
令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １２１ 学校名 仙台市立桂小学校 校長名 舟山 秀人 

 

１ 「桂」もっといい町プロジェクト（４年生 総合的な学習の時間） 

 

２ 取組の紹介 

   

 自分たちが暮らしている「桂」の町の環境に目を向け，どうすれば地域の環境がよくなるかを考

えて自分たちのできることを実践していく学習活動です。自分たちで種から花の苗を育て，プラン

ターに植えて桂の地域の緑道や公園に置きました。種まきの時期ややり方など，分からないことは

桂地区の緑化活動をしている地域の方々に教えていただきました。自分たちの住む町の環境をよく

するために，地域の大人の人たちが丁寧に取り組んでいることを学び考えを深めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 

   自分たちにもできる桂の町の環境への取組がないかと考えを深めて

いきました。コロナ禍，地域の方々も自分たちも元気に，花を眺めた

ときにほっとした気持ちになってもらいたいと，プランターにはメッ

セージを添え緑道に設置しました。地域の方々との関わりも深まり，

「大倉緑地」の見事な桜並木は地域の方々がずっと守ってきていたこ

とを知りました。来年もきれいな桜の花が咲くようにと，木の根元に

堆肥を入れる地域の方々の活動を手伝わせていただきました。 

また，桂の町のすばらしさをうたった「桂音頭」は，総合的な学習の時間に出かけた「桂島緑

地」の美しさがうたわれており，地域の方々に踊りを教えていただき，運動会で「桂音頭」を 

   踊って披露しました。 

小さな種から花の苗づくり 

桂のシンボルでもある「桂島緑地」は魅力がいっぱい 

大事に育てた苗を一つ一つ植えて準備 

「花を見た人たちが元気になりますように」願いを込めて 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １２２ 学校名 仙台市立柳生小学校 校長名 黒田 章博 

 

 

１ よりきれいな柳生小学校を目指して 

 

２ 取り組みの紹介 

○環境ポスターの掲示 

・掃除ロッカーとトイレの整頓用のポスターを作成しました。 

・ゴミ分別を呼びかけるポスターを作成し掲示しました。 

○ごみ回収 

 ・ストローの袋入れやプラごみ専用のごみ入れを使い，ふだんから意識して分別できるようにしてい

ます。また,蓋付きのゴミ箱を使って,感染症対策も行っています。 

 

○環境委員会の児童が教室チェック 

 ・環境委員会が週に１回放課後に,各教室に行きゴミ箱,掃除道具入れの中を確認し,丁寧に扱ってい

るか,きれいに整頓しているかなどのチェックを行います。また日頃から物や教室を大切にするよ

うに声掛けを行っています。教室から特別教室に移動する際に電気や暖房を消し，日頃から学校全

体で「エコ活動」に取り組んでいます。 

 

３ 取り組みの成果 

 ・昨年度より継続してリサイクルボックスを利用したことで，各学級で紙類やプラごみの分別が習

慣化され，雑紙等の回収が自然に行われています。 

 ・環境委員会が作成したポスターにより，学校全体で「資源を大切に使おう」という意識が高まっ

てきました。 

・上記の取組を通して，学校全体で「ごみになるものを減らそう」「資源になるものは分別しよ

う」という意識が高まっています。これからも，「環境のためにできること」について，家庭に

も呼びかけながらアイディアを出し合い「エコ活動」を推進していきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

        

     プラごみ回収ボックス      雑紙回収箱       分別ボックス(教室用)      ストロー袋専用ごみ入れ 

                 

                    

   

 

 

 

    環境委員会作成ポスター     環境委員会作成ポスター    環境委員会作成ポスター     環境委員会作成ポスター 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １２３ 学校名 仙台市立市名坂小学校 校長名 丹野 伸裕 

 

１ ５年総合「市小フードプラン（食）」 

  「食」について学習を進める中で，５年生の児童は食品ロスの多さに驚きました。そして今，食品ロスの問題の解

決に向けて周囲の人の意見や考えを生かしながら自分たちにできることを考え，取り組んでいます。  

 

２ 取組の紹介 

 

 
 
 
 
 

 
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果 

５年生の呼び掛けでどのくらいの食品ロスがあるかを学校全体の児童が知りました。食べ物に感謝の気持ちを持つ

児童が増え，給食の残食を減らすように子供同士で声掛けをする姿が昨年以上に多く見られるようになりました。

結果として学校全体の給食の残食量も減少しました。 

また，フードバンクの取り組みでは，レトルトカレーやカップラーメンなど学校内で11.6ｋｇの食品が集まり，学

校全体として食品に目を向けた寄付活動をすることができました。 

〈ルール〉 

クラスで完食した品数分，シールを貼

ることができます。 

例：１品完食したら１枚 

  ２品完食したら２枚 

【コンポスト】 
コンポストにより生ごみから堆肥を作る活動を行

いました。ベランダに段ボールで作ったコンポスト

を置き，学校給食から発生する食品廃棄物を２か月

間埋め，堆肥を作りました。 

 

【フードバンク】 

ふうどばんく東北 AGAIN さんの，賞味期限が 1 か

月以上あるけれどゆずってもいい食品を集めて寄付す

る活動（フードバンク）に協力しています。児童がフー

ドボックスとチラシを作成し，全校児童に呼び掛けて

食品を集めました。 

【食品ロスチェック】 
食品ロスを減らす一番身近なものである，給食の残食を減らすための取組を行いました。１年生から３年生のそ

れぞれのクラスで給食を完食できたら木の絵が描かれたカードに果物のシールを貼っていくという取組です。取組

を始める前に各学級に出向き，食品ロスとは何かを下学年にも分かりやすいポスターを使いながら，説明しました。 



令和3年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １２４  学校名 仙台市立愛子小学校 校長名 佐藤 雅智 

 

1. 「愛子こどもの森｣での自然体験活動 

 

2. 取組の紹介 

愛子小学校には，「愛子こどもの森」という地域の地権者の方々から借り受けた森があります。それは，学校に

隣接した森で，子供たちは自然に関わる様々な学習を行っています。 

そして，森の学習のお手伝いの中心となってくださっているのが，「愛子こどもの森 森の応援団“愛子ハグリ

ッズ”」です。今年度も3年生が，ハグリッズさんのご協力の下「こどもの森の番人」として，森をテーマにした

学習に取り組みました。 

「愛子こどもの森」での活動は，5月中旬にハグリッズさんの講師の方を招いて「森の中に隠された30体の小

さなフィギュアを探す中で，森の活動に慣れる」活動。「森の木の中から『マイツリー』を決め，1年間じっくり

観察する」活動。「カブトムシのさなぎを観察したり，その生態について話を聞いたりする」活動。「季節ごとに

森を観察したり，森の木の実や枝で工作をしたりする」活動。「きのこの観察や植菌をする」活動。四季を通した

森の様子を目の当たりにした子供たちは，自然の豊かさを直に感じることができました。 

「愛子こどもの森」は，3年の総合の学習に限らず，低学年の生活科の授業や，ハグリッズさんが主催する休日

の親子参加型の森の観察イベントなどにも活用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 取組の成果（児童生徒の変容） 

低学年のときから生活科の授業を通して身近に感じている「愛子こどもの森」の活動は，子供たちが楽しみに

している活動です。３年生では「愛子こどもの森」を総合的な学習の時間の柱に設定し，様々な活動に取り組み

ました。また，活動を通して興味をもった動物や植物について深く調べ，発表する活動も行いました。 

子供たちは，豊かな自然に触れることで，「愛子こどもの森」の自然の尊さを感じたり，愛着を深めたりして

います。 

今後は，このような学年毎に実施した学習を生かして，「愛子こどもの森」以外の愛子地域の自然に対する関

心を高めたり，愛子地域の自然との関わりを深めていったり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 １２５ 学校名 仙台市立富沢小学校 校長名 伊藤 恵子 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

富沢博士になろう！ 

～富沢の歴史を知り 富沢の未来を考えよう～ 

 

２ 取組の紹介 

○３年生が総合的な学習の授業で地域の学習をしました。社会科の学習と関連して，地域の歴史や文化

を調べたり，太古の昔に棲んでいた動植物の様子や人々の暮らしの変遷についてまとめたりしました。

過去を知り未来を考える学習を通じて，SDGｓについて触れました。 

○SDGｓの１７の目標や太白区の将来ビジョンを調べたり共通点を知ったりしました。連合町内会や市

民センターの方から地域の事を教わったり，世界の現状とこれからの課題について学んだりしました。

児童が興味を持った事柄からそれぞれの課題を設定しました。 

○「３Rなら毎日できそう。」，「家族が飲食の仕事をしているから，フードロスを減らしたい。」「安全な

水が使えない生活って考えられない。世界中で水道が使えるようになったらいいな。」と，今の暮らしを

振り返りました。身近なことから始めようと意識を高めたり，できることはないかを探したりしました。 

  

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

○SDGｓとは 

これまで「SDGｓ」という言葉は聞いたことがあるものの，内容については詳しく知らない児童が多

くいました。テレビの中の他人事のように感じている様子もありました。調べたり知ったりする活動

を通して，地域の町内会の活動や，近所の川に棲む生き物など，身近なこともSDGｓであると捉えるこ

とができました。 

○日本と外国の認識 

 児童はこれまで，日本は豊かで美しい国だと認識しているようでした。SDGｓの目標を調べたり，現

在の日本の達成率を知ったりすることで，日本の課題や問題点を理解するようになり，「もっとよく

したいなあ。」という意識を持ちました。 

また，児童の中で，“外国”といえば，アメリカ，イギリス，オーストラリアや中国，韓国といっ

た関わりの多い国や近隣の国というイメージを持っていました。学習を通して，アジアやアフリカに

は貧困で苦しむ国や情勢が不安定な国が数多くあることに気付いた児童もいました。いろいろな角度

から世界や外国のことを知るきっかけとなりました。 

○意識の変化 

 世界の国々の様子や状況を調べることで，“日本が豊かであること”や“自分たちの生活が恵まれ

ていること”に改めて気が付きました。だからこそ，環境のために，自分たちの未来のために，日々

の生活から見直そうという気持ちが芽生えました。一人一人が持続可能な社会づくりを意識し，自ら

考え，解決に向けて行動しようという第一歩となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域に残る歴史や文化をまとめたポ

スター 
本やインターネットを使って SDGｓ

を調べ，情報を集める 
市民センターの方から地域の歴史と文

化についての話を聞く様子 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １２６ 学校名 仙台市立泉松陵小学校 校長名 早坂 順子 

 

１ 取組のタイトル，テーマ（１行程度） 

泉松陵３つの「ク」プロジェクト ～環境問題学習と森林保全活動～ 

２ 取組の紹介 
  今年度，泉松陵小学校の５年生は，総合的な学習の時間に「環境」をテーマに活動をしてきました。タイトルにあ

る３つの「ク」とは，地球を「クリーン」に，平和な世界を「クラフト」，みんな

が楽しめる「暮らし」の頭文字を取ったもので，児童が話し合って４月に決めまし

た。 

  学習の始めでは，ストップ温暖化センターみやぎのご協力をいただき，ケンタロ・

オノ氏から「地球温暖化によってキリバスが海に沈んでしまうかもしれない」とい

う講話を聴きました。地球・日本が様々な環境問題を抱えていることを知り，興味

を持ったことについてさらに深く調べることにしました。地球温暖化，ゴミ問題，

酸性雨，大気汚染など，それぞれの諸問題ごとに調査団に分かれ，課題に対する原因や対策法について学び，報告会

を開きました。 

報告会の中で，様々な諸問題において，森林が大きな役割を果たしていることを

知り，森林について詳しく調べていくことにしました。 

まず森林について学ぶために県民の森へ行き，森林インストラクターの方に教え

てもらいながら，様々な森林保全活動の体験をしました。この体験活動では，森林

を守っていくために手入れをしていくことの重要性を学びました。また，活動の中

で，自然と親しみながら草木遊びなどをすることで，自然の良さをより深く，身近

なものとして捉えることができました。 

これらの活動を経て，子供たちは，より身近な学校にある「けやき山」に目を向

けました。「けやき山」とは，校庭の南側にある人工林で，これまで学校のシンボルとして，子供たちの遊び場として

親しまれてきた山です。このけやき山をこれからも守っていくために，森林インストラクターの方々と一緒にけやき

山を散策しながら，各自の課題を見つけました。「みんなが親しめる森にしたい」「自然の楽しさを伝えていきたい」

「もっと楽しい森にしたい」など，課題ごとにグループに分かれ，活動に取り組みました。 

 

○道・階段グループ（道・階段の補修・整備）          ○除伐グループ（危ない枝，不要な木の伐採） 

○遊具グループ（ロープ遊びや木を使った遊び）        ○植物グループ（花の苗植え・清掃活動） 

 ○看板グループ（看板の補修）                         ○工作グループ（草木を使った工作） 

○ベンチ・展望台グループ（ベンチ作り・展望台の補修） ○肥料グループ（草木に肥料を与える） 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

  １年間を通して，自分たちが住む地球は様々な環境問題を抱えていることを知り，自分たちにできることについて

考えてきました。様々な体験活動を通して，自然の良さに気付き，自然を守っていくことの大切さを知りました。ま

た，自然を守っていくために，たくさんの方が関わり，活動をしていることを実感しました。より身近な自然に目を

向け，けやき山の保全活動に取り組んだことで，今後の自然との関わり方についてより深く考えることができました。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １２７ 学校名 仙台市立錦ケ丘小学校 校長名 菅原 弘一 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  「錦ケ丘小学校 エコプロジェクト～持続可能な社会を目指して～」 

 

２ 取組の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 

 エコプロジェクトを通しての児童の変容は以下の通りです。 

 ・「SDGs」の視点を取り入れた授業の実施によって，環境に配慮する意識が育まれました。 

 ・委員会による「食品ロス」の呼びかけや，栄養教諭や教師による残食に関する指導を通して，学

校全体の残食率が下がってきている。 

 ・ハグリッズや学校花壇の整備の報告を受け，地域の自然を大切にしていこうという意識が育まれ

ました。 

４年 学校花壇の整備 

 理科「植物の生長」に関わる学習から花壇の 

整備を行いました。当日は地域のボランティア 

の方にも来ていただきました。活動の様子は昼 

の校内放送でも紹介され，みんなできれいな学 

校を守っていこうと呼び掛けました。 

地域の自然体験活動への参加 

 愛子こどもの森応援団 

・ハグリッズでの活動に 

参加した児童が校内放送 

を利用して，身近にある 

自然を五感で感じる体験 

の尊さを呼び掛けました。 

給食委員会 

 お昼の放送で「食品 

ロス」について呼び掛け 

たり，業者の方に感謝の 

手紙を書いたりする活 

動を通して，食に関心 

を持ち，残食が減るよ 

うに呼び掛けました。 

５年「かしこい消費者を目指して」 

 昨年度に引き続き，家庭科の学習で，賢い消費 

者になるためにはどんなことに気を付けたらよい 

か考えました。商品を多様な視点から見ることの 

大切さを学ぶと同時に，「必要な物だけを購入する」 

など，SDGｓ（持続可能な開発目標）に関連付け 

た学習を行いました。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 １２８ 学校名 仙台市立荒井小学校 校長名 千田 博史 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  「学校全体で取り組む環境活動」 

 

２ 取組の紹介 

 （１）ゴミの分別 

     各学級や特別教室には，「燃えるごみ」と 

「プラスチックごみ」の二つのゴミ箱を設置し 

ています。また，古紙をリサイクルするために， 

紙類を分けて集めています。 

 

（２）緑化活動 

   生活委員会では，花壇に地域からいただいた花 

を植えたり毎日水やりをしたりしました。 

  

（３）理科の学習 

４年生の理科の学習や特別支援学級の活動で， 

ヘチマのグリーンカーテンを作りました。種から 

植えて，大切に育てました。 

    

（４）総合的な学習の時間 

     ４年生，６年生では，総合的な学習の時間で， 

ＳＤＧｓについて学習しました。外部講師を招き， 

環境問題について学んだり，自分たちにできること 

はないか考えたりしました。 

 また，５年生では，米を育てる学習をしました。 

ひとりひとりバケツで稲を育て，米を収穫すること 

ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 日頃からごみの分別を行うことで，子供たち自身が「これは紙ごみかな。」などと考える姿がみら

れました。また，委員会活動等でも子供たちが中心となって学校の自然を大切にする活動を行い，

環境へ配慮する意識を高めることができました。さらに，様々な教科で環境に関わる学習を行うこ

とで，自分の生活と環境を関連付けて考えることができました。これからも，子供たちが身近な環

境について考えたり，大切にしようとしたりする気持ちを持つことができる機会を作っていきたい

と思います。 


