
令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２２１ 学校名 仙台市立郡山中学校 校長名 丸山 淳 

 

１ 取組のタイトル，テーマ「 ～郡中生 SDGsを取り入れた環境保全活動 ～ 」 

 

２ 取組の紹介 

（１） 校内美化活動 

歴史ある「校舎愛護デー」という親しみのある名称で，校内一斉清掃を年に３回行っていま

す。今年度も，美化委員が中心となり計画を立てて実施しました。コロナ対策として，マスク

着用，清掃後の手洗いを徹底しながら，念入りに教室の床を磨き，仕上げにワックス掛けを行

いました。また，毎週末に行っている教室内のロッカー清掃や黒板クリーナー清掃，「週末清

掃」も例年同様実施することができ，校内の美化活動に取り組みました。 

（２） 花壇の整備 

年に２，３回，花の植え替え作業を行っています。今年度は，春にはチューリップとパンジ

ーを，秋にはサルビア等を植えました。校内の花壇だけでなく，地域と連携をし，郡山遺跡の

花壇にも花を植え，美化委員，ボランティア委員，生徒会活動「アルカス」を中心に活動を行

いました。 

（３） SDGs学習 

各学級や教科において，SDGs学習を積極的に取り入れてきました。外部講師をお招きし，出

張授業を開いたり，SDGsすごろくを行ったり，クロームブックを活用し，調べ学習を行いまし

た。今後も身近なところから，持続可能な活動について考えていきます。 

 

３ 取組の成果（生徒の変容） 

    クロームブックが導入されたことにより，環境保全を考えた活動の幅も広がり，さらに

「SDGs」を取り入れた活動も行うことができました。生徒の前向きな活動によって，自分たち

の活動する場がきれいになり，環境を大切にする気持ちが生まれています。今後も持続可能

な，環境や自然を保全する活動に積極的に興味を持ち，生徒と教員が一体となって，地域の

方々と協力しながら活動を継続させ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 ２２２ 学校名 仙台市立台原中学校 校長名 新妻 英敏 

 

１ 「日常生活の中での環境活動 ～委員会活動を通して～」 

        

２ 取組の紹介 

 （１）リサイクル活動 

    ① 整備委員会によるごみの分別の呼びかけと古紙回収 

各クラスにプラスチック用と普通ゴミ用の 2 種類のゴ

ミ箱と古紙回収BOXを設置し、ゴミは分けて捨てるよう

に各クラスでの呼びかけを行いました。集まった古紙は

委員会の際にまとめ、再生資源として業者の方に回収し

てもらいました。 

    ② 新聞委員会による古新聞回収 

          毎日のNIE活動で使用した各クラスの古新聞を、新聞

委員が再生資源として委員会の際に回収しまとめまし

た。まとめた新聞は、古紙と同様、業者に回収してもら

いました。 

 

 （２）環境整備活動 

    ① 地域の環境浄化活動 

環境浄化活動は、地域の方々と接しながら、自分た

ちが住む環境の整備に携われる活動で、今年度は11

月19日に予定していました。しかし急きょ中止にな

ったため、学校敷地内の落ち葉掃きを行いました。 

    ② 緑化委員会による花壇作り 

春と秋に昇降口前にある花壇に花の苗を植え、年間

を通して花を育てる活動を行いました。緑化委員が

水やりや雑草取りなどの作業に責任を持って取り組

み、きれいな花壇の維持に心掛けました。 

 

 

３ 取組の成果 

（１）  日々の生活の中でゴミの分別をする習慣ができ、生徒がリサイクル活動に自然に参加するこ

とができました。特に、使用済みのプリント類や紙ゴミを回収して再生資源にすることで、普

通ゴミの量が減り、目に見えるリサイクル活動として成果が見られました。 

（２）  昇降口前に花壇があるため、登下校時に色とりどりの花を目にすることで、生徒が四季の変

化を感じ、環境についての意識を高めることができ

ました。 

 

     それぞれの委員会の生徒が、自覚を持って取り組み、

先頭に立って環境についての活動に参加することが

できました。 今後は、すべての生徒が SDGs につい

て知る機会を増やし、台中生として何ができるのかを

考え,取り組めるように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 ２２３ 学校名 仙台市立北仙台中学校 校長名 堀部 登美子 

 

１ 「杜の都のエコ・スクール～SDGs（持続可能な開発目標）を視野に入れた取組」 

２ 取組の紹介 

（１）環境問題への意識を高める取組 

① 授業実践 

  3年公民の「資源・エネルギー問題 限りある資源 

と環境への配慮(教科書p194)」という課題への取組の 

中で，資源・エネルギー問題から一歩深めてSDGsとの 

関わりに視野を広げさせた。そして「地球環境に配慮 

した社会をつくるため，私たちは大切にすべきことは 

何か」を個々が考える場面を持つことで，単なる知識 

としてではなく自分がどうのように関われるかを意識 

して考える機会を設けた。他の授業でも教材をSDGsに 

関連させて自らの意見を述べる機会を設定し，身近な 

ものとして生徒の中にSDGsが浸透するようにした。 

②身近な活動実践 

ⅰ)ごみの分別・リサイクル活動 

SDGｓの12番目の目標に関連する限られた資源を未 

    来に残すためには，資源を無駄なく有効活用してもの 

    を作るために，仙台市のゴミの分別収集方針を受け， 

各教室で普通ごみとプラスチックごみ・段ボール等を 

分別回収した。また生徒会執行部が呼びかけ，ペットボトル 

キャップの回収を継続した。 

ⅱ）環境整備の取組 

今年度の環境美化委員の主な活動は，SDGｓの12番目の目標に関連する環境や備品の整 

備と点検であった。自分たちが生活する環境を毎週末に各教室のほうきの毛がきを行う 

ことや，月1回の黒板消しクリーナー清掃と清掃用具点検を行うことで，率先してものを 

大切に使い続けるための姿勢と環境整備意識の重要性を伝える役割を担った。 

 

３ 取組の成果 

この頃「SDGs」という言葉をよく耳にするようになった。しかし「SDGs」が「持続可能な開 

発目標」を表していることや，その17の目標が何であるかを覚え，それを実現するための取組 

にはどのようなことがあるかを具体化することはまだ身近なことにはなってはいない。だから 

こそ授業や生活の一部として，その目標や取組が特別なことではなく，これまでの考え方や活 

動とつながっていることに気づかせることが，まず大切であると今回の取組で再認識できた。 

今後はSDGsの自分ごと化に向けて，それぞれの場面での17の目標の意識化や身近な行動(Do) 

へとつなげられるような取組を考えていきたい。 

リサイクルステーション 

【授業資料】 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２２４ 学校名 仙台市立鶴谷中学校 校長名 菅野 勝紀 

 
 
１ 取組のタイトル，テーマ 

「生徒会を中心とした環境活動」 
 
 
２ 取組の紹介 
（１）生徒会による取組 
   ◇専門委員会による活動 
    ・古紙回収 
     学級ごとにリサイクルBOX（図１）を作成して，各教

室から出る古紙を回収して委員会の活動日に各教室から

集めました。 
    ・花壇整備 
      放課後や昼休みの時間を活用して校舎前の花壇（図２）

を整備して，季節ごとに花の植え替えを行いました。 
 
   ◇生徒会執行部による活動 
    ・つるがやクリーンプロジェクト 
      １１月に「クリーンプロジェクト（図３）」と称して，

学校の周辺の道路や商業施設のゴミや落ち葉を拾い集め

る美化活動を全校で行いました。 
 
 
 （２）その他の取組 
    ・教室内におけるゴミの分別回収 
      委員会で行っている古紙回収に加え，プラスチックゴ

ミ用のゴミ箱を各教室に設置し，ストローの袋やプラゴ

ミなどを分別して処理しています。（図４） 
     

 
３ 取組の成果 
     校内や地域の清掃活動やごみの分別回収などを通じて，自分

達の生活する学校や地域の環境美化に対する意識や環境問題に

対する関心が高まりました。また，地域の方々にもたくさん声

をかけていただき，地域の一員としての自覚も高まりました。 
    環境美化に対する意識が地域への関心へとつながり自分たち 
   の活動がより良いまちづくりへ貢献していることに気付くこと

ができたのではないかと思います。今後も学校や地域へ貢献で

きるような活動に生徒自ら積極的に取り組んでいきたいと思い

ます。 
 

図1. 生徒が作成したリサイクルBOX 

図2. 花壇を整備するようす 

図3. クリーンプロジェクトのようす 

図4. ゴミの分別 

プラゴミ 

エチケットゴミ 

燃えるゴミ 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２２５ 学校名 仙台市立八木山中学校 校長名 布施 辰哉 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

 生徒会によるエコ・スクール活動 

 

２ 取組の紹介 

 各種委員会や地区生徒会におけるエコ・スクール活動を紹介します。 

 

○ボランティア委員会 

 

 ・各教室へ古紙回収Boxの設置 

   各教室に古紙回収 Box を設置し，プリント類の残部を集め，分別し，再

利用しやすいゴミ収集に取り組みました。２～３週間に１回の頻度で，ボ

ランティア委員会が各クラスの Box を色紙や冊子，個人情報が掲載されて

いるものを確認しながら仕分け作業を行います。 

   各教室では，ボランティア委員が呼び掛け，古紙回収Boxへ入れるなど，

積極的な取組が見られました。 

 

○地区生徒会 

 

 ・地域清掃ボランティア 

   年１～２回の清掃ボランティアを実施しています。各地区担当

の保護者が主体となって行っています。ゴミや落ち葉拾いを中心

に地域の清掃を行っています。 

 

〇１学年 学活 

 

 ・学級で考えるＳＤＧｓ 

   １７のゴールを基に，各学級で取り組むことができることを考

え，実行しています。 

「世界の飢餓を減らすためにも残食を減らす。」「手洗いが増えた

今だからこそ節水を意識する。」「男女気兼ねなく接して男女平等

を考える。」など，生徒一人一人が自分たちにできるＳＤＧｓを 

考えています。最後には，学級で３つの目標を立てて，生徒一人 

一人が目標達成に向けて行動していきます。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 上記の活動を通して，生徒がエコに対する意識が高まったと考えます。 

１学年で取り組んだ学級でできるＳＤＧｓでは，これからの学校生活の中で，

自分たちができる身近なＳＤＧｓを真剣に考えていました。 

今年度は１学年だけでしたが，今後は他学年や全校でできるＳＤＧｓを考え

て行きたいと思います。 

 

古紙回収ＢＯＸ 

サイズや色ごとに分けています 

学級でできるＳＤＧｓ授業風景 

班で出したＳＤＧｓ 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２２６ 学校名 仙台市立中山中学校 校長名 田中 元昭 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

    持続可能な社会をつくる担い手の育成を目指したエコ・スクール活動 

 

２ 取組の紹介 

（１）生徒会による取組 

 ①奉仕委員会 

  ○教室内にボックスを設置し，委員会で古紙の回収を行うことで， 

リサイクルへの意識を高めることができました。 

  ○毎週金曜日に朝清掃を取り入れ，学校周辺のゴミや落ち葉拾い 

などの活動を行うことで環境美化に努めています。 

 ②整美委員会 

  ○清掃強化期間を設定し，積極的に呼び掛けを行うことで，校内 

美化活動を行っています。 

 

（２）小中連携，地域での取組 
  １１月１６日に，地域の皆様，ＰＴＡ環境委員の皆様，社会福祉協 
議会や市民センターの方々に連携に御協力をいただき，中山小学校の 
６年生とともに地域清掃を行いました。自分たちが所属する地域の施 
設や公園及びその周辺の歩道のゴミ拾いや落ち葉を集める作業でした 
が，地域との関係を深める貴重な活動となりました。 

 
（３）ＰＴＡとの連携による取組 
  例年，ＰＴＡ環境委員の方と生徒会奉仕委員の生徒と合同で，春と 
秋に正門前の花壇に苗を植える活動を行っています。今年は，１０月 
２１日の苗植えのみの活動でしたが，ＰＴＡの方から声を掛けていた 
だき，和やかな雰囲気の中で作業が進められました。とてもきれいに 
整備されました。 

 
（４）学年の取組 
  １学年の道徳の授業で「海の落語プロジェクト」を実施しました。講 
 師として，落語家の鈴々舎まるこさんと環境科学者の井出迫義和さんを 
お招きし，海の環境問題を「落語」という伝統芸能を通じて楽しく具体 
的に学ぶことができました。生徒たちは，リサイクルへの意識を高め， 
ゴミを減らすなど，自分たちの生活を改善することが，「海の豊かさを守 
る」ことにつながると，理解を深めていました。 

 
３ 取組の成果（児童生徒の変容） 
  学校や地域の清掃及び美化活動を通して，環境整美の大切さを感じることができました。特に，小
中連携による清掃活動は，地域の一員としての自覚と責任も高まりました。リサイクル活動に関わる
活動においても，日常の資源回収という活動を通して，エコロジーに対する意識が高まりました。さ
らに，１学年で取り組んだ海の環境問題を考える道徳では，海の豊かさを守るために今自分たちがで
きることや今後努力しなければならないことなどについて考えていく契機となったようです。それぞ
れの活動を「SDGs」と関連付け，学びのゴール（何ができるようになるか，何につながるか）を意
識させることが，生徒の意欲や自主性の向上に効果的であったと感じています。地域の中での活動や
外部講師の方から学ぶ活動は，将来，地域や社会に貢献し，その担い手となる生徒の育成に結びつい
ていると実感しています。  

＜リサイクルＢＯＸ＞ 



【生徒会】 

ペットボトルキャップ

回収運動 

該当の目標 

【３学年 授業】 

保健体育×SDGs 

該当の目標 

令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２２７ 学校名 仙台市立山田中学校 校長名 阿久津 裕美 

１ 取組のテーマ 

「SDGsを意識した生活を考え、取り組んで見よう！」 

２ 取組の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

本校では，今年度１学年にて「SDGsって何だろう？」と根本的なテーマで授業を行いました。授業をしてみると，生徒は「改めて一つひとつの目標を見て

みると，様々な立場の人が多種多面的な行動を起こさなければ，達成できない目標が多い。」という課題を見出しました。このことを踏まえ，来年度は，

生徒１人ひとりがSDGsの目標を達成するための主役であるという認識を高め，学校全体で包括的な活動に取り組んでいきたいです。 

【１学年 授業】 

SDGs授業 

該当の目標 

山田中学校では例年，生徒会や各種委員会が中心

となり，環境教育活動や SDGs の目標と関連した

活動を行ってきました。そこで，今年は上記の活

動を継続しながら，「SDGsとは何だろう？」「山中

生ができる SDGs を意識した取り組みには何があ

るだろう？」をテーマにして，即効性のあること

を中心に活動や授業を行ってきました。 

 【生徒会】 

ペットボトルキャップ回収運動 

カプセルトイマシンを参考にした回収箱を段ボ

ールで作成し，廊下に設置してペットボトルキャ

ップを回収しました。“単純に集める”のではな

く“楽しみながら”集めることができました。回

収したものは，リサイクルセンターに持ってい

き，最後までエコロジーな活動としました。 

 【３学年 授業】 

保健体育の視点から見るSDGs 

３学年の保健体育の授業で「生活に伴う廃棄物の

衛生管理」という単元があります。そこで，海外

のゴミ処理施設（コペンヒル）や国内の先進的な

上下水施設（滋賀県）の動画・インタビューを視

聴し，“ゴミ”というマイナスな固定概念があるも

のを“ポジティブ”に捉える取り組みや見方をす

ることで，“ゴミ捨ては，捨てて終わりではない”

という考え方を知る機会となりました。 

 【１学年 授業】 

SDGsについて知り，考え，トライへ踏み出す授業 

総合的な学習の時間にて，「SDGsって何だろう？」

「“私たちができる”SDGsを達成するために取り

組める活動は何だろう？」と，テーマを明確にし

て２時間に分けて授業を行いました。模造紙や付

箋，jamboardを使用するなど，生徒の主体性や考

えを重視した手法を行うことで，SDGsが身近な課

題であり，“私たちでも取り組める課題なのだ”と

いうことを感じる時間となりました。今回は，生

徒が“SDGsについて知る”ところからスタートし

たため，今後も段階を踏み，継続的に考える場を

設定することが必要だと考えます。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２２８ 学校名 仙台市立蒲町中学校 校長名 又木 潤 

 

 

１ 取組のタイトル 

 

  「緑化活動の推進とＳＤＧｓについての認識を広める」 

 

２ 取組の紹介 

 

①  昨年度新設されたアルカス委員を中心にボランティアを募り，春と夏に花植えを行いました。花

の植え方については，集まった生徒たちで考えて植えています。年に２回しかないですが，１，２

年生を中心に，参加する生徒たちが増えており，工夫しながら楽しそうに植える姿が見られました。 
 

 
 

②  総合や教科の時間を使って，ＳＤＧｓについての学習をしました。１７の項目の中から１つ選び，

内容や取組についてポスターやパワーポイントでまとめたり，自分たちにどんなことができるのか

を考えたりして，内容を深める学習を行いました。 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 

春と秋に行っている，アルカス委員を中心とした花植えのボランティアをする生徒が１，２年生を中

心に増えたことから，ボランティアに対する関心が高まっているように感じています。 
 ＳＤＧｓの学習については，ロゴマークを見たことのある生徒は多かったが，内容や取組までは分か

っていなかったので，この学習を通してSDGsについての認識や理解が広まったのではないかと思いま

す。さらに，今後の生活で少しでも実践していけるように，今後も継続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 

 

１ 取り組みのタイトル，テーマ 

 「持続可能な社会をつくるために，自ら学び行動する生徒の育成」 

 

２ 取り組みの紹介                                     ＜衣生活と住生活のレポート＞ 

（１）ＳＤＧｓを意識した授業づくり 

 ✰１年生（総合） 福祉学習「福祉について調べよう」 

      （家庭科） 持続可能な衣生活 

 ✰２年生（家庭科） 日常食の調理 地域の食文化 

                     

 

 

 

 

                                                 ＜地球環境と私たち＞ 

 

 

（社会） 防災について考える 

 ✰３年生（家庭科） 持続可能な家庭生活「家庭生活と地域のかかわり」 

       （社会） 持続可能な世界について「地球社会と私たち」「さまざまな国際問題」 

       （理科） 持続可能な社会をつくるために「地球環境と私たちの社会」 

                                     

（２）地区清掃   地区生徒会と PTA 地区委員会の地区清掃活動 

   年１回，全校生徒が居住場所ごとに地区集会を行い，地区ごとに決まった場所の清掃を行います。公園や地区の

広場などのゴミ拾い，落ち葉掃きを町内会の方々や PTA と協力して行う活動は，自分の地域への愛着と住み続

けられるまちづくりの実現にひと役かっています。コロナ渦という点を配慮し，清掃用具は自宅から持参しました。

決まった時間内ではありましたが，準備したゴミ袋が足りなくなるほど熱心に活動ができました。 

 

３ 取り組みの結果 

 （１）について 

   ＳＤＧｓを意識した各教科の授業を通し，一人一人の考え方（問題意識），小さな行動の積み重ね（実践）が環境・

貧困・人権・平和・開発といったグローバルな課題を解決していくのに必要であることに気付くことができました。 

家庭科では，環境に優しい洗濯・繊維の種類・住居の特徴などの学習で，目標６の「安全な水とトイレを世界中

に」，目標１３「気候変動に具体的な対策を」について，日本国や郷土の食文化・日常食の調理などの学習で，目標２

の「飢餓をゼロに」，目標１４の「海の豊かさを守ろう」について関連付けることで，自分事として捉え実践していく

ことの大切さがわかりました。 

 （２）について 

   地区生徒会では，同じ地区に住む生徒や地域住民との仲間意識が垣間見えました。清掃活動にも積極的に取り

組みました。地域への愛着と同時に，働く喜び，地域に貢献する喜びを味わうことができました。 

学校番号 ２２９ 学校名 仙台市立桜丘中学校 校長名 渡部 隆一 



 

１ 取組のテーマ  “地域と連携した環境活動”→“身近にできる環境活動” 

 

２ 取組の紹介 

 今年度も新型コロナウイルスの感染防止対策のため，予定していた「中野中学校区内清掃」やＰ

ＴＡ研修交流委員会主催の「除草作業」や「花植え活動」など地域との交流を中止せざるを得なく

なりました。 

 その中，校内で身近にできる環境活動は何かを考え，委員会やクラスで小さなことから取り組み

ました。 

 

■「残食０の呼びかけポスター」 

 ・給食委員会実施 

 ・ポスターの作成やクラスでの呼び掛け 

 ・栄養を考えて作ってくださっている給食センターの 

方々への感謝や，食品ロスについて考えることがで 

きました。 

 

 

■「冬の清掃活動への取り組みについて」 

 ・各クラスで実施 

 ・冬場の水拭きは水が冷たく，大変なため，各クラスで 

ペットボトルを日中窓際に置き，水をあたためたり， 

加湿器のお湯を活用したりするなど工夫をしました。 

 

例年の活動 

■「中野中学校区内清掃」 

・小中校生や家族，地域の方など約２００人参加。 

  ・年齢の枠を超えて交流しつつ，清掃活動に取り組む様子が見られます。 

・地域の方と一緒に清掃活動を行い交流を深めています。 

 

■ＰＴＡ研修交流委員会主催「除草作業」「花植え活動」 

 

３ 取組の成果 

 

今年度も予定していた活動をすることができませんでしたが，改めて身近にでき

ることを考え，環境について学ぶことができました。また，毎年実施している地域

と協力しての清掃活動や，環境整備活動の大切さを感じた１年でした。来年度はぜ

ひ活動を活発にしたいと思います。  

                                 

令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２３０ 学校名 仙台市立中野中学校 校長名 花田 義輝 

 

 

 


