
令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ３１ 学校名 仙台市立国見小学校 校長名 村田 隆則 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

『自然に興味を持ち，環境を大切にしよう』 

 

２ 取組の紹介 

○花植え活動 

国見小学校では，年２回，春と秋に花植え活動を行っています。今年度は春にはサルビア,ブルーサル

ビア,マリーゴールドを,秋にはパンジーを植えました。学級ごとの花壇に花の苗を植え，雑草を抜いた

り，水をやったり定期的に世話をしています。子供たちは，花の成長を喜んだり，季節の花の美しさに

触れたりしています。一人一苗植えることができるように意識して植え替えを行っています。きれいで

美しい花壇になるようにみんなで見守っています。 

 

○環境委員会の設置 

 今年度も,環境委員会を設置し緑化活動やごみの分別活動に取り組んでいます。 

 

（１）ごみの分別推進 

   プラごみと燃えるごみをきちんと分けるように, 

ポスターで全校に呼び掛けをしています。 

 

 

（２）緑化活動 

  学級単位での花の水やりに加え,緑化委員が朝の涼しい時間帯を選んで水やりをしています。花を

植えるだけでなく「美しく育てる」「長く咲き続ける」ことを考えて定期的に草取りや追肥をしていま

す。 

 

（３）自主的な環境維持 

国見小学校では花壇を美しく保ったり，ごみを正しく分別

したりするために，環境委員の自主的な活動が欠かせません。

今年度の環境委員は，花壇の花を持続させるために雑草を抜

いたり，花壇を大切にするようにポスターで全校児童に呼び

かけたりと自分たちで学校を気持ちの良い環境にしようと努

力しました。 

 

○学年の取り組み  

 総合的な学習の時間（４年） 

  総合的な学習の時間にＳＤＧｓについて学習しました。企業で行っているＳＤＧｓの取り組みを読

んで,わかったことや自分の考えを「環境新聞」にまとめました。そして,ＳＤＧｓの各項目について

詳しく知りたいことを調べ,理解を深めました。更に,自分や学校にできる取り組みについて考え,環

境に対する意識を高めました。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

子供たちなりに，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。また，自分たちが過ご

す学校を気持ちのよい場所にするためにどう活動したらいいのか考えることもできました。今後も，

環境を大切にする気持ちを継続させていきたいと思います。 



クローバーシティの

キャラクター 

１年生が考えました 

令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ３２ 学校名 仙台市立生出小学校 校長名 石垣 恵 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

こどものまち「クローバーシティ」で SDGｓ 
 

２ 取組の紹介 

   多くの学校では，高学年がお店を出して皆で楽しむ「お祭り」形式の児童会行事があると思いま

す。しかし，本校では，「こどものまち」と称して，流通する通貨を設定し金銭の受け取りや支払い

を行う，仮想空間の街を楽しむ行事を取り入れています。 

今年度，お店は市役所を含め 6 店舗の展開でした。どのようなお店にするのか，5 年生以上で

話し合いを重ね，店舗を絞り込んでいきました。３年生以上が，お店の店員として「こどものまち」

を運営し，１,２年生はお客さんとして街を盛り上げました。全学年，保護者，職員等が住民税を払

って参加となります。 

今回特に注目されたのが，リサイクルショップの「くるくるリサイクル」と本屋さんの「にこに

こ生出本屋」でした。この 2 店舗は，児童や保護者に呼びかけて，家の不要となった物や本などを

買い取り，販売するという内容のお店です。自分たちで街を運営する際に， SDGs のゴール12「持

続可能な生産消費形態を確保する」の中，ターゲット12.8「持続可能な開発及び自然と調和したラ

イフスタイルに関する情報と意識を持つようにする」があります。この目標に沿った店舗活動を展

開し，ほとんどの商品を完売することができました。店舗を運営した児童とともに，家にある不用

品を提供してくださった保護者の皆様の意識の高さにも感心しました。 

 

 

 

 

 

 

                      リサイクル店の看板                                                      

 

                                 みんなが持ち寄った品物 

 

 

 

 

                     ニコニコ生出本屋入口 

 

                                 ニコニコ生出本屋 

児童作成のリサイクルショップ買い取り案内             (自作の本もあります) 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

『必要のなくなった物を，みんなに分ける。』という意識は，資源の効率的な利用と共に，物を大

切に扱うという観点からもとても意義のある店舗と考えることができます。 

 ・使う物や廃棄するものを，リサイクルという視点で考えることができるようになりました。 

・持続可能な社会，環境に配慮する視点が身に付いてきました。 

 ・物を大切に使う姿勢が育ってきました。 

 ・生活を工夫することで，楽しさを見いだせるようになってきました。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ３４ 学校名 仙台市立宮城野小学校 校長名 鈴木 伸茂 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

「自分たちができるボランティア・エコ活動を実践しよう」 
 

２ 取組の紹介 

（１）学校全体の取組 
  ごみの分別 

・各教室に置いてあるごみ箱を，もえるごみ・プラスチックごみに分け，分別をしています。 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）委員会・児童会での取組 
  ①JRC委員会 
   1円玉募金活動とともにペットボトル回収をしています。児童のリサイクルに対する意識を育て

る活動の一つとなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ②環境委員会 
   花壇の花の大切さについてポスターを作成し，掲示しています。 
 
  ③児童会活動「若萩まつり」 
   できるだけごみを出さない工夫でお店作りを行いました。段ボールやペットボトルなどは資源

回収に出しました。 
 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

・日頃から分別をすることで，児童の意識も高まり互いに声を掛け合う様子も見られました。 
・委員会等での取組を通して，エコ活動への関心が高まってきました。エコキャップ回収では， 
環境問題への関心につながる活動にもなりました。 

・今後も身近な環境に目を向け，エコ活動に取り組みたいと思います。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ３６ 学校名 仙台市立荒巻小学校 校長名 庄子 裕 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

 第４学年総合的な学習の時間，社会科における取組 

 

２ 取組の紹介 

① 困っている人のために活動している方々の話を聞く。 

青少年赤十字（JRC）やユニセフの方の講話をきっかけに，困っ

ているのは老人や被災地の人間だけだろうかと考え始め，実際

には身近にも困っている方がいることを知りました。 

ユニセフの人から世界では，同年代の子供が水を汲みに行くため

に学校に行けないということを聞き，水を大切にしなければならな

いという気持ちが芽生えました。 

 

② 動物の命の大切さに気付く。 

八木山動物園で，動物たちを目の前にしながらお話を聞きました。 

〇アフリカゾウ 

ゾウの牙で作られた箸や判子は高級感があり，人気があります。アフリカでは高値で取引されるため，

密猟が行われ，多くのゾウが命を失っていることを知りました。 

〇ホッキョクグマ 

人間の活動によって地球温暖化が進み，ホッキョクグマの住む北極の氷が溶けていることを知りま

した。他の生き物と共存していくためには，できるだけ化石燃料を無駄遣いしないようにすることが

大切だと結論付けました。  

 

③ 社会科「ごみのしょりと利用」の学習 

 「わたしたちの生活と命～命はだれのもの～」という学習活動で，

ごみを収集してから処理するまでには，さまざまな工夫があること

を学びました。ごみを分別して収集し，資源物をリサイクルするこ

との大切さを学びました。また,ごみを燃やす時は，焼却熱を温水プ

ールに利用していることを知りました。学習の過程で，児童は分別

することで資源として活用し，ごみを減らすことで，環境を守るこ

とができることに気付きました。ごみではなく，資源として考える

ことで，ポイ捨てをなくし，ごみを分別する重要性を多くの人に促

し，行動していくことが大切であるという結論に至りました。資源として使えるものもごみとして燃や

されてしまうという課題に気が付きました。現在，ポスターやリーフレットを作成し，解決策を学校内

外に広める活動を行っています。２月には，校内テレビ放送で CM を発表し，全校でできることを実践

する予定です。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 動物園で「動物がかわいい」と思うだけでなく，「動物を守ろう」という思いを持つことができま

した。プレゼンテーションやポスター作りでは，多くの人に命と環境を守る大切さを広めるために，

さらに動物や環境について調べ，効果的に伝えようとする工夫が見られました。 

 広める活動だけでなく，家庭でのごみ処理の仕方や，節水・節電，給食の残食を減らそうとするな

ど，環境を守るために自分たちも進んで行動しようと考え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 ３７ 学校名 仙台市立鹿野小学校 校長名 佐々木 康之 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

    「明日へ続く私たちの今」 

 

２ 取組の紹介 

 

(1)緑化活動 

・鹿野小学校の環境委員会では，学校花壇を管理運営しながら，緑化環境の整備を行っています。

春から夏にかけてはチュ－リップやサルビア，マリーゴールドなどが，晩秋から冬には葉ぼたんや

越冬パンジーなどが花壇を彩り，四季折々の草花を身近に感じられる環境づくりに努めています。 

・学校花壇では学校給食からの生ゴミなどを堆肥化した肥料「杜のめぐみ」を使用し，仙台市のリ

サイクル事業に積極的に取り組んでいます。 

 

(2)ゴミの分別 

・鹿野小学校ではこれまで通り，ゴミ箱に「燃えるごみ」と「プラごみ」の表示を付けて設置し，

各教室でごみの分別を行っています。また，校内のごみ集積所はそれぞれ別の場所に設置し，各教

室から排出されるごみが最後まで分別された状態で回収できるようにしています。 

 

(3)各学年での取り組みから 

・4年生は社会科「ごみの処理と利用」の学習において，仙台 

市環境局家庭ごみ減量課の方々においでいただき，ごみの分別 

や処理，再商品化の方法などについて学び，環境局が制作した 

分別キットを使って，ごみと資源の分別体験に取り組みました。 

    子供たちが，それぞれの家庭において意識することなく，取 

り組んでいたごみ分別ですが，今後はより高い意識で取り組ん 

でいけるきっかけとなりました。 

 

 

 

・5年生では「ENEOSわくわく環境教室」と題して，ENEOSの 

方々においでいただき，石油と私たちの暮らしについてや石 

油製品の作り方，地球温暖化の現状と対策，環境にやさしい 

新エネルギーなどについて学習しました。 

子供たちは，自分のくらしと石油のつながりの深さを改め 

て確認するとともに，私たちの豊かなくらしが地球温暖化な 

どの環境への大きな問題を生み出していることを考えるきっ 

かけとなる学習となりました。 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

   私たちのそばにあって，私たちのくらしを豊かにしているもの，その一つ一つの意味を，私たち

は見過ごしがちです。今年行った３年生と５年生の取り組みは，それを振り返る貴重な時間となり

ましたし，この取り組みで今の自分たちができることを，少しずつでもやっていこうとする子ども

たちが増えてきています。今後も子どもたちにこうした機会をますます作っ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 ３８ 学校名 仙台市立台原小学校 校長名 佐々木 友康 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

「身近な自然・環境について考えよう」 

 

 

２ 取組の紹介 

・校内の花壇づくり 

  全校児童で，学校内の花壇の苗植えに取り組みました。 

各学年で作業を分担し，草取りや土作り，花の苗植えを 

行いました。 

 

・台原森林公園をフィールドにした学び 

   台原森林公園は，学区内にある身近な公園です。 

１学年では，生活科の授業として，公園の自然に触れ合 

いました。夏には虫取りを，秋にはどんぐりや松ぼっく

り拾いをして楽しみました。外部講師として地域の方か

らお話を聞き，拾った木の実でアクセサリーやこま作り

にも挑戦しました。 

 ３学年では，理科や総合的な学習の時間として，公園

にあるホタル池について学びました。外部講師からお話

を聞き，池ができるまでの経緯やホタルの生育等を詳し

く知ることができました。 

 

・防災について考えよう 

  ４学年では，総合的な学習の時間として外部講師を招き，防災について学びました。防災備品や簡

易食の作り方を学びながら，自分たちが地域の防災のためにできることはないかを探りました。 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

花壇での作業を通して，児童全員が学校の自然を豊かにしていこう，という気持ちを抱くように

なりました。植物が花を咲かせた様子を，ぜひ来年の新入学生に見てほしい，と開花を心待ちにし

ています。 

  台原森林公園での活動では，１年間を通じて計画的に活動を実施したことによって，四季の違い

や変化を直に見取ることができました。また，自然の中で様々な遊びに取り組み，身近な自然によ

り親しみを持っていました。 

  ４学年で行った総合的な学習の時間での学びは，地域の防災

マップ作りへと発展しました。保護者と共に地域に危険な場所

はないか探して地図にまとめることで，普段見慣れた通学路に

もたくさんの危険が潜んでいることに気付き，自分たちが生活

している地域を防災という新たな観点で捉え直すことができま

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 ３９ 学校名 仙台市立四郎丸小学校 校長名 小池 正弘 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  

地域協働リユース活動 「手作りクリスマスリースを作ろう」 

 

２ 取組の紹介 

 

本校では毎年，生活科等の学習の一環として１・２学年と特別支援学級の児童が,地域の学童農

園でサツマイモの苗植えから収穫まで行っています。今回は収穫の際に出る本来廃棄されるサツマ

イモのつるを利用して,１学年児童が手作りのクリスマスリースを作りました。子どもたちは思い

思いのリボンや飾りを装飾して，世界に一つだけのリースを作りあげました。 

つるから葉っぱを切り落としたり，つるを束にして巻き付けたりなど低学年児童にとって複雑な

作業では，ボランティアの方にもご協力いただき地域の方々との交流を深めました。 

 本来捨てられるはずだったものが，少しの工夫で新たな価値を持った物に生まれ変わることを知

り，物を大切にしてごみを減らすことの意識付けが図られました。 

 

【活動の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童感想） 

  ・きれいなクリスマスリースがつくれてうれしかったです。 

 ・ボランティアの人がやさしくおしえてくれて，うれしかったです。 

・キラキラのリースができました。 

・サツマイモのつるがリースになるなんてしりませんでした。 

・リースをまくのがむずかしかったけど，ボランティアの人にやりかたをおしえてもらったので

じょうずにつくることができました。 



 
                                            
１． テーマ 「今，自分たちでできること」 

２． 取組の紹介 

新田小学校では，委員会ごとにテーマを決め，エコ活動に取り組ん

でいます。ボランティア委員会では，年間２回の「ペットボトルのキ

ャップ回収」を計画・実施しました。給食委員会では学校全体の残食

を少なくするため，「バランス良く食べよう」のスローガンのもと活動

内容を決めました。４学年は社会の学習「ごみの処理と利用」を通し

て，エコ活動の大切さを学びました。 

３． 取組の成果（児童の変容）                回収されたエコキャップ 

[ボランティア委員会] 

第１回のエコキャップ回収（Ｒ３年９月実施）では，日を追うごとにエコキャップの個数が増え

ていきました。各家庭の協力や理解が得られ，児童は自分たちの活動が成功していると実感できた

ようでした。 

この第 1 回の結果を受け，学校全体にエコキャップ回収の協力を促すための「ポスター制作」や

「テレビ放送」「全校へ向けてのお便り発行」の活動を行いたいと，委員会の児童から意見が出ま

した。 

この児童の意欲の高まりの中，第２回回収運動が１月後半に実施されました。最終的に，ポリオ

ワクチン４１人分にあたる，およそ１６０kg のペットボトルのキャップを集めることができまし

た。児童は自分たちが行った活動の意義を感じたようで，和やかな雰囲気で委員会の活動を終了す

ることができました。 

[給食委員会] 

「バランス良く食べよう」のスローガンのもと，「給食を好き嫌いなく楽しんで食べること」「残

食を少なくすること」を目標に「ポスター作成」の活動を行いました。他児童へのインタビューで

は，「好き嫌いをなくしたい」「捨ててしまうともったいないし，食べ物がかわいそう」「上手に配

膳したりおかわりなどをしたりして，できるだけ残さないようにしたい」などの感想が返ってきて

います。残食を減らす方向で，児童の活動は実践されつつあると思われます。 

[４年生：社会科]                              

「ごみの処理と利用」の単元で，「各家庭から出るごみの行方」や「ごみ処理のシステム」「ごみ

を減らす人々の工夫や努力」などを学習しました。学習の最後に児童一人一人が興味ある話題をカ

ードにまとめ，発表を行いました。以下のカード以外にも「３Ｒを心がける」「処分場から出た灰

の行方」「ごみを燃やす前と後の工夫」など内容は多岐にわたり，児童はエコ活動の大切さを深く

感じる取ることができたようです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
しげん物やそ大ごみの再利用               学校や店の取り組み 

 
※ただ以前とは異なり，コロナウイルスの関係で活動が大きく制限されています。美化委員会やマナーアップ委員会，

環境委員会，緑化委員会による「エコ的な取り組み」や「ごみ分別推進」や「集団での全体的な活動」を取りやめ
ざるを得ませんでした。コロナウイルス収束後に，児童の活動を再開させ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 ４０ 学校名 仙台市立新田小学校 校長名 熊谷 裕行 


