
 

☆紙の分別      

令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ７１ 学校名 仙台市立鶴巻小学校 校長名 前川 武則 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  児童も教職員も生活の中で様々なエコ活動に取り組んでいます。 

 

         

２ 取組の紹介 

（１）紙のリサイクル 

   職員室や印刷室では，紙の分別用ボックスを  

設置し，リサイクルしやすいよう工夫をしてい  

ます。また，各学級にダンボールを活用した紙 

用リサイクルボックスを設置しています。リサ 

イクルの紙がたまると，印刷室にある学校全体  

の取りまとめ用の大きなボックスに回収します。 

 

（２）ごみの分別 

    各教室や職員室では，プラごみと燃え 

るごみを分けています。前述のリサイ 

クルボックスと合わせて，３つの箱を 

用意することで，分別への意識を日常 

的に高めています。 

ごみ置き場は，児童が分かりやすいよ 

うに分別の表示の仕方を工夫していま   

す。 

 

（３）校内の美化活動の推進 

  ①緑化活動の推進 

     全校児童で校地内の除草作業を２回行いました。コロナウイルスの感染対策を踏まえ十 

分な間隔を取りながら実施しました。除草作業を通して，自分たちが過ごす学校をきれい 

に使おうと思う気持ちを育てています。 

  ②児童会祭りでのエコ意識 

   児童会祭りの時には，できるだけごみを出さない店づくりを計画委員や環境委員を中心

に放送やポスターで呼び掛けました。片付けの時にはダンボールや紙ごみ等の片付けの仕

方を全校で統一して片付けることで，スムーズに分別ができました。 

 

３ 取組の成果（児童の変容） 

  各学級に紙用リサイクルボックスを設置してあるので，教室内で出る使用済みの印刷物や工作

用紙の残りなどを，ごみ箱ではなくボックスに入れるようになり，紙リサイクルに対する意識が

より高まってきていると感じています。また，上記にあるように，ごみの分別の表示を設けたり，

学校行事の際などに環境委員の児童を中心に分別の呼び掛けを行ったりしてきたことで，日常的

にごみの分別を行う姿勢が身に付いてきているとも感じています。 

今後も児童が，学校，家庭，地域で進んでエコ活動に取り組み，家庭や地域の皆さんとともに

活動できる環境づくりを進めていきたいと思います。 

☆教室での分別     ☆ゴミのまとめ方にも一工夫 

☆リサイクルボックス 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ７２ 学校名 仙台市立東宮城野小学校 校長名 川村 美智 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

地球に優しく，地域に優しく，東宮っ子 ! 
 

２ 取組の紹介 

①  全校による活動 

花壇の整備・校舎外清掃 

本年度は，学校花壇の整備を４・５・６年生中心に

行いました。４・５・６年生が花壇に名前を付け名札を

作る活動を行い，春植えのサルビアやマリーゴールド，

秋植えのパンジーやチューリップの球根などを児童の手で植えました。子供たちは花壇への愛着

を感じながら，その後も雑草の処理や秋植えの花への植え替えなど進

んで活動する姿が見られました。また，今年度から新しく給食・緑化

委員会を立ち上げ，常時活動として朝の水やりの活動も行いました。 

１１月に例年行っている学校校地内や周辺の枯れ葉やごみを片付

ける校舎外清掃活動を行いました。本校内は落葉樹も多く，たくさん

の落ち葉が校地内に落ちています。校地内・外をきれいに清掃する活

動を通して，環境に目を向け進んで整備する気持ちを持たせる活動に

取り組みました。 

 

② 各学年等の活動 

５年生 東宮城野小学校周辺の身近な環境を探ろう 

５年生の総合的な学習で「自分たちの住む身近な環 

境を五感で感じ，自然や環境に対する理解を深める。」

をねらいとし，地域にある応用地質株式会社から講師を

招き学習に取り組みました。内容は地域の公園や緑地

帯・神社の境内を会場とし，耳を澄ませ鳥の鳴き声や近

くの音を聞く，目をつむり樹木に触るなど五感で自然を

感じる活動を行いました。最後には班ごとに居心地が良

いと感じた場所についてまとめ，発表を行いました。応

用地質株式会社の講師の方から環境について専門的な

知識を教えていただいたり，五感を使い自然を感じたり

する良い機会となりました。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

①  自分たちが使っている校地内を清掃することで，普段から身の回りをきれいにしようという気

持ちが育ち，校内の環境整備に関心を持たせることができました。 

 

② 改めて地域の自然にも良い面があることに気づき，もっと地域にある自然を深く知りたいと感じ

る児童が多く見られました。また，講師の方から地域の植物や環境の情報を詳しく教えていただ

いたことで地域の自然への関心が高まりました。  

 

 

 

 

 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ７３ 学校名 仙台市立沖野東小学校 校長名 松永 弘一 

 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

 学童農園や教材園での活動を生かした学習 

 

２ 取組の紹介 

 沖野東小学校の学童農園では色々な作物を栽培しています。１年生はアサガオとサツマイモ，２年生はミニト

マトやキュウリ，３年生はダイズとオクラ，４年生はヘチマ，６年生はジャガイモ，特別支援学級ではスイカとカ

ボチャ，ジャガイモなどを栽培しました。また５年生は特別教室を利用してペットボトルでイネの栽培を行って

おり，全学年が何らかの形で植物の栽培に親しむ経験を積みました。生活科,理科,特別支援学級では生活単元学

習などと関連を図りながら,児童らが十分に土壌や作物と関わる時間が取れるように配慮しています。２年生はキ

ュウリなどの野菜を植える際に地域の方から移植の方法を教えていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また,学童農園への児童の出入りを容易とすることで

より一層の親しみを持つことができるように,レイアウ

トの工夫を行っています。通路（畝－畝の間隔）の幅を1.0

～2.0m と，前年度より広めに確保しました。前年度と同

様に，作付け時には栽培作物の丈を考慮して,農園の外か

らでも各学年の作物の生長のが分かるように計画しまし

た。さらに，教科の目標を達成するに当たり，必要以上に

学習時間を費やすことがないよう，作付面積を調整しま

した。 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 児童が学童農園の作物に興味を持ち「どのくらい大きくなったかな？」と進んで観察をする児童もいました。

栽培した植物についての知識を自信満々に披露する様子もあり，生き物に親しみ，生命を大切にする態度が育っ

ています。 

 また,畝間を広げたことで児童が観察を行うためのスペースを十分に確保できたため,ソーシャルディスタンス

に配慮し,安心感を持って学習に取り組むことができたようです。 

 

 

写真１ １年生 アサガオの観察

 

写真２ ２年生ミニトマトの観察 

 

写真３ ４年生ヘチマの観察

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告書 

学校番号 ７４ 学校名 仙台市立郡山小学校 校長名 小崎 功二 

 

【取組のテーマ】 

 ・郡山地域の自然を生かした環境・エコ活動 

【活動の概要】 

◎全校で取り組んだ活動（例年行っていた活動も含む） 

 ○地域でのごみ拾い活動（今年度は中止） 

  ・子ども会や地域のごみ拾い活動に参加し，自分の住む地域の環境美化に取り組んでいます。 

○ごみの分別収集 

  ・ごみを減らす一環として，学校で出るごみの内一番多いと考えられる紙ごみを減らすため，各教室

に「雑紙入れ」を用意し，一般のごみを減らすよう分別に取り組みました。 

  ⇒図工や学級活動で出た雑紙をしっかりと分別したり，担任に「これは雑ごみですか？」と聞いてき

たりする姿が見られました。 

 ○給食時の残食調査とエコ活動 

  ・給食委員会の活動として，給食週間時に，「食料を大切にし，無駄にしないよう」啓発活動を行いま

した。単独調理校ということで，食材も，野菜など，地元郡山の農家から仕入れて，それを紹介

し，感謝の心を育む取組も行っています。              

  ⇒給食時に，残菜が出ないように量を調節して配食したり， 「今日

は○○さんの畑の白菜なんだって。たくさん食べよう」と話したり

する様子が見られました。 

                       （雑紙の分別活動）→ 

◎学年などで取り組んだ活動 

 1 年 2 年 1 年生は朝顔，2年生はミニトマトを栽培したり季節ごとに

自然と触れ合ったりして，環境について関心を持たせ，自然を大切

にし，その恵みに感謝ようとする気持ちが養われました。 

 3 年 学年園で大豆を栽培しました。例年だと収穫した大豆を豆腐に加

工していましたが，感染症予防のためその活動はできませんでした。栽培活動を行うことで，食の

安全や地産地消を考える良い機会となりました。 

４年 地域の地形を調べ，防災マップを作成しながら，一方で，作物を育てるには，地域の環境が関係

していること，水資源を守ることの大切さについて考えることができました。 

 ５年 地域の農家の方から水田をお借りし，４月からもち米作りに取り組んでいます。農家の方に無農

薬での栽培の手ほどきを受けながら，定期的に草取りや手入れを継続して行い，たくさんのもち米

を収穫することができました。 

 ６年 地域の農家からお借りした畑で有機野菜作りに取り組みました。無農薬の野菜作りは手間がかか

ることを実感していました。また，作物を栽培することは，自然環境が大きく影響することにも気

付いていました。収穫した野菜を販売し，保護者の方々との交流の一助としました。          

 

○ 当校は自然と触れ合う機会が多く，「環境を大切に守ろう」とする意識付けを図るために，学年の実

態に合わせて多くの体験活動を取り入れています。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ７５ 学校名 仙台市立茂庭台小学校 校長名 髙橋 研 

 

１ テーマ「食品ロスを少なくしよう」 

 

２ 取組の紹介 

 （１）はじめに 

    当校では児童数のわりに給食の食べ残しの量が多いとかねてから言われていましたが，学校

全体で解決策を講じることはしてきませんでした。しかし，「食品ロス」が全世界で今日的な問

題として取り上げられるようになり，当校においても給食の食べ残しの多さをこのまま見過ご

していくわけにはいかないと考えるに至りました。そこで，「食品ロス」を少なくするために学

校としてできることに取り組むことになりました。 

 （２）取組の具体例 

   ・児童の意識を高めるねらいで，各教室に「食品ロスを少なくしよう」の標語を掲示しました。 

   ・「食品ロスとは，まだ食べられるのに廃棄される食品のことです。〈中略〉食品ロスを国民一

人あたりに換算すると，お茶碗約１杯分の食べ物が毎日捨てられていることになるのです。」 

（消費者庁のホームページより）など，「食品ロス」の意味や，状況について学習しました。 

・食品ロスに関連した動画を視聴して，食品が作られる過程 

で自然や人の労働の恩恵を受けていることを確かめました。 

・ＳＤＧｓの目標に関連して，社会で問題になっていること 

    について考えました。 

    （例）原材料の生産にも調理にもエネルギーを使って食べ 

られる状態になっている食材は，廃棄にも費用がか 

かり，二重三重の無駄が生じてしまう。 

→ ＳＤＧｓの目標「３ つくる責任 つかう責任」 

    （例）現在，世界では８億人以上が飢餓に苦しんでいる。 

      → ＳＤＧｓの目標「２ 飢餓をゼロに」 

   

３ 取組の成果（児童生徒の変容）と課題 

   ・第 1 学年では，食事について「命をいただいているんだよ」「作る人の気持ちを考えて」と教

師が児童に話して聞かせたところ，明らかに残食が少なくなりました。標語を掲示した効果

も大きかったようです。 

   ・第３学年では，教師が日本の食品ロスの現状を話すと，児童は一様に驚いた様子でした。そ

して，スーパーでの買い物では「手前取り」をするとよいことなどが話し合われました。 

   ・第４学年では，ＳＤＧｓについて学び，「食べ物がいつも用意されるのは当たり前ではない」

という考えが全体に浸透しました。欠席者の分の給食が余っているときなど，お腹に余裕の

ある児童は「残食を出さない」という意識で余っているものを進んで食べるようになりまし

た。もともと給食の残食が少ない学年でしたが，ＳＤＧｓと食品ロスについての学びを経た

ことで「給食を残さずに食べよう」という意識がより高まり，残食もさらに減りました。 

・下の学年ほど，給食で残食を出さないように素直に取り組む様子が見られました。逆に高学

年では，低学年に比べて「食品ロスを少なく」という意識の高まりは，あまり感じられませ

んでした。低学年時からの指導が大事であることが分かりました。 

    ・学校での取組だけでは，社会全体で見れば食品ロス削減の効果は小さいので，家庭でも食品 

ロスについて考え，できることに取り組むように協力を呼び掛けるのも大切だと考えます。

食品ロスを出さないことが家庭で習慣化されれば，自ずと児童の意識も高まり，給食の残食

もさらに少なくなると考えます。 

 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ７６ 学校名 仙台市立田子小学校 校長名 佐々木 宏 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  自然に親しみ，命を大切にする心を育てる緑化活動 

２ 取組の紹介 

  今年度は，新型コロナによる活動制限などにより，例年通りの計画では進められない状況でした。

そのような中でも，緑化教育担当を中心に緑化活動を実施した１年でした。 

 

（１）全校児童で取り組む緑化活動 

中庭にある学年園や昇降口近くの花壇では，春先に，緑化委

員会が中心となって花壇の整備を行っており，一年を通してき

れいな花が登校してくる子供たちや来校される方を迎えられ

るようにしています。 

  また，各学年担当の花壇があり，それぞれ計画的に除草や水

やりを行って，自然あふれる美しい学校になるように活動して

います。緑化委員会でも，常時の活動として除草や水やりを行

い，花壇の整備に努めています。 

  本校では，全校児童で取り組む「みどりの活動」の期間を設け，

各学年が決められた場所にビオラを植える活動を行っていま

す。今年度の「みどりの活動」は，１０月１８日からの１週間

を「みどりの活動週間」と定め実施しました。 

 

 

 

（２）校地内の緑化推進と教科学習に活用できる植物の栽培 

  校内の自然環境を充実させ，様々な植物を理科や生活科，

生活単元の学習に活用できるように，植物の栽培をしまし

た。中庭にある広い教材園と花壇に，いろいろな植物を植え，

生長の様子を観察したり，理科の実験に活用したりしまし

た。（右図参照） 

 

 

 

３ 取組の成果 

  校内の緑化や植物を大切に育てて観察する活動を通して，自然を大切にしようとする姿が見ら

れ，命を大切にする意識の高まりが見られています。今後も，校内の環境を整備し，自然に親しむ

環境づくりや，命を大切にする心を育てる活動に取り組んでいきたいと思います。 

整備した教材園と花壇の場所 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告  

学校番号 ７８ 学校名 仙台市立幸町南小学校 校長名 伊藤 公一 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

「コロナに負けずに, エコ活動」 
 

２ 取組の紹介                                     

（１） ５年生の取組 

「子ども自然体験学習」（仙台市百年の杜推進課事業）に参加しました。森の役割や管理

の仕方を学ぶだけではなく, 近隣地域の「枡江の森」で間伐体験をしました。          

  

① 枡江の森    ②大木の伐採    ③間伐体験      ④木の年輪 

 

① 枡江小学校の裏の森です。 

② 大木が倒れた瞬間の地響きに, 子どもたちは驚いていました。 

③ 夢中になって切っていました。 

④ 年輪の数で木の年齢が分かることを初めて知った子どももいました。 

 

 

間伐材や木の実などを材料として, ホットボンドで接着しながらクリスマス・リースを作る

体験もでき, 子どもたちは大喜びでした。 

 

（２） ＰＴＡの取組 

①使用済みインクカートリッジ・書き損じハガキの回収をしています。 

②学校指定用品（体育着・水着）を回収し, 販売する予定です。 

③ベルマークを集め, 学校に必要な物品を購入しています。 

 

３ 取組の成果 

   ５年生は「子ども自然体験学習」を通して, 森の環境整備に携わることができ, 森林資源の再生

には, 人の手が必要であることを理解できました。また, この活動は, ＳＤＧｓが掲げる１７の目

標の中の一つ「陸の豊かさを守ろう。」につながりますが, 他の目標につながる活動も,今後できる

といいと考えています。  



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ７９ 学校名 仙台市立広瀬小学校 校長名 齋藤 敦子 

 
１ 取組のタイトル，テーマ 「総合的な学習の時間を生かした環境教育の取組」 
 
２ 取組の紹介 

   本校では，３年生が「大豆の栽培・加工の体験活動を通して，大豆に対する知識を高めると

ともに，栽培や調理に関わる人々の苦労や願いを知り，大豆への愛着を深め，望ましい食生活

を実践する態度を養う。また，集めた情報を比較したり，関連付けたりしながら整理し，協働

的に課題を解決する力を伸ばす」との目標をたて，活動に取り組みました。 

 ⑴育て方計画・種植え 

   学習を始めるときには，大豆作り名人に話を聞こ 

うということで，理科専科の先生と用務技師に育て    

方などの話を聞きました。その後，用務技師の協力 

を受けながら種植えをしました。 

 ⑵大豆の栄養について                               

大豆を育てている間に栄養士から大豆の栄養に    

ついていろいろ教わりました。       

⑶雑草抜き  

大豆が育ってくると，  

時々雑草抜きをしました。  

大豆より雑草の方が大きく 

なっていたので，雑草を 

抜くのも一苦労でした。 

 

 ⑷枝豆の料理調べと枝豆収穫 

   夏休み中に作ってみたい大豆料理を調べました。 

  その中に枝豆を使った料理もあったので，夏休み   

前に枝豆を一部収穫しました。 

 ⑸大豆収穫 

   収穫した大豆は，用務技師に干 

し方を教えてもらい，数日後大豆 

の取り出しを行いました。殻が固 

く，取り出すのに苦労していまし 

た。 

 ⑹大豆調理・試食 

   収穫した大豆は，調理方法を話       

し合い「大豆の甘辛いため」に決定しました。コロナの関係で調理は職員が行い，各クラスで

食べました。「おいしかった」といった感想が多く，普段大豆を苦手とする児童も残さず食べ

ることができました。 
 
３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

   自分たちで調べたり，考えたり，話し合ったりして研究課題を決定しながら取り組んでい

るので，どの児童も課題解決に向かう意欲は高くなりました。また，専科教諭，用務技師や栄

養士など，分からないことを聞くことができる人が身近にいたことも意欲を持ち続けること

ができた要因だと思われます。大豆を育てるだけではなくその後の活動まで取り入れたこと

で，食べ物を大切にすることに関心を持たせることができ，今後の生活に生かしていけるも

のと考えられます。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ８０ 学校名 仙台市立上愛子小学校 校長名 菅野 拓生 

 

１ 取組のテーマ 

―３校統合２年目新上愛子小学校の自然豊かな地域と連携した環境教育活動の取り組み― 

２ 取組の紹介 

（１）緑の活動 

○花いっぱい交流会 

 ６月に,マリーゴールドやバーベナなどの苗を地域の方々と交流しながら,集会所や駅周辺に一緒に

花を植えて,地域を花でいっぱいにする活動を展開しました。 

○サツマイモの植え付けと収穫 

 学校に隣接している学童農園を利用して,サツマイモの苗植えから収穫までしています。 

 ５月に全校縦割り班ごとに,サツマイモの苗植えを行いました。１０月中旬に大きく成長したサツマ

イモを収穫しました。収穫したサツマイモは,給食の食材としてサツマ汁やスウィートポテトとして,お

いしくいただきました。 

○「ゆうゆうの森」の活動 

 学校に隣接している私有地を「ゆうゆうの森」として,学校や地域に開放していただいています。児童

は,総合や理科の時間を通して,「ゆうゆうの森」から自然や環境について多くのことを学んでいます。 

 

 

 

 

 

（２）省エネルギーの取り組み（紙類・段ボール類・プラスチック類等の分別） 

教室や職員室等に分別ゴミ箱を置き，普段からゴミの分別を行うことにより，３R への意識付けを図

ると共にゴミ減量について実践しました。 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

上愛子小・作並小・大倉小の３校が統合した新上愛子小学校の地域を取り巻く恵まれた自然環境を

通して，環境やエコ活動に更に関心を持ちながら日常生活を送るようになってきています。 

これまで行われてきた活動が児童たちの中に根付いていくよう継続し，更に発展させていきます。 


