
令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ５１ 学校名 仙台市立幸町小学校 校長名 稲葉 俊一 

 

１ 取組のテーマ 「考えよう わたしたちにできること」 

 

２ 取組の紹介 

（１）「環境問題を調べよう」「未来を走る自動車を考えよう」 

第５学年 総合的な学習の時間，社会 

    

 

・野外活動を基に設定した環境問題に関する課題について 

情報収集，整理，分析を行い，授業参観で保護者に発表 

（写真①） 

  ・ＳＤＧｓを意識した自動車のアイディアを交流 

 

（２）「残食を減らそう『ぺろりカード』の取組」 

第１学年 給食 

 

 

・給食を全部食べたらカードにスタンプやシールを貼付 

（写真②） 

 

（３）「書き損じはがきの回収」 

家庭と連携した取組 

 

 

・学校便りで児童，保護者への寄付の呼び掛け 

  ・集まったはがきを宮城県視覚障害者福祉協会へ寄付 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

（１）「環境問題を調べよう」「未来を走る自動車」について 

・「環境問題を調べよう」では，発表を聞き合うことで，環境の保全や日常生活の工夫など，環境問

題を多角的に捉えることができました。また，授業を参観した保護者の感想から，各家庭への啓発

にもつながったことが分かりました。 

・「未来を走る自動車を考えよう」では，世界とつながる自動車工業の学習と関連させることで，多

くの児童がＳＤＧｓは世界共通の課題である意識を高めました。 

 

（２）「残食を減らそう『ぺろりカード』の取組」について 

・楽しみながら何枚分も取り組んでいる児童が見られました。 

 ・給食を食べた成果を見える化して振り返らせることで，残食を減らす意識を高められました。 

 

（３）「書き損じはがきの回収」について 

 ・学校便りで呼び掛けたことで，昨年度より多くの家庭から寄付が寄せられました。 

 

ＳＤＧｓとの関連「１２ つくる責任 つかう責任」 

ＳＤＧｓとの関連 ３，６，７，９，11，12，13，14，15 

写真② ぺろりカード 

ＳＤＧｓとの関連「３ すべての人に健康と福祉を」 

写真① 保護者への発表の様子 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ５２ 学校名 仙台市立大和小学校 校長名 曳地 敏明 

 

１ テーマ  
「自然を好きになる，環境について考える児童の育成」 

 

２ 取組の紹介 
 ①自然を好きになる活動 

  ○各学年が，生活科や理科の学習の中で，植物を育てたり観察したりしました。ひまわり学級でも，

生活単元学習の中でプランター栽培を行い，自然に触れることができました。 

 

○昨年度に引き続き，校庭が工事中のため，校庭や花壇が使えません。そこで，プランターを使っ

て，パンジー，ヒヤシンス，マリーゴールドなど，季節に合わせた花を植え替え，昇降口付近に

飾りました。また，自然に関するクイズを考えて，全校に発信する活動を行いました。 

 

 ②環境について考える活動 

○ごみの分別を意識できるように，ごみ箱を分けています。普通ごみ，

プラごみだけでなく，リサイクルのごみ箱も置くことで，小さな紙

ごみもできるだけ古紙回収に回しています。また，整美委員会では，

清掃後のごみ捨てに当番が付き，分別を徹底しました。各学級では

もちろん、職員用ごみ箱でも同じように細かな分別が行われていま

す。学校全体として細かくごみの分別に取り組みました。 

 

 

○全校で，近隣の公園の落ち葉拾いに取り組みました。普段から子供

たちが遊んでいる公園ですが，改めて見てみると，「こんなにある

の！」とびっくり。時間いっぱい集中してたくさんの落ち葉を集め

ることができました。 

 

 

３ 取組の成果 
 ○「自然を好きになる」というテーマでは，今年度から新校舎での学習が始まったことで，様々な

栽培活動に取り組むことができました。来年度には，現在工事中の校庭も完成する予定です。よ

り広い場所や花壇を使っての活動に取り組むことができるようになるでしょう。 

 ○「環境について考える」というテーマでは，ごみの分別や落ち葉拾いなど，継続して取り組んで

きました。これまで継続して取り組んできたことで，新校舎に学習場所が移った後でも，細かい

ごみの分別をするように，意識付いてきているようでした。 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ５３ 学校名 仙台市立鶴谷東小学校 校長名 加藤 真理 

 

１ 取り組みのテーマ 「身近なエコに挑戦しよう」 

 

２ 取組の紹介と成果 

◎緑化活動 

（１）草花の栽培や世話などを通して,育てる喜びと大切さを学ぶ 

 毎年，6月と11月の二回,季節に合わせた花壇の花の植え

替えを行っています。下学年は，花壇の後片付け，上学年は

肥料をまいて花壇を耕したり，苗や球根を植え替えたりして

います。友達と協力しながら,花の苗や球根を優しく植えて

いました。 

 

◎環境整備活動 

（１）校庭や地域の清掃を行って,気持ちよく生活できるようにする 

 例年どおり年５回,草取り・石拾いの活動をしました。朝の

15分間を使って,校庭全体や花壇の雑草を取ったり,石を拾っ

たりして環境整備をします。 

飼育環境委員会が中心となり,集中して作業をしていまし

た。今年度は地域のボランティアの方々にも協力していただ

き,一緒に作業を行いました。児童たちは,ボランティアの

方々に「こうやって抜くときれいに抜けるよ。」などとアドバイスをいただきながら,一生懸命校庭をきれいにす

るために取り組んでいました。また,休み時間に草取りに励むなど，自主的な活動も見られました。 

 

（２）鶴東クリーン作戦 ～保護者・地域と連携して～ 

 今年は,学校と保護者,中学生,地域の方々と協力して鶴東

クリーン作戦が行われました。本校は校地内に多くの樹木が

あり,秋になるとたくさんの落ち葉で通学路や校庭が埋め尽

くされます。 

１・２年生は,校地内の落ち葉を,３～６年生と保護者,地

域の皆さんは校地外の落ち葉拾いをしました。皆で協力し

て,たくさんの落ち葉をかき集めることができました。 

 「僕,落ち葉を入れたふくろを縛るよ」「じゃあ私は,みんながふくろに入れやすいようにほうきで掃くね」とそ

れぞれで考えながら,分担して作業を行っている様子も見られました。「協力して何かに取り組む」ということが

児童達に身に付いているようです。次年度は,集めた落ち葉を何かに使えないか,学校内でアイデアを出し合い,活

用する予定です。 

 

（３）再生紙ボックスを活用して,古紙のリサイクルを行う 

 飼育環境委員会が手作りの古紙再生ボックスを設置し,学

級で余ったプリントを集めます。委員会での活動が始まる前

に,飼育環境委員会が担当の教室を回って回収し,コピー用紙

とそれ以外の用紙に分別します。「コピー用紙の方に色つきの

紙が入っているよ」「これはこうして結ぶよ」など自分たちで

声掛けしながら,行っています。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ５４ 学校名 仙台市立燕沢小学校 校長名 及川 隆行 

 

１ 取組のタイトル 

「つば小エコ活動」 

２ 取組の紹介 

(1)全校でのゴミの分別活動 

  教室のゴミ箱を「燃えるごみ」「プラごみ」に分けるだけではなく，具体的にどのようなものが燃えるごみ，プラご

みになるかをごみ箱に表示し，ゴミの分別を行っています。また，ごみ捨て場で分別の間違えがないように，全校放

送でごみの分別とごみの捨て場所の確認を呼びかけ，資源のリサイクルについて意識できるよう取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

(2)委員会の活動（環境福祉委員会） 

  児童が校内美化のためにできることを話し合い，次の3つの活動を継続して行いました。 

①節電，節水等の呼びかけ 

  節電，節水等を呼びかけるポスター・動画を作成しました。全校放送での放送を通して，省エネの意識の高揚を図

りました。 

 

 

 

 

 

 

②掃除用具の点検・整理整頓等 

  校内環境美化の一環として，整理整頓を呼びかけるポスターを作成・掲示し，定期的にロッカーの点検を行いまし

た。  

 

 

 

 

 

 

 

③プランターを使った植栽 

  昇降口前にプランターを設置し，季節の花を植え，校内環境の美化に努めました。 

３ 取組の成果 

・ごみの分別の呼び掛けや表示を工夫したことで，児童同士で声を掛け合いながら，ごみの分別をすることができ

ました。 

・省エネを促すために，ポスターを作成し，校内放送で呼び掛けたことで，日頃の生活から環境保護を意識して，

節電・節水を意識して生活することができました。また，掃除ロッカーに掲示したポスターを見て，掃除用具の

整理整頓を心掛ける学級が増えました。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ５５ 学校名 仙台市立金剛沢小学校 校長名 齋藤 雅人 

 

１ 取組のテーマ   「環境美化・省エネ活動」 
 

２ 取組の紹介       環境美化活動 
 
① 天沼公園美化活動 

学校の近くにある天沼公園は，金剛沢小学校の児童が生活科や総合的な学習の時間に，校外学習で利

用する身近にある公園です。児童は，公園の植物や生息しているザリガニやいろいろな魚，昆虫などを

よく知っています。また，公園には遊具もあるので，放課後は格好の遊び場になっています。児童は，

そんな天沼公園に感謝の気持ちを込めて，公園の清掃活動に取り組みました。 

 

② 校内緑化活動 

校庭に季節の花を植え，校内緑化活動に取り組みました。ただ植えるだけでなく，水やり等のお世話

をすることで，大切に育てました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省エネ活動 
 

校内に古紙回収ボックスを設置して，校内から出るゴミのリサイクルを進めています。また，電気や

水を無駄に使わないように呼び掛けるポスターを児童が作成・掲示し，啓発活動を行っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果 

  

 環境美化活動については，児童が天沼公園の清掃活動に参加することで，公園をきれいに保ち公園を大

切に使おうとする気持ちが育まれています。また，植物の手入れに携わることで，自然を大切にし，環

境を守ろうという意識も育まれました。 

省エネ活動については，節電・節水が習慣になっており，移動教室の際に電気を消したり，水を出し

すぎないようにして手を洗ったりすることができています。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ５６ 学校名 仙台市立大野田小学校 校長名 高山 典子 

 

１ 大野田小学校における環境教育の目標 
  身近な自然環境や環境と人とのつながりに関心を持ち,環境をよりよくするために進んで行動できる児童を育

成する。 
 
２，３ 取り組みと成果 
 
（１）各学年の活動 

 
１年生・・・【生活科】「きれいにさいてね」他 「あきのおもちゃをつくろう」 
・アサガオを種から育て，どのように成長するのかを観察しました。 
・公園で拾ったどんぐりや松ぼっくりを使っておもちゃを作り，自然に親しむ活動をしました。 
 
２年生・・・【生活科】「おもちゃフェスティバル」 
・使用済み牛乳パックやペットボトルのキャップ，プラスチックを再利用して作ったおもちゃで楽しく遊

ぶ活動を通して，リサイクルのよさを実感しました。 
 
３年生・・・【理科】「花が咲いたよ」他 
・ピーマン，ヒマワリ，オクラ，ホウセンカなどの植物を育て,観察しました。発芽から枯れるまでの植物

の一生について理解を深めました。 
 
４年生・・・【社会】「ごみの処理と利用」 
・住みよい暮らしを作る観点から学習しました。環境問題により一層目を向けるようになりました。 
 
５年生・・・【社会】「わたしましたちの生活と森林」 
・人の生活と環境との関わりについて学習しました。自分の生活の中で環境に良い行いを心がけるように

なりました。 
 
６年生・・・【理科】「地球とわたしましたちのくらし」「生き物のくらしと環境」他 
・人の生活と空気・水・植物との関わりを学びました。それらを生かし,これからも地球で暮らしていくた

めにどう行動すべきか考え,まとめました。 
 
（２） 委員会活動等での活動 

① 栽培委員会は,花壇や植え込みの手入れをしたり,季節ごとに花の植え替えを行ったりするなど,校庭の

環境美化に努めました。 
② 各学級・職員室では節電を心掛け,ごみの分別をしています。古紙回収にあたっては,大きさや紙の種類

等によって分けました。 
 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ５７ 学校名 仙台市立桜丘小学校 校長名 阪元 容昌 

１ 桜丘小学校における環境教育の目標 

 (1)環境に関わる中で，環境の保全やより良い環境の創造に興味・関心をもたせる。  

(2)環境にかかわる中で見つけた課題を解決していこうとする実践的な態度を培う。 

２ 桜丘小学校の取組 

＜学校花壇・学年花壇での植物の育生＞ 

  本校では，自然に親しんで愛着を持たせたり，責任を持ってやり遂げることや協力することを学

ばせたりするために，学校花壇で毎年花を育てています。今年度は夏にブルーサルビアやマリーゴ

ールドを，秋にはチューリップや葉ボタン，パンジーの育生を行いまし

た。花の入れかえ作業を環境委員会の児童を中心に据え，各学級の代表者

何名かと一緒に行い，学校全体で花壇を美しくしようという意識が高まり

ました。 

 

＜「環境」の学習＞ 

４学年は，総合的な学習の時間で「環境」学習しています。今年度は，「創ろう！未来の桜ヶ丘」を

テーマにし,活動しました。桜ヶ丘の未来像など，児童が町に対して持っている想いを桜ヶ丘学区連

合町内会長さんに伝え，アドバイスを頂きました。調べたことをスライド等にまとめ，学習発表会で

は保護者の方々へ伝えることができました。テーマは，ごみやプラスチック問題，電気や水などのエ

ネルギー問題，森林伐採や空気を汚さないためにできること，フードロスの削減などについて，自分

たちができることは何かについて発表しました。地域みんなで環境問題について考え，取り組んでい

こうという意識を持つと共に，できることを実践していこうという姿が見られるようになりました。 

また，４年生では，地域の中にある桜ヶ丘公園に花を植える活動にも取り組みました。有志の児童

が集まり，町内会の方々と一緒に公園の花壇に花の苗を植えることで，地域の公園を美しくしたいと

いう気持ちが育っています。 

＜ブラックペットボトルの実践＞ 

   冬場の拭き掃除の水を温かくするために，ペットボトルに黒ガムテープを貼ったり，ペットボトル 

を黒いビニール袋に入れたりして，太陽光の熱で温かくしています。清掃時間になると児童は積極的

に使用し，毎回ペットボトルに水を入れて毎日使えるようにしています。 

 

 

〈花いっぱいしおりコンクール〉 

環境委員会の活動として，「花いっぱいしおりコンクール」を実施しました。冬場の花の少ない時期

にも植物を大切にする気持ちを育ませ，花の絵で校内を華やかにしたいという願いを込めて実施しま

した。 

３ 取組の成果 

  環境委員会を中心とした花壇の手入れの緑化活動や中学年の総合的な学習の時間で実践したこと

を通して，学校や地域の環境を大切にしようとする意識が徐々に高まっています。今後も児童が主体

的にできる活動を考え，実践してきたいと思います。 

 



令和３年度 杜の都エコ・スクール活動報告 

 
１ 取組のタイトル，テーマ  

「袋原小のビオトープ～学校の清流を生かして～」 
 
２ 取組紹介 
（１）蛍の成育を願う 
校地内に循環機能により水が流れる川があります。米作りのスペースもあり，「袋原小ビオトー

プ」と名付けられています。一昨年より蛍の里になることを願い，カワニナと蛍の幼虫を放し見

守りました。昨年，蛍の餌であるカワニナも繁殖し，蛍の生育を期待しました。 
（２）身近な自然として観察をする 
 また，ビオトープは児童だけで入ることはできないものの，学級やクラブ・委員会などで自然

観察に利用するのに適した場所であり，学校全体で親しまれている場所となっています。 
 
３ 取組の成果 
（１）蛍の成育は叶わず 
２年経過する内に，カワニナの自然繁殖が及ばず，抜け殻が増え，蛍の

成育は絶望的となりました。清流を生み出す循環システムがあるにして

も，蛍が成長するには３０ｍほどの規模では限界がありました。 
 ビオトープでは，繁殖したメダカを放したり，カブトムシの幼虫の飼育に利用したりしています。

蛍という環境に左右される貴重な生物の繁殖は叶いませんでしたが，身近に生き物を観察する

環境として活用されています。「生き物観察クラブ」で自然観察をした時に，トウキョウダルマガ

エルが発見され，小さな川ながらも自然に生物が生息しているという喜ばしい環境です。 
 
（２）自然観察 
 生活科の時間などに学級単位で利用されており，低学年児童を中心に

親しまれています。夏には，アメンボなどの水生生物を観察できます。様

々な木々に囲まれていて，秋には紅葉狩りも楽しめる環境になっていま

す。 
 
 ビオトープの，落ち葉や岩や清流に直接触れることは，多くの児童の心

に残る体験となっています。絵を描くことの難しかった特別支援学級の

児童も，岩を紙粘土で作り，画用紙にビオトープを再現すると，意欲的に

水の流れを描きあげることができました。 
 
 大量の藻が発生したり，底に泥が溜まっていたりします。緑化委員会や

地域の協力をもらい，「かいぼり」などを試みることも必要と思われま

す。 

学校番号 ５８ 学校名 仙台市立袋原小学校 校長名 中村 譲 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ５９ 学校名 仙台市立中野栄小学校 校長名 山澤 一郎 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  「身近な所から取り組むエコ活動」 

２ 取組の紹介 

  ①われら環境調査隊（４年生総合的な学習での取組） 

    ４年生が総合的な学習の時間に環境について学習しました。 

   身近な環境について一人ずつテーマを設けて調べ学習を進めました。児童が選んだテーマには

「省エネルギーについて」や「ゴミの分別について」，「マイバッグについて」などがあり，それ

ぞれが調べたテーマを新聞にまとめて発表しました。 

  ②学校給食の残食率を下げ，フードロスを防ぐ（栄養教諭の取組） 

    中野栄小学校では自校給食を行っており，栄養教諭を中心に残食を減らす取組を行っています。 

   ○毎給食ごとにお便りを発行する・・・今日のメニューや季節に応じた旬の食材を紹介した

り，食に関するクイズを出題したりするなど，児童が興味関心を持つ内容になっています。 

   ○担任による給食の分けきり・・・学級に配食された給食を担任が分けきることで「自分の

給食は食べきろう」「苦手な食材でも少し食べてみよう」という気持ちを持たせることが

できました。 

   ○食べやすいメニュー・・・バランスの良いメニューであることはもちろんですが，主食の

ご飯やパンに合う主菜や副菜を組み合わせて児童に提供することで残食を減らすことが

できました。 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

  ①われら環境調査隊（４年生総合的な学習での取組） 

４年生は環境の学習を通して，エコ活動について様々な現状と課題について考えることができ

ました。学習を通して児童は近所で買い物をする時は徒歩や自転車を活用することや，電気を節

約するために使っていない電化製品はコンセントを抜くなど，学校内だけではなく，家庭でも実

践する児童が増えるなど，これまでの生活よりも更に環境に対して負荷の少ない生活を送ろうと

する意識を高めることができました。 

  ②学校給食の残食率を下げ，フードロスを防ぐ（栄養教諭の取組） 

    コロナ禍の中，前を向いて静かに食べる指導は一年を通して行ってきました。友達と話をしな

がら食べることはできませんが，残食率は仙台市平均を下回ることができています。 

 

 

H28 H29 H30 R1 R2 R3(6月） R3(11月）
おかず 8.7 6.3 5.7 6 4.6 6.3 5.5

ごはん 5.4 4.7 4.4 4.6 3 5.1 3.8

パン 6.1 5.8 5.4 3.9 3.4 4.7 4.1
仙台市平均 8.6 8.9 9.6 9.2
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学校番号 ６０ 学校名 仙台市立沖野小学校 校長名 飯野 正義 

 

１ 取組のタイトル 

 
「よりよい学校環境をつくろう」 
 

２ 取組の紹介 

①  全校行事 除草週間 

本校では，毎年９月に全校で校庭の除草作業を行っています。例年，兄弟学年で除草作業をして

いますが，今年はクラスごとに決められた週の中で除草をしました。自分たちが取り除いた雑草の

山を見て，満足そうな顔を浮かべる子どもたちでした。一人一人が自分の学校を美しくしようと一

生懸命取り組み，協力し合うことで達成できると実感できたようです。 

 

②  緑化飼育委員会 

緑化飼育委員会の子供たちは，季節ごとに，昇降口前の花壇に花を植え，水やりなどの世話をして

います。今年は，秋にマリーゴールドやサルビア，ビオラなどの花を花壇やプランターに植えました。    

委員会では５，６年の各学級の委員会担当児童が，曜日ごとに水やり当番を決めて草花を育ててい

ます。校舎前の花壇やプランターを花で美しく彩ることで，学校が明るくなり，子供たちの心も豊か

になります。 

さらに，学校の水槽で,グッピーの飼育をしています。委員会の児童が

日々えさやりをし，その姿を見て，下学年の児童が興味を持って観察して

います。児童はグッピーが元気に泳ぐ姿を楽しそうに見ており，生き物を

大切にする心が育まれています。 

 また，校庭には様々な木々が植えられており，マツの木やヒメリンゴの

木などのネームプレートを作成し，掲示しました。 

 

 

③  ５年生 総合的な学習の時間 「輝け命！稲を育てよう！」 

５年生は，花壇にビニールシートを敷いて作った手作りの田んぼで 

稲を育てています。実際に稲を植える体験を通して，米作りについて  

学び，実際に育てることの大変さも実感していました。秋には，稲か   

らお米が取れる過程も体験し，小さい苗がどんどん成長して大きく   

なり，そこからたくさんのお米が取れることに驚いていました。 

 

 

３ 取組の成果（児童の変容） 

子供たちは，自分たちの力で身の回りの環境がよくなることの気持ちよさを感じたり，美しい花を

見て幸せな気持ちになったりと，身近な環境に関わっていくことのすばらしさを感じて生活すること

ができています。また，身の回りの環境整備に関わることを通して，生命や資源を大切にする心も育

まれています。次年度も，自分の学校にある植物や美化について広く知り，積極的に関わることがで

きるようにし，よりよい環境を作っていく意欲につなげていきたいと思います。 


