
令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ４１ 学校名 仙台市立旭丘小学校 校長名 松田 修一 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

「植物の栽培や清掃活動を通して，自然に優しい学校を目指そう」 
 
２ 取組の紹介 
（１） 学校全体での取組 
○「一人一花運動」 
 旭丘小学校では，一人一本の苗をプランターに植える「一人一花運動」を毎年行っています。植えた苗

は，プランターは，各クラスで水やりや草取りを行いながら，大切に育てています。花の種類は，学年ご

とに「マリーゴールド」や「サルビア」などと違っているので，色とりどりの花々が，登校する児童や来

校客を明るく出迎えています。 
 
（２）学年ごとの取組 
○「リース作り」（1 年生） 
 1 年生は，生活科で育てたあさがおの蔓を使って，リース作りを行いました。児

童が，切ったり葉っぱを取ったりした蔓をボランティアさんにリース状にしてもら

い，松ぼっくりやドングリ，リボンなどで飾り付けをしました。春に種を植えてお

世話をしたあさがおの生まれ変わった姿に，児童は目を輝かせていました。 
○「清掃活動」（4 年生） 
 4 年生は，総合的な学習の時間の一環で，台原森林公園などの公園を中心に清掃

活動に取り組みました。身近な所にも色々な種類のゴミが捨てられていることに

気付き，環境を守ることの大切さについて改めて考えるきっかけになりました。 
 
（３）委員会としての取組 
 委員会では，学校のある日は毎日，朝と放課後の 2 回，日替わりで，学校の中庭

と花壇に水やりを行っています。また，草取りをしたり，土を運んだりして花と緑

を維持していく手入れを行っています。 
 
３ 取組の成果（児童生徒の変容） 
 これらの活動を通して，緑を大切にしていこうとする心や，環境について考えようとする心が育まれ

たと感じます。また，協力して世話をすることで，自然に児童同士の絆が生まれたように思います。人は

自然と共存しているということを一人一人が学び，実感することができたと感じています。来年度も継

続して取り組む予定です。 
 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ４２ 学校名 仙台市立遠見塚小学校 校長名 石橋 雅之 

 

１ 取組のタイトル，テーマ（１行程度） 

 「環境に優しい遠見塚小学校」 

 

２ 取組の紹介 

①学校全体として  

 児童会で「エコ遠見塚」という活動に取り組みました。児童会のス

ローガンである「明るく優しい遠見塚」の「優しい」を達成するため

に掃除を行い，環境に優しい全校児童を目指して行うことを目的とし

ています。該当する学年は決められた曜日に，掃除時間を延長して学

校を奇麗にする活動をしました。普段の掃除では手の届かない，窓の

さんやドア下などを協力して奇麗にしました 

 

 

②委員会活動 

 朝や業間休み，委員会活動の時間に，花壇の水やりや草取りを

行い，学校を奇麗に整備することができました。  

 植え替えの季節には，どの花を植えたいかをみんなで考えて，

花と緑にあふれる学校を目指しました。 

 

 

③国語での実践 

 ６年生の国語の授業で，「SDGsポスターを

作ろう」という活動に取り組みました。地球

温暖化や食品ロス，海をきれいにするため

の内容について新聞に書いて，各学年の廊

下に掲示しました。 

 

 

 

３ 取組の成果（児童の変容） 

 児童会による清掃活動を学校全体で行っ

たことで，「学校をもっと奇麗にしよう。もっと奇麗にしたい。」という気持ちが高まりました。日

常生活においても，ゴミを分別する意識が強まり，自分たちでできることを頑張ろうという気持ちが

生まれました。 

 また，委員会や学級での栽培活動を通して，植物を大切にしようという思いが強まりました。花壇

に入ってしまう下級生に対して「花を植えているから入らないよ。」と声を掛けたり，委員会で花壇

に入らないように呼び掛ける看板作りをしたりしました。学校全体が植物を大切にできるような気持

ちを持つことができました。 

 ６年生の作成したSDGｓについての新聞を，下学年がじっくり見て考える姿が見られました。特に食

品ロスについて興味を持つ児童がいて，「今日の給食は残さずに食べよう。」という意識を持つこと

ができました。新聞には，「自分たちにできることは何か」というコーナーも設けられ，自分たちの

生活に置き換えて考えるヒントになりました。 

 



令和 3 年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 43 学校名 仙台市立中山小学校 校長名 宮崎 善功 

1 「エコ・スクール中山」 

2 取組の紹介 

 ① 緑化活動                   ② ごみの分別とリサイクル 

                                                

     

 

 

  ③ 全校奉仕活動 

      

      

 

  

④ 小中連携地域清掃活動 

    

  

 

 

3 取組の成果 

 緑化委員会が中心となって，学校の

花壇に季節ごとに花を植えています。

草花に触れたり，集まる昆虫などを観

察したりしています。 

 各学級ごとに家庭ごみとプラごみと古紙

の分別をしています。ごみを減らし，活かす

ために 3R（リデュース・リユース・リサイクル）

を心掛けた生活をすることにより持続可能

な「循環型社会」を目指す生活習慣を身に

つける機会になっています。 

 11 月 8 日（月）に校庭や校地内のごみ拾いと落ち葉拾いを行いました。協力しながら活動をする

ことができました。たくさんの落ち葉が集まりました。 

 11 月 16 日（火）に 6 年生と中山中学校の生徒と一緒に，学校周辺や近くの公園および施設

の周辺のごみ拾いや落ち葉拾いをしました。 

 全校奉仕活動や小中連携地域清掃活動では，校庭や校地周辺の落ち葉集めやごみ拾い

をすることにより自分たちの手で環境を整えようと活動する様子が見られました。また，ごみの

分別は資源の再利用とごみの量を減らすことに役立っていることを意識す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 ４４ 学校名 仙台市立八本松小学校 校長名 田中 孝子 

 

１ 取り組みのタイトル 

  河原の清掃作業 節水の呼びかけ 

 

２ 取組の紹介 

  環境美化意識を養うことを目的として，環境福祉委員会で学校の近くを流

れる広瀬川の河原のごみ拾いをしました。また，節水を呼びかけるポスター

を作製し，各学年の水道に掲示しました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取り組みの成果 

 委員会の児童が，委員会活動の時間に広瀬川の河川敷に落ちているごみを

拾う環境美化活動を行いました。 

  これまで環境に関する取り組みとして，校内で放送やポスターによるごみ

の分別の呼びかけを行っていました。その中で，校内だけではなく，地域の

環境のために自分たちにどのようなことができるかを話し合い，今回の活動

に至りました。 

この取り組みを通して，河原には段ボールや缶以外にも多種多様なごみが

落ちているという実態に気付き，ごみの量に驚く児童もいました。ごみを拾

いながら，学校の象徴である広瀬川の河原をきれいにできたことに対する気

持ちよさや喜びを感じた児童も多く，自分たちもこれから河原をきれいに使

っていきたいという意欲が見られました。 

  これからも，児童が主体的に取り組めるような環境に関する取り組みを進

め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 ４５ 学校名 仙台市立上野山小学校 校長名 浅野 郁子 

 

１ 取組のテーマ 

自然や生き物への親しみを持ち、大切にしよう 

２ 取組の紹介 

（1） 縄文の森広場の活用 

 上野山小学校の近くには，約４０００年前の大きな縄文の村であった山田上ノ台遺跡を保存し，活 

用する施設があります。その室外の広場では，実際の縄文時代の森を復元し，クリ，クルミ，トチ， 

コナラなどの様々な植物を植栽しています。 

  地球を大切に思う心情は，自然に親しみ，身近に感じることで育まれます。そこで，上野山小学校 

 では低学年のうちから，縄文の森広場に出掛け，様々な形のドングリ，トチの実などを観察すること 

で自然に親しんできました。また，秋から冬にかけて縄文の森で拾ってきた木の実などを活用してお 

もちゃやリースを作ったり，職員の方から話を聞くことで昔の人の生活と自然との関わりについて学 

びを深めたりしています。自然に目と気持ちを向ける第一歩，導入を大切にしています。 

 

 

 

 

 

 

（2） ヤギやウサギとの触れ合い 

上野山小学校ではウサギを飼育しており，子供たちにとって，ウサギは身近な生き物です。さらに 

今年度の一年生の生活科の学習では，宮城教育大学の大学生から，大切に飼育しているヤギを連れて 

来てもらい，環境教育を実施しました。 

子供たちは，ヤギや大学生との交流を通じて，ヤギとウサギ，そして自分と友達には共通点や相違 

点があることに気付くことができました。その類似や差異の気付きから，生き物に親しみを持ち，よ 

り大切にしたいという意欲を高めていました。その中で，ウサギのえさの野菜を積極的に家から持ち 

寄るなど，エコの面の取組も多く見られるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

  縄文の森広場での自然の観察や，ウサギやヤギなどの生き物との触れ合いを通して，身の回りにあ 

る自然の豊かさや生き物の命の尊さに気付くようになりました。また，観察して分かったことや考え 

たことを絵や言葉，作品で表現することができるようになり，興味・関心も高まっています。 

  来年度も，自然や生き物を身近に感じ，大切にする児童を育てていきたいと思います。 

ヤギやウサギとの触

れ合いを通して，生き

物の温かさや命の尊さ

を感じています。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ４６ 学校名 仙台市立福室小学校 校長名 星 恭典 

 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

   「自然と共生」 

 

２ 取組の紹介 

  ○５年 総合的な学習の時間 【稲の栽培活動】 

    5学年の総合的な学習の時間では，テーマを「ナイスなライス」とし 

て稲の栽培活動に取り組みました。教室前の花壇を整備した学校田では， 

代掻き，田植え，草取り，開花，出穂，刈り取り，脱穀など実際の米作 

りを体験しました。今年度栽培した稲は，昨年度の5年生が収穫した籾 

から発芽させたものと，地域の方に提供していただいた立派な苗から育 

てたものです。どちらも元気に育ち，たくさん収穫することができまし 

た。活動を通して，自然のすばらしさ，収穫の喜びについて感じるとと 

もに，農業の大変さ，ご飯が食卓に並ぶまでには多くの手間と時間がか 

かるのだということを学びました。 

 

  ○３年 総合的な学習の時間 【七北田川の学習】 

    ３学年では，総合的な学習の時間「福室の案内人になろう」の中で， 

七北田川について学習しました。調べ学習に向けて，まず，実際に七北 

田川に見学に行きました。普段は,「子どもだけで川に近づかないよう 

に」と指導しているため，学区内にありながら，七北田川を近くで見た 

ことがないという子も多く見られました。川を見た子供たちからは，「水 

の流れがゆっくりだね。」や「彼岸花が咲いているよ。」といった声が聞 

かれました。 

    その後の調べ学習では，川の生き物や川の流れ，周囲の環境など調べ 

たいテーマを決め，主にインターネットを活用して学習を進めました。 

身近な七北田川がテーマということで，進んで調べたり自分の考えをま 

とめたりしている児童が多く見られました。今年度は，自分のテーマに 

ついてまとめるという活動を中心に行ったため，次年度以降，自分たち 

が身近な川の環境を保っていくという意識につなげられるように指導を 

行っていきたいと思います。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

   ・５年生では，稲の栽培を通して，普段から当たり前のように食べている米がどのような歴史を経て現在

に至るのか，また，米の品種改良や米作りに関する祭など，興味を持った分野について意欲的に調べまと

める姿が見られました。 
   ・３年生では，川にいる生き物について興味を持った児童が多かったようです。また，七北田川を実際に見 

に行ったことで，川の様子や，生き物と結びつけて考えられるようになったように感じます。 

   ・今年度は，主に３年生・５年生の学習や緑化委員会の活動などを通じて，自分たちの生活の中にある身近 

な自然を意識することにつながっていました。児童にとって，身近な自然を意識することが，自分たちの手 

で環境を守るということへの第一歩となります。これからも，指導の場面を模索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 ４７ 学校名 仙台市立北仙台小学校 校長名 菅澤 美香子 

 

＜活動テーマ＞ 

 １人１人の力で学校をきれいに 
 

＜取組の紹介＞ 

【緑化活動】 

 環境委員会では，春と秋の年２回それぞれの季節にあった花を学校の敷地内の花壇やプランターに

植える活動を行っています。環境委員会では花の水やりを輪番で行い，草取りも定期的に行っていま

す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【落ち葉拾い】 

 4学年では総合的な学習の時間での活動として『一人一人が主役

となり，普段のくらしを良くする活動』を考えました。そこで日頃

使っている校内をきれいに使い続けることができるように，落ち葉

拾いをすることを決めました。休み時間に学年の皆で協力し，袋い

っぱいになるまで落ち葉を集めました。 

 

 

【腐葉土作り】 

 花の植え替えや草取りを行った際にはたくさんの花や草といった

植物が集まります。それらを再利用するために抜いた花や草を一カ所

に集め，腐葉土づくりを行いました。 

 

 

＜取組の成果＞ 

緑化活動では苗や球根を自分たちで植えることで，大切に育てる気持ちにつながりました。また，

季節に合わせた花を植えることで児童が季節の自然に親しみ，自然のよさを感じることにつながって

います。また，児童自身で周りのためになる活動は何かを考えることで，一人一人がこれからの生

活・社会を良くしていくために行動する必要があることを考えることにつながりました。 

 

＜児童の感想＞ 

・花壇に花が咲いて，きれいになって良かったです。 

・周りの人が「きれい」と言ってくれて，とてもうれしい気持ちになりました。 

・自然豊かな学校にしていきたいと思いました。 

・水やりは大変だったけど，枯れることなく花を咲かせることができて良かったです。 

・みんなで協力して花を植えることで，絆を深め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 ４８ 学校名 仙台市立折立小学校 校長名 髙橋 美奈子 

 

 

１ 取組のテーマ 

  ～ 身近なエコの取組 ～ 

 

２ 取組の紹介 

＜委員会での取組＞ 

①ペットボトルキャップ回収 

環境委員会が中心となり，ペットボトルのキャップ回収に取り組みました。初めに，回収の呼び掛 

けの放送やポスターの作成を行いました。するとそれぞれの家庭で集めたキャップが，続々と集まっ

てきました。キャップは，３月に回収センターへ運ぶ予定です。 

 

 ②お皿キラキラキャンペーン 

給食委員会が，残食をできるだけ減らそうと呼びかけた活動です。各クラスにポスターを掲示し，

クラスの完食度合いに応じて，金または銀シールを貼っています。 

 

＜学年の取組（蕃山登山）＞ 

 学校の近くには，「蕃山」という山があり，総合的な学習  

の時間で3年生が登山をしました。地域の方がボランティ 

アとして一緒に登り，植物の名前や，動物の足跡など，た 

くさんのことを教えてもらいました。例年ですと，全学年 

がペア学年（１・６年生，２・５年生，３・４年生）ごと 

に日を替えて登山し，ボランティアの方々に教えていただ 

いているのですが，コロナ禍のため，活動を見合わせてい 

ます。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 ＜委員会での取組＞ 

 ①ペットボトルキャップ回収 

  今年は，回収したペットボトルの使い道を環境委員会が児童に向けてお知らせしたことで，児童

の中に自らも環境に配慮し生活しているという実感や，誰かの役に立てたと感じられるようになり

ました。 

 

②お皿キラキラキャンペーン 

  給食を残してしまうことで，食べ物が無駄になってしまうということが子どもたちに広がったと

感じています。また，キャンペーンがあった週は，残食率が５～10％も減っています。 

 

＜学年での取組（蕃山登山）＞ 

  子どもたちは，登山を通して初めて見る植物や動物に感動していました。また，ボランティアの

方々からたくさんのことを教えてもらい，新しい知識と経験を得たことで，子どもたちの地域の自

然についての興味の幅が広がり，この自然を大切にしていこうという気持ちが高まったと感じてい

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 ４９ 学校名 仙台市立八木山小学校 校長名 後藤 景子 

 

１ 取組のタイトル 

エコ・スマイル 八木山小 
 

２ 取組の紹介 

 

 ○全校での取組 

 

  １ 全校除草作業 

   夏休み明けの8月末から9月上旬まで除草作業週間を設定しました。昨年度の引き続き，新型コ

ロナ感染拡大防止のため，全校一斉の活動ではなく，クラスごとに

除草作業を行いました。また，残暑が厳しい時季でもあり，短時間

での作業を心掛けました。 

 

  ２ 全校奉仕作業 

   11月15日（月）には，学区内にある八木山動物公園で奉仕作業

を行いました。八木山小学校では，動物公園が休園となっている月

曜日に動物公園のご厚意で奉仕作業をさせていただいています。 

  

○学年での取組 

   ６学年の総合的な学習の時間では，SDGｓを念頭に食品ロスについて学習活動を行いました。太

白給食センターの栄養士から給食時に出る残食量について話を聞いたり，SDGｓに関する出前授業

をオンラインで受けたり，インターネットを活用して調べたりする活動を行いました。 

調べたことを下学年対象に校内テレビ放送，出前授業，リーフレット，絵本などで発表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果 

 

 （１）校庭の除草作業に取り組むことで，自分たちが住んでいる場所や普段使っているところをきれ

いにしていこうという児童一人一人の意識が高まりました。 
   
（２）全校奉仕作業を通して，自分たちの住んでいる八木山地区への関心や愛着が高まり，地域の一

員としての自覚を持つ子供が増えました。 
 
（３）学習に取り組んだ6年生はもちろん下学年の子供たちも食への関心を高めました。 

雑巾でガラスを丁寧に拭き上げる様子 雑巾でガラスを丁寧に拭き上げる様子 

給食センターの出前授業 子供たちの作品（ポスターやリーフレット） SDGｓについて（オンライン） 
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学校番号 ５０ 学校名 仙台市立鶴谷小学校 校長名 鳩原 淳子 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  「心に花を 美しくきれいな鶴谷小学校へ」 

 

２ 取組の紹介 

  (１)緑化活動 

   ①本校では，毎年春と秋に花植え活動を行っています。今年度も，学級や学年ごとの花壇を決め，

自分たちで責任を持って育てようとする意識を高めることを目標に活動しています。       

朝や休み時間などに自分たちで雑草を抜いたり，水やりをしたり，季節の変化とともに花の成長

を楽しんでいます。 

②SDG４の取り組みの一環として,全学年で,植物栽培と収穫を楽しみました。特に，ジャガイモ

の収穫と土の恵みに感謝することやヘチマのたわしづくりに取り組みました。また，６年生対象に

「SDG４環境出前講座」でゲストティーチャーを招き，「今自分たちにできることは何か，次世代に

つなげていくために」を考える時間を設けました。国語科と横断的に学習し，「まちの未来につい

て」を市民センターにおいてを伝える活動につなげています。 

 

(２)クリーンプロジェクト 

   １１月２０日，鶴谷中学校区小中４校が連携し，清掃活動を行う「クリーンプロジェクト」を実

施しました。鶴谷小学校では，地域の美化を図り，全校児童で校庭や学校近くの鶴ヶ谷4丁目東公

園の落ち葉拾いや持ち帰り可能なゴミを拾いました。 

今年度は，コロナウイルス感染症対策に配慮しながら，兄弟学級で行いました。拾った落ち葉は，

９０袋を超える数になりました。自ら地域の清掃活動に関わることで，普段から地域の公園をきれ

いに保とうと考える機会になりました。 

 

   

５年生インゲン豆の収穫  ６年生ジャガイモの収穫 ４年生ヘチマの   全校クリーンプロジェクト 

                        たわしづくり 

   ３ 取組の成果（児童の変容） 

    今年度もコロナウイルス感染症の影響で，様々な活動が制限される中，子供たちなりに，自分 

の生活とふるさとである鶴ヶ谷地区を環境と関連付けて考えることができました。 

今後も環境を大切に，美しい鶴ヶ谷地区を次世代に自分たちの手でつなげていけるような活動 

を継続していきます。 


