平成27年度 「北海道心の教育推進キャンペーン」強調月間取組一覧

№ 管内

区分

主催団体等名

協賛の取組概要

1 その他 団体等

明るい家庭づくり道民運動推進事業の一環である「道民家庭の日」絵画コン
公益財団法人北海道青少年育成協会 クールの入賞作品を道庁ロビーで展示した。

2 その他 団体等

北海道図書館振興協議会

3 その他 団体等

空知管内地域子ども会初級リーダー養成研修会Ⅱ、ネイパル砂川高等学校
一般財団法人 北海道子どもの国協会 生徒会フォーラムの当日配布プログラムにロゴマークを掲載した。

4 その他 団体等

株式会社スポートピア

5 その他 団体等

ネイパル森高等学校生徒会フォーラムの事業参加者用しおりの裏表紙にロゴ
特定非営利活動法人 森の仲間たち マークを掲載した。

6 その他

幼稚園・私立学校

学校法人前田学園 認定こども園
夢の国幼稚園・保育園

7 その他

幼稚園・私立学校

札幌大谷中学校

8 その他

北海道教育委員会

北海道教育庁総務政策局
教育政策課

9 その他

北海道教育委員会

北海道教育庁学校教育局参事
（生徒指導・学校安全）

10 その他

北海道教育委員会

北海道立教育研究所

11 その他

北海道教育委員会

北海道立特別支援教育センター

12 その他

北海道教育委員会

北海道教育庁生涯学習推進局
生涯学習課

団体の封筒にロゴマークを掲載し、強調期間中の発送物に使用して普及につ
とめた。

ネイパル深川高等学校生徒会フォーラムの事業中、館内にロゴマークを掲載
した。

キャンペーン強化月間中、園の玄関にポスターを掲示し、「北海道心の教育推
進」を周知した。
学校だよりにロゴマークを掲載した。
啓発のため執務室内においてポスターを掲示した。
スクールソーシャルワーカー活用事業「地域別研修会」の当日要項にロゴマー
クを掲載した。
「総合的な学習の時間」研修講座における開催要項にロゴマークを掲載した。
「特別支援教育自立活動研修講座」の当日要項にロゴマークを掲載した。
子どもたちの豊かな人間性の育成、また、地域住民の人権意識の向上を図る
ことを目的として「心の教育推進フォーラム兼人権教育指導者研修会」を開催
し、当日要項、啓発物品等にロゴマークを掲載した。
また、FAX送信票にロゴマークを掲載している（通年）。

13 空知 団体等

南幌町ＰＴＡ連合会

南幌町ＰＴＡ連合会が主管として実施した南空知ＰＴＡ母親研修会において当
日配布した要項にロゴマ-クを掲載し、啓発した。

14 空知 道立学校

北海道岩見沢西高等学校

ピア活動団体「札幌たまりんぱ」による「デートＤＶ防止講座」を開催し、案内文
書にロゴマークを掲載した。

15 空知 道立学校

北海道岩見沢農業高等学校

学校HPのトップページに「北海道心の教育推進キャンペーン」のロゴマークと
キャンペーン趣旨を掲示した。

16 空知 道立学校

北海道美唄聖華高等学校

17 空知 道立学校

北海道芦別高等学校

学校FAX送信票にロゴマークを掲載した。
教職員の朝の打合せ表に、ロゴマークを掲載し、11月が強調月間であること
を周知した。また、FAX送信票にもロゴマークを掲載した。
冬の交通安全運動週間「旗の波運動」に生徒会執行部を中心とする生徒及び
教職員が参加し、国道12号線を通行する運転者に安全運転を呼びかけ、自
他の生命を尊重する意識を高めた。
また、「スーパーサイエンスハイスクール課題研究発表会」参加申込書にロゴ
マークを掲載した。

18 空知 道立学校

北海道滝川高等学校

19 空知 道立学校

北海道滝川工業高等学校

朝の打ち合せに北海道心の教育キャンペーン強化月間の趣旨を説明し、ロゴ
マークを掲載した朝の打ち合せ記録表を配布した。

20 空知 道立学校

北海道深川東高等学校

学校FAX送信票及び「平成27年度空知管内高等学校国語教育研究会」当日
配布文書にロゴマークを掲載した。

21 空知 道立学校

北海道深川西高等学校

22 空知 道立学校

北海道南幌高等学校

23 空知 道立学校

北海道奈井江商業高等学校

24 空知 道立学校

北海道長沼高等学校

25 空知 道立学校

北海道栗山高等学校

26 空知 道立学校

北海道新十津川農業高等学校

学校HPのトップページ及び打ち合わせ記録表にロゴマークを掲載した。
ロゴマークを学校FAX送信票に掲載した。
奈井江町民対象のＩＴ講習会（奈井江町公民館連携事業）当日配付資料にロ
ゴマークを掲載した。
FAX送信票、学校HPにロゴマークを掲載した。
職員向け配布文書にロゴマークを掲載した。
校内打ち合わせ票にロゴマークを掲載した。
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27 空知 道立学校

北海道夕張高等養護学校

28 空知 道立学校

北海道美唄養護学校

29 空知 道立学校

北海道岩見沢高等養護学校

30 空知 道立学校

北海道雨竜高等養護学校

31 空知

栗山町教育委員会

市町村教育委員会

32 空知

市町村教育委員会

岩見沢市教育委員会

33 空知

市町村教育委員会

滝川市教育委員会

34 空知 市町村立学校 岩見沢市立東光中学校

35 空知 市町村立学校 岩見沢市立日の出小学校

36 空知 市町村立学校 美唄市立峰延中学校

37 空知 市町村立学校 美唄市立美唄中学校

38 空知 市町村立学校 滝川市立滝川第一小学校
39 空知 市町村立学校 滝川市立滝川第二小学校
40 空知 市町村立学校 滝川市立滝川第三小学校
41 空知 市町村立学校 滝川市立西小学校
42 空知 市町村立学校 滝川市立江部乙小学校
43 空知 市町村立学校 滝川市立東小学校

44 空知 市町村立学校 滝川市立江陵中学校

45 空知 市町村立学校 滝川市立明苑中学校

46 空知 市町村立学校 滝川市立開西中学校

47 空知 市町村立学校 滝川市立江部乙中学校

48 空知 市町村立学校 北海道滝川西高等学校

協賛の取組概要
学校祭の当日配付資料にロゴマークを掲載した。
冬季研修会「バルシューレ」実践研修案内文書にロゴマークを掲載した。
FAX送信票にロゴマークを掲載し、福祉事業所等への啓発を図った。
生徒会による「あいさつ運動」を実施し、また、「学校評議員会」当日配付資料
にロゴマークを掲載した。
公共施設に強調月間のチラシを掲示した。
いじめ根絶などを目的に児童生徒主体で異校種・異世代交流を行う岩見沢市
仲間づくり「子ども会議」を開催し、会場掲示、当日配付資料にロゴマークを掲
載した。
いじめ根絶・仲間づくりをテーマとする各小中学校の取組の交流を目的とする
「たきかわ子ども会議2015」を開催し、会場掲示、報告書等にロゴマークを掲
載した。
10月学校だよりに、11月が「心の教育推進月間」であることを巻頭言の中で紹
介し、ロゴマークを掲載した。
児童主体のあいさつ運動を毎朝玄関前で展開し、ロゴマークをFAX送信票と
来校者用玄関標示に活用する。
道徳の授業を全担任が校内及び保護者に公開し、生徒会執行部が第2・第4
金曜日に朝玄関に立ちあいさつを呼びかける。
3年生全員に国語科で人権作文の構想指導を行い、夏休みの課題とした全員
分の作文を岩見沢法務局へ提出し、10月に岩見沢法務局で表彰を受けた。
11月に最優秀賞生徒3名の作文を廊下掲示板で紹介し、人権尊重の精神を
1・2年生にも普及させた。（複数年継続事業）
学校だよりにロゴマークを掲載し啓発を行った。
「心の教育推進キャンペーン」について学校だよりで保護者・地域に説明・周
知を行った。
校内あいさつ運動を実施し、学校だよりにマークを掲載し啓発を行った。
日常お世話になっている地域の方々へ感謝の気持ちを伝える集会を開催し、
また、参観日の案内等にロゴマークを掲載した。
学校だよりにロゴマークを掲載し、啓発を行った。
「朝のあいさつ運動」及び「赤い羽根共同募金協力」を行った。また、学校FAX
送信票にロゴマークを掲載した。
学校だより（11月号）において、「心の教育」に関する巻頭言を掲載するととも
に、「たきかわ子ども会議2015」の取組を紹介した記事と一緒に、ロゴマークを
掲載して意識啓発を図った。
学校だより（11月号）、全国学力・学習状況調査の結果分析の家庭公表、いじ
め撲滅集会・インターネットの安心安全な使い方講座の案内にロゴマークを掲
載した。
「たきかわ子ども会議2015」が開催に合わせ、心の教育の一層の充実を図っ
ている本校の姿勢を見える化する取組を行った。11月のFAX送信票にロゴ
マークを掲載するとともに、第2回学校関係者評価委員会議の議案にも掲載
し、今年度指定を受けた「北海道道徳教育推進校事業」の紹介とあわせ、心
の教育に関わる意識啓発を進めた。
「たきかわ子ども会議2015」に参加し、本校の取組について、生徒会、児童会
の代表が活動について交流した。
また、滝川市の全校が集まり、会議で話し合われたことを生徒会を中心に校
内で実践している。
滝川市教育委員の学校訪問時に配布する資料にロゴマークを掲載した。

49 石狩 団体等

石狩管内小中学校教頭会

石狩管内小中学校教頭会の開催要項等配付資料の一部にロゴマークを活用
した。

50 石狩 団体等

恵庭市青少年育成市民の会
恵庭市教育委員会

青少年と市民と青少年育成関係者が一堂に会し、地域における青少年活動
の一層の推進を呼びかける「恵庭市青少年育成市民の会創立30周年のつど
い」のチラシ等にロゴマークを掲載した。
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51 石狩 団体等

江別市立北光小学校PTA

PTAが主催し、「北光小学校の未来を考える会」が企画・運営する「江北ふれ
あい音楽祭」の案内文書、当日掲示にロゴマークを掲載した。

52 石狩

北海道教育庁石狩教育局

封筒、FAX送信票、会議の開催要項表紙及び学校HPにロゴマークを掲載し
た。

北海道教育委員会

53 石狩 道立学校

北海道札幌東高等学校
（全日制課程）

54 石狩 道立学校

北海道札幌東高等学校
（定時制課程）

55 石狩 道立学校

北海道札幌西高等学校
（全日制課程）

56 石狩 道立学校

北海道札幌西高等学校
（定時制課程）

57 石狩 道立学校

北海道札幌南高等学校

58 石狩 道立学校

北海道札幌北高等学校
（全日制課程）

59 石狩 道立学校

北海道札幌北高等学校
（定時制課程）

60 石狩 道立学校

北海道札幌月寒高等学校

61 石狩 道立学校

北海道札幌啓成高等学校

62 石狩 道立学校

北海道札幌北陵高等学校

63 石狩 道立学校

北海道札幌手稲高等学校

64 石狩 道立学校

北海道札幌丘珠高等学校

65 石狩 道立学校

北海道札幌白石高等学校

66 石狩 道立学校

北海道札幌西陵高等学校

学校保健委員会及び学校評議員会議における開催要項へロゴマークを掲載
した。
生徒が薬物乱用の現状や心身への弊害等を身近な問題と捉え、薬物の誘惑
に対する対処法を身につけ、命を大切にする心の教育を目的する「薬物乱用
防止教室」を開催した。
学校HP、封筒、職員打ち合わせ票にロゴマークを掲載し、広く 普及啓発に取
り組んだ。
同窓会による資料展を実施し、生徒の愛校心を高め、他人を思いやる心や豊
かな心、感動する心などを育成した。
校内研修要項及び職員打合せ連絡票にロゴマークを掲載し、教職員に配布し
た。
学校職員打ち合わせ日報へロゴマークを掲載することにより、キャンペーン並
びに強調月間の趣旨を周知した。
スクールカウンセラー来校日の連絡表にロゴマークを掲載した。
自然災害などに対する対応・対処方法を知ることで災害時の自身の手引きと
し、命の大切さを理解するために実施する「防災学習」の案内文書等へロゴ
マークを掲載した。
職員打ち合わせ連絡票にロゴマークを掲載した。
FAX送信票及び日報（校内連絡用）にロゴマークを掲載した。
人権週間を設定し、学校教育活動全体を通して、人権尊重の意識を高め、一
人一人を大切にする教育の推進を図る。
また、生徒会生活委員会で、いじめ撲滅のスローガンを設定し、各クラスに周
知するとともに、チラシを掲示した。
毎朝の生徒登校時、教員が輪番で校地内において自転車の乗り方や遅刻防
止を促す指導を行うとともに、「明るく元気でけじめのある北陵生」をスローガ
ンとして教員から積極的に声をかけるなどのあいさつ指導を行った。
また、PTA会議等の配付資料にロゴマークを掲載した。
2年次の「学び体験ゼミ」オリエンテーション及び進路説明会の要項等にロゴ
マークを掲載した。
札幌市保健センターの協力を得て、人権擁護委員を講師に迎え、3年生を対
象に「デートＤＶ」と題した講演会を実施し、また、職員連絡票にロゴマークを掲
載した。
FAX送信票にロゴマークを掲載した。
校内打合せ連絡票とFAX通信票にロゴマークを掲載、また、学校通信にロゴ
マークを掲載し、地域に配布した。
いじめ確認週間、いじめ確認の日を設定、いじめアンケートを実施し、いじめ
の未然防止に努め、実態把握や早期発見・早期解消に取り組む。また、打ち
合わせ連絡票にロゴマークを掲載した。

67 石狩 道立学校

北海道札幌東陵高等学校

68 石狩 道立学校

北海道札幌南陵高等学校

自らの望ましい生き方を考える「進路プラス」の開催案内等にロゴマークを掲
載した。

69 石狩 道立学校

北海道札幌東豊高等学校

若年層におけるＤＶについての理解や知識を深める講演会「デートDVに関す
る講演会」を実施し、また、FAX送信票や学校HPにロゴマークを掲載した。

70 石狩 道立学校

北海道札幌厚別高等学校

71 石狩 道立学校

北海道札幌真栄高等学校

音楽の授業において、生徒と札幌養護学校高等部の生徒が合同授業を行
い、本校生徒が習いたてのバイオリンの演奏方法を、学び合い形式で札幌養
護学校の生徒に教えた。また、FAX送信票にロゴマークを掲載した。
職員連絡票にロゴマークを掲載した。
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生徒指導だよりにて、ロゴマーク及び啓発内容を掲載した。

72 石狩 道立学校

北海道札幌あすかぜ高等学校

73 石狩 道立学校

北海道札幌稲雲高等学校

近隣する老人福祉施設を訪ね、入所している高齢者との交流を通じてボラン
ティアの心を培う一助とする。

74 石狩 道立学校

北海道札幌英藍高等学校

学校内での朝の職員打ち合わせで使用する連絡票にロゴマークを掲載して啓
発を行った。

75 石狩 道立学校

北海道札幌平岡高等学校

スクールカウンセラーによる思春期ヘルスケア講演を実施し、実施要領にロゴ
マークを掲載した。

76 石狩 道立学校

北海道札幌国際情報高等学校

学校HP、FAX送信票にロゴマークを掲載した。

77 石狩 道立学校

北海道札幌白陵高等学校

78 石狩 道立学校

北海道札幌東商業高等学校

79 石狩 道立学校

北海道札幌工業高等学校
（全日制課程）

80 石狩 道立学校

北海道札幌琴似工業高等学校
（全日制課程）

81 石狩 道立学校

北海道札幌琴似工業高等学校
（定時制課程）

82 石狩 道立学校

北海道江別高等学校
（全日制課程）

83 石狩 道立学校

北海道江別高等学校
（定時制課程）

84 石狩 道立学校

北海道野幌高等学校

85 石狩 道立学校

北海道千歳高等学校

86 石狩 道立学校

北海道千歳北陽高等学校

87 石狩 道立学校

北海道当別高等学校

88 石狩 道立学校

北海道恵庭南高等学校

89 石狩 道立学校

北海道恵庭北高等学校

90 石狩 道立学校

北海道北広島高等学校

アンサンブルグループによる演奏会を開催し、クラシック音楽を鑑賞する態度
を養うことで、豊かな人間性を育んだ。また、PTA通信にロゴマーク・強調月間
について掲載した。
「情報モラル推進キャンペーン」を設定し、ネット犯罪の実態やネチケットの大
切さについて生徒に喚起した。また、情報のもつ危険性や必要性について身
近な様々なケースを想定し、指導した。また、職員連絡票にロゴマークを掲載
した。
日報にロゴマークを掲載し、毎日啓発活動を行った。
FAX送信票にロゴマークを掲載し、「豊かな心を育む」大切さを学校外に示す
とともに、教職員が当FAX送信票を積極的に使用するよう努めた。
定例使用するFAX送信票、打ち合わせ様式及び学校HPにロゴマークを掲載
し、心の教育推進に対する広報を行った。
公開授業の案内文書にロゴマークを掲載した。
学校教育指導二次訪問、第2回学校評議員会、江別市中高副校長・教頭連絡
会研修会の当日配付資料等にロゴマークを掲載した。
平成27年度江別市内高等学校PTA研修会の当日配付資料、打ち合わせ連絡
票及び学校HPにロゴマークを掲載した。
情報モラル推進及び薬物乱用防止キャンペーンを設定し、ネット犯罪の実態
やネチケットの大切さについて生徒に喚起した。また、FAX送信票、日報等に
ロゴマークを掲載した。
学校HP及び打ち合わせ連絡票にロゴマークを掲載した。
教職員に配布する朝の打合せ連絡表にロゴマークを掲載し、キャンペーン強
調月間の普及や啓発を図った。
授業公開の案内文書、FAX送信票及び日報にロゴマークを掲載した。
学年集会で友人の気持ち、立場等を思いやり、理解し、共感することの大切さ
を指導した。
「心の健康教室」を開催し、案内文書等にロゴマークを掲載した。
生徒が次世代を担う若者として地域住民（西の里地区）、学校評議員、ＰＴＡ役
員、保護者の方々と意見を交換した「西の里次世代育成交流会」の当日配付
資料にロゴマークを掲載した。

91 石狩 道立学校

北海道北広島西高等学校

92 石狩 道立学校

北海道石狩翔陽高等学校

93 石狩 道立学校

北海道石狩南高等学校

94 石狩 道立学校

北海道有朋高等学校

多くの生徒が教育相談等で利用する保健室入り口にポスターを掲示したほ
か、学校HP及びFAX送信票にロゴマークを使用した。

95 石狩 道立学校

北海道札幌視覚支援学校

北海道視覚障がい教育専門性向上研修会の当日配付資料にロゴマークを掲
載した。

96 石狩 道立学校

北海道札幌聾学校

年間を通して、FAX送信票にロゴマークを掲載するとともに、学校視察の実施
要領に掲載した。

97 石狩 道立学校

北海道札幌養護学校

FAX送信票にロゴマークを掲載した。
学校HPにロゴマークを掲載し、広くキャンペーンを啓発した。

FAX送信票にロゴマークを掲載した。

平成27年度 「北海道心の教育推進キャンペーン」強調月間取組一覧

№ 管内

区分

主催団体等名

98 石狩 道立学校

北海道札幌養護学校
もなみ学園分校

99 石狩 道立学校

北海道札幌養護学校
共栄分校

協賛の取組概要
FAX送信票、学習発表会当日配付資料にロゴマークを掲載し、ロゴマークや
リーフレットを玄関等に掲示した。
FAX送信票にロゴマークを掲載した。
本校高等部の文化祭である「高等部祭」にて、事前案内文やプログラム等に
ロゴマークを掲載し、啓発の取り組みを実施した。あわせて、本校HPにも掲載
した。

100 石狩 道立学校

北海道真駒内養護学校

101 石狩 道立学校

北海道手稲養護学校

102 石狩 道立学校

北海道白樺高等養護学校

103 石狩 道立学校

北海道星置養護学校

104 石狩 道立学校

北海道新篠津高等養護学校

105 石狩 道立学校

北海道札幌高等養護学校

106 石狩 道立学校

北海道拓北養護学校

107 石狩 道立学校

北海道札幌稲穂高等支援学校

諸行事（授業公開、ポスターセッション、研究協議、講演会）案内文書にロゴ
マークを掲載した。

108 石狩 道立学校

北海道千歳高等支援学校

生徒会が呼びかけ、登校時の生徒に向けてあいさつをする「朝のあいさつ運
動」を継続的に実施した。

109 石狩 道立学校

北海道星置養護学校
ほしみ高等学園

HPにロゴマークを掲載した。
「北海道白樺高等養護学校開校50周年記念公開研究会」第2次案内におい
て、ロゴマークを掲載し、学校HPにも掲載した。
FAX送信票及び後援会だよりにロゴマークを掲載した。
FAX送信票、学校HP及び不祥事防止標語にロゴマークを掲載した。
FAX送信票にロゴマークを掲載し、キャンペーン推進の広報活動を行った。
学習発表会のプログラム、学校HPにロゴマークを掲載した。

封筒及びHPにロゴマークを掲載した。

110 石狩 市町村立学校 江別市立大麻西小学校

保護者・地域の方を招いての音楽集会「地域の人に歌声を」の案内文書にロ
ゴマークを掲載した。

111 石狩 市町村立学校 江別市立江別第三中学校

公開研究会(北海道道徳教育推進校事業)の案内文書、事業報告書にロゴ
マークを掲載した

112 石狩 市町村立学校 江別市立大麻中学校
113 石狩 市町村立学校 千歳市立青葉中学校
114 石狩 市町村立学校 恵庭市立和光小学校

学校だよりにロゴマークを掲載した。
学校だよりにロゴマークを掲載した。（地域への配付、ＨＰへの掲載）
学校だよりにロゴマークを掲載し、保護者・地域住民へ周知した。

115 後志 道立学校

北海道小樽潮陵高等学校

「元気アップ講話」「保健講話」を実施し、また、学校HPにシンボルマークを掲
載して啓発を行った。

116 後志 道立学校

北海道小樽桜陽高等学校

FAX送信票、学校からの各種配布物にロゴマークを掲載し、心の教育推進の
普及・啓発を図った。

117 後志 道立学校

北海道小樽商業高等学校

118 後志 道立学校

北海道小樽工業高等学校

119 後志 道立学校

北海道余市紅志高等学校

FAX送信票にロゴマークを掲載、また、学校HPにロゴマークを掲載し、道教委
の「北海道心の教育推進会議（生涯学習課）」へのリンクを貼っている。

120 後志 道立学校

北海道岩内高等学校

秋季中高連携協議会を実施し、岩内高、共和高、岩内第一中、岩内第二中、
泊中、共和中の管理職、教員１4名が参加した。

121 後志 道立学校

北海道倶知安高等学校

122 後志 道立学校

北海道寿都高等学校

123 後志 道立学校

北海道蘭越高等学校

124 後志 道立学校

北海道共和高等学校

125 後志 道立学校

北海道高等聾学校

FAX送信票等学校からの情報発信物にロゴマークを日常的に掲載している。
FAX送信票にロゴマークを掲載した。

職員打合せ票等にロゴマークを掲載し、意識啓発を行った。
職員連絡票及び学校HPにロゴマークを掲載した。
FAX送信票にシンボルマークを掲載した。
「どさんこ☆子ども全道サミット」、「どさんこ☆子ども地区会議」に参加した生
徒会長・体育委員長により、サミット参加報告と本校からいじめを撲滅するた
めのメッセージを発信した。
また、学校HP及び職員打合せ票、海外ボランティア研修町長報告会等配付資
料にロゴマークを掲載し、教職員・保護者・地域住民に普及・啓発を行った。
FAX送信票にロゴマークを掲載した。

平成27年度 「北海道心の教育推進キャンペーン」強調月間取組一覧

№ 管内

区分

主催団体等名

協賛の取組概要

126 後志 道立学校

北海道余市養護学校

FAX通信票にロゴマークを掲載し、広く地域に心の教育推進について知っても
らう。

127 後志

市町村教育委員会

仁木町教育委員会

仁木町教育委員会ニュース（第32号）にロゴマーク及びキャンペーンの趣旨を
掲載した。

128 後志

市町村教育委員会

岩内町教育委員会

「玉入れ大会」を開催し、町内児童の親睦と交流を図り、また、開催要項にロ
ゴマークを掲載した。

129 後志 市町村立学校 真狩村立真狩小学校
130 後志 市町村立学校 小樽市立望洋台中学校
131 胆振 道立学校

北海道室蘭栄高等学校

132 胆振 道立学校

北海道室蘭清水丘高等学校

133 胆振 道立学校

北海道室蘭東翔高等学校

134 胆振 道立学校

北海道伊達高等学校

135 胆振 道立学校

北海道伊達緑丘高等学校

136 胆振 道立学校

北海道登別青嶺高等学校

137 胆振 道立学校

北海道苫小牧東高等学校

138 胆振 道立学校

北海道苫小牧西高等学校

139 胆振 道立学校

北海道虻田高等学校

140 胆振 道立学校

北海道追分高等学校

141 胆振 道立学校

北海道厚真高等学校

142 胆振 道立学校

北海道鵡川高等学校

143 胆振 道立学校

北海道室蘭養護学校

144 胆振 市町村立学校 伊達市立伊達小学校

145 胆振 市町村立学校 伊達市立伊達西小学校
146 胆振 市町村立学校 登別市立青葉小学校
147 胆振 市町村立学校 豊浦町立大岸小学校

148 胆振 市町村立学校 豊浦町立礼文華小学校

149 胆振 市町村立学校 北海道壮瞥高等学校

全校給食交流会の案内文書にロゴマークを掲載した。
学校支援ボランティアによる「言葉の大切さ」、「プラスのパワーとマイナスの
パワー」など日常使っている言葉の重みと相手に対する思いやりについての
道徳授業を行った。
職員へ「心の教育」の推進について周知を行うほか、日常業務様式にロゴ
マークを掲載して啓発を行った。
FAX送信票にロゴマークを掲載した。
朝のあいさつ運動を実施し、また、FAX送信票、学校HP、学校封筒にロゴマー
クを掲載した。
伊達地区学校ネットワーク会議の当日配付資料にロゴマークを掲載した。
職員の打合せ用紙にロゴマークを掲載した。
ロゴマークを学校だよりに掲載し、キャンペーンを保護者へ周知した。
保護者懇談会（1・2年生対象）の案内文にロゴマークを掲載し、啓発を行った。
「いじめ問題への対応調査」の機会に各HRでいじめの問題点について生徒に
考えさせると共に防止のために心に訴える指導の時間を設けた。
また、FAX送信票にロゴマークを掲載した。
教職員による登校指導において、お互いにあいさつを心がけて行っている。
「いじめ・ネットトラブル根絶メッセージコンクール」に全校生徒が参加し、校内
優秀者の作品を掲示した。
学年通信へロゴマークを掲載した。
学校HP及び「学校いじめ基本方針」にロゴマークを掲載した。
中高一貫教育合同講話において、生徒の豊かな人間性を育み、自己の進路
を考える意識を豊かに形成することを目的として、講師を招き講演会を行っ
た。
また、学校HPにロゴマークを掲載した。
学校HP及び学芸発表会プログラムにロゴマークを掲載した。
児童一人一人が学校生活や家庭生活を振り返り、希望・願い・感動・感謝・思
いやりの心を育てられるよう、「豊かな心を育てる標語」づくりを実施する。
また、道徳通信「こころ」（道徳教育推進教師が作成し、学校の道徳教育や家
庭への啓発を目的に発行）にロゴマーク、強調月間の趣旨を掲載した。
学校だよりにロゴマークを掲載した。
学校だよりで「北海道心の教育推進キャンペーン」及び学校での取組を紹介
し、家庭との連携を呼びかけた。
学校だよりへロゴマークを掲載した。
教育委員の学校訪問の際、配付する資料にロゴマークを掲載した。
児童会活動を通して、身近なボランティア活動に取り組むことで、地域や人と
のつながりについて考えさせた。
空き缶のプルタブ、ペットボトルキャップを回収し、町社会福祉協議会に贈呈し
た。
壮瞥町「親力」つむぎ事業の「親子でスイーツづくり」において生徒がボラン
ティア講師として参加した。
また、「壮瞥高校教育の意見を聞く会」では、当日要項にロゴマークを掲載し
た。

平成27年度 「北海道心の教育推進キャンペーン」強調月間取組一覧

№ 管内

区分

主催団体等名

150 胆振 市町村立学校 厚真町立厚真中央小学校

151 胆振 市町村立学校 厚真町立上厚真小学校

152 胆振 市町村立学校 厚真町立厚真中学校
153 胆振 市町村立学校 厚真町立厚南中学校

協賛の取組概要
次の事業を実施した。
・厚真町教育研究会小中文化祭にて「いじめをなくす取組交流会」
・ＰＴＡ親子DEまがたま作り
・道徳の授業研究会（3、4年生の授業公開と研究協議）
・異学年交流（小1～小6の縦割りによる交流）
・子どもの心に響く道徳教育推進事業（5、6年生対象に外部講師による特別
授業）
次の事業を実施した。
・給食時、校内放送で「いじめ防止に関わるクイズ」を流し、様々な事例を紹介
し、それがいじめにあたるのか、その理由を考えさせる。
・「ふれあい給食」「遊び週間」等、仲良し班(1～6年生)を中心に異学年交流を
行っている。
・地域のボランティア・保護者・全教職員で朝の15分、読み聞かせを行ってい
る。
・今年度から教育研究会の事業の一つとして位置づけ、小学校文化祭の最後
に、町内2校のいじめ防止取組を児童会が発表している。
ネットトラブルの啓発資料へロゴマークを掲載した。
生徒のアンケートをもとに、担任と生徒が話し合った。

154 胆振 市町村立学校 むかわ町立仁和小学校

地域のお年寄りを学校に招き、学校菜園で取れたさつまいもを焼き芋にして、
おもてなしし、地域のお年寄りからは、昔の遊びを教えてもらった。

155 胆振 市町村立学校 むかわ町立宮戸小学校

人権擁護委員や法務局職員を講師に招き、ビデオ視聴を通して「いじめ」につ
いて考え、思いやりの心を育む取組を行った。

156 胆振 市町村立学校 むかわ町立富内小学校

言葉遣い・あいさつを主題とした全校道徳授業を実施し、また、人権擁護委員
を招いて人権教室を開催した。

157 胆振 市町村立学校 むかわ町立穂別小学校
158 胆振 市町村立学校 むかわ町立鵡川中学校
159 日高 道立学校

北海道平取高等学校

160 日高 道立学校

北海道富川高等学校

161 日高 道立学校

北海道静内高等学校

162 日高 道立学校

北海道静内農業高等学校

163 日高 道立学校

北海道浦河高等学校

164 日高 道立学校

北海道平取養護学校
静内ペテカリの園分校

165 日高 市町村立学校 浦河町立浦河東部小学校
166 日高 市町村立学校 様似町立様似小学校
167 渡島 道立学校

北海道函館中部高等学校
（全日制課程）

168 渡島 道立学校

北海道函館中部高等学校
（定時制課程）

169 渡島 道立学校

170 渡島 道立学校

北海道函館西高等学校

北海道函館工業高等学校
（定時制課程）

教育研究会指定公開研究会の案内文書にロゴマークを掲載した。
むかわ町PTA連合会研究大会の講演会要項にロゴマークを掲載した。
学校HPにロゴマークを掲載した。
学校HP、日報、北海道高等学校教頭・副校長会日胆支部日高ブロック秋季研
究協議会要項にロゴマークを掲載した。
FAX送信票にロゴマークを掲載し、キャンペーンの普及、啓発を図った。
学校HPにロゴマークを掲載した。
学校HPにロゴマークを掲載した。
校内リーダー会（児童生徒会活動）によるあいさつ運動を実施した。
上記期間の給食時に校内放送で全校児童生徒に朝、帰りに元気にあいさつ
するように呼びかけた。
キャンペーン啓発チラシを保護者に配布した。
学校HPにロゴマークを掲載するほか、掲示にも活用した。
FAX送信票、公開研究会で使用した封筒にロゴマークを掲載するほか、ウエ
ルカムボード、校内の掲示板にロゴマークを掲載した。
ロゴマークを日報に掲載し積極的に活用した。
豊かな人間性をはぐくむため、登校時間に合わせて教職員が生徒玄関に立
ち、あいさつ運動を行う。
函館市西部地区の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学及び地
域住民の芸術活動の交流の場である「函館西部地区総合芸術祭」に参加し、
豊かな心の育成及び地域振興に資する。
また、当事業のチラシとFAX送信票にロゴマークを掲載した。
全教職員が交替で生徒玄関に立ち、登校時の生徒へあいさつおよび声かけ
を行う。（通年実施）
また、各種情報だよりおよびFAX用紙にロゴマークを掲載し、校外にも取組に
ついて情報を発信する。

平成27年度 「北海道心の教育推進キャンペーン」強調月間取組一覧

№ 管内

区分

主催団体等名

171 渡島 道立学校

北海道松前高等学校

172 渡島 道立学校

北海道福島商業高等学校

173 渡島 道立学校

北海道南茅部高等学校

174 渡島 道立学校

北海道森高等学校

175 渡島 道立学校

北海道八雲高等学校

176 渡島 道立学校

北海道長万部高等学校

177 渡島 道立学校

北海道上磯高等学校

178 渡島 道立学校

北海道函館稜北高等学校

179 渡島 道立学校

北海道七飯高等学校

180 渡島 道立学校

北海道熊石高等学校

181 渡島 道立学校

北海道函館聾学校

182 渡島 道立学校

北海道函館養護学校

183 渡島 道立学校

北海道七飯養護学校

184 渡島 市町村立学校 函館市立磨光小学校

185 渡島 市町村立学校 函館市立港中学校

186 渡島 市町村立学校 市立函館高等学校

187 渡島 市町村立学校 木古内町立木古内小学校

協賛の取組概要
学校通信にロゴマークを掲載した。
学校HP、校内掲示及び学校封筒にロゴマークを掲載した。
学校だより、公開事業開催要項にロゴマークを掲載した。
学校HPにロゴマークを掲載し、活用した。
職員打合せ連絡票や学校行事要綱及びプログラム等へのロゴマークを掲載
することで、職員へ「心の教育の推進を図る重要性」の周知及び実践意識の
高揚を図った。
人間関係形成能力の育成を図るためのピアサポート、社会におけるマナー向
上を図るためのマナー学習、南極料理人西村淳氏を招いての生き方に関する
講演会を実施した。
また、FAX送信票、職員打ち合わせ票、学校HPにロゴマークを掲載した。
学校HPにロゴマークを掲載した。
性教育講演会を実施し、掲示にロゴマークを掲載するほか、FAX送信票にもロ
ゴマークを掲載した。
学校HPにロゴマークを掲載した。
学校日誌、FAX送信票等通常業務に係る書類等にロゴマークを掲載した。
FAX送信票にロゴマークを掲載した。
校内掲示にロゴマークを掲載した。
FAX送信票にロゴマークを掲載し、積極的に活用した。
児童会生活委員会の活動の一環で、毎朝児童玄関前であいさつ運動を実施
する。
いじめの撲滅に向けて増やしていくこと、なくしていくことを学級討議で話し合
い、それを元に行動宣言やいじめ撲滅スローガンの採択を行った。また、個人
の行動宣言を用紙に記入、生徒玄関に掲示し、日常的な啓発を図った。
職員の朝の打合せに使用する連絡票にロゴマークを掲載し、北海道心の教育
推進キャンペーン強調月間について周知した。
図書館の図書を全学年対象に貸し出し、また、外部講師を招いた中学校の道
徳事業に6年生が参加した。
週行事予定や職員会議の配付資料にロゴマークを掲載した。

188 渡島 市町村立学校 木古内町立木古内中学校

また、木古内中「心の教育月間」の一行事として、全校道徳事業を実施した。
また、校内掲示、事業案内等にロゴマークを掲載した。

189 渡島 市町村立学校 森町立鷲ノ木小学校

非行防止教室（ネットトラブル防止）を開催した。
学校だよりにロゴマークを掲載した。

190 檜山

北海道教育委員会

191 檜山 道立学校

北海道教育庁檜山教育局

北海道江差高等学校

192 檜山 道立学校

北海道上ノ国高等学校

193 檜山 道立学校

北海道奥尻高等学校

194 檜山 道立学校

北海道檜山北高等学校

195 檜山 道立学校

北海道今金高等養護学校

196 檜山

乙部町教育委員会

市町村教育委員会

「どさんこ☆地区会議」を実施し、児童生徒がいじめや不登校の問題につい
て、自ら考え行動し、地域社会に対して積極的にいじめの根絶を訴えるなどの
行動を通して、児童生徒一人一人に、いじめは人間として絶対に許されないこ
と、社会性や規範意識をしっかり身につけさせる。
職員打ち合わせ連絡票、FAX送信票にロゴマークを掲載し、職員への周知・
啓発を行った。
生徒玄関で教職員が声かけを行って生徒自らあいさつができるよう指導し、ま
た、コミュニケーションのスキルアップを目指した集団カウンセリング授業を実
施した。
日報、学校評議員会資料表紙、学校HPにロゴマークを掲載した。
職員の朝の打ち合わせ票にロゴマークを掲載した。
FAX送信票、教育懇談会当日資料の裏表紙にロゴマークを掲載した。また、ロ
ゴマークを利用したポスターを掲示した。
学校だより、各種行事のプログラムにロゴマークを掲載した。
会議資料へのロゴマークを掲載した。

平成27年度 「北海道心の教育推進キャンペーン」強調月間取組一覧

№ 管内

区分

197 上川 団体等

主催団体等名

北海道高等学校体育連盟
名寄支部

198 上川 道立学校

北海道旭川東高等学校

199 上川 道立学校

北海道旭川東高等学校
（定時制課程）

協賛の取組概要
北海道高等学校体育連盟名寄支部の秋季理事総会・専門委員会における配
付資料にロゴマークを掲載することにより、心の教育推進に対する意識の高
揚を図る。
市内の高校3校が中心となり、中学校とも協力しながら、音楽を通して、技術
のみならず世代を超えた幅広い心の交流を行った。
また、防災訓練を通して日頃からの危機管理を学ぶとともに、災害時や災害
後に互いに助け合い、支え合い、地域に貢献することの大切さを理解した。
FAX送信票にロゴマークを掲載した。
中学生とその保護者、中学校教員を対象に、定時制の教育活動を理解しても
らう学校説明会の案内にロゴマークを掲載した。
助産師を講師に招き、命についての講話を行い、男女の体の仕組みや妊娠、
出産などについて学んだ。
FAX送信票にロゴマークを掲載した。

200 上川 道立学校

北海道旭川南高等学校

201 上川 道立学校

北海道旭川北高等学校

202 上川 道立学校

北海道旭川凌雲高等学校

203 上川 道立学校

北海道旭川東栄高等学校

204 上川 道立学校

北海道旭川商業高等学校

205 上川 道立学校

北海道名寄高等学校

206 上川 道立学校

北海道士別翔雲高等学校

207 上川 道立学校

北海道富良野高等学校

208 上川 道立学校

北海道富良野緑峰高等学校

209 上川 道立学校

北海道上富良野高等学校

学校だよりにロゴマークを掲載するとともに、強調月間について欄を設け、趣
旨、学校での対応について掲載した。

210 上川 道立学校

北海道東川高等学校

警察署による危険ドラッグの内容、薬物乱用を防ぐための啓発的講話を実施
し、実施要領にロゴマークを掲載した。

211 上川 道立学校

北海道鷹栖高等学校

212 上川 道立学校

北海道上川高等学校

213 上川 道立学校

北海道下川商業高等学校

214 上川 道立学校

北海道旭川盲学校

215 上川 道立学校

北海道鷹栖養護学校

216 上川 道立学校

北海道東川養護学校

217 上川 道立学校

北海道美深高等養護学校
あいべつ校

学校HPにロゴマークを掲載した。
学校HPにロゴマークを掲載した。
豊かな人間性の育成と社会参加への関心を高める目的で年に3回旭川養護
学校との交流事業を実施している。
また、FAX送信票にロゴマークを掲載して取組を広く周知した。
朝の職員打合せ用紙にロゴマークを掲載し、キャンペーン名を明記した。
1学年の音楽授業の一環として実施する校内合唱コンクールのプログラムに
ロゴマークを掲載し、キャンペーンの推進を周知した。
FAX送信票にロゴマークを掲載している（通年）。
ロゴマークを校内掲示するとともに、学校HPにロゴマークを掲載した。
第5回PTA懇談会の事業案内にロゴマークを掲載した。

学校HPにロゴマークを掲載した。
町民を対象とした中高一貫教育の報告会について、学校HPに掲載した。
学校HPにロゴマークを掲載した。

218 上川

219 上川

220 上川

市町村教育委員会

市町村教育委員会

市町村教育委員会

旭川市永山公民館

旭川市新旭川公民館

旭川市末広公民館

FAX送信票にロゴマークを掲載し、積極的に活用した。
学校要覧の後表紙にロゴマークを掲載した。
学校HP、学校だより、PTAだより、FAX送信票、封筒等へロゴマークを掲載し
た。
会議用レジュメ、FAX送信票にロゴマークを掲載した。また、キャンペーン啓発
チラシを掲示した。
6月から12月までの月1回土曜日の全7回、農業体験や牧場体験、豆腐作りな
どを通して、親子のふれあいを深め（新旭川公民館と合同で実施）、事業案内
等にロゴマークを掲載した。
新旭川地区民生委員児童委員協議会との共催により「子育てサロン」を年10
回開催している。
また、百寿大学生（高齢者）と小学1年生との発表交流や昔の遊びによる文化
伝承などを通して、児童との交流を深め、世代間交流を図る。
日常業務様式や事業案内にロゴマークを掲載した。
百寿大学生（高齢者）と小学5年生との発表交流やゲームなどを通して、世代
間交流を図った。

平成27年度 「北海道心の教育推進キャンペーン」強調月間取組一覧

№ 管内

区分

221 上川

市町村教育委員会

主催団体等名

旭川市神居公民館

222 上川 市町村立学校 幌加内町立幌加内小学校
223 上川 市町村立学校 幌加内町立幌加内中学校

224 上川 市町村立学校 旭川市立知新小学校

225 上川 市町村立学校 旭川市立東五条小学校

226 上川 市町村立学校 旭川市立神居東小学校

227 上川 市町村立学校 旭川市立光陽中学校

228 上川 市町村立学校 旭川市立神居東中学校
229 留萌

北海道教育委員会

北海道教育庁留萌教育局

230 留萌 道立学校

北海道留萌高等学校

231 留萌 道立学校

北海道留萌千望高等学校

232 留萌 道立学校

北海道羽幌高等学校

233 留萌 道立学校

北海道遠別農業高等学校

234 留萌 道立学校

北海道天塩高等学校

235 留萌

初山別村教育委員会

市町村教育委員会

236 宗谷 団体等

利尻富士町文化協会

237 宗谷

北海道教育庁宗谷教育局

北海道教育委員会

協賛の取組概要

百寿大学生（高齢者）と小学1～2年生との発表交流、昔の遊びによる文化伝
承などを通して、児童との交流を深め、世代間交流を図った。
北海道「子ども全道サミット」でいじめについて話し合った結果、児童会で、「み
んなと楽しく遊べるようにする」ために「いじめをなくそうメッセージ」に取り組ん
だ。
学校だよりにロゴマーク、啓発文を掲載した。
1年生を対象に人権教室を開催し、いじめている子どもといじめられている子
どもの体が入れ替わるという内容の紙芝居を通して子どもたちに相手を思い
やる気持ちの大切さを考えさせ、いじめを許さない心を育んだ。
子どもたちの「豊かな心」を育むため過去15年間積み重ねてきた道徳教育の
研究発表の場として実践研究発表会を開催し、「研究紀要」の裏表紙にロゴ
マークを掲載した。
人権擁護委員3名を招いて、5・6年生を対象に道徳の授業を行い、人権に関
することを基本に、「いじめ」はなぜ減らないのか、行動することの大切さ、命
の大切さについて学んだ。
また、学校だよりに道徳の授業の様子やロゴマークを掲載した。
生徒の自主的・自治的な活動で、前期に生徒会によるいじめ根絶宣言を行
い、11月にはいじめを考える授業の後に、全校生徒がいじめに対する思いを
一人ずつカードに記入し、各学級ごとに「いじめをゆるさない」の一文字を担当
し、１階廊下に掲示した。 その掲示物に、ロゴマークを掲載し、活用した。
各学級が、学級会・道徳授業での協議をもとに「いじめ防止スローガン」を作
成して発表する「ＳＴＯＰ ＴＨＥ いじめ」集会を実施した。
FAX送信票にロゴマークを掲載した。
FAX送信票にロゴマークを掲載した。
FAX送信票、研究協議会実施要項の裏表紙にロゴマークを掲載した。
職員打ち合わせ票、学校HPにロゴマークを掲載した。
教材として飼育・管理した家畜を慰霊するとともに家畜に対する感謝の気持ち
を育むことを目的として畜魂慰霊祭を実施している。
また、収穫感謝祭は畜産物や作物、加工品などを生産できたことへの感謝の
気持ちを養うことを目的に実施し、その中で本校の収穫物を全校生徒で味わ
う機会としている。
さらに、遠農高マルシェについて本校実習生産物の作物・野菜・加工品などを
町内イベントの際や校地内アンテナショップにおいて本校生徒が販売を行って
いる。
養護教諭研究会にロゴマークを掲載した。
教育委員会・文化協会主催の文化祭芸能発表会プログラム、読書感想文コン
クール表彰式のプログラムにロゴマークを掲載した。
町内全戸配布の文化祭プログラムにロゴマークを掲載した。
FAX送信票にロゴマークを掲載した。

238 宗谷 道立学校

北海道稚内高等学校

職員打ち合わせ用紙、学校評議員会や管内研究協議会当日要項にロゴマー
クを掲載した。

239 宗谷 道立学校

北海道浜頓別高等学校

「総合的な学習の時間」に、浜頓別町認定こども園の幼児と触れ合う機会を持
ち、子どもの発達段階を知り、かつ将来の備えとする。

240 宗谷 道立学校

北海道枝幸高等学校

241 宗谷 道立学校

北海道豊富高等学校

外部講師を招き、学校、家庭及び地域が互いに手を取り合い、子どもの健全
育成について課題意識を持ち、共通認識のもとに学ぶことを目的に、子育て
に活かすコーチングのスキルに関する講演会を実施した。
ボランティア同好会で、赤い羽根共同募金を行い、「豊かな心」を育む活動をし
た。

平成27年度 「北海道心の教育推進キャンペーン」強調月間取組一覧

№ 管内

区分

主催団体等名

協賛の取組概要
養護教諭による全校生徒を対象とした健康に関する相談を実施し、会場の保
健室のテーブルにロゴマークを掲示した。
また、学校HPにもロゴマークを掲載している。

242 宗谷 道立学校

北海道礼文高等学校

243 宗谷 道立学校

北海道利尻高等学校

244 宗谷 道立学校

北海道稚内養護学校

245 宗谷

市町村教育委員会

豊富町

246 宗谷

市町村教育委員会

利尻町教育委員会

247

オホーツク

道立学校

北海道北見北斗高等学校
（全日制課程）

248

オホーツク

道立学校

北海道北見緑陵高等学校

学校HP、職員打ち合わせ用紙にロゴマークを掲載することで「豊かな心」を育
むことの大切さについて、普及、啓発を行う。

249

オホーツク

道立学校

北海道北見商業高等学校

職員打合せ票にロゴマークを掲載して使用するとともに、学校HPに道教委「北
海道心の教育推進会議」のリンクを貼り周知を図った。

250

オホーツク

道立学校

北海道網走南ヶ丘高等学校

保護者や地域住民に授業を公開し、様々な視点からの意見をもらう「秋の研
究授業週間」の案内チラシ等にロゴマーク、キャンペーン趣旨を掲載した。

251

オホーツク

道立学校

北海道網走南ヶ丘高等学校
（定時制課程）

学校ＨＰ(定時制)にロゴマークを掲載し、閲覧者に普及・啓発を行なったほか、
学校だよりの第１面及び学校案内にロゴマークを掲載し、生徒・保護者・学校
後援者、地域住民・中学生・教育関係者等に普及・啓発を行なった。

252

オホーツク

道立学校

北海道網走桂陽高等学校

253

オホーツク

道立学校

北海道美幌高等学校

254

オホーツク

道立学校

北海道留辺蘂高等学校

255

オホーツク

道立学校

北海道津別高等学校

256

オホーツク

道立学校

北海道小清水高等学校

257

オホーツク

道立学校

北海道置戸高等学校

258

オホーツク

道立学校

北海道佐呂間高等学校

259

オホーツク

道立学校

北海道遠軽高等学校
（定時制課程）

260

オホーツク

道立学校

北海道湧別高等学校

261

オホーツク

道立学校

北海道滝上高等学校

FAX送信票、学校説明会資料にロゴマークを掲載した。
FAX送信票、会議等の案内板にロゴマークを掲載した。
定住支援センターでロゴマークを掲示し、周知を行った。
各種事業（英会話教室・いきいき学級・手芸教室等）当日要項にロゴマークを
掲載した。
学校HPにロゴマークを掲載するとともに、機会あるごとに生徒や保護者、地域
住民に伝えることの意義を職員にも周知した。

通年でロゴマークを学校HPに掲載している。
第2回学校評議員会の当日要項にロゴマークを掲載した。
次の事業を実施し、それぞれの当日要項にロゴマークを掲載した。
また、学校HPにロゴマークを掲載した。
・入学相談会
中学生ならびにその保護者を対象とし、本校の入試や教育活動についてだけ
でなく、高等学校や総合学科における教育活動について説明するほか、個別
の進学に関する相談等に応じた。
・平成27年度オホーツク管内養護教員会北見ブロック高校班研修会
高等学校養護教諭の専門性、資質向上ならびに学校保健の発展を図ることを
目的とし、本校が実施する生徒のコミュニケーション能力の育成に関わる授業
を参観し、協議する研修を実施した。
・中高連携出前授業
本校生徒が中学校に出向き、福祉についてや福祉を学ぶ楽しさを中学生に伝
える授業を実施し、異校種連携・異年齢交流を実践した。
・コミュニケーション力向上講座
1年生徒を対象に、個々と集団のコミュニケーション能力を高めるトレーニング
を通し、豊かな心の育成を図った。
毎月、町の広報誌に折り込み、町内全戸に配布している学校だより『津高魂』
にロゴマークを掲載し、キャンペーンの普及・啓発を行った。
市街地区補導委員会の連絡会議で町内の小・中・高の児童生徒の様子等の
情報を交換した。 また今後の校外補導のより良い実施方法について、防犯
協会等各団体とともに検討を図った。
また、日報等の日常業務様式にロゴマークを掲載した。
学校HP、FAX送信票・日報等の日常業務様式にロゴマークを掲載した。
期間中の職員打ち合わせ連絡票にロゴマークを掲載した。
学校通信、学校HPにロゴマークを掲載した。
毎朝、生徒玄関外及び正門において、生徒の登校に合わせあいさつ及び交
通安全指導を行っている。
日報、学校HPにロゴマークを掲載した。

平成27年度 「北海道心の教育推進キャンペーン」強調月間取組一覧

№ 管内

区分

主催団体等名

262

オホーツク

道立学校

北海道興部高等学校

263

オホーツク

道立学校

北海道雄武高等学校

協賛の取組概要
全学年の各クラスの保健局員（6名）が、昼休みに生徒玄関前・職員室・事務
室にて募金活動を行い、集まった募金は、興部町共同募金委員会に寄付す
る。
また、学校HP、FAX送信票にロゴマークを掲載した。
年間を通して、総合的な学習の時間でピア・サポートプログラムを策定し、いじ
めのない望ましい集団づくりや共感的なコミュニケーション能力の向上を目指
し、保育所、児童館、小学校、中学校での子ども同士が互いに支えあう活動を
計画的に行っている。
病気やけがで血液を必要としている人たちのために、健康な人の血液が多く
の患者の命を救うことを理解し、積極的に献血活動に参加する心を育てる機
会とし、また、保健だよりにロゴマークを掲載した。

264

オホーツク

道立学校

北海道訓子府高等学校

265

オホーツク

道立学校

北海道清里高等学校

1学年生徒を対象に行っている清里高校生海外派遣研修事業（ニュージーラ
ンド研修）報告会を、清里町生涯学習総合センターにおいて開催した。

266

オホーツク

道立学校

北海道女満別高等学校

職員連絡票、授業公開週間のアンケート用紙、学校教育指導（第2次訪問）説
明資料にロゴマークを掲載した。

267

オホーツク

道立学校

北海道紋別養護学校

FAX送信票、寄宿舎研修会の案内等にロゴマークを掲載し、関係機関や地域
への啓発活動に取り組んだ。

268

オホーツク

道立学校

北海道紋別養護学校
ひまわり学園分校

269

オホーツク

道立学校

北海道紋別高等養護学校

教務部分掌会議のレジュメ、学校HP等にロゴマークを掲載し、また、学校祭で
は廊下の掲示物にロゴマークを掲載した。

270

オホーツク

市町村教育委員会

興部町教育委員会

オホーツク管内社会教育委員連絡協議会主催（興部町教委主管）の社会教
育振興セミナーのレジュメにロゴマークを掲載した。

271

オホーツク

市町村立学校 北見市立南小学校

272

オホーツク

市町村立学校 北見市立豊地小学校

273

オホーツク

市町村立学校 北見市立北光小学校

学校祭（分校祭）のプログラムにロゴマークを掲載した。

豊かな人間性を育むことを目指し、道徳の授業を公開した。やなせたかし作の
絵本「チリンのすず」を題材として、3年児童の学校生活を振り返り、些細なこと
で言い合ったりけんかをしたりする自分たちの様子と登場人物の行動を比べ
ながら、本当の強さとは何かを考えた。
人権教室を実施し、学校だよりにロゴマークを掲載した。
学校だよりに、ロゴマークと趣旨を掲載した。
学校だよりで、強調月間について、「どさんこ☆子ども全道サミット」及び「どさ
んこ☆子どもオホーツク地区会議の記事と併せて紹介し、ロゴマークを掲載し
て、全家庭及び地域に配布した。

274

オホーツク

市町村立学校 網走市立東小学校

275

オホーツク

市町村立学校 網走市立第五中学校

276

オホーツク

市町村立学校 紋別市立渚滑中学校

277

オホーツク

市町村立学校 紋別市立上渚滑中学校

278

オホーツク

市町村立学校 佐呂間町立浜佐呂間小学校

佐呂間町複式教育研究連盟公開授業研究会の研究紀要の裏表紙にロゴ
マークを掲載した。

279

オホーツク

市町村立学校 佐呂間町立佐呂間小学校

強調月間チラシを職員室に掲示し、ロゴマーク及びキャンペーン趣旨を玄関
ホールに掲示した。

280

オホーツク

市町村立学校 興部町立興部中学校

281

オホーツク

市町村立学校 興部町立沙留中学校

282

オホーツク

市町村立学校 湧別町立開盛小学校

283

オホーツク

市町村立学校 湧別町立湧別小学校

学校だより、日報、公開研究会の開催要項等、職員や保護者、地域住民等の
目が触れやすい配付物にロゴマークを掲載した。
近年、薬物乱用、インターネットや携帯電話によるトラブルが増加していること
から、紋別警察署生活安全課職員を外部講師に招き、未然防止に向けた適
切な対処法や心構えについて学んだ。
あいさつ運動（積極的に気持ちいいあいさつができる学校を目指した取組）を
行った。具体的には、「呼びかけのポスター制作」「放送での呼びかけ」を行っ
た。今後は、呼びかけビデオ制作を行う予定。

全校生徒を対象にいじめを考える集会を行い、ＬＩＮＥによるいじめのシミュ
レーションを見ながら、いじめに発展する過程を学ぶとともに、いじめをなくす
決意を抱かせた。
保護者への配布物、FAX送信票等にロゴマークを掲載した。
各種活動でお世話になった地域住民を招待して、わが国の伝統文化の一つ
である「もちつき」を一緒に楽しみながら、できあっがたもちを提供して感謝の
気持ちを伝えた。
また、学校だよりにロゴマークを掲載した。
学芸会で地域保護者のための「思いやりシート」を設置し、児童と地域保護者
の交流の場としている。
また、学校だよりにロゴマークとキャンペーンの趣旨を掲載した。

平成27年度 「北海道心の教育推進キャンペーン」強調月間取組一覧

№ 管内
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協賛の取組概要

284

オホーツク

市町村立学校 湧別町立芭露小学校

学校だよりにロゴマークを掲載し、心の教育推進キャンペーンの取組を紹介し
た。

285

オホーツク

市町村立学校 湧別町立上湧別中学校

学校だよりにロゴマーク、キャッチフレーズ、キャンペーン主旨を掲載し、保護
者に周知した。

286

オホーツク

市町村立学校 湧別町立湖陵中学校

学校教育指導のしおりにロゴマークを掲載したほか、学校だよりにロゴマー
ク、キャンペーン趣旨を掲載して周知を行った。

287 十勝 団体等

十勝管内教育委員会連絡協議会

288 十勝

北海道教育庁十勝教育局

北海道教育委員会

289 十勝 道立学校

北海道帯広柏葉高等学校
（全日制課程）

290 十勝 道立学校

北海道帯広柏葉高等学校
（定時制課程）

291 十勝 道立学校

北海道帯広三条高等学校

292 十勝 道立学校

北海道帯広農業高等学校
（全日制課程）

293 十勝 道立学校

北海道音更高等学校

294 十勝 道立学校

北海道鹿追高等学校

295 十勝 道立学校

北海道新得高等学校

296 十勝 道立学校

北海道大樹高等学校

297 十勝 道立学校

北海道広尾高等学校

298 十勝 道立学校

北海道幕別高等学校

299 十勝 道立学校

北海道池田高等学校

300 十勝 道立学校

北海道本別高等学校

301 十勝 道立学校

北海道足寄高等学校

302 十勝 道立学校

北海道帯広養護学校

303 十勝 道立学校

北海道中札内高等養護学校

304 十勝 道立学校

北海道中札内高等養護学校
幕別分校

305 十勝

本別町教育委員会

市町村教育委員会

306 十勝 市町村立学校 音更町立東士幌小学校
307 十勝 市町村立学校 北海道士幌高等学校

平成18年に宣言した「十勝教育の日」の理念・趣旨をもとに、十勝教育の充実
と発展を図るため、「家庭、学校、地域、行政が協働で取り組む機運を高める」
ことを目的に十勝教育局と共催で「平成27年度十勝教育を考えるつどい」開
催した。
音更町・士幌町・上士幌町の教育の取組を紹介し、また、 どさんこ☆子ども地
区会議を開催し、「どさんこ☆子ども全道サミット」報告、「いじめ・ネットトラブ
ル根絶！メッセージコンクール」 表彰式、 いじめ根絶に向けたアピール文作
成・発表を行った。
FAX送信票、事業案内等各種印刷物にロゴマークを掲載した。
心の育成を図るため、いじめ調査の結果に基づく集会及びロングホームルー
ムを開催し、LINEやメール、ツイッターにおける安易な情報発信等により、心
が傷つく人がいることを実感し、自らの行動を顧み、好ましい言動（書き込み
等を含む）ができるようにした。
また、学校HPにロゴマークを掲載した。
「生命の大切さを学ぶ教室」を開催し、生徒に生命の大切さについての講話を
行った。
また、学校だより等の生徒、保護者に配布する資料にロゴマークを掲載し、啓
発活動を行った。
FAX送信票及び学校HPにロゴマークを掲載した。
消費者被害予防教育講座、「高校生・アジアの架け橋養成事業」報告会の実
施要項にロゴマークを掲載した
FAX送信票、日報及び本校で作成した「報道で見る音更高校」冊子表紙にロ
ゴマークを掲載し、普及啓発に取り組んだ。
職員打合せ資料にロゴマークを掲載した。
朝の教職員打合せ票、FAX送信票にロゴマークを掲載し、また、学校HPにロ
ゴマークを掲載し、道教委の「北海道心の教育推進会議」へのリンクを貼付し
た。
学校HPにロゴマークを掲載した。
1学年を対象とした生徒指導部主催事業「命の大切さを学ぶ教室」を開催し、
実施要領及び当日掲示にロゴマークを掲載した。FAX送信票、11月の職員連
絡票にロゴマークを掲載した。
学校HPにロゴマークを掲載している。
FAX送信票、学校だより及び学校HPにロゴマークを掲載した。
毎月15日にいじめ点検を兼ねた「ここ1ヶ月の生活を振り返って」という名称の
アンケート調査を実施し、いじめの未然防止・早期発見、学校不適応等の早
期発見に努めているが、そのアンケートにロゴマークを掲載した。
日報（朝の打ち合わせ票）にロゴマークを掲載した。
強調月間のポスター（A3版）を作製し、校内（2箇所）に掲示した。
啓発文を学校HPに掲載した。
学校HP、学校だよりにロゴマークを掲載した。
本別町ＰＴＡ連合会総会での議案書の裏表紙にロゴマークを掲載した。
FAX送信用紙にロゴマークを掲載した。
地域の子どもたちや住民を対象に、折り紙、キッチンプランターづくり、科学実
験、地元産小麦や牛乳を利用した製品販売PRを通したふれあい活動を行い、
参加要領にロゴマークを掲載した。

平成27年度 「北海道心の教育推進キャンペーン」強調月間取組一覧

№ 管内

区分

主催団体等名

308 十勝 市町村立学校 中札内村立中札内中学校
309 十勝 市町村立学校 本別町立本別中央小学校

協賛の取組概要
FAX送信票、PTA教育講演会（単P）のチラシにロゴマークを掲載した。
FAX送信票にロゴマークを掲載した。

310 十勝 市町村立学校 帯広市立北栄小学校

PTA社会部で募集した標語の優秀作品を校内に掲示した際にロゴマークを掲
載した。

311 十勝 市町村立学校 帯広市立花園小学校

地域公開道徳参観日（道徳の授業を保護者、地域住民、近隣の教職員に公
開し）の事業案内にロゴマークを掲載した。

312 十勝 市町村立学校 帯広市立川西中学校
313 釧路

北海道教育委員会

北海道教育庁釧路教育局

314 釧路 道立学校

北海道釧路湖陵高等学校
（全日制課程）

315 釧路 道立学校

北海道釧路湖陵高等学校
(定時制課程)

316 釧路 道立学校

北海道釧路江南高等学校

317 釧路 道立学校

北海道釧路明輝高等学校

318 釧路 道立学校

北海道釧路商業高等学校

319 釧路 道立学校

北海道釧路工業高等学校

320 釧路 道立学校

北海道厚岸翔洋高等学校

321 釧路 道立学校

北海道弟子屈高等学校

322 釧路 道立学校

北海道阿寒高等学校

323 釧路 道立学校

北海道白糠高等学校

324 釧路 道立学校

北海道釧路養護学校

325 釧路 道立学校

北海道白糠養護学校

326 釧路

標茶町教育委員会

市町村教育委員会

327 釧路 市町村立学校 鶴居村立下幌呂小学校

保護者に配布するプリントにロゴマークや啓発文を掲載した。
取組期間中における釧路教育局主催際事業の配付資料（局研修事業・ジュニ
アリーダーコース）においてロゴマークを掲載した。
職員打合せ資料、保護者あて文書及び学校HPにロゴマークを掲載し、心の教
育推進に係る職員の意識の高揚、心の教育の普及・啓発に取り組んだ。
全校集会の中で、生徒会認証式・表彰式・いじめ撲滅宣言を実施した。
あいさつ運動は日常より実施しているが、11月は特に強調して実施した。
また、連絡票及び学校HPにロゴマークを掲載した。
連絡票にロゴマークを掲載するほか、本校が当番校となって開催した「平成27
年度第36回釧路管内高等学校教育研究会教育相談部会総会・研究協議会」
の開催要項にもロゴマークを掲載した。
近年、中高生による薬物乱用事案が発生するなど、その低年齢化が危惧され
る状況にあり、また、脱法ドラッグ関連の重大事件も発生していることから、薬
物乱用の防止及び犯罪被害防止に理解を深め、改めて、学校・家庭・地域が
一体となって子どもたちの健全育成に取り組みつつ、生命を大切にする豊か
な心の育成を図るため、薬物乱用防止教室を開催し、その事業案内等（保護
者向け、地域住民向け等）にロゴマークを掲載した。
学校開放講座を実施し、資料にロゴマークを掲載し、受講者に啓蒙した。
FAX送信票、日程連絡票等日常業務様式にロゴマークを掲載した。
北海道釧路方面厚岸警察署生活安全課の警部補を講師に招いて「薬物乱用
防止教室」を開催し、実施要項、保護者あて案内文書、標語作成用紙等にロ
ゴマークを掲載した。
学校HP及びFAX送信票にロゴマークを掲載した。
釧路市阿寒町行政センター保健福祉課と連携し､「福祉体験学習」を実施し、
講師の講話の後に実際に生徒を車椅子に乗せて、健常者としての責任や使
命を再確認させてノーマライゼーション思想の普及啓発を図った。
また、FAX送信票及び学校HPにロゴマークを掲載した。
職員打ち合わせ表、FAX送信票及び学校開放講座パソコン教室資料にロゴ
マークを掲載し、教職員・保護者・地域住民等に普及・啓発を行った。
特別支援教育研修会のパンフレットにロゴマークを掲載した。
FAX送信票にロゴマークを掲載した。
標茶町少年の主張大会の事業案内にロゴマークを掲載した。
学校HPにロゴマークを掲載した。

328 根室 団体等

中標津町小中学校PTA連合会

町P連主催シンポジウム「子どもたちの健全な成長を促す教育環境づくり」の
当日要項にロゴマークを掲載した。

329 根室 道立学校

北海道根室高等学校

毎朝登校時の生徒に対するあいさつ、声かけ運動を実施している。
また、学校HPにロゴマークを掲載した。

330 根室 道立学校

北海道根室西高等学校

登校時に学校入口前と生徒玄関ホールで、生徒にあいさつや声かけ運動を
実施している。

331 根室 道立学校

北海道別海高等学校

「平成27年度報道で見る別海高校」（報道機関に掲載された記事をスクラップ
した冊子）の表紙、FAX送信票にロゴマークを掲載した。

平成27年度 「北海道心の教育推進キャンペーン」強調月間取組一覧

№ 管内

区分

主催団体等名

332 根室 道立学校

北海道中標津高等学校

333 根室 道立学校

北海道羅臼高等学校

334 根室 道立学校

北海道中標津高等養護学校

335 根室

中標津町教育委員会

市町村教育委員会

336 根室 市町村立学校 中標津町立丸山小学校

337 根室 市町村立学校 中標津町立広陵中学校

協賛の取組概要
職員打合せ資料、FAX送信票、学級通信及び「PTA研修委員会」資料表紙に
ロゴマークを掲載した。
幼稚園児と高校生（音楽表現履修者）が音楽や遊びを通して、交流を深め豊
かな心を育んだ。
また、職員の打合せ資料にロゴマークを掲載した。
生徒会執行部が中心となり、いじめ防止などに関する標語を募集した。学校
祭テーマである「つなげよう みんなの絆」と関連づけ、意識向上を図り、集
まった標語を多目的ホールに掲示、また生徒および保護者の投票により最優
秀作品を選び、学校祭開会式にて発表した。翌週から次年度まで玄関前に掲
示し、思いやりの心を育む活動として実施している。
また、日報及び教育相談アンケートにロゴマークを掲載した。
平成27年度少年の主張中標津大会の当日要項にロゴマークを掲載した。
元パラリンピック選手を講師に招き、スポーツ経験を基にした講話を通して、
「素直」「努力」「感謝」の大切さを実感することができた。
中標津町福祉課子育て支援室の協力により、3年生家庭科の保育領域での
実習で、生後数ヶ月の赤ちゃんを抱っこしたり、お母さんから出産や子育ての
お話を直接聞くなどして、親子の愛情や自分のおいたち、将来を考える機会と
なっている。
また、学校通信にロゴマークを掲載した。

