
令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １１１ 学校名 仙台市立住吉台小学校 校長名 阿部 千幸 

 

１ 身近な自然や自然を守っている方との関わりを通しての活動 ～コロナ禍での２年目～ 

 

２ 取組の紹介 

 今年度は，コロナウイルスの感染拡大防止の中で取り組んだ，オオムラサキクラブの活動と緑化活動への取組の一端

を紹介いたします。 

 

（１）オオムラサキクラブの活動と成果 

住吉台の町内には，国蝶オオムラサキを飼育し，放虫を続ける活動をしている『オオムラサキの舞うふる里を育てる

会』（通称：オオムラサキ会）があります。この会は，発足から２９年目を迎えています。そして，本校の児童が活動す

るオオムラサキクラブ（２～６年の希望者で構成）は，同じ２９年間，常にオオムラサキ会の方々からアドバイスやサ

ポートをいただき活動を続けてきました。今年度も，コロナウイルスの感染予防のために，活動の内容や回数を抑えざ

るを得ませんでした。しかし，オオムラサキの生態やオオムラサキ会の方々の努力を知った児童に，命を大切にするこ

と，人間やいろいろな生き物の生活環境を守っていこうとする気持ちを育み続けています。 

２月現在，校内のオオムラサキハウス内では，昨秋１～２ｃｍに育った幼虫たちが落ち葉の下で越冬中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（２）緑化活動への取組と成果 

 秋には，学校中の花壇やプランターに花苗の植え替えや球根の植え付け作業を全児童で分担して行いました。４年度

の春には，咲き誇った花で新１年生を迎えられるように心を込めて作業しました。その意識が根付いていたのか，例年，

雪遊びに夢中になった子供たちが踏みつけてできてしまう花壇上の足跡がこの冬は見られませんでした。一人一人が目

的意識を持って,緑化作業に取り組むことが出来たので,植物を大切にする心が今まで以上に育ってきたと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

夏のオオムラサキハウス

 

 

   

冬のオオムラサキハウス

 

左は,校木のケヤキとその周りにある

「けやき花壇」にチューリップが咲き

誇っている様子です。右の花壇も,みん

なで力を合わせた成果です。 

幼虫は，雪に埋もれた木の葉の下で越冬中

です。その木の葉が飛び散ってしまわない

よう，木の根元をネットで保護しています。 

夏の盛りには，５０ぴきほどのオオムラサ

キがハウス内を飛び交いました。クラブの

子供たちや，総合的な学習で３年生が，そ

の様子を観察しました。 

オオムラサキのオス 

オオムラサキの名前は，羽の

表側の美しいむらさき色に

由来しています。でも，この

美しいむらさき色は，オスだ

けに見られる特徴です。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １１２ 学校名 仙台市立館小学校 校長名 遠藤 浩志 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

「自然や環境と向き合う機会」 
 

２ 取組の紹介 

（１）自然との触れ合いを通して学ぶ 

 ○緑化活動 

  環境委員会を中心に昇降口の花壇に花を植え，育てる活動を行いました。

夏にはサルビアやマリーゴールドなど，秋にはパンジーやチューリップな

ど，季節に合わせた花を植えました。色とりどりの花々が子供たちを迎えて

くれました。 

また，３年生は，地域を明るくするために，小学校入口のボーダーガーデ

ンに花を植える活動を行いました。活動を通して草花を身近に感じ，大切に

しようとする姿が見られました。 

 

○グリーンパークの整備 

 学校の西側には，畑や水田，ビオトープなどがある「グリーンパーク」が

あります。とても自然豊かな場所で，生活科や総合的な学習の時間，理科の

授業と関連させて，子供たちは，様々な作物を育てたり，観察したりしてい

ます。 

 ５年生は，今年も，総合的な学習の時間に水田で「ひとめぼれ」を栽培し

ました。田植えから稲刈りまでの作業を通して，社会科で学習した米作りの

苦労や収穫の喜びを実際に体験することができました。また，水田や稲の生

育の管理は，地域の農家の方にお手伝いいただきました。苗の植え方や稲の

干し方などを直接教えていただく貴重な機会となりました。 

 他の学年も，畑でサツマイモやカボチャなどの作物を育て，収穫の喜びを

感じることができました。 

 

（２）講話を通して学ぶ 

 ○環境学習「川に学ぼう」 

  ４年生は，講師をお招きして環境学習を行いました。川の水は山から来て

いることや上流・中流・下流の違いなどを学びました。川に暮らす水生生物

の観察も行いました。子供たちは初めて知る川のことについて，社会や理科

で学習したことと結び付けて理解を深めていました。 

 

 

３ 取組の成果 

 自然との触れ合いや講話を通して，子供たちは，環境に目を向け，大切にしようとする心が育ちま

した。 

これからも，こうした子供たちが身近な自然や環境と向き合う機会を継続して設けていきたいと思

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 １１４ 学校名 仙台市立長町南小学校 校長名 大河内 裕幸 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

   

富沢中学校区 花いっぱい運動 

 

２ 取組の紹介 

  

富沢中学校区の小・中学校で花壇づくりをする小中連携事業を続けています。 

コロナ禍で集まることが難しくなっている状況ですが，中学生のリーダーシップのもと，代表児童が

花壇づくりを行いました。本校の正門から入ると，プランターに植えられたたくさんの花々に出迎えら

れます。 

 学校支援地域本部「みなみのわ」の皆様の支援を受けて，植え替え作業や手入れもしていただいてい

ます。そして，その花々を日常的にお世話するのは飼育栽培委員会の児童です。 

長町南小学校へのアプローチは，児童や地域の方々のおかげで，いつも美しく彩られています。 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 

 花々に迎えられて1日をスタートする本校児童は，児童の気持ちを明るくしています。手入れしてく

ださっている方々や手入れをする委員会の児童への感謝の気持ちを持ちながら，学校環境を美しく守

っていこうとする心情を育てることにつながっています。 

 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １１５ 学校名 仙台市立西山小学校 校長名 玉水 修 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  「木とともに生きる」（５年 総合的な学習の時間） 

 

２ 取組の紹介 

  ①宮城県森林インストラクターを招いての授業 

    宮城県森林インストラクターの皆さんを講師としてお招きし，特別授業「ふれあい森林教室」

を実施しました。森の中で葉っぱ遊びをしながら，遊歩道整備や薪割り，木を切るなどの体験活

動を行いました。また，ロープを使ったアスレチックで崖登り・木登りをしたり，木の枝で作ら

れたブランコに乗ったりして，楽しく自然と触れ合うことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ネイチャークラフトの活動では，植物を使って剣やパチンコ，鉛筆などのクラフト作りに挑戦

しました。 

 

  ②環境についての調べ学習 

    環境問題についての調べ学習を行い，森林を始めとして，地球上の様々な場所で起きている環

境問題について学習しました。２学期後半は「持続可能な社会とは～SDGsって何？～」をテーマ

に，「より良い環境作りのために自分たちにできることは何か」を考える学習に取り組んでいま

す。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

「ふれあい森林教室」の活動では，普段学校ではあまり使う機会のないのこぎりで木や竹を切

る活動や自然の中での遊びを行い，自然と触れ合う楽しさを実感することができました。また，

森林インストラクターの皆さんの話を聞き，多様な木や植物があることの素晴らしさを感じてい

ました。活動後，児童は「昔の人はこんな風に自然を楽しんでいたのかな」「（木の階段を見

て）こんなところにも木が使われている」などの感想を持ちました。 

森林や環境に関する学習を通して，児童は環境への関心を高め，「学校にももっと木を増やし

て，自然あふれるきれいな学校にしたい」「森を守って，優しい環境を作っていきたい」と積極

的に考えていました。 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １１６ 学校名 仙台市立南吉成小学校 校長名 千葉 元春 

【活動の概要】 

 

全校の取組  ～ 落ち葉集め ～ 
 全校奉仕の日の活動として，教職員と全児童が校地内の落ち葉やゴミを集めました。今年度は１１月に数日間実施

し，たくさん集まった落ち葉やゴミを見て，充実感を得るとともに，普段からきれいな学校にしていきたいという感

想が聞かれました。活動後は，校舎の内外で気が付いたときにさっときれいにする姿が見られました。 

環境美化委員会の取り組み 
～ アルミ缶回収 ～ 

環境美化委員会を中心に全校へ呼び掛け，アルミ缶集めを実施してきま 
した。数年計画で集めたアルミ缶を車いすに換え，必要としている人のた 
めに役立てようという取組です。1年間で１００ｋｇを目標に，回収を続け 
てきました。「全校のみんながアルミ缶を入れたくなるように」と回収ボッ 
クスのデザインを考えたり，「いつ持ってきてもいいように」と毎日回収 
活動を行ったりと，児童自らが積極的に活動しました。長期休み明けには 
全校児童に呼び掛け，たくさんのアルミ缶が集まりました。新型コロナ感 
染拡大のため，今年度で回収活動は中止し，これまで集まったアルミ缶を車椅子と交換しました。交流のある施設

に寄贈して役立ててもらおうと考えています。 
 

～ 花壇や校内の緑化活動 ～ 
 環境美化委員会では，日頃から花壇の植物の栽培にも取り組んでいます。 
堆肥作りなどエコな取組を通じて学校を華やかにしていこうと活動していま 
すが，花壇に目を止める児童は少ないというのが現状です。そこで，きれいな 
植物をじっくり見ることや，植物の育つ環境に目を向けてほしいという児童 
の思いから，花壇の植物をテーマにしたポスター作りに取り組んでいます。校

内に掲示をしたことで「どの花かな？」と見に行ったり，関心を高めたりすることができました。一人一人が環境

について考えるきっかけとなるように，活動を続けていきたいと考えています。 

児童会の取組  ～ エコフェスティバル ～  
 児童会行事のエコフェスティバルが，７月１６日（金）に行われました。 
３年生以上の各学級が，２～３グループに分かれて，遊びのお店を開き，全 
校みんなで楽しむ本校伝統のお祭りです。できるだけごみを出さないことを 

合言葉にして取り組んできたので，児童の意識も年々高まってきました。身 

近なごみの分別ゲームや，アルミ缶やペットボトルなどリサイクルできる材 

料を使ったお店など，各クラス様々なアイディアを出し，生き生きと活動し 
ていました。「いつもはすぐ捨ててしまうごみや身近な物を使ってもこんな 
に楽しく遊べるんだね」と遊び道具への意識にも変容が見られました。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １１７ 学校名 仙台市立高森東小学校 校長名 柳生 博之 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  「ぼく・わたしのエコ活動」 

２ 取組の紹介 

〈全校での取組〉 

次の活動を，児童・職員・ＰＴＡ会員を含め，学校全体の取組として日常的に行っています。 

① ゴミの分別 

燃やせるゴミとプラスチックゴミの分別を，日常的に行っています。 

② リサイクル活動 

ペットボトル・ビン・カン・段ボール・他の紙類を分別し，リサイクルしています。 

③ エコ活動 

太陽光発電システムの利用や， 節電・節水やゴミ減量活動を奨励し， 学習や学校生活全体の場で

エコを実践する機会をつくっています。 

④ 緑化活動の推進 

学年園・学校園での緑化活動や全校一斉の草取りなどを行っています。（クリーンアップ高森東）

※今年度は，授業時間内での実施のみ（１時間） 

⑤ SDGsってなに？ 

 みんなで考えようSDGs・・・１年生生活科の実践活動（学校探検からの発展） 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

○学校全体の継続的なエコ活動を受けて、主体的に環境のために働こうとする児童が増えました。 

これからも，一人一人が進んで取り組むエコ活動への働き掛けを続けていきます。 

 

※１年生の活動から 

 ①SDGSってなに？・・・よく見るマーク，言葉を知っている？ 

  ・アンケートと実態把握 

    １．SDGsを知っている・聞いたことがある １１人／４７人中 

    ２．SDGsの内容を知っている ２人／４７人中 

 ②調べてみよう・・・ビデオで視聴「SDGs」 図書室の本 

 ③学校の中で見つけよう・・・１７項目に関係のある場所や物を探してカードを貼る。 

 

 《感想》 

・みんなで考えて，どのカードをどこにはるか，きめました。SDGsが分かって良かったです。 

・グループで相談して，カードを貼りました。SDGsは，いやなことや困ったことがある人に，いいこ

とをするのでいいなと思いました。もっと知りたいです。 

・世界には，不便なことがある人や，悲しい思いをしている人がいるのを知って，少し悲しくなりま

した。SDGsを勉強して良かったと思いました。 

・ぼくは，みんながごはんを食べられるようになればいいなと考えて，給食室にカードを貼りまし

た。 

 ④ぼくたちにできることを考えよう・・・ポスターの制作（制作中） 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １１９ 学校名 仙台市立栗生小学校 校長名 五十嵐 誓 

                           

地域や学校の自然に関わらせ，自然を大切にしようとする心を育む取組 

【活動の概要と成果】 
○ 本校では，地域の協力を得て，休日に，ビオトープ「くり

りん」を使った「土曜環境スクール」や，斎勝川での「栗っ

こ川遊び」を行っていましたが、コロナ禍において実施する

ことが困難な状態が続いています。生活科、理科、総合的な

学習の時間等で、じっくりと自然にふれあう時間を設けまし

た。休み時間や普段の生活中で、生き物を見る目や大事に思

う心が養われています。 

 

○ 緑化・ボランティア委員会では、「くりりん」の紹介や、植

物を大切にするようなポスターを作成し、掲示しました。ま

た、年間を通して「くりりん」の維持管理をしています。植

物や生き物のために活動できたことにやりがいを感じている

ようでした。また，校門の前や，駐車場の花壇に季節ごとに

球根を植える活動をしました。自分たちで植えた植物が育つ

よう、花壇の手入れや水やりなどのお世話をしました。季節

ごとにきれいな花が咲いた様子に満足していました。 

 

○ 委員会活動を中心に、ゴミの分別にも取り組みました。各

教室にプラゴミとふつうゴミ（もえるゴミ）のゴミ箱を設置

し、分別して捨てるようにしています。掃除後のゴミ捨てに

ついては、学校技師さんたちの協力もいただき、分別したゴ

ミがそのまま大きなゴミ箱に入れられるよう見守り、声がけを行いまし

た。SDGｓの取り組みの視点からも、学校をきれいにすることが自然を大

切にすることにつながっていると、意識が高まってきています。 

 

◯ ３年生の子供たちが，校地内にある学校ビオトープ「くりりん」と，地

域の自然のつながりを学ぶ学習活動に取り組みました。毎年，本校の３年

生の子供たちは，総合的な学習の時間に，自然の中で遊ぶことから学習を

スタートします。学校のビオトープに詳しい地域の方に，講話をしていた

だきました。校舎周辺のいろいろなところの土を観察し、学校にも様々

な生き物がいることを学習しました。草木や虫を怖がるような子供たち

も，自然の中で楽しく遊ぶことや，学習活動を重ねるうちに，自然豊かな

地域を大切にしたいと思うようになっています。 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １２０ 学校名 仙台市立北中山小学校 校長名 鈴木 一生 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  校内の花壇をきれいにしよう 

２ 取組の紹介 

全校児童での取組（「緑の活動」として行事２時間 春１時間・秋１時間） 

（１）夏植えの計画  

1～3年生と特別支援学級の児童が，草花の撤去と土作りを行いました。土作りは，昨年度植えた

苗を抜き，腐葉土と既存の土を移植べらで混ぜました。低学年にとっては，あまりしたことのない

作業なので，安全に留意しながら，密にならないよう，クラスごとに時間を分けて取り組みました。

きれいになった花壇に，上級生のお兄さんお姉さん達が，花の苗を植えてくれるのを楽しみに，作

業を終えました。その後，4～6年生が，苗の植え付けを行いました。サルビア・マリーゴールド・

ベコニア・アゲラタムなどの花の苗を，学年ごとに分担して植えました。音楽室前花壇・20周年記

念花壇・星の広場サイド花壇・パソコン室前花壇と様々な花壇があるので，色や種類のバランス等

を考えなくてはいけません。苗と同じくらいの深さの穴を掘り，水を入れてから苗を入れ，土をし

っかり被せること等の注意を聞いた後，上級生らしく手際よく植えられました。 

（２）秋植えの計画 

   夏植えと逆で，今度は，4～6 年生が苗を抜いて，腐葉土と既存の土を混ぜました。花壇をきれい

に片付けて，下級生が苗を植えやすいようにしました。その後，1～3年生と特別支援学級の児童が，

花の苗の植え付けを行いました。パンジー・チューリップ・葉ボタン等，春が楽しみなものばかり

です。担任の先生に印を付けてもらい，苗と同じくらいの深さの穴に水を入れてから，苗を植える

ことを学習しました。 

 

 

 

 

 

 

（３）その他 

   学年分担以外の花壇については，緑化委員会が世話をしています。緑化委員会主催の「夏の草花

の絵コンクール」やボランティア委員会主催の「ヒマワリの絵コンクール」なども行われており，

校内緑化や環境美化の啓発にも力を入れています。 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

   特に低学年の児童達は，何気なく見てきた花壇の花が，実際は，学校の皆によって土作りをし

たり，苗植えをしたりした取組の上で，美しく咲いているものだということが分かったようでし

た。自分達が関わった花壇の花が咲くと，「私が植えた花が咲いたよ。」と言って，友達と見に

行ったり，球根が発芽すると，「ぼくの植えた球根が，芽を出した！」と喜んで担任に報告に来

るなど，意欲の高まりが見られました。（本来なら，学年全体や，たてわり活動での作業も考え

られていた取組ですが，コロナの影響で各学級単独の作業となってしまい，学級を超えた，児童

同士の直接の関わりが持てずに残念でした。しかし，担任の先生から，「上級生のお兄さん・お

姉さんがきれいに植えてくれたんだよ。」や「1年生が植えやすいように花壇をきれいにしておこ

う。」と呼び掛けることによって，共通の花壇を，気持ちの上でリレー作業をしているような感

覚で，活動できました。）学校の花壇を，自分達できれいにしているという意識を持つことがで

きました。 


