
海洋プラスチックごみから
海を守ろう！

うみ まも

かい よう
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静岡市の小学
校に通う男の子。
街中に住んで
いるので、あ
まり海に来た
ことがない。

は じ め に

みんながいつも何気なく使っているレジ袋やペットボトル。これらはプラスチック

という素材でできているんだ。便利だからたくさん作られて使われているけれど、

プラスチックのごみが海にたくさん流れ出て、大変なことになっているんだ！

みんなに知ってほしいプラスチックごみ（プラごみ）のお話だよ。

洋くん 天女ちゃん
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まち   なか              す
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三保松原の羽
衣伝説に登場
する天女。
三 保 の 海 を
ずっと見守っ
てきたよ。
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三保の海岸に
やってきた洋くん

わーい！
富士山だー！
いい景色
だなぁ！

ひどいでしょう？

このごみ！

もうガマンできないから

この世界に出てきたわ！

この景色を見て！こんなにごみが

落ちているところもあるのよ！

よーく見て。
どんなごみがあるか
わかるかしら?

台風や強風がふいた後、
海岸で見られる光景なの。
ほとんどが海から打ちよせ
られたごみなのよ

てっ…天女？

ところが、
海岸を歩いて
いると…

気が
ついた？

あ－っ！ ごみがいっぱい！
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静岡市三保松原文化創造センター「みほしるべ」では、いつでも海岸のごみ拾い
を受け付けているよ。近くに行ったときには、ぜひゴミ拾いに協力してね。
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そうなのよ！海岸には

たくさんのプラスチック

ごみが流れ着くのよ！

こんなにプラスチック

製品を使っていたなんて

気づかなかった～！

プラスチック製品は

ぼくたちの生活に欠かせない

ものになっているんだね！

それでは家の中に

プラスチック製品は

どのくらいあるかな？

紙や布などの植物から
できているものは
微生物が食べてくれるから
分解されるんだけど

分解されないって
ことは、プラスチック
ごみはどうなるの？

実は洋くんが着ている服も
プラスチックからできているのよ！

さっそく探してくるね！ これくらいしか
なかったよー！

いえいえ、これらもみんな
プラスチック製品なのよ！

洋くんの
孫の孫の孫の
時代になっても
ずーっと残るのよ！

そういえば、レジ袋やペットボトル、

プラスチック容器が多いよね

プラスチックは微生物が

食べられないから、

分解されないの

そのまま捨てられて
しまうと、プラスチックごみが
どんどん増えていって…

消えることなく、ずっと残ってしまうの！

身の回りにこんなにあるよ!身の回りにこんなにあるよ!プラスチックごみはなくならない？プラスチックごみはなくならない？
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プラスチックの中には、微生物が分解できるものもあるよ。
くわしくは、14ページを見てね。

昔は木や竹で作られていたもの（木のおけ、竹のざる）が、プラスチック製品
に代わっていったよ。
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身の回りにたくさん
プラスチック製品が
あるのはわかったけど、
なんであんなに海岸に
落ちていたのかな？

そうならないためにも、
おでかけの時に出たごみを、
　 きちんと持ち帰って、

ごみ箱に捨てたり
分別してリサイクルしたり
することが大切なの

だけど天女ちゃん、
ぼくはごみのポイ捨て
なんかしないよー

でも、うっかりして
風に飛ばされる
ことってあるでしょ

飛ばされたごみは、
川や海へと
流されているのよ

街でポイ捨てされたごみなどが、

川などを通って海へ流れ着くの。このことは

今、世界中の海で問題になっているのよ

実はね

捨てられたプラごみのゆくえ捨てられたプラごみのゆくえ

確かに、レジ袋は

買い物をして家に着いたら

すぐいらなくなるなあ

そういえば
海に流れ着いていたごみも
使い捨てのものばかり
だったなあ

洋くん、これらの
プラスチックごみは
海岸だけでなく、
海の中にもたくさん
ただよっているの！

海は大丈夫なの？

心配になってきた…

プラスチックのカップも
ストローも、飲み終わると
すぐに捨てちゃうし…

使い捨てのプラスチック

製品は、ポイ捨てにも

つながりやすいのよ

生活の中で、一度だけ使って

捨ててしまうものを分けてみたわ

プラスチックはじょうぶで

長持ちする特長があるけれど、

一度使ったら捨てられてしまう

ものもたくさんあるの…

プラごみの多くは一度だけ使って捨てられているプラごみの多くは一度だけ使って捨てられている
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ペットボトルはリサイクルで、新たな製品に生まれ変わるよ。ペットボトルを
捨てるときは、しっかり洗って分別して捨てようね。

使い捨てプラスチックごみの１人あたりの排出量では、日本は世界で２番目
に多くなってしまっているよ！＜出典：国連環境計画（UNEP）＞
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プラスチック製品は

太陽の紫外線や

波の力などで細かく

されていくの

こんなに小さくなっても消えずに

海をただよっているのよ！

えいっ！

気づくと

じゃあ海の中を

見に行きましょ！

おや？

海に浮いてる

コレは…

それは
「マイクロプラス
チック」って
言うのよ

ん！コレは

なんだろう？

ナニこれ！？

ぼくは魚になっていた。

プラスチックごみだ！

い か

一度海に流れて
しまった
プラごみを拾う
のは難しいの…

レジ袋をエサとまちがえて
食べてしまったんだ…

まさか海の中が

こんなことになっている

とは思わなかったよ…

これを見て！洋くん、実は大変なのは

海だけじゃないのよ。

今のようなことが、色々な所で

起きているの！

助けなきゃ！

取れた！

ウミガメだ！

苦しそう…！

このままだと2050年には

海にただようプラスチックごみ

の量が、世界中の海の魚の

量を上回るという説も！

こんなにプラごみ
がたくさんあると
みんな気持ちよく
泳げないよね…

あれ…？
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たいよう        し  がい せん
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マイクロプラスチックは波で打ち上げられて、海岸の砂に混ざっていること
もあるよ。15ページの実験をやってみてね！

                                               　　　　　　　　 なみ　　　う　　　 あ　　　　　  　　　　　 かいがん　　 すな　　    ま

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じっ けん
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こんなにも
生き物たちを
苦しめて
いたのか…

洋くん、この問題は

自然にすむ生き物

だけのものではないの

だって、私たちの生活は、自然にすむ
色々な生き物に支えられて
いるでしょう？

アホウドリ シカ

ミズウオ

そうか！
プラスチックごみの問題は、
ぼくたち人間のくらしにも
かかわっているんだね！

洋くんがそう思ってくれて
うれしい！
今、こんな取組も
始まっているのよ！

もっと真剣に
考えていかなくちゃ！

いろいろなところで始まっている取組いろいろなところで始まっている取組

2020年 3月時点

こういう取組が

もっと広がるといいよね！

                              とり  くみ

使い捨てのプラスチック製品を

減らそうとしているんだね！

つか            す                                                                    せい   ひん

  へ

ストローなどのプラスチック製品の提供をやめたり、

紙製のものに替えて提供したりしているよ！

                                                                         せい ひん      ていきょう

かみせい                         か             ていきょう

プラスチック製のレジ袋の替わりに、

紙袋を使っているよ！

                                 せい                 ぶくろ      か                     

かみぶくろ     つか

回収した海洋プラスチックを原料とした

商品を開発しているよ！

かいしゅう          かいよう                                       げんりょう

しょうひん    かいはつ

飲食店

洋服店

メーカー

いん   しょく  てん

よう    ふく   てん

写真提供
【アホウドリ】出典：環境省ホームページ（httpｓ://www.env.go.jp/nature/kisho/hogozoushoku/ahoudori.html）
【ミズウオ】東海大学海洋科学博物館

しゃしんていきょう

                                しゅってん かんきょうしょう

                            とうかい だいがく かいよう か  がく はくぶつかん

ⒸNOAA

ほっとけ
ないよ

 い       もの

くる

よう                          もんだい

 し  ぜん                   い       もの
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プラスチックごみの影響で、

死んでしまう生き物もいるのよ！

                                                  えいきょう

  し                              い        もの

海鳥のアホウドリは、

海に浮かぶプラスチックごみを

エサと間違えて食べてしまうよ！

うみ どり

うみ        う

                   ま  ちが            た

深海にすむミズウオはプラスチックごみと知らず、

大きな口でなんでも食べてしまうよ！

しんかい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し                

おお            くち                               た

シカは、ポイ捨てのプラスチックごみ

をエサと間違えて食べてしまうよ！
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お腹から出てきた
プラスチックごみ
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私たちは一人当たり年間約300枚ものレジ袋を使っているよ。マイバックを使えば、
燃やすごみの量を減らせて、地球温暖化防止にもつながるよ。＜出典：経済産業
省「なっトク、知ットク３R」＞

わたし　　　　　　ひとり　あ　           ねん かんやく　　　　まい　　　　　　　  ぶくろ　　つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  つか

  も　　　　　　　　　　  りょう　　 へ　　　　　　　　  ちきゅうおんだん  か  ぼう  し　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しゅってん　けいざいさんぎょう

しょう　　　　　　　　　　 し



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□12 13

●ペットボトルを買うよりも

 水筒を使おう

●地域のごみ拾いに参加しよう●ごみのポイ捨てはしない
●外で出したごみも

 持ち帰ろう

●ものを大切にしよう

プラスチック製品をなくすことは難しいけれど、
みんなが自然を大切にしようと、
考えて行動できるようになるといいな。
まずは自分にできることからやってみよう！

                                             せい   ひん                                                       むずか

                                  し    ぜん         たい  せつ

かんが                こう どう

                         じ    ぶん

私たちができること私たちができること

お魚から

元にもどったよ！
実行できたら　  （チェック）をつけよう！
じっ    こう

●ごみとなるものをもらわない、断る
●レジ袋よりもエコバッグを使おう

●ごみの正しい捨て方を知ろう！

 （分別の方法を家の人と学ぼう）
●ごみを分別して

 捨てよう（リサイクルに

 つながるよ）

エコバッグが

あるので

レジ袋は

いりません

少しよごれても

まだ使えるよ！ 冷たくて

おいしい！

そう、できることから

少しずつ

始めていってね！

私もこの地球が汚され

ないよう、三保松原から

見守っていくわ！

きれいな自然や海を

ぜひ守ってね！

天女ちゃん、

三保松原に

帰っちゃった…

これからはプラスチックごみを

出さないようにするぞー！

やってみると

かんたんだね！
ぼくは生まれた時から

プラスチック製品がある生活は

当然だと思ってくらしてきたよ

便利だけど、これ以上
地球を汚さないようにして
いかなくちゃね！

プラスチックごみを出さない工夫をプラスチックごみを出さない工夫を
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静岡市は、４R（フォーアール）をキーワードにごみ減量に取り組んでいるよ。
リフューズ、リデュース、リユース、リサイクルの４つ！意味を調べてみてね！

ごみを燃やすと、たくさんの二酸化炭素が出てしまうよ。プラスチックごみを
減らすことは、地球温暖化の防止にもつながるんだ！

しず おか  し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 げんりょう　　  と　　　 く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  い    み　　   しら

 　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に  さん   か  たん  そ　　　  で

 へ　　　　　　　　　　　　　ち きゅうおんだん か　　　ぼう  し



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□14 15

         とう めい           よう   き

        すな          みず            い

                                         ま

出しているごみの量は多かった？それとも少なかった？
もっと減らすことができるごみはないかな？
正しく捨てられているか、家の人に確認してみよう！

 だ                                                         りょう        おお                                                                   すく

                         へ

ただ                   す                                                              いえ          ひと          かく  にん

調べた日　　月　　日　（　　曜日）～　　月　　日　（　　曜日）

捨てたもの （例・ジュースのかん） どうやって捨てたか
（例・分別箱へかんを入れる）

  す                                         れい 

数（例・1本）
かず     れい         ぽん

自分が1週間で出すごみの量はどのくらいかな？
ごみ箱へ捨てる時に、どんなごみを出しているか記録してみよう!

海岸の砂には、どのくらいのプラスチックごみが混ざっているかな？
かい  がん          すな                                                                                                                                              ま

①海岸で、流木やごみが流れ着いて
　いる所の表面の砂を取ろう

        かい  がん            りゅう ぼく                                   なが           つ

                       ところ        ひょうめん         すな            と

●   調べてみよう！●   調べてみよう！

●   実験してみよう！●   実験してみよう！

②透明な容器に
　砂と水を入れて
　よくかき混ぜよう

③小さなプラスチック
　ごみが水に浮いて
　くるよ。ビックリ！

        ちい
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しら                    ひ                    がつ                  にち                              よう   び                                がつ                  にち                              よう   び

豆知識

プラスチック製品が

どのように作られているのか

見てみましょう！

微生物の働きによって、
水と二酸化炭素（CO2）に分解される
プラスチック

分解されて自然にかえるよ！

プラスチック製品は材料によって

色々な作り方があるけど、主に石油を

原料としているものが多いわね！

プラスチックは何からできるの？プラスチックは何からできるの？

アスファルト

ナフサ
石  油

ペレット 工  場 プラスチック製品

ガソリン

だからと言って、プラスチック製品をたくさん使っていいわけではないよ！

なるべくプラスチック製品を使わないことが大事なの！

                                 い                  　　　　　　　　　　　　　　　　せい  ひん                                        つか                        

                                                                            せい  ひん         つか                                                 だい   じ

ほかにもこんなプラスチック製品が作られているのよ！
                                                                           せい ひん     つく

バイオマスプラスチック生分解性プラスチック
せい   ぶん   かい   せい

石油から作られるプラスチック製品
せき     ゆ                      つく                                                                                   せい    ひん

ノートに書いてみよう！
ノートに書いてみよう！

しら

じっ けん

                                せいひん

                           つく
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 び  せい ぶつ    はたら

みず        に さん  か  たん  そ       　　　　　　　ぶんかい
再生可能な資源（トウモロコシなどの
植物）を材料の一部に使って作られる
プラスチック

さいせい  か  のう       し  げん

しょくぶつ          ざいりょう　　いち  ぶ　　　つか　　　　 つく

ぶんかい                   し   ぜん
二酸化炭素の排出量を減らせるから、
地球温暖化防止になるよ！

 に  さん  か たん  そ      はいしゅつりょう　  へ                                  

 ちきゅうおんだん  か   ぼう し

                                  せいひん      ざいりょう                      

いろいろ　　つく      かた                                 おも      せき  ゆ                                                                           

げんりょう                                            おお

せき      ゆ

こう    じょう せいひん

重　油
じゅう     ゆ

軽　油
けい       ゆ

灯　油
とう       ゆ

なに
まめ  ち  しき

微生物 水
び  せいぶつ サトウキビ レジ袋トウモロコシ

ぶくろ



これからもこの三保の海から
世界の海を見守っていこうね！

2020.3

はっ こう     しず おか  し　かんきょうきょく

発行：静岡市環境局
かんきょう

さい せい  し し  よう
環境にやさしいベジタブルインクと

再生紙を使用しています。

ごみ減量・リサイクル・環境に関する
市民講座や、「雑がみ」を使ったはがき
作りなど、楽しく学習することができ
るよ。

しずもーる沼上

学習体験できる施設

　 054-207-8971

静岡市葵区南沼上1217-1

廃ガラスを使ってオリジナルのコップ
などを作る吹きガラス体験や、西ケ谷
清掃工場の余熱を利用した温泉など、
楽しい体験でリサイクルを学べるよ。

しずもーる西ケ谷

　 054-294-7451

静岡市葵区西ケ谷553-2
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しず おか  し あおいく  にし  が   や

海を守ろう！私は天女だから
年をとりませーん

あれから多くの人がプラスチック
ごみを出さなくなったおかげで、
海はふたたびキレイになったわ！

ワシもあの時レジ袋を飲んだ
ところを助けてもらったなあ

まん ねん

なが い
「カメは万年」
長生きなのじゃ

500年後の三保松原にて…

てん    にょ

 み        ほ  の まつ    ばら

とき ぶくろ の

たす

監修／東海大学 海洋科学博物館　　編集・イラスト／赤池キョウコ
かんしゅう     とうかいだいがく　かいよう  か がく はくぶつかん　        へんしゅう　                          あかいけ
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1000年先も1万年先までも！
               ねんさき         まんねんさき

今はそんな
心配もないほど
海はキレイだし

いま

しんぱい

うみ
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