
 

 

令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ８２ 学校名 仙台市立大沢小学校 校長名 菅原 孝代 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

「大沢小の豊かな自然」プロジェクト 
 

２ 取組の紹介 

  大沢小学校は学校の周囲に田園が広がっています。遠方に山々を望む自然の中に立地しております。

しかし，大沢小学校地内には花壇が少なく，四季折々の花は，プランターに植えていました。昨年度，

地域の方が「コロナでも子供たちが元気いっぱい過ごせるように」と，プール脇にプールよりも長い

花壇を作ってくださいました。昨年度は，この花壇に『ヒマワリ』をたくさん植えました。 

今年度はこの花壇を含め，より「豊かな自然」を目指して活動を行いました。６月には環境委員会

と1年生がマリーゴールドやヒマワリ，コキアなどの苗を植えました。この際，地域の方から苗の植

え方を教えていただき，一緒に苗を植え付けました。１１月には，プール脇花壇を「１５０周年記念

花壇」として整備工事を行い，さらに環境を整えました。工事後の１２月には６年生が新花壇にパン

ジーや葉ボタンなどの苗を植えました。 

 

【プール脇の花壇に苗を植えよう】 

 

「６月：１年生，環境委員会」 

                 マリーゴールド・コキア等 

 

 

 

 

 

 

 

 

「１２月：６年生」 

                     パンジー・葉ボタン等 

 

 

【その他の取組】 

 

 

 

 

 

 

 

「ヘチマのグリーンカーテン」        「水やり」         「全校除草作業」 

３ 取組の成果 

  雑草抜きや水やりなどの活動を通して，植物を大切にする気持ちを高めることができました。植

物への愛情を育み，身近な環境に目を向けるきっかけとなっています。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ８３ 学校名 仙台市立川前小学校 校長名 川合 輝文 

 

１ ３学年総合的な学習の時間 ～大豆の秘密を探る～ 
  ５学年総合的な学習の時間 ～地元の米作りに学ぶ～ 
 

２ 取組の紹介 

 本校の総合的な学習の時間の柱となる「地域」から，自然や農業と人々の関わりをテーマとして学習に取り組み，自

然の大切さや，地域の方々の思いに気付き，川前の地域をよりよくしていこうという気持ちを高めることを目的として

います。 

３年生は，地域の方からお借りした畑で大豆の栽培をすることから始まり，大豆のお世話を通して土や水といった自

然環境の大切さを実感しました。そして収穫した大豆で「みそづくり」を行いました。みそづくりでは明成高校の先生

に講師として来ていただき，大豆に関して食育的な観点からも学習することができました。 

 ５年生は，地域の方々の協力をいただき，苗植えから，稲の観察や除草作業，稲刈り，脱穀作業などを進めました。 

脱穀作業では，年代ごとに過去に使われていた複数の脱穀機を使った脱穀体験を行うことができ，昔の人々の生活の様

子にも触れることができました。 

 子供たちの作ったお米は，給食に使用され全校でおいしくいただきました。また，お世話になった地域の方々をお招

きしての「感謝の会」を行い，地域の方々との貴重な触れ合いの活動も行うことができました。 

 

３ 取組の成果 

 子供たちは，地域の方々の自然や農業に対する思いに触れながら，専門的な指導と支援の下，身近なところにかけが

えのない自然環境があることを知り，自然に対する関心を高めました。また地域の方々の思いに触れることで，先人た

ちが自然環境を大切に守ってきたことを知り，自分たちも川前地域の自然環境を守ろうとする心情が育ちました。 
 何より，自分たちが育った地域で育てた作物が自分たちの口に入るという貴重な体験は，今後も継続して自分たちの

住んでいる地域の自然環境を守っていかなければならないという気持ちを高めることにつながり，「SDGs」を学ぶ素地

を養うことができました。 
 

３年 みそづくり                ５年 米づくり 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ８５ 学校名 仙台市立吉成小学校 校長名 佐野 憲司 

 

１ 取り組みのテーマ 

 
「わたしたちのまわりの環境を整備しよう」 

 

２ 取組の紹介 

  ①「ふるさとの杜再生プロジェクト」 

  ・３年生の総合的な学習の時間で，仙台市役所「百年の杜推進室」と連携した授業を行いました。 

最初に，出前授業として，百年の杜推進室の方にに御来校していただき，震災による津波で失わ 

れた荒浜地区の杜を再生するための活動や，その活動にかかわっている人々の思いについて教え 

ていただきました。１１月２日には，荒浜地区にある海岸防災林での植樹活動を行いました。 

コナラやヤマハンノキなどの広葉樹を植えました。植樹した苗木が育ち大木になるまでには，２ 

０～３０年かかるといわれていて，震災を直接経験していない子供たちが震災に長くかかわるき 

っかけとしても意義深い活動となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「落ち葉拾い」 

・吉成学区には公園が多いので,毎年秋に中学生と一緒に落ち葉拾いをしています。小学校からは 

５・６年生が参加しました。今年度も小中学生が協力しながら,一生懸命落ち葉を拾いました。活 

動が終わる頃にはとてもきれいになり,持ってきたごみ袋がいっぱいになりました。 

 

③「ごみの分別」 

・各教室に普通ごみのほか,プラスチック用ごみ箱を設置し,ごみの分別 

を担任が声掛けしています。 

 

④「花壇の整備」 

学年毎に花壇の管理を行っています。春と秋の年２回,花の苗植え 

をクラスで協力して行い水やりなどの世話をしています。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 

・震災について自分事として考えようとする児童が増えました。 

・小中が連携しての活動を継続して行っていて,「自分の住む地域をきれいにする」という意識の高

まりが感じられます。 

・ごみの分別への意識が高まってきています。 

・草取りや水やりなどの活動を通して環境美化の気持ちが育ってきています。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ８６ 学校名 仙台市立秋保小学校 校長名 吉田 正太朗 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

自然や生命とのつながり・共生を考えよう 

 

２ 取組の紹介  

（１）花の苗植え，野菜の栽培活動 

   ５月に，ホウセンカやマリーゴールドなどの花の種を植えたり，キュウリやナスなどの野菜の苗を植えた

りしました。収穫が終わった１０月には，縦割り班でパンジーやビオラなどの花の苗植えを行いました。 

    

 

   

   

     

（２）田植え・稲刈り 

   ５，６年生で地域の方の力を借りながら，田植えと稲刈りを行いました。育てたお米は家庭科の調理実習で

味わいました。 

   

  

  

    

 

 

（３）ゴミの分別 

  燃えるゴミとプラスチックゴミのゴミ箱を分けることで分別を意識しています。 

   

   

 

  

  

 

（４）環境学習 

   ４年生が総合の時間で環境をテーマに，地域の川の水質調査をしたり，生ゴミの有効活用法やホタルにつ

いて外部講師をお招きしたりして，環境についての学習を深めました。 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 ・自分たちで花や野菜，お米などを育てることで，自然や生命とのつながりを意識することができました。 

 ・ゴミの分別をすることで，一人一人が身近にできることへの意識が高まりました。 

 ・地域の自然を調べることで，郷土愛や，自然を愛護する気持ちが高まりました。 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ８７ 学校名 仙台市立馬場小学校 校長名 後藤 信博 

 

１ 取組のタイトル「身近にできる活動・地域と関わる環境学習」 

 

２ 取組の紹介 

（１）全校・地域で取組 

① リサイクル活動【ごみの分別回収】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地区清掃 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学年の取組（５学年 環境保全米 ６学年 そばの栽培） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教室やランチルーム，職員室でも，雑紙・PPC用紙類，プラごみ，

一般ごみに分別し，回収しています。また，職員を対象に文房具の分

別回収も行っています。日常的に行うことで，児童のリサイクル活

動に対する意識も高まってきています。さらに，家庭や地域に呼び

掛け，子供会育成会が中心となって，年６回の資源回収を行うなど，

地域全体で「リサイクル」の意識を育てています。 

復興プロジェクトの一環として，全校児童が，学校周辺の清掃活動

を行いました。清掃を行った道路沿いには，空き缶や紙くず，たばこ

の吸い殻等がたくさん落ちていて，子供たちは一生懸命拾い集めてい

ました。学区内には，四季を通して多くの観光客が訪れる秋保大滝が

あり，少しでもきれいにし，訪れる方々に楽しんでいただきたいとい

う思いで頑張りました。 

【５学年】 

秋保地区で行われている，減農薬・減化学肥料による「秋保環境保全米」

について，それに携わる地域の方々の思いを，体験を通して学びました。

コロナ禍の中で，今年度は，地域での田植えや稲刈りに参加することはで

きませんでしたが，学校内の水田を活用して，稲作体験を行いました。ま

た，秋保温泉「ホテル瑞鳳」さんを訪問し，「秋保環境保全米」がどのよう

に流通しているか，提供されているかを調べました。実際にお客さんに提

供している現場を見たり，試食させていただいたりしました。秋保という

豊かな自然環境を生かして作ったおいしく安全なお米に感心していまし

た。 

【６学年】 

あきう生産組合の方々にご協力いただき，学童農園でそばの栽培を行い

ました。８月に種をまき，１０月に収穫しました。収穫したそばの実は製

粉し，１月に自分たちでそばを打って味わいました。活動を通して，そば

を種から実まで育て上げることができる地域環境のすばらしさを改めて

実感していました。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ８８ 学校名 仙台市立湯元小学校 校長名 宮崎 佳子 

 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

   身の回りの自然や環境に目を向け，よりよくしていこうとする児童の育成 

 

２ 取組の紹介 
（１） 花植え活動 
   ６月と１０月に「花植え活動」を行っています。６月は，３・４年生がマリーゴールドやサル

ビアを植えています。また１０月には，「秋の花植え」と題して，１年生から６年生が，学校内
の花壇にパンジーや葉ボタンを植えます。これらの活動に加え，夏休み明けには地域の方からい
ただいたヒマワリの種を植え，秋咲きのヒマワリを育てています。 

 
（２） 湯元クリーンデー 
   例年は，学校内外の清掃を行うクリーンデー(１週間の清掃週間)を実施しています。しかし，

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，１・２年生は，校庭や体育館周辺のゴミ拾
いを行い，３～６年生は，学校前の植樹帯の草取りを行いました。 

 
（３） ヘチマのスポンジ作り 
    ４年生は，理科の学習の一環で，学級の花壇でヘチマを育てました。ヘチマの実は切って乾燥

させ，掃除の際にスポンジとして活用する予定でした。例年はこのような取組を行っております
が，今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，実施しておりません。 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 
（１） 花植え活動 
   校内の花壇や，学校前の県道に様々な花を植えることで，植物を大切にしていこうとする心情

を育んでいます。また，小学生も地域の一員であり「みんなで町をきれいにする」意識を持たせ
ることにもつなげています。 

 
（２） 湯元クリーンデー 
   学校内や植樹帯の美化活動を通して，普段目につかない場所にたくさんのゴミが落ちているこ

とに気付いた児童が多数いました。学校内外の清掃を行うことで，「自分達で学校をきれいにし
よう」という，美化活動に取り組もうとする意欲を持たせることができました。 

 

花
植
え
活
動 

湯
元
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リ
ー
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デ
ー 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ８９ 学校名 仙台市立七北田小学校 校長名 菅原 邦子 

 

１ テーマ「目指そう！エコ・スクール七北田小学校」 

 

 

２ 取組の紹介 

（１）SDGｓの視点から自分たちのくらしを見直そう 

福祉・JRC 委員会では，ボトルキャップ，牛乳パックやベルマーク

の回収を行っています。今年度は，集まったキャップを使ったアート作品作りにも取り組

みました。 

環境委員会では，各クラスに段ボールのボックスを配付し，古紙の回収を行っています。古紙を種類

別に分けて束ね，リサイクルしやすいように取り組んでいます。 

 給食委員会では，給食週間の活動の一環として，「残食をへらそうキャンペーン」を行いました。給食

を下膳する度に目にする牛乳や主菜・副菜等の残食。毎日たくさんの食品が

廃棄されている現実に目を向け，委員会の子供たちから提案された活動です。

掲示物によって残食を“見える化”し，昼の校内放送でも全校児童に知らせ

ることによって，子供たちに「一口でも多く食べよう。」「残さず食べて食品

ロスを減らそう。」と意識が芽生える良いきっかけづくりとなりました。 

 

（２）地域と共に，花いっぱいの七北田のまちに 

 七北田小の６年生が毎年行っているフラワープロジェクト。地下鉄泉中央駅と

市名坂を結ぶ「すいせん通り」を花いっぱいの場所にしようと一生懸命取り組ん

でいます。今年もコロナ禍の中，区の公園課やまちづくり推進課，泉中央駅前地

区活性化協力会の皆さん等の御協力でたくさんの花を植え，水やりや草取りの世

話を頑張ってきました。たくさんの花々が，「すいせん通り」に彩りを添えるこ

とができました。 

 

（３）育てよう，植物の命 

 各学年では，総合や生活科の学習活動の一環として，イネ，サツマイモ，ミニトマトなどを育てまし

た。どの学年も，植物の命と向き合いながら心を込めてお世話を行いました。ぐんぐ

ん生長する様子を観察し，収穫の喜びを味わうことが出来ました。 

緑化委員会では，６月と１１月に職員玄関前の花壇に花の苗や球根を植えました。

９月の委員会活動で，どんな花の苗や球根を植えるかアイディ

アを出し合いました。新学期を迎える頃に，春の花々が花壇を彩ることでしょう。 

 

 

３ 取組の成果 

 世界的に注目されている SDGｓ。持続可能な社会を目指すには，まず自分の身の回りの事象に関す

る気付きや一人一人の小さな行動の積み重ねが大切であることが分かります。家庭で毎日のように出る

紙やプラスチックのゴミをリサイクルする取組から環境問題に興味を持ち，給食の残食を可視化するこ

とによって，食品ロスをなくそうと努力する態度を育てる小さな一歩になったようです。 

また，コロナ禍の中でも，フラワープロジェクトの実施によって，自分たちの住む地域に目を向け，

自分たちの力ですてきな七北田のまちにしようという思いを持って活動することができたようです。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ９０ 学校名 仙台市立野村小学校 校長名 佐藤 康隆 

   

みんなで守ろう～わたしたちの大切な自然 in 野村～ 

取組の紹介 

全校 

◎美化活動 

本校で毎年行っている美化活動を６月１５日（火）に行い

ました。たてわり班ごとに４つのグループに分かれ，学校周辺のごみ拾いをしました。５・６年生が中心となり，交通

に気を付けて安全に実施することができました。 

学年ごとに集めるごみの種類を，一般ごみ・びん・カン・ペットボトル・プラごみと分けてごみを集めました。たてわ

り班ごとに活動することで，上学年が良い手本になり環境美化に対する意欲付けにつながる体験となりました。 

◎稲作 

５年生が中心となり，全校児童で田植えや稲刈りを行いました。地域農家の方との交流

を通して農業への興味・関心を高める活動をしています。 

 

児童会活動（環境委員会） 

◎校舎南側の花壇に，曜日ごとの当番に分かれて水やりを行いました。 

◎美化活動では，ごみの分別方法を画用紙にまとめて説明しました。 

◎月に１回，校内のポスターを貼り替え，古いものは古紙として回収しました。 

◎古紙を回収する際に，感熱紙やクリップなどリサイクルできないものの分別もきちんと行 

いました。 

 

各学年 

◎各学年，学年教材園で一人一野菜，希望する野菜を決め大切に育てました。 

◎各学年，ごみ箱を燃えるごみ用と，プラごみ用とに分け，分別収集を行いました。 

◎３年生は図工の「自然の落とし物」や理科の「昆虫探し」の学習の時間に，地域に出て自 

然にふれあう機会を多く持ちました。 

◎４年生は総合的な学習の時間に泉ヶ岳の動植物を調べたり，野外活動で登山をしたりし 

て，泉ヶ岳の自然に触れました。 

◎５年生は家庭科で３Ｒや５Ｒについて学び，エコ活動を意識して生活しました。 

◎５・６年生の調理実習では生ごみを減らしたり洗剤を使いすぎないような洗い方をしたり 

するなど，エコクッキングに努めました。 

◎５・６年生は国語の教材文を用いて環境問題について考え，地域の自然を生かす取組につ 

 いて調べたり，考えたりしたことを発表しました。 

◎５・６年生は夏に，３・４年生は冬に，花壇の花を植え替えました。 

取組の成果 
◎低学年の児童も普段からエコ活動を意識しながら生活しました。 

◎画用紙や学習で使った紙類をすぐに捨てず，裏紙などにして無駄にしないように努めました。 

◎学年教材園での野菜作りや稲作，花壇の水やり等の体験から植物の育つ環境の大切さを知ることができました。 

◎学校や地域の身近な自然の良さに触れ，今後も自然を大切にしていこうとする思いを持ちました。 

◎国語，図工，理科など様々な教科の学習を通して，身の回りの環境問題に興味を持ち，持続可能な社会を作ろうとす

る思いを強めました。 

 

 


