
令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ９１ 学校名 仙台市立根白石小学校 校長名 鶴田 忠幸 

 冠
かむり

川 ふるさとの恵みをつなぐ 
 
１ はじめに 
資源の困窮による問題等があるように，これからの持続可能な社会をつくるためには，

日頃から自然に親しみ，自らの力で環境保全に取り組む主体的な行動が望まれると考え

られます。本校の学区は，泉ヶ岳を源流とする冠川（七北田川）と数多くの支流，用水路

が走り，豊かな実りをもたらす水田を支える地域です。そのため，オタマジャクシやカエ

ル，ホタルや川魚，野鳥，蛇，イノシシなどの生き物の姿を見かけることが多く，本学区

の児童は，日常的に自然に親しむことができています。しかし，児童一人一人が，環境問

題について理解し，環境への負荷が少なく，地球環境にやさしい学校生活の在り方を考えるためには，学校での体験的

な活動が必要であると考えます。本校では，根白石の地域性を生かし，自然と地域を愛し，自然を守り育てようとする

心を育成するため，自然と親しむ実践的な取組を行っています。 
 
２ ４年生の取組 ―「ふるさとの川をたんけんしよう」― 
根白石の学区には，たくさんの水田があり，多くは冠川（七北田川）から水を引いていま

す。４年生の総合的な学習では，「ふるさとの川」を探検する活動から，冠川流域の環境を

知り，環境保全の気持ちを高めることをねらいとし，学習を行っています。地図や本，イン

ターネットを活用しての調べ学習では，日頃，水田周りの用水路を見ながら登下校している

子供たちでも，知らないことは多く，新しい発見に関心を持って取り組みました。 
そして，最も子供たちに気付きや疑問をもたらしたのは，実際に冠川流域で行われた，体

験的な校外学習でした。「冠川たんけん」では，川の水や石，泥や苔，魚や水生昆虫などに

直に触れ，いくつもの疑問を感じたようでした。きれいな水を好む生き物と汚い水を好む生

き物が混在していたこと，上流と下流の透明度の違い等です。「なぜ」との思いは強まり，

川を汚くする原因を予想し，川のきれいさを調べる方法を考え，川をきれいにするために自

分たちができることを探し，問題解決を図りながら追求していきました。 
また，江戸時代に作られた「福岡大堰」の校外学習では，「くぐり穴」や「狭間」を

近くで目にすることができました。低いところを流れる冠川から水を引くことの困難

さ，工事の困難さを実感したようでした。幾度となく修理，改善され，現在に至ること

から，先人や地域の方々の苦労の先に，今の豊かな水田や地域があることに感銘を受け

たようでした。冠川と地域とのつながりの深さや歴史，その存在の大きさを改めて理解，

実感するとともに，冠川を大切に思う気持ちもより強くなったように感じます。 
 

３ 水の恵みをいつまでも 
昨今の情勢のため，例年のように，あぜ道や用水路沿いの清掃をしたり，たてわり活動として全校児童が通学路のご

み拾いをしたり，環境保全につながる活動を実施することができませんでした。しかし，総合的な学習の時間や理科，

道徳での学習を経て，子供たちから「自分たちにも，自然のためにできることがある。」「自然を守っていきたい。」等の

声が聞こえてきました。 
冠川の水の恵みや自然を守ってきたふるさとの先人たち，今現在力を尽くしている地域の方々の姿から，児童自らが

自然と人々の生活のつながりを学び，地域の一員として環境を守ろうとする気持ちや実践力を高めることができている

と思います。これからも学校教育全体を通して，地球環境にやさしい学校生活や環境保全について考え，自然のために

何ができるのか追求し，主体的に実践できる児童を育成していきたいと思っています。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ９３ 学校名 仙台市立福岡小学校 校長名 阿部 英徳 

 

１ 取組のタイトル   地域と関わり自然と環境を大切にする児童の育成 

 

２ 取組の紹介 

〇学童農園での栽培活動 

   本校では，学童農園（水田）で米の栽培を行っています。毎年，全校児童で５月に田植えをし，１１月に

稲刈りを行います。地域の環境保全会の方々に，田植えや稲刈りのこつを教えていただいたり，保護者と一

緒に活動したりすることで，地域の環境に目を向け，人と関わりながら自然に親しむ取組を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   学童農園（畑）では，じゃがいも，さつまいも，大根，白菜を育て収穫しました。野菜の成長を実感する

体験を通し，食物に感謝する気持ちを持つことができました。 

   １１月の収穫感謝祭では，栽培活動でお世話になった方々をお招きし，感謝の気持ちを伝えました。低学年

児童が作成した『野菜おみこし』や企画委員会による『米や野菜に関するクイズ』などを通して収穫を喜び合

い，自然の恵みに感謝する機会にもなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇健康委員会の活動 

  テープの巻芯回収を呼び掛けるリサイクル活動に取り組みました。『緑を守る取組』に役立ててもらいます。 

 

３ 取組の成果（児童の変容） 
  特色を生かした全校での米作りや野菜作りを通して，保護者や地域の方々との絆に気付き，自然豊かな地域

を大切にしようとする心が育ってきています。ゴミの分別やリサイクル活動に取り組むことで環境を大切にす

ること，栽培活動を通して自然や命を愛護する大切さを学ぶことができました。 

 

〇ごみの分別回収 

各学級でごみの分別

を行っています。普段

からごみの分別を意識

して生活しています。 

 

〇グリーンカーテン 

  毎年，１階教室前にグリー

ンカーテンを作り，省エネ対

策に取り組んでいます。 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ９４ 学校名 仙台市立黒松小学校 校長名 熊谷 礼子 

 

１ 環境に優しくなれる姿を目指した黒松小学校での活動概要 

 

２ 黒松小学校での取組の紹介 

① 学級での取組 

・節電を考え，移動教室の際はこまめに電気やヒーターを消すように意識してきました。 

・各教室に可燃ごみ用とプラスチックごみ用の二つのごみ箱を設置し，分別して捨てるよう取り組

みました。                                               

・給食では，個に応じた配膳をし，食べることができたという満足感を持たせながら全体的に残食

が少なくなるよう取り組みました。 

 

② 学年での取組 

・４年生では，理科の学習と関連づけて，グリーンカーテンを作りました。ヘチマの苗植えから 

児童が行い，毎日欠かさず水やりも行いました。高さは地下１階から校舎の３階まで伸び，広 

い範囲を覆うことができました。また秋には，ヘチマの実を利用し，スポンジにして家庭で使 

えるようにしました。 

 

③ 委員会での取組 

・季節に合わせて，花の苗植えを行っています。除草作業から苗植えまでを行い，世話をしてきま

した。また，きれいに安全に活動できるよう，うら山の枯れ木や落ち葉拾いを定期的に行ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果 

  ・学級ではゴミの分別の意識が高まったり，給食時に，自分から苦手な物でも食べてみようとし 

たりする姿が見られました。 

  ・学年や委員会では，児童が意欲的に活動に取り組み，達成感を持たせることができました。特 

にグリーンカーテンを作った時には，蔓が伸び，花が咲いていく充実感を味わうことができま 

した。また日陰ができることで，電気の使用量が減ることや，葉の光合成で酸素が増えることを

学び，環境を維持していくことへの意識が高まりました。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ９５ 学校名 仙台市立南光台小学校 校長名 根本 弘美 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

２ 取組の紹介 

【各教室での取り組み】 

○牛乳パックは, 小さくたたんで捨てています。給食で出されるごみは，より小さくなるように工夫し

てゴミの削減を意識しています。 

 

【 学習活動での取り組み 】 

○「自然と触れ合おう」（１年生） 

虫取りの網を使って校庭や学校の畑で虫を探して捕まえたり，公

園の落ち葉を拾ったりしたものを観察しました。生き物に興味・関

心を持つ児童が増えました。 

○「整理整とんで快適に」（５年生） 

家庭科の「整理・整とんで快適に」では，３Ｒと５Ｒについて学

習し，普段の生活の様子を振り返りました。この学習の中で，最後

まで物を使い切ることや物をすぐ捨てずに人に譲ったり，修理して

使ったりすることの大切さを学びました。また，グリーンマークや

エコマークなどの環境保全に配慮した物に付けられるマークについても学習しました。買い物の際

に，これらのマークを参考にして買う物を選びたいという実践意欲を持つことができました。 

 

【 委員会活動・学校での取り組み 】 

〇花の苗植え 

緑化委員会が中心となり，花の苗植えを行ってきました。委員会活動では，学校を緑と花でいっぱ

いにして笑顔を増やそうと活動しています。季節ごとに苗植えを行い，草取りなど，栽培の一連の活

動を，年間を通して取り組みました。チューリップやぼたんを花壇に咲かせたり，校舎の周りに配置

したりすることによって学校の美化を進めました。 

 

○プルタブ回収 

けやき委員会は，毎年プルタブの回収を全校に呼

び掛けています。集まったプルタブは，取引業者 

を通じて現金化し，全額ユニセフに募金していま

す。年間１００キログラムを目標に，毎月各クラス 

で集まったプルタブを委員会の児童が回収していま

す。保護者の皆様にご理解とご協力をいただいて 

いることが感じられる活動となっています。 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

例年とは異なりコロナ禍の中，制限される活動が多くありました。その中でもできるエコ活動や， 

地球温暖化やゴミの分別などの環境について関心を持たせるような学習活動に取り組ませてきまし 

た。今後も，子供たちが生活の中でも意識していけるような学習をさせていきたいと思います。 

南光台は公園が

いっぱいあるよ 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ９６ 学校名 仙台市立将監小学校 校長名 斎藤 晴彦 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

 
将監小学校 ５０周年 花いっぱい活動 

 

 

２ 取組の紹介 

 

（１） ５０周年記念植花 

       今年度、将監小学校は，開校５０周年を迎えました。 

５０周年記念事業の一つとして，記念植花を行いました。 

花の苗は，将監小学校こども楽校学長で初代PTA会長の 

浅野さんが種から育てて提供してくださいました。６年 

生は中庭の円形砂場を花壇にしたところに，「５０」の 

花文字を作りました。１～５年生は，校舎前の植え込み 

に花を植えました。けやき学級は，中庭に「５０」の花 

文字を作りました。  

 

（２） 地域清掃活動 

例年は，全校一斉に行う清掃活動ですが，昨年に引き 

続き今年度も学年毎に日程を調整して行いました。低学 

年は学校周辺の通学路，中高学年は近隣の路上や公園の 

落ち葉を拾い集めました。公園には地域の方々も来てく 

ださり,たくさんの落ち葉を集めることができました。 

  

（３）ボランティア委員会による緑化活動 

     今年度は,新型コロナウイルスの影響で活動時間が短 

縮される場面もありましたが,１年を通して活動を行う 

ことができました。ボランティア委員会では,主に校内 

美化活動として花壇やプランターに花を植え,その手入 

れや管理を行ってきました。プランターに花を植える際 

には,落ち葉と土を混ぜ,より花に栄養が行きわたるよう 

な工夫をしながら植えました。子供達が丁寧に手入れを 

していたお陰で,プランターの花は元気よく成長し,学校 

内を明るくしてくれました。次年度でも,引き続き校内 

環境の美化に努めていきたいと思います。 

 

 

３ 取組の成果 

    

今年度は，将監小学校の開校５０周年をお祝いする花壇を作り,全員が花を植えたことで,自分た

ちの学校に対する思いがより深まった１年でした。また，コロナ禍で活動が制限されている中でも，

地域の方々が常に学校や児童を温かく見守ってくださっていることに気付くことができました。こ

れからも学校と地域を大切にする児童を育成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 ９７ 学校名 仙台市立向陽台小学校 校長名 高橋 義肖 

 

１ 取組テーマ 

 

 

２ 取組の紹介 

① 向小の森 大きく育つヒマワリ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

② ペットボトルキャップ収集活動 

  

 

 

 

 

 

③ ベルマーク収集活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童の変容） 

① 自分たちで育てた愛着のあるひまわりの種が，次の２年生に引き継がれていくことに喜びを持ち，自己有用

感を高めることができました。 

② 自分の行いが世界の貧困に苦しむ子供たちの役に立てることに，喜びを感じる児童の姿が見られました。他

者への思いやりの気持ちを育むことにつながりました。 

③ 収集に対して，多くの人の協力をいただいていることに感謝の気持ちを持つことができました。 

本校のベルマーク収集は長年 PTA で行っていましたが，令

和２年度から児童会の環境栽培委員会に引き継がれました。令

和２年度は，コロナのため活動を中止していましたが，今年度

は再開しています。ペットボトルキャップ収集と同じように，

収集ボックスを設置してクラスへ呼び掛けています。集めたベ

ルマークで児童の使う用品を購入していこうと計画していると

ころです。 

２年生は，春に生活科の学習で「向小の森を育てよう会」の皆さんと向陽台小のシンボルであるヒマワ

リの種まきを行い，その後，苗の定植を行いました。秋には育てたヒマワリから種を集め，来年度の２年

生が育てるヒマワリの種として大切に保存しているところです。来年度も向陽台の丘にヒマワリの花が

きれいに咲き，多くの児童や地域の方の気持ちを和やかにできればと思っています。 

コロナの影響で昨年度は中止していたペットボトルキャップを集める活動を，今年度は再開しました。

環境栽培委員会が中心となり，校舎内に収集ボックスを設置して，委員会から各クラスに呼びかけを行

いました。ペットボトルキャップ収集が，世界で貧困に苦しむ子供たちのワクチン接種に生かされるこ

とを願って多くの児童が協力しています。 

ひまわりのように夢に向かってまっすぐに 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

 

 

活動 テーマ ｢コロナ禍でも環境を考える心は変えない｣ 

 

１全校での取り組み 

 ◎掃除用のお湯の節約 

 コロナ禍で学校では、当たり前のことを当たり前にできるように細心の 

注意をはらい生活している。三密回避意識は、大分浸透し、更にエコを 

もとに考える生活は、コロナ禍でも変わらなかった。子どもたちの心に環 

境に優しい生活を送る姿勢は、コロナ禍であろうが、変わらす定着しつつ 

ある事を実感した１年だった。子どもたち自身がエコスクールの発想を持 

ち、その生活様式を守る意志が、各クラスの児童から、感じ取れた。床掃 

除をする上で欠かせない水。その水温は冬期が近づくにつれ冷たくなるの 

で、各クラス水温を少しでも上げるために、ペットボトルに、熱吸収率の高 

い黒テープを貼り、水を少しでも暖めて、雑巾で掃除する際に有効活用 

した。 

 

２ 委員会での取り組み 

 ◎古紙回収（各クラス分回収） 

 各クラスに分別回収専用に、古紙回収ボックスを設置し、 

定期的に環境給食委員会のメンバーが回収にあたった。その後 

仕分けして、まとめて、古紙回収に出している。大きさ、厚さ、紙 

の種類毎に、正しく分けられるように注意し、委員会メンバー全 

員で分別の確認し直しをして分別回収できた。 

◎活動の啓発 

 委員会の児童の活動の様子を全校に知ってもらうように活動 

の様子を、簡潔に、文章写真で紹介して、全体に啓発した。 

３ 取り組みの成果・課題 

 ◎コロナ禍においても、教師の働き掛けと場面設定により、変わらず児童の心には環境を考えた生活を 

維持させる意識が根付いていることを、改めて実感した１年だった。 

 ◎コロナ禍にあり、年２回の春苗、秋苗の苗植えは、児童に行わせることはやめ、校舎内の環境整備は、 

教職員で行った。１日も早い生活環境回復を願うばかりである。 

学校番号 ９８ 仙台市立将監西小学校 校長名 後藤 暁 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ９９ 学校名 仙台市立南光台東小学校 校長名 工藤 良幸 

 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

 「笑顔と花いっぱいのエコ・スクール」 

 

 

２ 取組の紹介 

 ・古紙回収（対象：全学年 期間：通年） 

   各学級で古紙を集める活動を行っています。環境委員の５、６年生が回収し、その重さを報告す

るなどして、古紙回収の呼び掛けをしています。 

 

 ・中学校区地域一斉落ち葉拾い（対象：小中学校全学年、地域の方々 実施月：１１月） 

   全児童が地区ごとの班に分かれ、町内会の方々や同じ地区の中学生と一緒に公園などの地域清掃

を一斉に行いました。班のリーダーや中学生の掛け声で、お互いに協力し合って作業に取り掛かり

ました。 

    

 ・花いっぱい活動（対象：全学年 実施月：６月、１０月） 

   年に２度、校内緑化活動を行います。例年であれば、保護者の方々にも参加してもらう活動でし

たが、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年も児童のみでの実施となりました。各学級で

活動時間をずらし、密にならないように気を付けての活動となりましたが、事前に話し合った花壇

設計になるよう、苗の配置を工夫して活動をする姿がありました。 

   活動後は、環境委員が中心となって毎日水やりや草取りを行い、花壇の維持や環境の美化に努め

ました。 

  

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 

 ＜古紙回収活動＞ 

 ・各学級で古紙回収に取り組むことで、分別やリサイクルを意識するようになりました。 

 

 ＜中学校区地域一斉落ち葉拾い＞ 

・身近な公園を清掃することで、普段の使い方を考えるとともに、公共の施設や環境の美化に努 

めることの大切さを知りました。 

・地域の方々と触れ合う良い機会となり、地域と学校とのつながりを実感しました。 

 

 ＜花いっぱい活動＞ 

  ・苗植えを行い、学校環境を整えたことで、自分たちの通う学校に愛着を持つことができまし 

た。 

・みんなで自然を愛し、植物を大切にしようという気持ちを共有することができました。 

花
い
っ
ぱ
い
活
動
⇒ 

落
ち
葉
拾
い
⇒ 
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学校番号 １００ 学校名 仙台市立高森小学校 校長名 阿部 淳一 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

～自然・花いっぱいで笑顔いっぱいの活動～ 

２ 取組の紹介 

① 花植えネットワーク 

 高森小学校の保護者と児童、高森小学校区の地域の方々が連携して,学校近くの通学路の街路樹の

花壇７３カ所に,春と秋の２回,土作りと花植えを行っています。１年中,登下校の児童や地域の方々

の心を和ませてくれています。コロナウイルス感染防止のため,参加人数を制限したり,密にならな

いよう活動を工夫したりしながら,地域や学校のために心を込めて活動する姿が多く見られました。 

  

② 学校農園での野菜の栽培 

校内にある畑を活用し，２年生が生活科でサツマイモ,６年生が理科でジャガイモ,特別支援学級

でピーマン・キュウリなどの夏野菜やヒマワリを育てました。観察を行ったり,水やりなどのお世話

をしたりしました。 

 

③ 巣箱づくり・巣箱設置・野鳥観察 

３年生が「総合的な学習の時間」で,「高森いいとこ調査隊」をテーマに,自然豊かな高森地区につ

いて調べました。その活動の中で,「高森ふるさとづくりの会」や,「宮城県野鳥の会」の皆さんにご

協力いただき,巣箱づくりや校庭の木の巣箱の設置,学校近くを散策しての野鳥観察などを行いまし

た。昨年はできなかった一昨年設置した巣箱の取り外しも行い，巣箱に鳥が巣作りをした跡を観察す

ることができました。 

 

④ 環境委員会による花壇の水やり 

学校の花壇には，春と秋の２回,花を植えています。今年は,春に,マリーゴールドやサルビア、ホ 

ウセンカやヒマワリを植え,秋に,ビオラやノースポールを植えました。環境委員会の子供たちが交代

で朝や,休み時間に水やりなどのお世話をしました。花を見たり,種取りをしたりする児童が多くいま

した。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 今年度もコロナ禍を考慮しながら,自然豊かな高森地区の特色を活かした活動に取り組みました。花

植えネットワークで植えた街路樹の花壇や学校の花壇では,季節ごとに美しい花が見られ,子供たちの

心を和ませました。「黄色い花が咲いていたよ！」,「ホウセンカの種を取ってきたよ！」などの声も

聞かれ,子供たちは自然に親しんでいました。野鳥観察では,地域の方々とふれあいながら,普段あまり

気にかけていなかった地域の鳥に興味関心を持つ児童が増え,鳥の声を聞いたり,飛んでいる鳥を見た

りしています。今後も地域の方々とのつながりを大切にしながら,自然を大切にする心を育んでいきた

いと思います。 

 

  

花植えネットワークの様子 野鳥観察会 学校農園での種・苗植え 


