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とある宇
うちゅう

宙を旅しているワカモノが、とある星にたどり着いた。



2

ワカモノは、
カワサキ星がどんなところかを聞くために
星役所のアユさんに相談した。
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同じ道を通らずに、カワサキの仲間全員と出会えるかな？！

動物園・動物園・
水族館も水族館も
あるっさーあるっさー

お店がお店が
  たくさん！  たくさん！

買い物にも買い物にも
便利♪便利♪

          きれいな森に          きれいな森に
ホタルもホタルも

いるんじゃよいるんじゃよ

畑も畑も
いっぱい いっぱい 
あるヨあるヨ
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　　　　最最
さ い せ ん た んさ い せ ん た ん

先端先端のの
研究をしている 研究をしている 

のデス。のデス。

　　   川にいろんな　　   川にいろんな
生きものがいるよ！生きものがいるよ！

たくさんのたくさんの
人が人が

住んでるぜ住んでるぜ

うむ！うむ！
スポーツがスポーツが

さかんである！さかんである！

  工場が  工場が
多くて 多くて 

活気あり♪活気あり♪
夜景もきれいで夜景もきれいで

どっきどき♪どっきどき♪
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ワカモノがカワサキ星に住むことを決めた。と、そのとき・・・
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とつぜん巨大なスモッグくんがあらわれ、 とつぜん巨大なスモッグくんがあらわれ、 
ワカモノをどこかへ連れて行ってしまった。ワカモノをどこかへ連れて行ってしまった。
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ここは昔のカワサキ星。
空気や水はひどくよごれ、公害がおきていた！ 
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空気や水をきれいにするには？！

とりあえず
そのまんま

見守る

９ページ上へ
10 ページ上へ

９〜10 ページ下へ

工場をなくす
役所や工場へ

よびかける
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8 ページへもどる

公害がどんどんひどくなって、 
住めない星になっちゃった・・・

役所や工場は
何をしたらいいかな？  

右の１〜６から選ぼう！ 

（２つ以上選んでもいいよ）

「とりあえずそのまんま見守る」を選んだ人

「役所や工場へよびかける」を選んだ人



10

公害にならないように 公害にならないように 
ルールをつくるルールをつくる

工場から出る工場から出る
けむりや水をけむりや水を
きれいにするきれいにする

車から出るガスを車から出るガスを
きれいにするきれいにする

よい燃料を使うよい燃料を使う

下水下水処処
しょしょ

理理
りり

しせつをしせつを
つくるつくる

空気や水の空気や水の
よごれ具合を調べるよごれ具合を調べる

8 ページへもどる

答えは次のページへ

あれ！？生活に必要なものが、 
つくれなくなって しまった！
工場がなくなれば 解決する
問題じゃなかった・・・

「工場をなくす」を選んだ人
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立場がちがう人たちが話し合って、 
環境をよくするルールを考えたよ！

装
そ う ち

置を使って工場から出る有害なけむりや水を 
きれいにしてから外に出すよ！

車から出るよごれた排
は い き

気ガスを減らすルールをつくったことで、 
空気がきれいになったよ！

答えは・・ ・　１〜６全部だよ！
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工場で使う燃料をいいものにしたら、  
環境によくない有害なけむりが減ったよ！

下水処理しせつでよごれを取りのぞくことで
きれいな水になったよ 

空気や水のよごれ具合をいつでも見張れるようにしたよ 

こういうことをやっているうちに・・・
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環境が
よくなってきた！
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気がつくと、ワカモノは
もとのカワサキ星に 
もどっていた！
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環境のことを知ってからよく見てみると・・・環境のことを知ってからよく見てみると・・・

だけど・・・だけど・・・
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未来のために、みんなで力を合わせて  
できることをさがしてみよう！
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だれでもすぐにできる、 
環境にやさしい行動を当ててみよう！
どっちが環境にいいかな？ なぜ環境にいいんだろう？
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答え：環境にやさしい行動は左のページだね！
右のページは何がちがうか考えてみよう！
① シャンプーや石けんは必要な分だけを使おう
② 食べ物は全部食べきれる量をつくろう
③ 近所では徒歩か自転車を使おう
④ マイバッグを使おう
⑤ 使っていない電気は消そう
⑥ 水を出しっぱなしにしない
⑦ ごみは正しく分別しよう
オマケ：学校の時計の時間が左右でちがうよ！
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みんなでできる環境にやさしい活動をして、 
 さらによい未来へと進もう！

アユさんとアユさんと
川の生きものに川の生きものに
会ってきたよ！会ってきたよ！

レッサーのレッサーの
お皿あらいの手伝い！お皿あらいの手伝い！

油はふき取ってから油はふき取ってから
あらったよあらったよ

今日は遠くの星が
よく見えるな〜
空気がきれいで
クウキックスも

ハッピー！

ごみのポイごみのポイ捨捨
すす

てをてを
もくげき！もくげき！
ショック…ショック…

安くて安くて
買いすぎた野菜。買いすぎた野菜。
食べきれなくて食べきれなくて

くさっちゃった…くさっちゃった…

環境の環境の
特別授業で特別授業で
新しいことを新しいことを

学んだ！学んだ！

みんなでみんなで
ニカリョウ用水をニカリョウ用水を

そうじしたよそうじしたよ

ジッケンがジッケンが
空気を空気を

きれいにするきれいにする
新しい方法を新しい方法を

発明してくれた！発明してくれた！

ヘルメットンとヘルメットンと
工場見学！工場見学！

空気と水をきれいに  空気と水をきれいに  
保つ取組を学んだよ保つ取組を学んだよ

２２マスマス
すすむすすむ

２２マスマス
すすむすすむ

１１回回
休み休み

１１回休み回休み

３３マスマス
もどるもどる

２２マスマス
すすむすすむ

３３マスマス
すすむすすむ

ワープ！ワープ！

２２マスマス
すすむすすむ
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最新の設備で
工場から出る

けむりが
もっときれいに

なった！

庭でごみを庭でごみを
燃やしたよ。燃やしたよ。

え？ダメなの？え？ダメなの？

光化学スモッグ光化学スモッグ
注意報発令！注意報発令！

そんな日は家ですごそうそんな日は家ですごそう

ショッピンとショッピンと
環境にやさしい環境にやさしい

商品を商品を
買うことにしたよ買うことにしたよ

けむりが出ないけむりが出ない
電気自動車を電気自動車を
星の住人と星の住人と

カーシェアしたよ！カーシェアしたよ！

うちの電力をうちの電力を
再生可能再生可能

エネルギーにエネルギーに
かえたよかえたよ

全員ストップ！全員ストップ！
未来に向けて未来に向けて

スピードアップ！スピードアップ！

どっちに どっちに 
行く？行く？

カワサキ星全体がカワサキ星全体が
環境にやさしく環境にやさしく

なってきた！なってきた！

きれいなきれいな
カワサキ星って最高！カワサキ星って最高！

もっとできることをもっとできることを
みんなで話し合ったよみんなで話し合ったよ

１１回回
休み休み

１１回休み回休み

スタートスタート  
にもどるにもどる

３３マスマス
すすむすすむ

２２マスマス
すすむすすむ

１１マスマス
すすむすすむ

もう１回 もう１回 
サイコロをふるサイコロをふる

５５マスマス
すすむすすむ

２２マスマス
すすむすすむ
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３〜４ページにいたカワサキの仲間を全員見つけられるかな？
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25

未来シミュレーションハウスから出てきて・・・
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こうして、ワカモノは仲間たちとともに 
 みんなが 安心して気持ちよくくらせる
カワサキ星をつくっていきましたとさ。
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