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石油や石炭、天然ガスという
せき　たん てん ねんせき　ゆ

　二酸化炭素は、とても身近な物質で、私たち生き物が息をはくときや燃料を燃やすときに発生

します。テレビをみて電気を使ったり、お風呂をわかすのにガスを使ったり、自動車が走るのにガ

ソリンを使ったりしてエネルギーを消費すると、二酸化炭素が発生します。
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そのほとんどが

動物や植物への影響

気温が上がると地球はどうなる！？気温が上がると地球はどうなる！？
　気温が上がると、南極や北極の氷がとけて、海面が上がり、たくさんの島がしずむといわれ、日本

でも海面が1m（メートル）上がると、90％（パーセント）の砂浜を失います。また、気温が上がる

と、温暖化になって異常気象を招き、洪水が多く発生する地域がある一方、干ばつにより砂漠化が

進む地域も増えます。日本でも農作物や漁獲量に影響が出たり、台風が大型化したり、これまで暖か

い地域でしか発生しなかったマラリアなどの感染症の病気が広がる危険性が心配されています。��

ほっきょく

かい  めん

はっせい

はっせい

あたた

あ

あ

ああ



　2014年の世界のCO2排出量は、330億t-CO2となって

おり、中国が28.3％でトップ。続いてアメリカが15.8％、

インドが6.2％、ロシアが4.8％となっており、わが国日本

は3.6％で世界5番目のCO2排出国となっています。
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だからエネルギーの

ムダ使いをやめなきゃね。
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どうして地球が暖かくなるの？　どうしたら温暖化をとめられるの？
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地球温暖化って何だろう！？地球温暖化って何だろう！？
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世界で話し合おう！世界で話し合おう！

■元気な地球■
げん　　 き               ち   きゅう

おん  しつ   こう     か
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宇宙に余分な熱が
逃げていくことが
できる。
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太陽の熱（光）

温室効果ガスは、決して悪いもの

ではないんだ。これまで、温室効果

ガスのおかげで、人間や生き物が

地球で暮らすのにちょうどいい温

度（平均気温14℃）に保たれてき

たんだよ。

温室効果ガスがないと、地球全体が

氷の世界（氷点下19℃）になって

しまうと言われているんだ。

木や草はCO2を吸収し、O2を出しています。

CO2=二酸化炭素→　　→O2=酸素
★

★

参考：こども環境白書2016（環境省）より作成

参考：地球温暖化に関する知識

　　（気象庁2017年1月）より作成

■暖かくて困った地球■
（温室効果ガスが増えてしまうと）
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二酸化炭素などが
増えて濃くなった
温室効果ガスの層
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熱があまり逃げることが
できず、余分な熱が
残ってしまう。

つか

たいきちゅう　                  おお　                          ち

きゅう　 そと　    に　                                           ねつ　   はん

たい　    と　     こ

おん ど

たも　                         ちきゅう　                              あつ

みんながエネルギーのムダ使いをす

ると大気中のCO2が多くなって、地

球の外に逃げようとしている熱を反

対に閉じ込めてしまうんだ。そうす

ると、これまでちょうどいい温度に

保たれていた地球は、だんだん暑く

なっちゃうんだ。

気候変動枠組条約

締約国会議：COP
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（温室効果ガスがほどよいと）

参考：エネルギー経済統計要覧2017年版
　　  （EDMC）より作成

総排出量
約330億 t-CO2

中国
28.3％

インド
6.2％

ロシア
4.8％日本

3.6％

メキシコ 1.4％
ブラジル 1.5％
カナダ 1.6％
韓国 1.8％
ドイツ2.1％

その他
32.8％

アメリカ
15.8％



へぇ～！自然のエネルギーを使って

電気をつくることで、CO2を減らす事ができるんだ。

でも、お天気によって電気が作れないこともあるから、

上手に組み合わせて使うことが大切なんだね。
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再生可能エネルギーって何だろう？再生可能エネルギーって何だろう？

再生可能エネルギー発電は、太陽や風、地熱や水などの自然の

エネルギーで作る発電のことで、電気を作るときにCO2が出な

いため、温暖化対策および資源の少ない日本にとっては、有効

なエネルギーです。

しかし、天候に左右された

り、費用が高いなどの課題

があります。再生可能エネ

ルギーと化石燃料（石油、石

炭 、天 然 ガ ス ）の エ ネ ル

ギーには、それぞれ優れた

点と弱点があるので、上手

に組み合わせて利用するこ

とが重要です。

さいせい  か のう はつでん　　　　たいよう       かぜ　　  ち  ねつ　   みず　　               し ぜん

つく　　はつでん　　　　　　　　　　 でん き　　 つく　　　　　　　　　　　　　　　 で

おんだん か　たいさく　　　　　　　し　げん　　すく　　　　　に　ほん　　　　　　　　　　　　　ゆうこう

　　　　　　　　てんこう　　　さ　ゆう　　　　　　　　　　　

  　　　　ひ　よう　　 たか　　　　　　　　　 か　だい

　　　　　　　　　　　　　さいせい  か のう   　　　　　　　

 　　　　　　　　 か せき ねんりょう　　せき  ゆ　せき

たん　　 てん ねん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  すぐ

てん　　 じゃくてん　　　　　　　　　　　　 じょうず

　　 く　　　 あ　　　　　　　 り よう

  　　　じゅうよう　　　　　　　　　　　　　　　

さい    せい    か     のう  さい    せい    か     のう なん

天然ガス
46.2％

石炭
31.0％

石油
10.6％

水力
9.0％

水力除く再生可能
エネルギー　3.2％

参考：我が国の年間発電電力量の構成2014年度
　　  （資源エネルギー庁）より作成



テレビは、見ないときは電源オフ。
見たいテレビ番組を選んで、1日の
利用時間を減らそう。
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