
●牛乳パックの工作

　牛乳パックを使った工作を紹介したパネルです。

●サイズ：A3版（ラミネート加工）

●1セット：13枚

≪内容≫

①小物入れ

②バスケット

③ペン立て

④ペンスタンド

⑤三角小物入れ

⑥六角形小物入れ

⑦ふた付き小物入れ

⑧変形小物入れ

⑨ふた付き変形BOX

⑩プレゼントケース

⑪ミニチェスト

⑫かわり絵BOX

⑬フリスビー

トレーtoトレーやボトルtoボトルのリサイクル

過程を紹介しています。

★作品例

●サイズ：A3版（ラミネート加工）

●1セット：4枚

新聞紙を使った工作を紹介したパネルです。

①エコバッグ ③帽子１

②ごみ入れ ④帽子２

≪内容≫

★作品例

　ペットボトルのリサイクル過程のサンプルや、

再生品を揃えました。展示用にどうぞ。

●内容物
①サンプル4点セット（説明書付き）
【フレーク/ペレット/

　　ポリエステル綿/比重分離】

②再生品
【ネクタイ、水切りごみ袋、ごみ袋、

PETボトル＆プルトップ缶オープナー、
シャーボ(ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ)、布粘着テープ、
定規4点セット、軍手、風呂敷、
トートバッグ、クリアファイル】

≪内容≫

①食品トレーについて
②エフピコ方式のリサイクルとは
③発泡スチロール食品トレイのリサイクル
④透明容器のリサイクル
⑤ＰＥＴ容器・ボトルのリサイクル

⑥｢エコトレー｣｢エコＡＰＥＴ｣について

⑦二酸化炭素の排出抑制効果

⑧資源を回収ボックスに入れるときのお願い

　「ペットボトル」「紙

類」「アルミ缶」「スチ

ール缶」「容器包装プラ

スチック」の5種類につ

いて消費量やリサイクル

率に関する解説と、実物

からリサイクルマークを見つけ出す体験を通じて、

ごみの分別意識を高めることができます。



リサイクルキットリサイクルキット

【ごみの分別エコマークカード】…１セット

　「アルミ缶識別マーク」など8種類のエコマーク

が書かれたカードと、それぞれのマークの意味やど

んな商品に表示されているかを解説したカードがあ

ります。

マークと解説カードが一致する2枚を見つけ出す

ことで、ごみの分別の大切さを学べます。　

　「省エネラベル」など13種類の環境ラベルの絵と

ラベルの説明が書かれたカードと、「テレビ」など

環境ラベルが表示されている商品の絵が書かれたカ

ードがあります。

　同じラベルの2枚を見つけ出すことで、環境に配

慮した行動を学べます。

【環境ラベルゲームカード】…２セット

● サイズ・32枚組 ● サイズ・26枚組

リサイクルに出した

品物が、どのような形

で他の商品に生まれ変

わるのか、リサイクル

過程を学習できます。

【リサイクルプロセス標本】…１組

↑こんなケースに入っています
サイズ：70×65×30(cm)

【ごみの分別ゲームカード】…６セット

①はがきサイズ：55種類の絵 (4セット)

②B5サイズ：23種類の絵 (2セット)

※下記の2種類があります!!

　「使い捨てカイロ」や「クリーニングの袋」など

の絵が書かれたカードがあります。

　各地域の分別方法に従い、それぞれどのように分

別されるのかゲーム感覚で学べます。

　地域の分別表をご準備ください。

　広島県内のごみの総排出量や、1人1日

あたりのごみの排出量、リサイクル率の

推移などを、グラフを用いて分かりやす

く紹介しています。

≪内容≫

①広島県の現状(排出量）

②広島県の現状(リサイクル）

③ごみの処理について

④ごみの有料化について

⑤循環型社会に向けて
●サイズ：B2(73×52cm)
●1セット：5枚組

【広島県のごみの現状パネル】…２セット

（平成28年12月更新）

私たちが便利で豊かな生活を送っているのは、必要な資源を使って物をつくり、
消費し、いらなくなったら捨てているからです。
「資源の無駄を減らす」「ごみの再生利用」することで、「資源の有効活用」「物を
大切に使う」環境にやさしい生活へと転換していくことが求められています。

広島県の現状について
　ご存知ですか？

広島県の現状について
　ご存知ですか？



リサイクルキットリサイクルキット

≪内容≫

　『３Ｒ』の考え方や環境・リサイクルマークの紹介、

循環型社会についてまとめたパネルです。

●サイズ：A1版(84×59cm)

●１セット：6枚組

【循環型社会パネル】…１セット

①３Ｒを知っていますか？

②できることから始めよう

③リサイクルマーク

④いろいろな環境マーク

⑤ごみを減らす３Ｒ

⑥循環型社会ってなぁに？

（平成28年12月更新）

【海ごみ削減啓発パネル】…各１セット【ふろしき（小）】…２４枚

●サイズ：52×52(cm)

【ふろしき（大）】…２０枚

●サイズ：90×90(cm)

●色：ピンク　11枚

　紫　 　10枚

付属のＤＶＤもあります！

　風呂敷の歴史や風呂敷でできる色々な包み方を

紹介したパネルです。

●サイズ：B2版(73×52cm)

●1セット：7枚

【ふろしきの包み方パネル】…１セット

a

平包み ≪内容≫

1.真結び・ひとつ結び

2.右包み・左包み

3.合わせ包み

4.平包み

5.お使い包み

6.びん包み

7.巻き包み

好きなパネルだけ

を選んで貸し出す

こともできます!!

・学校や地域で
　行っています。

・自治体で進められてい
　るごみの再資源化活動

・集められたアルミ缶
　を回収業者の人が再
　生工場に運びます。

回収業者

・スーパーなどで回収ボッ
　クスを置いて、お店で
　回収を行っています。

い
動

リサイクル工場
・回収したペットボ
　トルを選別・圧縮

者

( 千トン）

●

【３Ｒパネル】…１セット

　ごみの減量化について

考える上で、重要なキー

ワードとなる『３Ｒ』の

考え方について、詳しく

説明しています。

≪内容≫

●サイズ：A1版(84×59cm)

●1セット：7枚組

（令和4年更新）

①SDGsについて

②循環型社会へ向けて

③なぜ３Ｒなのでしょうか

④Reduce(リデュース)

⑤Reuse（リユース）

⑥Recycle（リサイクル）

⑦マイバック

…再び資源として利用しよう (2)

アルミ缶のリサイクル

アルミニウム地金にするまでの
　　使用エネルギー量比較

鉱石から

アルミにする

アルミ缶から
アルミにする

１００％

９７％の節約

３％

分 別 回 収

集団回収
・学校や地域で
　行っています。

・日本人１人当たり1年間に
　平均約150個のアルミ缶を
　消費しています。

・スーパーなどで回収ボッ
　クスを置いて、お店で
　回収を行っています。拠 点 回 収

・自治体で進められてい
　るごみの再資源化活動
　です。

・集められたアルミ缶
　を回収業者の人が再
　生工場に運びます。

回収業者

再処理工場

・新しい缶の材料にするため、
約700℃以上の高温でアルミ

　缶を溶かします。

・溶かしたアルミニウムを
　かたまりにします。
（再生地金）

再商品化
・アルミ缶や自動車の部品、
　家電の部品、日用品等に
　生まれ変わります。

出典：アルミ缶リサイクル協会

　２０１３年の
日本のアルミ缶の消費量
303,830トン（194.0億缶）

アルミ缶の再生利用量
254,509トン（161.6億缶）

リサイクル率
８３．８％

ペットボトルのリサイクル
拠 点 回 収

・スーパーなどで回収ボッ
　クスを置いて、お店で
　回収を行っています。

分 別 回 収
・自治体で進められてい
　るごみの再資源化活動
　です。

リサイクル工場
・回収したペットボ
　トルを選別・圧縮

再商品化業者

・選別 → 粉砕 → 洗浄 → 分離（風力比重分離）→
　フレーク（8ｍｍ角くらいの小片に粉砕し、よく洗
　って乾かしたものです。作業着、卵のパックや成形
　品の原材料として使います。）→ ペレット（フレー
　クを一度溶かして、小さな粒状に加工したものです。
　主に繊維にするときに使います。）

各製品メーカー
・再商品化

・作業着、ワイシャツなどの
　ポリエステル繊維製品や、
　文房具、洗剤ボトルなどプ
　ラスチック製品に生まれ変
　わります。

出典：ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会

日本のペットボトル
　の販売量

５７８，７０６トン
ペットボトルの回収量
５２９，０３１トン
リサイクル率
９1．４％

アルミ缶リサイクル率の推移

ペットボトルのリサイクル率推移
(千トン） (％）

率収回率収回旧

樹脂 生産量

事業 系回収量

市町 村分別収 集量

指定 ペットボ トル販売 量

事業 系ボトル 回収量

旧回 収率

回収 率

●

●
●

● ●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

● ●

２０１３年の

【かんたん３Ｒパネル】…１セット

　『３Ｒ』の考え方につ

いて、絵を交えながら簡

単に説明しています。

≪内容≫

①３Ｒってなあに？

②ごみを減らす「３Ｒ作戦」

③④環境マンガで見る３Ｒ

●サイズ：A1版(84×59cm)

●1セット：4枚組

≪内容≫

●サイズ：A1版(84×59cm)

●1セット：2枚組

●サイズ：A1版(84×59cm)

●1セット：4枚組

<<ジブンゴト化版>> <<環境保全協会版>>

　瀬戸内海の海ごみの現状やその問題点について紹

介、解説をしています。



リサイクルキット:ＤＶＤリサイクルキット:ＤＶＤ

【プラスチックとわたしたちの暮らし】…１枚　

　身の回りにある様々なプラスチック製品を取り上げ

ながら、プラスチックの多様性を探ります。また、リ

サイクルについても紹介しています。

≪内容≫

【ど～なる？こ～なる！リサイクル】…１枚　

　分別収集された、ガラスびん、PETボトル、紙製容

器包装、プラスチック製容器包装がリサイクルで新し

い製品に生まれ変わる様子を紹介します。

【ベール品質とは？/分別排出のポイント】…各１枚　

　プラスチック製容器包装の正しい分別基準を分かり

やすく映像化しています。

①身のまわりのプラスチック

②暮らしを変えたプラスチック

③プラスチックができるまで

④いろいろなプラスチックの性質

⑤プラスチックを区別する

⑥プラスチックの進歩

⑦プラスチックとリサイクル

⑧エンディング

●時　間：約32分

●製　作：一般社団法人　日本化学工業協会

●製作年：平成25年

①オープニング

②ガラスびん編

③PETボトル編

④紙製容器包装編

⑤プラスチック製容器包装編

⑥エンディング

≪内容≫

●時　間：約19分
●製　作：公益財団法人　日本容器包装リサイクル協会
●製作年：平成22年

◎ベール品質とは？
①容器包装リサイクルの

制度を知る！
②「容器」「包装」を
見分ける！

③ベール品質調査の実際を
見る！

④品質基準を徹底マスター

≪内容≫

◎分別排出のポイント

①容器包装リサイクルの

制度とは？

②リサイクルの実際

③分別排出のポイント

④注意してほしいこと

●時　間：◎ベール品質とは？：約34分
◎分別排出のポイント：約19分

●製　作：公益財団法人　日本容器包装リサイクル協会

【ガラスびん３Ｒ作戦　ペンギン南極へ帰る】…１枚　

　南極を追われたペンギンがたどり着いたのは、ボ

トルフォレスト、ガラスびんの街。

そこでペンギンが目にしたのは『ガラスびん３Ｒ

作戦』。果たして、ガラスびんは溶け出した南極の

氷を救えるのだろうか？

●時　間：14分30秒

●製　作：ガラスびんリサイクル促進協議会

【大好き！ガラスびん】…１枚

家庭から排出された空きびんが、資源化センター

で選別され、カレット工場で原料に加工され、ガラ

スびん工場でびんが生産され、びん詰め工場で中身

が充填され、びん詰め製品が完成するまでの流れを、

現場の声を交えて分かりやすく紹介しています。

●時　間：約9分

●製　作：ガラスびんリサイクル促進協議会

【クイズで学ぼう！
　ＰＥＴボトルリサイクル】…１枚

小学生（4年生以上）を対象に、PETボトルのリサイ

クルの重要性や、循環型社会の大切さを、クイズ形

式でわかりやすく解説したＤＶＤです。

●時　間：約18分

●製　作：PETボトルリサイクル
　推進協議会

●製作年：平成28年



リサイクルキット:ＤＶＤリサイクルキット:ＤＶＤ

【牛乳パックン探検隊】…２枚　

　牛乳パックのふるさとである森林の様子、木がど

のように使われ牛乳パックになるのか、牛乳パック

の特長、リサイクルにおける環境への貢献などがわ

かりやすくまとめられています。

【知ってほしい　ペットボトルのこと】…１枚　

●時　間：約7分

●製　作：全国牛乳容器環境協議会
　全国牛乳パックの再利用を考える連絡会

●製作年：平成25年

●時　間：約12分

●製　作：PETボトルリサイクル推進協議会

●製作年：平成24年

①牛乳パックのふるさと

②森林の管理

③木から牛乳パックへ

④牛乳パックの特長

⑤飲んだらリサイクル

≪内容≫

【今日からはじめよう あき缶のリサイクル
・無限リサイクルの秘密】…２枚

　小学生向け環境教育啓発用ＤＶＤ。資源の大切さや

リサイクルへの協力、ポイ捨て防止、環境美化の推進

をテーマとしています。

　小学生向け環境学習用ＤＶＤ。ペットボトルの

特性や３Ｒの定義、工場でリサイクルされ、再び

商品として生まれ変わる工程について、わかりや

すく説明しています。

●時　間：約24分
●製　作：スチール缶リサイクル推進協議会

●製作年：①…平成20年
②…平成19年

≪内容≫

①今日からはじめよう あき缶のリサイクル（約21分）

②無限リサイクルの秘密（約3分）

【ふろしきレシピ】…１枚　

　ふろしきの結び方を紹介したＤＶＤ。

「つつむ」と「はこぶ」をテーマにした、15種類の

結び方が収録されています。

　ふろしきの貸し出しも行っています。

●時　間：約35分

●製　作：むす美

●製作年：平成20年

真結び　

ひとつ結び

平包み　

お使い包み

二つ結び

すいか包み

≪内容≫

ビン包み

ビン二本包み

花包み

ティッシュシンプ

ルバッグ

しずくバッグ

おでかけバッグ

リボンバッグ

いちごバッグ

ふろしきトート

クィックバッグ




