平成28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

1 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）

2 その他

北海道教育委員会

北海道立教育研究所

3 その他

北海道教育委員会

北海道立教育研究所

4 その他

北海道教育委員会

北海道立教育研究所

5 その他

北海道教育委員会

北海道立教育研究所

協賛の取組概要
平成28年度第２回スクールソーシャルワーカー活用事業の当日配布要項にロ
ゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
生徒指導研修講座の開催要項にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。
キャリア教育研修講座の開催要項にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。
社会研修講座の開催要項にロゴマーク及ぶキャッチフレーズを使用した。
外国語活動研修講座の開催要項にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。
強調月間内に実施した研究事業の配付資料にロゴマーク及びキャッチフレー
ズを使用した。

6 その他 団体等

北海道図書館振興協議会

7 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。

8 空知 道立学校

北海道岩見沢東高等学校全日制

9 空知 道立学校

北海道岩見沢西高等学校

10 空知 道立学校

北海道岩見沢農業高等学校

日報、授業公開等の要項にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
キャンペーン強調月間中に発行した「ほけんだより」にロゴマーク及びキャッチ
フレーズを使用した。
ＨＰのトップページにロゴマークとキャンペーン趣旨を掲示した。
１ ＨＰに、通年ロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
２ 強調月間中(１１月)、職員用朝の打合せ用紙にロゴマーク及びキャッチフ
レーズを掲載した。

11 空知 道立学校

北海道美唄尚栄高等学校

12 空知 道立学校

北海道美唄聖華高等学校

13 空知 道立学校

北海道芦別高等学校

１ 協賛の取組として、美唄養護学校生徒との共同学習を実施した。
２ 協賛の取組として、病院施設見学を実施した。
教職員の朝の打合せ表、ＦＡＸ送信票に、ロゴマーク及びキャッチフレーズを
使用した。

14 空知 道立学校

北海道滝川高等学校

協賛の取組として、滝川市で行われる事業に、本校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。

15 空知 道立学校

北海道滝川高等学校（定時制課程）

１１月初日の職員打合せの際にロゴマークの趣旨を管理職から説明し、印刷
物にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

16 空知 道立学校

北海道滝川工業高等学校

17 空知 道立学校

北海道深川西高等学校

18 空知 道立学校

北海道奈井江商業高等学校

19 空知 道立学校

北海道長沼高等学校

20 空知 道立学校

北海道栗山高等学校

21 空知 道立学校

北海道新十津川農業高等学校

22 空知 道立学校

北海道夕張高等養護学校

23 空知 道立学校

北海道岩見沢高等養護学校

24 空知 道立学校

北海道南幌養護学校

ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを通年で使用した。
学校ＨＰや職場の打合せ用紙にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
奈井江町民対象のＩＴ講習会（奈井江町公民館連携事業）事業案内、当日要
項にロゴマーク及びキャットフレーズを使用した。
協賛の取組として、生徒総会での宣誓・宣言を行った。
日常業務様式にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
職員打合せ票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
第16回学校祭の日程票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
通年でＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
「第32回南養祭」パンフレットにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ 親学講座等の当日配付資料にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。
２ 広報誌での事業紹介ページにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。

25 空知

市町村教育委員会

南幌町教育委員会

26 空知

市町村教育委員会

長沼町教育委員会

「平成28年度 人・まち・食・健康フェスタ」のパンフレットにロゴマーク及び
キャッチフレーズを使用した。

27 空知

市町村教育委員会

岩見沢市教育委員会

「平成28年度 岩見沢市仲間づくり『子ども会議』」の開催通知、当日配付資
料、掲示物にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

28 空知

市町村教育委員会

滝川市教育委員会

「平成28年度 絆づくり成果交流会」当日配布資料や事後報告書等にロゴ
マーク及びキャッチフレーズを使用した。

29 空知

市町村教育委員会

三笠市教育委員会

30 空知

市町村教育委員会

芦別市教育委員会

協賛の取組として、子ども会役員会等で説明を行った。
「第28回全市親子ドッジボール大会」の大会資料にロゴマーク及びキャッチフ
レーズを使用した。
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31 空知

市町村教育委員会

美唄市教育委員会

32 空知

市町村教育委員会

歌志内市教育委員会
社会教育グループ

33 空知 市町村立学校 奈井江町立奈井江小学校
34 空知 市町村立学校 奈井江町立奈井江中学校

35 空知 市町村立学校 由仁町立由仁小学校

36 空知 市町村立学校 由仁町立三川小学校

37 空知 市町村立学校 由仁町立由仁中学校

38 空知 市町村立学校 岩見沢市立メープル小学校
39 空知 市町村立学校 岩見沢市立日の出小学校
40 空知 市町村立学校 滝川市立滝川第一小学校
41 空知 市町村立学校 滝川市立滝川第二小学校

協賛の取組概要
美唄市立中央小学校「学校だより」にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用
した。
子ども情報紙及び各行事のプログラムにロゴマーク及びキャッチフレーズを使
用した。
学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
学校だより「奈井江中便り」(11月号～12月号にかけて)にロゴマーク及び
キャッチフレーズを使用した。
協賛の取組として以下の教室、運動等を実施した。
１ 人権教室の実施
２ 児童会による挨拶運動
３ 児童会によるいじめ防止活動（ポスター作成・掲示等）
４ 児童会によるみんなで遊ぼう集会
協賛の取組として、１１月７、１０、１１日の３日間、全校児童が仲良くなるため
に、児童会書記局と生活委員会であいさつ運動を実施した。 また、１１月２１、
２４、２５日の３日間は、児童会書記局で給食を一緒に食べ会話をする給食交
流会を実施した。
協賛の取組として、以下の運動等を実施した。
１ どさんこ☆子ども全道サミット
２ 道教委主催、いじめのない明るい学校づくりに向けた取組について交流
３ 夢づくり由仁町子ども教育委員会
４ 町教委主催、児童生徒が学校生活や課題、将来の夢などについて語り合
う
５ 生徒会あいさつ運動（全校生徒）11月14日～19日実施
６ ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
特別認可校制度学校説明会に用いる説明資料にロゴマーク及びキャッチフ
レーズを使用した。
１ FAX用紙や校舎内各所の標示物、児童会と連携した取組等においてロゴ
マーク及びキャッチフレーズを使用した。
２ 協賛の取組として、児童主体の朝の挨拶運動を全校的に展開した。
学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
学校だより等にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

42 空知 市町村立学校 滝川市立滝川第三小学校

児童の活動時間、及び保護者等の来校時に合わせ、玄関に設置する案内表
示用のモニタ－にロゴマーク及びキャッチフレーズを表示した。

43 空知 市町村立学校 滝川市立西小学校

「感謝のつどい」当日の時間割、不審者情報、参観日の案内等にロゴマーク
及びキャッチフレーズを使用した。

44 空知 市町村立学校 滝川市立江部乙小学校

１ 学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
２ キャンペーンの説明・協賛意思を表示して啓発を行った。

45 空知 市町村立学校 滝川市立東小学校

１ 協賛の取組として、「12月朝のあいさつ運動」と「赤い羽根共同募金」への
協力を行った。
２ ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

46 空知 市町村立学校 滝川市立開西中学校

１ 協賛の取組として、いじめ撲滅集会を実施した。
２ 学校だより（11月発行分）にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

47 空知 市町村立学校 滝川市立江部乙中学校

協賛の取組として、以下の事業等へ参加した。
１ どさんこ☆こども全道サミット
２ 絆づくり実践交流会

48 空知 市町村立学校 北海道滝川西高等学校
49 空知 市町村立学校 滝川市立江陵中学校
50 空知 市町村立学校 滝川市立明苑中学校
51 空知 市町村立学校 深川市立一已小学校
52 空知 市町村立学校 深川市立深川小学校
53 空知 市町村立学校 深川市立納内小学校
54 空知 市町村立学校 深川市立北新小学校

学校関係者評価委員会の配布資料にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用
した。
学校だより、ＦＡＸ送信票、玄関掲示物等にロゴマーク及びキャッチフレーズを
使用した。
学校だより、全国学力・学習状況調査詳細報告にロゴマーク及びキャッチフ
レーズを使用した。
学校だより（10月発行）にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し、キャン
ペーンの趣旨について説明を掲載した。
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
展示、掲示物を活用し、心の教育について理解を深めた。
１ 協賛の取組として、旭川人権擁護委員協議会の方を講師にお招きし、心
の教育について理解を深めた。
２ 学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

平成28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

55 空知 市町村立学校

主催団体等名
深川市立音江小学校・イルムの里通
学合宿実行委員会

56 空知 市町村立学校 深川市立多度志小学校

協賛の取組概要
「イルムの里通学合宿」事業案内や報告書にロゴマーク及びキャッチフレーズ
を使用した。
１ 学校だより、ＰＴＡ事業の地域への案内チラシにロゴマーク及びキャッチフ
レーズを使用した。
２ 協賛の取組として、人権擁護委員の学校訪問において、５年児童が人権
について学習し、電話相談カードのお知らせカードをいただいた。また、その
様子を学校だよりで家庭・地域に向けてお知らせした。

57 空知 市町村立学校 深川市立一已中学校

学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

58 空知 市町村立学校 深川市立深川中学校

学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

59 空知 市町村立学校 三笠市立三笠小学校
60 空知 市町村立学校 三笠市立岡山小学校
61 空知 市町村立学校 三笠市立萱野中学校
62 石狩 団体等

恵庭市青少年育成市民の会

63 石狩

北海道教育庁石狩教育局

北海道教育委員会

学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し、本校における心の教
育についての取組を紹介した。
協賛の取組として、いじめをなくすためにできることを子ども達が考えた。
学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し、活動の重要性や趣旨
等を記載した。
「平成28年度 恵庭市青少年育成市民のつどい」のチラシ、当日の次第、ＨＰ
にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

64 石狩 道立学校

北海道札幌東高等学校

ＦＡＸ送信票や学校評議委員会の開催要項にロゴマーク及びキャッチフレーズ
を使用した。

65 石狩 道立学校

北海道札幌東高等学校（定）

封筒、ＨＰ、ＦＡＸ送信票、職員打合わせ連絡票にロゴマーク及びキャッチフ
レーズを使用した。

66 石狩 道立学校

北海道札幌西高等学校（全・定）

67 石狩 道立学校

北海道札幌南高等学校（全）

68 石狩 道立学校

北海道札幌北高等学校（全）

69 石狩 道立学校

北海道札幌北高等学校（定）

70 石狩 道立学校

北海道札幌月寒高等学校（全）

71 石狩 道立学校

北海道札幌月寒高等学校（定）

72 石狩 道立学校

北海道札幌啓成高等学校

１ 協賛の取組として、いじめ根絶の取組を実施した。
２ ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

73 石狩 道立学校

北海道札幌北陵高等学校

１ 協賛の取組として、登校時指導を行った。
２ 平成28年度教育計画の裏表紙、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを
使用した。

74 石狩 道立学校

北海道札幌手稲高等学校

ＨＰのトップページ、職員会議用の議題用紙にロゴマーク及びキャッチフレー
ズを使用した。

75 石狩 道立学校

北海道札幌丘珠高等学校

１ 協賛の取組として、性に係る講演会を実施した。
２ 職員連絡票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

76 石狩 道立学校

北海道札幌白石高等学校

77 石狩 道立学校

北海道札幌西陵高等学校

78 石狩 道立学校

北海道札幌東陵高等学校

79 石狩 道立学校

北海道札幌南陵高等学校

80 石狩 道立学校

北海道札幌東豊高等学校

81 石狩 道立学校

北海道札幌厚別高等学校

82 石狩 道立学校

北海道札幌真栄高等学校

朝の打合せ連絡票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
学校職員打合せ日報にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
当該期間中に教育相談部より発刊された「スクールカウンセラー来校日の連
絡」にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ 協賛の取組として、「心の教育」として位置づけている防災学習を実施し
た。
２ 打合せ連絡票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票、日報（校内連絡用）にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票、校内打合せ連絡票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。
ＨＰのトップページ、連絡票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ 協賛の取組として、生徒によるボランティア活動（あしなが育英会、交通安
全運動）を実施した。
２ 封筒、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ 協賛の取組として、札幌養護学校との交流を実施した。
２ ＦＡＸ送信票、ＨＰのトップページ、日報（期間中）にロゴマーク及びキャッチ
フレーズを使用した。
１ 協賛の取組として、登校時における朝のあいさつ運動を実施した。
２ 協賛の取組として、地域が主催するボランティア活動へ参加した。
３ 朝の打合せ連絡票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
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83 石狩 道立学校

北海道あすかぜ高等学校

84 石狩 道立学校

北海道札幌英藍高等学校

85 石狩 道立学校

北海道札幌国際情報高等学校

86 石狩 道立学校

北海道札幌白陵高等学校

87 石狩 道立学校

北海道札幌東商業高等学校

88 石狩 道立学校

北海道札幌琴似工業高等学校（全・
定）

89 石狩 道立学校

北海道江別高等学校

90 石狩 道立学校

北海道江別高等学校（定）

91 石狩 道立学校

北海道野幌高等学校

92 石狩 道立学校

北海道大麻高等学校

93 石狩 道立学校

北海道千歳高等学校

94 石狩 道立学校

北海道千歳高等学校（定）

95 石狩 道立学校

北海道千歳北陽高等学校

96 石狩 道立学校

北海道当別高等学校

協賛の取組概要
生徒指導だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
学校内連絡票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＨＰ、職員打合せ用紙にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＨＰ、職員打合せ用紙にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ 協賛の取組として、情報モラル推進キャンペーンを実施した。
２ ＨＰ、日報にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票、職員打合せ用紙にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
公開授業週間資料、学校評議会資料にロゴマーク及びキャッチフレーズを使
用した。
学校説明会資料、学校教育指導２次訪問資料にロゴマーク及びキャッチフ
レーズを使用した。
協賛の取組として、以下の運動等を実施した。
１ 校外清掃
２ 赤い羽根募金運動
３ あいさつ運動
４ 「北海道高等学校学力向上実践事業」における第３回モデル別・教科別教
材等作成会議要項の表紙、ＨＰ、打合せ連絡票にロゴマーク及びキャッチフ
レーズを使用した。
ＦＡＸ送信票、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ 協賛の取組として、情報モラル推進及び薬物乱用防止キャンペーンを実施
した。
２ ＦＡＸ送信票、ＨＰ、日報にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ 協賛の取組として、緑のバトン運動を実施した。
２ 打合せ資料、保護者連絡文書にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。
ＨＰ、打合せ連絡票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＨＰ、日報にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ 協賛の取組として、「わかる授業の実施及び安全・安心な学校環境の構築
のための取組」を実施した。
２ 朝の打合せ用紙、保護者案内文にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用
した。
１ 協賛の取組として、「心の健康教室」を実施した。
２ ほけんだより、「心の健康教室」開催要項にロゴマーク及びキャッチフレー
ズを使用した。

97 石狩 道立学校

北海道恵庭南高等学校（全・定）

98 石狩 道立学校

北海道北広島高等学校

99 石狩 道立学校

北海道北広島西高等学校

「第９回 西の里次世代育成交流会」の要項にロゴマーク及びキャッチフレー
ズを使用した。

100 石狩 道立学校

北海道石狩翔陽高等学校

ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

101 石狩 道立学校

北海道石狩南高等学校

ＦＡＸ送信票、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

102 石狩 道立学校

北海道有朋高等学校

１ ＦＡＸ送信票、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
２ 保健室入り口にロゴマーク及びキャッチフレーズを掲示した。

103 石狩 道立学校

北海道札幌視覚支援学校

104 石狩 道立学校

北海道札幌聾学校

105 石狩 道立学校

北海道札幌養護学校

106 石狩 道立学校

北海道札幌養護学校共栄分校

107 石狩 道立学校

北海道札幌伏見支援学校

108 石狩 道立学校

ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
学習発表会プログラムにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

１ 児童生徒玄関、執務室へのリーフレットにロゴマーク及びキャッチフレーズ
を掲示した。
北海道札幌伏見支援学校もなみ学園
２ ＦＡＸ送信票、印刷物（学習発表会プログラム、学校だより、ＰＴＡ学習会）に
分校
ロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

109 石狩 道立学校

北海道真駒内養護学校

110 石狩 道立学校

北海道手稲養護学校

111 石狩 道立学校

北海道白樺高等養護学校

高等部祭プログラム、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
寄宿舎だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

平成28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

112 石狩 道立学校
113 石狩 道立学校

主催団体等名

協賛の取組概要

学習発表会プログラム、ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用
した。
１ ポスターを校内に掲示した。
北海道星置養護学校ほしみ高等学園 ２ 封筒、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
北海道星置養護学校

１ 協賛の取組として、あいさつ運動を実施した。
２ ＦＡＸ送信票、ＨＰ、学校評議員会資料にロゴマーク及びキャッチフレーズを
使用した。

114 石狩 道立学校

北海道新篠津高等養護学校

115 石狩 道立学校

北海道札幌高等養護学校

116 石狩 道立学校

北海道札幌稲穂高等支援学校

117 石狩 道立学校

北海道千歳高等支援学校

118 石狩 道立学校

北海道札幌あいの里高等支援学校

119 石狩

市町村教育委員会

北広島市教育委員会

協賛の取組として「平成28年度 北広島青春メッセージ」を実施し、当日配布
資料にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

120 石狩

市町村教育委員会

新篠津村教育委員会

「2016 自治センター図書室まつり」事業周知チラシにロゴマーク及びキャッチ
フレーズを使用した。

ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
第５回公開研究会の案内等にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
協賛の取組として、朝のあいさつ運動の実施した。
ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

121 石狩 市町村立学校 江別市豊幌小学校

協賛の取組として、盲人養護老人ホーム「恵明園」訪問を実施した。

122 石狩 市町村立学校 江別市立野幌小学校

協賛の取組として、朝のあいさつ運動の実施した。

123 石狩 市町村立学校 江別市立大麻西小学校
124 石狩 市町村立学校 江別市立大麻中学校
125 石狩 市町村立学校 千歳市立青葉中学校
126 石狩 市町村立学校 千歳市立末広小学校

協賛の取組として「歌声集会～地域の人に歌声を」を実施し、ポスター、チラ
シ、プログラム、当日の会場看板にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。
学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
校舎内にロゴマーク及びキャッチフレーズを掲示した。

127 石狩 市町村立学校 千歳市立緑小学校

学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

128 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及びキャッチフレーズを使用した。

129 石狩 市町村立学校 石狩市立生振小学校

学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

130 石狩 市町村立学校 石狩市立樽川中学校

協賛の取組として、全校道徳「命の大切さ」を考える講演会を実施した。

131 石狩 市町村立学校 新篠津村立新篠津小学校

協賛の取組として、全校集会（いじめをなくそう集会）を実施した。

132 石狩 市町村立学校 新篠津村立新篠津中学校

校内印刷物にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

133 後志 道立学校

北海道小樽桜陽高等学校

ＨＰ、朝の打合せ連絡票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

134 後志 道立学校

北海道小樽商業高等学校

135 後志 道立学校

北海道倶知安農業高等学校

136 後志 道立学校

北海道寿都高等学校

137 後志 道立学校

北海道蘭越高等学校

138 後志 道立学校

北海道共和高等学校

139 後志 市町村立学校 小樽市立望洋台中学校
140 後志 市町村立学校 共和町立北辰小学校

ＦＡＸ送信票、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
学校開放講座、ＰＴＡ研修会の配付資料にロゴマーク及びキャッチフレーズを
使用した。
日報、連絡票、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票、職員連絡票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
職員打合せ票、要項の裏表紙にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
協賛の取組として、ＮＰＯジェントルハートプロジェクト 小森美登里氏による全
校道徳を実施した。
協賛の取組として、人権教室を実施した。

141 胆振 道立学校

北海道室蘭栄高等学校（全）

職員打合せ票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し、職員へ「心の教
育」の推進について周知を行った。

142 胆振 道立学校

北海道室蘭栄高等学校（定）

日報にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し、職員へ「心の教育」の推進
について周知を行った。

143 胆振 道立学校

北海道室蘭東翔高等学校

１ 協賛の取組として、朝のあいさつ運動を実施した。
２ ＦＡＸ送信票、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

144 胆振 道立学校

北海道室蘭工業高等学校

保健だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

145 胆振 道立学校

北海道登別青嶺高等学校

学校だより、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

平成28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

146 胆振 道立学校

北海道伊達高等学校

147 胆振 道立学校

北海道虻田高等学校

148 胆振 道立学校

北海道苫小牧東高等学校

149 胆振 道立学校

北海道苫小牧南高等学校

150 胆振 道立学校

北海道白老東高等学校

151 胆振 道立学校

北海道追分高等学校

152 胆振 道立学校

北海道厚真高等学校

153 胆振 道立学校

北海道穂別高等学校

154 胆振 道立学校

北海道登別明日中等教育学校

155 胆振 道立学校

北海道室蘭聾学校

156 胆振 道立学校

北海道伊達高等養護学校

157 胆振 道立学校

北海道室蘭養護学校

158 胆振 市町村立学校 室蘭市立地球岬小学校
159 胆振 市町村立学校 室蘭市立天沢小学校

協賛の取組概要
伊達市内の小・中・高・特別支援の各学校の教職員・ＰＴＡ及び市教育委員会
職員による「キャリア教育」実践報告会の開催要項の裏表紙にロゴマーク及び
キャッチフレーズを使用した。
協賛の取組として、朝のあいさつ運動を実施した。
保護者懇談会の案内文にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＨＰのトップページにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
朝の打合せ票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し、趣旨を共有した。
毎日発行している「連絡票」にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
「いじめ基本方針」、ＨＰのトップページでロゴマーク及びキャッチフレーズを使
用した。
ＨＰ、朝の職員打合せ連絡票（11月分）、ＦＡＸ送信票（11月分）にロゴマーク及
びキャッチフレーズを使用した。
会議資料や保護者あての文書等にロゴマーク及び啓発文を掲載した。
同窓会、ＰＴＡ、学校評議員会の配付資料裏表紙、ＦＡＸ連絡表にロゴマーク及
びキャッチフレーズを使用した。
１ ＦＡＸ送信票、ＨＰ、会議録、学校評議員会資料、ＰＴＡ役員会資料にロゴ
マーク及びキャッチフレーズを使用した。
２ ロゴマーク及びキャッチフレーズを玄関に掲示した。
学芸発表会プログラム、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
学校だより（11月号）にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し、啓発文を掲
載した。
学校だより、ＦＡＸ送信票、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

160 胆振 市町村立学校 北海道壮瞥高等学校

「壮瞥高校教育の意見を聞く会」配付資料の表紙にロゴマーク及びキャッチフ
レーズを使用した。

161 胆振 市町村立学校 白老町立萩野小学校

協賛の取組として、以下の運動等を実施した。
１ あいさつ運動
２ 立割り班清掃
３ パワーアップタイム
４ 地区文化祭

162 胆振 市町村立学校 厚真町立厚真中央小学校

協賛の取組として、以下の活動等を行った。
１ 厚真町教育委員会主催による小中文化祭にて「いじめをなくす取組交流
会」の実施
２ 道徳の授業研究会
３ 異学年交流
４ ＮＨＫいじめ防止「１００万人の行動宣言」への全児童参加
５ ４の行動宣言の校内掲示及び学校ＨＰへの掲載
６ 町教委主催の子ども教育委員会にて「アウトメディア宣言」を採択、啓発活
動

163 胆振 市町村立学校 厚真町立上厚真小学校

協賛の取組として、以下の運動等を実施し、ＨＰの活用や地域への周知を
行った。
１ 朝の全校あいさつ運動
２ お昼の放送「いじめ防止に関わるクイズ」
３ 異学年交流「なかよし班による清掃活動」「ふれあい給食」「遊び週間」
４ 高学年児童・保護者による読み聞かせ
５ 町教委主催「いじめ防止に関わる取組」発表
６ どさんこ☆子ども全道サミットの参加

164 胆振 市町村立学校 厚真町立厚真中学校

外部講師を招いてネットにおけるコミュニケーションやネットいじめ等について
学び、生徒及び保護者対象の情報モラル教室において、配付資料にロゴマー
ク及びキャッチフレーズを使用した。

165 胆振 市町村立学校 厚真町立厚南中学校
166 日高 団体等

えりも町市街地青少年育成協会

167 日高 道立学校

北海道平取高等学校

168 日高 道立学校

北海道富川高等学校

169 日高 道立学校

北海道静内高等学校

170 日高 道立学校

北海道浦河高等学校

171 日高 道立学校

北海道平取養護学校

協賛の取組として、担任と生徒が話し合う教育相談を実施した。
体験事業「親子でキャンドルづくり事業」の当日配布資料にロゴマーク及び
キャッチフレーズを使用した。
ＨＰトップページにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
日報、ＦＡＸ用紙、学校教育指導資料にロゴマークを使用した。
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＨＰトップページにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
キャンペーンの掲示物を活用した。

平成28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

172 日高 道立学校

主催団体等名

協賛の取組概要

北海道平取養護学校静内ペテカリの園分 ＦＡＸ送信票、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
校

173 日高 市町村立学校 新ひだか町立東静内小学校
174 日高 市町村立学校 新ひだか町立三石小学校

学校だより（11月発行）にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
協賛の取組として、児童会によるあいさつ運動、教員による登校時のあいさつ
啓発を行った。

175 日高 市町村立学校 浦河町立浦河東部小学校

配布物にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

176 日高 市町村立学校 浦河町立萩伏小学校

学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し、趣旨を掲載した。

177 渡島 道立学校

北海道函館中部高等学校（全）

朝の職員打合せの日報にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

178 渡島 道立学校

北海道函館中部高等学校（定）

179 渡島 道立学校

北海道函館西高等学校

180 渡島 道立学校

北海道函館稜北高等学校

181 渡島 道立学校

北海道函館商業高等学校（定）

182 渡島 道立学校

北海道函館工業高等学校（定）

183 渡島 道立学校

北海道南茅部高等学校

184 渡島 道立学校

北海道大野農業高等学校

185 渡島 道立学校

北海道上磯高等学校

186 渡島 道立学校

北海道七飯高等学校

187 渡島 道立学校

北海道松前高等学校

188 渡島 道立学校

北海道福島商業高等学校

189 渡島 道立学校

北海道森高等学校

190 渡島 道立学校

北海道八雲高等学校

191 渡島 道立学校

北海道長万部高等学校

192 渡島 道立学校

北海道函館聾学校

193 渡島 道立学校

北海道函館養護学校

194 渡島 道立学校

北海道七飯養護学校

195 渡島 道立学校

北海道七飯養護学校おしま学園分校

196 渡島 道立学校

北海道八雲養護学校

197 渡島

長万部町教育委員会

市町村教育委員会

198 渡島 市町村立学校 函館市立函館高等学校
199 渡島 市町村立学校 函館市立港中学校
200 渡島 市町村立学校 函館市立潮光中学校
201 渡島 市町村立学校 森町立砂原中学校

協賛の取組として、登校時のあいさつ運動を行った。
函館西部地区総合芸術祭のチラシ及びＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチ
フレーズを使用した。
１ ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
２ 性教育講演会の演題表示垂れ幕にロゴマーク及びキャッチフレーズを使
用した。
毎日の打合せ時に用いる連絡票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し、
職員への啓発を行った。
１ 協賛の取組として、登校時の生徒へ挨拶および声かけを行った。
２ 教頭発行の各種情報だよりおよびＦＡＸ用紙にロゴマーク及びキャッチフ
レーズを使用した。
学校だより、進路だより、公開授業冊子にロゴマーク及びキャッチフレーズを
使用した。
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
職員打合せ用紙、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
学校だより、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
校内掲示、封筒、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
職員打合せ連絡票、高校説明会資料、学校紹介資料にロゴマーク及びキャッ
チフレーズを使用した。
１ 人間関係形成能力の育成を図るため、ピアサポートとして「エゴグラム」
「ほっと」「ピアサポートプラン」を実施した。
２ 協賛の取組として、地域清掃ボランティア活動を実施した。
３ 日報、ＦＡＸ用紙、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
キャンペーンの掲示物を活用した。
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
平成28年度学習発表会のチラシ等にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用
した。
封筒にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
平成28年度 長万部町「地域とともにある学校づくり（コミュニティ・スクール）
研修会」の当日要項にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し、事業趣旨や
ＨＰアドレスを掲載した。
職員の朝の打合せに使用する連絡票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使
用した。
協賛の取組として、いじめ撲滅集会を実施し、行動宣言の掲示を行った。
協賛の取組として、いじめ撲滅のための取組と連携し、生徒会が作成したいじ
め撲滅の展示物とあわせてキャンペーンチラシを掲示し、生徒に周知した。
学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

202 渡島 市町村立学校 森町立石倉小学校

１ 協賛の取組として、温かい学校づくり集会を実施した。
２ 協賛の取組として、人権教室を実施した。

203 渡島 市町村立学校 森町立尾白内小学校

家庭学習強調週間パンフレット、いじめ把握アンケートにロゴマーク及びキャッ
チフレーズを使用した。

平成28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

204 渡島 市町村立学校 森町立鷲ノ木小学校
205 渡島 市町村立学校 八雲町立八雲小学校

協賛の取組概要
学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
協賛の取組として、玄関ホールに児童会の子どもたちや教員が立ち、あいさ
つをしあう「あいさつストリートで いじめ０（ゼロ）！」を実施した。

206 渡島 市町村立学校 八雲町立浜松小学校

１ 協賛の取組として、書記局によるいじめ防止標語の作成
２ 全校朝会において標語発表及びいじめ防止についての意識向上
３ 標語の校内掲示

207 渡島 市町村立学校 八雲町立野田生中学校

１ 協賛の取組として、あいさつ運動を実施した。
２ 協賛の取組として、いじめ撲滅集会を実施した。
３ 回覧用紙にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

208 渡島 市町村立学校 八雲町立落部小学校

１ 協賛の取組として、あいさつ運動を実施した。
２ あいさつ運動・赤い羽根共同募金案内用紙、学芸会のプログラムにロゴ
マーク及びキャッチフレーズを使用した。

209 渡島 市町村立学校 八雲町立落部中学校

学校だより、進路説明会要項にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

210 渡島 市町村立学校 八雲町立雲石小学校

協賛の取組として、「こども人権教室」を実施した。

211 渡島 市町村立学校 八雲町立熊石第一中学校

協賛の取組として、朝のあいさつ運動を実施した。

212 渡島 市町村立学校 八雲町立山崎小学校

協賛の取組として、いじめ撲滅集会を実施し、展示、掲示物を活用した。

213 渡島 市町村立学校 八雲町立相沼小学校

協賛の取組として、あいさつ運動、なかよし集会を実施した。

214 渡島 市町村立学校 八雲町立東野小学校

協賛の取組として、学芸会を実施した。

215 渡島 市町村立学校 八雲町立泊川小学校

協賛の取組として、関内小学校と合同で、特別養護老人ホームくまいし荘を訪
問し、入所者やデイサービス利用者に、合唱や合奏、歌や踊り、太鼓などを披
露し、交流を深めることをとおして「他者を思いやる心」の育成に努めた。

北海道教育庁檜山教育局

どさんこ☆子ども地区会議等の要項、ＦＡＸ送信票、ＨＰにロゴマーク及び
キャッチフレーズを使用した。

217 檜山 道立学校

北海道江差高等学校

ＦＡＸ送信票及びＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

218 檜山 道立学校

北海道檜山北高等学校

１ ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
２ ポスターの掲示による啓発を行った。

216 檜山

北海道教育委員会

219 檜山 道立学校

北海道上ノ国高等学校

220 檜山 道立学校

北海道今金高等養護学校

221 檜山

市町村教育委員会

江差町教育委員会

222 檜山

市町村教育委員会

乙部町教育委員会

223 上川 団体等

中富良野町学社融合推進会議

224 上川 道立学校

北海道旭川永嶺高等学校

225 上川 道立学校

北海道旭川高等支援学校

226 上川 道立学校

北海道旭川商業高等学校（全・定）

１ 協賛の取組として、朝の挨拶指導を実施した。
２ 朝の職員打合せの日報、学校評議員会資料の表紙にロゴマーク及び
キャッチフレーズを使用した。
３ 学校ＨＰのトピックス「お知らせ」欄の更新際に、文末に貼りつけて使用し
た。(http://www.kaminokuni.hokkaido-c.ed.jp/)
１ 協賛の取組として、朝のあいさつ運動を実施した。
２ 学校祭等のプログラム、学校だより、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレー
ズを使用した。
事業周知用チラシにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
会議資料等にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
講演会のチラシにロゴマークを使用した。
ＨＰや朝の打合せ用紙にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ 協賛の取組として、生徒会「あいさつ運動」を実施した。
２ 協賛の取組として、セルフプロデﾕ－ス（個別面談）を実施した。
３ ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
連絡打合せ用紙にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ 協賛の取組として、トリニティ－コンサート（音楽をとおした世代を超えた幅
広い心の交流）を実施した。
２ 協賛の取組として、防災に係る講演会を実施した。
３ ＦＡＸ用紙にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票にロゴマークを使用した。

227 上川 道立学校

北海道旭川東高等学校

228 上川 道立学校

北海道東栄高等学校

229 上川 道立学校

北海道旭川南高等学校

１ 協賛の取組として、平成28年度講話「命について」を行った。
２ ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

230 上川 道立学校

北海道旭川農業高等学校

１ ＰＴＡ・クラブ後援会役員会・研修会において趣旨を説明した。
２ 学校説明会の要項にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

平成28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
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231 上川 道立学校

北海道旭川盲学校

232 上川 道立学校

北海道下川商業高等学校

233 上川 道立学校

北海道士別翔雲高等学校

234 上川 道立学校

北海道上富良野高等学校

235 上川 道立学校

北海道鷹栖高等学校

236 上川 道立学校

北海道鷹栖養護学校

237 上川 道立学校

北海道東川高等学校

238 上川 道立学校

北海道東川養護学校

239 上川 道立学校

北海道美深高等学校

240 上川 道立学校

北海道富良野高等学校

241 上川 道立学校

北海道富良野緑峰高等学校

242 上川 道立学校

北海道名寄産業高等学校

243 上川 道立学校

北海道上川高等学校

244 上川

市町村教育委員会

旭川市末広公民館百寿大学

245 上川

市町村教育委員会

旭川市新旭川公民館

246 上川

市町村教育委員会

上富良野町教育委員会

247 上川 市町村立学校 中富良野町立本幸小学校
248 上川 市町村立学校 名寄市立名寄中学校
249 留萌

北海道教育委員会

北海道教育庁留萌教育局

協賛の取組概要
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
日報にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し、職員へ「心の教育」の推進
について周知を行った。
ＨＰのトップページにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
学校要覧の後表紙にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
薬物乱用防止教室の実施要項にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。
学芸会プログラム、ＦＡＸ用紙にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
協賛の取組として、あいさつ運動を実施した。
印刷物、校内掲示、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
「平成28年度教育課程研究指定事業 公開研究会」配付資料の裏表紙にロゴ
マーク及びキャッチフレーズを使用した。
協賛の取組として、中高一貫教育の報告会を町民対象に実施した。
協賛の取組として、総合的な学習の時間「福祉：高齢者と共に」を実施した。
１ 協賛の取組として、子育てサロン（第７回）を実施した。
２ 協賛の取組として、新旭川公民館百寿大学と東五条小学校１年生との世
代間交流を実施した。
公共施設に強調月間のチラシを掲示した。
学校だより及び分館事業チラシにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。
１ 協賛として、赤い羽根共同募金への協力の呼びかけを行った。
２ 学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
「平成28年度北海道高等学校ＰＴＡ連合会留萌支部研究大会」等の開催要項
及び職員打合せ資料にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

250 留萌 道立学校

北海道苫前商業高等学校

251 留萌 道立学校

北海道留萌千望高等学校

252 留萌 道立学校

北海道羽幌高等学校

253 留萌 道立学校

北海道遠別農業高等学校

254 留萌 道立学校

北海道天塩高等学校

255 留萌 道立学校

北海道小平高等養護学校

256 留萌

市町村教育委員会

苫前町教育委員会

「平成28年度 第27回留萌管内高等学校英語教育研究協議会」開催要項に
ロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
保護者への配布物、研修資料、ＨＰ、ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフ
レーズを使用した。
１ 町広報誌（11月号）に趣旨を掲載した。
２ ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

257 留萌

市町村教育委員会

羽幌町教育委員会

「平成28年度 羽幌町社会教育・ＰＴＡ研究大会」の開催要項にロゴマーク及
びキャッチフレーズを使用した。

258 留萌

市町村教育委員会

初山別村教育委員会

259 留萌 市町村立学校 留萌市立東光小学校
260 留萌 市町村立学校 小平町立小平小学校
261 留萌 市町村立学校 苫前町立古丹別中学校
262 留萌 市町村立学校 羽幌町立羽幌中学校

研究協議会実施要項、ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用
した。
打合せ票、要項等、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
「平成28年度 校内実績発表大会」の開催要項表紙にロゴマーク及びキャッチ
フレーズを使用した。

「第34回初山別村読書感想文コンクール表彰式」レジュメの裏表紙にロゴマー
ク及びキャッチフレーズを使用した。
学校だより、ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
「わくわくレインボー祭り」の当日配布用チラシにロゴマーク及びキャッチフレー
ズを使用した。
１ 生徒会「いじめＮＯ３９」運動活動、いじめ根絶署名掲示にロゴマーク及び
キャッチフレーズを使用した。
２ ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

263 留萌 市町村立学校 初山別村立初山別中学校

日常の配布掲示物にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

264 宗谷

ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

北海道教育委員会

北海道教育庁宗谷教育局

平成28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

265 宗谷 道立学校

北海道稚内高等学校

266 宗谷 道立学校

北海道浜頓別高等学校

267 宗谷 道立学校

北海道枝幸高等学校

268 宗谷 道立学校

北海道利尻高等学校

269 宗谷 道立学校

北海道豊富高等学校

270 宗谷 道立学校

北海道礼文高等学校

271 宗谷 道立学校

北海道稚内養護学校

272 宗谷

市町村教育委員会

豊富町教育委員会

273 宗谷

市町村教育委員会

利尻町教育委員会

274 宗谷

市町村教育委員会

利尻富士町教育委員会

275

オホーツク

北海道教育委員会

北海道教育庁オホーツク教育局

276

オホーツク

道立学校

北海道北見北斗高等学校（全）

277

オホーツク

道立学校

北海道北見北斗高等学校（定）

278

オホーツク

道立学校

北海道北見緑陵高等学校

279

オホーツク

道立学校

北海道北見商業高等学校

280

オホーツク

道立学校

北海道網走南ヶ丘高等学校（全・定）

281

オホーツク

道立学校

北海道網走桂陽高等学校

282

オホーツク

道立学校

北海道美幌高等学校

283

オホーツク

道立学校

北海道留辺蘂高等学校

284

オホーツク

道立学校

北海道津別高等学校

協賛の取組概要
朝の打合せ用紙にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
協賛の取組として、性に関する講話を実施した。
協賛の取組として、思春期こころの健康講座を実施した。
「宗谷管内高等学校教育研究会家庭部会研究協議会」要項及びＦＡＸ送信票
にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
協賛の取組として、赤い羽根共同募金を実施した。
ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ 会議棟の案内板にロゴマーク及びキャッチフレーズを掲示した。
２ ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
定住支援センター・町民センターにロゴマーク及びキャッチフレーズを掲示し
た。
平成28年度図書館事業「クリスマス会」のチラシにロゴマーク及びキャッチフ
レーズを使用した。
利尻富士町文化祭プログラムにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
11月に実施した管内研修会等で、情報提供の資料にロゴマーク及びキャッチ
フレーズを使用した。
ＨＰのトップページにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用するとともに、機
会があるごとに生徒や保護者、地域住民に伝えることの意義について職員に
周知した。
校内研修会の開催要領にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し、裏面に
は「北海道心の教育推進キャンペーン」のチラシを印刷した。
ＨＰ、職員打合せ用紙、ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用
した。
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。
ＦＡＸ送信票、学校案内、ＨＰ、振興会だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズ
を使用した。
通年でＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
学校評価アンケート保護者依頼文及びアンケート裏面の自由記載欄にロゴ
マーク及びキャッチフレーズを使用した。
学校だより、入学相談会要項、子ども相談支援センター及び北見市で不登校
に係る相談窓口一覧にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ 協賛の取組として、小清水町市街地区補導委員会（小清水町内の小中高
の児童生徒の様子等について情報を交換し、今後の校外補導のより良い方
法について防犯協会等各団体とともに検討）を実施した。
２ ＨＰ、職員用の日報にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

285

オホーツク

道立学校

北海道小清水高等学校

286

オホーツク

道立学校

北海道置戸高等学校

287

オホーツク

道立学校

北海道佐呂間高等学校

288

オホーツク

道立学校

北海道常呂高等学校

289

オホーツク

道立学校

北海道遠軽高等学校（定）

学校通信、日報、体験入学のパンフレットにロゴマーク及びキャッチフレーズを
使用した。

290

オホーツク

道立学校

北海道湧別高等学校

協賛の取組として、「命の大切さを学ぶ教室」を実施し、生徒指導部通信等の
印刷・配布物にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

291

オホーツク

道立学校

北海道滝上高等学校

292

オホーツク

道立学校

北海道興部高等学校

293

オホーツク

道立学校

北海道雄武高等学校

294

オホーツク

道立学校

北海道訓子府高等学校

ＨＰ、学校で作成する文書類にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
月間広報誌にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票、封筒にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

日報職員打合わせ事項表、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。
１ 協賛の取組として、赤い羽根共同募金を実施した。
２ ＦＡＸ送信表、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ 年間を通じて、ピア・サポートプログラムを策定し、総合的な学習の時間な
どに位置づけ、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ている。また、保育所、小学校、中学校での子ども同士が
お互いに支え合う活動を計画的に行っている。
２ 学校だより、オホーツク管内高等学校保健研究会資料にロゴマーク及び
キャッチフレーズを使用した。
学校通信に啓発文とともにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

平成28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

295

オホーツク

道立学校

北海道清里高等学校

１ 協賛の取組として、清里高校生海外派遣研修事業報告会を実施した。
２ 学校だより、ＨＰのトップページにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。

296

オホーツク

道立学校

北海道女満別高等学校

学校職員の朝の打合せ連絡票、授業公開週間の印刷物、学校教育指導資料
の表紙にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

297

オホーツク

道立学校

北海道紋別養護学校

298

オホーツク

道立学校

北海道紋別高等養護学校

299

オホーツク

市町村立学校 北見市立北光小学校

300

オホーツク

市町村立学校 北見市錦水小学校

301

オホーツク

市町村立学校 斜里町立朝日小学校

302

オホーツク

市町村立学校 斜里町立知床ウトロ小学校

303

オホーツク

市町村立学校 湧別町立上湧別小学校

304

オホーツク

市町村立学校 湧別町立中湧別小学校

305

オホーツク

市町村立学校 湧別町立開盛小学校

306

オホーツク

市町村立学校 湧別町立富美小学校

307

オホーツク

市町村立学校 湧別町立湧別小学校

308

オホーツク

市町村立学校 湧別町立上湧別中学校

309

オホーツク

市町村立学校 湧別町立湧別中学校

310

オホーツク

市町村立学校 湧別町立湖陵中学校

311

オホーツク

市町村立学校 興部町立興部小学校

312

オホーツク

市町村立学校 興部町立沙留小学校

313

オホーツク

市町村立学校 興部町立沙留中学校

314

オホーツク

市町村立学校 西興部村立西興部小学校

315

オホーツク

市町村立学校 西興部村立上興部小学校

316

オホーツク

市町村立学校 西興部村立西興部中学校

研修会開催要項にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
学校祭プログラム、ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。
学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し、説明文を掲載した。
協賛の取組として、あいさつ運動を実施した。
１ 協賛の取組として、学年の枠を超えたコミュニケーションを図り、思いやり
や社会性など豊かな人間性を育むとともに、いじめの未然防止・根絶をねらい
とした全校縦割り給食を行った。
２ ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
協賛の取組として、デイサービス訪問・交流を実施した。
保護者向けの学芸会案内チラシにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。
協賛の取組として、以下の取組を実施した。
１ 学芸会で高齢者優先席の設定
２ いじめアンケート
３ 児童会会長、副会長が遠軽町子どもサミットへ参加
４ 学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ 協賛の取組として、もちつき大会を実施した。
２ 学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
協賛の取組として、児童会が中心となり、「いじめをしない、させない、ゆるさな
いキャンペーン」を実施した。また、遠軽町子どもサミットにおいて、いじめ根絶
等について他校の児童、生徒と話し合いを行った。
協賛の取組として、地域や保護者の方と、児童との交流の場となる学芸会を
設定している。
学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し、キャンペーン主旨を掲
載した。
協賛の取組として、あいさつ運動を実施した。
学校だより、開催要項裏面にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
学校だより及び保護者への配布物並びに諸会議資料にロゴマーク及びキャッ
チフレーズを使用した。
学校通信、ＰＴＡ案内等の配布物にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し、
趣旨について掲載した。
掲示物を掲示した。
掲示物を掲示した。
関係チラシ、ポスターの掲示を行った。
１ 協賛の取組として、いじめ調査の結果に基づく集会及びＬＨＲを実施した。
２ ＦＡＸ送信票、ＨＰのトップページにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用
した。

317 十勝 道立学校

北海道帯広柏葉高等学校

318 十勝 道立学校

北海道帯広柏葉高等学校（定）

319 十勝 道立学校

北海道帯広三条高等学校

320 十勝 道立学校

北海道帯広工業高等学校

321 十勝 道立学校

北海道帯広農業高等学校（全・定）

322 十勝 道立学校

北海道音更高等学校

323 十勝 道立学校

北海道鹿追高等学校

ＦＡＸ送信票、職員の打合わせ日報にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用
した。
保護者進路説明会資料にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

324 十勝 道立学校

北海道新得高等学校

ＦＡＸ送信票、朝の教職員連絡票、ＨＰのバナーにロゴマーク及びキャッチフ
レーズを使用した。

１ 協賛の取組として、生徒、保護者に配布する資料等での啓発活動や「生命
の大切さを学ぶ教室」を実施した。
２ 第２学年通信にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
職員の朝の打合せで取組について周知した。

平成28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

325 十勝 道立学校

北海道芽室高等学校

326 十勝 道立学校

北海道大樹高等学校

協賛の取組概要
職員連絡票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ ＦＡＸ送信票、校内職員連絡票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。
２ 生徒会主催「中高生徒会交流会」等の実施要項にロゴマーク及びキャッチ
フレーズを使用した。
ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

327 十勝 道立学校

北海道広尾高等学校

328 十勝 道立学校

北海道幕別高等学校

329 十勝 道立学校

北海道池田高等学校

330 十勝 道立学校

北海道本別高等学校

アンケート用紙にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

331 十勝 道立学校

北海道足寄高等学校

日報にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

332 十勝 道立学校

北海道帯広盲学校

333 十勝 道立学校

北海道帯広養護学校

334 十勝 道立学校

北海道中札内高等養護学校

335 十勝 道立学校

北海道中札内高等養護学校幕別分校

336 十勝 道立学校

北海道新得高等支援学校

337 十勝

市町村教育委員会

鹿追町地域子ども会育成連絡協議会

338 十勝

市町村教育委員会

大樹町教育委員会

339 十勝

市町村教育委員会

池田町教育委員会

340 十勝

市町村教育委員会

豊頃町教育委員会

ＦＡＸ送信票、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

ＦＡＸ送信票、学校要覧にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
強調月間のポスターを作成し、校内に掲示した。
管理職打合せ資料、各会議資料にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。
学校だより、ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票、ＨＰ、ＰＴＡ会議資料にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。
通学合宿のしおりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
協賛の取組として、大樹町民物産感謝祭を実施した。
教育委員会だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
事業募集チラシにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

341 十勝 市町村立学校 音更町立鈴蘭小学校

学習発表会の案内等で紹介した。

342 十勝 市町村立学校 音更町立下音更小学校

協賛の取組として、あいさつ運動、募金活動（赤い羽根、リングプル回収）を実
施した。
ＰＴＡ会議の議案書、児童会だより等にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用
した。
学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

343 十勝 市町村立学校 音更町立下士幌小学校
344 十勝 市町村立学校 音更町立東士幌小学校
345 十勝 市町村立学校 音更町立共栄中学校
346 十勝 市町村立学校 音更町立駒場小学校

１ 協賛の取組として、あいさつ運動を実施した。
２ 学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

347 十勝 市町村立学校 清水町立清水中学校

協賛の取組として、しみず「教育の四季」子どもフォーラムを実施した。その中
で生徒会の取組をパワーポイントで紹介し、エピローグでロゴマーク及び
キャッチフレーズを使用した。

348 釧路

「ほっかいどう学力向上推進事業」開催要項にロゴマーク及びキャッチフレー
ズを使用した。

北海道教育委員会

北海道教育庁釧路教育局

349 釧路 道立学校

北海道釧路湖陵高等学校（全）

350 釧路 道立学校

北海道釧路明輝高等学校

351 釧路 道立学校

北海道釧路東高等学校

352 釧路 道立学校

北海道厚岸翔洋高等学校

353 釧路 道立学校

北海道白糠高等学校

354 釧路 道立学校

北海道白糠養護学校

355 釧路

市町村教育委員会

厚岸町教育委員会生涯学習課

356 釧路

市町村教育委員会

白糠町教育委員会

１ 職員打合せ資料にロゴマークを使用し、心の教育推進に係る職員の意識
の高揚を図った。
２ ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＨＰ及び日常業務様式等の印刷物にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し
た。
１ 「平成２８年度教育課程研究高事業に係る文部科学省教科調査官の訪問
指導及び研究協議会」の要項裏表紙にロゴマーク及びキャッチフレーズを使
用した。
２ ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
薬物乱用防止教室実施要項および感想文・標語作成用紙、保護者あて文書
にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票、職員打合せ表、学校教育指導第二次訪問資料等にロゴマーク
及びキャッチフレーズを使用した。
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
広報誌を用いた啓発活動を行った。

平成28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

357 釧路 市町村立学校 釧路市立釧路小学校

358 釧路 市町村立学校 釧路市立湖畔小学校
359 釧路 市町村立学校 釧路市立朝陽小学校
360 釧路 市町村立学校 釧路市立光陽小学校
361 釧路 市町村立学校 釧路市立清明小学校
362 釧路 市町村立学校 釧路市立東雲小学校

363 釧路 市町村立学校 釧路市立美原小学校

364 釧路 市町村立学校 釧路市立芦野小学校

365 釧路 市町村立学校 釧路市立阿寒小学校
366 釧路 市町村立学校 釧路市立阿寒湖小学校
367 釧路 市町村立学校 釧路市立幣舞中学校
368 釧路 市町村立学校 釧路地区中学校体育連盟
369 釧路 市町村立学校 釧路市立春採中学校
370 釧路 市町村立学校 釧路市立景雲中学校
371 釧路 市町村立学校 釧路市立青陵中学校

協賛の取組概要
１ 協賛の取組として、地域公開自由参観日を実施した。
・１年生生活科～地域の老人クラブの方々に昔の遊びを教えてもらう活動
・地域環境整備作業～学校周辺や公園の清掃活動（※雪のため中止）
２ 協賛の取組として、道徳の授業「１１月強調月間」を実施した。
・道徳の研究の一環として、１１月重点内容「善悪の判断・自律」について、全
学級で授業を実施

協賛の取組として、あいさつ運動を実施した。
協賛の取組として、土曜活動を活用した全員道徳の授業を公開した。また、校
内ＯＪＴを活用しながら担任を持っていない若手教員がクラスを借りて道徳の
授業を行うなど、道徳の時間を通して「豊かな心」を育むことの大切さを普及、
啓発する心の教育推進を図った。
学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し、趣旨について掲載し
た。
学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ 協賛の取組として、あいさつ運動を実施した。
２ 学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ 協賛の取組として、養護学校との交流を実施した。
養護学校の子ども達を学校に招き、ゲームや遊びを通して交流した。
２ 協賛の取組として、授業参観を実施した。
保護者に授業を参観してもらい、その後懇談会で子ども達の２学期の様子な
どを伝え、子ども達の心豊かな成長を願い交流した。
３ 学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
児童会が主体となり、小規模の演奏や発表などができるホールで自分たちが
練習した歌やダンス、器楽等子供たちが自分たちの声や身体表現をする機会
をとおして、互いの表現のよさを感じ、認め合い、豊かな情操を養っている。
（毎週火曜または木曜の休み時間）
学校だより、HP、学校関係機関会議で使用する資料にロゴマーク及びキャッ
チフレーズを使用した。
１ 協賛の取組として、全校一斉参観日（全学年道徳授業公開～平成２８年１
２月７日）を実施した。
２ 協賛の取組として、児童会「あいさつ運動」（毎週月曜日・金曜日の朝）を
実施した。
学校だより、FAX送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
平成28年度 理事会資料最終ページにロゴマーク及びキャッチフレーズを使
用した。
※11月11日開催(予定)のスピードスケート監督会議資料にも掲載を予定
１ 協賛の取組として、あいさつ運動を実施した。
２ 学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ 各種配布物にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
２ HPに趣旨を掲載した。
学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し、HPにアップするととも
に、貝塚郵便局に掲示していただく。

372 釧路 市町村立学校 釧路市立美原中学校

協賛の取組として、あいさつ運動を実施した。

373 釧路 市町村立学校 釧路市立鳥取西中学校

学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

374 釧路 市町村立学校 釧路市立阿寒中学校
375 釧路 市町村立学校 釧路市立音別中学校
376 釧路 市町村学校 釧路市立桜が丘中学校
377 釧路 市町村立学校 厚岸町立高知小中学校
378 釧路 市町村立学校 厚岸町立真龍小学校
379 釧路 市町村立学校 標茶町立標茶中学校

380 釧路 市町村立学校 鶴居村立鶴居小学校

協賛の取組として、日常生活の中で直接言えない感謝の気持ちを、葉っぱの
形をした用紙に記入し、階段の踊り場の壁に張り付けた木の絵に張り付けて
いくという取組（ありがとうの木）を実施した。
HPにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
学校だより、ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
学校だより（地域・保護者と交流を図る行事の様子を紹介）にロゴマーク及び
キャッチフレーズを使用した。
学校だより（月のこよみ欄）にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
生徒会書記局掲示版の「いじめ未然防止コーナー」にロゴマーク及びキャッチ
フレーズを掲示した。
「平成28年度北海道道徳教育推進校事業・鶴居村教育委員会指定鶴居村立
鶴居小学校公開研究会」指導案集の中の開催要項にロゴマーク及びキャッチ
フレーズを使用した。

平成28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

381 釧路 市町村立学校 鶴居村立下幌呂小学校

ＨＰにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

382 釧路 市町村立学校 鶴居村立鶴居中学校

印刷物を活用してＰＲを行った。

383 根室 団体等

e-ネットキャラバン事務局

384 根室

北海道教育庁根室教育局

北海道教育委員会

協賛の取組として、標津高校でのインターネットの安心・安全な使用に関する
啓発の講演を実施した。
ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
１ 協賛の取組として、あいさつ運動を実施した。
２ ＨＰのトップページにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
協賛の取組として、登校時における朝のあいさつ運動を実施した。

385 根室 道立学校

北海道根室高等学校

386 根室 道立学校

北海道根室西高等学校

387 根室 道立学校

北海道別海高等学校

388 根室 道立学校

北海道中標津高等学校

１ 「平成28年度 学校運営協議会」資料にロゴマーク及びキャッチフレーズを
使用し、職員、関係者へ配布した。
２ ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
取組期間中の職員打合せ資料、ＦＡＸ送信票、学級通信と周年行事準備委員
会（11月実施）資料表紙にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

389 根室 道立学校

北海道羅臼高等学校

１ 協賛の取組として、羅臼町の総合文化祭にて中高合同の吹奏楽部の演奏
会を実施した。
２ ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

390 根室 道立学校

北海道中標津高等養護学校

391 根室

中標津町教育委員会

市町村教育委員会

392 根室 市町村立学校 中標津町立俵橋小学校

日報にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
「平成28年度 少年の主張中標津大会」の当日配布プログラムにロゴマーク
及びキャッチフレーズを使用した。
学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用し、啓発文を掲載した。

