
令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２５１ 学校名 仙台市立鶴が丘中学校 校長名 石川 一博 

 

１ 取組のテーマ  ｢環境について考え，実践するボランティア活動｣ 
 

２ 取組の紹介 

〇生徒会を中心としたボランティア活動「つる坊ランティア」 

１１／１６（火）地域の落ち葉拾い ※通学路 

１２／１０（金）地域の落ち葉拾い ※通学路 

〇２学年におけるSDGsを視野に入れた取組 

       ２年生：「水の循環について自分たちができることを考えよう」 

       総 合：「SDGsについて知ろう」        

〇生徒会を中心としたボランティア活動「つる坊ランティア」 

  鶴が丘中学校では，地域交流活動の一環として，学区内の落ち葉拾いを通し

て，自分たちの住む地域の美化活動を行っています。活動の際には，生徒会執行

部を中心にボランティアを募り，「つる坊ランティアチーム」を結成しました。

１１月・１２月の計２回の活動を行い，１００名を超える生徒が参加しました。

今年も，新型コロナウイルス感染拡大防止のため，地域の方々と一緒に活動をす

ることはできませんでしたが， 自分たちの住む地域のため，自分たちの通学路

の安全のために活動をすることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇２学年におけるSDGsを視野に入れた取組 

  理科の授業では，SDGsを視野に入れ，環境について考える学習を行いました。２年生では，「プロジ

ェクトWET」という環境教育プログラムを取り入れ，水の循環について体感し，自分たちができることについ

て考えました。また，総合的な学習の時間には，詳しくSDGsについて調べ発表会を行いました。これらの

取組によって環境に対する意識が高まりました。 

   
 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の成果 

  理科の授業では，SDGs を視野に入れて環境について考える活動を行ったことで，生徒の環境に対する

意識や関心が高まり，自分たちにできることを考えることができました。また，「つる坊ランティア」活動

は，生徒会執行部を中心に生徒の自主的な活動として定着してきました。これらの活動により，中学生が

地域を活性化させる力があることを実感してきたように思います。地域の方々に支えていただいている中

学生ですが，地域の方々に恩返ししながら地域を支える経験が中学生の成長に確実につながっています。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２５２ 学校名 仙台市立寺岡中学校 校長名 佐々木 宏 

 

１ 専門委員会による古紙回収，花の植え付けと管理，福祉活動 

 

２ 取組の紹介 

 
・日常の取り組み 
 ①各教室にゴミ箱を２つ設置し，燃えるゴミとプラゴミで分別しています。 
 ②移動教室等で教室を使用しないときには，消灯することで節電に努めています。 
 ③冬期は加湿器の残り湯を清掃時に使用することで，節水しつつ快適な雑巾掛けができています。 
 
・各委員会の取り組み 

 
①美化緑化委員会 

１学期と２学期に１回ずつ敷地内の花壇に花植え活動を行いま 
した。例年は地域の老人会の方々と協働の作業となりますが，コロ 
ナ禍ということで単独で行いました。水やりも委員会を中心に毎日 
行い，長期休暇中は部活動単位で当番を分担して取り組みました。 

 
 
 
 
 
②福祉ボランティア委員会 

年間を通して各学級で古紙回収を行っています。紙ゴミは 
ゴミ箱ではなく古紙回収ＢＯＸへ入れるなど，積極的な取り 
組みが見られました。また，豪雨災害で被害を受けた地域や 
UNICEFへの募金活動や，ベルマーク回収を地域と合同で 
行いました。 

 
 
 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 
・花植え,水やり活動 
  植物を大切に育てようとする態度を養うことができました。花壇周辺の美化を意識する行動が美化緑化委員だけ 
ではなく，多くの生徒たちに育まれました。 

・古紙回収 
各学級で余った紙類を集めていくことで，積極的にリサイクル活動を行おうとする態度が身に付いてきました。 

・募金活動，ベルマーク回収 
困っている人や地域に対し，自分たちができることを積極的に始めていこうとする態度が養われました。 
 

今年度もコロナ禍の影響により，例年実施している活動のいくつかを実施することができませんでした。しかし，実

施可能な活動に取り組み，古紙回収や節電活動を通して，ものを大切にしようとする心を育てたり，リサイクルへの意

識を高めたり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 ２５３ 学校名 仙台市立南光台東中学校 校長名 佐藤 修二 

 

１ 取組のタイトル，テーマ        

   「学校と地域の美化に努めよう」 

 

２ 取組の紹介 

(1)  生徒会活動のしての取組 

    ○生徒会執行部としての活動 

    ・全校雑草抜き大会（10月） 

     生徒会執行部の企画として，全校で校庭の除草作業を 

   ２日間行いました。昼休みに参加してほしいという呼 

び掛けに生徒が応じ，全校生徒の大部分が参加しまし 

た。特に意欲的に取り組んだ生徒には，生徒会から表 

彰状が贈られました。 

   ○JRC委員会の活動 

・花壇の植え替え作業 

JRC委員の生徒とボランティアの生徒で学校前の歩道沿 

いの花壇や校地内の花壇・プランターに，パンジーや葉 

ぼたん，チューリップを植えました。6月はJRC12名で， 

11月はJRC委員とボランティアの生徒の計30名で作業 

を行いました。 

       ・清掃チェック（4月～） 

       JRC委員の生徒が，毎週末，清掃用具の点検と汚れている箇所がないようにきれいに清掃す

るようクラスの生徒に呼び掛けを行いました。放課後，委員が点検し，必要に応じて手直し

を行いました。 

     

  (2) 全校生徒としての取組 

○地域との連携活動 

・南光台東中学校区 地域一斉清掃（11月） 

     町内会・小学校と本校生徒が連携し，学区内にある公  

園の落ち葉集め，空き缶・ゴミ拾いを行いました。 

 

３ 取組の成果（生徒の変容） 

    地域と連携を図った清掃活動を行ったことにより，地域 

の一員としての自覚や環境美化意識の向上を図る活動がで 

きました。 

全校生徒の大多数が雑草抜き大会に参加したことや，多くの生徒が花壇の植え替え作業のボ

ランティアに名乗り出たことが本年度の大きな成果です。どちらにおいても生徒は熱心に活動

に取り組み，奉仕の精神と愛校心の高さが感じられました。 

     今後も，生徒が自主的に学校や地域の美化に取り組んでいけるよう働き掛けていきたいと考 

えています。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２５４ 学校名 仙台市立長命ケ丘中学校 校長名 長沼 致弘 

 

１ テーマ 「身近な環境教育の取組」 

２ 内容 

（１）全校落ち葉清掃 

  昨年度は新型コロナウィルス感染拡大防止に伴い，地域の落ち葉清掃は中止になりましたが，今年

度は１１月に１・２年生で実施することができました。学区内は道路と街路樹が整備された美しい町

並みを呈していますが，晩秋は落ち葉がとても多いという実態があり，地域の皆さんも本校の活動に

期待を寄せています。 

  １１月１５日（月），部活動ごとに分担して落ち葉清掃を行いました。歩道や店舗前のスペースに積

もっていたたくさんの落ち葉はみるみる取り除かれ，美しい町並みを取り戻しました。 

  通りかかった多くの皆さんから感謝の言葉をかけて頂き，さわやかな気持ちで活動を終えることが

できました。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域貢献委員会の活動 

 ① 奉仕活動（落ち葉掃き） 

   全校落ち葉清掃とは別に，地域貢献委員会では校地内や学校周辺の歩道などの落ち葉掃きを行っ

ています。１０月下旬～１２月上旬の，朝７：４５からの約２０分間，委員と有志で実施しました。 

 ② 緑化活動（ひまわりの栽培） 

   今年度，委員会活動として学校花壇にひまわりを植えました。これは『花いっぱいプロジェクト！

～長命中から花を届けよう～』という企画で行ったものです。収穫したたくさんの種は，生徒や地

域の皆さんに配布する予定です。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

  全校落ち葉掃きでは，地域の皆さんからかけて頂いた言葉が，来年の落ち葉掃きも頑張ろうとい

う意欲付けとなりました。 

  地域貢献委員が活動している姿は，他の生徒の気づきを促し，奉仕活動や緑化活動に対する意識

の高揚につながりました。花いっぱいの学校，地域を目指して，今後も緑化活動を継続していきた

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 ２５５ 学校名 仙台市立富沢中学校 校長名 清野 俊也 

 

１ テーマ 

積極的な環境の維持と向上，資源節約を目標に全教育活動を通して実践していく。 

２ 取組の紹介 

（１）全校での取り組み 

 ① 節電・節水・古紙回収への取り組み 

日頃から節電，節水，古紙回収などを各学級に呼び掛け，消灯やエアコンなどの電源を消したり，

紙の裏面を利用したりと，全校で省エネルギーを意識して行動しました。 

 ② プラゴミ回収への取り組み 

   各学級でプラ用ゴミ箱を設置し，分別収集しました。 

 ③ 新笊川の清掃活動への取り組み 

   各学級よりボランティア生徒を募り，学区内の新笊川清掃を行いました。新型コロナウィルス感

染症対策を行いながら，地域の一員であることの自覚を持ち，地域に貢献することが出来ました。 

 ④ 花いっぱい運動への取り組み 

   各学級や保護者のボランティアの協力を得て，学区内の町内会と近隣小学校，交番にプランター

を届け，絆を深めることができました。 

（２）委員会活動の取組 

 ① エコ・ボランティア推進委員会 

   節電の呼び掛け・古紙回収の分別などの呼び掛けを行い，資源や環境を大切にする心構えを持っ

て活動しました。 

 ② 環境委員会 

   ・校内の緑化活動 

    中庭・職員玄関前の花壇に定期的に花を植え，当番を決めて散水し，花壇の手入れ・管理を行

いました。  

   ・校内の美化活動 

    長期休業前に，教室を中心に床のワックス掛けを行いました。年末には，教室の大掃除徹底週

間として学級で中心となって活動しました。週末には,清掃ロッカーの点検や自在ほうきのゴ

ミ取りなどを行いました。 

３ 取り組みの成果 

   今年度も,新型コロナウィルス感染症の影響により,制限のある活動となりました。回数を減らし

た活動もありましたが,感染症対策を行いながら出来る範囲で,生徒が自主的にできるものを行っ

てきました。しばらくは,委員会や希望者などのように少人数での活動が中心になるかと思います

が,それでも資源を大切にし,環境への負荷を減らすように今後も取り組んでいきたいです。  

 

   
花の植え替え 

 
        新笊川清掃 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２５６ 学校名 仙台市立南中山中学校 校長名 岩倉 一治 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  体験的な活動を通して，自然環境や環境問題について考えよう 

 

２ 取組の紹介 

 ⑴小中連携プロジェクト「ど根性ひまわり」 

  東日本大震災で甚大な被害を受けた石巻市南浜町  

で，がれきの中育った１本のひまわりを地域の人々  

は「ど根性ひまわり」と名付けました。本校ではそ 

の種を譲り受け，小学校とも協力し，何年も掛けて 

この地域をひまわりとともに笑顔で溢れる地域にし 

たいと考えました。今年度は広報委員会と連携して 

ひまわりの種を植え，夏には立派なひまわりに成長 

しました。また，種の収穫も成功し，年度末に児童 
生徒及び地域の方々への配付を予定しています。種 
を入れる封筒のデザインについても，生徒にイラス 
トを募集しました。 

 

⑵「残食ゼロコンクール」によるエコ活動 

 給食委員会の活動として，「残食ゼロコンクール」がありま

す。各クラスの給食の残り量を調べて残食の少ないクラスを

表彰します。また，表彰されたクラスは好きな献立のメニュ

ーをリクエストすることができます。一人一人の食べ物に感

謝し，残さず食べようとする意欲を身に付いています。 

 

⑶リサイクル活動 

①古紙回収 

整美委員会の活動の一環として，各教室にリサイクルボックスを  

設置し，月に１回整美委員が回収しています。片面しか使用してい 

ない紙は，職員室でさらに分別し，裏紙を積極的に活用するように   

しました。 

 

②書き損じはがきの回収 

  冬期休業前後に生徒会執行部が中心となり，書き損じはがきを回収しま

した。寄付していただいたはがきは視覚障害者を支援する団体に郵送し，

その活動資金の一部になります。 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

 ⑴生徒が主体的に活動を行う中で，生命の尊さについて学んでいました。 

 

 ⑵一人一人が給食を残さず食べようとする意欲が身に付き，残食の減少につながりました。 

 

⑶自然の大切さ，資源の有効活用について実際に感じることができ，生徒自身の生活に生かそ          

うとする気持ちを育て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 ２５７ 学校名 仙台市立茂庭台中学校 校長名      菊地 淳 

 

１ 取組のテーマ 「身近なところから取り組む環境教育」 

 

２ 取組の紹介 

 

 （１）ペットボトルキャップ回収活動 

   生徒会執行部が，数年前からリサイクルの促進や売却

益による発展途上国へのワクチンを送る目的でペット

ボトルキャップの回収活動に取り組んでいます。月 2

回，クラスごとに回収袋を設置し，回収を行っています。

家庭や地域の方々にも協力をいただき，今年度の12 月

までには約 123 ㎏のペットボトルキャップを回収して

寄付することができました。約860個で一人分のポリオ

ワクチンを送ることができることや手軽に集めること

ができることから，生徒たちも意欲的に取り組んでいま

す。生徒だけでなく教職員も意欲的に取り組み，回収量

も前年度から70㎏増加しています。 

 

 

 （２）地域清掃 

   生徒会執行部，環境委員会が中心となり，地域清掃に取り

組んでいます。朝7:45に学校を出発し，地域の方と挨拶を

通して地域交流を図りながら地域に落ちているゴミを拾っ

ています。徐々にボランティアとして参加する生徒も増え，

奉仕の精神も育まれています。 

 

  

 

（３）ゴミの分別活動 

   仙台市のゴミ分別収集方針を受け，各教室，職員室を含め

普通ゴミとプラスチックゴミを分別して回収しています。

ポスター掲示を通してゴミの分別活動の大切さを伝える活

動にも取り組んでいます。 

 

 

 

３ 取組の成果 

  本校では「身近なところから取り組む環境教育」というテーマで環境美化活動やリサイクル活動

に取り組んでいます。これらの活動を通して，生徒の身の回りの環境美化に対する意識がより高ま

ってきています。特にペットボトルキャップ回収活動では，生徒会執行部や環境委員だけでなく自

主的に「明日はキャップを持ってこよう」と呼びかけをしている生徒も出てきています。 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２５８ 学校名 仙台市立高森中学校 校長名 森 和子 

１ 取組のタイトル，テーマ 
「10周年の森」～花壇作りを通して，自然界の仕組みやエコ活動について学ぶ～ 
２ 取組の紹介 
 本校ではPTAや地域ボランティアの支援を受けながら，肥料作り，腐葉土作り，

エコ清流作り，花植えを行いました。1 学年は 10 周年の森が作られた背景や過去

の取り組みについての講話を聞き，腐葉土作り，ぼかし肥料作りを行い，2学年と

3学年は10周年の森の整美と土作り，花植えを行いました。 
 捨てられる資源をリサイクルし，有用微生物群によって分解されたエコ清流を土

作りに活用して植物を育むことで循環型社会や生態系の分解者の役割を学ぶ機会

となっています。 
(1) 「10周年の森」の活動期日 

「10周年の森」の講話(1年生)  (5月) 
エコ清流・腐葉土作り(1年生)  (6月) 
整美・花植え(3年生)   (6月) 
エコ清流・花植え(2年生)  (10月) 
花植え(2年生)    (11月) 
ぼかし肥料作り(1年生)   (11月) 

(2) 「10周年の森」講話 
1年生を対象に，どのような経緯で10周年の森が作られたのか，どのような

活動をして10周年の森を作っていっているのかという講話が実施されました。

また講話を通して，10 周年の森とはどのような場所か，どのような活動を行う

のか学び，活動の見通しを持つことにつながりました。 
(3) エコ清流作り 
 米のとぎ汁などを集めてその中に有用微生物群を混ぜて，分解させます。混ぜ

た液体をペットボトルに入れて，数ヶ月放置をして分解させます。分解を促すた

めに生徒は休み時間にペットボトルの蓋を開けて空気を抜いていくという取り

組みを行いました。 
(4) ぼかし肥料作り 
 1学年を対象に行い，米ぬかと作製したエコ清流を混ぜて，ぼかし肥料作りを

行いました。このぼかし肥料は腐葉土に混ぜて，植物の生長に役立てます。 
(5) 土作り・整美・花植え 

学校で集めた落ち葉で腐葉土を作製し，その腐葉土を「10周年の森」にまきま

す。まいた土を耕した後，レイアウト図に沿って花を植えていきます。例年，文

化祭で「花の小川コンクール」を実施しており，学級毎に花壇のデザインを考え，

最優秀作品が次年度の花壇のレイアウトの元になるのですが，今年度はコロナウ

イルスの影響で形式を変えて実施しました。 
３ 取組の成果 

3年間を通して，総合的な学習の時間で取り組んでいる「10周年の森」の活動の

中で米ぬかやエコ清流が肥料や土作りに使用できるという事に驚いたという感想

を持つ生徒が見受けられました。また活動を通して，「10周年の森」が学校のシン

ボルとなっているので大切にしていきたいという感想もありました。 
活動と各教科の学習内容を合わせることで，循環型社会や生態系の理解への一助

になると思います。さらにSDGsの「陸の豊かさを守ろう」の項目を学ぶ上でより

良い場所となっています。 

10周年の森の様子 

「10周年の森」講話 

土作り 

花植え 

ぼかし肥料作り 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２５９ 学校名 仙台市立田子中学校 校長名 三塚 靖 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

  「SDGsについて自分たちができることは何か考えよう」 

 

２ 取組の紹介 

    本校1学年では，来年度の野外活動の目的の1つとして，隣接県の歴史や産業について学ぶと

ともに，SDGs について自ら探求する力を身につけるということを掲げています。10 月から事前

学習として，SDGs とは何か考える場を設定しました。ベネッセ公式チャンネル動画「SDGs って

なんだろう？」を活用し，SDGsに関する基本的な知識を身につけることができました。また，17

の目標を1つ1つ確認し，17の目標がそれぞれ深く関係していることに気付きました。世界には

学校に行くことができない同年代の子供がいることや，貧困や飢餓で苦しんでいる人々がいると

いうことについても知ることができました。 

SDGsについて知っていく中で，世界の問題

に対して中学生の自分たちができることは何

かあるのか疑問にもつ生徒が増えていきまし

た。そこで1月に，公益財団法人みやぎ・環

境とくらし・ネットワーク様のご協力の下，

SDGs講座を開きました。はじめにお米を食べ

ない人が増えるとどのような影響があるの

か，中学生にもわかりやすい説明をしていた

だき，そこからSDGsにつなげてお話を展開し

ていただきました。積極的にSDGsの活動を行

っている国の紹介や今の自分たちにできる具

体的な活動の紹介があり，中学生の自分たち

にも SDGs について取り組むことができると

いう自信を付けることができました。 

 

 

３ 取組の成果（児童生徒の変容） 

    今まで日常生活でSDGsという言葉を聞くことがあったものの，その言葉の意味や具体的にど

ういったものなのか学ぶ場がありませんでした。しかし，事前学習で基本的な知識を身に付け

ることができ，よりSDGsに関心を持つことができました。今まで身近に感じていなかったSDGs

でしたが，意外と日常生活の中でできることがあふれているということを知ることができまし

た。講演の後，生徒から「自分ができることは小さなことかもしれませんが，みんなが力を合

わせれば大きな力になると思うので，自分のできることを一生懸命に頑張りたいです」といっ

たSDGsに対する前向きな感想がありました。 

また，本校では毎週金曜日に生徒会が中心となって「クリーン大作戦」という清掃ボランティ

アを行ったり，男女関係なく制服を選択できるようにしたりしています。学校近隣の清掃ではあ

りますが，講演後ボランティアに参加する生徒が増加しました。制服を選択可能にすることによ

り，「ジェンダー平等を実現しよう」という日本ではなかなか達成率をあげることができていな

いSDGsの目標にも取り組んでいます。これからもSDGs達成に向けて生徒たちができることは何か

考え行動しようという意識があがっています。 

 



令和３年度 杜の都のエコ・スクール活動報告 

学校番号 ２６０ 学校名 仙台市立住吉台中学校 校長名 真壁 直人 

 

１ 取組のタイトル，テーマ 

ボランティア活動を通した「エコ・スクール活動」 

 

２ 取組の紹介 

 

① 書き損じはがきの回収 

   生活向上委員会が中心となって,書き損じはがきの回収を行いま

した。回収期間中，委員会の生徒が昇降口に立ち，回収の呼び掛

けを行いました。また，昼の放送を利用して，委員長から回収し

た書き損じはがきの使い道や回収の意義などについて説明を行い

ました。全校生徒が１６０人ほどの小さい学校ではありますが，

７０枚近くの書き損じはがきを回収することができました。 

 

② 落ち葉掃きボランティア 

   毎朝，生徒会執行部を中心に各専門委員会が日替わりであいさ

つ運動を行っています。１０月～１１月には，あいさつ運動を行

いながら，校地内や学校周辺歩道などの落ち葉掃きを行いまし

た。朝早くからたくさんの生徒が集まり，小学生や地域住民とあ

いさつを交わしながら，地域の清掃活動を行うことができまし

た。 

 

③ 教科でのＳＤＧｓの学習 

   ３学年の授業では様々な教科で環境問題や循環型社会のあり方

について学習し，今の自分たちにできることや，将来どんなこと

をすればよいかなど考えることができました。 

また，全校での取り組みとして，道徳の時間を利用してＳＤＧｓ

とは何か考える活動を行いました。リモートで行った授業であった

ため，生徒は周囲の目を気にせず自由に発言ができ，積極的に意見

交換を行いました。自分たちの知らないところで多くの問題が起こ

っていることや，その問題に対して自分たちにでもできることがあ

ると気付けたようです。 

 

 

３ 取組の成果 

 例年多くの場面で行われていたボランティア活動ですが，今年

度は新型コロナウイルスの影響でほとんど実施することができま

せんでした。しかし，今年度の活動を通じて，日々の生活の中で

物を大切にしようとする生徒が増えてきました。今後も生徒の主

体性を大切にしながら，校舎内だけでなく，地域と関わりながら

環境を守るための活動を行っていきたいと思います。 

 


