
17



26



43



55



60



69



86



87



◆ニックネーム・グループ名（人数）

いのうえこはる ( 1 人）

タイトル ニガテ克服大作戦！

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

12 7 15

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

飢餓状態で苦しんでいる人々をテレビで見た。その一方で食品ロスの資
料を見た。苦手な食べ物が多く、よく人にあげたり残したりしていた私
はドキッとした。苦手な食べ物も残さず食べられるようにしたいと思っ
た。

令和3年8月14日

　買いすぎや作りすぎによって生まれる多大なゴミの量。そう捨てられるゴミの量が少なくなる必要
がある。地域との関わりを通して、｢作りすぎちゃったからあげる｣などと交換や共有していくとよい
と思う。

　飲食店や小売店での食品ロスを削減する取り組みを活性化させる。それだけでなく、一人一人が家
庭などで買いすぎや作りすぎ、残食などの無駄を減らしていかなければならない。必要なものでない
こそ、有効的な活用ができる工夫をしなければならない。｢もったいない｣が無い社会になると良い。

　食感が苦手なきのこは細かく刻んでシチューの中に入れた。気にならなくなって普通に食べられた
が、エビは刻むことが不可能で味で誤魔化すしかなく難しかった。独特な青臭さのあるきゅうりはし
っかり茹でて薄くスライスすることで、臭いが消えた。普段の料理でもよく余る卵白はラングドシャ
にした。とても簡単で美味しくできた。豆腐とピーマンはそれぞれハンバーグと肉詰めになった。好
きなものとの組み合わせはとても気に入った。

108



113



124



127



139



151



156



160



169



181



204



205



223



232



240



◆ニックネーム・グループ名（人数）

川熊一成 ( 1 人）

タイトル 省エネや節電、節水を心掛けよう！

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

7 13 15

解決したい地域の課題
　地球温暖化

目指す将来の姿
　少しでも地球温暖化に貢献する

活動の内容
　今自分にできる節電、節水を考えて実行する。

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

よく電気やエアコン、水道などをつけっぱなしにしてしまうことをきっ
かけにこれらを忘れずに消したりすればどのくらい電気代や水道代が変
わるのかなと思ったから。

令和3年8月1日
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

りゅー ( 1 人）

タイトル 無駄をなくそう

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

7 2

解決したい地域の課題
　無駄なエネルギー消費や食品の廃棄なくし、沢山のものがしっかり有効活用されること

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

普段生活している中で、無駄になってしまっているものが沢山あり、そ
れを無くしたいと思ったからです。

令和3年8月20日

　エネルギー消費量が今よりも減り、家庭から出るゴミの中での食品ロスの割合を少なくして、良い
サイクルが回っている

　家の中ではエアコンの温度を下げ電力消費量を減らし、使っていないコンセントを抜いて待機電力
を無くしたりして、あとは手を洗う時などは水を出しっぱなしにしないようにして、節水、節電に取
り組んだ。そして、冷蔵庫に入っていた期限が近いものを使って料理をして、廃棄されてしまう量を
削減した。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

シノミヤヨオ ( 1 人）

タイトル 脱エアコン

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

7 13 12

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

6月の電気代と、7月の電気代に3000円位差があった。これはエアコン
の使いすぎや節電の意識の低さが原因だと思ったから。

令和３年８月11にちから令和３年８月29日

　月に使う電気代が多いのでできるだけ節電をして7番の目標達成できゆようにする

　エアコンなど電気を使いすぎているので環境によくないと思った。
なので、家族で無意識のうちに節電できるような姿になっていたい。

　エアコンの使用は避けるようにしました。なので家の中での風の通り道を作り、熱のこもりやすい
天井をむけて濡れたたおるや保冷剤を使った扇風機で風を送った。エアコンの電気代は扇風機の約
10倍なので扇風機だけで涼めることで電気代を大幅に削減できた。他にも冷蔵庫の中を整理して冷
やしやすくしたり、電気の消し忘れがないように意識したりして節電に取り組んだ。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

ウォーキング娘。 ( 5 人）

タイトル 「健康の道」で「健康のまち」へ！

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

3 11 7

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

豊橋市に住む全ての世代の人が気軽に運動できないか、と考えていた時
に、市内に10コースある「健康の道」を見つけました。楽しく歩くこと
で健康、さらには市の活性化に繋げたいと思い、活動することにしまし
た。

令和3年8月27日から令和3年9月12日

　現在、豊橋では運動する人としない人の二極化が問題です。「運動が健康を維持するのに効果があ
る」と考えている人が9割以上いる一方で、普段運動することを意識して生活している人は、6割に
とどまっています。

　一人ひとりの身体活動、運動に対する意識や意欲の向上を図るとともに、年齢、性別、身体状況な
どに応じた運動習慣の定着や身体活動量の増加を目指します。そして、それらにより市民の健康水準
を高めて生涯にわたり、全員が心身ともに健康で生きがいを持って安心して生活することの出来るま
ちを目指します。

　高校生の「健康の道」への認知度と、部活を除く運動量の現状を知るためにアンケートをとりまし
た。その中で、33%のひとが「健康の道」を知っていて、その中の半数が歩いたことがあると答え
ました。また、47%のひとは、一日の運動量30分未満で、2時間以上運動する人は9%でした。「
健康の道」は10コースあるので気軽に歩きに行くことができます。私達も実際に歩いてみました。
運動に適したコースをもっと広めたいです。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

Nolimit ( 5 人）

タイトル 豊橋クッキング

活動の動機

取組・活動 実施日

令和３年８月

ゴール

7 11 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

「地産地消」のメリットを理解している人、それを買い物時等に意識し
ている人はどれほどいるのか、また地元・豊橋が多産するものでどんな
料理を作ることができるのかを調べてみよっと思いました。

　「地産地消」という言葉自体を知っている人は多くいても、意識して行動している人は少ないとい
うのが現状です。地産地消を実現するにはまず、身近にある豊橋産の野菜についてよく知ることが必
要だと思いました。

　私たちは、豊橋市が「日本一地産地消が盛んなまち」になることを目指します。これが実現すれば
、市民は新鮮かつ安心・安全な食材を手に入れられるやうになります。また、輸送に必要なエネルギ
ーを減らすことができ、環境にやさしいまちづくりを進めることができます。

　私たちは、豊橋の農業に注目しました。学年全体に豊橋の農業についてアンケートを取りました。
また、スーパーにある豊橋産の食材を調査し、その食材を使って料理を作りました。アンケートから
、「地産地消」という言葉の意味自体を知っている人は多かったものの、意識している人は少ないと
いう結果が得られました。またスーパーに予想していたよりも豊橋産の食材が少ないということがわ
かりました。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

へちまで地球を守ろう ( 10 人）

タイトル へちまで地球を守ろう

活動の動機

取組・活動 実施日

7/17

ゴール

7 13 15

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

持続可能な社会の形成のためには二酸化炭素とプラスチックの削減が必
要である。へちまの栽培は子供でも簡単にでき、手軽にこの2つの目標
の達成を目指すことができ、また、多くの人が楽しんで取り組める活動
である。

　二酸化炭素とプラスチックを削減することで持続可能な社会を作り出すこと。また、地域や家庭で
簡単に取り組める方法を見つけ出し、発信していくこと。

　豊橋市で暮らし、働き、活動するすべての人が、今あかれている環境について学び受け止め、自ら
率先して地球や環境に負荷の少ない行動をとる。この小さな1つひとつの行動がつながり、市全体と
して広がり、将来、環境負荷の少ない快適で持続可能な町作りを目指す。

　7月中旬から4か月間にわたり、学校の花壇でへちまを育てて緑のカーテンを作り、それによって
どれくらい部屋の気温が下がるのか計測する。また、部屋の気温が下がることによってエアコンの使
用頻度を少なくできる。その後、栽培しまへちまをスポンジに作りかえることで、メラニンスポンジ
によるマイクロプラスチックに削減する。実際に学校で掃除を行い緑のカーテンの効果や有用性を広
く考える。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

( 9 人）

タイトル 小さな意識改革から豊橋市の未来を作る

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

11 12 7

解決したい地域の課題
　燃やすごみの袋の中に入っている多くの資源の分別。

目指す将来の姿

活動の内容

37企業家育成グループ

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

豊橋市のごみについて、18年間豊橋で暮らしてきたのに知らないことが
多く驚いた。知識を得た私たちが校内で行動を起こすことで高校生の意
識改革へと繋がり、今後の豊橋がより良いものになると考えたため活動
した。

令和3年4月14日から

　豊橋市の燃やすごみの削減とそれに伴いリサイクル率を向上させ、ごみ問題について悩むことのな
く、豊橋市民が笑顔で住み続けられる街。

　豊橋市のごみ問題の現状を知り、私達は特に燃やすゴミの中に入っている本来は分別されるべき資
源に目をつけた。それを解決するためには意識改革が必要だと考えた。校内でトイレットペーパーの
芯の回収箱を設置したり、雑がみや古紙分別ポスターを作成し掲示したり、学校内の様々な所に分別
を促す物を設置し、常に分別を意識してもらえるような取り組みを行ってきた。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

Raku ( 1 人）

タイトル 節電と未来のエネルギー

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

7

解決したい地域の課題
　使うエネルギーを少なくすることで、化石燃料での発電を減らし、地球温暖化を緩和する。

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

もともと、エネルギーに興味があり少し調べたら持続可能なエネルギー
についてや地球温暖化などの問題がありもっと知りたいと思ったから

令和3年8月29日から8月30日

　発展途上国の人など全ての人々が、エネルギーを使えるようにする。また、持続可能なエネルギー
の割合を拡大させ、地球温暖化や化石燃料の消費の軽減。

　各国の持続可能エネルギーの事情を調べることで未来のエネルギーについて知ることと、日頃から
の節電を心がけてエネルギーをなるべく使わないようにすることだと考えました。僕が各国の持続可
能エネルギーの事情について調べて、持続可能エネルギーの割合は2017年では24%で2年後では
26%になりました。また、日本では中国、ドイツなどに負けていました。ですが2020年では23%
に増加していました。
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