
令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １０１ 学校名 仙台市立松森小学校 校長名 村田 岳彦 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

 エコ＆クリーン 松森小 ～地域とともに，緑とともに～ 

 

２ 取組の紹介 

○全校田植え・全校稲刈り 

 本校では生産の喜びを体感させることを目的として，５月に田植え，１０月には稲刈りを全校児童で実

施しています。地域の「田んぼの名人さん」のご指導・ご協力の下，５年生がリーダーシップを取って田

植え，稲刈りを行いました。泥だらけになりながら一生懸命植えた稲が，秋には立派な稲穂に育った様子

を見て，作物のたくましさを学びました。「いつも食べているお米も味わって残さず食べよう。」といった

声も聞こえ，米作りの大変さを肌で感じたことによって食に対する感謝の思いが強まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○松小クリーンタイム 

 １０月から１１月にかけて，松森小学校周辺の歩道や公園は落ち葉でいっぱいになります。本校では「松

小クリーンタイム」として，全校児童一丸となり，落ち葉拾いやごみ拾いを行いました。「キッズグループ」

と呼ばれる１年生から６年生までの児童で構成されるグループに分かれ，清掃場所を分担して活動しまし

た。普段使っている歩道や公園に感謝の気持ちを持ち，袋いっぱいに落ち葉を拾い集めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 本校では一年を通して地域の方々との連携を図り，学習活動に取り組んできました。広く環境問題を学

びながらも，「自分たちの通学路をきれいにする。」「給食を残さず味わって食べる。」 など，身近な

ところから取り組み，エコに対する意識を高めました。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １０２ 学校名 仙台市立将監中央小学校 校長名 後藤 芳浩 

 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

学校をきれいにしよう 
～緑化活動を中心に～ 

 

２ 取組の紹介と成果 

 

  全校緑化活動 

学校をきれいにし，育てる喜びと緑の多い学校を目指し，取り組みました。                              
 

（昨年度はコロナの影響で秋の活動のみでしたが， 

今年は春にサルビア，秋にはパンジーを植えました。） 

 

 

 

 

SDGｓについて考える 

高学年の児童が所属する環境緑化委員会でのことです。冬期には寒さのため，屋外での活動の

代わりに花壇に立てる看板作りや植物をタブレット端末で調べて手描きのポスター作る活動を

行いました。また，SDGｓの１７の目標を知り，その中の「陸の豊かさを守ろう」を意識して行

いました。一人一人，持続可能な開発目標の中から，自分自身が取り組みたいものを考えまし

た。 

 

 

 

学年の教材園で育てました 
春に地域の方に耕してもらった畑・教材園で作物を育て，収穫しました。 

１年生は，サツマイモ。２年生は，ジャガイモ。 

５年生は，校地内の田んぼで稲作体験。 

子供たちは，作物を育てることの大変さや収穫の喜びを味わいました。 

 

 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １０３ 学校名 仙台市立泉ケ丘小学校 校長名 三浦 弘幸 

 
１ テーマ 「自然とのふれあいを通して、地球が好きになる ～わたしのできるところから～」 
 
２ 取組の紹介 
 
【教材園での栽培活動】 

今年度も、それぞれの学年で教材として育てる植物の他にも、栽培委員会の児童や技師が連携しなが
ら、様々な植物を植えました。身近なところで植物を目にし育てることで、成長に気付いたり、季節の
変化を感じたりすることができます。児童は、自分が植えた植物の成長を喜んだり、更に実を付けると
その収穫を楽しんでいたりと、植物の生命力の強さや自然の命の巡りなどを発見していました。 

 

 
 
【花壇コンクール 栽培委員会企画】 
 たてわり活動の一環で、6 年生が花壇のデザインをし、植えたい花の苗を選び、3 年生が草取りをし、
4 年生が土を耕し、２，５年生がいっしょに植えるという活動を行いました。曜日によって、水やりす
る学年が決まっており、休み時間には自分の花壇にうれしそうに水やりに来る姿が多く見られました。
たてわり班のみんなで協力し作り上げた花壇でした。栽培委員会の企画で年に 2 度、たてわり班の“花
壇コンクール”が行われ、全校の児童が投票を行っていました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 取組の成果 
様々な取り組みを通して，植物の成長を喜び、愛でる気持ちを持ち、地球が好きになることにつなが

ったのではないかと思います。泉ケ丘小学校は自然豊かな広い校庭があります。季節を感じながら自然
と触れ合い、地球に植物や動物とともに生きていることを実感しながら、地球を好きになり、大切にし
ようという気持ちを育んでいけたら、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 １０４ 学校名 仙台市立加茂小学校 校長名 髙橋 正行 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 「日常活動の中で取り組むエコ活動」 

２ 取組の紹介 

⑴  授業での取り組み 

＜４年生＞ 

  ４年生は，社会科の学習「ごみのしょりと利用」で，ごみの回収や処理の過程を学びます。 

ごみ処理施設の見学も行います。学習のまとめで新聞づくりを行い，ごみをできるだけ減らし 

て再利用していく呼びかけを行い，エコな社会づくりへの意識を高めています。 

  ＜６年生＞ 

    ６年生は，社会科の学習「町人文化と新しい学問」の学習で，江戸時代の町人たちは，共同 

で井戸水やトイレを使い，排せつ物は田畑の肥料として活用し，ごみをほとんど出さない社会 

ができていたことを学びます。学習を通して，ごみ減量の意識を高めています。 

⑵  委員会活動での取り組み 

＜給食委員会＞ 

給食を残さずに食べることもエコ活動の一つです。給食委員会は，放送委員会と連携して， 

昼の放送で今日の給食献立で使用された食材の栄養や歴史を紹介し，食べ物に興味を持つこと

で残食を減らす取り組みを行っています。 

＜環境委員会＞ 

    環境保護の観点から，毎年環境委員会では，学校花壇の整備を行っています。年２回，除草 

活動を行っています。“収穫した”雑草を教材園の肥料として活用しています。 

 ⑶ 全校での取り組み 

  ① 除草活動 

    １０月，環境整備を兼ねて，全校で除草活動を行いました。 

授業前の朝の時間に，学級毎に活動を行いました。ここでも， 

雑草を教材園の肥料として活用しています。 

  ② 太陽熱温水を利用した清掃活動 

    冬場の水道水はかなり冷たく，水拭き掃除が厳しいものに 

なります。それを少しでも改善すべく，本校では，太陽熱で 

温めた温水を拭き掃除に活用しています。 

 ２Ｌ程の大きめのペットボトルに黒色の布テープを巻き付 

け，半日太陽光に当てておくだけです。朝に充填した冷水は， 

放課後の掃除の時間には，温水となっています。まだこの方 

法は，すべての学級に定着しているわけではありませんが， 

徐々に温水利用の輪が広がっています。 

３ 取組の成果（児童生徒の変容）                    

   本校児童は，物を大切に扱うことができます。掲示物は傷つけられたり，破損したりすること

がありません。掃除用具の扱いも丁寧で，校舎内はいつもきれいに清掃されています。これは，

地域や家庭内での，物を大切に扱う『エコ意識』が深く浸透していることを示しています。 

 エコ活動は，常に，どこにいても実践可能です。そのためには，児童の実践を支える周囲の環境

保護の意識が大切です。今年度も，コロナの影響で地域との交流活動が制限されてきましたが，今

後も可能な限り，学校と地域・家庭とが連携したエコ活動を推進し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 １０５ 学校名 仙台市立長命ケ丘小学校 校長名 鈴木 淳 

 
１ 取組のタイトル・テーマ 

  『植物の栽培活動や清掃活動を通して，よりよい環境を作り，快適な学校を目指そう』 
 
２ 取組の紹介 

（１） 児童会の取組 
長命ケ丘小学校では，今年度，これまでに２回，学年ごとに花壇に花 

を植える活動を行いました。また，丘の子児童会のたてわり活動では，た 
てわりグループごとに，校庭の雑草を抜いたり，落ち葉を拾ったりする活 
動をしました。全校児童で協力し，自分たちの学校を心地よく過ごせるよ 
うな場にしようとしました。 

 
（２） 環境委員会 

児童会活動として，環境委員会を設置し緑化活動やごみの分別の啓発活動などに取り組んでいます。 
 

◎節水や節電の呼び掛け 
 ポスターや校内放送で全校に呼び掛け，マイボトルを使うことでプラスチックゴミを減らせたり，
節水できたりすることを呼び掛けました。 
◎ごみの分別推進 
 プラごみと一般ごみをきちんと分けることで，環境保護を呼び掛けています。 
◎自主的な環境維持  

花壇や校庭を美しく保つために，環境委員会が水やりをしたり，雑草を抜いたりして気持ちの良い
環境にしようと活動しました。 
◎SDGｓに関する啓発活動 

「SDGｓとは何か」を全校児童にどう伝えるかについて話し合いました。環境に関わる「陸の豊か
さを守ろう」「海の豊かさを守ろう」「安全な水」「気候変動」について，全校児童にも分かりやすい内
容と言葉で伝える活動に取り組みました。 

 
  
 
  
 
  
 

３ 取組の成果 

子供たちは，花壇の花の世話をしたり，校庭の落ち葉拾いをしたりする活動を通して，自然や環境
への関心が深まっています。また，環境委員会の活動の様子を見たり，全校児童で落ち葉拾いをした
りすることで，校内環境をきれいにしようとする気持ちが育っています。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １０６ 学校名 仙台市立八乙女小学校 校長名 五十嵐 昌広 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

 

 「身近な環境について考えよう」 

 

２ 取組の紹介 

① 花壇整備・水やり・植え替え 

 夏と秋に一回ずつ，季節に合わせた花を校庭の花壇に植えています。学年ごとに花壇を割り当

て，植え替え作業を行いました。また，環境委員会の児童が水やりをしたり，肥料を与えたりし

ました。 

 

② 除草作業 

 年に二回，除草期間を設け，全校児童で校庭の雑草を抜きました。今年度は新型コロナウィル

スの感染拡大防止のため，学年ごとに日にちや場所を分けて行いました。 

 

③ ポスターの作成・掲示 

 環境委員会が，校内の環境作りに関するポスターを制作しまし

た。ゴミの分別を呼びかけたり，校庭の花壇に咲いている花を紹介

したりして，児童が身近な環境に目を向けられるように取り組みま

した。 

 

④ ＳＤＧｓ 

 第４学年では，ＳＤＧｓ係が調べたことをポスターにまとめて

掲示しました。 

また，第５学年の総合的な学習の時間では，ＳＤＧｓについて調

べ，一人一人ができることは何かを考えました。実践したことを付

箋に記入し，項目ごとに分類してまとめたものを，廊下に掲示しま

した。節電，節水，食べ残しをしないということを実践した児童が

多くいました。 

 

⑤ 第４学年の「ごみの処理と利用」を通した学習 

 松森清掃工場やリサイクルプラザを見学し，ごみの捨て方について学習しました。ごみを燃や

す際の工程やリサイクルの仕方について学び，ごみ処理に関する新聞を制作してまとめました。 

 

⑥ 校内放送での呼びかけ 

 昨年度から引き続き，教室の換気を校内放送で呼び掛けました。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 

今年度は，感染対策をしながらの活動となりましたが，子供たちは，自分たちで工夫して活動に取

り組むことができました。身近な環境に目を向けさせることで，環境問題を我が事として捉え，実践

しようとする意欲を引き出すことができました。 

特に，ＳＤＧｓやゴミ処理の方法など，学習活動の中で子供が興味を持って調べたことで，生活に

結び付けて考えることができるようになったと思います。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １０７ 学校名 仙台市立鶴が丘小学校 校長名 石川 智之 

 

 

１ 取組のテーマ 

「いつでも笑顔で みんなで思いやりを持って助け合おう」 
 
２ 取組の紹介 

《児童会活動の中での取り組み》 
  

① あおぞらまつり 

鶴が丘小学校では、昨年７月８日、９日に高学年が中心とな 

  って、「あおぞらまつり」を行いました。高学年の児童が感染    

  症対策をしながら工夫を凝らし、皆が楽しめるお店を出しま 

  した。 

   その際、身の周りにある物を再利用してできるお店を工夫し 

  ました。例えば、ペットボトルを利用したボーリングや段ボー 

  ルを利用したストラックアウトです。さらに、ゴミを出さない 

  ように意識してマット・ハードル・コーンなども活用しました。 

  ペーパーレスを意識して、得点などの表示をクロームブックで行ったお店もありました。 

   今年度も〝３密は避ける〟などの感染症対策を講じながらお店を開きました。高学年 

  の児童が協力して一生懸命に準備をしたので、全校児童は笑顔で楽しい一日を過ごすこ 

  とができました。 

 

《委員会活動の中での取り組み》 
 

② 環境委員会の古紙回収 

鶴が丘小学校では、一昨年度、環境委員会が発足しました。今 

  年度は３年目となり活動が軌道に乗り充実してきました。今年度 

  は４月から活動を始めて、月に一度古紙回収を行っています。環 

  境委員会の児童が各クラスの古紙回収ボックスを集めてきます。 

  それから手作業で古紙を種類ごとに仕分けをします。最後に、ひ 

  もを使ってまとめてから倉庫に運び、作業完了となります。 

   一つ一つ手作業なので時間は掛かりますが、きちんと仕分けが 

  できると気持ちがすっきりします。集めた古紙が再利用されるこ 

  とが、地球環境を守ることにつながるという思いを持ち、活動に  (古紙をひもでまとめる作業) 

  取り組んでいます。ＳＤＧｓにつながる活動として、毎月、積極 

  的に委員会活動に取り組み、この意識が皆に広がることを願っています。 

   

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

   今年度も、活動がいろいろと制限される中、児童会活動や委員会活動を通じて地球の環境保全を

考える機会がありました。学校生活の中で環境を整える活動を行うことで、ＳＤＧｓ を考えるきっか

けとなりました。ペーパーレスや再利用をすることでゴミを減らし、地球環境を守って、皆が気持ちよ

く過ごせるよう意識するようになりました。 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １０８ 学校名 仙台市立寺岡小学校 校長名 森   直 

 

１ 「花・まち大作戦」と４年生の総合的な学習の時間における取組 

２ 取組の紹介 

（１）学校花壇の大改修「花・まち大作戦」の取組 

 

本校には，校門から昇降口までの間に通称“あいさつ通り”と呼ばれるアスファルトの長い歩道があり

ます。学校花壇はこのあいさつ通りに沿って設置されていますが，校庭の東端にあり，泉が岳からの強風に

舞う砂塵の影響で花壇の土が崩れやすく毎年悩まされておりました。 

そこで，学校を花でいっぱいにして，温かく明るい雰囲気を作り，

児童と保護者や地域の人たちにも愛着を持ってもらおうと，児童・

教職員・PTA，そして，地域の皆さんを巻き込んだ「花・まち大作

戦」のプロジェクトが立ち上がりました。砂地の土壌を改善し，土

留めを作ることで花壇の土が流出しないようにして，今までの数倍

の種類の花の苗を植えることで児童が笑顔いっぱいになるような素

敵な花壇を完成させました。 
花壇改修には，高学年や美化委員会が中心になり児童も積極的に参加し，ローテーションを組んで花の

お世話するなど，愛着を持って緑化活動に取り組むようになりました。 
 

（２）総合的な学習の時間での取組（第４学年） 

 

４年生は総合的な学習の時間に，地球環境と私たちのくらしについて

考える学習に取り組んでいます。地球の温暖化やエネルギー問題，環境

に配慮した暮らしなど環境保全について学習するうちに，「今の私たち 

ができることは何か。」を真剣に考えるようになりました。 

本年度は，外部からお招きした講師の方々のお話に耳を傾けたのち，

各々が設定した課題について調べたり,意見交換などをしたりしながら，

「環境」をテーマにしたポスターや新聞などを作成し,発表会では，堂々

と意見や考えを述べ合うことができました。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 

    本校の緑化活動は，毎年の夏や秋の苗植えなど，主に美化委員会や担当の教職員が中心となり進めてま

いりました。しかし，PTA の方々から「そろそろ花壇を改修しませんか。」と声が上がり，話し合いを重

ねた結果，児童や地域の方々も巻き込んで，本校自慢の花壇が完成しました。 

     直接改修に携わった児童だけでなく，朝夕友達と語らいながら花壇をのぞく児童が増え，美化・緑化活

動に関心を持つようになってきていると思われます。 

また，総合的な学習の時間や他教科での環境学習を通じ，より身の周りや地域へ目を向け問題に取り組

むようになってきました。家庭や学校などにおけるごみの削減・分別にとどまらず，節電や節水など限り

あるエネルギーを大切に使おうとする意識が芽生えてきました。  

私たちを取り巻く環境は刻々と変化し続け，特に地球温暖化や貧富の格差等による児童福祉の問題がま

すます表面化してきているのが現実だと思います。このような諸課題について，児童らが自らの問題でも

あることを認識し，これらの課題を考えるようになってきていることが何よりの成果だと思います。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １０９ 学校名 仙台市立南中山小学校 校長名 山根 斉 

 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

「ど根性ひまわり～小中連携・地域連携の取組～」 
 

２ 取組の紹介 

  学校と地域のつながりを深めることを目的として，東日本大震災を乗り越えた『ど根性ひまわり』

を南中山中学校区の三校で育てています。この活動を通して地域にたくさんの笑顔とひまわりの花

を咲かせていこうという願いが込められています。 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

３ 取組の成果 

環境委員会の児童を中心にひまわりの種を植えて，夏にはきれいな花を咲かせることができまし

た。また，地域の方々にも協力していただき，今年度はたくさんの種を採集することができまし

た。南中山中学校区の三校で栽培したひまわりから採れた種をこれからも受け継いでいきます。ま

た，南中山小学校の児童会では，「助け合い笑顔で生活南っ子」をスローガンにして，コロナ堝でも

全校で工夫して交流をして楽しい学校生活になるよう様々な活動に取り組んでいます。児童会の活

動や『ど根性ひまわり』の取組を続けていくことを通して，学校や地域をこれからも笑顔にしてい

けたらと考えています。 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

『ど根性ひまわり』とは 

2011 年の夏に宮城県石巻市の「がんば

ろう石巻」の看板の隅に一輪のひまわりが咲

きました。津波によりどこからか流れ着き，

津波にも塩害にも負けず咲くそのたくまし

い姿に勇気をもらった人たちはそのひまわ

りを「ど根性ひまわり」と呼ぶことにしたそ

うです。その種が何世代にもわたって受け継

がれています。 
 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １１０ 学校名 仙台市立虹の丘小学校 校長名 大江 広 

 

１ 取組のテーマ 

緑化奉仕委員会の取り組み 

 

２ 取組の紹介 

 ○節電・節水を呼びかけるポスター 

・４年前から続けている「節電・節水」を呼びかける活動に今年も取り組みました。教室を留守に

する際には忘れずに教室の照明を消すようにポスターを作り，掲示して呼びかけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○花壇やプランターへの花の植え付け 

・1年間を通して，季節に合わせて花壇やプランターに花を植え付けました。 

 

３ 取組の成果（児童の変容） 

・児童は普段から，節電や節水に取り組むようになりました。 

・花壇やプランターの前で足をとめて，花を眺めている児童が増え，花の名前を覚えたり， 

植物に興味を持ったりする児童も増えました。 


