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暑すぎず、寒すぎず私たちにとってちょうど良
い気温です。

これは私たちの住まい、地球。太陽から三番目。



今の美しくて住みやすい地球が出来ました。

何十億年の時間をかけて、
海や川が作られ、生命が誕生し、

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
over billions of years ocean rivers ice and life have evolved into a complex resilient earth



地球では、1万年前から住みやすい気候が続いてい
たため、私たちの文明、まち、農業、そして経済の
発展につながりました。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
For ten thousand years we’ve enjoyed a remarkable stability. This has been good for our civilization, our agriculture, our cities, and our global economy. 



人間が原因で、森林伐採が進み、二酸化炭素（CO2）をたくさん出すことにより、気温が上昇し、私たちのくら
しが危なくなっています。

しかし、今、地球は危ない状態です。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Now temperatures are rising. At the same time we are reducing the resilience of many parts of our ecosystem through deforestation and pollution 



切った木を燃やしたり、倒れた木がくさっていく
途中で、木にたくわえられていたCO2が空気中に
出てしまいます。

そもそも木はCO2を吸収し、私たちや生物が
必要な酸素を作っています。



自動車で走る時などにも多く出されます。
私たちの暮らしでは、化石燃料が使われており、
化石燃料が燃えるとCO2が出るのです。

CO2は、電気を作るときや、



そうすると、地球の気温は上がります。
これが温暖化です。

CO2は地球を毛布
のように包み、
地球の熱を逃げ
にくくしています。

あつい、
あつい…



でもそうした地域が、温暖化によって影響を受けて大きく変
わってしまうと、地球全体へ悪い影響を及ぼすかもしれない
ことから、「眠っている巨人」と呼ばれています。「眠って
いる巨人」を起こしてしまうと、地球の気温が急に高くなる、
など私たちの生活に色んな影響を及ぼします。

いっぽうで、今まで地球を住みやすい環境に
してくれていた、特に重要な
地域があります。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Due to the power these regions have to affect the earth we call them sleeping giants. 



「眠っている巨人」の一つは、日本の裏側、
南アメリカにあるアマゾン熱帯雨林です。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
One such giant is the amazon rainforest. Scientists are increasingly concerned it could awake earlier if temperatures continue to rise and deforestation expands much further .



アマゾンは、今、たくさんのCO2を吸収してくれています。
しかし、もし森林伐採が続けられ、同時に地球の温暖化
がさらに進めば、アマゾンの眠っている巨人は早く起き
てしまうかもしれません。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
One such giant is the amazon rainforest. Scientists are increasingly concerned it could awake earlier if temperatures continue to rise and deforestation expands much further .



アマゾンの「眠っている巨人」が、人間の活動により起こされ
そうになっています。起こされると、一体どうなるのでしょう？



これはさらに温暖化につながり、温暖化が悪化する
と、私たちの生活や経済にも悪い影響があります。

アマゾンの「眠っている巨人」が起こさ
れると、森林が草原に変わり、大量の
CO2が出てきてしまいます。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そうです、CO2は巨人が起こされる原因でもあり、巨人がおこされた結果でもあるのです。



ここで、おさらいです。
何が起こると「眠っている巨人」が起きてしまうか
覚えていますか？

眠っている巨人が起きてしまう理由

１．森林伐採による森林の減少

２．温暖化による地球の気温上昇



では、「眠っている巨人」を起こさないために、
私たちには何ができるのでしょうか？



まずは、温暖化の原因であるCO2が出る量を、
来年までに減らし始めることです。

2020 2030

そこから、10年毎に、
CO2が出る量を半分にする
必要があります。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
We need to bend the curve of emissions by 2020, next year. Followed by a 6-7% reduction in carbon every year. If we can cut emissions in half every decade we can take us to Paris. 



そして、CO2を吸収できる森や植物、土地を守ら
なくてはいけません。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
We need to transform the food system from being the single largest source of emissions to the single largest sink. We need to recognize the need for carbon capture and storage and biological capture and storage. We also need to maintain the carbon sinks and natural ecosystems. This is a global transformation; it is an exponential journey. 



すでに、化石燃料ではなく、風や太陽を使って電
気をつくる社会に、どんどん変化してきています。
電気で走る車も普通に走っています。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
 



こうした変化を起こすには、私たちのこれまでの
くらし、そして社会全体を大きく変える必要があ
ります。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
This is a global transformation. It is an exponential journey. 



このまま世界の大きな変化を続けて、
「眠っている巨人」たちを起こさないようにしましょう。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
 



クイズ：眠っている巨人を起こさない
ために、私たちが出来る日々の行動は？

１．使わない時は電気を消す

２．木を植える

３．風や太陽で電気をつくる

電力会社に変える



おしまい

作成：フューチャー・アース日本ハブ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
 


	眠っている巨人と地球の話
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22

