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紙リサイクル コンテスト 応募のポイント①〜 ⑤
リサイクルそのものを教えることは、なかなか難しいものですが、 紙リサイクル なら、
身近にある 紙 に絞ったリサイクルのため、子どもたちも理解しやすいと思います。
「使い終わったノートやメモ用紙等はどのようにリサイクルされているか調べてみよう」
と言えば、楽しんで取り組むはずです。
この応募の手引きを通して、 紙リサイクル の理解を深め、作品づくりへのポイントを
おさえながら、環境学習の 1 つとして役立てて頂ければ幸いです。
紙リサイクル促進大使

「カミリィ」ちゃんと「カミリィママ」

リサイクルとは何ですか？
「リサイクル」とは、限りある地球の資源を有効

R educe
リデュース

に繰り返し使う社会（＝循環型社会）をつくろう
とする活動の 1 つです。

ごみを少なく
する

加えて「リデュース」
、
「リユース」といった、ご
みを削減する方法もあり、リサイクルを含めて
「３R（スリーアール）
」と呼ばれています。

ポイント①
本コンテストのテーマは、

R ecycle
リサイクル

再資源化

ル」と「リデュース、リユース」を混同
している作品が、まだまだ見られます。

3R

出さないこと

R euse
リユース

捨てずに繰り
返し使うこと

再使用

ポイント②

紙の「リサイクル」です。
これまでの応募作品の中で「リサイク

なるべくごみを

使い終わったものを
資源に戻して利用する。

「リデュース」、
「リユース」は
当コンテストでは取り上げない
ため、審査の対象外になります。
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では、紙リサイクルとは？

紙リサイクル とは、読み終わった新聞や雑誌、
使い終わった段ボール、紙パックなどを回収し、

しっかり分けて回収に出す

紙の再資源化を
きちんと理解して、

資源に戻して新たな紙の原料に利用することです。

古紙は種類ごとに違う用途の神に再生

「紙リサイクルの輪」に

されるため、分けて回収に出します

参加しましょう

ポイント③

紙リサイクルを理解してテーマを考えてみよう

良い例
・私の家では、使い終わった紙を集める箱を
置いて古紙回収に出している
・リサイクルに出した紙はどうなるか調べた

古紙はさまざまな人の手を
経て再生される
回収された古紙は古紙問屋で
まとめられ、製紙工場に運ば

紙リサイクルについて取り上げているので OK
悪い例
・紙箱を筆箱にして使っている

れ再生されます

・牛乳パックを洗ってまな板にしている
・新聞紙を雑巾代わりに使う

古紙を利用した製品を選んで使う

これらはリユースになってしまいます

持続可能 な社会 について
SDGs（ エスディージーズ ）とは

持続可能な社会は健全で恵み豊かな環境を通じ、将来に

サ ス テ ナ ブ ル

Sustainable
デ ベ ロ ッ プ メ ン ト

わたって一人ひとりが幸せを実感できる社会のことです。

Development

この社会を実現するために「SDGｓ」を掲げて、一人ひと

ゴールズ

Goals

り実践することが大切です。

持続可能な
開発
目標

「 紙リサイクル」と「持続可能な社会 」のつながり
紙リサイクルは資源の有効活用や森林資源の
適切な利用につながっており、

古紙の分別や
リサイクルされた
製品を使う事など

持続可能な社会に大きく貢献する行動です。

皆さんの身のまわりの
小さな活動が
持続可能な社会に
つながっているよ！

「 紙リサイクルと持続可能な社会づくり」のテーマを選んだ場合のポイント
紙リサイクルを行うことは資源の有効活用や森林資源の適切な利用に繋がっています。
古紙の分別やリサイクルされた製品を使用するといった身近な行動が、持続可能な社会に
貢献していることを意識して作品を制作してください。
本コンテストは「 紙リサイクル 」をテーマとしたコンテ
ストであり、
「 持続可能な社会 」や「SDGｓ」について調
べたことだけをまとめた作品は審査の対象外となる可能
性があります。

ポスター制作の際、SDGｓのロゴ、
マークを使う場合は、メインテーマ
として掲げないようにしましょう。

具体的な紙リサイクル活動や体験に基づいた作品を制作
してください。

注目！

SDGｓを主題とした作品にならないように気をつけましょう
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ポイント④

「 古紙 」と「 生まれ変わる紙製品」の種類を理解しよう
「古紙 」と、紙リサイクルで「生まれ変わる紙製品 」

古紙の種類と、リサイクルすること
によって生まれ変わる紙製品を混同

新聞

雑誌

雑がみ※

段ボール

紙パック

しないよう注意が必要です。

良い例
古紙回収に出した段ボールが、また
段ボールに生まれ変わった

※雑がみ…チラシ、
コピー紙、包装紙、
紙袋、紙箱、封筒

悪い例
新聞紙はトイレットペーパーになる

新聞紙・週刊誌・

ボール箱・

印刷用紙など

絵本など

「リサイクルできない紙」があるということ、その種

当センターでは「雑紙」
ではなく、
「雑がみ」と
表現しています。

段ボール箱・

トイレットペーパー・

紙筒など

ティッシュペーパーなど

例えば、これらはリサイクルできない紙の一部です

類を理解しているかどうかも大きいポイントです。

洗剤の箱やにおいのついた紙、

加工した紙や、材質によってリサイクルできない紙

フィルム付き封筒、レシ ート、

があることを、大人も理解する必要があります。

紙コップ、金銀の光る紙、写真…など

ポイント ⑤

ポスター作品にマークを描く場合は、マークの種類を知ろう

本コンテストに応募するポスター作品に「 紙リサイクル に関するマークを描く 」場合は、
①〜 ⑤ のマークを使ってください。

紙リサイクル に
関するマーク
（推奨）

グリーンマーク

段ボールのリサイクルマーク

古紙を原料に利用

リサイクルできる

した製品について

段ボールについて

います。

います。

紙パック識別マーク

牛乳パック再利用マーク

再生紙使用マーク

アルミのない

使用済みの牛乳パック

古紙を表示の割合

紙パックに

を原料として使用した

使った再生紙につ

ついています。

商品についています。

いています。

紙製容器包装識別マークは、本コンテストの作品には使用しないでください。
紙箱や包装紙などについています。
このマークはプラスチック等と複合した紙箱や包
装紙などにもついており、紙から紙へのリサイク

紙製容器包装識別マーク

他にもアルミ缶や、びん、プラスチック
などのリサイクルマークがありますが、
本コンテストは「 紙 」が
テーマです。

ルができず、固形燃料などに使われるものもある

間違えて描いてしまわな

ため、本コンテストでは使わないマークにします。

いよう気を付けましょう。
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作品の制作における注意点 ①
紙リサイクル に関しての情報不足からか、正確な内容を把握せず、紙以外のリサイ
クル 等と混同する作品が多々見受けられます。
そのため、優秀な作品でありながら、評価の対象外となってしまう作品があります。

一部の応募作品で「 紙リサイクルをすることで森（木）を守る、森林破壊を防ぐ」といった
内容の作品が見られます。本コンテストは「森林保護について 」ではなく、
「 紙リサイクル」
をテーマにしていることを、しっかり再認識していただきたいと思います。

注目！

紙リサイクル は、使い終わった紙を新しい紙に再

◆紙を作るために木々を伐採するこ

生することです。

とは森林破壊に繋がる

「紙をごみにすることを防ぐこと 」であって、
「森林

◆森を守ることは地球温暖化防止と
なるので紙リサイクルをしよう

破壊を防ぐこと 」ではありません。素晴らしい作品で
あっても、紙リサイクルと森林保護を関連付けて書か

◆紙の無駄使いは森林破壊になるの
で紙のリサイクルをしよう

れていると、審査の対象外となる場合があります。
紙の原料として、一部利用している木材（パルプ）は

「森」がテーマとなっているため、
審査の対象外になります。

端材、あるいは廃材を使用しています。紙を作るため
に森林を不必要に伐採しているわけではありません。

テーマ選びがなかなか決まらない場合
以下のような、紙リサイクルの課題の解決策について提案する内容もテーマとして考えられます。
リサイクルできる紙がごみとして捨てられ

リサイクルできない紙が古紙に混ざらない

ないようにするために、
○○したらどうか。

ようにするために、○○したらどうか。

木材（パルプ ）よりも古紙を原料にした紙製

古紙回収活動（ 集団回収活動 ）を継続して

品を使ってもらうために、
○○したらどうか。

いくために、○○したらどうか。

作品の制作における注意点 ②
書き方や表現によって惜しくも審査の対象外となってしまう
キーワードと、その注意点を見てみましょう。
リサイクルできる紙は「資源」です。

注目！

「ごみ」ではないため、
「ごみを捨てる」
、
「ごみ捨て場に出す」など、リサイ
クルされない表現は、審査の対象外となる場合があります。リサイクルする
様子を表現するときは、右にあるキーワードの使い方に気をつけましょう。
※自治体によっては「紙ごみ」、
「資源ごみ」と表現している場合もあります
が、当センターでは利用していませんので、本コンテストでも表現しないよ
うにお願いします。

キーワード
リサイクルされる表現
・古紙

・資源

・収集所に出す

リサイクルされない表現
・紙ごみ ・資源ごみ ・ごみ
・ごみに出す ・捨てる

作品の制作における注意点 ③
「紙リサイクル」「紙のリサイクル」等と検索して調べた内容を、ネットのページに出ている
内容 ( 説明や事例 ) をそのまま書き写したような内容のものは、審査の対象外になります。
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それでは、ここから実際に受賞した作品を見ながら、

～作文編～
良い作例

評価が高かったポイントをおさえていきましょう。

より多くの人に参加してもらうための

今までに実践してきた活動
アイデアを考え、実践した様子をしっ

内容ときっかけ、活動の中
かりとまとめ、協力している人たちも

で感じたことがわかりやす
意識し始めてきている様子が伺えます。

く書かれています。

ボックスに運んでくれる人や家庭から様々な「雑紙」を

持ってくる人も増えたそうだ 。また 、父に「この紙も

リサイクルでいいですか。」と、聞く人もいて 、一緒に

活動してくれる人が増えていることが実感でき、「リサ

イクルの輪」がどんどん広がることがとてもうれしく 、

紙の回収ボックスは入れやすく 、取り出しやすいよう

姉と一緒に紙資源のリサイクルをする必要性や六百四

活動を続けていく中で、問題点が

がまとめられています。パンフレットを作成して、

生まれたこと、雑がみを出す人の

今後も活動が続く事、多くの人が参加してくれるこ

気持ちを考えて改善したことをま

とを願っている様子が高く評価されました。

とめています。

文部科学大臣賞 （
作文部門最優秀賞）2021年度受賞作品
リサイクルで仲間の輪
中学二年生
「 リサイクルのため に 四 月から 回 収した 紙が 六 百四
十キロになったよ。」
職場から帰ってきた父はそう言って 、ダンボール箱

ある日 、父がこんな話をした 。いつも家庭から「 雑

自分への励みとなった 。

達に父は「この箱にコピー用紙がいっぱい入って二十

紙 」を持ってくる女性が「 私が持 ってきた紙を見られ

を姉と私に見せた 。六百四十キロの実感がわかない私

キロだから 、六百四十キロはこの箱三十二箱だよ 。
」と

去年 、私と姉 は 市の広 報 誌でリサイ クルの取り組み

にとふたのない大きな袋だったのだ 。持ってきてくれ

ると 、私のプライバシーが丸見えですよね 。
」と話して

について 調 べ、自分 達 にできる 方法を考え 、実践して

る 人の 気 持 ちに 寄 り そった 方 法では なかったと 反 省

告げた 。私はすごい量だなと驚くと共にここまでの活

みた 。
「リサイクルできる紙はお宝 」を合い言葉に 、学

し 、姉と相談してふたがあり 、中身が見えないように

いたと…。私は 、
「あっ」と思った 。私達が用意した雑

校から配布されたプリントは個人情報を切り取り 、菓

リサイクルボックスを工夫してみた 。

動を思い出していた 。

子箱はきれいにたたんで仕分けし 、たまるたびに 収集

この活動をもっと多くの人に知ってもらい、
一緒に活

十キロもの資源が集まったことと 、そのことに感謝す

これらの経験から 、多くの人と一緒に活動するため

動したいと姉が 父の職場で 行うことを提案した 。父は

る気持ちをまとめたパンフレットを作成している。この

所に運んだ 。家庭での燃えるごみが減ったと母は喜び 、

職場 の上 司と相談 し 、紙 資 源の回収を始めた 。「 どうす

パンフレットを 多くの人が見て 、リ サイ クルの必要 性

には相手の立場に立って気持ちを考えたり 、自分から

れば多くの人に参加してもらえるのか。
」と考え 、私達は

や活動の充実感や楽しさを知ってもらいたいと思う 。

私もずっしりと重い「 雑紙 」を運ぶたびに「 地球に優し

ポスターを作成し 、父の職場に貼ってもらった 。
「 菓子

そして 、
一 緒に 活 動する 仲 間の 輪 をもっと 広 げていけ

積極的に動いて声掛けすることが大切だと思った 。今、

箱をリサイクル 、十歩動けばごみから資源へ」このポス

たらと考えている 。

い活動 」を実感できうれしくなった。

ターを見て 、ゴミ箱に入れていた 菓子 箱を リ サ イ クル

終盤では、活動を通して感じたこと、実践した結果
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～作文編～
良い作例

紙リサイクルをするきっかけが
ことを書き出し、古紙を「宝物」と表現し

明記されていることで、どのよ
たことで、主題が明確になっています。

うにしたらいいか、しっかり考

できる紙の種類が正しく

調べたことで、自分が驚いたことや感じた

リサイクルできない紙、

える導線に繋がっています。

書かれいます。

わかったのですが「分別」をしないと意味があり

ません。それぞれ生まれ変わる紙製品の形がちがっ

ているので、分別をしないと工場で働いている人

なくてはいけないと考えました。どうすれば分か

「わかりやすく分別する」にはどうしたらい

調べて実践できたことを振り返り、主題の

いか、身近なところでの実践に気づき、工

文部科学大臣賞 （
作文部門最優秀賞）2020年度受賞作品
古紙は宝物
小学四年生
私の家では、リサイクルを大切にしています。特

学校から帰ると、道路わきに、朝出しておいたピ

りやすく分別できるかなやんでいた時にヒントに

たちに負担がかかってしまいます。そこで、資源

ザの空き箱がそのまま置いてありました。「出してお

なったのがおばあちゃんの家の工夫です。おばあ

に、紙リサイクルに力を入れています。

いたのに、回収されなかったのかな。」と思い近づい

ちゃんは、段ボール、雑誌、雑がみ、新聞紙、牛

として出す前に、家族一人一人が自分で分別でき

てみると、一枚の紙が貼られていました。そこに書

乳パックの入れる箱を分けてラベルをはっていま

その きっかけになった出来事 がありました。

かれていたのは「汚れているので、回収できません。
」

ります。その工夫を取り入れて、パントリーにそ

した。誰が見てもどこに置けばよいか一目でわか

そこで、私はお母さんと一緒に「紙リサイクル」

れぞれの置き場を作りました。それからは、家族

しっかりまとめられています。

てくる締めくくりになっています。

夫したことによって問題が解決したことが、

「宝物」に対する考え、メッセージが伝わっ

というメッセージでした。

について調べました。市から配られる古紙の出し方

全員が小さな古紙でも分別できるようになりまし

古紙の出し方を失敗して、紙リサイクルについ

の冊子を見て、汚れているものは紙リサイクルでき

あったことでした。それまでは、段ボール、雑誌な

て調べたことが、家族の古紙に対する気持ちを変

た。今では、回収日に古紙がなくなると、スッキ

どが中心でした。でも、チラシ、封筒、おかしの空

えました。知らなければ行動にうつせなかったと

ないことがわかりました。読み進めていて驚いたこ

き箱など細かい物も雑がみとして紙リサイクルでき

思います。古紙という宝物をむだにせずに、新し

リして嬉しい気持ちになります。

るのです。今まで紙リサイクルしなかった古紙がど

く生まれ変わらせるのは、私たちにかかっていま

とは、紙リサイクルできる古紙の種類がたくさん

れだけあっただろうともったいない気持ちになりま

す。私は、家で取り組んでいる古紙の分別の工夫

をいろいろな人たちに伝えていきたいです。

した。宝物をむだにしていたのです。
いろいろな古紙がリサイクルできるということは

自分の失敗（きっかけ）を通して、きちんと
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～作文編～
良い作例

興味を持ったきっかけを提示
学習したことに対して感じたこと、

することで、次の体験したこ
これから取り組む姿勢がわかりや
すくまとめられています。

とへの導入になっています。

と、紙を作る大変さを知り、良い体験と

するというアイデアが評価されました。

してまとめられています。

げんを出すと、工場の人が手で分別をすることになり、
また、

て、多くの人に興味を持ってもらえるクイズに

文部科学大臣賞 （
作文部門最優秀賞）2019年度受賞作品
紙リサイクルこうざにさんかして

次のリサイクル工場におこられてしまうことが分かりまし

高くつみ上げられていたのを見て、私はみんなが、リサイ

小学4年生

四年生の社会で、リサイクルの勉強をしました。もっと

クルにきょう力してくれていると知りました。でも、もっ

た。分別されてサイコロ状にかためられ、そのかたまりが

リサイクルについて知りたいと思い、また、再生紙を実さ

とたくさんの人が、リサイクルにきょう力してほしいと思

最後に、葉書作りを体験しました。ピンク色のＡ四の紙

いに作ってみたくて、夏休みにリサイクル業者さんの「紙

まず最初に、紙のリサイクルのお話を聞きました。一つ

一まいで、少し黒っぽくなったピンク色の葉書ができまし

いました。

目に、せんざいの箱や、どくとくのにおいがついた紙は、

た。とてもていねいに教えてもらったので、たった三十分

のリサイクルと楽しい葉書づくり」に参加しました。

リサイクルして、たとえばおかしの箱になった時に、再生

うパックで作らなかったのか、しつ問すると、かたまりに

位で葉書を作ることができ、びっくりしました。なぜ牛にゅ

てびっくりしました。紙は何でもリサイクルしたらいいと

くいので時間がかかるから、と答えてくれました。教えて

した紙にもにおいがつくので、リサイクルできないと知っ

思っていたけれど、再生した時のことを考えて、リサイク

もらいながら作るとかん単だけど、家で作ったらむずかし

いと思います。一人一人が再生紙を作ろうと思うと大変だ

ルするのが大事だと分かりました。
二つ目に、私たち日本人が一年間、一人あたり、二百キ

から、せん門の工場の人がみんなのために、まとめて再生

私はこの体験で、リサイクルのことがよく分かり、とて

ログラムも紙を使っていると知っておどろきました。そし

ればいけないと思いました。たとえば、私は学年が上がる

も楽しかったです。私は、リサイクルすることの大切さと、

紙を作ってくれていると思いました。

と、前の学年のと中のノートを使わずに、新しいノートを

注意する点を学びました。

て、もっと使う紙をへらし、使った紙はリサイクルしなけ

使ってしまうので、これからは前の学年のノートでも、最

美化委員なので、委員会活動の中でクイズにしてみんなに

だから、このことを学校でみんなに伝えたいです。私は
三つ目に、紙の種類によって、再生できる紙の種類が決

伝えたいです。そうしたら、みんながきょう味を持ってく

後まで使おうと思います。

まっているので、分別して紙をリサイクルしないといけな

れて、工場の人にめいわくがかからないし、みんながリサ

イクルをしやすくなると思います。

いと分かりました。
次に、工場見学に行きました。人びとが分別をせずにし

葉書作りをしたことで、紙を作る仕組み
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学習したこと、体験したことを伝える方法とし

家族にも声をかけることで、みんなで

紙リサイクルの授業をきっかけに、家で
取り組む様子が伺えます。

の行いを見直し、紙を捨ててしまってい
タイトルの「ワンチーム」が登場し、

た事を反省して、取り組む気持ちが生ま
テーマが明確になりました。

れたことがよく書けています。

作文中学生部門 金賞 （
優秀賞）2021年度作品
ワンチームでの挑戦

けて「 紙ミッション 」です 。

ミ ッション そ の一は 、面 倒 くさ がり や の 我 が 家 のメン

バー 。燃えるゴミ袋の真横に「紙はこちらへ」と貼ったカ

小学六年生
「紙はゴミじゃない !」を合言葉に 、全国で紙のリサイ

表も作成しました 。市民センターの職員の方に 、リサイ

ゴを用意しました 。カゴいっぱいにたまると 、回収ボッ

紙はリサイクルされていることは 、もちろん知ってい

クルできる 紙でも 分別して 出さないといけない 理由や 、

クルの授業をしている先生の本を 、クラスのみんなで読

ました 。しかし 、正直わが家では 、当たり前のように燃

禁忌品といってリサイクルできない紙もあることを教わ

クスがある市民センターに順番に持っていくように当番

えるゴミ袋の中へ、バンバン捨てていました 。
「 もったい

りました 。紙のリサイクルも奥深いと実感しました 。

む機会がありました 。

ない 」が口ぐせの母でさえ 、冷蔵庫の開閉やエアコンの

る先生の本を読んで 、すごく反省しました 。今すぐにで

た 。ぼくは 、今回 全国 で 紙のリサイ クルの授業をしてい

要がなければ 、燃えるゴミ袋へとどんどん捨てていまし

ぼくの学校からの手紙や自分の雑誌など 、読み終えて必

てることには何も言いません 。それどころか 、母自身も、

ている理由などの記事を徐々に掲載していっています 。

ルをすることで 、現在の循環型社会の形成に大きく役立っ

トや本で調べた、紙のリサイクルの流れや、紙のリサイク

センターの職員から教わったことや、さらにインターネッ

新聞 」を発行することにしました 。その新聞には 、市民

組み始めて知ったことを伝えることです。ぼくは 、「 家庭

ミッションその二は 、こうして紙のリサイクルに取り

も 、紙のリ サイク ルを やらなければという使命感もわい

この「 家庭新聞 」を見た担任の先生から 、学校でも 、全校

がよく書かれています。

伝える方法に熱意を感じます。

温度 、水道の蛇口の閉め忘れなどには厳しいが 、紙を捨

てきました 。それで 、家族がそろった夜ごはんの時 、

児童に発信したらとすすめられて 、「 環境新聞 」を発行す

ることに なり ました 。紙のリサイクルのクイ ズ なども取

「 我が家でも 、紙 のリサイ クルで 、できる こと を 考 えて 、
やってみようよ 。」

紙のリサイクルを始めたことで 、家族の会話が増えて

り入れることで 、とても好評で継続していく予定です 。

「 恥ずかしいことしよったんよね 。分かってはいたけれど

きました 。ぼくは 、これからもより一層、紙のリサイク

と声をかけました 。すると母が 、
面倒くさくて 、ついゴミ袋に入れてしまって 。リサイク

ることを見つけていきたいです 。そして今後も家族ワン

ルのことを知り 、学び 、体験することで 、自分にもでき
と言ってくれました 。この日を 機に、我が家はワンチー

チームで取り組んでいきたいと思います 。

ルに大賛成 。」
ムとなり 、紙のリサイクルに取り組み始めました 。名付

家族との取り組みで得られた

「家庭新聞」として作っていた

実践例を 2 つ挙げて、具体的な活動と、

実感をとおして今後も続ける

ものが、学校でも評価され、

その活動を伝えるための行動が、家族で

「環境新聞」として多くの人に

も個人でも積極的に取り組んでいる様子

様子が評価されました。

作文は、ポイントさえ間違えなければ、必ずしも「専門的な知識が必要」、
「学習したことを書かなければいけない」ということではありません。

～作文編～
良い作例

要点を簡略的にまとめ、活動やアイデアを書きまとめてみましょう。
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～作文編～
良い作例

家族や周りの人への関心を持ってもらい

紙リサイクルに関心を持った理由
協力をお願いすることで、活動を広げた

を書くことで、考えるきっかけに
様子が高く評価されました。

厚みが出ています。

まう紙資源が、①捨てない、②分ける、③出す、④使う、こ

を持つようになりました。捨てられたらごみになってし

に市の広報誌でリサイクルの仕組みについて調べ、関心

イクルについてよくわからなかったのですが、妹と一緒

量になったら資源の収集所に持って行きます。私はリサ

ンボール、雑誌、雑紙などを分けて保管し、ある程度の

「紙資源」のリサイクル活動を行っています。新聞紙やダ

私の家では 環境問題に関心のある妹 が中心となって、

箱 に 捨 て て し ま え ば 燃 え る ご み に なってしまうは ず だっ

びっくりするのと同時に、とても嬉しくなりました。ゴミ

の量が減ったことも教えてくれました。父も私も本当に

意したリサイクルボックスに持ち寄ることで燃えるごみ

また、すぐそばのゴミ箱に紙類を入れるのではなく、用

二五キロぐらいの紙を資源として回収できた そうです。

してくれました。職場の多くの人が協力してくれ、なんと

もできたよ。
」と、大きな手振りで リサイクルの成果 を話

もせず、私に「たった一週間でこんな大きな紙の束が四つ

い量の紙が使われているそうです。情報管理にはとても

父の職場では印刷機やコピー機があり、毎日ものすご

に活動してくれる人を少しずつ増やしていきたい と思い

ます。まずは、関心を持ってもらうこと。そして、一緒

すれば学校の先生や友人の協力がもらえるかを考えてい

リサイクルをした実践の結果が具体的に明記

てもらう願望を提示し、活動してくれる人を

されていることで、本人が感じた嬉しさだけ

増やしたい、という目的が明確に提示され、

でなく、もっと運動を広げたい、と読み手に

今後への活動の意欲が強く感じられます。

も強く印象づける展開になっています。

作文中学生部門 金賞 （
優秀賞）2020年度作品

したリサイクルボックスに入れるようにお願いしました。

とを通して、貴重な資源となっていくことは素晴らしい

たものが、多くの人の意識の変化と少しの手間をかける

広げよう「リサイクルの輪」

ことだと思います。この活動をもっと多くの人に知って

ことで資源となる。そして、
そのきっかけが私の一言だった

一週間後のことです。帰宅した父は荷物を降ろすこと

もらい、より多くの人に一緒に活動してもらいたい と考

なんて…。なんだか、とてもやる気が出て、もっとこの

中学三年生

えた 私は、父にお願いしてみました。
「お父さんの職場で

運動を広げたいと強く思いました。

今、私は自分の通う学校でもリサイクル活動ができな

もやってみたらいいんじゃない？ 」と…。父は「いいよ」
と即答してくれました。そして私と父は職場でのリサイ

厳しく、個人情報などが載っている紙はシュレッダーに

ます。そして、皆でリサイクル活動に取り組み、
「活動の

いかを考えています。父や妹、姉、母とも相談し、どう

かけたりしているそうです。父は職場の管理職の方や同

輪」をどんどん広げていきたいと思います。

クルの方法や声がけについて相談しました。

僚の人たちに声を掛け、個人情報がもれるおそれのない
書類や、お菓子などが入っていた空き箱については、用意

活動をさらに広げることを考え、関心を持っ
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良い作例

～ポスター編～

ポスター作品も、ポイントをおさえながら自分が表現したいことを
イメージして描きだしてみましょう。
優秀な作品として選ばれる作品には、下記のポイントが大きく関わってきます。
テーマに沿った内容であること。

人の心を強く引き付ける

キャッチフレーズについて、なる

メッセージ性があること。

べくレタリング（ 美しく読みやす
い字にしたり、文字をデザインす

描いた本人の意図が表現されて
いること。

キャッチフレーズがしっかり

ること）をして描くと、よりしっ

としてわかりやすいこと。

かりとした印象になります。

文部科学大臣賞（ポスター部門最優秀賞）作品

２０２１年度受賞作品
「資源も命のように大切に」
小学５年生

２０２０年度受賞作品

２０１９年度受賞作品

「変～身！！」

「資源のリレー」

中学 1 年生

中学１年生

10

良い作例

～ポスター編～

２０２１年度小学生部門

金賞（優秀賞）作品

「待ってました」
小学３年生

２０２１年度中学生部門

金賞（優秀賞）作品

「ぜひお古紙ください。持続可能な澪来へ…」
中学１年生

２０２０年度中学生部門

金賞（優秀賞）作品

「古紙から美しい未来へ」
中学１年生

また、作品の裏には作品の意図を書きましょう。
・○○だったらいいな。
２０２０年度小学生部門

金賞（優秀賞）作品

「もう一度 かがやける リサイクルステージへ」
小学４年生

・○○の思いでこのポスターを描きました。
・みんなで○○したらいい、を表現しました。
・○○している様子を絵で表現しました。 …など
文字数の制限はありません。経緯や意図がわかる
ように書いてあると高評価につながります。
11

良い作例

～ポスター編～

構図は、タテ・ヨコ問いません。
分別できるもの、できないもの、どの紙がどの
ような紙製品に生まれ変わるかをきちんと理解
し、正しく「紙リサイクル」を描かれているか
どうかが大きなポイントになります。

２０２１年度小学生部門 銅賞作品
「つなげよう！広げよう！紙リサイクル」
小学５年生

２０２１年度小学生部門 銀賞作品

２０２１年度中学生部門 銀賞作品

「リサイクルで またあおう！」

「未来へつなぐ紙リサイクル」

小学１年生

２０２０年度小学生部門 銀賞作品
「生命をつなぐリサイクル」

中学３年生

小学４年生

２０２０年度小学生部門 銀賞作品

２０１９年度中学生部門 銀賞作品

「生まれ変わる旅へ」

「未来へつなぐ リサイクル」

小学４年生

中学２年生
12

良い作例

～ポスター編～

画用紙規定内のサイズ（四つ切以内）であれば素材は
自由です。これまで画用紙以外の素材を使い、貼り絵
などで表現した作品もあり、独創性が評価されました。

【実際にあった例】
新聞紙、雑誌の切り抜き、
段ボール、折り紙など

画用紙以外の素材を使い、独創性が評価された作品の例
牛乳パックから「紙すき」をして作った紙を使用した作品

２０２１年度小学生部門 特別金賞（優秀賞）作品

新聞紙、牛乳パックなどを使用した作品

２０２１年度中学生部門 銅賞作品

「いざっ！うまれかわりにしっかりわけてね 紙リサイクル」

「繋ぐ」

小学２年生

中学１年生
牛乳パック、新聞紙を使用した作品

段ボールを使用した作品

２０１９年度特別金賞（優秀賞）作品

２０２１年度小学生部門 銅賞作品

「紙リサイクルつづけよう！」

「牛乳パックをリサイクルして作ったエコバック」

小学４年生

小学３年生
13

～作文編～
良くない作例

ここからは、どのようなことが評価の対象外になるのか「よくない作例」を
見て理解していきましょう。

応募の前に、下記のような表現、認識の間違いがないか注目しましょう。

「捨てずに使うこと」は
そのまま書いている作品が見受け

私が思うリサイクル

今、取り込んでいるリサイクル活動は、飲み終わった○○ジュースは

ペットボトルを洗い、ラベルを剥がしてペットボトル、プラスチックに

ぐことではありません。

分別していることです。お母さんが料理で使った缶詰もリサイクルしま

せん。

す。お買い物でもらったレシートもリサイクルに出します。

を防ぐことであって、森林破壊を防

新聞紙は雑巾の代わりに使います。紙ごみの箱に捨てて集めています。

・ティッシュペーパーはリサイクルできま

レシート（感熱紙）
は、リサ

紙リサイクルは紙をごみにすること

ごみ捨て場に集められた紙は、回収されて工場に運ばれていきます。

いようにしましょう。

・段ボール→段ボール箱、紙箱など

工場で集められた紙は紐を解き、ベルトコンベアーで運ばれて、専用の

ミキサーの中で水と一緒にいれられ、ドロドロの状態になります。その

ような状態のものを「パルプ」と言い、これが新たに生まれ変わる紙に

なります。日本では一年間に一人約200ｋｇの紙を使っています。例

特定の名前は入れな

・新聞紙→新聞紙や週刊誌、印刷用紙など

商品名、企業名など

た表現が望ましいです。
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※この作例はコンテスト事務局作成の架空作品です。

えば、児童の人数に置き換えると小学四年生七人分になります。紙を作

「紙を箱に集めています。」 といっ

るか正しく書きましょう。

る材料は、古紙の他に木材が必要です。木材はチップといわれる細かく

切った状態にし、紙の材料になるパルプにします。再生紙は、木材チッ
プよりも古紙のほうが多く使われています。

私は、紙リサイクルをすることによって、木をたくさん切り倒して森

林が伐採、破壊されなくていいなと思います。森に住む動物たちの命も
守れると思いました。

リサイクルされた紙は、新聞紙は段ボールに、段ボールはティッシュ

ペーパーに、ティッシュペーパーはトイレットペーパーに生まれ変わり
ます。

そこで、私が考えたアイデアは、きちんとゴミを出すようにゴミ捨て
場にポスターを貼ることで、皆さんに意識してほしいと思いました。

私は、これからも森を守るために、色々なものをリサイクルしていき
たいと思います。

てる」と表現しないでください。

どの紙が、どのような紙製品に生まれ変わ

対象外です。
審査の対象外になります。
要点だけ書くようにしましょう。

紙以外のリサイクルは
「リユース」になるので
られます。調べた事を書くときは、

がテーマです。
インターネット等で調べた内容を

本コンテストは「紙」

紙は貴重な資源なので、
「ごみ」
「捨

イクルできない紙です。

良くない作例

～ポスター編～
一見「リサイクルに関連しているから大丈夫」と思っても、「紙リサイクル」
とは異なることや、間違った認識のまま「紙リサイクル」を表現することに
よって、対象外になってしまう作品が多く見受けられます。
下書きのときに確認し、このような表現がないか気をつけましょう。
紙を「紙ごみ」と言わないようにしましょう。きれいなレタリングができてい

これらのマークは、

ても、キャッチフレーズが間違っていると評価の対象外になってしまいます。

「紙リサイクル」に
関係しないマーク
です。当コンテス
「紙コップ、紙皿」

トでは使用しない

や「レシート」は

でください。

リサイクルできま
せん。
これらをリサイク
ルに出す表現は、
間違いです。
使い終わった紙を
捨てる表現はしな
いでください。
上から × 印を描く
といった、禁止を
意味する表現にし
ましょう。

「牛乳パック」は段ボールではなく、「トイ
レットペーパー、ティッシュペーパー」に
なります。
生まれ変わる紙製品を正しく描きましょう。

「紙」に関することが
まったく描かれていな
いと、どんなに力作で
あっても、審査の対象
外となります。

「リサイクル」という大きなくくり
ではなく、「紙」に絞ったリサイク
ルについて表現しましょう。
また、紙リサイクルは紙をごみに
することを防ぐことであって、森
林破壊を防ぐことではありません
（ 紙を作ることは森林破壊につな
がりません）。

塗り残しなどがない
よう、なるべく丁寧
な作品づくりを心が
けましょう。

※この作例はコンテスト事務局作成の架空作品です。

これらをふまえて、次のページの
「作り方のコツ」をおさえて、より
良い作品づくりに取り組みましょう。
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作文・ポスターをより良く仕上げるために
「 紙リサイクル コンテスト」は、紙リサイクルについて正しく理解した上で、
下記のチェックポイントとコツをおさえていくと、より良い作品に繋がります。

チェック
「リデュース」や「リユース」、
「森 (木 ) の循環、保護」など
と混同していませんか？

作文の書き方のコツ
書き始めを考えましょう。

特定の個人名、団体名、企業
名を入れていませんか？

他の作品などを流用
したと思われる内容
ではありませんか？

ポスターの描き方のコツ
文字は大きく太くはっきり描きましょう。

興味関心を持ったキッカケを提示すると、この作文を読

キャッチフレーズは 紙リサイクル というテーマが

んでみたいと思ってもらえる大きな要素となりえます。

はっきりわかるように描きましょう。

注目してもらう書き方に工夫しましょう。
説明から始めるのではなく「あれ？」という驚きを持た
せたり、
「おもしろそう！」と思わせる書き方をする。
例えば、いきなり会話で書き始めてもいいでしょう。

話題を絞り込みましょう。
作文にする話題は、分解させずに、絞れば絞ったほど
読んでもらえます。

文字の位置を工夫しましょう。
絵やイラストとの調和を考え、文字とのバランスがと
れるような位置に配置できるように意識しましょう。

絵やイラストは分かりやすくしましょう。
何を意味するのかが分かりやすいような絵やイラスト
を描きましょう。

起承転結を作りましょう。
作文以上に誤字脱字に気をつけましょう。

起

これから書く作文の前提を説明し

承

ポイントとなる出来事を登場させ

キャッチフレーズは短いフレーズです。その分、誤字

転

それがどう展開していったかを書き

結

最終的にどうなったかの結論で締める

脱字があると、その間違いがより目立ってしまいます。

できれば 転 は読み手を驚かせる展開にすると面白
くなります。文章量の目安は、起承転結を 1：4：4：1
とするとバランスが良いとされています。

息を吐きながら描くことが、きれいに描くコツ。
少しずつ息を吐きながら筆を進めていくと、筆先がぶ
れません。

ドラマチックになる部分を詳しく書きましょう。
説明は必要最小限にして、その話題のメインとなるド
ラマの部分をより詳しく書くと、文章に厚みが出ます。

自分の思いや考え、本音を書きましょう。

さまざまな良いポスターを見てみましょう。
良い作品を見ることで、新しいアイデアが浮かぶと同
時に、制作の質も上がります。

作者である子どもたちが、喜怒哀楽の本音を出すこと
で、読む人の心をつかみます。

書き終わりの文章を工夫しましょう。

裏面でも手を抜かず勝負しましょう。
裏面にポスターの意図を書くときは、
絵やキャッチフレーズで何を伝えた

作文は出だしと締めくくりが大切です。中でも締めく

かったのか、わかりやすく説明する

くり、つまり書き終わりは印象深く書くように意識し

ように書いてみましょう。

ましょう。最も悩んで時間をかけていい部分です。
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参考資料
◇審査基準
1) 応募規定に沿っていること。
2) 紙リサイクルの大切さを自分の言葉や絵画で他者に伝え、環境にやさしい社会を目指そうという
意識や行動を高めていこうという内容の作品であること。
3) 応募作品は本人のもので、未発表のものであること（共同制作は認めない）
。
4) 特定の個人名、団体名、企業名、商品名を入れたものではないこと。
5) より具体的には、以下の観点を基準とする。
（審査観点）
①理解力
・紙リサイクルについて正しく理解し、テーマに沿って文章や絵で表現されているか。
（「リデュース」や「リユース」
、
「 森（木）の循環」などと混合していないか ）
②独創性
・発想が自由で、豊かな感性が表現された作品であるか。
・他の作品などを流用したと思われる内容ではないか。
③表現力
（作文）

（ポスター）

・構成が工夫されており、表現したいことが

・構図が工夫されており、表現したいことが

丁寧でわかりやすく書かれているか。

丁寧でわかりやすく描かれているか。
・ポスターとして、人の心 (注意) を強く引き

・自分の考えや思いがよく伝わるものであるか。

つけるメッセージ性のあるものであるか。

④その他
・作品は小学校低学年（1・2・3 年）
、高学年（ 4・5・6 年）
、中学校の 3 区分に分けて審査する。
（小学校 1 年生と 6 年生を同じ基準で審査しない）

当センターのホームページでは、この「応募の手引き」の他に、過去の受賞作品などの参考資料、紙リサイ
クルについてのコンテンツを用意しています。ぜひアクセスして、家庭での取り組みにご活用ください。

古紙再生促進センター 紙リサイクルコンテストページ
http://www.prpc.or.jp/activities/public̲relations/?id=contest#contest

紙リサイクルコンテスト

検索

スマートフォンからもご覧いただけます

応募前にチェックしましょう！
作文部門

ポスター部門
画用紙サイズが規定内である。
（ 四つ切（39.5cm×54.5cm）以内 ）

手書きである。
1, 200 字以内である。
（ 原稿用紙 3 枚以内 ）

立体は不可。( 古紙などを使用した貼り絵、切り絵の
表現は可とする。絵具、パステルなど画材は自由）

原稿用紙に
「タイトル」、
「氏名」が書いてある。

裏面に「タイトル」
、
「氏名」、ポスターの意図が書い
てある。

※ 1 人で複数の作品を応募する場合は、「 作品名 」で違いを明確にしてください。

応募に関する
問い合わせ先

〒105-0013 東京都港区浜松町 1- 23- 4 浜松町昭栄ビル 4F

『全国小中学生 “紙リサイクル”コンテスト』事務局（CISC 内）
TEL. 03-5777-1322 / FAX. 03-3432-4044

企画・編集・発行

公益財団法人 古紙再生促進センター

TEL.03-3537-6822

FAX.03-3537-6823

http://www.prpc.or.jp
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