
京都大学超 SDGs 学部オンラインクイズ大会 解答解説集 

 

 3 月 14 日（土）試験 

1.日本で紙のリサイクルがはじまったのは何時代からでしょう？（出題：エコ～るど京大）  

①平安時代 ②江戸時代 ③明治時代 

（解答：① 紫式部（むらさきしきぶ）や清少納言（せいしょうなごん）が活躍した平安時代。このころ

には、日本で「古紙の抄（す）き返し」という使用済みの紙のリサイクルが行われていたとされています。

当時は高価だった紙を大切にするだけでなく、平安の人々はエコな生活をすでに実践していました。【出

典】日本製紙連合会 HP https://www.jpa.gr.jp/p-world/p_history/p_history_05.html） 

 

2. SDGs（持続可能な開発目標）には全部でいくつのゴールがあるでしょう？（出題：エコ～るど京大） 

①5 ②17 ③169 

（解答：②） 

 

3. つぎのプラスチック製品の中で、容器包装(ようきほうそう)プラスチックとしてリサイクルできるも

のは、どれでしょう？(出題：国崎クリーンセンター) 

 ①ボールペンや定規（じょうぎ）などの文具 ②荷物を保護（ほご）する発泡（はっぽう）スチ

ロールやシート ③CD ケース 

（解答：② 「容器」とは商品を入れるもの（袋を含む）、「包装」とは商品を包むもので、容器包装プラ

スチックとは、その中身を出して、使った後や、中身商品を分離した後、不要となるプラスチック製の容

器や包装のことをいいます。プラスチック製のものでも、商品そのものが容器であれば対象外となりま

す。） 

  

4. セイラーズフォーザシー日本支局がブルーシーフードガイドを制定しています。ブルーシーフードと

は、数が多く乱獲（らんかく）になりにくい方法で獲られている持続可能な海産物（かいさんぶつ）のこ

とです。ブルーシーフードに当てはまるものはどれでしょう？（出題：エコ～るど京大） 

 ➀クロマグロ ②ベニザケ ③マダイ 

（解答：② ベニザケは、ブルーシーフードに認定されています。ただし、ベニザケであればどれでも

いいのではなく、特定の産地や漁獲（ぎょかく）方法が定められています。一方でクロマグロは、2014

年に IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストにおいて絶滅危惧種（ぜつめつきぐしゅ）に指定されま

した。太平洋クロマグロの資源回復のため、日本では漁獲管理を行っています。マダイは、養殖が漁獲

量の 8 割にのぼり天然物は 2 割しかありませんが、今の漁獲量だと減少する地域もあるため注意が必要

でです。【出典】SAILORS FOR THE SEA：ブルーシーフードガイド

https://sailorsforthesea.jp/blueseafood、水産庁：くろまぐろの部屋, 水産庁栽培養殖課・

https://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/yousyoku/pdf/140116_9.pdf） 

 

5.世界では食べるために生産された食料のうち約〇分の 1 が無駄（むだ）になったり、すてられたりして

います。〇に入るのはどれでしょう？（出題：エコ～るど京大）  



①2 ②3 ③5 

（解答：② 中・高所得（しょとく）国では食品ロスが大きな原因であるのに対し、低所得国では収穫や

貯蔵（ちょぞう）の技術が課題となっています。【出典】FAO：世界の食料ロスと食料廃棄―その規模、

原因および防止策（2011 年）、http://www.fao.org/3/a-i2697o.pdf） 

 

6. 使用した後に土の中で分解（ぶんかい）されるポリ乳酸繊維（にゅうさんせんい）は、おもにある食

品から作られています。その食品はどれでしょう？（出題：共立女子大学） 

 ①ヨーグルト ②トウモロコシ ③コンブ 

（解答：② ポリ乳酸繊維は、トウモロコシのでんぷんから微生物発酵（びせいぶつはっこう）により得

た乳酸を原料にしています。ポリ乳酸繊維は土壌（どじょう）中で自然に分解され、トウモロコシ由来な

ので分解後も大気中の二酸化炭素の量を増やさない持続可能（じぞくかのう）な繊維として注目されて

います。） 

 

7.毛皮のコートを作るため毛皮を剥（は）がれる動物たちがかわいそうという声が上がっています。そこ

で、毛皮の代わりになるものを化学繊維（かがくせんい）で作った製品が販売（はんばい）されています。

その材料として多く用いられる繊維はどれでしょう？（出題：共立女子大学） 

 ①羊毛 ②ポリエステル繊維 ③アクリル繊維 

（解答：③ 化学繊維を使って毛皮の代わりになる「エコファー」が作られています。ファーは英語で毛

皮のことです。エコなファーでエコファーです。エコファーによく用いられるのはアクリル系の繊維で

す。アクリルは毛に似た性質を持つので、羊毛の代わりにもなります。また、人毛に似せてカツラの材料

としても使われています。） 

 

  



8.日本で一年間にすてられている服は、重さにすると T シャツ（約 100g）何枚分でしょう？（出題：日

本繊維機械学会） 

 ①1 億枚（おくまい） ②10 億枚 ③100 億枚 

（解答：③ 衣服廃材（いりょうはいざい）100 万トン/年：この量は T シャツ 100ｇ/枚とすると T シ

ャツ換算（かんさん）で 100 億枚になります。【出典】繊維製品のライフサイクルフロー(2004)） 

 

9.日本全国で給食牛乳用に使われるストローは、一日あたりおよそ何本でしょう？（出題：峰興商事(株)） 

 ①約 400 万本 ②約 600 万本 ③約 800 万本 

（解答：③（②も可とする） 2016 年の時点で、日本全国で 1 日に支給される給食牛乳は約 1,000 万本

です。そのうち約 20％は瓶入りで、残りの 80%（800 万本）は紙パックとなり、1 日あたりおよそ 800

万本のストローが使い捨てられています。 

【計算式】年間 1,732,793 千本÷平均日数（180 回～190 回）×紙パック率 81.1%= 740 万本（190 回）～780

万本（180 回）※試算に用いる値の四捨五入や平均日数によって 700 万本の周辺で値が変動します。これ

により、今回は 600 万本も正解としています。 

【出典】農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/chikusan/gyunyu/lin/attach/pdf/index-85.pdf） 

 

  



【参考】出題企業からの情報 

 
10.次の〇に入る日本語はどれでしょう？ 

 2014 年に環境分野（かんきょうぶんや）で初のノーベル平和賞（へいわしょう）を受賞（じゅしょう）

したケニア人女性、ワンガリ・マータイさん。マータイさんは、2005 年の来日の際に〇という日本語に

感銘（かんめい）を受けました。マータイさんはこの美しい日本語を、環境を守る世界共通語（きょうつ

うご）として広めることを国連（こくれん）で提唱（ていしょう）しました。（出題：毎日新聞社） 

 ①とんでもない ②みっともない ③もったいない 

（解答：③ ＭＯＴＴＡＩＮＡＩは、Reduce（ごみ削減）、Reuse（再利用）、Recycle（再資源化）という

環境活動の 3R をたった一言で表せるだけでなく、かけがえのない地球資源に対する Respect（尊敬（そ



んけい）の念）が込められている言葉です。マータイさんはこの美しい日本語を、環境を守る世界共通語

（せかいきょうつうご）として広めることを提唱しました。） 

 

11. NPO 法人コンシューマーズ京都の調査によると、一家族から一週間で出る使いすて容器包装（よう

きほうそう）プラスチックの数はどのくらいでしょう？なお、ふたやフィルムなども数えます。（出題：

コンシューマーズ京都） 

 ①55 個 ②63 個 ③151 個 

（解答：③ ①55 個は一人あたりの個数、②63 個は製品としての個数、③151 個は一家族一週間で出る

個数になります。【出典】ＮＰＯ法人コンシューマーズ京都調査「容器・包装プラスチックごみ調べ」（2019

年７月）） 

 
 

12.ペットボトルリサイクル回収の際には、ペットボトルをどんな状態（じょうたい）で回収場所まで持

ってくるのが良いでしょう？（出題：(株)寺岡精工） 

 ①飲み終わったらそのまま ② ボトルは洗（あら）って、キャップとラベルは付けたまま ③ 

ボトルは洗って、キャップとラベルは外す  

（解答：③ ペットボトルは、キャップ・ラベル・ボトルでそれぞれ PS（ポリスチレン）、PP（ポリプ

ロピレン）、PET（ポリエチレンテレフタラート）と材質が異なります。異なる素材は分けて回収した方

が、効率（こうりつ）よくリサイクルすることができるので、より良い品質のリサイクル製品をつくるこ

とができるのです。） 

 

13.このごろよく聞くことがある「バイオ」と言う言葉は、どれを指しているでしょう？（出題：JFW 木



質高度技術研究機構(株)） 

 ①化学繊維（かがくせんい） ②酸素（さんそ） ③動物・植物 

（解答：③ バイオと聞くとバイオマスプラスチックのような科学的につくられた物が想像されますが、

商品をつくる前の材料を意味します。その材料が動植物の事を言います。） 

 

14.SDGs（持続可能な開発目標）は地球上誰一人取り残さないことを掲げています。この「誰一人取り残

さない」を英語に訳したものはどれでしょう？（出題：エコ～るど京大） 

 ①leave no one after  ②leave no one behind  ③leave no one outside 

(解答：② 誰一人取り残さない（leave no one behind）ことを誓(ちか)っている SDGs は世界中の人々

がその達成を目指して様々な活動を行っています。【出典】

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html） 

 

15.飛行機（ひこうき）やゴルフシャフト（ゴルフクラブの持つ部分）に使われている、プラスチックを

強くする黒い繊維（せんい）はどれでしょう？（出題：日本繊維機械学会） 

 ①ガラス繊維 ②炭素（たんそ）繊維 ③アラミド繊維 

 （解答：② 炭素繊維はカーボン繊維とも呼ばれ、合成樹脂（ごうせいじゅし）と組み合わせ

た複合（ふくごう）材料としても用いられます。鉄と比べて比重（ひじゅう）で 1/4、比強度（ひきょ

うど）で 10 倍と軽くて強いのが特徴（とくちょう）です。【出典】

https://www.torayca.com/aboutus/abo_001.html） 

 

16. 2015 年に 2030 年までに達成すべき目標として定められた SDGs ですが、2000 年に採択され、2015

年までに達成すべき目標として掲げられた目標の名前は何でしょう？（出題：エコ～るど京大） 

①MDGs ②環境と開発に関するリオ宣言 ③京都議定書（きょうとぎていしょ） 

（解答：① MDGs の M はミレニアムを意味します。極度（きょくど）の貧困と飢餓の撲滅（ぼくめつ）

など，2015 年までに達成すべき 8 つの目標を掲（かか）げていました。その内容は SDGs に引き継（つ）

がれています。） 

 

17.二酸化炭素が海水に吸収されることで、海水の水質（すいしつ）が変化し、あることが起こります。

その現象（げんしょう）はどれでしょう？（出題：(株)国中環境開発）  

①富栄養化（ふえいようか） ②サンゴ礁（しょう）の白化（はっか） ③海面上昇化（かいめ

んじょうしょうか） 

（解答：② 二酸化炭素が水に溶けると、水は酸性（さんせい）になります。サンゴ礁（しょう）は「海

の熱帯雨林（ねったいうりん）」といわれており、たくさんの海の生き物が住んでいます。ただ、サンゴ

は海水の酸性化などの水質（すいしつ）の変化（へんか）や水温（すいおん）の上昇（じょうしょう）に

弱いため、白化（はっか）を起こし死んでしまいます。サンゴが死ぬとサンゴ礁で暮らしていたたくさん

の生き物が住むところを失い、海の生き物の多様性（たようせい）が失われてしまいます。 

【出典】国立環境研究所 https://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/6/6-1/qa_6-1-j.html） 

 



18.○×問題です。 

日本には、おむつが買える「紙おむつ自動販売機（じどうはんばいき）」があります。（出題：全国都市清

掃会議） 

 ①〇 ②× 

（解答：① ダイドードリンコ(株）は、大王製紙(株）、セコム医療システム(株)と共同でベビー用の紙

おむつの自動販売機を全国展開（ぜんこくてんかい）しています。2019 年に、道の駅「いたこ」に第 1

号機を設置しました。【出典】共同通信・ダイドーＨＰ） 

 

19.○×問題です。 

紙おむつは 2018 年に、約 235 億枚（乳幼児用（にゅうようじよう）151 億枚、大人用 84 億枚）作られ

ていますが、一年に作られるおむつの数は年々減っています。（出題：全国都市清掃会議） 

 ①〇 ②×  

（解答：② 2018 年の生産枚数は、乳幼児用では 2010 年の 1.7 倍、大人用では 1.5 倍になっていま

す。【出典】環境省「使用済み紙おむつのリサイクルに関する情報整理」、

http://www.env.go.jp/recycle/recycling/diapers/pdf/001/omutu1_3_seiri.pdf） 

 

20.魔法瓶（まほうびん）なら、時間がたってもあたたかい飲み物はあたたかいまま、つめたい飲み物は

つめたいまま飲めますが、この特徴（とくちょう）はどれでしょう？（出題：象印マホービン(株)） 

 ①保温（ほおん） ②沸騰（ふっとう） ③冷凍（れいとう） 

（解答：①） 

 

21.大丸京都店（だいまるきょうとみせ）では小学生以下のお子さまと楽しく学んで、楽しく遊ぶをテー

マに「京都のまちに貢献（こうけん）したい」という思いから、2019 年に「だいまるきょうとっこがく

えん」を開校（かいこう）しました。この学園⾧（がくえんちょう）の名前はどれでしょう？（出題：（株）

大丸松坂屋百貨店大丸京都店） 

 ①ドッチー ②デッチー ③アッチー 

ヒントはこちら！https://www.detchiikun-kyoto.jp/ 

（解答：② 大丸は京都の呉服店（ごふくてん）として 1717 年に開業。⾧い歴史の中で誕生したデッチ

ーくんは、ふろしき包みと大福帳（だいふくちょう）をもった丁稚（でっち）をイメージしたキャラクタ

ーです。京都が大好きなデッチーくんは子供たちといっしょに学ぶために学園⾧となりました。） 

 



22.マクドナルドのお店で使われている緑色のトレイは、何をリサイクルして作られたものでしょう？（出

題：日本マクドナルド(株)） 

 ①マックシェイクの容器 ②マックシェイク ③ハッピーセットのおもちゃ 

（解答：③ 遊ばなくなったハッピーセットのおもちゃを回収して、最先端（さいせんたん）のリサイク

ル技術によって生まれた「緑色のトレイ」は、子供たちの思いやりがつまったトレイです。） 

 
23.アクアクララの水は一ヶ所の工場だけで作られるのではなく、全国にあるたくさんの工場で作られて

います。それは工場から、届（とど）ける場所までの距離（きょり）を短くして、環境問題解決（かいけ

つ）にも貢献するためです。どのように貢献できるのでしょう？（出題：アクアクララ(株)） 

 ①水の配達員（はいたついん）が水を飲まなくてすむ ②トラックの排気ガスや二酸化炭素を削

減（さくげん）できる ③配達用の水容器が少なくすむ  

（解答：② アクアクララでは北海道から沖縄まで 60 ヶ所以上の製造プラント（工場）があります。プ

ラントから配達拠点（はいたつきょてん）までの一時物流（トラック移動）が少ないため、排気ガスを抑

制できると同時に、燃料利用（ねんりょうりよう）に伴う二酸化炭素削減に貢献しています。） 

 

  



24.（株）ecommit（えこみっと）は物を無駄（むだ）にしないために取り組んでいます。この会社では、

このような産業（さんぎょう）を何産業と呼んでいるでしょう？（出題：(株) ecommit） 

 ①瞬間産業（しゅんかんさんぎょう） ②循環産業（じゅんかんさんぎょう） ③水脈産業（す

いみゃくさんぎょう） 

（解答：②） 

 



25.大日本印刷（株）のバイオマテック®は、原材料（げんざいりょう）の一部に何を使っているでしょう？

（出題：大日本印刷(株)） 

 ①植物   ②ガラス ③金属 

 （解答：① 大日本印刷（株）の「バイオマテック®」は、原材料の一部に植物（サトウキビの廃糖蜜（は

いとうみつ））を使っている、地球にやさしい包装材（ほうそうざい）です。これまでの石油由来のプラ

スチックフィルムと比べて、温室効果ガスをライフサイクル全体で約 10％削減（さくげん）できます。

【出典】https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/1188719_1567.html） 

 

26.のりの全形（ぜんけい）は縦（たて）21cm×横（よこ）19cm が規格（きかく）サイズとなっていま

す。それはなぜでしょう？（出題：（株）光海） 

 ①のりを詰（つ）める箱のサイズに合わせ、流通しやすくするため ②法律で決まっているため 

③おにぎりを作りやすくするため 

（解答：① 江戸時代ごろに、のりの生産量が増えたのをきっかけに、のりを詰める箱である「海苔平箱

（のりひらばこ）」のサイズに合わせて、海苔を 20 帖（じょう）×8 列で並べるときちんと納められるサ

イズに変化していきました。） 

 

27. 2018 年に、世界で使用された使い捨てカップ（紙・プラスチック含む）をお金に換算（かんさん）すると

どれぐらいでしょう？（出題：NISSHA(株)） 

  ①15 兆円 ②1 兆 5,000 億円 ③1,500 億円 

 （解答：② 調査会社レポートより、以下数値を抜粋（ばっすい）しています。 

US$ 13.77B （$1 = 105 円換算)より、1.45 兆円 

https://www.researchandmarkets.com/reports/4844725/disposable-cups-global-market-outlook-

2018?utm_source=GNDIY&utm_medium=PressRelease&utm_code=td2lnw&utm_campaign=1302049+-

+Worldwide+Disposable+Cups+Market+Outlook%2c+2018-2027+-

+Drivers%2c+Constraints%2c+Opportunities%2c+Threats%2c+Challenges%2c+Recommendations&utm_exe

c=joca220prd） 

 

28. 液晶（えきしょう）TV の中には、きれいな画像（がぞう）を表示するために生物の機能をヒントに

して開発されたプラスチック製品があります。その生物とはどれでしょう？（出題：三洋化成(株)） 

 ①くらげ ②カメレオン ③ガ 

（解答：③ モスアイとは、その名の通り“ガの目”の構造（こうぞう）を研究したネイチャーテクノロ

ジーの 1 つで、光の波⾧（はちょう）よりも小さい、約 200 ナノメートルピッチ（間隔（かんかく））

で、高さ 200 ナノメートルほどの透明な突起（とっき）が表面に無数（むすう）に並んでいる構造をし

ています。この製品のおかげで、画面が映（うつ）り込みの少なく、見やすいものとなりました。【出

典】http://www.keins.city.kawasaki.jp/content/ksw/4/5_film.pdf2020/03/13 閲覧） 

 

29 アステム（京都高度技術研究所）が今年度から実施している事業で、生分解性プラスチックの新たな

原料として考えられているものは次のうちどれ？（出題：公益財団法人 京都高度技術研究所） 



①天ぷら油 ②生ごみ ③使用済みプラスチック ④バイオディーゼル 

（解答：① 天ぷら油を原料に生分解性プラスチックを作ろうとしています。間違いの多かった、バイ

オディーゼルとは使用済み天ぷら油（廃食用油）などをメチルエステル化して製造される、ディーゼル

エンジン用のバイオ燃料です。【出典】http://tenbou.nies.go.jp/science/description/detail.php?id=7

（2020/03/16 閲覧）） 

 



 

30 鉄鉱石（てっこうせき）から鉄鋼製品を製造（せいぞう）する時には、製品１トンあたり二酸化炭素

（にさんかたんそ）が 2,000 キログラム発生します。では鉄スクラップを 1 トンリサイクルして鉄鋼製

品として再生（さいせい）する時に発生する二酸化炭素は何キログラムでしょう？（出題：東京製鐵(株)） 

 ①約 3,000 キログラム ②約 2,000 キログラム ③約 500 キログラム 

（解答：③ 鉄は何度でもリサイクルすることが可能です。鉄スクラップから鉄鋼製品を製造する時に

発生する二酸化炭素の発生量は、鉄鉱石から鉄鋼製品を製造する時の 1/4 です。鉄鉱石から鉄を取り出

さず、出来るだけ鉄スクラップをリサイクル使用していくことで鉄鋼製品を製造する時に発生する二酸

化炭素の削減することが出来ます。【出典】ＨＰ東京製鐵の環境への取り組み 

http://www.tokyosteel.co.jp/eco/about/） 

 

 3 月 15 日（日）試験 

 

1.「3R（すりーあーる）」の中で、使い終わったものをもう一度資源（しげん）に戻（もど）して使うこ

とをリサイクルと言います。では一つのものを繰（く）り返して使うことを意味（いみ）するのはどれで

しょう？（出題：エコ～るど京大） 

 ①リユース ②リピート ③リデュース 

（解答：① ごみそのものの量を減らすことがリデュースとなり、リデュース、リユース、リサイクルの

三つで 3R になります。） 

 

2. 京都大学 125 周年はいつでしょう？（出題：エコ～るど京大） 

 ①2002 年 ②2022 年 ③2042 年 

（解答：② 京都大学は、1897 年に京都帝国大学として創立しました。その当時は、理工科（りこうか）

大学（今の理学部、工学部）のみでしたが、その後法科（ほうか）大学（今の法学部）や医科（いか）大

学（今の医学部）が次々と設置（せっち）され、今では 10 個の学部から成っています。ちなみに、京都

大学のシンボルである時計台は、1925 年の完成です。【出典】https://125th.kyoto-u.ac.jp/） 

 

3.牛乳パックはリサイクルしてトイレットペーパーにできます。では、トイレットペーパーを 1 ロール

作るのに、牛乳パックは何枚必要（ひつよう）でしょう？（出題：エコ～るど京大） 

 ①6 枚 ②12 枚 ③24 枚  

（解答：① トイレットペーパーはいろいろありますが、JIS※を元に試算（しさん）すると 133.4ｇ／

個となります。紙パック 1000ｍｌの重さは約 30ｇ／枚・・・6 枚で 180ｇです。表裏のポリエチレン

を除（のぞ）き、製造の歩留（ぶど）まりも合せた収率を 75％とすると、牛乳パック 6 枚で 135ｇ／個 

となります。※日本工業規格「JISP4501 トイレットペーパー」坪量 18g/㎡、紙幅 114mm、⾧さ 65m

とすると、1 個約 133.4ｇ【出典】全国牛乳容器環境協議会 HP（2020/03/09 閲覧）

http://www.yokankyo.jp/cat01.html） 

 

4. 祇園祭（ぎおんまつり）は 2019 年に創始（そうし）1150 年をむかえ、それを記念してエコ～るど京



大は京都市と共に、祇園祭から持続可能性を学ぶ「こんちきジーズ」プロジェクトを行いました。 

このプロジェクト名は SDGs と「こんちきちん」という 2 つの言葉を合わせて名付けました。 

さて、「こんちきちん」は何をあらわした言葉でしょう？ 

 ①鉾（ほこ）を動かすときのかけ声 ②祇園囃子（ぎおんばやし）の音 ③祇園祭に参加する人

の総称（そうしょう） 

（解答：② 祇園囃子の中の鉦（かね）の音色を「こんちきちん」と表します。 

【出典】http://eco.kyoto-u.ac.jp/?page_id=5474） 

 

5. 他の素材（紙等）と分離できない、汚れが落ちない容器包装（ようきほうそう）プラスチックは、ど

うしたらいいでしょう？（出題：国崎クリーンセンター） 

 ①なんとしてでも、完全に他の素材や汚れを取りのぞいてリサイクルへ出す  ②資源（水や洗

剤）や時間を使わず、そのまま普通ごみ（燃やすごみ）として出す ③わからないごみについては、すべ

て不燃ごみとして出す 

 (解答：② 食品などの残りかすがどうしても残る場合は、食器を洗ったあとの残り水などを利用して

すすいでください。ただし、汚れが付着（ふちゃく）して分解しないと洗えないものなど、汚れが簡単に

落ちない場合は、普通ごみ（燃やすごみ）に出します。) 

 

6.2020 年 3 月京大プラ博は縮小開催（しゅくしょうかい

さい）となりましたが、目玉企画（きかく）の一つであ

る「ぬいぐるみリユースのための団体回収（だんたいか

いしゅう）」は実施（じっし）されています。リコー環境

事業開発（かんきょうじぎょうかいはつ）センター（＠

静岡県御殿場市）でも、短期間にこれだけ集まりまし

た！さて、この写真のセンターがある御殿場の読み方と

して正しいのはどれでしょう？（出題：エコ～るど京大）

  

①おてんば ②こてんぱ ③ごてんば 

（解答：③） 

 

  



7.次の文はそれぞれ「飢餓（きが）」もしくは「飢饉（ききん）」の意味を説明しています。「飢餓（きが）」

についての説明はどちらでしょう？（出題：エコ～るど京大）  

①農作物がみのらず、食物が欠乏（けつぼう）し、飢え（うえ）苦しむこと。食物以外でも必要

な物資がいちじるしく不足する場合にいう。 ②うえること。うえ。一時的・地域的現象（ちいきてきげ

んしょう）である①と対比して、永続的（えいぞくてき）・慢性的（まんせいてき）な食糧不足（しょく

りょうぶそく）や低栄養状態（ていえいようじょうたい）にいう場合もある。 

（解答：② 飢饉（ききん）は紛争（ふんそう）や自然災害などが原因で起こる一時的な栄養不足のこと

で、緊急（きんきゅう）の食料支援が必要です。一方、SDGs の目標 2 でも取り上げられている飢餓（き

が）は継続的（けいぞくてき）に食料を手に入れることが出来ず栄養が不足している状態のことで、農業

の生産性の低さや、不公正な貿易などが原因です。将来にわたり自分で食料を手に入れられるよう自立

を支援することと、根本的な課題を解決する支援が必要です。【出典】NGO ハンガー・フリー・ワール

ド：飢餓とは https://www.hungerfree.net/hunger/） 

 

8.私たち日本人が一日に出している食品ロスの量は一人当たりどのくらいでしょう？なお、食品ロスとは

「国民に供給（きょうきゅう）された食料のうち本来（ほんらい）食べられるにもかかわらず廃棄（はい

き）されている食品」を指します。（出題：エコ～るど京大） 

 ①約 140ｇ＝茶碗（ちゃわん）一杯分のご飯くらい ②約 100g＝きゅうり一本くらい ③約 50g

＝納豆（なっとう）１パックくらい 

（解答：➀ つまり私たちは、茶碗一杯分のご飯と同じ量のまだ食べられる食べ物を毎日捨てているの

です。【出典】農林水産省：食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢（2019 年）、

https://www.city.koto.lg.jp/381104/documents/shokuhinlosu.pdf） 

 

9. 安田産業（株）では屋内で水耕栽培（すいこうさいばい）（土を使わないで水と肥料で野菜を育てる

方法）でフリルレタスを生産しています。土で栽培すると約 45～50 日かかるレタスが、水耕栽培で

は、何日程度で育つでしょう？（出題：安田産業（株）） 

①約 10 日 ②約 30 日 ③約 50 日 

（解答：② 水耕栽培すると、生育期間が短くなることに加えて、無農薬（むのうやく）、天候に左右さ

れないなどの特徴があります。） 

  



【参考】出題企業からの情報 

 

 

10.鉄よりも軽くて強い炭素繊維（たんそせんい）は、飛行機の機体（きたい）にも使われていて、飛行

機を軽くすることに役立っています。飛行機が軽くなると、同じ距離（きょり）を飛ぶのに必要な燃料

（ねんりょう）が少なくすむのでエコです。この炭素繊維はある化学繊維を蒸し焼きにして炭化（たん

か）させて作ります。炭素繊維の原料になるのはどれでしょう？（出題：共立女子大学） 

 ①アクリル繊維 ②ポリエステル繊維 ③ポリエチレン繊維  

（解答：① アクリル繊維を蒸（む）し焼きにすると軽くて強い炭素繊維ができることを、日本人の進藤

昭夫（しんどうあきお）さんが 1959 年に発見しました。世界に誇（ほこ）れる大発見です。） 

 

11.日本で一年間に販売（はんばい）されているペットボトルの本数はおよそ何本でしょう？（出題：ウ

ォーターポイント(株)） 

 ①約 5 億本 ②約 50 億本 ③約 250 億本 

（解答：③ 日本国内での指定ペットボトル（清涼飲料（せいりょういんりょう）、しょうゆなどペッ

トボトルの中で分別回収するもの）の販売本数は 2018 年度で 252 億本、国民一人あたり、年間約 200

本消費していることになります。SDGs の目標「12:つかう責任つくる責任」「14:海の豊かさを守ろう」

にあたり、プラスチックごみがあと 30 年で海の魚の量を超える予想となっています。【出典】PET ボト

ルリサイクル推進協議会 HP（2020/03/09 閲覧）http://www.petbottle-rec.gr.jp/data/calculate.html） 

 

12.北山杉（きたやますぎ）の磨（みが）き丸太は、従来（じゅうらい）、どのような用途（ようと）に、

おもに使用されてきたでしょう？（出題：日本たばこ産業(株)） 



 ①ベンチ ②筆 ③床柱（とこばしら） 

（解答：③ 京都市北西部では、室町時代ごろから続く伝統的な「北山杉」が育てられ、茶の湯文化や数

寄屋建築（すきやけんちく）の広まりとともに「北山丸太」が生産されてきました。滑らかな質感と優美

な光沢（こうたく）のある木肌（きはだ）から、「床柱」をはじめとした魅（み）せる建築用材として重

用（ちょうよう）され、銘木（めいぼく）として全国に知られています。最近では床柱以外にも磨き丸太

は活用されており、ベンチやつまようじ、おもちゃなどが作られています。【出典】京北銘木生産協働組

合：http://keihoku-meikyou.jp/Cell_hitotoki.html） 

 

13.ペットボトルと同じ素材からできているのはどれでしょう？（出題：日本繊維機械学会） 

 ①ポリエステル繊維 ②ナイロン繊維 ③シルク繊維 

（解答：① ペットボトルとポリエステル繊維は、ポリエチレンテレフタラート（PET）を材料としてで

きています。冬の季節におなじみのフリース等にも使用される素材です。） 

 

14.バイオ材料でレジ袋やごみ袋を作ると、なぜ自然にやさしい商品になると考えられているのでしょ

う？（出題：JFW 木質高度技術研究機構(株)） 

 ① 燃やした時に二酸化炭素の出る量をバイオ材料の分だけ減らすことができる。 ② 作った

レジ袋やごみ袋が動物のエサになる ③自然の材料なのでレジ袋やごみ袋が安く作れるようになる 

（解答：① 植物は大気中の二酸化炭素を吸収して成⾧します。植物から作られたレジ袋やごみ袋が燃

やされて二酸化炭素が放出（ほうしゅつ）されても、新たに大気中に二酸化炭素が増えないとする考え方

のことをカーボンニュートラルと呼びます。） 

 

15.日本の農家で作られた繭玉（まゆだま）一個からは何 m の糸が繰りとれるでしょう？（出題：日本繊

維機械学会） 

 ①12m ②120ｍ ③1200ｍ 

（解答：③【出典】大日本蚕糸会 HP：http://www.silk.or.jp/kaiko/kaiko_kurafuto.html） 

 

16.絹（きぬ／シルク）の代替（だいたい）として最初に開発された合成繊維（ごうせいせんい）はどれ

でしょう？（出題：日本繊維機械学会） 

 ①レーヨン繊維 ②ナイロン繊維 ③ポリエステル繊維 

（解答：② 当時、ストッキングの材料であったシルクに代わって、より安く大量に作りたいと、ナイ

ロンが開発されました。石炭と水と空気から作られ、「鋼鉄（こうてつ）よりも強く、クモの糸より細

い」、というのが当時のキャッチフレーズでした。 絹の輝きを求めて 19 世紀にフランスで開発された

再生セルロース繊維を，一般にレーヨンとよびます。【出典】化学便覧 応用化学編 第７版 

18 章 高分子材料 1174 ページより） 

 

17. エコ～るど京大では、ブルーシーフードを使用したカレー缶詰「BLUE SEAFOOD CURRY」を販売

しています。そこで使用しているブルーシーフードはどれでしょう？（出題：エコ～るど京大） 

➀サバ ②カレイ ③カツオ 



 

（解答：③ブルーシーフードカレーは 3 種類。「カツオのトマトカレー」「カキのココナッツカレー」「ワ

カメのキーマカレー」です。京都大学の時計台ショップで購入することもできますので、お土産にどう

ぞ！また、焼きサバを具材（ぐざい）にしたサバカレーもおすすめです！【出典】http://eco.kyoto-

u.ac.jp/?p=5569） 

 

18.グリーンランドの氷床（ひょうしょう）には、地球の気温上昇（きおんじょうしょう）をおさえる効

果があります。どのようにして地球の気温上昇をおさえるのでしょう？（出題：（株）国中環境開発） 

 ①太陽の熱を反射（はんしゃ） ②太陽の熱を吸収（きゅうしゅう）   

（解答：① 氷や雪といった白い地表では太陽光は約 7 割が反射（はんしゃ）されます。そのため、太陽

熱の吸収量（きゅうしゅうりょう）をおさえることができます。一方で、「アルベド効果」というものも

存在します、これは雪が溶けると黒い地表（ちひょう）が現れ、吸収量が増加し、さらに溶ける量が増え

るという現象で、ヒマラヤ山脈（さんみゃく）などではその影響を強く受けています。） 

 

19.○×問題です。 

「紙おむつ」を出すときに、おむつを入れたごみ袋に「紙おむつ」であることと「氏名」を書かなくては

いけない市があります。（出題：全国都市清掃会議） 

 ①〇 ②× 

（解答：① 御殿場（ごてんば）市は平成 30 年 4 月 1 日から、紙おむつを集積（しゅうせき）場所に

出すときは、「使用できる袋」の表面に「紙おむつ」と「名前等」の両方を必ず記入することとしてい

ます。なお、「氏名等は原則的にフルネームの記入となりますが、集積所利用者が確認できるものとし

て世帯番号やアパート名+部屋番号でも記名に変えることができます」としています。【出典】市ＨＰ：

https://www.city.gotemba.lg.jp/kurashi/b-4/b-4-2/6229.html） 

 

20.魔法瓶（まほうびん）を使うと二つのエコが達成（たっせい）できます。一つはエネルギーの無駄遣

（むだづか）いを減らせることですが、もう一つは何を減らすことができるでしょう？（出題：象印マホ

ービン(株)） 

 ①空気 ②虫歯（むしば） ③ごみ 

（解答：③） 

 

21.ラベルライターはテープを使い終わると、空になったプラスチックのケースがごみになります。ラテ

コはこのプラスチックごみを 97％削減（さくげん）しました。どうして削減できたのでしょう？（出題：

カシオ計算機(株)） 

 ①テープを詰め替え（つめかえ）方式にして、ケースがごみにならないようにしたから ②プラ

スチックのケースを紙素材に変えたから ③気合を入れたから 

（解答：①） 

  



【参考】出題企業からの情報 

 

22.次は社会と共に創業（そうぎょう）から 130 年間歩んできたクボタの想（おも）いです。○に入るの

はどれでしょう？ 

1890 年の創業から私たちクボタは一歩一歩、様々な壁を越えてきました。 

この美しい地球とそこに暮らす人々の未来のために、 

これからも「食料・○・環境」の課題に挑（いど）み続けます。（出題：(株)クボタ）  

①火 ②水 ③木 

（解答：② クボタは 1890 年の創業以来、創業者・久保田権四郎（くぼたけんしろう）の“事業を通じて

社会貢献（しゃかいこうけん）を”という強い想いのもとに、歩んできました。 

近代水道整備の礎（いしずえ）となった水道用鉄管の国産化に始まり、農業機械による食料増産と省力化

（しょうりょくか）など、いつの時代も社会が本当に求めているものを製品・技術・サービスの形で、世

に届けてきました。米一粒、水一滴から社会・産業の基礎（きそ）に至るまで、クボタは食料・水・環境

の分野における課題を世界規模で解決し、社会と共に歩みながら人々の豊かな暮らしと社会の発展を支

えていくことを使命にしています。） 

 

23.毎日の生活の中で少しの意識と行動を変えることで、“使（つか）いすては、恥ずかしい”という考え

方を啓発（けいはつ）するウォーターネットのプロジェクトはどれでしょう？（出題：(株)ウォーターネ

ット） 

 ①プラスマプロジェクト ②ステハジプロジェクト ③エコプラプロジェクト  



（解答：② 災害時（さいがいじ）の備蓄水（びちくすい）としてもニーズが高いウォーターサーバーと

マイボトルの活用でペットボトル飲料の購入量を減らし、海洋プラスチック問題と二酸化炭素削減に貢

献（こうけん）しています。また本プロジェクトは、毎日の生活の中で少しの意識と行動を変えることで

“使い捨ては、恥ずかしい”という考え方を啓発する、環境省プラスチック・スマートキャンペーンを推進

しています。） 

【参考】出題企業からの情報 

 

  



24.燃料電池自動車 (ねんりょうでんちじどうしゃ）MIRAI は、 走行時に二酸化炭素を一切排出しない

究極（きゅうきょく）のエコカーです。MIRAI が走行（そうこう）する「動力（どうりょく）の源（み

なもと）」はどれでしょう？（出題：京都トヨペット(株）） 

 ①ガソリン ② ガソリンと電気  ③水素と電気 

（解答：③ 【出典】https://toyota.jp/mirai/index_a.html?utm_expid=.PcnCgegaQ-

W9cpaCTyqhzg.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Ftoyota.jp%2Fmirai%2Fperformance%2F） 

 

25.一般的なプチプチは、何からできているでしょう？（出題：川上産業(株)） 

 

 ①ポリエチレン（PE） ②ポリエチレンテレフタラート（PET） ③ポリプロピレン（PP） 

（解答：① プチプチはポリエチレンからできています。ポリエチレンとは、レジ袋などに使われる最

も身近なプラスチックです。プチプチは 80％以上がリサイクルされています。【出典】

http://www.putiputi.co.jp/environment/） 

 

26.ガス化ケミカルリサイクル技術（ぎじゅつ）によってプラスチックごみをどのようにリサイクルでき

るようになったでしょう？（出題：荏原環境プラント(株)） 

 ①直接電気に変えることができる ②分子レベルに分解して、さまざまな化学原料にもういち

ど生成（せいせい）することができる ③直接プラスチックに成形（せいけい）することができる 

（解答：② ガス化ケミカルリサイクル技術によって、化学製品の製造に使用していた化石燃料をプラ

スチックごみに置き換えることができます。①の選択肢はサーマルリサイクル、③の選択肢はマテリア

ルリサイクルのことです。） 

  



【参考】出題企業からの情報 

 

  



27.ミネラル（微量元素（びりょうげんそ））は、タンパク質・脂質（ししつ）・炭水化物（たんすいかぶ

つ）・ビタミンと並ぶ五大栄養素（えいようそ）のひとつです。人の体にはミネラルはどのくらい含まれ

ているでしょう？（出題：MCM のめぐみ(株)） 

 ①約 4％ ②約 10％ ③約 50％ ④約 80％  

（解答：①人間の身体には、約 4％のミネラルが含まれています。残りの 96％は酸素(65％)、炭素

(18％)、水素(10％)、窒素(3％)で構成されています。ミネラルは体内で合成できないため、食べ物など

で取り入れなければいけません。ほんの少しで十分なはずなのに、現代人はミネラル不足だと言われて

います。【出典】http://mcm-megumi.com/megumi/） 

 

28.食器用洗剤（しょっきようせんざい）をしみこませたスポンジに少し水をつけて揉（も）むと泡（あ

わ）が立ちますが、あるものをかけると簡単に泡を消すことができます。最も効果のあるものはどれでし

ょう？（出題：三洋化成(株)） 

 ①水 ②アルコール消毒液（しょうどくえき） ③サラダ油 

（解答：② 実際にやってみよう！） 

 

29. ステンレスボトルは本体の二重構造になっており、外側の壁「外筒」と内側の壁「内筒」の間を「真

空状態」にすることで、熱が伝わりにくい保温効果を発揮（はっき）します。 

さて、このステンレスボトルの保温効果について、正しいのはどれでしょう？（出題：タイガー魔法瓶

（株）） 

①外筒と内筒の間隔は、10mm 以上離した方がよい ②外筒と内筒の間隔は、5mm ぐらいが一

番高い効果を発揮する ③外筒と内筒の間隔は、1mm 程度あれば十分に高い効果を発揮する 

(解答：③ ステンレスボトルは壁内の真空度が極めて高く（気圧では約 0.001Pa（パスカル）、ちなみに

大気はおよそ 100000Pa）、熱を伝える空気の分子がほとんど存在しないため、 外筒と内筒の間隔に関係

なく高い保温効果を発揮します。【出典】https://www.tiger.jp/b2b/about_dannetsu.html） 

 

  



30. バイオマスプラスチックもしくは生分解性プラスチックが使われていることを示すマークのうち、

間違っているのはどれ？（出題：公益財団法人京都高度技術研究所） 

①バイオマスプラマー

ク（日本バイオプラスチ

ック協会） 

②バイオマスマーク（日

本有機資源協会） 

③グリーンプラマーク

（日本バイオプラスチ

ック協会） 

④プラスチック製容器

包装識別表示マーク（プ

ラスチック容器包装リ

サイクル推進協議会） 

 
  

 

（解答：④ ①と③は同じ団体が制定しています。①は製品の重さの 25％以上がバイオマス由

来成分であるプラスチック製品に付けられる「バイオマスプラ・シンボルマーク」です。③は

有害重金属を基本的に含まず、生分解性と安全性が一定基準を超えた材料だけから構成される

プラスチック製品に付けられる「グリーンプラ・シンボルマーク」です。②は日本有機資源協

会が制定している「バイオマスマーク」で、商品におけるバイオマス割合が 10％以上の製品に

付けられます。④は「プラマーク」で、消費者が容器や包装を分別排出しやすいように、商品

に容器包装の素材を表示する役割を果たしています。 

【出典】http://www.jbpaweb.net/bp/bp_sikibetsu.htm, 

http://www.pprc.gr.jp/law/about_lpurr.html, 

http://www.jora.jp/txt/katsudo/bpqa/q02/q0208.html） 

 


