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企業の環境への取り組みについて高校生が感じたこと
平成 30 年 11 月 1 日
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会（ＮＡＣＳ）
消費者教育委員会 環境グループ
環境学習の一貫として、NACS による環境授業（「ファッションの裏側を知っていますか？」）に続き、様々な業種か
ら１０の企業・ＮＰＯの協力を得て、３時間目、４時間目に企業等の環境への取り組みの授業を行いました。生徒は希
望の企業等の授業を受講しています。本報告書は、企業等の環境への取り組みを紹介する環境授業を実施した後
に行ったアンケートから高校生が感じたことを企業別にまとめました。

アンケート実施概要
調 査 日：平成３０年１０月９日
調査対象：神奈川県立海老名高等学校 １年混合クラス 全７１名 回収率 １００％
協力企業：イオントップバリュ株式会社
Ｑ１．授 業 を受 けた企 業 の 「環 境 へ の 取 り組 み 」

Ｑ２．授 業 の 内 容 は わ か りましたか ？

について知 っていましたか ？
企業等別（n=71）、全体（n=691）

Q２で答 えた理 由 を聞 か せ て下 さい。
＜よくわかった、だいたいわかった＞
スクリーンを使っていて分かりやすかった。声が大きくて聞きやすかったから。
話がとても具体的だったので、理解することができた。
言っていることの理由が明確でわかりやすかった。
図説を用い、かつ、さすが芸人だけあるなぁ、と思わせる分かりやすさで内容がとても分かりやすかった。
話がとても分かりやすかったから。
話し方が分かりやすかった。グループなどで話し合いがあったので理解が深まった。
グラフや図を用いて分かりやすく教えてくれたから。
自分の体験談やエピソードを取り入れてお話しされていて、とても分かりやすかったです。たくさんの災害につい
てじっくりと考えられる貴重な時間だったと思います。
自分たちの取組みに対しても見直すことができました。大きな会社は地球の未来について考えてすごいと思いま
した。
話が自然と興味をひくもので聞いていて面白かったです。例が自分に身近で分かりやすかったです。
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パワポを使って写真などを見る授業だったので分かりやすかったです。また説明など難しいところなども分かりや
すく教えてもらったので、内容が頭に入りやすかったです。
話に面白みを持たせながら話していたから。パワーポイントで出てきた写真が実際に現地に行って撮ったもの
だったから。
話を聞いて想像し易かったから。
フェアトレードやフードロスなどの SDGs について詳しく考え、私たちが何をすべきなのかをよく理解できた。
今がグローバル社会である事とともに、これからどうやって生きていくのが良いか学んだから。
世界で起こっていることも日本に影響があると分かった。
トップバリュはイオンの中で食べ物や服などを売っているだけかと思っていたけど、環境や平和についても考え
ていることを知った。
写真が多かったのとお話が面白かったから。
パワーポイントを使っていたから。
パワーポイントを使った授業で面白かった。
講師の体験談が面白かった。
話が面白かったから。
実際に世界を飛び回った人の話を聞いてとても衝撃を受けた。17 の目標はとても頭に残った。
おもしろい興味のある話が多かったから。
あまり実感がわかないような話でも現地に行った体験談などで実態を知ることができたから。
写真などが多く実体験から分かりやすい話などで詳しく分かりました。
パワーポイントが分かりやすかった。
今の世界の貧困や食の問題について、写真などをみて「こんなにひどいことが起こっているのか」と印象に残っ
たから。
SDGs について知らなかったことが聞けたから。
説明が上手だった。
実際に現場に訪れて、悲惨な状況に陥っている人もいることが分かった。
SDGs のことについて良く分かったから。
説明がとても分かりやすかった。絵や写真、グラフが多く見やすい画面だった。
写真や図があったから。
写真を使っていて分かりやすかった。
パワーポイントやプリントで掲載されていたので、とてもよく分かりました。
リアルな写真などとても現実味のあるものだった。
地球の資源がなくなりつつあることが分かった。
具体例を数字で示していて、理解しやすかった。
写真も分かりやすいものが多かった。
丁寧な説明と気を引く話題の提示で時間があっという間に過ぎていったから。
写真や資料からよりリアルに実情を感じることができた。
現地の写真や、今必要とされていることを具体的に知ることができた。
パワーポイントで画像を見せてもらって説明を聞いたので、内容がしっかりとわかった。自分たちの身の回りにも
関係している話をしていたので理解することができた。
説明がじょうずだった。
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イオンの方が分かりやすく説明してくれたので良く分かりました。
説明が分かりやすかった。
パワーポイントで画像を使っていたから分かりやすかった。
国際的に大きく問題を考えていてこれからの地球の姿、世界の姿を分かりやすく伝えてもらったから。
スクリーンで大きく見やすくしてあり、今起こっている世界のことの要点をまとめ説明していたから。
写真つきの説明で分かりやすかったら。
パワーポイントの写真付きの説明が分かりやすかった。
話し方がうまく興味をそそる内容が多かった。
知らなかったことが結構知ることができたけど、難しいこともたくさんあった。
映像をつかって説明してくれたから。
トップバリュというと「食品」のイメージが強く、あまり環境と関わっていることを知らなかった。
多くの商品がある中で一つ一つに気を配っていることが分かったから。
プリントを配ってくれたことや具体例をあげてくれたから。
具体例とかが多くて面白くて分かりやすかった。
イオンの取組みがわかったから。
班で話しあうことがあって理解しやすかった。
パソコンや資料を活用していて分かりやすかった。
話が聞きやすく分かりやすかった。
多くの国も環境への取組みを通じてつながっていると分かった。
内容が難しかった。
写真をたくさん見て、環境問題を知ることができた。
写真や図を多く使っていて説明していたので分かりやすかったです。
映像やスクリーンなどの説明が分かりやすかった。
写真などで分かりやすく説明してくれたから。
写真が多くて分かりやすかった。
実際にどのような行動をしているか聞くことができたため。
スクリーンで映しながらなのでわかりやすかった。
17 のしなければならないことを揚げて、世界の「問題」をなくそうとしている。
プロジェクターを使った分かりやすい説明だったから。
＜あまりわからなかった＞
該当なし
Ｑ３．授業を受けた企業の「環境への取り組み」について感想などを自由に書いてください。
人間が捨てたゴミがたくさんの生き物を傷つけているということにとても心が傷みました。生き物を傷つけないよ
うにストローを紙にするという活動を始めたスターバックスさんに続いてイオンさんも紙にする活動を始めるという
事はすごいと思いました。
こうやって世界のいろんなことが動くのかなって思いました。
これから私も今まで以上に環境に気を使っていきたいです。
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お話しをしてくれた方の「自分が幸せになっている裏で、誰かが不幸になっているかもしれない」という言葉が身
に沁みた。
すべてがつながっていて、とても面白かった。
環境問題に一人ひとりが取り組むべきだと思った。
イオントップバリュの環境への取組みを知って、大手企業としての海外援助等の取組みを知ることができた。自
分も身近でできる環境保全をしていきたい。
今まで知らなかったようなことも知ることができて良かった。
自分が思ってもみなかったことばで取り組まれていてすごいなと思った。
身近な企業でも意外とどんなことに取組んでいるかは知らないと思った。
未来について深く考えていてすごかった。
自分が少し考えるだけで、多くの人への配慮や地球を助ける手がかりとなることに気づけて、1 人 1 人の気持ち
が大切なんだと改めて気づくことができた。
他の国では通貨が不安定で金で貯蓄をするという話について衝撃を受けました。日本ではそんなことをしませ
ん。
他にも日本には貧困の子どもがいることを知り驚きました。日本には 6 人に 1 人貧困の子どもがいるのに自分の
まわりにいないから、そんな子どもがいないと決めつけていたからです。
もっと視野を広げて「世界の中の日本」という目線でみることをしていきます。
私たちが間接的に事故に関わっていると聞いた時は衝撃的でした。しかし、話を聞き、たしかにそうなんだと事の
重大さを理解できました。
私は SDGs をすべて理解することはできていないので、世界のことにまで目を向け、問題について自分なりに考
え向き合っていければと思いました。
17 も目標があるのは驚いた。
せめて安全なところで綿作りの仕事ができるように買う服についてももっと考えようと思った。現実を知ってとても
残念な気持ちになった。
これから機械に 50%の仕事をとられるということに驚いた。私たちはものをつくったりするような考える力が必要な
のでそこを伸ばしていきたい。
自らその場所へ赴いて服や靴を渡したりするのがすごいと思った。
また、その様子を私たちに伝えることも取組みのひとつだと思った。
世界では解決しきれていない貧困問題が多く起こっており、日本でも起こっていることが分かった。
平和でないと発達ができないということを聞いて、なるほどと思った。イオンは 17 の目標を達成できるようにがん
ばっている。
まだ発展が十分でない国や、世界の影響を受けている自然があるところに行ってみたいな、って思いました。
間接的に、私たちも他の生物や人の命をうばっているということにすごく納得して、自分の行動をみなおすべきだ
と思いました。
17 個ある項目を守るために外国にも行っていて大変だと思った。また 17 つの内、どれかが欠けてしまったら他も
崩れてしまうというのは驚いた。
一つ一つの解決が多くの連鎖している問題を解決することにつながると思った。
SDGs というのがあることを知ったので自分で調べてみようと思った。
世界のニュースが日本にどのような影響を与えるのか。
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「平和が安定しなければ社会は安定しない」
「平和が安定しなければ学ぶことができない」
という言葉はしっかりと覚えておきたい。
世界のニュースは決して他人事だとは思わないようにする。
色々な取り組みをしていて、これからも続ければもっと良くなると思った。
一番印象に残った約 1200 人の死者が出た事故の話で、その 8 割が日本への輸出をするということで「間接的に
私たちが殺した」という言葉が印象的でした。
世界の中の日本をしっかりと意識してこれからニュースなどを考えていきたいと思いました。
今の地球に大切なことが分かった。
世界の今の現状と合わせてイオンがどのような方針で働いているのか印象に残ったし、ニュースに普段から耳を
傾けようと思った。「世界の中の日本」というフレーズは忘れないようにしたい。
世界の問題について深く考えていて、とても感銘を受けた。
17 の目標を達成できるように頑張る。
SDGs の目標はみんなの目標であるということを忘れずに環境問題に取り組んでいきたい。
戦争をなくしていきたい。また SDGs の 17 のゴールを達成できるように頑張っていきたいと思いました。
工場の事故や日本の子どもの貧困、世界環境の現実などショッキングな内容が多く、話を聞いてショックを受け
た。自分が思っているよりも世界は厳しいものなのだと改めて感じた。
今、自分のしていることが環境にどのように影響するのか、逆に世界で起こっていることがどのように自分に影
響するのかを考えようと思いました。
平和の大切さを学べた。SDGs を初めて知った。
17 の行っていることの中には自分達も参加できるものが多くあったので、できることから参加していきたいと思い
ました。また、最近の関西の台風での被害の大きさにはとても驚かされました。ありがとうございました。
資源を大切にしたいと思いました。イオンやダイエーはよく行くので勉強になりました。
今の生活を続けていても、あと 50 年くらいは平気だと思っていたけど、実際、意外と短くて、生活のしかたを変え
ていかなければいけないのだなぁ、と思いました。
工場崩壊の事故の話で「間接的に人を殺している」という言葉が心に刺さった。
自分たちは海外で物を作ってくれている人たちのことを考えて物を買い、使っていくべきだと思った。
今の暮らしを続けていると 2030 年には地球があと 2 個（半）必要なことにとても驚いた。
自分たちが出したゴミが様々な生物の命を奪ったり、傷つけたりしている事実をもっと真剣に考えていくべきだと
考えた。これからは世界のことも影響を考えて「平和」がずっと続くようにたくさん考えて生活していきたい。
普段使っているもので被災した時などに本当に必要なものが何か考えたいと思う。
分かりやすく、具体的で学べることの多い時間でした。今後の自分の生活にいかしていきたいし、良い意味で危
機感を持てたので、小さなことから取り組んでいきたいと思います。
スターバックスのストローで動物が死んでしまったりと、プラスチックが環境に大きな影響をおよぼしていることを
知り、いつもプラスチックは自分の身の回りにもあり、良く使っているので不必要なものはもらわないようにしよう
と思った。
イオンの取組みがわかった。
貧困が日本でも進んでいて、20 年後など戦争が起こるかも知れないことがすごく怖いと思いました。
色々な取組みをしていていいなと思った。
世界では生きるのもきびしい状況な人がたくさんいることを知りました。今後はそれをわかった上で生活していき
たいです。
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「平和」という様々な物事を行うための大前提から考えていてすごいなと思った。
「平和」であることが当たり前のようになってきてしまっているので、これからの戦争などを防ぐ方法のひとつとし
て資源を大切にしていくのも大事であると思った。
ウミガメの写真を見て、もっともっと人間の環境への配慮をしなければと思った。
日本だけのことを考えると問題が少ないように感じたけど、世界規模で考えると様々な問題があるんだなと思っ
た。
ただものを売っているわけではない、という事を知れて良かった。
もっと企業として活動している内容について知りたいと思った。
いろんなことを考えられていてすごいと思った。考え方はたくさんあると思った。
イオンの面接では世界のニュースについて話すことを知ってびっくりした。
これからトップバリュさんを皮切りにたくさんの企業や会社に広がってよりよい社会の基盤になっていくと思う。
私はよくイオンに行くので、今日学んだことを思い出しながら買い物をするといままでと違った視点で楽しめると
思いました。
今後も 17 の目標について自分で調べて取り組んでいきたいなと思いました。
スタバがストローを変えたことでイオンとかいろんな会社でもストローとかの開発を進めていると聞いて、ひとつ
の会社が取組みを変えるだけでみんなを巻き込めるんだなと思った。
ストローの話が印象的だった。
国内のことを考えるだけでなく、国外にも目を向けてマーケティングを行っているのがすごいと思いました。
イオントップバリュさんは商品を作って売るだけではなく、いろいろな会社と連携して環境について活動しているこ
とを初めて知りました。
最後のプラスチックなどによる動物たちへの影響をみてゾッとした。
工場の話はとても心にきた。こんなことが私たちが当たり前のように着ているものの裏側にあるとは思わなかっ
た。
SDGs は世界の問題が一つにまとめられていて分かりやすかった。
今の生活を続けられなくなる可能性があるので、1 人ひとりが意識を変えていかないとと思った。
後半は分かってきて楽しかったです。
たくさんの場所でお話しをされている方のお話しを聞くことができて、とても有意義な時間でした。世界や日本で
起こっていることを知ることができたので、自分の生活に活かしていきたいと思います。
私たちが幸せな分、誰かが不幸になっているかもしれないと知って、ひどいことをしていると感じた。
衝撃的なことが多くて、もっと知らないといけないと思った。
事故についての説明の中で、間接的に人を殺した、という説明を聞いて、私達が生活しているときに命がけで働
いているのを知ってショックでした。
資源を大切にしようと思った。
自分もどうすれば良くなるか考えて行動する。
世界にも進出して、事業に取り組む中で起きた事故についてもしっかりと受け止め、世界をより良くするためにい
ろいろなことに取組んでいることがいいなと思った。
フェアトレードで「貧困」をなくすことや、「飲料水」の確保のための行動をしていた。
平和だからこそ買い物ができることが分かった。
これから自分がまねできることはしていこうと思った。

以上
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