
令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ６１ 学校名 仙台市立八木山南小学校 校長名 髙橋 昌子 

 
１ 取組タイトル 「地域と連携した環境への取組」 

 

２ 取組紹介  

（１） 地域クリーン大作戦 11月19日 

西多賀中学校区の３校（西多賀中，金剛沢小，本校）で連携して行っている活動です。

この時期，学校周辺の街路樹の葉がたくさん落ち，その葉が歩道を埋め尽くして歩きにく

くなります。 

道路や公園の落ち葉拾いをすることによって，自分たちの住む地域の環境を整え，

地域の一員として，地域を大切にする気持ちを育てるねらいがあります。一緒に参加

していただいた地域の皆様のご協力に感謝しています。コロナ禍で地域の方々との活

動が難しい中クリーン作戦を行えたことで，地域の方々と学校どちらにとっても交流

する良い機会となりました。 

 

（２）ごみの分別 

 学級内で出たごみは校内のごみ置き場に集まりますが，プラごみと燃えるごみ

の分別が分かりやすくできるように，表示の色を変えたり文字を大きくしたりと

分別しやすい環境を整えています。   

 

 

 

（３）栽培環境委員会の取組 

 栽培環境委員会では，自分たちの活動を発信するとともに，地域の自 

然に関心を持ってもらうためにポスターを作成し，廊下や階段の壁面に 

掲示しました。 

 

３ 取組の成果  

コロナ禍で学校や地域の行事が縮小される中，ＰＴＡや地域の方々と一緒に活動することを通して，児童は地域と

の絆に気付いたり，自然豊かな環境を守っていこうとする気持ちを持ったりすることができた貴重な取組となりまし

た。また，通行する地域の方々と挨拶をし，自分たちの地域をきれいにすることの心地良さを感じていました。 

 また，掲示されたポスターのイラストを見るために立ち止まり，よく見る花の名前を覚えようとする児童が多数見

られました。自然豊かな地域であるため，今後も自然を大切にしていこうとする意識を高めていけるよう取組を工夫

し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 ６２ 学校名 仙台市立古城小学校 校長名 及川 俊 

 

１ 「できることから始めよう」 

 

２【委員会活動（奉仕委員会）での取組】 

（１）テープの巻芯回収 

① 実施期間（１２月中） 

② 実施方法 

○奉仕委員会の児童が全校児童へテープの巻芯回収を呼び掛けます。 

・ポスターや昼の放送で全校児童へ呼び掛けます。保護者にも協力を依頼します。 

  ○家庭や学校等から持ち寄ったテープの巻芯を，児童昇降口や３階や４階の教室前に設置した

回収箱に回収します。 

○集めたテープの巻芯を『巻芯プロジェクト事務局』へ送付します。 

・事務局で，古紙回収業者に買い取ってもらい段ボールに再生します。また，その利益を事 

務局の『緑を守る取組』に役立ててもらいます。 

 

  

 【全校児童での取組】 

   ○常時活動「すっきりタイム」（毎週木曜日８：３０～８：４０） 

   ・放送で音楽を流し，その時間を全校で掃除の時間としています。机やロッカーの中の整理整

頓，教室内外の清掃活動を行います。 

   ○ゴミの分別の徹底化 

・「ふつうゴミ」と「プラスチックゴミ」と「雑紙」の分別をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 【委員会活動（奉仕委員会）での取組】 

  ○奉仕委員会の呼び掛けにより，「テープ巻芯回収」について周知されたことで，どの学年も

意欲的に活動に取り組むことができました。 

  

 

【全校児童での取組】 

○継続活動は，児童の環境に対する意識を高めることにつながり，個々の日常生活での実践に 

も役立ってきています。 

○ゴミの分別を徹底し，習慣づけることで日頃から意識してゴミを捨てるように意識されてい

ます。 

 

左から雑紙ボックス、ふつうゴ

ミ、プラスチックのごみ箱に分け

られています。各教室、職員室に

設置されてあります。また，常に

放課後は空のごみ箱になるよう

徹底しています。 

 奉仕委員会が作成した分別呼

び掛けのポスターを各教室に掲

示しています。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ６３ 学校名 仙台市立太白小学校 校長名 渕村 祐司 

 

１ 取り組みのタイトル  

①「落ち葉拾い清掃ボランティア活動」 ②「持続可能な目標～太白からやってみよう～」 

 

２ 取り組みの紹介 

①「落ち葉拾い清掃ボランティア活動」 

 太白小学校は自然に囲まれた環境にあり、毎年秋が深まると、桜やケヤキなどの落ち葉で通学路や校庭

がいっぱいになってしまいます。そこで、全校児童で場所を分担し、落ち葉拾い清掃ボランティア活動を

行いました。いつもは地域の方と一緒に活動しますが、コロナ渦のため今年度も学校のみの活動となりま

した。どの児童もできるだけたくさんの葉を集めようと一生懸命で、大きな袋を次々と満杯にしました。

そして、きれいになった校庭や通学路を見渡して達成感を味わっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 ②「持続可能な目標～太白からやってみよう～」 

3 年生では、総合の学習で SDGs を柱にした学習を進めました。まず、“SDGs って何？”からスタート

し、世界で問題になっていることや、17 個の目標について自分が興味を持った目標について調べました。

そして、校外学習で身近な環境について調べたり、太白自然観察センターで環境保護の取り組みについて

学習したりしました。また、身近な外国の文化について知るために、外部講師を交流会に招き、韓国の言

葉や昔遊びを教えていただく機会を設けました。さらに、そこで学んだことを下級生にも紹介し、交流に

広がりを持つことにつなげました。 

 

 

 

 

 

 

３ 取り組みの成果 

落ち葉拾い清掃活動後のきれいになった校庭や歩道を見て、児童たちはとても清々しい表情をしてい

ました。みんなで協力することの大切さを実感できたようです。また、SDGs にあまり興味のなかった児

童が学習を進めていくうちに、自分でも何かできることを考えるようになり、こまめに電気を消すとか、

みんなで仲良くなれるような集会を企画するなど、自分から行動してみようという意見が増えました。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ６４ 学校名 仙台市立川平小学校 校長名 石川 隆夫 

 

１ 取組のタイトル 

  「環境を大切にする取組の実践」 

 

２ 取組の紹介 

  ○家庭科の調理実習「エコ・クッキング」 

    ５・６年生家庭科の調理実習で，仙台市ガス局の方による

エコ・クッキングを行いました。授業の中で，ごみを減らす工

夫や無駄を出さない工夫，ガスや水の節約に重点を置いた調

理実習を行いました。 

    煮干しとかつお節のだしがらでふりかけを作って食べ，無

駄にしない体験をしたり，スプーンに付いたみそを端切れで

取り，洗い物を減らす工夫を実践したりしました。 

 

  ○SDGsに関連した外国語活動の実践 

   ①６年生「We all live on the Earth.」 

動物クイズと食物連鎖のスライド発表を行いました。食物連鎖について紹介した後，「Let’s 

take care of the earth.」などを発表し，環境を大切にしようという意識を持たせることができ

ました。 

②６年生「Let’s think about our food.」 

日本の食糧自給率について学習した後，給食費はいくらかを知りました。一日２００円で生活

している子供は世界に約６億人いるという世界の食糧事情を知ると同時に，ＳＤＧｓについて知

り，給食のメニュー，栄養素などについて考え、発表しました。 

 

 

  ○飼育栽培委員会 

    飼育栽培委員会を中心に花檀と金魚の世話を行いました。毎

日，花檀の水やりや草取りに取り組みました。 

    また，花檀や生き物を大切にしてほしいということを，全校に

伝えるためにポスターを作成し，各教室や廊下に掲示しました。 

 

 

３ 取組の成果 

家庭科の調理実習では，授業の中で学んだことを生かし，家で研ぎ汁を洗い物に使う児童もいま

した。 

外国語活動の授業では，ＳＤＧｓの１７分野の目標のうち，①では，「１４．海の豊かさを守ろう」

「１５．陸の豊かさも守ろう」，②では，「１．貧困をなくそう」「２．飢餓をゼロに」について外国

語を通して学ぶことができました。環境を大切にしようという思いを持ったり，食材を通じて世界

のつながりを感じたりすることができました。 

飼育栽培委員会では，委員会活動を通して，児童が責任を持ち活動に取り組むことで，学校全体

で環境を大切にする気持ちを持つようになりました。 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ６５ 学校名 仙台市立芦口小学校 校長名 熊谷 英之 

 
１ 「芦口小学校環境教育」 
 
２ 取組の紹介 

（１）日常生活と結びつけた環境教育の取組 

＜５年総合「環境教育について考えよう」＞ 

  地球温暖化防止のために，調べ学習や，キリバス共和国を

題材とした出前講座を通して気候変動について学ぶなどして，

自分たちにできることについて考えました。自分の課題を設定

し，夏休みを活用してエコライフを実践するなどの活動に取り

組みました。 
 
＜３年総合「大豆はかせになろう」＞  

大豆の観察や，給食の献立表から大豆料理について調べる活動をしました。また，自校給食ならでは

のよさを生かし，栄養士から大豆の栄養について学びました。さらに，大豆が日本人の生活に深く関わ

っていることや，給食に積極的に取り入れられている理由についても栄養士から学んだことで，児童は

大豆に限らず大豆料理，食そのものへの興味をより一層深めました。食への興味が深まったことで，３

年生ではこの学習後残食が減り，食べ物を大切にしようとする気持ちも育まれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）委員会の取組 

  環境衛生委員会では，花の苗植えや水やり，エチ

ケット検査や放送での手洗いの励行，換気の呼びかけ

を常時活動としています。今年度はコロナ禍の影響か

ら，特にエチケット検査に力を入れてきました。 

また，委員会活動時にはＳＤＧｓについても考え，

学校内で自分たちにできる身近なことは何か，エコラ

イフについて学習した５年生が積極的に意見を出すな

どしました。節電や節水，古紙回収，ごみの分別など，

現在も取り組んでいるものを，次年度さらに呼び掛け

をしていきます。 

 

３ 取組の成果 

  ３年生の総合的な学習では身近な題材を取り上げ，５年生の学習では自分事の課題として実践する

ことで，普段の生活に生かそうとする姿勢が見られました。また，３年生のように残食が減ったことが

結果的に「残さず食べる＝ごみをできるだけ出さない」ことにつながり，環境教育にも通ずるのだと考

えました。次年度も教育活動全体を通して，環境教育を進めていきたいです。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ６６ 学校名 仙台市立蒲町小学校 校長名 田村 直也 

 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

 

花いっぱい笑顔いっぱいプロジェクト 
 
 

２ 取組の紹介 
（１）緑化委員会での活動 
  ・小中連携での花壇への花植え 
    例年，緑化委員会では，自分たちの手で地域に花を

植え，きれいな地域作りを目指しています。そこで，今
年度も，小中連携活動の一環として中学校が花苗を購
入し，小学校が学区内にあるバス停の花壇に花を植え
る活動を年２回行いました。 

 

バス停の花壇の花植えの様子 

  ・春夏の学校園の花植え 
    花壇に，春にはマリーゴールドやサルビア，秋にはチ

ューリップの球根やパンジーなど，年に２回花々を植え
ました。その後，全校に花に興味を持ってもらおうと，
花の由来や花言葉を調べ，ポスターを作成しました。花
壇に花が咲き誇ると，学校が明るく華やかな雰囲気に包
まれました。花を植え，育てる体験活動を大切にしてい
ます。 

学校園の花植えの様子 

（２）生活科での活動 
    １年生では，自分の鉢にアサガオを植えて，大切に

育てました。種を収穫した後，球根を植えました。子供
達は毎日水やりを行い，自分たちが植えた種から花が
咲いた時の喜びを感じることができました。今回収穫
したアサガオの種は，来年の1年生にプレゼントされ，
花を大切にして欲しいという気持ちを伝えます。 

 

アサガオの種を収穫する様子 

３ 取組の成果 
委員会活動や，教科指導に合わせて，花を植えたり育てたりすることで，自然や環境

について児童に意識付けを図ることができました。今後も身近な環境に目を向けて活動
に取り組んで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 ６７ 学校名 仙台市立枡江小学校 校長名 毛利 雄一 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  身近な自然から学ぼう ～ 地域の自然「与兵衛沼」「枡江の森」での活動を通して ～ 

 

 

２ 取組の紹介 

  枡江小学校周辺には，白鳥が飛来する風光明媚な「与兵衛沼」，わたしたちに四季折々のすばらしい

恵みを与えてくれる「枡江の森」といった豊かな自然があり，理科や生活科，総合的な学習の時間の

良い学習の場となっています。どの学年も身近な教材として取り上げ，親しんでいます。 

 

 ３年 総合的な学習の時間「枡江のよいところを知ってもらおう」 

  ３年生では，「枡江のよいところ」として，「与兵衛沼」を調べる 

ことを課題の一つとして取り上げ，与兵衛沼の地形や歴史，名前の由 

来等について学習を進めました。 

与兵衛沼の歴史や自然について枡江学区連合町内会長さんや仙台 

 市教育委員会文化財課の先生から御講話をいただく機会もありまし 

た。 

 特別支援学級の子供たちも何度か与兵衛沼へ行って，沼周辺の様 

子を観察したり，見学したことから自分が調べたいテーマを設定し 

て調べ活動を行ったりしました。 

 今年度は，昨年度実施できなかった連合町内会主催の「与兵衛沼  

清掃」も実施しました。多くの児童や保護者，地域の方が参加して 

ごみ拾いを行い，地域の自然保全に努めることができました。 

 

５年 総合的な学習の時間「枡江の森を守り継ごう」        

  枡江の森と自分との関わりについて考えました。 

はじめに，幸町市民センターの「枡江の森魅力発信プロジェクト」 

の企画員の方から，枡江の森に対する地域の方々の思いや願いについ 

て御講話をいただきました。 

次に，仙台市建設局百年の杜推進課やNPO「せんだい・市民の森を  

創る会」の皆様の協力を得て，「森の大切さ」や「間伐の重要性」に 

ついて学びました。また，実際に森に入って間伐体験を行ったり，伐 

採した自然の材料を使って，リース（木工クラフト）を作ったりしま 

した。 

 このような体験活動や学習を通して，この枡江の森をどのようにし 

て守り継いでいったらよいか，自分たちで考えたことを紹介しました。 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

  子供たちは，地域にある自然を観察したり，調べ活動を行ったりしたことで，より身近に感じ，親

しみを持つようになりました。また，地域の方から御講話をいただくことで，「与兵衛沼」や「枡江の

森」に対する地域の方々の思いや願いを知り，自分たちもその身近な自然の保全に努め，守り継いで

行こうという思いがより一層強くなりました。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ６８ 学校名 仙台市立東四郎丸小学校 校長名 伏見 滋 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  みどりと花いっぱいプロジェクト 

 

２ 取組の紹介 

○ 学校農園の活用 

  野菜の栽培を通して，勤労・生産の喜びを味わうことと，協力しながら責任を

持って仕事をする態度を育てることを目的として活動しました。1年生はサツマイ

モ，2年生は枝豆，3年生は小松菜の栽培・収穫を行いました。1年生は校庭の落ち

葉を使って収穫したサツマイモを焼き，みんなでおいしく食べました。 

 

○ 散策美化活動 

地域の自然環境に関心をもち，自然を大切にしようとする

意識を高めるために，学校と地域のごみ拾いをしました。 

1・6年生は校庭周辺，2年生は学区内の公園，3年生は土

手など，発達段階に応じて地域の自然を感じながら歩いて行

き，清掃活動を行いました。 

 

○ 拡大美化活動 

美化活動を通して，自然を大切にしようとする態度を育てることをねらいと

し，全校で学校敷地内の落ち葉拾いを行いました。東四郎丸小学校には多くの

木々があるので，落ち葉もたくさんありました。手

やくまででかき集め，ビニル袋に詰めていきまし

た。協力してくださる地域の方々のおかげで，短時

間でもたくさんの落ち葉を拾うことができました。児童を褒めてくださったり，

励ましてくださったり，いつも地域の方々が児童を支えてくれています。 

 

○ 花壇への花苗定植 

異学年の友達と関わりながら花の苗を植えることで，みんなできれいな学校にしてい

こうとすることを目的とし，春・秋の二回実施しました。「きょうだい学年（1年生と

6年生，2年生と5年生，3年生と4年生）」で一緒に季節の花の

苗を植え，植え方を教える姿や褒め合う姿がたくさん見られる

ほほえましい時間となりました。環境委員（児童会）が中心と

なって企画し，植え方を教えたり道具の準備をしたり，休み時間を使って毎日水やり

をしたりと，植物を大切にする活動を進んで行うことができました。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 ・各学年で野菜や花苗を定植することで，水やりや雑草取りなどを自主的に行おうとする緑化意識が高まりま

した。 

 ・落ち葉拾いやゴミ拾いをすることでお世話になっている方々へ感謝の気持ちを持つことができました。また,

地域周辺を自分たちできれいにしていこうとする意識も高まりました。 

・ボランティアで協力してくださる地域の方々と一緒に活動することで交流を深めたり，「きょうだい学年」で

活動することで異学年の友達との仲を深めたり，緑化活動を通して人と触れ合うことができました。 

こ
れ
は
燃
え
る 

ゴ
ミ
か
な
あ 四葉のクローバーを 

見つけたよ 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ６９ 学校名 仙台市立人来田小学校 校長名 髙橋 伸二 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

 学童農園で稲作体験 

 

２ 取組の紹介 

 人来田小学校では，地域の方から農園をお借りして稲作体験に取り組んでいます。5 年生は，社会科

と総合の時間に米作りについて学びながら，6月には田植え，10月には稲刈りを行いました。 

また，12 月には社会学級の委員長さん，学校支援地域本部のスーパーバイザーさんのご指導のもと，

収穫した後のわらを使って，正月飾りを作りました。 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 6月の田植えでは，ほとんどの子供が初めての田植えに取

り組みました。最初は泥の感触に戸惑っていた子供たち

も，農家の方に苗の植え方を教わりながら植えていくにつ

れて，上手に植えられるようになりました。秋の収穫に思

いをはせていました。 

10月の稲刈りは，一株一株丁寧に刈り取りました。雨の

ため水田はぬかるんでいて，泥に足を取られながらの作業

となりましたが，一人一人が収穫の喜びを感じることがで

きました。豊かに実った稲穂に自然の生長の力強さを感じ

ました。 

 

12月には，収穫した稲のわらを使って正月飾りづくりを

しました。空き缶にわらをはり付ける作業がちょっと難し

かったようですが，最後まで丁寧に作業を進めて，上手に

仕上げることができました。子供たちは，稲の食べられる

ところだけではなく，わらも利用して生かしていく昔の人

の考えや知恵を感じていました。 

お米は，そのまま味わったり，塩を振っておにぎりにし

たりして，みんなでおいしくいただきました。体験を通し

て，子どもたちは農家の仕事の大変さや，食べ物のありが

たさを感じていました。 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ７０ 学校名 仙台市立西中田小学校 校長名 駒沢 健二 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  ＳＤＧｓへの取組 

 

２ 取組の紹介 

①エコキャップ回収とユニセフ募金 

  福祉委員会の児童が，夏休み前にお昼の放送などで，全校児童にペットボトルキャップの

回収を呼びかけました。休み明けの 1 週間，各教室を回って回収したキャップは 31820 個，

７４ｋｇになり，世界の子供たちのワクチンになりました。 

  また，１２月にはユニセフ募金を行いました。2 日間で 37891 円集まりました。集まった

お金は，世界の子供たちのワクチンや栄養治療食として使われます。 

②完食の木 

  給食委員会では，「給食の残食を減らそう」を合い言葉に，完食したクラスにシールを配

って，完食の木に貼る活動を続けています。今年度も完食の木にたくさんの実（シール）が

つき，学校全体で食べ残しを減らし，食べ物や作っている方に感謝しようという気持ちを持

つことができました。 

③環境問題について 

  たんぽぽ学級では，「ＳＤＧｓってなんだろう」という疑問から，身近な環境問題につい

て，総合的な学習の時間に調べ学習をしました。食品ロスや３Ｒ，海洋プラスチック問題な

どについて調べ，今の自分にできる事を考えて，実践してみることにしました。 

④紙のリサイクル 

   職員室や印刷室に，紙の分別コーナーを設置し，リサイクルしやすいようしています。子

供たちだけではなく，職員もエコ活動を意識して取り組んでいます。 

⑤栽培活動 

  今年は，教材園でサツマイモ，ミニトマト，きゅうり，パプリカ，ブロッコリーなどの栽

培を行いました。今年度も地域のボランティアの方に，苗の植え方やお世話の仕方を教わり

ました。野菜がたくさん実を付け，収穫することができました。たんぽぽ学級では，収穫後

のサツマイモのつるを使って，クリスマスリースやお正月リースを作りました。 
また，今年度も1階の教室の前に，アサガオのグリーンカーテンを作ったり，美化委員会

が地域のボランティアの方々と一緒に，昇降口前の花壇と校舎東側の道路沿いのプランター

への苗の植え替えを行ったりしました。 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

   これまでに取り組んできたリサイクル活動や栽培活動を継続して行いながら，さらに世界の

取組にも目を向け，一歩深めた活動を行うことができました。高学年が委員会活動等で積極的

に活動に取り組む姿勢を見て，他の学年にも意識の高まりが見られるようになりました。今の

自分たちにもできることや日常生活の中で取り組めることを考え，実践することの大切さにも

気付きました。また，自然や食物，命を大切にする気持ちも感じられます。 

   今後も児童，家庭，地域とともに，身近な環境に目を向け，ＳＤＧｓにつながる活動に取り

組んでいきたいと思います。 


