
令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １ 学校名 仙台市立東二番丁小学校 校長名 堤 英俊 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

   「自然となかよし！」 

 

２ 取組の紹介 

     4 年生の総合的な学習の時間で，学区である「街中（公園や通学路など）の自然」，「広瀬川

（川原近辺）の自然」，「里山（尚絅の森）の自然」を比較し，動植物をはじめとした多様な自

然環境やその保全の大切さについて学んできました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ＜夏の広瀬川＞               ＜秋の里山＞ 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

  （１）「目で見て」「耳で聞いて」など五感をつかうことで，ウグイスなどの声，サギの飛翔 

の姿，キツツキの姿，野生のイノシシの足跡などの動物の様子，赤い実，リンドウの花， 

どんぐりの形の違いなど植物の様子について，多くの発見をすることができました。 

（２） 広瀬川で捕まえた小さな魚を学級で飼育することで，生命の尊さにもふれることがで 

きました。 

  （３） 複数回の校外学習を重ねることで，水温の変化，落葉の様子など，季節による自然環 

境の変化を身近に感じ取ることができました。 

  （４） 児童は，街中ではなかなか気付けない自然の様子に興味を持ち，多様な自然環境があ 

ること，その自然を壊さず保全していくことの大切さに気付くことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ＜初秋の広瀬川＞               ＜初冬の里山＞ 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２ 学校名 仙台市立木町通小学校 校長名 原 新太郎 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

 緑化委員会による植物広報活動 

 

 

２ 取組の紹介 

 本校の児童の多くは市内中心部を生活圏としていますが、学校に隣接する北三番丁公園には，四季を

通じて色とりどりの植物が植えられています。また，校地内に多くの花壇が配置されています。そのた

め，日常的に植物を目にする児童は多く，植物への関心も高い傾向にあります。本校の委員会活動の一

つである緑化委員会では，自分たちの活動を発信するとともに，より関心を持って植物と接してもらえ

るよう広報活動を毎年様々な形で実施しています。今年度は，花言葉や仙台の花を紹介したポスター作

りを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 全児童が通る廊下に掲示したことで通りかかった多くの児童が足を止めて記事を読んだりクイズに

答えたりしていました。ポスターを見た児童は，「こんなに花言葉があるんだ！」「仙台の花なん

だ！」と興味を示している様子でした。 

植物の花言葉について調べた 
ことをポスターにまとめ廊下に 
掲示しています。 

校内の花壇で育てたパンジー 
やマリーゴールドを押し花に 
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 ３ 学校名 仙台市立立町小学校 校長名 滝川 真智子 

 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

 「自然との共生を大切にする児童の育成」 

２ 取組の紹介 

 杜の都の中心部に位置し，自然環境に恵まれている立町小学区の特徴を生かして，学習をしています。 

（１） 全学年によるJRC活動 

冬季を除く毎週木曜日に，福祉委員が中心となり，全校児童 

    でのゴミ拾いや，落ち葉集めを行いました。また，一円募金や使 

用済み切手集めを毎週金曜日に行いました。 

（２） 5年 広瀬川の学習 

 総合的な学習の時間で，広瀬川の環境問題に取り組みました。 

広瀬川について調べたことを踏まえ，現地に足を運び，生き物の 

生態について学びました。 

（３） １・２年 青葉の森の体験（生活科） 

 学区内の身近な自然である青葉の森に，初夏と秋に校外学習に 

出かけます。青葉の森のレンジャー（自然解説員）の指導もあり， 

豊かな自然と触れ合い，自然や命の大切さを学びました。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 

(1)JRC活動をすることによって，通行する地域の方々と挨拶をし，自分たちの地域をきれいにすること

の心地よさを感じていました。また低学年は，誇りを持って活動する高学年の姿を見て，地域への関わ

り方を学んでいました。また，募金活動では，福祉委員による放送での呼びかけを定期的に行うこと

で，より身近な活動に感じることができました。 

(2)広瀬川の学習では，広瀬川の生態系を知ることによって命の不思議さを感じているようでした。ま

た，ゲストティーチャーをお招きしてお話を伺うことで，身近にある豊かな自然環境教育である広瀬

川を守り，未来へ継承することの大切さと，そのために今の自分たちができることを考えていました。 

(3)青葉の森の探検では，児童はレンジャーさんの教えてくださった活動に夢中になり，さまざまな自

然を発見して喜ぶ姿があり，視野の広がりも見られました。また，感想文などから自然を大切にしてい

こうとする気持ちが育ってきたことが分かりました。「また行きたい！」という声や，「こんなもの見つ

けたよ！」という声がたくさん聞かれました。 

 

 

来年度も自然との共生を大切にする立町っ子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 ４ 学校名 仙台市立南材木町小学校 校長名 小野寺 治歌 

１ 取組のテーマ 

 自然とともに 

 

２ 取組の紹介 

    日常的に自然に接する機会が少ないという児童の実態から，本校では体験活動を重視した活動を行ってきました。 

１年生から４年生までは，町場の学校に緑を増やして「森」を作り，鳥や虫たちの集まる場所にしようという目標を

設定し，「学校の森活動」に取り組みました。この取組は今年で９年目になり，昨年同様，外部講師として，宮城県森

林インストラクター協会の方々をお招きし，多くの体験活動を行いました。 

  ５年生は「川で学ぼう」の学習で，広瀬川について調べ学習を行う中で，実際に広瀬川に入り，生き物を探したり

観察したりする活動を行いました。昨年度に続き外部講師として，杜々かんきょうレスキュー隊事業の方々をお招き

し体験を通して様々なことを学びました。また，「海で学ぼう」では，５年前に植えた防災林の雑草取りをしたり，海

岸のプラスチックを拾ったりする活動を行いました。 

６年生は「花いっぱい運動」で１年生が植えた花を地域に運び，設置する活動を行いました。 

特別支援学級では，交流学級で各学年の活動に参加し，さらに生活単元学習「野菜や花を育てよう」では，プラン

ターに花の苗を植え世話をする体験活動を行いました。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

【１・２年】 

○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，観察をしたりしました。 

森林インストラクターさんが持ってきたカニの観察をしたり，世話をしたりしました。 

【３年】 

○学校の周りを観察し，虫や植物など生き物探しをしました。森林インストラクターさん 

には，どんなところに虫が生息しているか植物の特徴を詳しく教えてもらいました。 

【４年】 

○校外学習で県民の森に出かけきました。道を整備したり，植えた苗木が野ウサギにかま 

れないように手入れなどをしたりしました。また，イノシシ除けのロープを張る活動も行い 

ました。 

【５年生】 

○学校の近くを流れる広瀬川について調べ学習をしました。「川で遊ぼう」では，橋の上から 

川の様子を観察した後，実際に川に入り，生き物を見つけたり川の流れについて観察したりし 

ました。広瀬川に生息する生き物の特徴や河原の様子を興味深く観察することで興味・関心を 

高めることができました。外部講師の先生から多くのことを学ぶ良い機会となりました。 

○荒浜の「荒浜潮除須賀松の森」で，松にからまる蔦や雑草取りを行いました。５年前に植えたもので植物の成長を感

じるとともになぜ雑草取りが必要なのか，何のために植林するのかを学びました。また，海岸ではレジンペレットを拾

う活動をしました。紙コップいっぱいに集め，海の環境保全の課題について体験を通して学ぶことができました。 

【特別支援学級】 

○季節ごとに花の苗をプランターに植え，校舎周辺や中庭で育ててきました。プランターの 

準備から土作り，苗をどのように植えると皆が喜ぶかを考えました。植えた後には水やりや 

雑草取りなどをして世話をしたり観察したりする活動をしました。 

 

今後も，これらの活動を行うことで，自然や生き物に親しみ，自然を大切にする気持ちを育 

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 ５ 学校名 仙台市立東六番丁小学校 校長名 木越 研司 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

   人にも自然にもやさしい環境づくりへの取組 

 

 

２ 取組の紹介 

●学校全体での取組 

   各教室にプラスチックゴミ用と燃えるゴミ用の

表示を付けた二つのゴミ箱を設置し，分別収集の指

導をしています。特に，給食時に出るストローやス

トローの袋をきちんと分別してきました。毎年継続

することで，普段から資源を大切にする意識が高ま

ってきています。また，職員室内でもコピーをする

際に裏紙を使用するなど，学校全体で環境に優しい

意識が育つよう取り組んでいます。 
 

 

●委員会での取組  
本校のビオトープ・栽培委員会では，中庭の花を植え替える活動を実施しています。学校花壇の

肥料には，学校給食から出た生ゴミ等を堆肥化した肥料である｢杜のめぐみ｣を使い、チューリップ

やパンジー，バーベナなどを栽培しています。｢杜のめぐみ｣を使うことで，仙台市の有機性廃棄物

のリサイクルにも取り組んでいます。秋には落ち葉集めを実施しています。児童が安全に楽しくビ

オトープを利用してほしいという思いを持ち，使う人のことを考えて活動しています。自然に触れ

気持ちの良い学校生活を送ってもらうために，日々の活動に取り組んでいます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

   エコに関する取組を，学校生活全体を通じて継続して行ってきたことで，児童のエコに対する

意識が高まっています。人も自然も大切にするという気持ちが高まってきたことで，皆のために

できることをしようとする思いやりの気持ちも育ってきています。今後も身近な環境に目を向

け，エコ活動に取り組んで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 ６ 学校名 仙台市立荒町小学校 校長名 田辺 泰宏 

１ 取組のタイトル，テーマ 

「できることから始めよう ～地域との関わりを生かしたエコ活動～」 
 

２ 取組の紹介 

◎委員会の活動 

○給食委員会の取組 

・残食を減らすことや給食時に出るゴミの分別について，ポスターの掲示や放送での呼び掛けを行い

ました。 

 

○環境委員会の取組 

・各学級に１つずつ古紙回収ボックスを設置

し，再生利用可能な紙を回収しました。環境

委員会ではその紙を種類ごとに分別し，リ

サイクルに出せるようにしました。職員室

でも紙の分別，回収を行っています。 

 

◎各学年の活動 

○５年生 

・本校の教育目標『夢いっぱいの荒町小学校』の実現

のため，「地域で学ぶ子供」を目指し，地域連携を踏

まえた教育活動を行っています。５年生は，地域の

ラジオ局「ラジオ３」の番組に出演しました。地球温

暖化対策について学習し，自分自身や家庭で取り組

んでいきたいことについて，発信を行いました。 

 

○特別支援学級 

・屋上にある畑で，キュウリ，トマト，トウモロコシ，サツマ

イモ，ハクサイなど多くの種類の野菜を植えました。役割

分担をしながら，定期的に水やりや草むしりを行いました。

収穫した野菜は家庭に持ち帰り，家族で味わいました。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

委員会の呼び掛けにより，残食を減らすことや，ゴミの分別，資源の再利用について，できるこ

とから少しずつしていこうとする児童が増えてきました。 

また，学年ごとの活動では，地域連携を生かした活動を行いました。児童は，自分の周りの環境

についてより深く考え，当事者意識を持って活動に取り組むことができました。 



《わたしたちのまち片平》     

「持続可能な社会を目指して」～SDGｓから

学ぶ環境問題～をテーマに調べ学習を進める中

で，自分たちが住んでいる地球は多くの問題を抱

えていることに気付きました。また，問題の原因

を探ったり，地球を守るために自分たちにできる

ことは何かを考えたりする活動を通して，自分の

これからの生き方について考えたことなどを発

表シートにまとめました。 

 

《水はどこから》 

普段，生活の中で使っている水が，どこから供給され，どのように循環されているのかを学びま

した。ダムは，川の水の量を調節したり，発電したりする働きがあることや，上流にある水源の森

は降った雨水を蓄えるダムのような働きをしていることが分かり，グループ新聞にまとめました。 

令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ７ 学校名 仙台市立片平丁小学校 校長名 我妻 良行 

 

 

１ テーマ「身近なことから環境を考える」 

 

２ 取組の紹介 

 

○５学年の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○４学年の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

安全な生活用水を供給するために，多くの方々の苦労があることや，森林をはじめ自然を守るこ

とが必要であることを知り，普段使っている水を，より大切にしていこうとする気持ちが育成され

ました。また，SDGｓから環境問題について学ぶ活動では，「行動に移すこと」の重要性や，「将来

の自分」についても考えることができました。自然を大切にするだけでなく，他者を思いやる気持

ちの大切さに改めて気付くことができました。 

 



令和３年度 杜の都エコ・スクール活動報告 

 

１．テーマ 「わたしたちができる身近なエコ活動」 

 

２．取り組みの紹介と成果 

Ⅰ ６年生による朝の落ち葉清掃活動 

１１・１２月には校庭の東側大通りの歩道にイチョウ並木の葉がたくさん落ちます。６

年生と職員が一緒に朝８時ぐらいから落ち葉清掃をしています。たくさんの落ち葉も，だ

んだんとなくなってきれいな歩道になります。通行人の方々からも感謝の声が寄せられ

て，自分たちの住んでいる地域を大切にしようとする心が育っています。 

Ⅱ ４年生による SDGｓを視野に入れた取り組み 

４年生の総合的な学習の時間では，主に SDGｓについて考えました。その中で「自分た

ちでもできることをしたい。」という気持ちが高まり，次のような活動を行いました。地

域の公園清掃を行う。環境問題を訴えるポスターを作成し，校内に掲示しています。また，

イオン環境財団よりいただいた，コナラのどんぐりや実生苗を育てる活動を行い，２年後

に植樹する予定です。 

 

 

  

 

 

 

Ⅲ 緑化活動 

緑化委員会の子供たちが毎年「上杉あいさつフラワーロード」の花壇に，夏と秋に

花や球根を植えて，水やりをしています。それ以外にも，５・６年生の各クラスのプラ

ンターで育っています。植物の種類としては，パンジー，葉ボタン，ベゴニア，チュー

リップ，ヒアシンスなどを季節に合わせて植えています。子供たちは，自分たちが植え

た花で学校が緑豊かになっていくのを観ることより，植物に愛着や親しみを持つように

なりました。                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ ごみの分別・リサイクルの推進                                              

各教室に２つのごみ箱を用意し，プラごみと普通ごみの表示をし，分別収集を指導し

ています。また，奉仕委員会では，ペットボトルキャップを常に集めており，リサイ

クル業者に担当の教員が定期的に運んでリサイクルに努めています。 

学校番号 ８ 学校名 仙台市立上杉山通小学校 校長名 白井 剛次 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ９ 学校名 仙台市立通町小学校 校長名 佐藤 正文 

１ 取り組みタイトル・テーマ 

「ごみを分別し地球に優しく，花を咲かせて笑顔いっぱい，生き物が元気にくらせる学校に」 

２ 取り組み紹介 

１．ごみの分別活動 

 各学級では，燃えるごみ，プラスチックごみ，古紙に分別して捨てています。給食時に

出るストローやストローの袋などもきちんと分別したり，古紙の裏面を再利用したりする

などエコ活動に取り組んできました。  

また，環境委員会では月に1回各学級の古紙を集め，分別作業を行っています。 

 

２．環境に関する児童の意識を高める活動 

 ① 学校内の環境整備 

委員会活動の一環として，各教室から出た古紙を回収し， 

ルールに沿って古紙分別をしています。またプランターに 

パンジーなど季節の花を植え，明るい学校作りに貢献して 

います。気持ちよく学校生活を送れるように環境整備に取 

り組みました。 

   ② 生き物の飼育 

学校の水槽で,ドジョウとメダカの飼育をしています。委員会でえさやりチェック表 

を作成し，毎日係がえさやりをしています。水槽の前を通る度，児童が水槽の中の 

魚に興味を持ち観察しています。 

３．たてわり地域清掃活動 

児童会活動として，たてわり班ごとに地域の寺院や神社に

清掃活動を行っています。落ち葉を集めたり，落ちているご

みを拾ったりと地域の清掃活動に取り組んでいます。清掃活

動を通して異学年の児童が協力し合い,交流の場をつくるこ

とができました。 

 

３ 取り組みの成果 

個人個人が行うごみの分別，学校の環境整備，地域の清掃活動を通して，児童たちは

身近な環境をよりよくするために主体的に考えて活動することができました。他学年や

地域の方々との関わり合いを通して，学校や地域の一員としての意識を持ち，環境保護

を意識しながら行動することの大切さを学ぶことができました。 

 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １０ 学校名 仙台市立連坊小路小学校 校長名 門脇 恒明 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

              ～身近なエコ活動を学校みんなで～ 

２ 取組の紹介 

 

① 全校落ち葉拾い 

連坊小路小学校の校庭には，学校のシンボルである大きなイチョウの木があり，秋には環境委

員会や緑化委員会を中心に毎年落ち葉拾いを行っています。今年度も，兄弟学年で協力し，たく

さんの落ち葉を集めることができました。児童の中には 

「連坊小路小学校の伝統の一つであり，これからも大切にし 

ていきたい。」という声もあり，学校全体で，学校をきれいに 

しようという意識を高めることができたのではないかと思い 

ます。また，５・６年生は校門前の歩道の落ち葉掃きをし， 

学校周辺の環境美化のための奉仕活動を行いました。 

 

② ごみの分別 

各教室に，プラスチックごみ用（ピンク）と一般ごみ用（水色）の２つのごみ箱を設置し，進

んでごみを分別できるようにしています。学級内で出たごみは校内のごみ置き場に集まりますが，

ごみ置き場にも同じ分別の表示があり，掃除の際など，学年を問わず分別しやすい環境を整えて

います。また，職員室では紙ごみを集めたり出来る限り古紙を再利用したりしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

学校全体での取組を継続して行うことで，児童のエコ活動や環境美化活動への関心は年々高ま

っています。各学年の学習においても，４年生の総合的な学習で環境をテーマにSDGs について

調べ活動を行ったり，６年生の国語科「世界に向けて意見文を書こう」の学習でSDGs について

調べ意見を持ったりするなど，各学年の学習においても環境問題について考える場面がありまし

た。今後は，これまでの取組を継続するとともに，学習の中で学んだことを発信したり，それを

もとに新たな取り組みを考えたりするなど，環境についての学びを実生活に生かしていけるよう

な取組を行っていきたいと思います。 

 

 

 


