
令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２４１ 学校名 仙台市立吉成中学校 校長名 洞口 乃 

                           

１ テーマ 「地域との連携や委員会活動を中心とした環境教育活動の取組」 

 

２ はじめに 

  生徒会組織の１つである「よしボラ委員会」は，本校の環境教育・ボランティア活動の中核を担

う組織です。昨年度はコロナ禍のため，生徒主体となる地域連携活動がほとんど中止となりまし

た。今年度も引き続きいろいろな活動の制約がありましたが，以下のような活動をコツコツと行い

ました。 

 

３ 取組について 

 (１) 落ち葉掃き活動(よしボラ委員会・全校生徒) 

   毎年恒例となっている学区内の公園や道路の落ち葉掃き活

動を，今年は１１月１６日（火）に地域連携や小中連携を兼

ね，町内会の方々や吉成小学校の５・６年生の児童らと共に

落ち葉掃きの清掃活動を実施しました。よしボラ委員会の生

徒が中心となって大量の落ち葉を集め，地区の美化と安全に

貢献することができました。 

  

（２）校内清掃活動・雪かきボランティア活動 

  １２月１７日には校内の壁の汚れや落書きなどをきれいにする清掃活動を実施しました。日頃な

かなか手のまわらない地道な作業ですが，小さな落書きまでしっかりと落とすことができました。

また，本校は仙台市西部の丘陵地にあるため，雪の多いことが悩みの種です。雪の降った朝には，

ボランティアの生徒たちが登校するとすぐに雪かきを率先して行っています。 

 

(３) プール清掃，花壇の苗植え（ＰＴＡによる「大人もよしボラ」活動） 

   今年度は学校職員による「大人もよしボラ」によるプール清掃をしました。１年ぶりで水泳の

授業を無事に実施できました。学校職員と保護者による「大人のよしボラ」では，６月３日に春

から秋にかけての，１１月１６日には冬から春にかけての花苗をそれぞれ植えました。 

 

４ 取組の成果 

  今年度は，よしボラ委員会を中心とした落ち葉掃き活動で，地域に貢献することができました。

コロナ前に行っていた地域の夏祭りや運動会，新年の餅つき大会などへの参加やお手伝い，小学校

に出向いての夏休み「出前講座」などは昨年度に引き続き実施できないままですが，来年度こそウ

イズコロナで，いろいろな活動が再開できることを祈っております。 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告  

学校番号 ２４２ 学校名 仙台市立秋保中学校 校長名 山口 善広 

 

１ 取組のテーマ     ～地球に良いことを実践しよう～ 

 

２ 取組の紹介 

 (1)花いっぱい活動 

    ボランティア委員会では， 

プランターや花壇に花の苗を植え 

花いっぱい活動を進めています。 

 (2)古紙回収 

 各クラスにリサイクルボックスが設置されており，生徒

たちが進んで資源保護のための活動を行っています。 

  (3)省エネ活動 

   生徒会活動の一環  として節水，節電などを呼びかけています。 

(4)プラスチック削減についての 

話し合い活動 

ジャムボードを使い，マイクロプラスチッ

ク問題などについて話し合いました。 

 

３ 取組の成果 

   生徒たちは，身近なところから  

できるエコ・スクール活動に自然な  

形で取り組んでいます。エコスクール  

活動は，無理なく続けることが大切な  

ので，実践する生徒がこれからも増え  

てくよう期待しています。  



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２４３ 学校名 仙台市立七北田中学校 校長名 桜井 泰実 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

「 学校全体で取り組むエコ・スクール 」 
２ 取組の紹介 

 

①ボランティア活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ＳＤＧｓを学ぶ 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 コロナ渦にも関わらず，ボランティアに大変多くの生徒が参加しました。普段何気なく通っている道に大量のゴミ

が落ちていることに気付き，生徒同士の会話の中でポイ捨ての意識についての会話が聞こえる場面がありました。また

ＳＤＧｓについても，「よく聞くから」ではなく「今世界で何が起きているか」を知るよいきっかけになりました。 

総合の時間等を使い，ＳＤＧｓについての基本的な知識を身につけ，自分達にできることを考えました。 

個人や部活動単位でボランティアへの参加生徒を募り，地域の美化活動に励んでいます。 

学校周辺や，最寄りの地下鉄の駅までの通学路のゴミ拾いを行いました。 

各学年ごとに，総合の時間でＳＤＧｓの基礎を学んだり，「今，世界ではどんな課題が挙げられているのか」「なぜこ

ういう問題が起こるのか」などを学びました。特に２学年においては，ＳＤＧｓが来年度予定している修学旅行のメ

イン学習テーマにもなっているので，関連図書を皆で教え合うなどして，見聞を広めました。 



令和３年度 杜の都エコ・スクール活動報告 

学校番号 ２４４ 学校名 仙台市立根白石中学校 校長名 清野 智子 

 

１ 取組のテーマ 

「日常生活における環境活動」 

 

２ 取組の紹介 

 根白石中学校では，主に『４つ』を取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取り組みの成果 

① ペットボトルキャップの回収は，保護者が直接学校に持ち寄ってくださることもあり，生徒本人とその家

庭のリサイクルに対する意識を育むことができました。 

② 書き損じはがきのように，生活の中で出た不要なものを無駄にしない精神を，生徒本人とその家庭で育む

ことができました。 

③ 身近にある自然とふれあうこと，大切に育てること，そして収穫に携わることで，自然愛護の精神や，環

境保全に対する意識を育むことができました。 

④ マイボトルの活用によって，日常生活でモノを大切につかうことや，ゴミが出ない生活スタイルが身に付 

き，リユース（再使用）の意識を育むことができました。 

①ペットボトルキャップの回収 

昇降口に回収ボックスを設置し，

各家庭で出たペットボトルのキャ

ップを集めています。 

④マイボトル持参 

エコ活動として，飲

み物を持ってくる場

合は水筒やカラーボ

トルを持ってくるよ

うにしています。 

③梅の収穫 

校内にある梅林で自然に親しみと感謝

を込めて，毎年梅を収穫しています。 

②書き損じはがきの回収 

1 月に書き損じはがきの 

回収を行い，県視覚障害 

者福祉協会に郵送し， 

寄付しています。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２４５ 学校名 仙台市立八乙女中学校 校長名 佐藤 修子 

１ 取組のタイトル，テーマ 

 生活の中に「エコ」を取り入れよう 

 

２ 取組の紹介 

 ◇古紙回収ボックスの設置 

 ・不要になった紙を各学年,各職員で回収ボックスに入れ,古紙をリサイク 

ルする活動をしました。回収した古紙はひもで結び,古紙回収へと送られ 

ます。ボランティア委員を中心に呼び掛けを行うことでリサイクルへ 

の意識付けを行ってきました。 

◇省エネルギー・省資源対策 

 ・教室移動時の消灯やヒーター設定温度の引き下げ，移動時の消火，水や 

トイレットペーパーの節約の呼び掛けを行いました。 

 ・窓際に黒色の画用紙を巻いたペットボトルを置き日光を当てたり，ヒー 

ターの上にペットボトルを置いたりすることで水を温め，清掃時に活用 

しました。 

 ◇学校でのリサイクル活動 

・リサイクルに対する実践力を養うため，日常的にゴミの分別収集の呼び 

掛けを行いました。 

・各学級に普通ゴミとプラゴミのゴミ箱を設置しています。昨年度から新 

型コロナウイルス感染対策のために蓋付きのゴミ箱に変更しました。 

 ◇緑の募金 

 ・ボランティア委員会を中心に募金活動を行いました。募金で集まったお 

金は国土緑化推進機構に送られ,森林を増やす活動に使われます。 

 ◇SDGｓに向けての取り組み 

 ・3学年ではSDGsについての調べ学習を通して，自分自身が今日から始められることは何か，具体的 

な目標を立てて生活の中に取り入れる活動を行いました。また，掲示物で意識付けを図りました。 

 ・2学年では野外活動の中で海洋ゴミを拾い，その量を競うスポーツGOMIの活動を行うことで，目標 

No.14「海の豊かさを守ろう」への関心や理解を深めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

新型コロナウイルスの影響で活動が制限される中,学校生活での省エネルギー・省資源対策によって

生徒の「エコ」への意識が高まっていました。また，本年度は，SDGsに向けての取り組みも各学年で

活発に行われました。生活に直結する活動を行う中で，環境問題について他人事ではなく当事者とし

て行動に移さなければならないという意識が定着してきました。これらの取り組みが，環境に対して

自分ができることを一つずつ行う意識付けにつながるよう，今後も継続していきたいと考えていま

す。 

古紙回収ボックス 

清掃用の水 

ゴミ分別の様子 

海岸でのゴミ拾いの様子 拾い集めた海洋ゴミ SDGs関係の廊下掲示 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２４６ 学校名 仙台市立将監中学校 校長名 渡部 健一 

 

１ 毎日の生活に取り入れられるSDGｓを目指して 

   

 

２ 取組の紹介 

 （１）JRC委員会の古紙回収，特別支援学級と連携した花の植え替えと管理 

    本校では，JRC委員会が各クラスに古紙回収BOXを設置し，毎月の 

専門委員会で回収を行いました。さらに，特別支援学級が花壇の土の入 

れ替えをして，JRC委員会が約５００本の花の苗を植えました。花壇の 

管理として，JRC委員会が週替わりで花壇の水やり等を行っています。 

 

 

 （２）地域貢献体験活動（CoCo活）（通年） 

地域貢献体験活動として，地域の団体からの要請を受けて多種多様 

な活動を行いました。今年度は，将監北町内会・花ランドの美化活動 

や，１１月をクリーン大作戦月間とした通学路の落ち葉清掃などを行 

いました。活動前の検温や手指の消毒等，新型コロナウイルス感染症 

の感染拡大予防を行いました。参加した生徒は「今回のCoCo活では， 

将監北町内会のみなさんが温かく挨拶をしてくれました。僕も前より 

積極的に挨拶を行い，さらに笑顔があふれる地域にしたいです。」とい 

う感想を持つなど，充実した活動になりました。 

 

 

 （３）SDGsを視野に入れた取り組み「３R（リユース・リデュース・   

リサイクル）活動」（通年） 

職員室や印刷室にプリントのリユースBOXを設置し，裏面印刷をし 

て紙を再利用しています。教室や職員室では，ごみを分別してプラスチ 

ック資源循環を推進しています。また，卒業生から制服を譲り受けて再 

利用する取り組みもしています。 

 

 

 （４）野菜作りと販売活動(夏・秋) 

 特別支援学級では，畑を耕し種を植え，水やりや雑草抜き等，手塩に

かけて無農薬野菜作りをしました。野菜が苦手な生徒が多いですが，自

分たちが一から育てた野菜を販売することで，食べ物の大切さや感謝の

心を養うことができました。 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

  学校内の清掃活動や緑化活動を通じて，清潔な環境を整えることの大切さや，植物を大切に育て

ていく気持ちを養うことができました。毎日の生活の中でできる事を大切にして，生活の一部とし

て３Rを続け，循環型社会へ貢献できるようにしていきます。 

 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２４７ 学校名 仙台市立南光台中学校 校長名 伊澤 正人 

 

１ テーマ 

～生徒が積極的に関わるエコ活動～ 
 

２ 取組の紹介 

  年間の取組・活動の概要 

 ① エコキャップ・空き缶の回収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               【エコキャップ・空き缶回収】 

 

 

② 古紙回収 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  【古紙回収ボックス】 

 

３ 取組の成果（生徒の変容） 

   生徒が積極的に活動するエコ活動として，再利用のための回収を行っています。 

   このような活動を通して，モノの大切さや再利用への意識が高まり，生徒達自身でボックスを

作り，再利用しようとする活動が見られました。今度もエコ活動を通じて，資源を大切に使用し

ていくことの大切さを伝えていきます。 

 

 

 ボランティア委員会によるエコ活動です。 
 ポスターなどで呼びかけをして，毎月 1 回程度でエコキャップ・空き缶の回収を行って

います。まだ実績を上げるほど回収は出来ていませんが，今後も活動を続けることで支援

活動につなげようと全校生徒で取り組んでいます。 

 各クラスのエコ活動です。 
 生徒が自主的に余ったプリント等をボックスに集め，

裏紙などに再利用しています。こちらも目立った成果は

ありませんが，今後もこのような活動を広げられるよう

取り組んでいきます。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２４８ 学校名 仙台市立向陽台中学校 校長名 福田 元明 

１ 取組のタイトル 

生徒会や清掃活動の中で取り組む環境教育 

 

２ 取組の紹介 

（１）専門委員会・生徒会の活動 

学校の環境整備を担う環境委員会では，以下の活動をしています。 

・毎月1回の古紙回収と定期的な掃除用具点検 

・ほうきのゴミ取り活動 

・年３回の美化週間（清掃強化期間）の計画から実行まで 

給食のマナーや食育推進を担う給食委員会では，以下の活動をしています。 

・給食のメニューや栄養素に関する話題を，昼の放送で広報 

・給食中のマナーや残食を減らすことを呼びかけ，ポスターを製作・掲示 

・ストローとストロー袋の回収・管理の徹底 

そして，生徒会執行部では，あいさつ運動や落ち葉掃き，雪かきなどのボランティアを企画し，

参加を呼び掛け，率先して活動をしています。委員会等の活動を活性化することは，環境保全・美

化活動への更なる取組とともに，学校や地域を愛する気持ちが高まることと期待しています。 

（２）水筒持参の習慣 

平成２９年度の生徒総会で承認されて以来，生徒たちは日常の水分補給として水筒を持参して

います。中身は水かお茶，スポーツドリンクのみですが，毎日持参することができます。自分たち

で決めた意義を理解した上で，水筒持参の習慣が身に付いているため，弁当の時でもペットボト

ルや清涼飲料水を持ち込みません。自然とゴミを出さないことが身に付き，環境保全を目指した

生活を実感しています。 

（３）清掃用具の工夫 

ワックス掛けの大掃除で，教室の床磨きに使用する洗剤を，地球環境にやさし

い分解しやすいものに替えました。ワックスがけのモップも，洗うのが簡単でワ

ックスの伸びもよいモップにしています。そのため，洗うために必要な水の量も

使用するワックスの量も少なくなり，「エコできれいになる掃除」を生徒に意識

させながら清掃しています。 

（４）冬期間のお湯づくり 

冬期間の教室掃除では，ポット形式の加湿器で暖まった水を使います。また，

黒や濃い色のビニールテープを巻いたペットボトルに水を入れ，朝から窓際に置

くと，午後には太陽熱によってお湯になったものも使います。生徒はこれらのお

湯を使った拭き掃除をしながら，少しの工夫でエネルギーの節約になることを身

に付けています。 

（５）ＳＤＧｓの学習 

総合的な学習の時間にＳＤＧｓをテーマに調べ学習を行い，レポートにまとめて発表を行いま

した。生徒一人一人が自分自身の生活を見直す良いきっかけとなりました。 

 

３ 取組の成果 

生徒自身の役割意識と奉仕への積極的な姿が，上級生の取組が下級生の模範となっています。特 

に担当の生徒が，美しい環境をつくりたいという気持ちを持って取り組んでおり，活動中に「ありが

とう」と声を掛けられることは，更に意欲をかき立てています。そして，環境保全・美化は身近なと

ころから始まることを実感し，エコに対する意識が自然と身に付いていることが伺えます。また，Ｓ

ＤＧｓの学習を通して，一人一人がしっかり環境問題に向き合いました。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２４９ 学校名 仙台市立加茂中学校 校長名 伊藤 勝 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 
   日常生活の中のエコ活動 
 
２ 取組の紹介 
  〇エコキャップ運動 
    職員室前に回収ボックスを設置し，ペットボトルキャ

ップを回収しています。ボランティア委員が中心となっ
て，ポスター作成や呼びかけを行っていました。回収し
たペットボトルキャップの個数を集計し，エコキャップ
通信を通して掲示したり，ペッ
トボトルキャップ８６０個で一
人分のワクチンに交換できるこ
とを広報したりすることで，生
徒のモチベーションの維持や自
己有用感の向上にも努めていま
す。 

 
  〇地域ボランティア活動 
    委員会や部活動を単位と

して地域のボランティア活
動に取り組みました。今年度
は地域で行っている長命館
公園の木材チップまきのボ
ランティア活動に，ボランテ
ィア委員と科学部が参加し
ました。また秋には，通学路
の落ち葉掃きを部ごとに行いました。 

 
  〇花壇整備活動 
    ボランティア委員会の活動の一環として，学校内の

花壇の花植えと，水やりを行いました。学校の花壇が
花でいっぱいになるように活動しました。 

 
 
 
３ 取組の成果（児童生徒の変容） 
   コロナ禍であっても様々な活動を通して，地域との交流を持つことができました。

活動する中で，地域の方から感謝の声や励ましの声をいただくこともあり，ボラン
ティア活動や地域貢献をする自己効力感を感じる生徒が増えてきているように思
います。来年度以降も「自分も地域の一員だ」という気持ちを生徒が持てるように，
これらの活動を継続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 ２５０ 学校名 仙台市立将監東中学校 校長名 工藤 京子 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 
  令和３年度 地域清掃 
 
２ 取組の紹介 
  この地域清掃はふるさと復興プロジェクトとして，震災後から取り組まれてきました。将 
監東中学校の学区内の被害は多くはありませんでしたが，宮城県では多くの人たちが犠牲と 
なり，震災から１０年たちましたが,まだ復興の途中にあります。その中で，自分たちにでき 
ることは何か。「まずは身近なことで，できることを始めよう」という思いから始まったそう 
です。将監東中学校の先輩達の意思を受け継ぐとともに，私たちも復興を願って「今できる 
こと」のひとつとして例年この地域清掃を行っています。 

  また,回収した落ち葉は家庭菜園などの肥料として再利用されます。 
 
３ 取組の成果（児童生徒の変容） 
  ①コロナウイルスの影響下の活動として 
   昨年度からのコロナウイルスの影響に伴い,学年や学校全体を通して一斉に行事に取り

組むことが難しくなっていることにより,今回中心になった生徒会役員の生徒たちは放送
やGoogle Meetを利用したオンラインでの活動が中心となり実際に人前に立つという機会
が少なくなっていました。 
代替わりした生徒会の生徒にとって初めて人前に立つことを 

経験した生徒もいましたが,この活動を無事に終え生徒会とし 
て,前日の準備から全体に指示を出し協力し合いながら活動 
することの難しさや,終了後の達成感を得る良い機会になり 
ました。 

 
②生徒たちの活動として 
 学校全体としての活動は久しぶりだったので,生徒たちは全体を通して意欲的に参加し
ていました。事前指導において,肥料として再利用できる落ち葉とそうでないものについて
説明したことにより生徒同士で “これは大丈夫” , “これはダメ”など声を掛け合いなが
ら活動に取り組みました。また,時期的にも大量の落ち葉が落ちており回収作業に夢中にな
って取り組み,終了時間が過ぎても“あと少し”,“もうちょっとここだけ”と粘り強く取り
組みました。 
 さらに,この活動により SDGs の視点から自分達にできる持続可能な社会づくりについて
も考えさせることができました。 
 
③河北新報から取材 
 河北新報から取材があり,杜のひろばに掲載されました。 


