
令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

 
１ 取組のタイトル 

「広瀬川花いっぱい運動」 
 

２ 取組の紹介 
  令和３年６月２６日（日），１１月３日（水）に，地域の方々と広瀬川花い

っぱい運動を行いました。八軒中学校近くにある，広瀬川の河川敷の緑化活

動です。当日は本校の総合文化部が参加しました。見た目もきれいに見える

ように，生徒が中心となって花のレイアウトを決めました。地域の方々に道

具を貸していただき，道具の使い方や土の耕し方など，丁寧に教えてもらい，

一緒に肥料をまいたり，花を植えたりするなど，精力的に緑化活動に取り組

むことができました。 
 
 
 
 
  
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
３ 取組の成果 

・地域の方々と一緒に考えながら花を植える作業を行うことで，協力する心

を身に付けることができました。 
・花を植える活動を通して，生命を尊重する心を育むことができました。 

学校番号 ２１１ 学校名 仙台市立八軒中学校 校長名 八巻 竜一 

一つ一つ丁寧に。 

天候にも恵まれました。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２１２ 学校名 仙台市立南小泉中学校 校長名 髙橋 綾子 

 

１ 取組のタイトル 

「生徒会活動を中心としたボランティア活動」及び「新しい生活様式における清掃活動」 

 

２ 取組の紹介 

（１）地域と共に歩む学校づくり「宮城の萩大通り美化推進キャンペーン」 

宮城の萩大通りは，「ごみの散乱のない快適なまちづくり推進地区」に指定されています。 

例年，南小泉中学校では，春と秋に年２回行われている「宮城の萩大通り美化推進キャンペーン」

に参加しており，朝早くから地域の方々と，宮城の萩大通りの清掃活動を行ってきました。 

前年度に続き，今年度も，新型コロナウィルス感染拡大防止のため，キャンペーンは中止になりま

した。しかし，この清掃活動を続けてきた結果，宮城の萩大通りは,ほとんどごみの落ちていない，き

れいな通りになっています。たとえごみが少なくても，継続して活動してきたことで，周囲への啓発

や活動する私たち自身の環境に対する意識の変容に繋がったからだと思います。また,地域での継続

した清掃活動を通して地域の方々との交流も深めることができています。 

 

（２）ＪＲＣ委員会を中心とした「クリーンキャンペーン」及び「新しい生活様式での清掃活動」 

南小泉中学校では，毎月１回程度，ＪＲＣ委員会が中心となって，登校時に通学路周辺の清掃活動

を行う「クリーンキャンペーン」を行ってきました。各学級のＪＲＣ委員が学期の始めにポスターを

掲示し，活動前日に呼び掛けを行うなど学校全体で取り組むことができるように進めてきました。「ク

リーンキャンペーン」の当日は，委員が昇降口でゴミの収集と分別をしたり，通学路に出てゴミ拾い

の呼び掛けを行ったり，「クリーンキャンペーン」は全校生徒に浸透した毎月恒例の取組となっていま

した。しかし，今年度も新型コロナウィルス感染拡大防止のため，「クリーンキャンペーン」は中止と

しました。 

また，校内の清掃活動において，新型コロナウイルス感染拡大防止に対応した，次のような新しい

生活様式での清掃活動を行いました。 
 
① 清掃時間の短縮及び清掃箇所の省略 

時間と場所を精選することにより，ごみが出るから清掃を行うのではなく，「普

段からごみを出さないような生活を心掛ける」というように，少しずつ環境に対す

る意識が変容しています。 

② 清掃道具の変更 

今までは，床は雑巾で水拭きをしていました。現在はスポンジモップやフロアワイパーを活

用しています。清掃道具を変更することで，衛生的かつ清掃時間の大幅な短縮につながってい

ます。 
 

３ 取組の成果 

  生徒の環境問題への取組に対する意識は年々高くなり，清掃以外のボランティア活動にも積極的に

参加しています。また，環境問題を授業などでも取り上げることで，生徒たちは環境問題について，

他人事ではなく，当事者として考えを深めています。今後も，校内だけではなく地域の方々とともに

環境を守る取組を続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 ２１３ 学校名 仙台市立長町中学校 校長名 本木 一昭 

 
 

１ 取組のタイトル，テーマ 
  ４つの発電所から考える環境問題について（技術） 
 
 
２ 取組の紹介 

 技術の授業の「エネルギー変換に関する技術」で行いました。日常生活で使用している電気
は，発電所で作られていることを事前に学習し，その中で４つの発電について調べ学習を行わ
せ，各発電の特徴から環境について考えさせる流れで指導しました。 
 内容は，世界的に見て主要とされている火力発電，水力発電，原子力発電，風力発電の仕組
み，原料，原料の産出国，立地条件などを学習させました。調べ学習を行う中で，日本と世界
を比較させながら学習を行いました。 
 まとめの学習では，各発電の学習内容を再指導し，確認させた後に各発電が環境に与える影
響について考えさせました。火力発電は環境汚染や資源の枯渇問題，水力発電はダムの建設に
よる環境破壊へのつながり，原子力発電はウランを原料としていることから放射能汚染や対策
方法，風力発電は設置に伴う環境汚染について考えさせました。 
 調べ学習で学んだ内容から，今後の日本や地球の問題などにも着眼し，環境について学習す
ることができたと感じています。 
 
 

３ 取組の成果（生徒の変容） 
 これまで生徒は何気なく使用している電気に対して，環境とのつながりを考えたこともない
様子でした。今回の授業を通じて，環境に問題を抱えながら電気を作り出し，人間が活用して
いる部分を知ることができた様子でした。 
 生徒の感想の中では，「電気がない生活は考えられないので，電気を大切に使っていきた
い」，「火力発電や原子力発電など環境や周りに影響を及ぼすことは知っていたが，再生可能エ
ネルギーと呼ばれる発電に関しても知らないところで環境に影響を与えていることが分かっ
た」といった感想が多く見られました。 
 グループ活動中も，現在の状況を踏まえた考えや将来のことを考えた意見などが出ていたの
で，良かったのではないかと感じています。 
 他の分野や他の授業とも連携をとりながら今後も指導を行って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 ２１４ 学校名 仙台市立中田中学校 校長名 渡邉 哲也 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

   「ＳＤＧｓをテーマとした校外学習の活動 

～ＳＯＣＩＡＬ ＣＨＡＮＧＥの手法を活用して～」 

 

２ 取組の紹介 

 中田中学校では，1 学年の校外学習で，ＳＤＧｓをテーマとした校外学習を実施しています。昨年に

引き続き，ＳＤＧｓの17の目標のうち，「11住み続けられるまちづくりを」を取り上げました。各クラ

スの生活班ごとにさまざまなアプローチでテーマにせまりました。住み続けられるまちをつくるための

アイディアの一例を示します。 

 ・街の様々な所に発電機を設置する。 ・事故のない安全なまちをつくる。 

 ・廃棄物を減らす。         ・盲導犬と一緒にいる人がお店を利用しやすくする。 

 ・緑が多いまちにする。       ・エコと環境を意識したまちをつくる。 

 ・災害に強いまちをつくる。     ・誰もが快適に公共交通機関を利用できるまちをつくる。 

ここでは，環境に関わるアイディアについて報告します。 

 ＳＯＣＩＡＬ ＣＨＡＮＧＥの手法は，今回の校外学習以前から総合的な学習の時間で活用していま

す。さまざまなテーマについて問題解決するため，班ごとに話し合い活動を行ってきました。その際，

プレゼンシートに一人ひとりのアイディアを貼り，互いの意見を否定せずに考えを深めていきました。 

 今回は，班のアイディアについて，校外学習で実地調査を行い，報告のプレゼンを行いました。 

 ＜プレゼンシートより＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果 

 「住み続けられるまちづくりを」のテーマにせまるため，自分たちが住む仙台市について，生徒は

改めて考え，課題を設定することができました。身近な環境問題，エネルギー問題について校外学習

の実地調査で仙台市の現状を知り，それを踏まえた上で改善点について自分の考えを発表している生

徒も多く，発表会後の感想には，自分が今できることについて考えを深めている記述が見られまし

た。 

発表会の様子 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２１５ 学校名 仙台市立六郷中学校 校長名 中村 晴美 

 

１「 皆で小さなことから少しずつ 」 

 

２ 取組の紹介 

（１）教室でのゴミの分別回収 

   各教室にプラゴミ用と一般ゴミ用の２つのゴミ箱を設置して,普段の生活の中で分別回収を継続

して行っています。 

（２）印刷用紙の節約・雑紙の回収・裏紙の利用 

   職員会議等は基本的に One Note を利用し，紙を使いません。職員室と印刷室にて紙の分別 BOX

を利用し,不要になった片面印刷のプリントは試し刷りや職員間の連絡用に再利用します。雑紙回

収袋を職員室だけでなく，印刷室の分別BOXそばにも設置し，裁断の際にでた紙片の回収も行うよ

うにしています。 

昨年度まで各担任が行っていた不要プリントの回収を，整美委員会で 

  担当することに変更しました。各教室に回収箱と紙片回収袋を設置し， 

  委員生徒が学級から学年毎の回収箱に大まかに分別して出しています。 

  それを学年担当職員が細かく分別して職員室のBOXに入れています。 

（３）花ボランティア  

隣接する小学校前から中学校前までの歩道に今年も花を植えました。             

（４）食品ロス削減 

  給食当番はできるだけ食べきれる量を配食するように  

努めています。残った分は希望者に担任が配食しています。 

    

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

（１）プラゴミと一般ゴミの分別は定着しています。昨年度から感染症予防の観点から毎日２回ゴミ

捨てを継続しています。給食関係のゴミを一般ゴミとして出すことになったこと，消毒のためにペ

ーパータオルを使用するようになったことなどにより，一般ゴミの量は減ることはありませんでし

た。 

（２）整美委員会で各教室に不要プリント回収箱と紙片回収袋を設置したことで，生徒にも紙をリサ

イクルすることへの意識付けができました。一般ゴミへの紙類の混入も大幅に減っています。委員

会の生徒だけにはなりますが，分別への意識が少しずつ高まってきていると思います。 

（３）今年度も多くの生徒を一同に集めた活動を控えたために，花ボランティアは生徒会執行部と青

空虹輝委員会の生徒たちのみで行いました。 

（４）昨年度に続き，感染症予防の観点から食事中の会話がなくなり，食事を楽しむ雰囲気が減った

ことや欠席や出席停止生徒が増えているためか残食は減りませんでした。 

 

 
            学年毎の回収箱               学級の回収箱      

自慢の「フラワーロード」

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 ２１６ 学校名 仙台市立七郷中学校 校長名 熊谷 祐晃 

 

１ 地域クリーン作戦 

 

 

２ 取組の紹介 

 地域クリーン作戦 

  今年度は１１月２６日に行われました。生徒たちが，自分の住む地区ごとに分かれて公園などに出

向き，ゴミ拾いや施設・設備の清掃や落ち葉拾いなどの奉仕活動を行うというものです。地域の方々

の協力もあり，環境を大切にする気持ちを養うだけではなく，地域とのふれあいを深める活動になり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果 

 本校では，協働型学校評価における重点目標として「『美しい七郷を創造する』ために具体的に

考え，協力し，行動できる生徒の育成」を掲げ，ＡＢＣ作戦（Ａあいさつ，Ｂ美化活動，Ｃ地域貢

献）に取り組んでいます。生徒が主体となった活動に地域の方々の協力が加わることで，自分が生

活する地域に愛着を持ち，地域の一員として何かをしなければならないという意識が定着してきま

した。これらの取組が環境を守ること，そして地域の復興につながるように，今後も継続していき

たいと考えています。 

 

 

 

 



令和３年度 杜の都エコ・スクール活動報告書 

 

学校番号 ２１７ 学校名 仙台市立高砂中学校 校長名 猪股 一博 

【活動の概要】 
【 震災からの復興。そして，未来をみつめて 】 
 
◆全校での取組 
 活動内容：定期的に校地内緑化活動を行っている。また，震災後より毎年，夏と冬に多数の園芸関係の皆様の

協力をうけ，校舎前の花壇の植栽を行っている。毎回，植栽当日は部活動の生徒，保護者など１００名以上が参

加して活動している。植栽の際の肥料には「杜のめぐみ」を活用している。 
 
 夏の植栽活動の様子＜ ７月３日（土）＞ 

 
 今年度の夏の花植活動では，講師の先生方とリモートで繋がりながら一緒に活動を行いました。クロームブ

ックで中継した花植活動のようすを講師の先生方に見ていただきました。また，講師の先生方をテレビ画面に

写しだし，生徒達にアドバイスをしていただきました。 
 
冬の植栽活動の様子＜１２月４日（土）＞ 

 

 

◆生徒会での取組 
 ◇学年・専門委員会 
 ＜JRC・防災委員会＞ 
 日  時：毎週水曜日 ７：４５～ 
活動内容：定期的に校地内清掃を行っている。 
そ の 他：今年度は書き損じはがきの回収を行った。 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２１８ 学校名 仙台市立岩切中学校 校長名 鶴岡 勝彦 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

 

  SDGｓについて調べてみよう 

 

２ 取組の紹介 

  

  来年度，本校２学年では野外活動で岩手県にある小岩井農場に行きます。小岩井農場では SDGｓに

対して積極的に取り組んでおり，見学・体験をし，SDGｓについて理解を深めようと考えました。豊か

な地球環境を残していくために我々は何を考えて，行動していく必要があるのか。５～６人の少人数

グループに分かれ，資料をスライドにまとめ学級で発表会を行いました。（スライドは生徒達が作成

したものです） 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 

  今回の学習を始める前は「SDGｓって何？」という生徒が多くいました。しかし，学習を重ねてい

く中で，理解を深めていくことができるようになっていきました。SDGｓの17個の目標のうち一つを

選び，googleのスライドで発表の準備をしました。一人ずつに支給されている端末を使用し，グル

ープワークをすることで意欲的に学習に取り組む生徒が多く見られました。これまで見えていなか

ったことが，学習を通し，見えることができるようになってきたように感じます。そして，今回の

活動を一つのきっかけに，本人，家庭，地域，国でできることが何なのか改めて考えることができ

たのではないかと思います。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２１９ 学校名 仙台市立西多賀中学校 校長名 髙橋 知美 

１ 取組のタイトル，テーマ 「日常生活における主体的な取組を通して」  

 

２ 取組の紹介  

①省エネ活動 

本校では，以前から省エネ活動に積極的に取り組んできました。移動教室の際の照明の 

消し忘れに注意し，無駄遣いを省いています。また，廊下や使用していない教室・トイレ 

の照明は必要なときのみ点灯し，電力使用量の削減に努めてきました。節電の意識が次第 

に定着してきていますが，まだ時々消し忘れがあるので，今後も担任や委員会の生徒から 

の呼び掛けを行い，継続して省エネ活動に力を入れていこうと考えています。 

 

②地域クリーン活動 

本校では，地域連携・小中連携の取組の一環として1０月２８日， 

１１月２７日に地域の落ち葉拾いを行いました。三神峯公園や天沼公園 

の落ち葉を袋いっぱいに拾うことができ，自分たちの住む町のより良い 

環境づくりに貢献することの大切さを実感することができました。 

 

③古紙・ゴミの分別回収活動 

本校では整備委員を中心に，教室内で出る古紙の回収とゴミの分別を行っています。 

古紙の回収については，各クラスにプリントの残部などの紙類を集める古紙回収ボッ 

クスと，プラゴミと一般ゴミを分別する２種類のゴミ箱をそれぞれ用意し，資源の再利 

用に役立てています。各クラスの整備委員が，定期的に古紙回収ボックスにたまった古 

紙を分類し集約を行っているため，たくさんの古紙がリサイクル資源に活用されるよう 

になっています。さらに，再利用できない紙は白い印刷用紙，それ以外の紙，リーフレットやパンフレット等の印

刷物の３種類に分別しています。これを職員室前の整理棚に集約し，古紙回収に努めています。プラゴミの分別

は，給食の後片付けの際，定期的に声掛けして実施しているため，とても意識が高くなりました。プラゴミと紙類

を分別することで，一般ゴミの減量化が確実に進んでいます。 

 

④給食委員会の取組 

 今年度，給食委員会では「生徒が箸を忘れた際に使用される割り箸の消費量について」考える機会を持ちまし

た。まずは，給食委員を中心とし，各クラスの消費の現状を調査しました。その結果をふまえて，生徒総会の場で，

学校全体での割り箸の消費量の現状を基に問題を提起し，割り箸の大量消費がもたらす環境破壊について全校生

徒で考える機会を持ちました。改めて環境問題について考えたその活動をきっかけに，意識が変わった生徒も多

く，割り箸の消費量はその後劇的に減少しました。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 
 本校では，「移動教室の際に消灯する」，「ゴミ等を分別して捨てる」，「地域清掃を一生懸命に行う」等の

姿が日常生活の中で当たり前に見られるようになってきています。このことは，日常生活に目を向けて，身近な

ところ些細なところから取り組んでいくという意識付けを継続して行ってきた成果であると考えます。また，今

年度は給食委員会を中心に，日々の割り箸の消費量から，森林伐採，ゴミ問題などの環境問題について考える機

会を持ちました。その後の様子では，生徒の箸忘れが減り，割り箸の消費量も劇的に減少する結果となりまし

た。日常の些細な取り組みの積み重ねが，環境問題解決の一助になっていくことを実感した取り組みとなったと

思います。今後も自分達にできることを見つけて率先して行動できるよう，継続して活動を行っていきたいと思

います。また，日々の各授業の中でも環境について触れる機会を持ち，環境問題について真剣に考える姿勢を横

断的に育成させることができるように進めていきたいと思います。 
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１ 取組のタイトル，テーマ 

     コロナ禍でできること ～社会を支える一員であることの意識～ 

 

 

２ 取組の紹介 

 （委員会活動） 

本校では，学年委員会・給食委員会・保健環境委員会・メディア管理委員会の４つの委員会があり，

少数精鋭で活動に取り組んでいます。今年度は，執行部を中心として SDGs を意識した活動を取り入れ

ました。 

それぞれの委員会において現在行っている活動が，SDGsのどの目標にあたるのか確認し，今後の目標

を決めました。 

 

委員会名 目標 SDGｓ目標 

学年委員会 いじめをなくす 10 

給食委員会 残食０(ゼロ)を目指す 2 

保健環境委員会 感染症対策を徹底する 3 

メディア管理委員会 本をたくさん読んでもらう 4 

執行部 よりよい学校づくりをする 11 

 

（特別支援） 

あおば学級において，自分で育てた植物や校庭にある身近な植物を材料に 

したクリスマスリース作りをおこないました。 

 ・さつまいものつる→あおば学級の畑で育てたもの 

 ・どんぐり→校庭にあるものを着色したもの 

・長い松ぼっくり→校庭にある“トウヒ”（エゾマツ科）を着色したもの 

 

 

 

３ 取組の成果 

 （委員会活動） 

 世界的な取り組みのSDGｓの目標が，委員会活動を通じて自分たちも貢献できているという自覚を持

つことにつながりました。世界の問題は自分たちの問題であることを意識するきっかけとなったの

で，今後も自分たちが社会を支える一員であることを身近なことから継続して活動をおこなっていき

たいと思います。 

 

（特別支援） 

 身近な材料から自分がつくったもので，喜んでもらうことができたことが，相手のことを思う気持

ちの理解につながりました。 


