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50



54
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

和田慎太郎 ( 1 人）

タイトル 二酸化炭素を減らそう

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

1 13

解決したい地域の課題

目指す将来の姿

活動の内容

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

自分は以前ニュースで、地球温暖化について取り上げられているのを見
て、このsdgs13のための活動をしようと思いました。

令和3年8月4日

　解決したい地域の課題は二酸化炭素が多く排出されているのでそれを削減することが地域の課題だ
と自分は思っています。

　自分が目指す将来の姿は、二酸化炭素が少しでも減ったならこの活動は成功だと思っているので少
しでも減っている環境になっていたら良いなと思います。

　自分が庭に植えたいと思う植物を買い、その植物を植えます。
そして、その植物が枯れないように適度に水をあげ続けることです。
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78



81



91



105



106



◆ニックネーム・グループ名（人数）

安達 舞 ( 1 人）

タイトル みんなに優しい環境づくり

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

1 4

解決したい地域の課題

目指す将来の姿

活動の内容

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

近所にある公園と河川敷に行ったときにお弁当のゴミやペットボトル、
ガラスなどの危険物が落ちていて子ども達が遊ぶには少し危険かなと思
った。

令和3年8月19日から令和3年8月24日

　どこの公園にいっても子ども達は安全に遊んで、保護者は安心して遊ばせられるような環境、魚達
が住むかが人間によって汚くなる環境

　子ども達が安心安全に遊べる公園が今までよりも増えてほしい。転んでしまっても地面にガラスな
どの危険物がなくて危なくない環境にならないといけない。そして、魚が住むが場所が人間によって
汚されないようになってほしい。

　ポイ捨てが生態に与える影響を調べて、公園や河川敷に落ちているゴミの種類を調べた。影響とし
ては野生の動物がお弁当のゴミなどを食べて味を覚えてしまい街にでてきてしまったりする。公園に
は主にお弁当のゴミ、ペットボトル、ガラス、タバコの吸い殻が落ちていた。河川敷には花火、お酒
の缶、ペットボトルが多くあった。中身が入っているものもあり、環境が汚れてしまう影響につなが
ってしまうなと思った。
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131



138



139



152



158



163



178



193



196



198



◆ニックネーム・グループ名（人数）

よこた ( 1 人）

タイトル つくる責任使う責任

活動の動機 小さくて使えない服をリサイクルしようと思ったから

取組・活動 実施日

ゴール

1 3 12

解決したい地域の課題
　使えない物を捨てるんじゃなくてつかおうとしているひとにゆずる

目指す将来の姿
　使えなくなったり使わなくなったりしたものを捨てるのではなくリサイクルできるようにする

活動の内容
　使わなくなった服をいとこたちにゆずる

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

令和3年8月28日

260



◆ニックネーム・グループ名（人数）

編み物作品 ( 1 人）

タイトル 世界の子供たちに編み物作品を贈ろう

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

1 10

解決したい地域の課題

目指す将来の姿

活動の内容

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

何をやろうか迷っていたら、友達が一緒に編み物して寄付しようと誘っ
てくれたのでこの活動をすることにしました。

令和3年7月20日から令和3年8月23日

　朝から晩まで働いている子供たちに、自分たちで稼いだお金をご飯や自分自身のためにつかってほ
しいので
冬に使うであろう防寒具を編んで寒い冬を乗り越えて欲しいと思いました、

　この活動を実践することで1番の(貧困をなくそう)と10番の(人や国の不平等をなくそう)を少しで
も解決できるのではないかなと思いました。防寒具を買うお金を他の何かにあてて使って欲しいし、
少しでも多くの子供たちに私が作ったマフラーで寒い冬を乗り越えて欲しいと思いました。

　毛糸屋さんへ毛糸などを買いに行きました。編み物が初めてだったので編み方の練習から始めてそ
の後マフラーを編みました。慣れるまで手こずっていたけど慣れてからは自分一人で編むことが出来
ました。5.6段ごとに色を変えて編みました。2本取りで編んだので空気の層ができてよりあたたか
くなるようにしました。送る時も廃棄量を増やさないためにも、友達と一緒に送り、梱包するものも
最小限にしました。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

榊原真奈 ( 1 人）

タイトル 豊橋市の子ども食堂の現状と未来

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

1

解決したい地域の課題

目指す将来の姿

活動の内容

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

子どもの貧困が世間で問題になっているなか、子ども食堂の活動が話題
になり、私たちが住む豊橋市にある子ども食堂の今を知りたかった。

令和3年6月27日と7月3日

　愛知県は全国的に貧困率は低い方ではあるが、愛知県内の貧困率を見てみると、豊橋市がある東三
河南部の貧困率が高く、子どもの貧困が問題である。

　豊橋市内に子ども食堂があることで、貧困や家庭環境、生きづらさに苦しんでいる子どもたちが少
しでも助かること。そして、子ども食堂が子どもの貧困・問題を解決する場だけになるのではなく、
全世代の交流地点の場所、地域の居場所、子どもの心が休まる場所になっていて欲しい。

　豊橋市内にある「豊橋子ども食堂＊なかよし」さん、「この街のみらい」さんの2か所の子ども食
堂に、子ども食堂の現状や雰囲気、今後の課題や運営者の思いをインタビューさせていただいた。子
ども食堂があることにより、親子間や友人間の繋がりに大きく貢献していることが分かった。今後の
課題として、2か所とも学習支援を行いたいと言っていたので、ボランティアとしてできることし、
子ども食堂の発展に協力したい。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

( 5 人）

タイトル

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

1 3 11

解決したい地域の課題

目指す将来の姿

活動の内容

リンリン5

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

内助の功 -自分たちの未来のために-

高校の現代社会や家庭科の授業で、日本の抱える課題の1つとして少子
高齢化があることを学んだ。そこで、私達の住む豊橋市の現状や取り組
みを調べ、私たちにもできることはないかと考えた。

令和3年7月29日から令和3年10月28日

　現在豊橋市の平均年齢は44.6歳。少子高齢化が進んでいる町といえる。高齢者世帯が増え、要介
護・要支援者も増加している。これらの問題を解決するための資金難や認知不足が課題だといえる。

　日本は少子高齢社会への道を歩み続けており、このままでは日本社会は衰退していくと考えられる
。それを未然に防ぐために、今の若者が現状をしっかりと把握したうえで、地域交流の活性化や少子
化対策に取り組む必要がある。そうすれば、将来は誰もが生活に困ることのない、充実した理想社会
を実現することができる。

　上記で述べた課題についてグループで調べ、まとめることにした。その結果、より具体的に問題点
が見え始め、さらに豊橋市を生活圏とする私達の問題意識の低さがわかってきた。そこで、少しでも
今の豊橋市の課題について生徒に知ってもらうため、豊橋市の課題をまとめたレポートを作成し、周
知するよう努めた。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

豊橋たすけ隊！！ ( 5 人）

タイトル 図書館の利用を増やそう！

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

1 4 11

解決したい地域の課題

目指す将来の姿

活動の内容

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

今回の応募を受けて、私たちは豊橋市の子供・若者の健全育成について
考えました。すると、学生の業後や休日の勉強が満足に出来ていないこ
とが分かり、豊橋市の自習スペースが少ないのではないかと思ったから
です。

令和6月2日

　図書館の自習室は経済的格差などを関係なしに利用できる施設です。しかし、自習室利用の調査の
結果利用率が低いことがわかりました。これは自習室の認知度や魅力が低いからなのではないかと考
え課題としました。

　私たちが目指すのは、塾や予備校に通うことが出来る学生と、通いたくても経済上の理由で通うこ
とが出来ない学生の格差が減ることです。また、学生の希望が反映された利用しやすい自習室が増え
ることで多くの人が図書館を利用しまちが活性化することで様々な人と触れ合えるような地域にして
いきたいです。

　大きく分け２つ行いました。1つ目は本項の2年生を対象に、アンケートを行いました。アンケー
トの内容は「学習のために図書館や市民館など公共施設の自習室(塾以外)を使っていますか」「どの
くらいの頻度で自習室を使っていますか」「何時まで自習室を使っていますか」の3つです。2つ目
は豊橋市役所の職員の方に電話をして今建設中のまちなか図書館の中の自習室について話を伺ったり
私たちの意見を伝えたりしました。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

はっぱん ( 4 人）

タイトル 子育て 教育

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

1 2

解決したい地域の課題

目指す将来の姿

活動の内容

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

待機児童や障害のある子供に関しての問題について自分たちとも関係が
深いため、何が出来ることがあるのでは無いかとおもったから

令和3年10月28日

　｢障害のある子供達への支援｣では、社会との交流を児童福祉法の元で促進しているが、1校あたり
の教員の適正規模が下回っている学校が多いため、外国国籍の子供の教育(日本語教育)が疎かになっ
ている。

　現在、高等学校は県が統括するため、障害を持つ子や外国国籍のこのための特別クラスが用意され
ていないことが多いので、このような特別クラスの設置、また、外国国籍の子や障害を持つ子との交
流を経て学校ではどのような生活しているのかという現状を見ることで考えの幅を広げれるようにし
たい。

　豊橋市の子育て、教育上の問題をインターネットから情報を集めその問題に対して私達が意識すべ
きこと、どのように解決していけばいいかを総合の時間で班と話し合い、その情報を提示する。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

( 2 人）

タイトル 豊橋市の食品ロスの現状について

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

1 2 9

解決したい地域の課題

目指す将来の姿

活動の内容

豊橋東高校2年1組2班

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

外国の子供など、世界にはたくさんの人が飢餓で苦しんでいることを知
り、自分たちにも何かできることはないかなと思ったらです。

令和3年8月23日

　僕達は食品ロスを解決しようと選びました。食品ロスは、食品の生産時、加工時、販売時、また飲
食時など様々な場面で起こっています。その中でスーパーマーケットやコンビニでの食品ロスについ
て考えました。

　日本を始めとした先進国による食料の廃棄や、過剰な生産をやめ、限られた食品の生産量を有効的
に配分することによって、世界中の飢餓の人々が十分な食事をとれる、また、ＳＤＧsのゴールにな
っている飢餓をぜろにや、ひとや、国の差別をなくそうを達成出来る世の中に出来るよう日々努力し
ていきたい。

　豊橋市内の身近なコンビニやスーパーマーケットなど食品を扱う店舗においての食品ロスの量や割
合また食品ロスを減らすために行われてる対策についての現状を調べました。そして、得た情報は食
品ロスの割合は、約0.32パーセントであり、夏場に多いことが分かりました。また、そのデータを
もとに、仕入れ料を調節するなど対策を行っていることがわかりました。
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