
エシカル消費問題カード1 エシカル消費問題カード2 エシカル消費問題カード3 エシカル消費問題カード4

1

フェアトレードの認証マークは

何をイメージしているでしょう

か。

2
オーガニックとは何でしょう

か。
3

次のうち、再生可能エネルギー

はどれでしょうか。

①石油

②太陽光

③石炭

4

環境に配慮した製品につけられ

るマークは何というでしょう

か。

ヒント ヒント ヒント ヒント

よーーーーく見ると！？ 農業関連！ 自然を利用したエネルギー！
ノートやトイレットペーパーな

どでも使われているね。

エシカル消費問題カード5 エシカル消費問題カード6 エシカル消費問題カード7 エシカル消費問題カード8

5

エシカル消費の「エシカル」を

日本語にすると、どんな意味に

なるでしょうか。

①　経済的な

②　倫理的な

③　画期的な

④　間接的な

6

次のうち、「レインフォレス

ト・アライアンス認証マーク」

が付けられる商品はどれでしょ

うか。

①　バナナ

②　筆箱

③　服

7

フードバンクに寄付できない食

べ物を次の中から二つ挙げて下

さい。

① 　お弁当

②　食べ残しのもの

③　加工食品

8

次のうち、「国際フェアトレー

ド認証ラベル」がつけられるも

のはどれでしょうか。

①　家

②　コーヒー

③　電柱

ヒント ヒント ヒント ヒント

良さそうな意味ですね
最近、リプトンという紅茶に

つけられ始めました。

できないのには理由がありま

す。

日常で使うものについている

ものが多いです。



南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！

4
環境への負担が少ない商品につけられ

ます。
3

ソーラーパネルを使って発電すること

で、石炭や石油を燃やして発電するよ

り温室効果ガスの排出を少なくできま

すね。

2

農薬や化学肥料を使わないようなもの

はオーガニックなものとなります。

オーガニックが広がることにより、人

や動植物、微生物などすべての生命に

やさしい自然環境・社会環境の実現に

つながります。

1

フェアトレードは、途上国の生産者や

労働者の生活改善と自立を目的とした

「公平な貿易」のしくみです。 消費者

のフェアトレードを求める、世界中の

消費者の熱望と生産者達の決意が繋が

り、前進していくポジティブな姿とし

て、人が手を挙げている姿が由来で

す。青と緑は未来への可能性を青空の

青色で表現し、成長や広がりを緑色で

表現しています。

答え 答え 答え 答え

エコマーク ②太陽光 有機栽培（農業） 人

南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！

8

フェアトレード商品の中で、認証され

たものにつけられます。他にも、紅

茶、カカオ、砂糖、はちみつ、果物、

ナッツ、ワイン、スパイス、ハーブ、

切り花、コットン、化粧品など盛りだ

くさん！

7

お弁当は、販売期限と消費期限の間隔

が短いため、配送できず、食べ残しの

ものは、衛生上配送できないきまりに

なっているからです。

6

レインフォレスト・アライアンス認証

マークは、その認証製品または原料

が、持続可能性の3つの柱（社会・経

済・環境）の強化につながる手法を用

いて生産されたものであることを意味

します。

他にも、コーヒー豆、生花、お茶、

パーム油などにも使われています。

5
又は、道徳上のといった意味がありま

す。

答え 答え 答え 答え

②　コーヒー ①お弁当　②食べ残し ①　バナナ ②　倫理的な



エシカル消費問題カード9 エシカル消費問題カード10 エシカル消費問題カード11 エシカル消費問題カード12

9
フェアトレードの制度を活用す

ると、誰が喜ぶでしょうか。
10

フードマイレージの元となった

考えはどちらでしょうか？

①　スローフード運動

②　フードマイルズ運動

11

マリン・エコラベル・ジャパン

のマークは何についているで

しょうか。

①　水産物

②　商品の生産者
12

フードバンクが始まった国は、

以下のうちどれでしょう。

①　日本

②　イギリス

③　アメリカ

④　フランス

⑤　ロシア

ヒント ヒント ヒント ヒント

フェアトレードができたきっ

かけから考えてみよう。
２択！

”マリン”・エコラベル・ジャ

パンだから・・・？

考えよう！

まずは、英語なので、、、

エシカル消費問題カード13 エシカル消費問題カード14 エシカル消費問題カード15 エシカル消費問題カード16

13

エシカル消費に当てはまる行動

はどれでしょう。

①フェアトレード商品を買う

②障がい者の方が作った商品を

買う

③マイバックを使う

④地域の物を買う

14
地産地消とは、どういう意味で

しょう？
15

エシカル消費とは誰を思って行

う消費でしょうか？

①社会

②人

③環境

④地域

16

世界から見て日本はエシカル消

費の先進国でしょうか？（ベス

ト１０に入っているか？）

①　〇

②　×

ヒント ヒント ヒント ヒント

1つじゃないかも！？
漢字から考えたら案外わかり

やすいかも？
1つじゃないかも！？ どちらかと言うと！



南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！

12

アメリカで、１９６７年にアリゾナ州

のジョン・バン・ヘンゲルさんが始め

ました。食品を銀行のように貯めてお

くシステムをヘンゲルさんが思いつ

き、世界に広まったと言われていま

す。

11

水産資源や生態系などの環境にやさし

い方法で行われている漁業や養殖業か

ら生産された水産物や、それらを利用

してつくられた製品に表示できるマー

クです。

10

食料の重量に輸送距離をかけた「フー

ドマイルズ」を意識して、できるだけ

生産地に近い地域で消費することで環

境負荷を減らそうとする運動です。

9
公正な値段で取引されるので、ちゃん

と貧しい人に収入が入ります。

答え 答え 答え 答え

③　アメリカ ①　水産物 ②　フードマイルズ運動 発展途上国の人たち

南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！

16

日本は、１６５位中１８位という結果

になっているので、エシカル消費の先

進国とは言えません。ちなみに１位は

フィンランドです。環境先進国とも言

われています。

15

私たち一人ひとりが社会的な課題に気

づき、日々のお買い物を通してその課

題解決のために自分は何ができるのか

考える必要がある。

14

同じ地域の物を使うことで、温室効果

ガスの排出量が遠方の地域に輸送する

場合と比べて抑えられる。

13

エシカル消費とは社会課題の解決を考

えたり、そうした課題に取り組む事業

者を応援しながら消費活動を行うこと

です。つまり、全部エシカル消費なん

ですね！

答え 答え 答え 答え

× 全て
地域でとれたものをその地域

で消費すること
全て



エシカル消費問題カード17 エシカル消費問題カード18 エシカル消費問題カード19 エシカル消費問題カード20

17

次の中でフェアトレード商品と

してあるものはどれでしょう

か。

①　サッカーボール

②　スパイス類

③　アイスクリーム

④　ナッツ類

18

フードマイレージを下げるに

は、食糧自給率を上げる必要が

あるでしょうか？

①　〇

②　×

19

フェアトレードの本部がある国

はどこでしょうか？

①　スイス

②　ドイツ

③　イタリア

④　日本

20

愛知県の県庁所在地である名古屋市は

「フェアトレードタウン」でしょう

か？

①　〇

②　×

ヒント ヒント ヒント ヒント

1つじゃないかも！？
フードマイレージの意味を考

えれば簡単！
ぜひ、知って下さい。

日本にはフェアトレードタウ

ンがいくつかあります。

エシカル消費問題カード21 エシカル消費問題カード22 エシカル消費問題カード23 エシカル消費問題カード24

21

ゴミ問題対策の３Ｒは、リユー

ス・リサイクルともう一つはな

んでしょう？

①　リカバー

②　リデュース

③　リバース

22

エシカル消費を活用したコスメ

ブランドがあるでしょうか？

①　〇

②　×

23

フードマイレージを下げるに

は、どうしたらよいでしょう

か？２つ選んで下さい。

①　地元のものを買う

②　外国産のものを買う

③　隣県のものを買う

④　安いものを買う

24

日本では、貧困世帯の子供は何

人に一人でしょうか？

①　５人

②　７人

③　９人

ヒント ヒント ヒント ヒント

よく考えると？ お化粧ですね。
フードマイレージを日本語に

しよう！
日本における人数です！



南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！

20

フェアトレードタウンとは、行政、企

業・商店、市民団体などが一体となっ

てフェアトレードの輪を広げていると

認定された都市のことをいいます。

2015年９月１９日に、日本で2番目に登

録されました。

日本で最初に登録されたのは熊本県熊

本市で、2022年1月現在、6つの市が認

定されています。

19

ドイツのボンに本部があります。フェ

アトレードラベルを管理する機関は現

在、欧州に１８か国あります。

18

フードマイレージとは食材（フード）

の輸送距離（マイレージ）という意味

なので、自国の生産量を増やせば輸送

距離は短くなります。輸送距離が短い

ということは地産地消にもつながりま

す。

17

他にもコーヒー、チョコ、紅茶、ワイ

ン類などがあります。ぜひ調べてみて

ください！

答え 答え 答え 答え

〇 ドイツ 〇 全てあります

南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！

24

貧困世帯で暮らしている１７歳以下の

子供は、全国で２８０万人を超えてい

ます（２０１６年厚生労働省公表デー

タより）。日本でも貧困問題は他人事

ではありません！

23

フードマイレージは「食料の輸送距

離」のことなので、自分の住む県や国

のものを買うことで下げることができ

ます。下げることで、輸送に使用する

石油などの燃料や人件費の削減にもつ

ながり、環境にも人にも優しくなりま

す。

22

The Body shopやLush、AWAKE、ファ

ンケルなどがあります。

エシカル消費は、幅広い業界で取り入

れられている考え方なんです。

21

日本語にすると「減らす」という意味

です。ちなみに、リユースは「再使

用」、リサイクルは「再生利用」で

す。

答え 答え 答え 答え

②　７人に一人
①　地元のものを買う

③　隣県のものを買う
〇 ②　リデュース



エシカル消費問題カード25 エシカル消費問題カード26 エシカル消費問題カード27 エシカル消費問題カード28

25

自然環境や労働環境に配慮をし

て作られた服のことを何という

でしょうか？

26

商品の価値を守るために作られ

た流通のルールは何でしょう

か？

①　３分の１ルール

②　４分の１ルール

③　５分の１ルール

27
フードマイレージを日本語にす

ると何というでしょうか？
28

南陽高校では2021年秋にアンケート調

査を実施しました。その中で、フェア

トレードの意味を言葉で説明できる人

は、１３５名中何人だったでしょう？

①１３５人

②６８人

③２２人

④５人

ヒント ヒント ヒント ヒント

〇〇○○ファッション！ 賞味期限がポイント！
フードがご飯で、マイレージ

が？
もっと頑張らなきゃ！

エシカル消費問題カード29 エシカル消費問題カード30

29

本来であれば捨てられるはずの

廃棄物に、デザインやアイディ

アといった新たな付加価値を持

たせることで、別の製品として

生まれ変わらせることを何とい

うでしょうか？

30

被災地で作られたものを買うこ

とで、その被災地を応援するこ

とを何というでしょうか。

ヒント ヒント

新しい1つのサイクルを作っ

ていきます。
頑張れ頑張れ！



南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！

28

名古屋市内の３つのイベントにおい

て、市内のイベント来場者135名の方に

フェアトレードやエシカル消費に関す

るアンケート調査に協力してもらいま

した。もっと増えると良いなぁ！

27

フードマイレージが高い＝輸送距離が

のびる＝石油などの燃料をたくさん使

うということ。できるだけ地元のもの

を買うと良いですね。でも食料自給率

が高くない日本は、バランスをとるこ

とも必要です。

26

賞味期限が残り3分の1になる前に、卸

業者が小売店に納品しなければならな

いという商習慣です。食品ロス増加の

原因の1つにもなっているため、見直し

も進んでいます！

25

長く愛される服を選んだり、きちんと

ケアをし、捨てるのではなく染め直し

たり、リメイクをして大切にすると

いった服と良い関係性を築こうとする

ことも含みます。

答え 答え 答え 答え

③　２２人 食料の輸送距離 ①３分の１ルール エシカルファッション

南陽高校生が教える解説！ 南陽高校生が教える解説！

30

2011年3月に起きた東日本大震災から広

く使われるようになりました。最近で

は新型コロナウイルス感染拡大による

影響で困っている生産者などから購入

する動きが広がりを見せています。

29

本来であれば捨てられるはずの廃棄物

にデザインやアイデアを付加してアッ

プグレードさせることをいいます。

答え 答え

応援消費 アップサイクル（Upcycle)


