！
何から始めたらいいのかな？

なるほど！何気ない選択が大切な人たち
を守ることになるんだね。
環境問題のことについて家族や友達とも
話してみよう！

環境問題は地球規模で起こっているん
だ！
地球に住む一人ひとりが意識して行動す
ることが不可欠なんだよ！
それに、身の回りにはすでに行動を
起こしているたくさんの同年代の仲間た
ちがいるはず！

僕らが毎日無意識にしている小さな選択
が僕たちの未来を変えるんだ。
例えば環境に配慮した商品を買うことが
これからの企業の生産にも影響を与える
こととかね。

私たちにできること

世界を変えるのはあなたの1歩から！



これからの未来を担う私たち若い世代にもっと
環境問題について知ってもらい、
小さな取り組みを沢山の人がすることで世界は
変わっていくということを感じてほしいです。

<

自分の生まれ育った街の春夏秋冬、
すべてが美しい自然の中で、大人になっても
遊びまくれる未来のために、今出来ることを
最大限に頑張る...！

「結局そんな活動しても地球温暖化止まらへんやん。」
確かに、このパンフレット制作に私たちがどれほど熱い想いを注ぎ込んでも、

温暖化は止まりません。

しかし、このパンフレットを手にとって頂くことで、

あなた方一人一人に問題点を知ってもらい、行動を促すことで、変化は初めて起こ

ります。一人一人の行動を信じ、私たちは明日も声をあげていきます。

委員会代表 平井愛希

河北心優

小畑奏遥

行動したことで世界は変わるのか。活動しないことで
世界は変わり果てた姿になってしまうのか。
未来はあるかないか分からないけど、
一歩からの一歩一歩でみんなで活動していきませんか？

私たちの想い
高校生作成者たち！ 



<

私の目標は世界中の人々が行動する小さなきっかけをたくさん
作っていくことです。私自身もGlobal Citizen Liveについて
TVで知ったことが今の私の環境問題に対する行動に繋がってい
ると感じています。あなたも一歩踏み出してみませんか？

福井県から転校してきて、「遠く離れていても、
ともだちのためにできることはないかな…」と思い、
大切な人が何年後も、何十年後も笑顔でいられる世界のために
今、行動しています！！

近田彩里

私たちの想い
高校生作成者たち！ 

今この時から、常に気候変動の問題を意識して行動する...。い
きなりそんな風に“毎日”を変えていくことはハードルが高い
かもしれません。けれども、このパンフレットを手に取った皆
さんが、今までより少しでも問題を身近に捉えてくださるきっ
かけになればという私たちの想いが、ここに詰まっています。
まずは、皆さんの馴染みのある地域についてまとめたページを
開いて、「ここ知ってる！」「ここでこんなことしてたん
だ..！」を発見してみてください。

西尾茉莉杏

赤ちゃんや公園で遊んでいる小さい子ども達を見ると、いつも「この
子たちが大きくなる頃には気候変動の問題に悩み苦しむことのない世
界が実現していたい…」と思います。
未来を変えるのは私達です。祈りではなくアクションを。みなさんと
一緒に活動していけたら嬉しいです。

向山遥温

新戸愛杏々

地球のバッテリー残量が
少なくなっています

行動する閉じる

充電は「あなた」次第です。
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THANK YOU

最後まで読んでくれて、ありがとう！

now

高校
生 CREATORS now

2020年度　ひょうご高校生　

環境・未来リーダー育成プロジェクト

高校生版パンフレット作成委員会 (2021年8月)

CITATIONS
now

▽コウノトリの画像
https://images.app.goo.gl/MNkuf7QppEbXwHMy8

▽丹波市ホームページ
https://www.city.tamba.lg.jp

丹波里山文化物語

▽氷上回廊ホームページ
https://www.tamba-hikamikairo.com

▽ミツバチについて
https://www.greenpeace.org/japan/sustainable/story/2015/02/06/2688

▽リュウキュウサンショウクイの画像
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Pericrocotus_diva
ricatus_tegimae.jpg

▽カキのイラスト
https://tsukatte.com/oyster/

▽淡路島みかん
https://images.app.goo.gl/c8q3PccEWrgy4Jeh9

▽フリー素材
https://unsplash.com

https://images.app.goo.gl/MNkuf7QppEbXwHMy8
https://www.city.tamba.lg.jp/life/1/9/55/
https://www.tamba-hikamikairo.com
https://www.greenpeace.org/japan/sustainable/story/2015/02/06/2688
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Pericrocotus_divaricatus_tegimae.jpg
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Pericrocotus_divaricatus_tegimae.jpg
https://tsukatte.com/oyster/
https://images.app.goo.gl/c8q3PccEWrgy4Jeh9
https://unsplash.com

