
2 ニックネーム ニックネーム

はくさい ものをたいせつにする 12 パイナップル おみずのだしっぱなしをなくす 6

17 なす おうちのひとのおてつだいをする 5 ブルーベリー おみずのだしっぱなしをなくす 6

ピーマン ものをたいせつにする 12 レモン ごはんをぜんぶたべる 2

12 とうもろこし ごはんをぜんぶたべる 2 メロン こまっているひとがいたらたすける 17

じゃがいも てあらい・うがいをしっかりする 3 りんご てあらい・うがいをしっかりする 3

2 にんじん ものをたいせつにする 12 いちご おうちのひとのおてつだいをする 5

12 にんにく こまっているひとがいたらたすける 17 バナナ ごはんをぜんぶたべる 3

パプリカ おみずのだしっぱなしをなくす 6 きうい ものをたいせつにする 12

さつまいも こまっているひとがいたらたすける 17 みかん ものをたいせつにする 12

トマト ごはんをぜんぶたべる 2 ぶどう おみずのだしっぱなしをなくす 6

きゅうり てあらい・うがいをしっかりする 3

たまねぎ ごはんをぜんぶたべる 2

だいこん おうちのひとのおてつだいをする 5

ブロッコリー ごはんをぜんぶたべる 2

ご飯を残さず食べよう！ わたしのSDGsせんげん わたしのSDGsせんげん

紙を大切に使おう！
トイレットペーパー・ペーパータオルを使いすぎないようにしよう

ひよこぐみ（0歳児）

いっぱい笑おう！笑顔の輪を広げよう！

ぺんぎんぐみ（1歳児）

トイレットペーパー・ペーパータオルを大切にしよう！
使う分だけ使おう

うさぎぐみ（1歳児）

給食を残さず食べよう！

ゆめ中央保育園

りすぐみ（0歳児） きりんぐみ（2歳児） ぱんだぐみ（2歳児）



ニックネーム ニックネーム

りおん やさいをたべる 2 まま すききらいしない 2

ぱぱ ゴミをゴミばこにきちんとすてる 13 まま おともだちとなかよくあそぶ 17

あすちゃん やさいをがんばってたべる 2 しまかぜ ゴミをすてる 11

パンちゃん ものをたいせつにする 12 ウルトラマン でんきをけす 7

じゅんくん おともだちとなかよくあそぶ 17 こうすけちゃん ティッシュをつかいすぎない 7

つばさ やさいをのこさずたべる 2 はやぶさ こまったひとをたすける 17

たたかう スリッパをならべる 5 ぴよ つくってもらったごはんをきらいっていわない 2

おうじさま ティッシュをたくさんつかわない 7 カーズ いやいやしない 5

はやぶさ ゴミをひろう 11 うーちゃん ごはんをぜんぶたべる 2

こまち こまったひとをたすける 17 むーちゃん おみずをつかいすぎない 6

しんかんせん スリッパをならべる 5 ビンカイジャー おやさいたべる 2

おしりたんてい おみずをつかいすぎない 6 ほのちゃん ティッシュをつかいすぎない 7

わたしのSDGsせんげん

ゆめ中央保育園

わたしのSDGsせんげん

ぞうぐみ（3歳児）



ニックネーム ニックネーム

ピーマン トラックでごはんをはこぶ 2 ブドウ
おみずをつかわなくていいときに
つかわないようにする

6

メロンちゃん ママのおてつだいをいっぱいがんばる 5 バナナ ごはんをつくるおてつだいをいっぱいがんばる 2

きゅうりゅう せかいのひとがみずにこまっていたらわたす 6 うさぎ じぶんのことはじぶんでする 17

アイスクリーム ごはんをのこさない 2 おにく みずをむだづかいしない 6

いちご パパとママがしてほしいおてつだいをする 5 にんじん
おともだちがいやがらないように
あいてのきもちをかんがえる

17

レモン ママとパパのいうことをきく 5 にじ ひとのことをしんじる 17

あおちゃん まわりのひとをわらわせてしあわせにする 17 ねこ あまりおみずをつかわないようにする 6

ティラノサウルス すききらいしない 2 くま ひとにかんしゃのきもちをつたえる 17

もも ひとをわらわせる 17 ぺんぎん ありがとうのきもちをこめる 17

りんご やくそくをまもる 17 みかん じぶんのことはじぶんでする 17

チョコレート すきなものばっかりたべない 2 トマト せんせいのおはなしをきく 5

パイナップル
せかいじゅうのおともだちが
ごはんをたべられるようにごはんをのこさない

2 すいか ごはんをむだにしない 2

ゆめ中央保育園

くまぐみ（4歳児）

わたしのSDGsせんげん わたしのSDGsせんげん



ニックネーム ニックネーム

ツーカイザー ゴミをひろう 12 ごくう かんをすてない 11

こちょうしのぶ
ママ・パパ・せんせい・おともだちの
おてつだいをする

5 じゅじゅつかいせん ちきゅうにやさしくする 11

ねこ おてつだいをする・ゴミをひろう 13 だつごくごっこ ゴミがおちていたらひろう 11

プリンセス ゴミをあつめる・ママのおてつだいをする 13 ごくしかのゲーム ゴミをすてる 11

マイクラ
おてつだいをする・ともだちにやさしくする・
みずをだしっぱなしにしない・ゴミをひろう

6 NiziU ママのおてつだいをする 5

おひめさま
ともだちがないていたらなにかしてあげる・
ちきゅうをだいじにする

11 ごじょうさとる
ママのおてつだいをする・
ドッジボールとさかあがりをがんばる

2

ゼンカイジュラン ママのおてつだいをする 5 おひめさま うんどうをする 3

ごじょうさとる ゴミひろいをする・おともだちにやさしくする 11 しんのすけ かんをすてない 11

おひめさま うんどうをする 3 むげんだい
ゴミばこからでないように
ゴミをゆっくりすてる

11

ゼンカイザー たいそう・ドッジボール・とびばこをがんばる 3 じゅじゅつかいせん かんをすてない 11

ツーカイザー からてをがんばる 3 おれんじ でんきをちゃんとけす 7

ラプンツェル おうちのゴミばこにゴミをすてる 11

ゆめ中央保育園

らいおんぐみ（5歳児）

わたしのSDGsせんげん わたしのSDGsせんげん


