
令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２０１ 学校名 仙台市立第一中学校 校長名 高橋 恭一 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

～ＦＣＰ（Ｆｉｒｓｔ Ｃｌｅａｎ Ｐｒｏｊｅｃｔ）～ 

 

２ 取組の紹介 

（１） 本校では，ゴミ拾い登校をＦＣＰ（Ｆｉｒｓｔ Ｃｌｅａｎ Ｐｒｏｊｅｃｔ）と名付け，校 

友会（生徒会執行部）が中心となり全校生徒が地域清掃活動に取り組んでいました。例年は， 

復興プロジェクトの一環として月１回，朝の登校時のゴミ拾い清掃，どんと祭の後に地域や境内

の清掃などの奉仕活動を行っていました。今年度は，新型コロナウイルス感染拡大防止のため実

施することはできませんでした。 

 

（２） 校友会執行部が，プリリサと名付けたプリントリサイクル活動を行いました。各学級にリサイ 

クルボックスを設置し，学習プリントの残部などをボックスに溜めておきます。学級委員がボ  

ックスの管理を行い，週に１回程度溜まったプリント類を校友会室前のスペースに種類ごとに

分別し，収集。校友会執行部がとりまとめ，裏紙として活用できるものと古紙回収に出すものを

仕分けしています。昨年度，生徒たちから出た「裏紙をもっと活用したい。」という意見から，

学級ではボックスに溜まった裏紙を活用することにしました。 

 

（３） 美化委員会が中心となり，学校の道路沿いの花壇に花を植えました。その後は，部活動ごとに 

担当を決めて，昼休みや活動前などに水やりを行い，学校や地域の緑化活動を行っています。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

（１） プリリサについて 

・ゴミとしてプリントを捨てることなく，使えるものは活用していこうとする意識が定着して

います。計算や問題の出し合いなどを，学級の裏紙を活用して行う姿が見られます。 

 

（２） 緑化活動について 

・美化委員だけでなく，多くの生徒が活動に参加することで，自分たちが学校や地域の環境整備

に貢献しているという意識を持たせることができました。コロナ禍で，できる活動が限られて

いる中ですが，自分たちができることを精一杯やろうとする姿が見られました。 

 

プリントリサイクル回収スペ－ス 緑化活動の様子 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２０２ 学校名 仙台市立第二中学校 校長名 岩田 光世 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  「実行可能なことから少しずつ」 

２ 取組の紹介 

【校内での活動】 

〇ごみ分別 

 ・教室から出るゴミの分別を徹底しています。 

 ・プリント類の裏紙再利用に取り組んでいます。 

 

〇節電・節水 

 ・移動教室時の消灯，エアコンの電源オフの徹底を行っています。 

 ・使用していない廊下やフロアの消灯にも心掛けています。 

 ・節水に気を付けるように呼び掛けを行っています。 

 〇授業 

 ・技術家庭科の授業では，持続可能な生活を目指して何ができるかについて様々な場面で学び，それ

ぞれの考えをまとめています。 

 ・理科の授業の中では，自然環境や地球温暖化の問題について考える中で，どのように取り組んでい

くかについて学習しています。 

 ・社会の授業では，地理や公民の学習の中で，環境の多様性や様々な課題について学んでいます。 

 ・学活や総合など他教科においても，環境問題に関して機会をとらえては考えるようにしています。 

〇委員会活動 

 ・整備委員会が，毎週水曜日の朝に校門から昇降口にかけての清掃と落ち葉拾いを行っています。 

 ・整備委員会が２か月に１回清掃用具点検を行い,気持ちよく清掃できるように活動しています。 

 ・中庭に面した壁面を利用して，緑のカーテンを設置しています。 

〇全校一斉奉仕作業・美化活動 

  夏休み・冬休み・春休みの前に，教室等の美化活動を行っています。全員で床磨きを行い，最後に

整備委員が丁寧にワックスがけを行います。率先して清掃活動にあたり，普段はあまり手が行き届か

ないところもきれいにしています。 

【校外での活動】 

〇定禅寺通りでの落ち葉拾い  

  毎年，学校支援地域本部が地域にも呼び掛け，地域の方々と共に落ち葉拾いを実施してきました。

１年生と２年生が学年毎に分担した所の落ち葉を

集め，令和元年度には約５００ｋｇを収集するこ

とができました。残念ながら，今年度もコロナ感

染予防のため実施することはできませんでした。 

３ 取組の成果 

 今年度もまたコロナ禍で活動が制限されてしまいました。大きな活動はできませんでしたが，授業

の中でＳＤＧｓについて考え，話し合うことを通して，改めて環境問題について理解を深めることが

できました。日々の生活の中で「自分のできることを少しずつ」実践するよう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 ２０３ 学校名 仙台市立三条中学校 校長名 菅原 哲也 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

（１）生徒会の活動 

   ①時の広場（花壇の整備）の活用 

   ②古紙回収 

   ③スマイルデー 

 

（２）学校行事での取組 

   ①落ち葉清掃 

 

 

 

２ 取組の紹介 

（１）生徒会の活動 

   ①時の広場（花壇の整備）の活用 

    生徒の憩いの場として整備しました。また，春と秋にボランティア委員で花を植えました。 

   ②古紙回収 

    各教室に「古紙回収ボックス」を置き，余ったプリントや不要になった掲示物等を入れました。 

そのボックスを，ボランティア委員が定期的に回収しています。 

 

（２）学校行事での取組 

   ①落ち葉清掃 

    落ち葉が多くなる11月に，全学年で清掃時間を利用して，校地周辺の落ち葉等の清掃を行い 

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

  落ち葉清掃などの取組は，生徒の自然愛護や環境美化の意識向上に成果をあげています。今後の活 

動としては，日常の活動である古紙回収の結果を目に見える形で示すことにより，全校生徒の環境保 

護に対する意欲を喚起しながら進めていく予定です。 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２０４ 学校名 仙台市立上杉山中学校 校長名 吉田 知彦 

 

 

１ 生徒会活動における地域清掃や学校周辺の歩道の落ち葉掃き 

 

 

２ 取組の紹介 

 

１） 生徒会のＪＲＣ委員会が中心となって，地域清掃の企画・運営を行っています。登校時，通学路

のゴミ拾い，秋は落ち葉掃きなどの活動を行いました。 

 

 

    【落ち葉掃きの様子】              【地域清掃の様子】 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学校でのリサイクル活動として，以下の活動に取り組みました。 

 

・ベルマークの回収 

・プラゴミ，ペットボトル等のゴミ分別回収  等 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 

（１）ＪＲＣ委員が全校に呼び掛けて地域清掃を定期的に行い，学区内の美化に取り組みました。

また，秋の落ち葉掃きもクラスごとにボランティアを募って活動を行いました。コロナ禍の状

況を踏まえ，回収後の手洗いの呼びかけや，強制的にならないような参加の呼びかけの工夫な

ど，生徒たち自身が考えながら活動することができました。             

 

（２）リサイクル率の向上を目指し，年間を通じて取り組みました。環境問題に対する興味・関心

を高め,地球温暖化の問題や,自然や環境に関する身近な課題に取り組むきっかけとなりまし

た。次年度も生徒・職員共に継続的に取り組んでいきたいと考えています。 

 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２０５ 学校名 仙台市立五城中学校 校長名 山脇 豊勝 

 

１ 取組のテーマ 

  「 日常生活の中で推進する環境教育 」 

 

２ 取組の紹介 

（１）委員会活動 

  ① 奉仕委員会では，古紙回収を行っています。各教室で余った 

プリントや不要になった掲示物を古紙回収ボックスに入れても 

らい，委員会の時に全校分を個人情報に注意して分別していま 

す。また，書き損じはがきの回収を行っており，集まったはが 

きは県視覚障害者福祉協会に送り，その協会の運営費として運 

用されるなど，社会貢献活動に参加しています。 

 

② 整美委員会では，生徒が毎月数回，自在ぼうきの先についた 

ゴミを丁寧に取り除き，使用期間を少しでも長く延ばせるよう 

に取り組んでいます。古くなって交換せざるを得なくなった自 

在ぼうきは，先の部分だけを取り替えたり，洗剤は詰め替えを 

行ったりして，廃棄物を少なくするように心掛けています。 

 

③ 保健委員会では，今年度から使用済みのコンタクトレンズの 

空ケースを回収しています。多くの生徒の協力で，１月末現在 

７,６００個余りの空ケースを回収することができました。回収 

した空ケースは企業へ送り,日本アイバンク協会の活動に役立て 

てもらう予定です。  

 

（２）一年中「マイボトル」の持参 

     日常の水分補給として，水筒の「マイボトル」を持参させています。 

中身は水の他にお茶やスポーツドリンクで，弁当の時でもペットボトル 

を持ち込むことはありません。自然とゴミを出さない生活が身に付いて 

きています。 

  

（３）冬期間のお湯づくり  

     冬期間においては，黒のビニールテープを巻いたペットボトルに水を 

入れて窓際に置いておきます。太陽熱によって温められてできたお湯を 

使って，配膳台を拭いたり床の拭き掃除を行ったりするなど，少しの工 

夫がエネルギーの節約になることを体感しながら清掃等に励んでいます。 

 

３ 取組の成果 

   今年度は，コンタクトレンズの空ケースの回収という新しい取組を通して，全校生徒の環境やエコに対する

意識が高まってきたように感じます。また，清掃活動や教室でのゴミの分別に多くの生徒が主体的に取り組ん

でいます。今後は，生徒がＳＤＧｓについて学ぶ機会を増やし，保護者や地域の方々と協力しながら校内外で積

極的にエコや美化活動に取り組む生徒を育て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 ２０６ 学校名 仙台市立宮城野中学校 校長名 我妻 仁 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

「ＳＤＧs」を意識した生活を考えてみよう。（その２） 

今年度も学区内にある榴岡公園清掃等，地域と連携した活動に取り組めない状況でしたので， 

各学年で，教科や総合的な学習の中で環境問題に関する考えを深めてきました。 

昨年度の実践した取組の続きを紹介します。 

 

２ 取組の紹介 

○宮城野中２学年では「震災復興学習」と題して 

福島いわき方面に校外研修を企画。 

ＳＤＧs の視点で学習計画立てました。 

（１）事前学習にて「地球温暖化」について学習 

・「一般社団法人日本キリバス協会」代表理事の 

方と，リモートにて太平洋の島国「キリバス」 

が抱えている問題を提供いただいた。 

 

（２）校外研修企画「震災復興学習～福島浜通りで 

エネルギー問題を考えてみよう～」 

・１１月２４日，２５日 一泊二日の日程で震災 

復興学習を実施 

・１７の目標のうち，目標９「災害に強いイン 

フラを作り，持続可能な形で産業を発展させ 

イノベーションを推進していこう」 

目標７「すべての人が，安くて安定した持続 

可能な近代的エネルギーを利用できるように 

しよう」 

・具体的には「原子力発電所の特徴って何？ 

太陽光発電の特徴は？」を切り口にして， 

フィールド学習を実施。 

 

３ 取組の成果 

・福島浜通りの震災復興学習で学んだことを，各ク 

ラスでスライドで発表会を行った。この学習 

を通して，「持続可能な世界を創るために自分が 

できることは何だろう？」と理解を深める活動 

になりました。 

 

   ・現地の方々との交流を通して，若い世代に期待し 

ている熱量を，ひしひしと感じることができた。 

今後も継続して学習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 ２０７ 学校名 仙台市立東仙台中学校 校長名 工藤 哲 

 

１ 取り組みのテーマ  

「よりよい環境へ，できることを」 

 

２ 取組の紹介 

(１) ゴミ拾い・落ち葉拾い（スーパーアルカス・ＪＲＣ委員会） 

昨年度は新型コロナウイルス感染症対策のため実施できなかった校地周辺のゴミ拾いや  

落ち葉拾いを，今年度は例年通り健全育成ボランティア組織スーパーアルカスとＪＲＣ委 

員会が中心となり多くの部活動参加で行うことが出来ました。また秋は校庭の植木からた 

くさんの落ち葉があり，周辺の道路にも散ってしまうため，その落ち葉を回収する作業も 

しています。また積雪の多い今季は朝から率先して雪かきをする姿も見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ＜校内清掃の様子＞ 

(２) 緑化活動・クリーンコンテスト（美化委員） 

校地内にある花壇やプランターに，美化委員が花の苗を植え  
ました。毎日，花の水やりを行っています。緑化活動を通して，  
環境について考える機会となりました。また，日頃の清掃がど 
のくらいきれいに行われているか，美化委員が順位をつけて発 
表しています。身近なところからよい環境を目指しています。 

 

 

         ＜緑化活動の様子＞ 

(３) エコキャップ回収活動（ＪＲＣ委員） 

ＪＲＣ委員が呼び掛けを行い，各クラスでペットボトルのキャップを集めています。集めたエコキ

ャップは世界の子供たちにワクチンを寄贈するために使われ，生徒たちにとっては，世界中のあらゆ

る年齢のすべての人々に健康的な生活が必要であることについて考えるきっかけとなりました。 
 

３ 取組の成果 

スーパーアルカスに登録している生徒を中心にボランティア活動を行うことで，ほかの生徒たちも積

極的にボランティアに取り組む雰囲気が醸成されています。ボランティア活動を通して，自分たちが地

域の一員であることを自覚するとともに，地域に貢献する気持ちが育ってきています。また，緑化活動

やボランティア活動を通して，地球環境にやさしい学校生活や環境の保全について考える機会となりま

した。 

今年度も前年度に引き続き新型コロナウイルス感染症への対策を踏まえての活動となりましが，生徒

自身が「何ができるのか」と模索しながら活動を継続しています。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２０８ 学校名 仙台市立東華中学校 校長名 佐藤 丈春 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  【第３学年】SDGsについての学習活動 ～chromebookを活用した学習・発表・自己評価～ 

 

２ 取組の紹介 

（１）ねらい 

  国際社会における現状や課題について知り，持続可能な世界を実現するために必要な態度を養うことをねらいとし

ました。また，chromebook を活用し,持続可能な世界を実現するために必要な行動を探究・表現させることで，世

界の課題と自分とのつながりを自覚させ，深い理解に繋げる学習に取り組みました。まとめの表現手法は google ス

ライド（共同編集）を用いました。 

  

（２）活動内容                          資料１ 

 形態 生徒の学習内容 

１時目 個 リーフレット（資料１）とポータルサイト

を使い,１７の目標と様々な社会の現状課題

について理解を深めました。（知識・理解） 

２時目 班・全 学級の班で，重要課題について議論し，各

学級内で発表を行いました。 

３時目 個 前時の発表を受け，改めてSDGsの取り組む

べき課題を個人で再考しました。 

４～６

時目 

班・全 学級の枠を越えて課題ごとにグループを作

り，現状と調査結果についてスライドにまと

めました（思考・判断・表現）。交流発表会を

行い，他の課題についても理解を深めました。 

７・８

時目 

個 探究活動・表現活動を通して学んだことに

ついて，個人のレポートをドキュメントでま

とめ，行動宣言を作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容）                      

 個人と集団の学習を繰り返すことで，１７の目標の理解や課題解決に向けた興味・関心が高まってきました。グルー

プ学習の内容を発表することで，SDGｓが持つ課題の関連性に気付き，後の行動宣言につなげることができました。また，

個人のまとめを通して，最終的に生徒自身が自分のこととして捉えることができました。chromebookの活用は，調べ

るための手段のほか，情報の選び方やプレゼンテーションの仕方において，表現の力を効率的に伸ばすことができると

思いました。今までは全校集会で行っていた多くの集会も，chromebook の meet を活用することで，代用できることが

わかりました。 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２０９ 学校名 仙台市立五橋中学校 校長名 佐藤 全 

 
１ 取組のタイトル，テーマ 

  「いろいろなエコアクション」 
 
２ 取組の紹介 
(1) 古紙回収                   

奉仕委員会では，古紙回収を行っています。                            

各教室で余分になったプリント類を古紙回収 
ボックスに入れてもらい，委員会の時に全校 
分を個人情報に注意して分別します。 

 
 
(2) プラゴミ回収 
   美化委員会の活動として，プラゴミ回収を行ってい

ます。各自で出たプラスチックゴミなどを，教室に設置

した専用の回収箱で回収します。授業の中でも分別する

大切さを伝えています。月に 1 回全校分をまとめます。 
 
 
 
(3) 緑化活動 
  生徒会事務局を中心に季節によって校内に様々な花苗を植えています。市街地にある

本校を自然にあふれた学校に見えるように，毎シーズン，花壇の美しいレイアウトを考

えています。  
   
３ 取組の成果 

これらの取組によって，環境問題への関心が高まっ 
ています。 
また，今後の計画として，校内で行っているペッ 

トボトルの回収に目を向け，「回収したペットボトル 
を今行っている緑化活動に生かすことはできないだろ 
うか」という生徒からの提案を受けた取組を考えてい 
ます。 
環境問題を通して，リサイクルに関する活動にも 

関心が高まってきています。 
「持続可能な開発目標」を視野に入れた取組を積 

極的に行っていこうという姿勢は，生徒たちに身に付いてきています。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２１０ 学校名 仙台市立愛宕中学校 校長名 佐々木 方明 

 

１ 取組のテーマ「地球に優しい学校を目指して」 

 

２ 取組の紹介 

 

 〈ペットボトルキャップ回収〉 

 生徒会執行部の生徒たちが中心となり，ペットボトルキャ

ップの回収を行っています。工夫点としては，全校生徒が意識

しやすいように，生徒が毎日通る昇降口付近に回収容器を設

けたり，現在の回収した個数が分かりやすいように，回収容器

にはおおよそのメモリをつけたりしています（写真１）。また，

定期的に総回収個数を回収ボックスの近くに掲示すること

で，現在の様子を知ることができるようにしています（写真

２）。生徒会執行部は放課後活動の一つとして，集計作業を行

っています。集計後は，生徒会執行部だより（不定期全校配付）

を通じて総回収個数を記載して全校生徒にお知らせしていま

す。一定量の回収後は，リサイクル会社が世界の子どもにワ

クチンを届ける「エコキャップ運動」に協力しています。 

 

 〈「未来都市」にする提言〉 

 

太白区愛宕地区を「未来都市」にする提言が，３年生により

まとめられました。国連の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の

視点を中心に捉え，外国人や環境に優しいまちへの転換など

を盛り込みました。５月の修学旅行で訪問した日光東照宮で

見た多言語の案内看板や音声案内をヒントにまとめました。 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 

今年度（令和４年１月３１日現在）のペットボトルキャッ

プ総回収重量は５９㎏でした。生徒の目に付きやすい昇降口

に置くことによって，より意識を高め，家からペットボトル

キャップの入った袋を持って来て登校と共に回収ボックスに

入れる生徒の様子も見ることができました。 

また，３年生によりまとめられた，太白区愛宕地区を 

「未来都市」にする提言の活動の様子が河北新報（令和 

３年９月２８日付朝刊）に掲載されました（写真３）。 

この活動が大きく周知されたことをきっかけに，１年生や 

２年生も持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）について考える 

機会が増えたように思います。 

（
写
真
１
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
写
真
２
） 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
写
真
３
） 


