
令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １１ 学校名 仙台市立榴岡小学校 校長名 廣瀬 清文 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

お皿キラキラキャンペーン 
 

２ 取組の紹介 

 本校は，野菜がたくさん入った汁物や魚の残食が 

多く，残食についての意識付けを図りたいという 

思いから，毎年この取組を行っています。 

内容としては，汁物の残食が上学年はお玉１杯， 

下学年はお玉２杯以内だと担任の先生から 

スタンプをもらうことができます。期間は１週間で， 

全ての日にスタンプがついたクラスの中から抽選で 

「給食大盛り券」「リクエスト給食券」をもらうことが 

できます。目で見て視覚的に残食量が確認できるよう， 

今年度は汁物の残食量を確認することとしました。 

このように明確な目標を与えることで， 

残食量についてみんなで考える機会となればと思い 

この活動を行いました。 

昼の放送での取組についての紹介やキャンペーン用紙の作成は給食委員会の児童が行いました。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 
６月に５～６％だった残食率が，取組中は 

１～３％にまで減少しました。 

前週に給食週間を行い，給食の始まりに 

ついて知ったり給食室や納入業者の方々へ 

感謝の手紙を書いたりしました。 

また，校長先生から給食室のみなさんの 

好きなメニューやおすすめのメニューを 

教えていただきました。 

給食への関心が高まっている中での取組であった 

こともあり，児童からは「今日もたくさん給食を 

食べたいな。」「今日の給食も楽しみだな。」 

という言葉が多く聞かれ，残食を減らす意欲を高める姿が見られました。 

担任の先生が残食をお玉ですくい，児童と一緒に残食量を確認したり，目の前でスタンプを

押したりする取組方法も，児童の意欲が高まる要素だったように感じます。 

また，キャンペーンが終了してからも，「先生，今日の残食はどのくらいだった？」と尋ね

たり下膳中に食缶をのぞきこんでは「今日もお残し少ないね。やったあ。」とつぶやいたりす

る姿が見られ，意欲が継続しています。 

ゴミとなって廃棄されてしまう残食を減らし，児童により楽しく美味しく給食を食べてもら

うにあたり，「お皿キラキラキャンペーン」は大変有意義な取組だったと思います。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １２ 学校名 仙台市立八幡小学校 校長名 小石 俊聡 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

 環境を守るために，何ができるかを考える児童を育成する。 

 

２ 取組の紹介 

【環境委員会での取り組み】 

環境委員会では，春と秋に花壇の植え替えを行いました。その際，児童で話し合って花壇のレイア 

ウトを決め，植える花も選びました。それと並行して，花壇の整備活動や，花を大切にすることを呼 

びかけるポスターの掲示なども行いました。また，ポスターや動画などで節水や，ゴミの分別の大切さ

を呼びかける啓発活動も行いました。 

 

【３年生での取り組み】 

 総合的な学習の時間 「広瀬川となかよくなろう」 

３年生は，学区内にある広瀬川をテーマに，総合の学習に取り組んでいます。例年は広瀬川へ行き，

自然観察やごみ拾いなどを行いますが，今年も校外学習ができなかったため，ゲストティーチャーをお

招きして，川の様子を収めた写真や動画を観たり，水槽に入った川の生物を観察したりしながら，広瀬

川の環境について学びました。また，広瀬川についての学習を通して，環境問題に興味を持った児童が

多く見られました。ひとりひとりが様々な課題を持って調べ学習を行い，分かったことを学習発表会で

披露しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校全体での取り組み】 

 各クラスや職員室ではゴミ箱を２つ設置して，児童や職員がゴミを分別できるようにしています。ま

た，ストローの袋はプラゴミ、使用済みの本体は普通ゴミなど細かい分別ルールを定めて取り組んでい

ます。 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 ３年生の総合的な学習の時間の取り組みでは，実際に広瀬川には行けなかったものの，写真や動

画，生き物の観察によって川に興味を持つことができました。また，環境問題について調べ学習を 

行うことで，川を大切にしようという気持ちが育まれました。 

環境委員会の取り組みでは，水やりや草取りも自分たちで行うことで，多くの児童が花に興味関心

を持って活動に取り組んでいました。また，自分たちで動画を作成したり，ポスターをつくった 

りする活動を通して，以前よりも環境問題について考えるようになった子供の姿を見ることができま 

した。 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １３ 学校名 仙台市立南小泉小学校 校長名 堤 由美 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

自分たちのくらしとエネルギーや環境のつながりを学ぶ子供 ～ 目指せ！省エネマスター ～ 

 

２ 取組の紹介 

 南小泉小学校では，総合的な学習の時間にエネルギー環境教育を取り入れています。３年生では「太

陽の力」，４年生では「電気の通り道」について学習をしてきました。５年生では，「目指せ！省エネマ

スター」というテーマを掲げ，身近なエネルギーや環境についての課題に気付き，調べ学習や体験活動

を通して自分の考えを持ち，友達と協力して行動していく児童の育成を目指して取り組みました。 

 

 仙台市環境出前講座：シンプル＆スローライフの会さんの協力を頂き，植物を育ててグリーンカーテ

ンを作りました。省エネをしながら涼しく過ごすにはどうするかを考え，体験を通して学びました。 

 

 

 

 

 

 

 東北電力さんとの連携した授業を行い，白熱電球と蛍光灯，LED 電球の省エネ性能の比較実験を行い

ました。手回し発電機を回した時の手応えの違いを実際に体験することで，LED 電球には省エネ性能が

あることに気付きました。 

 

 

 

 

 

 

 １２月には，それまでの省エネについての体験活動や，外部講師の先生と学習したことを生かして，

イルミネーションを作成しました。LED 電球を利用することで消費電力を抑えながら，地域の人たちへ

灯りの美しさなどを伝えるという目的を持って，作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 本学年は学習意欲が強く，知識豊富な児童が多い学年です。昨年度までの学習に加え，栽培や実験

などの体験を伴った学習を多く取り入れることで，子供たちが知識だけでなく実体験を伴って学ぶこ

とができました。その結果，知識と体験を関連付けながら課題に対する解決策を考えることができま

した。また，学んだことを基にして友達との話し合いの中で考えを伝え合ったり協力したりする姿が

より多く見られるようになりました。子供たちそれぞれが，省エネについて興味・関心の幅を広げ，

主体的に学習することができました。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １４ 学校名 仙台市立原町小学校 校長名 須藤 洋 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  原小ペットボトルイルミネーション ～リサイクルで町を明るく～ 

 

２ 取組の紹介 

 ６年生は，国語「町の幸福論」，総合「町の未来をえがこう」の学習を進めていく中で，自分たちにで

きることを考え，エコ活動をしたい・町を明るくしたいという思いを持ちました。そこで，市民センタ

ーと協力してペットボトルイルミネーションとボトルキャップアートの制作を計画し，描いた未来を

「実現させる」学びにつなげました。ペットボトルを集めるために定期的に昼の放送で呼び掛け，回収

のために各教室を回りました。ペットボトルには一つ一つ色を付け，市民センターの方々がツリーの形

に組み立て，約２ヶ月かけて完成させました。イルミネーションは，市民センターだけでなく商店街の

店舗や校内の廊下でも行い，そこにはミニサイズの物を設置しました。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 活動を通して，子供たちは資源の再利用について考えるだけでなく，地域を見つめ直し，町や人々

を明るくすることの大切さを学びました。また，自分たちの思いを実現するために，家族や地域，全

校児童の力が不可欠だったことにも気付くことができました。点灯式で児童が「このイルミネーショ

ンで町も人も明るくなってほしい。少しでも明るい気持ちで楽しんでもらえればうれしい。地域を明

るく照らすだけではなく，いつも私たちを見守ってくれる家族や地域の方，交通安全ボランティアの

みなさんに感謝の思いが伝われば，と思う。」と語ったように，日頃からたくさんの方々に支えられて

いることも改めて考えることができました。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １５ 学校名 仙台市立長町小学校 校長名 浅野 裕一 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  人と環境とのかかわり 

 

２ 取組の紹介 

 各学年で生活・理科・総合的な学習の時間に行った活動や、委員会での活動について紹介します。 

・1年生：「きれいにさいてね」 

      アサガオを栽培し、生長の様子を観察しました。冬には、アサガオのつるを使ってリース

作りをしました。 

・2年生：「大きくなあれ わたしの野さい」、「生きものなかよし大作せん」 

      ミニトマトを栽培し、生長の様子を観察しました。また、学校敷地内の「四季山」で生き

物探しをしたり、学級ごとにザリガニやメダカを育てたりして生き物と親しみました。 

・3年生：「大豆はかせになろう」 

      大豆を栽培し、生長の様子を観察しました。今年度は、豆腐作りはできなかったものの、

総合と関連させて広く「豆」について学び、調べたことをまとめました。 

・4年生：「広瀬川博士になろう」 

      ゲストティーチャーから、広瀬川の上流・中流・下流の特徴や生息する生き物について学

びました。その後、自然環境をテーマに調べ学習や発表会を行い、環境について地球規模で

考えました。 

・5年生：「長町米を育てよう」 

      地域の方の指導をいただきながら、田植え・水やり・収穫などを体験し、自分たちで育て

た米を調理して食べることで、食への感謝の気持ちを学びました。 

・6年生：「生き物のくらしと環境」「地球に生きる」 

      生き物とまわりの環境や、人と水・空気・生き物の関わりについて調べ、人が気持ちよく

生活していくために大切なことについて考えました。 

・ひまわり学級：「野菜を育てよう」 

      畑にナス・ミニトマト・トウモロコシ・ハツカダイコンを栽培し、収穫しました。 

・緑化委員会：花壇に草花の苗や球根を植え、草取りや水やりなどに取り組みました。 

・ボランティア委員会：敷地内にある「四季山」の清掃活動を定期的に行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 様々な活動を通して、生き物や環境について考えを深める児童が増えました。「地球環境を守って

いくために自分ができることは、理科を一生懸命勉強することだ」という意見も出されました。 

   



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １６ 学校名 仙台市立向山小学校 校長名 小野 雄一 

 

１ 取組のタイトル 「地域の特色を生かした環境活動」～ 地域との連携 ～ 

 

２ 取組の紹介 

（１） どんぐりの森づくりプロジェクト（低学年） 

地域にある野草園と連携した活動で，生活科の学習の中で「環境教育」として行っています。

１，２年生の児童が向山中央公園でどんぐりを拾ってポットに植え，野草園の皆さんの御協力の 

もとに苗木を育てる活動です。数年後に育った苗は，東日本大震災で被災した海岸公園などに市民

の方々と協力して植栽していました。どんぐりの森をつくる自然の営みの大切さを学び，震災前の

自然豊かな森を取り戻すことの一助となっています。（今年度から目的達成で，補植に使用されま

す。）今年度は，悪天候のため体育館での開催でしたが，児童は生き生きとした表情で活動してい

ました。 

 

         

 

 

 

 

（２） 広瀬川での生き物観察（中学年） 

    ４年生の総合的な学習と理科を関連させた「環境教育」として，学区に近い広瀬川の生き物観 

察の学習を行いました。始めに，カワラバン代表の講師の方に，広瀬川の上流・中流・下流には，

自然環境に適応しながら様々な種類の生き物が生息していることを教えていただきました。その

後，保護者ボランティアの御協力のもと，広瀬川に入って生き物を探す活動をしました。水の流れ

の速さや温度を肌で感じたり，魚のえさとなる水生昆虫の住みかを見つけたりと，身近な自然の豊

かさを体感することができました。また，水質の変化が生き物たちの生育に大きな影響を与えるこ

とを知ることで，地域の資源や環境を維持していくために自分たちに取り組めることや今後の課題

を考えることができました。 

 

     

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童の変容） 

向山地区は野草園，向山中央公園，広瀬川など自然環境に恵まれた地域であることから，地域の方々

や近隣の公共施設と連携して，自然の様子に興味や関心を高めることができました。どんぐりの苗木

を育てている向山中央公園は，季節を感じ取ったり，自然を活用したりする学習の場であるとともに，

児童の日常生活にとって身近な遊び場にもなっており，学年に関わらず，どんぐりの成長に関心を持

つことができます。上記の活動以外にも，高学年では，野外活動や田植えなど，実際の体験を通して自

然に触れることで，くらしと住環境についての知識が深まっていきます。今後も，学年に応じた「環境

教育」に積極的に取り組んでいくことで，よりよい環境について考えようとする気持ちを育てていき

ます。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １７ 学校名 仙台市立北六番丁小学校 校長名 麻生 信行 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  「過ごしやすい環境作り」 

 

 

２ 取組の紹介 

 

 ○落ち葉掃き 

   環境委員会の活動のひとつとして，朝の時間に校舎周りの落ち葉掃きをしました。校舎の周りが 

  きれいになるだけでなく，活動に気が付いた地域の方に，温かい声掛けをいただいたことも，喜び

のひとつとなりました。 

 

 ○ベルマーク回収 

   月に１度，環境委員会が中心となりベルマークを回収していました。より多くの人の回収を募る

ように，ベルマークについての動画を作成し，給食時間に放送しました。   

 

 ○花植活動 

   環境委員会の活動として，校舎前の花壇に花を植えました。 

花壇の花がきれいに咲くように，全校生徒に「花壇の花を大切に扱って欲しい」と呼び掛けた動 

画を作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

○節水 

   手洗いの際に水を出しっぱなしにしないことや，パレットや習字の筆を学校では洗わないことを 

  決め，日頃から節水を心掛けています。 

 

 

３ 取組の成果 

   環境に配慮した活動を積み重ねることを意識して，取り組みをしてきました。今後も全校で 

  過ごしやすい環境を作ることができるように，協力していきたいです。 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １８ 学校名 仙台市立西多賀小学校 校長名 板垣 和幸 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 学校の緑化環境を整えよう 

 

２ 取組の紹介 

（１）緑化活動：児童委員会 

 緑化委員会を中心として,花壇の整備，花の苗や球根の植え替え，水やり，校庭の草むしりを行いま

した。PTAとの連携行事として，「花いっぱい運動」を年に二回行いました。当運動では，学校の花壇

にPTAの役員と委員会の児童で球根や苗を植えました。花の苗を植える会を行いました。緑化委員会以

外の児童も多数参加し，学校全体で緑化活動を行いました。また,今年度も緑化委員会の児童が近隣の

中学校で行われた「花いっぱい運動」に参加し,花の植え替えを行いました。 

    

（２）校内の環境整備：児童委員会 

緑化・環境委員会が月一回，環境チェックを行っています。各クラスの掃除ロッカー，生活かご，

机の中や机横のフックなどの各項目を点数化し，良かったクラスや良い点・改善点をお昼の放送で呼

び掛けています。また，各クラスにチェックの状況や結果に応じたコメントを板書することで，個人

の美化意識を高められるように働きかけています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

（３）ゴミの分別：全校 

 各教室で，燃えるゴミとプラスチックゴミの二つのゴミ箱，古紙回収の箱を設置し，ゴミの分別を

行っています。校内のごみが集まるごみ置き場にも，可燃ごみとプラスチックごみの掲示をし,児童は

掃除のときなど分別を意識してごみを捨てています。校内のごみ置き場は,大きな文字で表示が分かり

やすく,学年を問わず分別しやすい環境が整っています。可燃ごみのごみ箱の数を増やしたり,近くに

ほうきやちりとりを置いたりして,校内美化にも努めています。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 「花いっぱい運動」では，緑化委員会の児童が進んで活動に参加し，意欲的に苗植えを行いました。

また，環境チェックの放送では，多くの児童が結果を熱心に聞き，次回に向けて改善していこうという

声が上がりました。日々の活動により，緑化環境に対する意識が高まっていると考えられます。 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １９ 学校名 仙台市立中田小学校 校長名 藤原 秀晃 

 

１ 取組のテーマ 

  身近な環境に興味を持ち，自分にできることを考えて行動しよう。 

 

２ 取組の紹介 

（１） 各学年の活動 

  １年生・・・生活科の学習でアサガオを育てたり，ビニル袋に落ち葉を付けて衣装を作ったりしま

した。また，落ち葉の形をこすって紙に写すなどして季節の移り変わりを感じました。 

  ２年生・・・ナス，トマト，キュウリ，ピーマン，サツマイモを育てて観察しました。自分が丹精

込めて育てた野菜を収穫して味わうことで，植物の成長の喜びを感じていました。 

  ３年生・・・理科でピーマン，ヒマワリ，オクラ，ホウセンカなどの植物を育てて観察しました。

種子から枯れるまでの植物の一生について定期的に観察をし，理解を深めました。 

  ４年生・・・社会科でゴミ処理とその利用方法を学びました。リサイクルの仕組みや資源を節約す

ることの大切さを学びました。 

  ５年生・・・国語で自然や環境問題について資料を調べました。環境問題がなぜ起こるのか，そし

てどうすれば防げるかなどを考え，自分なりの考えを文章にまとめました。 

  ６年生・・・理科の「人と環境のかかわり」で，「水」「空気」「生き物」への汚染や影響があったこ

とを振り返り，その課題となっていることを考えました。また，環境を守るために人

がどんな工夫をしたり，努力をしたりしているのかを調べてまとめました。 

  わか竹・・・大根・カブ・トマト・キュウリ・ナス・ピーマン・ネギ・ジャガイモ・サトイモ・サ

ツマイモ・枝豆など多くの種類の野菜を植え，毎日水やりを行い収穫しました。収穫

した野菜は家族と味わうことで食物への感謝の気持ちを抱きました。 

 

（２） 委員会の活動 

  栽培委員会が学校花壇に春から秋までの季節ごとに花の苗を植え替え，水やりや雑草抜きなどの世

話を行っています。また花壇に植えた花の花言葉を調べ，掲示する活動も行いました。 

 

 

 

  

 

         

 

 

（３） 学校園の活用 

  各学年の花壇に花やサツマイモ，理科教材のホウセンカ，ヒマワリ，ヘチマなどを植えています。

毎年近隣の保育園に学校園の一部を貸し，保育園とも協力して，花や緑が豊かな学校になるよう努め

ています。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

  下学年では，自分で植物を育ててその成長の様子を観察することで，植物を大切にしていこうと

する気持ちが育っています。また，上学年では各教科で環境のことを学ぶことで，エネルギー資源

の大切さや身近な環境に対して自分たちがどうしていけばいいのかを考え，身近な環境を大切にし

ようとする気持ちが育っています。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２０ 学校名 仙台市立六郷小学校 校長名 有馬 玄康 

 
１ 取組のタイトル，テーマ 

ＳＤＧｓを通して，環境を守る気持ちを育てる 
 
２ 取組の紹介 

六郷小の４年生は，昨年度，総合的な学習の時間において，植物と私たちの生活の関わり 

を体験的に学び，環境について考える学習を行いました。今年度は，ＳＤＧｓの１７の目標 

の中から，特に環境に関する目標に着目し，実際に行動することに取り組みました。 

学習前にＳＤＧｓや環境についてのアンケートを４年生１２６名に行った結果，７５％の 

児童が「ＳＤＧｓ」という言葉を知りませんでした。しかし，６２％の児童が環境を守るた 

めに「ごみを分別する」「ポイ捨てをしないようにする」など，気を付けていることがある 

と回答しました。 

授業では，インターネットを使い，一人一人がＳＤＧｓの目標と現在行われている取組に 

ついて調べました。それを基に，「地球温暖化の影響により，珊瑚礁が白骨化しているので， 

プラスチック製品を使わないようにすればよい。エコバックを使用してレジ袋はもらわない 

ようにする。」，「物が大量に消費され，環境に大きな負担をかけているので，ペットボトル 

がリサイクルされ完全循環させるために，ごみを分別する。」など，自分でも取り組むこと 

ができる目標を設定しました。そして，約１か月間，各自が目標を意識して生活しました。 

 
 

３ 取組の成果（児童の変容） 

（１）児童の振り返りから 

・ 私たちは魚の命をもらって食べているので，意識して残さず食べることがで 

きました。これからも魚の命を大切にして残さず食べます。 

・ 日本や他の国のエネルギー状況について知ることができました。電化製品の 

電源をこまめに切ることが大切だと思いました。 

（２）成果と課題 

アンケートの結果から，昨年度までに学習した環境についての学びが積み重な 

っていることが分かりましたが，なぜ環境を守らなければいけないのか，それを 

することでどのような効果があるのかについては，よく分かっていないようでし 

た。例えば，移動教室の際に教師からの声掛けがないと教室の電気を消し忘れる 

ことが多くありましたが，最近では，こまめに消すようになりました。 

学習前は，ＳＤＧｓを意識せずにただ漠然と「環境を守るために気を付けよう」と思っている児童が多くいま

した。しかし，学習後は，「世界には，環境についての様々な課題があるから，一人一人が気を付けて生活する

ことで環境を守ることができる」というような感想を持った児童も多く，児童の振り返りから視野の広がりを実

感できました。 

 本取組を通して ，児童はＳＤＧｓの目標と世界の課題を意識して環境を守ることの重要性に気付くことができ

ました。今後の課題としては，一人一人が目標を意識した行動を継続しながら，持続可能な環境を守る取組を考

え，実践していくことだと思います。 

ＳＤＧｓという言葉

を知っていますか。 

環境を守るために気

を付けていることは

ありますか。 

タブレット端末を使って 
調べています 

グループで話し合いながら 
調べています 

目標が達成できたか振り返り 
を記入しています 

ペアで振り返りをしています 

児童の振り返りから 


