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ゴミとなり、燃やされたり、 

投げ捨てられたりしたプラスチックは 

大地、空気そして水を汚します。  

しかし、捨てずに分別したプラスチックを

ボトルに詰めれば、 繰り返し何度でも 

使える建築用ブロックを作ることが 

できるのです。 わたしたちの町と環境を

より豊かに、より美しくする、地球に 

やさしい空間を一緒に創りあげましょう。 
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このガイドをわたしたちのこどもたちと、そのこどもたちに捧げます。 

...そしてあらゆる生物種のすべてのこどもたちへ、 

いつなんどきも。 
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未来を描くエコブリックは、今日この日からはじめ

ることができ、汚染に終止符をうち、環境とともに

健康に生きる毎日を描かせてくれます。 エコブリッ

クは、分別されたプラスチックに行き場を提供して

くれます。 未来を描くことは、わたしたちの町をどれだ

け美しくできるかを想像することーこれが古い型をや

ぶり新たな現実に対応するための第一歩です。 結局のと

ころ、想像力に欠ける目先のことしか見えない考え方が、環境

汚染のそもそもの原因なのです。 

 

さあ、想像力とブリックを使ってわたしたちの未来を描きましょう! エコブリッ

クは、生徒さん・ご両親そして学校の教員やスタッフの方々が協力する機会

をお金をかけずに創出し、遊び場・公園・ガーデンや持続型農業を可能にす

る食物の森など、環境にやさしい美しい空間を創る手助けをしてくれます。    

 

このガイドは、未来を描くエコブリックを皆さんの学習また学校の授業の一

環にできるよう作成されました。 フィリピン北部にある人里離れた学校の

方々とともに行った、2年間にわたる研究・実験そして実践をもとに完成しま

した。 フィリピンのマウントプロヴィンスと呼ばれる地域にある全２７０校に

このガイドが配布されてから、地元の方々によってエコブリックのさまざま

な活用方法が開発され、広く親しまれてきています。 今やエコブリックは、

無数の家庭における新たな習慣となり、ゴミの焼却や廃棄は劇的に減少し

ました。 また、すべての学校にてエコブリックによる環境にやさしい空間の

建設や計画が行われています。 

 

ヒーローになろう!  

みんなのお手本となって、 

自らこの世界を変えよう。 

教育に適した、地球の現状に関

する多数の優れたドキュメンタ

リーが無料でダウンロードでき

ます。 

 

 プラスチックによる海洋汚

染： 年600万トンのプラン

スチック漂流の影響 
 

 上勝 ゴミ34分別10年のあ

とさき: 後世にツケを残さ

ないゴミ処理。 パッケージ

なし、計り売りの上勝百貨

店の活動も必見 
 

 リサイクル今昔物語: 10話

で学べる江戸時代のエコ

知恵と現代のエコ技術 
 

 Trashed－ゴミ 地球の代

償: 世界的な廃棄物問題

の影響についの映画 
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プラスチックは石油化学製品です。 残念ながら、石油化学はわたし 

たちの周りの自然環境に戻ることができません。 科学的な研究により、

石油化学物質は人体に有害であることを証明されており、これは 

プラスチックが燃える臭いを嗅いだときにも明らかです。 ゴミと 

なり焼却され廃棄されるプラスチックは、ゆくゆくはこのような有

害な化学物質に分解されるのです。 

 

このような化学物質は、時間をかけて地面や水・空気中にまで浸み

込み、植物や動物に吸収されます。 最終的には人体にまで届き、出

生異常・ホルモン失調、さらには癌などのあらゆる病を引き起こしま

す。 工業廃棄物処理施設も解決策ではありません。 10年、100年か

かろうと、いずれこれらの化学物質は生物圏に浸透し、農地や 

家庭を脅かすのです。 

 

従来のリサイクル施設もプラスチック問題を解決することはできません。 

工業リサイクル施設ですら不完全です。 プラスチックは破壊されるか価値 

や機能性の低い物質に再加工されます。 最高品質のプラスチックですら、 

最後にはもうリサイクルが不可能な製品や素材に加工されてしまうのです。  

もはやどうすることもできません―遅かれ早かれ、すべてのプラスチックは 

自然に還ってきてしまうのです・・・。 

 

 

プラスチックは微生物によって生物

分解されないかわりに光分解され

ます。つまり、プラスチックは地中や

水中に何年も残り、ゆっくりと細か

な断片となっていきます。これらの

断片はとても小さく、最終的には人

間の食物となる植物、魚や動物に

よって吸収されていくのです。 

 

 

 

プラスチックを助けよう!  プラスチックは廃絶されるか、さもなければ正しい場所に置かれなければなりませ

ん。 プラスチックを有害な汚染という運命から救ってあげましょう。 ペットボトルは太陽光から守られれば３００～５

００年も持ちこたえることができます。 中身を隙間なくいっぱいに詰めれば、何度も繰り返し建築に使用できるほど

丈夫なブリックとなります。 また、タイムカプセルとして次の世代へのプレゼントにもなる優れものです。 みなさん

のタイムカプセルを見て、みなさんのこどもたちは何を想うでしょうか？   

? 
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わたしたちが“あっち”に捨てたものはどこへ行くのでしょうか？ “あっち”とは

どこでしょうか？ そう、“あっち”とはいつでも自然界のどこかです。 それ以外

の場所はありません。 わたしたちのゴミは大抵、水路や川・海へ流されてい

きます。 
 

科学者たちは、どれだけ多くのプラスチックやその他の生物分解されない

物質が海に辿り着いているか、ということに気付きはじめています。 科学者

でなくてもビーチを訪れれば一目瞭然ですね。 いくつもの研究が海洋動物

や海洋生態系への悲惨な影響を伝えています。  
 
時を経て1ミリ程度の動物プランクトン程度まで小さくなったプラスチックはマイクロプ

ラスチックと呼ばれます。 日本人の食文化において大きな存在である魚たちが、誤食

すると、人は魚と一緒に有害物質を摂取していることになります。 日本近海のマイクロ

プラスチック量は世界680カ所の平均の27倍と衝撃的な多さであることも調査で明ら

かになりました。 
 

科学者たちは、プラスチックを含む化学物質の人体への恐るべき影響を見い出してい

ます。 アメリカやヨーロッパでは、ビスフェノールAやフタル酸エステルなどの化学物質

の使用はいくつかの商品において禁止されています。 しかし、これらの化学物質はフィ

リピン・インドネシア・その他アジア諸国では広く使用されているのが現状です。 これら

の化学物質はたとえ少量でも人体に悪影響を及ぼし、アレルギーやホルモン失調から

癌・急性中毒まで多くの病の原因となります。 また、若者が最も影響を受けやすいとい

われています。  
 

             プラスチックはわたしたちの周りにあふれています。 何

も考えずに物を捨てる際、わたしたちはこのような危険

を覚悟の上で捨てているのです。 このような問題に関

する問いかけや調査は、学生のみなさんにとってのよい

プロジェクトや課題となることでしょう。 また、上記のよ

うな現状への気付き・問題への自覚は、エコブリック活 

                            動を行う上で不可欠といっていいでしょう。 

知っていましたか？ プラスチックが燃や

されると、内部の石油化学物質が結合し

ダイオキシンを発生させます。ダイオキ

シンは非常に有毒で、煙の状態では空気

を汚染し、灰となっては大地と水を汚す

ことになるのです。 
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環境汚染は短絡的な考え方に起因して
います。 わたしたちが使用する多くの製
品は工場で産声をあげ、わたしたちの手
元に届き、最後にはお墓に入りますが、
その結果として残るのは環境汚染です。 エコブリックを使ってこの流
れに変化を起こしましょう。 揺りかごからお墓まで一直線を引く代わり
に輪を描きましょう。 わたしたちのエコブリックが揺りかごから次の揺
りかごへ、また次の揺りかごへと引き継がれるように・・・。 
 

エコブリックは何度も繰り返し使われるべきものです。 エコブリックを

作るとき、その使われ方を考えてみてください。 ご両親がお子さんの

学校にベンチを作るため、などが例えです（ブリックの中身は隙間なく

詰めましょう!）。 また、エコブリックで何かを作るときにはそのブリック

の次の人生も考えてみましょう。 あなたのお孫さんは家を建てるため

にベンチを移動させなければいけないかもしれませんね。 エコブリッ

クは取り壊され、新たに別のものに作り変えられることができるため、

無限に循環する輪を描くことができるのです。 さて、ここで重要なの

がブリック以外の建築材料。 例えばセメントには多くの問題を引き起

こす可能性があります。 

 エコブリック同士の繋ぎに日干しレンガを使いましょう。 日干しレンガは泥・わ

ら・砂を混ぜて作られるオーガニックセメントのようなものです。 何世紀も持

ちこたえますが、取り壊す際には粉々に崩れ落ち、ブリックに傷を負わせませ

ん。 崩れ落ちた破片が固く鋭いセメントでは、ほぼ不可能です。 エコブリック

は抜き出される前に破損してしまうでしょう。 

 エコブリックが太陽光にさらされないよう注意しましょう。 紫外線はペットボ

トルを光分解させてしまいます。 “星”型の底部とキャップの表面は分厚く太

陽光に耐えることができるため、露出させ飾り付けとして使用できます。 

セメントの製造と輸送に

よって生じる温室ガスは

世界の８%。 通常のセメン

トによる建造物の耐久年

数はたった８０~１００年。

日干しレンガで造られた

さまざまな建築物は何千

年も立ち続けています。 

自然は循環するものです。 

だからこそ自然界にはゴミ

捨て場や廃棄物処理場が

ないのです! すべてがリサ

イクルされています。 人類

は自然から学び、線ではな

く輪を描くことができるは

ずです。 さあ、エコブリック

とともにはじめましょう。 少

しの思慮深さ で、わたした

ちのこどもたちはゴミを片

付けなければいけない代

わりに再利用することがで

きるのです。 
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糖分が多く栄養価の低い食事は数々の深刻な病を
引き起こすことが証明されています。 アメリカで
は、長年にわたる‘ジャンクフード’の消費増加に伴
い、肥満・糖尿病・虫歯などの病が増えています。 
また、糖分の多い食事は学生のみなさんの集中力
を妨げることも確認されており、近年のカナダやア
メリカの公立の学校では、炭酸飲料やポテトチップ
スなどのジャンクフードが廃止となる動きがみら
れるようになりました。 フィリピンのマウント・プロ
ヴィンスの学校おいても同様です。 
 
ジャンクフードはいつもプラスチックで梱包・包装されてい

ます。 膨大な商品作物から作られるジャンクフードは、高エ

ネルギーを扱う工場で生産され長距離を輸送されます。 

これには人口肥料や農薬の使用だけではなく、大量の化石

燃料の燃焼が必要となります。 

 

20年前、フィリピンの少数民族であるイゴロト族は、80歳以

上の人々が有する強さと活力で知られていました。 ジャン

クフードが至るところで消費されている今、イゴロト族は40

歳にして末期疾患に悩まされています。 これは生徒のみな

さんとともに研究すべき差し迫った課題です。 

 

 

 
 

ジャンクフードは住宅廃棄物の主な

原因です。 また、虫歯や腎機能障

害 ・高血糖症・糖尿病・高血圧をは

じめとした多くの健康障害を引き起

こします。 

注意! 

 ときどきエコブリックのノルマを課せられ

ている生徒さんが見受けられます。 きっ

かけとしては良い方法ですが、ノルマを

達成しなければいけないためにと思うが

ために、ジャンクフードを消費するかもし

れません。 生徒さんがより多くのジャンク

フードを消費するのであれば、エコブリッ

クには意味があるのでしょうか？ わたした

ちはなぜエコブリックを作るのでしょう

か？ 生徒さんと話し合ってみてください。

わたしたちの体の汚染と地球の汚染には、つながりがあ

るでしょうか？  
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エコブリックの作成は長く大変な作業ですが、まさにそれ
がエコブリックの最も素晴らしい点です。 その時間は、思
いをめぐらせ、想像し、未来を描くための貴重で大切な時
間なのです。 
 
今まで訪れた最も美しい場所を想像してみてください。 
そしてその場所があなたの町と融合する未来を描いてみ
てください。 描くこと、それはわたしたちの想像力で新た
な現実を創り出すための強力なプロセスです。 描くこと
は、環境汚染を解決へと導くうえでの非常に重要な第一
歩なのです。 
 
描いた未来を誰もが見ることのできるよう書面にすると、その新た

な現実がより明確に、より近いものとなります。 さあ、想像力を開放

し試してみましょう。 あなたの町の未来をエコブリックの上に描い

てみましょう。 エコブリックを詰めながら未来を描くため考えを巡ら

せている自分に気づくはずです! そしてその未来はすぐにあなた

の元へやってくるでしょう。 

 

環境問題を通して未来を描く生徒さんを導いてあげましょう。 次項

の質問集がスタート地点です。 毎週新たな質問にチャレンジさせて

あげることも可能です。  

 

エコブリックに日付と名前を書き、彼らの描いた未来

や質問への答えの上からテープを貼るよう促してく

ださい。 耐久力・持続力のあるエコブリックは、タイム

カプセルとしてみなさんのこどもたちとそのこどもた

ちにも受け継がれていくのです。 自分の義務とは何

か、また後世に何を残していくべきか、生徒さんの長  

      期的な思考を活性化することでしょう。 

 

“あなたの町を 

取りまく環境に 

ついて、どんな 

未来を 

描きますか？ ” 

この質問に対する生徒さんの答えを 

エコブリックに直接書いてもらいましょう 
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シンプルなエコブリック作りにもいくつかの大切なガイドライ

ンがあります。 エコブリックは、あなた自身・あなたの生徒さん

や学校がはじめる長期的な生活習慣ですから、正しい方法

を身につけましょう。 生徒さんがしっかり指導を受け、最初のエ

コブリックを厳しく採点されることが重要です。 すぐにあなた

の学校では何百の、何年か先には何千のエコブリックが出来上

がるとしたら―正しいテクニックを覚えることはとても大切で

すね! 12ページ掲載の便利なポイント表を活用し、エコブリッ

ク作成と未来を描く活動を採点可能な効果的な課題としましょ

う。 

 
 ペットボトルには生物分解が不可能なものだけを詰めましょう。 あらゆ

る種類のプラスチック・発泡体・パッケージやセロハンなどが含まれま

す。 

 紙・グラス・鋭い金属は詰められません。 

 棒を使って押し固め、できるだけ隙間なく詰めましょう。 詰める、押し固

める、詰める、押し固める、を繰り返します。 

 ペットボトルの底の角や空気の溜まった隙間をやさしい色のプラス

チックで埋めれば、エコブリックそのもの色となります。 

 ペットボトルは特定のメーカーのものに絞りましょう。 最も豊富なメー

カーのボトルを使えば効率的です。   

 量を増やすためには大きなボトル、早く詰めるためには小さなボトル

がおすすめです。 

 配布されたポイント表を使ってエコブリックの採点をしましょう。 

 先生方: 付属の記録表に提出されたエコブリックを記録しましょう。   

 校長・主導者の方:  すべての記録表を集め、学校全体の進捗状況を一

覧にしましょう。 記録表は市または県単位での統計にも使用されます。 

 広報・管理者の方： 統計データをもとに学校と生徒の素晴らしい活動を

周知させましょう。 

生物分解が不可能な大きなプラ

スチックどう扱えばよいのでしょう

か? 電池や蛍光灯・電子機器など

の有害物質をリサイクルス場所

が、あなたの町にない場合には、

ペットボトルの上部に月の形に切

り込みを入れ、Bクラスのエコブ

リックを作ることができます。 電池

を放電し、電池同士が触れないよ

う間にプラスチックを挟んで梱包

しましょう。 
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生物圏の汚染は人文科学から動物学まですべての科目に関

連しています。 それぞれの専攻に必要な学習水準や能力に

反映されるような質問を考え、エコブリックを教育課程の一

環とすることが可能です。 生徒さんに熟考させる質問は、‘深

みのある学習’を達成するために非常に有益な手段です。 い

くつもの層をなす質問の数々に対し、独創的な結論を導きだ

してもらいましょう。 

 

エコブリックを作りながら、生徒さんは思いをめぐらせ、考え

抜き、想像するという貴重な体験をします。 紙を節約するた

めに質問への回答や描いた未来をエコブリック上に書くこと

が可能です。 質問には以下のようなものがあります。 

注意! 
先生方からの報告によると、

通常の宿題よりもエコブリッ

クの作成に時間を費やす生

徒さんがいるそうです。 宿

題とエコブリックを融合させ

てみましょう。 生徒さんが

作ったエコブリック上に宿題

の答えを書くよう促してみま

しょう。 

  これらのプラスチックはどこから来るのでしょうか? 

  わたしたちが購入した製品から出るプラスチックに対しては誰が責任を負うのでしょうか? 

  ペットボトルに入らないプラスチックはどこへ行くのでしょうか? 

  ペットボトルに入らないプラスチックの10年後、100年後の行先はどこなのでしょうか? 

  結果として、ペットボトルに入らないプラスチックから影響を受けるのは誰、または何でしょ

うか? 

  10年後または100年後、ブリックはどこにあるでしょうか? 

  プラスチックを使用しないとすれば、わたしたちにはどんな選択肢があるでしょうか? 

  プラスチックは生命の輪（あなたの町の自然環境）に、どのように溶け込んでいるでしょう

か? 

  わたしたちはなぜエコブリックを作っているのでしょうか? 
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エコブリックの採点基準 点数 得点 

1.5リットルのペットボトルを使用している （月形の切り込みなし）。 5ポイント  

小さいペットボトルを使用している。 3ポイント  

1.5リットルのペットボトルを使用している が、大きめのプラスチック用に切り

込みが入っている。 
3ポイント  

ブリックの重要が0.5キログラムに達している（0.5キログラム以上の場合は加

点1）。 
2ポイント  

ペットボトル内部のプラスチックは汚れておらず乾いている。  1ポイント  

ブリックには生物分解が不可能なものだけ入っている。 1ポイント  

日本国旗や地域のシンボルに用いられる色がボトル底部にはっきりと見られ

る。 
1ポイント  

ブリックの底や側面にへこみがない。 キャップが付いている。 2ポイント  

ブリックの底に回答が書かれており、優れた内容である。 5ポイント  

ブリックに生徒の名前と完成の日付がすべて油性マーカーで書かれており、

上からテープが貼られている。 
1ポイント  

特別な努力には加点。ボトル内の空間を最大限活用するためプラスチックが

細かく切られている・芸術的なパッキング・さまざまな色の層ができている、

など。 

1-2ポイント  

合計 20-25ポイント  

 

Www.Ecobricks.org 

あなたのエコブリックの上に答えを書きましょう 

今週の 深く考えるテーマ 
エコブリック採点表 — 教室の壁に貼ってね！ 
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エコブリック 記録表 

教師名: ______________________________________ 

記録開始日: ___________  記録終了日 : ___________ 

学校 :________________________________________ 

生徒氏名 名前・日

付・描い

た未来 

底の色 量 

(mL) 

重さ  

(g) 

硬さ 

1-5  

ペットボトルの

メーカー 

 ✔  ✔ 

 ✔  ✔ 
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れほど遠くない昔、まさにこの土地で、わたし

たちの祖先は植物や動物たちと調和して暮

らしていました。 彼らの家・衣服・食物、そしてその土地

の人々は自然が循環する唄に合わせて踊るメロディー

のようでした。 わたしたちのひい、ひい、ひいおじいさん

とおばあさんたちの育てた食物はとても健康で、100年

にわたって生き生きと踊る生活を送っていました。   

 

わたしたちのひい、ひいおじいさんとおばあさんたちは

一生懸命働かなければなりませんでしたが、家族や町

の人々が、庭に咲く花や果物のように成長するのを見

て、働きがいを感じていました。 何もムダにはされませ

んでした。彼らが使ったすべてのものは生命の輪へ還さ

れていたのです。 

 

生活が繁栄するにつれ、わたしたちのひいおじいさんと

おばあさんたちは自分たちが作り、購入し、取引できる

新しい物の数々に胸をおどらせました。  新たな発明や

原料などでこどもたちの暮らしがより便利になるよう、た

くさんの愛情で努力しました。 しかし、わたしたちのおじ

いさんとおばあさんたちは夢中になるあまり、これらの

新しい物がどのようにわたしたちの地球にもう一度還る

のかを忘れてしまいました。 ゴミの誕生です。 ゴミ瞬く

間に積み上がり、すぐに病や疾患が襲ってきたのです。 

将来が不安になり、おじいさんとおばあさんたちは動物

そ 
や植物を巨大な檻や単一栽培区域、そしてプラスチッ

クのパッケージに閉じ込めたのです。 以前より多くの

食べ物がありましたが、なぜか人々を病気にしている

ようでした。 そして、そこには今まで以上のゴミがあり

ました。 わたしたちのお父さんお母さんたちはとても

心配になりました―ほかでもない、わたしたちを想っ

て。 この問題を解決するため、彼らはこれまでになく

一生懸命に働きました。 しかし、どれだけ頑張ってもゴ

ミの山は高くなるばかりでした。 

 

忘れ去られそうになっていた、わたしたちの祖先の唄

うあのやさしいメロディーが、いくつもの世代を越え聴

こえてきました。 そして、わたしたちには聴こえたので

す。 花や野原や木々と同様に、わたしたちもゴミも自

然の唄の一部であることに気づき、思い出したのです。 

そう、不要だと思っていた‘ゴミ’までもがその唄に含ま

れていたのです。 新しい音が聴こえてきました―ペッ

トボトル・プラスチック・セロハンにも使い道がある。 

これらは分別・保存され、今まで聴いたことのない唄を

作り出す、素晴らしい材料なんだ、と! 

 

この問題を解決するため、わたしたちはお父さんお母

さん、おじいさんとおばあさんたちと一緒に働きはじ

めました。 ともに頑張るうちに、行き止まりだった直線

を曲げ、利用・再利用の輪を作れるようになりました。 

大変でしたが、それ以上にとても楽しい作業でした。  

灰入りだった町が緑に還り、植物や動物たち自由に跳

ね回りました。 川で、野原で、森で遊ぶこどもたちはか

つてないほどに幸せでした。 

 

地球がこれほどまでに美しく唄ったことがあったでしょ

うか。 いま一度、今回は確かな意思をもって、わたした

ちの暮らしはあの唄と生命の輪と調和したメロディー

となりました。 

深く考えてみましょう 

心おどるときです!わたしたちは古く有害な習

慣を抜け出し、生命の輪と一体となる生き方

をはじめようとしています。 ここでのエコブ

リックの役割とは何でしょうか? あなたの役割

とは何でしょうか? あなたの物語の中で一番

お気に入りの部分を、500文字の作文か絵で

表現してみましょう。 
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エコブリック建設マ

ニュアルをダウンロードして、エ

コブリックを使ってガーデンや

家具をつくる詳しいガイドライ

ンを入手ましょう。 無料PDFダ

ウンロードはこちら：

www.Ecobricks.org 

食物の栽培は、わたしたちが次の世代に伝えられる最も有

益なスキルです。 大規模な単一栽培に対し、個々人とその

地域が自給自足できる食物の生産は、未来の人類のため

地球の生物圏を保護するうえで必要不可欠です。 学校

は、ガーデン・公園・持続型農業の食物の森などの環境にや

さしい緑の空間をエコブリックで手軽に美しく造り、そのお

手本を示すことができます。 学校から排出されるすべての

‘ゴミ’も、堆肥作りとエコブリック作りによって学校と生徒さ

んをより豊かにするために活用できますね。 

  

力が身に付くと人はワクワクするものです。 未来の緑の空間が明確に

描かれていれば、すべての生徒さん・ご両親そして先生方が団結で

きます。 多くの場合、学校自治会や環境保護同好会が指導を担いま

す。 

 

みなさんの連帯力が何百ものエコブリックが必要になる建設プロジェ

クトの原動力となります。 大胆かつ力強く描いた未来で、町の人々の

プロジェクトへの参加意欲をかき立てましょう! 参加者が多ければ多

いほど、進歩も速く楽しいものです。 

 

エコブリックを使ったアイディアはこちらから： www.Ecobricks.org  

 

 エコブリックを使った建築物の例。

エコブリック建設ガイドでもっと 

知ろう! 
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六角形ベンチは、エコブリックを使用して最も組みやすい形です。 シ

リコンゴム剤で結合されたブリックたちは、丈夫で非常に実用的な屋

内用家具となります。 ひとつずつ椅子として使用したり、複数の六角

形をレゴのようにくっ付けてテーブル・ベッド・ベンチなどとして使用

することもできます。 

知っていましたか?  サハラ

砂漠の太陽光に放置され

たコーラのペットボトル

は 、たった1か月で光分解され、

砕かれたプラスチックの粒子の山

になってしまいます。 

エコブリックを太陽光にさらすことの

決してないよう注意しましょう。 紫外

線がペットボトルを徐々に光分解し

てしまいます。  たった2～3年でボト

ルは亀裂を生じたり破裂したりし、 

せっかく詰めたプラスチックを放出し

てしまいます! 
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未来を描くエコブリックの目的は環境保護だけではありませ

ん。 エコブリックは、環境が保護される必要のない世界をつ

くるためにも存在しているのです! そのためには3つのRに4

つ目のRを加える必要があります。 

 

わたしたちは異常な製品や原料にあふれた異常な時代を生

きています。 わたしたちの暮らしを自然の輪と調和させる唯

一の方法は、生物分解やリサイクルができず、結果的に有害

となる商品の購入をお断りすることです。 エコブリックの最

大の貢献は、この異常さが明らかになるよう人々の認識を変

えることです。  

 

いくつかの日用品を生徒さんに授業の中で見せるのは価値のあるエク

ササイズです。 シャンプーのボトル・ビニール袋・織物のカゴなどがよ

い例でしょう。 1年後、これらの商品はどこに行き着くでしょうか? 10年

後はどこへ? これらの商品の実用性は環境保全のための代償に見合う

ものでしょうか? その代償を払うのは誰でしょうか? 何か良い手段は

ないでしょうか?  

 
良い手段ならあります! フィリピンのマウント・プロヴィンスでの2

年にわたる展開を経て、エコブリック作りはその地域の人々の長期的な

中間となりました。 廃棄場の使用率は低下し、完全に閉鎖となったとこ

ろまであるのです! プラスチックの燃焼や投げ捨ても劇的に減少しまし

た。 政治家までもがオフィスでエコブリックを作るほど分別が広く深く

浸透し、プラスチック不足でエコブリックが完成できず町の友人からプ

ラスチックを借りる村まで出てきました。 ‘ゴミ’の時代は終わりを迎えた

のです。 さあ、みなさんの力を結集し、日本でもゴミの時代に終止符を

打ちましょう！ 

 

 

 

 
 
 

自分で作ろう 

インターネットには、家具からシャンプー

までありとあらゆるものの代替品をその

土地で採れる原料・ゴミ・有機物から作

るためのStep by Stepの素晴らしいイ

ンストラクションが満載です。 

自分で育てよう 

使い捨てのプラスチックに最も多いのが食

品のパッケージです。 自分の食べ物を（エ

コブリックガーデンで）自ら育てることによっ

て、健康な食生活を送れるだけでなく、プラ

スチックの使用を削減できます。 

今日ではまったく当たり前の無数の商品は、実

際には明日の有害物質です。 購入について今

はあまり考えていないかもしれませんが、次世

代の人類がわたしたちの愚かな行為に頭を悩

ませることになるのです。 
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, , ,  

再利用かリサイクルはで

きる？ エコブリックにでき

る？ できないなら、より良

い方法を考えてみよう。 
 

No 
thanks 

- Reduce, Reuse, Recycle, Refuse - 
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あなたの作品をシェアしてください!   

世界に刺激をあたえましょう! エコブリックを使って、何か

すごい物を作ったことがありますか? 小さなベンチでも、

はじめてのエコブリック帆船でも、環境問題を解決に導こ

うという人々の気持ちを呼び起こす手助けができるはず

です。 作品のシェアはこちらにて： 

www.Facebook.com/ecobricks 

 

イラストレーション 

Joseph Stodgelは、南アフリカにて

Trash to Treasure（ゴミから宝

へ）フェスティバルを立ち上げ、アッ

プサイクル・サンタフェ団体を指揮

しています。 ‘ゴミ’の錬金を通して

地域社会を豊かにすることに情熱

 

Russell Maierは、フィリピン、マウント・

プロヴィンスにあるサバンガンに拠点を

おく再生エンジニアです。 イゴロト族の

土地に住みながら彼らの根強い持続可

能性に深く感銘を受けています。 

主導者 

キャラクターデザイン 

エコブリック氏とその家族は、不敵な

マニラ出身のイラストレーター、El 

Tiburon Grandeによってデザインさ

れました。 彼は持続可能性関連およ

び地域の人々に関わるプロジェクトに

最も情熱をそそいでいます。 

Irene Angwayは、教師、事務管理

者の仕事を経てゴミ回収者となり

ました。現在はマウント・プロヴィン

スにて先住民族教育の調整役を

担っています。 

あなたの地域のために翻訳しよう！ 

あなたの町にはまだゴミがありますか? わたしたちは、未

来を描くエコブリックガイドをあなたの町のニーズに合わ

せてカスタマイズし、翻訳するお手伝いをします。 翻訳・カ

スタマイズのためのエコブリックガイドのオリジナルファイ

ルを用意いたします。 vision@Ecobricks.org までご連

絡を。 

 

伊賀本 藍は、このガイドの日本語翻訳

者で、海洋保全に繋がる活動に参加す

るスキューバダイバーです。 日本人は

その創造力と正確さでエコブリックを最

大限活用できると信じています。 
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 www.Ecobricks.org   

このガイドはCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licenseの認可を受けています。  

 

 

Jane Liwanはフィリピン北部の小さな山村、ベサオの公立病院の管理人です。 病

院のプラスチックゴミの廃棄を担当していた彼女は、プラスチックを燃やすため何年

も森へ通いました。 彼女はこのことに心を痛めていました。 シングルマザーとして家

計をやりくりしようと一生懸命働くも、近所の人々がからかう程のとても質素な家に

住んでいた彼女ですが、ある日エコブリックの作り方を学びます。 彼女はまず自分が

出したプラスチックゴミを使い、その後町をまわり、数々の店頭からプラスチックを集

めたのです。 1日1つずつ、彼女はエコブリックを作りました。 3年の歳月をかけて、

ゆっくりと、そして着実にJaneはペットボトルで家を建て替えたのです。 また、彼女

は病院で眠ったままのプラスチック廃棄物をエコブリックにするプログラムを導入し

ました。 Janeの素敵な家は今や国中の注目の的。 学校の社会科見学が定期的に学

びに訪れる場所となっています。 

 

より詳しい情報はこちらで：www.bit.ly/1SUfenT 

 

 

 

 

このストーリーとエコブリックガイドの印刷は、インドネシア バリのPure Crystal 

Drinking Waterの提供によるものです。 


