平成30年度
№ 教育局

「北海道心の教育推進キャンペーン」強調月間取組一覧

主催団体等名

協賛の取組概要

1 空知

北海道教育庁空知教育局

「家庭教育ナビゲータースキルアップ研修」資料にロゴマークを印刷。

2 空知

北海道岩見沢東高等学校

ロゴマーク・キャッチフレーズの活用
・職員の朝の打合せ票等の掲載
・学校ホームページへの掲載

3 空知

北海道岩見沢西高等学校

朝の打合せ表にロゴマークを印刷。

4 空知

北海道岩見沢農業高等学校

ホームページのトップページに「北海道心の教育推進キャンペーン」のシンボルマークとキャンペーン趣旨を掲示し
た。

5 空知

北海道美唄尚栄高等学校

１ 学校ホームページに通年シンボルマークを掲載
２ 職員用朝の打合せ用紙に通年シンボルマークを掲載

6 空知

北海道美唄聖華高等学校

北海道高等学校ＰＴＡ連合会空知支部研修会における配付資料へのロゴマーク印刷。
進路だよりへのロゴマークの印刷。

7 空知

北海道芦別高等学校

教職員の朝の打合せ表に、シンボルマークを掲載。
ＦＡＸ送信票にシンボルマークを添付し使用。

8 空知

北海道深川東高等学校

・業務日報へのロゴマークの掲載
・学校だよりへのロゴマークの掲載
・ＦＡＸ送信票へのロゴマークの掲載
・ＨＰへのロゴマークの掲載

9 空知

北海道深川西高等学校

ホームページや職員打合せ用紙へのシンボルマーク・キャッチフレーズの掲載。

10 空知

北海道長沼高等学校

＜長沼町仲間づくり「子供会議」＞
長沼町の「仲間づくり」を主に、北海道いじめ根絶・仲良し宣言などを推進するために、発表交流やワークショップ
形式で標語等について協議した。

11 空知

北海道栗山高等学校

朝の職員打合せ連絡票にロゴマーク・キャッチフレーズを印刷。

12 空知

北海道月形高等学校

ＨＰへのキャッチフレーズ・ロゴマーク添付。

13 空知

北海道夕張高等養護学校

後援会総会資料にロゴマークを使用。

14 空知

北海道夕張高等養護学校

FAX送信票にロゴマークを印刷して使用。

15 空知

北海道夕張高等養護学校

学校運営協議会の資料にロゴマークを使用。

16 空知

北海道美唄養護学校

「学校祭」プログラム等にシンボルマークを掲載。
ホームページへのシンボルマークの掲載。

17 空知

北海道南幌養護学校

学校行事プログラム、ホームページ、ＦＡＸ送信票にロゴマークを活用。

18 空知

南幌町教育委員会

＜平成30年度南幌町ＰＴＡ連合会研究大会兼南幌町青少年健全育成を考える集い＞
募集チラシ、当日配布資料、広報にロゴマークを使用。

19 空知

上砂川町立上砂川中学校

どさんこ☆子ども全道サミットへの参加

20 空知

由仁町立由仁小学校

＜いじめのない明るい学校をつくる＞
人権教室（いじめのない学校）、挨拶運動（児童会）、ありがとう・ごめんなさいの木（児童会）、いじめ防止隊（児童
会）

由仁町立由仁中学校

＜どさんこ☆子ども全道サミットへの参加＞
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
＜夢づくり由仁町子ども教育委員会＞
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
＜由仁っ子と一緒に学校給食＞
食材の生産者の話を聞く
＜ＦＡＸ送信票へのロゴマーク使用＞

22 空知

長沼町教育委員会

＜長沼町民文化祭 街頭啓発＞
長沼町民文化祭入口において、長沼町青少年育成町民会議で実施している「あいさつ・しんせつ・たいせつ運動」
の入賞者の作品を印刷したティッシュを配布
＜広報ながぬま＞
町広報11月号内にロゴマーク掲載

23 空知

月形町地域子ども会育成連絡協議 ＜第38回子ども会親睦ミニバレーボール大会＞
会
開催要項にロゴマークを使用

21 空知

24 空知

岩見沢市教育委員会

＜仲間づくり子ども会議＞ 実施要項等にロゴマークを活用
（１）各小・中・高等学校で、児童会・生徒会が主体となって取り組んできたいじめ根絶の取組などについて交流し、
その成果や課題等を市内全校に広めるとともに、いじめのない楽しい学校づくりを進める。
（２）児童生徒主体の異校種・異世代交流の取組として、岩見沢市における「仲間づくり『子ども会議』」を実施する
ことにより、望ましい人間関係を築く力や社会性を育む。

25 空知

岩見沢市立日の出小学校

ロゴマークをFAX用紙や校舎内各所の標示物において活用。FAX送信票、来賓用玄関標示、玄関扉の開閉注意、
教室扉の開閉注意、読書週間のポスター

26 空知

岩見沢市立北真小学校

学校だよりに、北海道心の教育推進キャンペーン強調月間を紹介し、ロゴマークを掲載。

27 空知

岩見沢市立栗沢中学校

連絡票など印刷物へのロゴマークの表示

28 空知

滝川市教育委員会

＜絆づくり成果交流会＞
いじめ根絶・仲間づくりをテーマとする中学校区ごとの小中連携した取組の紹介や各学校独自の活動の交流。当
日要項や掲示物へのロゴマークの活用。
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29 空知

滝川市立滝川第一小学校

学校だよりへのロゴの掲載

30 空知

滝川市立滝川第二小学校

「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・周知した。

31 空知

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－にロゴマークを表示
した。

32 空知

滝川市立西小学校

・学校だよりへのロゴマークの掲載及び本事業について案内
・児童会書記局による「あいさつ運動」の実施

33 空知

滝川市立江部乙小学校

学校だよりでロゴマークを活用した啓発

34 空知

滝川市立東小学校

学校だよりへの掲載、地域一斉参観日での掲示、FAX送信票へのロゴマークの掲載

35 空知

滝川市立江陵中学校

学校だよりに心の教育に関する巻頭言を掲載。同時にキャッチフレーズ及びシンボルマークを掲載して啓発を図っ
た。また、ＦＡＸ用紙への掲載や玄関表示をするなど取組が身近な物になるよう努めた。

36 空知

滝川市立明苑中学校

学校だより等へのロゴマークの印刷

37 空知

滝川市立開西中学校

生徒玄関前にロゴマークの掲示

38 空知

滝川市立江部乙中学校

＜滝川市ＰＴＡ連合会研究大会＞ 当日要項へのロゴマークの印刷
１ 滝川市教育委員会社会教育課
｢インターネットの危険性とフィルタリングの役割｣
２ 北星学園大学教授･公益財団法人日本バレーボール協会公認講師
工藤 憲 氏 講演 ｢共汗･共涙･共生｣～子どもたちとともに生きる｣

39 空知

北海道滝川西高等学校

・学校関係者評価委員会配付資料へロゴマークを印刷した。
・学校HPへロゴマークを表示した。

40 空知

深川市立一已小学校

＜教育相談週間＞
期間内に教育相談を設け、学習・学校生活・友達関係などについて個別に相談し児童理解に努めた。また、学校
だよりに載せる教育相談期間の記事の脇にロゴマークを添付した。

41 空知

深川市立音江小学校

毎月発行の学校便りにロゴマークを活用

42 空知

深川市立深川小学校

＜教育相談週間＞
児童それぞれに学校生活の過ごし方や、いじめにつながる悩みや心配ごとがないかなどを話し合う教育相談週間
に合わせて、ロゴマークの活用を促した。
＜学校だよりへのロゴマークの活用＞
冬季休業を控え、子ども相談支援センターなど、相談窓口となる諸機関の周知と合わせ、学校だよりにロゴマーク
を掲載。

43 空知

深川市立納内小学校

学校だよりで、普及・啓発のためロゴマークを活用

44 空知

深川市立深川中学校

学校だよりで、普及・啓発のためロゴマークを活用

45 空知

深川市立一已中学校

学校だよりで、普及・啓発のためロゴマークを活用

46 空知

深川市立多度志小学校

・学校だよりにシンボルマーク及びキャッチフレーズを掲載し、保護者や地域に向けて啓発した。
・人権擁護委員の学校訪問の際に、５年生児童が人権について学習し、電話相談お知らせカードをいただいた。

47 空知

深川市立北新小学校

各教室へロゴマークを印刷したミニポスターを掲示する。
校内の配布物へ期間中ロゴマークを掲載する。
家庭・地域へ配布する学校便りにロゴマークを掲載する。

48 石狩

石狩教育局

○家庭教育サポートセミナー（11月月間中２回実施）
望ましい生活習慣を確立するための方法、手軽にできる体力を向上させるための方法、携帯電話・インターネットト
ラブルの実例、家庭における読書習慣を確立するための方法等をテーマに説明
○封筒、ＦＡＸ送信票及び会議の開催要項表紙等並びにHPにシンボルマーク及びキャッチフレーズを掲載した。

49 石狩

札幌東高等学校（全日制）

・学校評議員会要項へのロゴマークの掲載
・ＨＰへのロゴマークの掲載
・連絡票（打合せ用）へのロゴマークの掲載
・ＦＡＸ送信票へのロゴマークの掲載

50 石狩

札幌東高等学校（定時制）

・ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸおよびｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞを活用し、広く普及啓発に取り組んだ。
・北海道教育大学と酪農学園大学および札幌国際大学からの高大連携による学生支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを活用することに
より、個に応じたきめ細かな指導の充実および生徒のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙの向上を図った。

51 石狩

札幌西高等学校（全日制）

シンボルマーク及びキャッチフレーズを本校ＨＰのトップページに掲載するとともに、そのマークのリンク先として
北海道教育委員会ＨＰの「北海道心の教育推進会議」を指定することで、生徒の豊かな心を育むための教育活動
に対する取組を生徒や保護者、地域住民、関係機関等に広く周知した。

52 石狩

札幌南高等学校（全日制）

学校職員打合せ日報へロゴマーク等を掲載し、キャンペーン並びに強調月間の趣旨を周知

53 石狩

札幌北高等学校（全日制）

毎朝職員に配付する「職員打合せ連絡票」にシンボルマークを掲載し、職員にその旨周知

54 石狩

札幌北高等学校（定時制）

防災学習
１ 対 象 全校生徒
２ テーマ 地震などの災害に対する対応・対処方法を知り、災害時の自身の手引きとし、防災安全 に対する意
識の向上を図る
３ 内 容 講話・DVD視聴

55 石狩

札幌月寒高等学校

FAX送信票、校内連絡用日報へのロゴマークの印刷

56 石狩

札幌北陵高等学校

毎日の日報にシンボルマークを掲載
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札幌手稲高等学校

ロゴマークを学校HPのトップページに掲載
ロゴマークを校内の職員会議用の議題用紙等に印刷

58 石狩

札幌丘珠高等学校

シンボルマーク及びキャッチフレーズの使用
①職員打合せ票への掲載及び啓蒙
②レジュメ裏表紙に使用
③事業説明、協賛意思の表示を職員室や事務室、校長室等に掲示

59 石狩

札幌白石高等学校

朝の職員打合せの日報にロゴマークを掲載

60 石狩

札幌西陵高等学校

校内打合せ連絡票とFAX通信票にロゴマークを印刷

61 石狩

札幌東陵高等学校

シンボルマークの連絡票への掲載

62 石狩

札幌南陵高等学校

・ホームページへロゴマークおよび啓発文の掲載
・学校ＦＡＸ送信票へロゴマークを印刷し、関係事業者等への送信
・地域との連携による交通安全運動街頭啓発

63 石狩

札幌真栄高等学校

・登校時に生徒玄関出入口と生徒玄関ホールであいさつや声かけ運動を行っている。
・札幌市清田区が主催するボランティア活動や他のボランティア活動に参加している。

64 石狩

札幌あすかぜ高等学校

生徒指導だよりにて啓発。ロゴ及び取組内容等を添付した。

65 石狩

札幌稲雲高等学校

ロゴマークのHP掲載や校内の会議用の業務用紙へ印刷

66 石狩

札幌英藍高等学校

学校内での朝の職員打合せで使用する連絡票にロゴを掲載しての啓発

67 石狩

札幌国際情報高等学校

学校ＨＰ（トップページ）へのロゴマーク及びキャッチフレーズの掲載

68 石狩

札幌白陵高等学校

朝の職員打合せにおいて、打合せ票にロゴマークを掲載し、日常的な啓発を行った。
学校ＨＰにロゴマークを掲載した。

69 石狩

札幌東商業高等学校

・学校ウェブページへ掲載し普及や啓発に努めた
・日報（東商だより）へ掲載し普及に努めた
・教頭・副校長会商業部会秋季協議会の要項に掲載し普及に努めた

70 石狩

札幌琴似工業高等学校

①FAX送信票等にシンボルマークを掲載し、「豊かな心を育む」大切さを学校外に示すと共に、本校教職員にFAX
送信票の積極的な使用をお願いした。
②朝の打合せ票に、シンボルマークを掲載し、推進を図った。

71 石狩

野幌高等学校

＜パートナースクール事業、教科指導訪問、学校運営指導訪問＞
各事業の冊子等へのロゴマークへの掲載、ホームページや日報でのロゴマークの活用

72 石狩

大麻高等学校

学校HPにキャッチフレーズの掲載、FAX送信票にロゴマーク使用

73 石狩

千歳高等学校

ネット犯罪、ネチケットなど情報モラルについて大切な点を注意喚起した。
薬物乱用防止教室(11/19実施)
日報、ＨＰ、研究会要項にシンボルマーク、キャッチフレーズを使用

74 石狩

千歳北陽高等学校

ホームページのトップページにシンボルマーク及びキャッチフレーズを掲載
朝の打合せ連絡票にシンボルマーク及びキャッチフレーズを掲載(11月分)

75 石狩

当別高等学校

シンボルマーク及びキャッチフレーズのHPや朝の打合せ用紙への掲載

76 石狩

恵庭南高等学校

<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ほか＞
・授業公開を広く地域・保護者に周知し、授業改善を図り、授業展開の中で学力向上を図り、生徒一人一人を大切
にする授業実践を通して落ち着いた教室環境をつくり、いじめ等の未然防止等への波及効果を狙う取組を実施
・朝の打合せ用紙や、外部への配布物や保護者案内文にロゴマークを掲載した

77 石狩

恵庭北高等学校

シンボルマークを学校公式ウェブページのトップページに常時掲載

78 石狩

石狩翔陽高等学校

シンボルマーク及びキャッチフレーズをFAX送信票、ホームページに活用

79 石狩

石狩南高等学校

学校ホームページでロゴマーク・キャッチフレーズを使用

80 石狩

札幌視覚支援学校

ホームページでシンボルマークを掲載

81 石狩

札幌聾学校

・年間を通して、本校より発信するＦＡＸ送信票にロゴマークを使用
・学校視察要項にロゴマークを添付
・ふれあいフェスタでのパスポート表紙にロゴマークを添付

82 石狩

手稲養護学校

＜札響スクールコンサート、芸術鑑賞＞
実施計画、実施報告にロゴマークを掲載

83 石狩

白樺高等養護学校

学校祭プログラムにロゴを掲載

84 石狩

新篠津高等養護学校

ホームページやＦＡＸ送信票でのロゴマークの活用

85 石狩

札幌高等養護学校

学校ホームページ及び学校用FAX用紙にロゴマークを記載し、キャンペーン推進の広報活動を行った。

86 石狩

拓北養護学校

拓養祭（中学部・高等部の学校祭）のプログラムにロゴマークを使用

87 石狩

札幌稲穂高等支援学校

＜北海道特別支援学校知的障害教育校ＰＴＡ連合会第2回役員会及び事務局会議資料＞
ＰＴＡ配布用のプリントに印刷して役員及び事務局員に配布した

88 石狩

札幌伏見支援学校もなみ学園分校 学校だよりにシンボルマーク及び趣旨説明を掲載

57 石狩
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89 石狩

札幌あいの里高等支援学校

・学校祭のチラシにロゴマークを掲載
・授業見学会の開催要項にロゴマークを掲載

90 石狩

新篠津村立新篠津中学校

・ふれあいの苑（村内福祉施設）でのワークキャンプ（交流会）の実施
・学校だよりへのロゴマークの掲載（12月号）

91 後志

北海道小樽潮陵高等学校

職員打合せ連絡票に強調月間の趣旨を掲載して、趣旨を踏まえた教育活動を展開するように職員に周知するとと
もに、強調月間中は連絡票へロゴマーク及びキャッチフレーズを掲載し、啓発に努めた。

92 後志

北海道小樽桜陽高等学校

・ホームページのトップページにシンボルマーク及びキャッチフレーズを掲載
・朝の打ち合わせ連絡票にシンボルマーク及びキャッチフレーズを掲載（11月分）

93 後志

北海道小樽商業高等学校

・日報、ＦＡＸ送信票へのロゴマークの印刷
・ホームページのロゴマークの表示

94 後志

北海道小樽未来創造高等学校

FAX用紙にロゴマークを掲載

95 後志

北海道小樽未来創造高等学校(定
時制)

・職員打合せ用紙へのロゴマークの掲載。
・小樽市定時制通信制教育振興会第２回幹事会研究協議会資料へのロゴマークの掲載。

96 後志

北海道余市紅志高等学校

後志管内高等学校地歴公民科研究会の当日要項にロゴマークを使用
後志管内高等学校数学教育研究会の当日要項にロゴマークを使用

97 後志

北海道岩内高等学校

・学校運営指導訪問の資料にロゴマーク・キャッチフレーズを掲載
・ホームページにロゴマークを掲載

98 後志

北海道倶知安高等学校

・職員打ち合わせの際の連絡票にシンボルマークを印刷
・ＦＡＸ送信票にシンボルマークを印刷
・公式ホームページにシンボルマークを掲載

99 後志

北海道倶知安農業高等学校

職員連絡票にロゴマークを印刷し、啓発

100 後志

北海道寿都高等学校

・毎日の連絡票にロゴマークを掲載
・ホームページにロゴマークを掲載

101 後志

北海道蘭越高等学校

ファックス送信票や職員の朝の打ち合わせ資料（日報）にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用

102 後志

北海道共和高等学校

ロゴマーク及びキャッチフレーズをHP及び職員打合せ票、学校評議員会、閉校記念事業協賛会役員会等の実施
要項等に使用し、教育関係者、教職員、保護者、地域住民に普及・啓発を行った。

103 後志

北海道小樽高等支援学校

＜突撃 読み聞かせ隊＞
朝のＳＨＲ前の時間を使い各ＨＲ教室で、図書局の局員が「いじめ・友達」をテーマにした絵本の読み聞かせを実施
し、最後に局員から「いじめはあってもはらない。」ことや「友達の大切さ」などを伝えた。

104 後志

北海道余市養護学校しりべし学園
分校

・キャンペーン啓発チラシの掲示。
・学校だよりにロゴマークを掲載（12月発行）。
・ＦＡＸ用紙にロゴマークを掲載。

105 後志

仁木町教育委員会

北海道心の教育推進キャンペーンのための「キャッチフレーズ及びシンボルマーク」並びにキャンペーンの趣旨を
仁木町教育委員会ニュース（第６８号）へ掲載し、同ニュースを仁木町ホームページに掲載。

106 後志

留寿都村教育委員会

毎月５日に教育委員会（社会教育係）が発行している生涯学習情報誌「このゆびとまれ」に本キャンペーンを掲載
し、紹介した。

107 後志

黒松内町教育委員会

・毎月発行しているマナヴェールだよりへロゴマークを貼り付け、強調月間であることをアピールした。
・月１回開催のファミリースポーツのちらしにロゴを貼り付け、強調月間であることをアピールした。

108 胆振

北海道室蘭栄高等学校

本校職員へ「心の教育」の推進について周知する活動を行った。
連絡票にロゴマークを掲載した。

109 胆振

北海道室蘭清水丘高等学校

＜北海道高等学校進路指導協議会胆振支部総会・研究協議会＞
開催要項の表紙にロゴを掲載した。

北海道室蘭東翔高等学校

＜ありがとうの木＞
北海道心の教育推進キャンペーンの趣旨を踏まえ、生徒会が全校生徒に声かけをして、「感謝の気持ち」を『あり
がとうの木』の葉っぱに書き、生徒玄関ホールに飾り付ける
＜シンボルマーク・キャッチフレーズの掲載＞
学校ホームページ、ＦＡＸ送信票に掲載した

111 胆振

北海道室蘭工業高等学校

＜ロゴマークの使用＞
・教職員の朝会「連絡票」（日常使用）、
・「性に関する講話」実施要項（全職員、1学年生徒に配布）、
・「平成３０年度胆振教育局教科指導訪問」要項・学校概要説明資料、（該当者･管理職に配布）、
・「H30 初任段階教員研修（2年次Ⅲ期室蘭工業会場）」ﾘｰﾌﾚｯﾄ（全職員･該当者に配布）、

112 胆振

北海道伊達緑丘高等学校

ＦＡＸ送信票にロゴマークを掲載

113 胆振

北海道虻田高等学校

・教職員による登校指導において、お互いに挨拶を心がけ行っている。
・ホームページにロゴマークとキャンペーンの趣旨について掲載

114 胆振

北海道登別明日中等教育学校

全校生徒配付用のチラシ（赤い羽根共同募金）にロゴマークを掲載

115 胆振

北海道登別青嶺高等学校

キャッチフレーズ及びシンボルマークをホームページ、ＦＡＸ送信票に掲載し、キャンペーンを広く周知した。

116 胆振

北海道苫小牧西高等学校

ロゴマークのＨＰ掲載、ＦＡＸ送信票への掲載

117 胆振

北海道苫小牧南高等学校

朝の打合せ文書にロゴマーク・キャッチフレーズを印刷。

118 胆振

北海道苫小牧総合経済高等学校

日報、ＦＡＸ送信票、ＨＰにシンボルマーク・キャッチフレーズを使用。

119 胆振

北海道白老東高等学校

・業務日報にロゴマークを掲載し、職員へ周知を図る。
・HPにロゴマークを掲載し、閲覧者へ普及啓発を図る。

120 胆振

北海道追分高等学校

本校で毎日発行している「連絡票」にロゴマーク・キャッチフレーズを掲載し、積極的な使用を推進

110 胆振
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121 胆振

北海道厚真高等学校

・学校ＨＰ（トップページ）でのロゴマークの掲載
・「いじめ基本方針」でのロゴマークの掲載
・打合せ・会議資料のロゴマークの掲載

122 胆振

北海道伊達高等養護学校

北海道心の教育推進キャンペーン強調月間に賛同し、伊達高等養護学校心の教育推進キャンペーンとして、ホー
ムページや評議員会要項にロゴマークを使用することで、心の教育育成に寄与することを目指した取り組みを行っ
た。

123 胆振

登別市

登別市では、平成２８年度より論語を活用した徳育の推進を図っており、子どもたちを始めとした幅広い世代の市
民等への「思いやりの心」の醸成による、魅力溢れるまちづくりの推進に向けた取組を進めている。

124 胆振

伊達市教育委員会生涯学習課

・シンボルマーク及びキャッチフレーズのＦＡＸ送信票への使用

125 日高

北海道平取高等学校

日高管内高等学校研究会教育相談部会資料にロゴマーク・キャッチフレーズを記載

126 日高

北海道浦河高等学校

学校ホームページでロゴマーク・キャッチフレーズを使用

127 日高

北海道平取養護学校

学校便りを通じてシンボルマーク・キャンペーン趣旨を周知

128 日高

北海道平取養護学校静内ペテカリ
の園分校

ＦＡＸ送信票、ホームページにロゴマークを使用

129 日高

えりも町立えりも岬小学校

学校だよりにロゴマークを掲載

130 日高

えりも町立えりも中学校

・本校ホームページ内にロゴとキャッチフレーズを貼付
・ロゴとキャッチフレーズがついたＦＡＸ送信票を日常業務で使用

131 日高

えりも町文化協会

＜町民芸術文化鑑賞会＞
開催案内ポスターにロゴマークを掲載

132 渡島

北海道函館中部高等学校

ロゴマーク・キャッチフレーズの活用（朝の打合せ連絡票・学校ＨＰに掲載）

133 渡島

北海道函館西高等学校

函館市西部地区芸術祭への参画、ロゴマーク・キャッチフレーズのポスター・チラシへの活用

134 渡島

北海道函館稜北高等学校

公開授業の実施、ロゴマーク・キャッチフレーズの活用

135 渡島

北海道函館商業高等学校

ロゴマーク・キャッチフレーズの連絡票への活用

136 渡島

北海道函館水産高等学校

ロゴマーク・キャッチフレーズの「教育相談室だより」への掲載

137 渡島

北海道松前高等学校

ロゴマーク・キャッチフレーズの学校通信「建石野」及び学校ＨＰへの掲載

138 渡島

北海道福島商業高等学校

学校ホームページ、校内掲示、封筒にロゴマークを印刷

139 渡島

北海道南茅部高等学校

ロゴマーク・キャッチフレーズの学校だより及び学校ウェブページへの掲載

140 渡島

北海道森高等学校

通常業務に係る書類等へのシンボルマーク使用の推奨
学校ホームページへのシンボルマークの活用

141 渡島

北海道八雲高等学校

職員打合せ連絡票及びＦＡＸ送信票にロゴマーク・キャッチフレーズを印刷

142 渡島

北海道長万部高等学校

・人間関係形成能力の育成を図るためピアサポート「こころと体の健康学習講演会」を実施
・日報、ＦＡＸ用紙、ホームページへのシンボルマークの掲載

143 渡島

北海道上磯高等学校

本校と北斗高等支援学校・地域との交流・連携による学校づくり･地域づくりをテーマにした協議会を開催

144 渡島

北海道函館盲学校

ロゴマーク・キャッチフレーズを、FAX用紙・学習発表会プログラム・ＨＰに掲載

145 渡島

北海道函館聾学校

学校見学会を開催するとともに、開催要項へロゴマーク・キャッチフレーズを掲載

146 渡島

北海道函館五稜郭支援学校

PTA研修会を開催するとともに、開催要項にロゴマーク・キャッチフレーズを掲載

147 渡島

北海道函館養護学校

ロゴマーク・キャッチフレーズをＦＡＸ送信票に使用するとともに、生徒用玄関及び職員玄関に掲示

148 渡島

北海道七飯養護学校おしま学園分 ・学習発表会・高等部生による作業製品の販売会の実施
校
・学習発表会のチラシ等にキャッチフレーズ及びシンボルマークを掲載

149 渡島

北海道八雲養護学校

ＦＡＸ送信票にロゴマークを入れて活用

150 渡島

北海道北斗高等支援学校

学校ホームページにロゴマーク・キャッチフレーズを掲載

151 渡島

函館市立八幡小学校

学校通信内で月目標を紹介する際にロゴマークを使用

152 渡島

函館市立あさひ小学校

・相手を思いやる心を育む活動として、１階廊下を静かに歩くエリアと定める取組を行った
・学校通信にロゴマーク・キャッチフレーズを掲載

153 渡島

函館市立亀田中学校

あいさつ運動及びボランティア運動を実施し、ロゴマーク・キャッチフレーズを掲載したポスターを廊下や教室に掲
示

154 渡島

函館市立潮光中学校

学校便りにロゴマーク及びキャッチフレーズを掲載し、キャンペーンを呼びかけた。

155 渡島

市立函館高等学校

職員連絡票、教科指導訪問・学校運営指導訪問の要項にロゴマーク・キャッチフレーズを掲載

156 檜山

乙部町

会議資料へのシンボルマークの活用
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157 檜山

奥尻町教育委員会

図書室をカフェとして開放することを通して、気軽に図書室を利用してもらい、奥尻町海洋研修センター図書室を
知ってもらうとともに、日常的な図書室利用者を増やす。(ロゴマークは実施要項と地域配布チラシに使用した）

158 檜山

せたな町教育委員会

いきがい学園「議会傍聴」案内文書へロゴマークを添付

159 檜山

北海道上ノ国高等学校

・学校通信「上高彩時記」にロゴマークを使用。
・学校ホームページでのロゴマークを使用。
・学校評議員会配付資料でロゴマークを活用。

160 檜山

北海道今金高等養護学校

・朝のあいさつ運動：生徒会の生徒を中心に、登校時に挨拶を励行する。
・フレンドリーライブ：近隣の中学校、高等学校の吹奏楽部との合同演奏会。開催要項にロゴマークを印刷
・学校祭：生徒によるステージ発表、生産品販売等、一般公開。

161 檜山

檜山教育局

・研修及び会議等の開催要項におけるシンボルマークの使用
・ＦＡＸ送信票におけるシンボルマークの使用

162 上川

北海道旭川東高等学校（全）

日報へのロゴマーク記載

163 上川

北海道旭川東高等学校（定）

学校説明会資料にロゴマークを使用

164 上川

北海道旭川南高等学校

校内研修会実施要項にロゴマークを使用

165 上川

北海道旭川北高等学校

朝の打合せ票や学校ホームページにロゴマークを掲載

166 上川

北海道旭川永嶺高等学校

シンボルマーク及びキャッチフレーズのホームページや朝の打合せ用紙への掲載

167 上川

北海道旭川農業高等学校

学校説明会資料にキャッチフレーズ・シンボルマーク・啓発文を使用

168 上川

北海道旭川商業高等学校（全）

朝の職員打合せ用紙にロゴマークを使用

169 上川

北海道旭川商業高等学校（定時制） 職員連絡打合せ用紙にロゴマークを使用

170 上川

北海道名寄高等学校

ホームページ及びＦＡＸ送信票にロゴマークを掲載

171 上川

北海道名寄産業高等学校

FAX送信票にシンボルマーク及びキャッチフレーズを使用

172 上川

北海道士別翔雲高等学校

ＦＡＸ送信票、学校だより、ホームページにロゴマークを使用

173 上川

北海道富良野高等学校

・シンボルマーク及びキャッチフレーズをＦＡＸ送信票、学校だより等に掲載。
・シンボルマーク及びキャッチフレーズの校内掲示。
・シンボルマーク及びキャッチフレーズの高校ホームページへの掲載。

174 上川

北海道富良野緑峰高等学校

FAＸ送信票にロゴマークを使用

175 上川

北海道上富良野高等学校

ホームページにシンボルマークを掲載し、その趣旨を説明。また、平成３０年度に指定を受けた「道徳教育推進校
事業」の公開研究授業・研究報告会資料にシンボルマークを載せ、心の教育に係る一層の推進を啓発した。

176 上川

北海道美瑛高等学校

FAX用紙及びホームページにロゴマークを掲載

177 上川

北海道東川高等学校

・学校ホームページにロゴマークを掲載
＜薬物乱用教室＞
・危険ドラッグの内容、薬物乱用防止に向けた啓発的講話と、生徒が主体的に薬物被害の恐ろしさを学ぶアクティ
ブラーニングを実施した。
・実施要項にロゴマークを掲載

178 上川

北海道鷹栖高等学校

・文化体験発表会のプログラムにロゴマークを掲載
・学校ホームページにロゴマークを掲載

179 上川

北海道上川高等学校

＜かみかわの連携型中高一貫教育報告会＞
中高一貫教育の報告会を町民対象に実施した。

180 上川

北海道下川商業高等学校

ホームページへのロゴマーク掲載

181 上川

北海道美深高等学校

登校時、生徒玄関において、生徒会の生徒が中心となり「あいさつ運動」を展開

182 上川

北海道旭川盲学校

FAＸ送信票にロゴマークを使用

183 上川

北海道美深高等養護学校

ホームページやFAX送信票などにシンボルマークを掲載

184 上川

旭川市立雨紛小学校

学校だよりにロゴマークを掲載し、強調月間の主旨等を保護者･地域に周知した

185 上川

旭川市立嵐山小・中学校

学校だよりにロゴマークを掲載し、強調月間の主旨等を保護者･地域に周知した

186 上川

旭川市立永山西小学校

職員打合せに使用する「日報」にロゴマークを掲載し、本強調月間の主旨等を本校教職員に周知した

187 上川

旭川市立旭川第五小学校・桜岡中 ・人権擁護委員による高学年を対象とした人権教室を実施した
学校
・学校だよりにロゴマークを掲載し、強調月間の主旨等を保護者･地域に周知した

188 上川

旭川市立陵雲小学校

学校だよりにロゴマークを掲載し、強調月間の趣旨等を保護者・地域に周知した

189 上川

旭川市立春光台中学校

＜いじめ根絶集会＞
・生徒会の企画により、全校でいじめについて考える集会を実施した
・いじめ根絶標語募集用紙にロゴマークを掲載
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190 上川

旭川市立知新小学校

＜知新小学校広場集会＞
全校の縦割り活動でのレクリエーション活動を通して、他人を思いやったり、友達と仲よくしたりする意欲や態度の
育成を図った

191 上川

士別市立上士別小学校

・強調月間の趣旨を職員に周知
・上小っ子祭りの開催プログラムにロゴマークを掲載。

192 上川

北海道士別東高等学校

＜人権尊重教育＞
アサーショントレーニング

193 上川

名寄市立名寄市東中学校

学校だより、ＦＡＸ送信票へのロゴマークの使用

194 上川

富良野市教育委員会

＜平成30年度富良野市青少年表彰式＞
表彰式プログラムにロゴマーク及びキャンペーン趣旨を掲載した

195 上川

富良野市教育委員会

＜第12回富良野市子ども未来づくりフォーラム＞
開催プログラムにロゴマーク及びキャンペーン趣旨を掲載した

196 留萌

北海道留萌高等学校

教科指導訪問資料、ＦＡＸ送信票でのロゴマークの使用

197 留萌

北海道苫前商業高等学校

FAX送信票へのロゴマーク及びキャッチフレーズの使用

198 留萌

北海道羽幌高等学校

・職員打合せ票、ホームページにロゴマークを使用
・70周年記念事業協賛会設立総会プログラムにロゴマークを使用

199 留萌

北海道遠別農業高等学校

生徒会役員選挙演説にて、思いやりのある学校つくりをアピールした

200 留萌

北海道天塩高等学校

＜留萌管内高等学校教育相談研究会総会及び研究協議会＞
開催プログラムにロゴマークを掲載した

201 留萌

北海道小平高等養護学校

FAＸ送信票にロゴマークを使用

202 留萌

留萌市立留萌小学校

＜平成30年度留萌市立留萌小学校教育実践発表会＞
開催要項にロゴマークを掲載した

203 留萌

増毛町ＰＴＡ連合会

＜平成30年度増毛町ＰＴＡ連合会研究大会＞
開催要項にロゴマークを掲載した

204 留萌

羽幌町教育委員会

＜平成30年度羽幌町社会教育・ＰＴＡ研究大会＞
開催要項にロゴマークを掲載した

205 留萌

羽幌町立羽幌中学校

FAＸ送信票にロゴマークを使用

206 留萌

初山別村教育委員会

＜第36回初山別村読書感想文コンクール表彰式＞
表彰式プログラムにロゴマークを掲載した

207 留萌

初山別村立初山別中学校

道徳の授業等による豊かな心の育成とともに、日常の配付掲示物（学校だより等）にキャッチフレーズ等を印刷し
て啓発した

208 留萌

天塩町立天塩小学校

ＦＡＸ送信票及び学校だよりへのロゴマークの掲載

209 留萌

留萌教育局

FAX送信票及び家庭教育ナビゲータースキルアップ研修会の当日要項へのシンボルマーク使用

210 宗谷

北海道教育庁宗谷教育局

＜宗谷管内どさんこ☆子ども地区会議及び市町村子ども会議＞
当日要項の表紙にロゴを印刷
＜「いじめ・ネットトラブル根絶！メッセージコンクール」入賞作品展示会＞
展示会の掲示物としてロゴを使用

211 宗谷

北海道稚内高等学校

朝の打合せ用紙にロゴマークを掲載

212 宗谷

北海道枝幸高等学校

＜思春期こころの健康講座（全学年対象）＞
・心の健康に関する正しい知識を身につけることを目的に、ストレスの自覚方法や対処法、周囲の人のSOSへの気
づきと対処法などを学んだ
・ＦＡＸ送信票へのロゴマークの掲載

213 宗谷

北海道豊富高等学校

＜楽しく学ぶ歌舞伎鑑賞教室＞
・歌舞伎に関する説明と実演や鑑賞を通して、伝統文化に触れることで豊かな心の育成を図る。
・学校ホームページへのロゴマークの記載

214 宗谷

北海道礼文高等学校

学校ホームページへのロゴマークの掲載

215 宗谷

北海道利尻高等学校

日常使用する書類などにシンボルマークを積極的に活用し、教職員への周知を図った（PTA地区懇談会など）

216 宗谷

北海道稚内養護学校

ＦＡＸ送信票へのロゴマークの掲載

217 宗谷

豊富町教育委員会

町民センター、定住支援センター「ふらっと★きた」での展示・掲示物の活用による啓発

218 オホーツク

シンボルマーク及びキャッチフレーズを本校ホームページのトップページに掲載するとともに、機会あるごとに生徒
北海道北見北斗高等学校（全日制） 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

219 オホーツク

北海道北見北斗高等学校（定時制 ＜保健師による保健授業＞
課程）
思春期の心身の変化を理解し、自分や異性を大切にする気持ちや望ましい人間関係について学んだ

220 オホーツク

北見柏陽高等学校

・朝の打合せ用紙や生徒に配付する資料等にシンボルマークを印刷、配付した
・キャンペーン啓発チラシを生徒用掲示板等に掲示した

221 オホーツク

北海道北見緑陵高等学校

ホームページ、職員打合せ用紙、FAX送信票へのロゴマークの掲載

222 オホーツク

北海道北見工業高等学校

・ＦＡＸ送信票、連絡記録票へのロゴマークの掲載
・校内研修資料、研究協議会資料へのロゴマークの掲載

223 オホーツク

北海道北見商業高等学校

・連絡票にロゴマークを印刷して、教職員へ啓発を図った
・生徒指導部通信にロゴマークを印刷して生徒・保護者へ啓発を図った

演習テーマ：「嫌なことを断る」
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224 オホーツク

北海道網走南ヶ丘高等学校

・日常業務連絡用紙（日報・FAX送信票）等へのロゴマークの掲載
・広報活動（学校だより）等へのロゴマークの掲載

225 オホーツク

北海道網走桂陽高等学校

シンボルマーク及びキャッチフレーズをホームページのTOPページにて掲載

226 オホーツク

北海道紋別高等学校

ホームページ、学校便り、ＦＡＸ送信票にロゴマークを使用

227 オホーツク

北海道美幌高等学校

学校評価アンケートへのロゴマークの掲載

228 オホーツク

北海道留辺蘂高等学校

・チャイルドラインカードの配布
・家庭科科目での幼稚園実習
・生活点検表の取組
・アジア国際子ども映画祭の訪日団との交流授業
・課題研究ゼミ活動「中学校、福祉施設での異年齢交流」｢地域福祉を考える活動｣
｢災害時の対応についての研究活動｣
・いじめ実態調査の実施と対応
・PT派遣事業
・SCによる教育相談
・臨床心理士と連携した集団カウンセリング
・「ふれあい広場るべしべ」でのボランティア活動

229 オホーツク

北海道斜里高等学校

FAＸ送信票にロゴマークを使用

230 オホーツク

北海道津別高等学校

学校だより『津高魂』にロゴマークを入れ、町内全戸配布を実施した

231 オホーツク

北海道置戸高等学校

・学校ホームページにロゴマークを掲載
・日報、学校だより等でのロゴマークの活用

232 オホーツク

北海道佐呂間高等学校

・学校だよりにシンボルマークを使用
・ホームページ及び職員打合せ日報にシンボルマークを掲載

233 オホーツク

北海道常呂高等学校

・シンボルマーク及びキャッチフレーズの毎朝の打合せ連絡票への掲載
・シンボルマーク及びキャッチフレーズの公開授業資料への掲載
＜薬物乱用防止及び防犯教室＞
・薬物の影響と防犯について正しく理解し、自分自身及び他人の生命や健康を大切にし、適切な意志決定と行動
選択をする能力を育成するための講演と実技指導を全校生徒及び教職員を対象に実施
＜きらきらぼし＞
・ボランティア局による児童館における小学生を対象とした絵本の読み聞かせとおもしろ実験体験の実施

234 オホーツク

北海道遠軽高等学校

職員連絡票へのロゴマークの印刷

235 オホーツク

北海道遠軽高等学校定時制課程

学校通信や日報・体験入学のパンフレットにシンボルマーク及びキャッチフレーズを使用

236 オホーツク

北海道湧別高等学校

・ボランティア部による絵本読み聞かせボランティアの実施
・生徒会執行部による小学生との交流ボランティアの実施
・生徒会執行部による町内ゴミ拾いボランティアの実施
・学校だよりへのロゴマークの掲載

237 オホーツク

北海道滝上高等学校

・地域へのボランティア活動の一環として、高校生が福祉施設へ赴き、ハンドベルの演奏や、利用者の方々とトラ
ンプ・オセロゲームなどを通じ交流を深めた。
・職員打合せ用紙へのロゴマークの掲載

238 オホーツク

北海道興部高等学校

＜赤い羽根共同募金＞
・第１・２・３学年各クラスの保健局員（６名）が、昼休みに各教室・職員室・事務室にて募金活動を行った。
・FAＸ送信票及びホームページにロゴマークを掲載

239 オホーツク

北海道雄武高等学校

学校だより及びホームページへのロゴマークの掲載

240 オホーツク

北海道訓子府高等学校

・ＦＡＸ送信票へのロゴマークの掲載
・生徒指導部通信及び学校ホームページへのロゴマークの掲載

241 オホーツク

北海道清里高等学校

・平成30年度オホーツク管内高等学校学校保健研究会開催プログラムへのロゴマークの掲載
・学校だよりへのロゴマーク、キャンペーン趣旨の掲載
・ホームページへのロゴマークの掲載

242 オホーツク

北海道女満別高等学校

職員連絡票、公開授業資料等にロゴマークを掲載

243 オホーツク

北海道北見支援学校

学習発表会プログラムへのロゴマーク印刷

244 オホーツク

北海道紋別養護学校

ＦＡＸ送信票へのロゴマークの掲載

245 オホーツク

北海道紋別養護学校ひまわり学園
案内文書やプログラムにロゴマークを印刷し配付
分校

246 オホーツク

北海道紋別高等養護学校

・学校祭案内プログラムにシンボルマーク及びキャッチフレーズを使用
・ホームページにロゴマークを掲載

247 オホーツク

北海道網走養護学校

・ＦＡＸ送信票へのロゴマークの掲載
・平成30年度学校訪問 説明・協議資料へのロゴマークの掲載

248 オホーツク

北見市立三輪小学校

平成30年度三輪小学校公開研究会開催要項へのロゴマークの掲載

249 オホーツク

北見市立小泉小学校

開校５０周年記念式典しおりへのシンボルマーク使用

250 オホーツク

紋別市立紋別小学校

学校だよりにロゴマークを掲載

251 オホーツク

紋別市立紋別中学校

・生徒会役員が週2回(月・木)玄関ホールに立ち，朝のあいさつ運動を実施
・全校生徒が学校レクとして紙飛行機大会を朝の時間帯に実施。
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252 オホーツク

小清水町教育委員会

「町民ふれあい通信」１１月号（新聞折込チラシ）及び町ホームページへのロゴマーク及びキャンペーン趣旨の掲載

253 オホーツク

佐呂間町立佐呂間中学校

・あいさつ運動の実践
・学校からの配布物、日常業務書類等へのロゴマークの印刷

254 オホーツク

遠軽町教育委員会

平成30年度遠軽町「少年の主張」大会当日配布資料へのロゴマークの印刷

255 オホーツク

湧別町立上湧別小学校

学芸会の案内文書にロゴマークを掲載

256 オホーツク

湧別町立中湧別小学校

・学芸会で高齢者の優先席を指定
・いじめアンケートの実施
・学校だよりへのロゴマークの掲載

257 オホーツク

湧別町立開盛小学校

・もちつき大会の実施
・学校だよりへのロゴマークの掲載

258 オホーツク

湧別町立富美小学校

・あいさつ運動の実施
・いじめをしない、させない、ゆるさないキャンペーンの実施

259 オホーツク

湧別町立湧別小学校

＜学芸会＞
地域、保護者の方と、児童との交流の場として設定し、地域との接点を持ちながら、来校していただくために「思い
やりシート」を設置、ロゴマークを掲載した。また、学芸会終了後には1年生と6年生が地域の介護施設を訪問した

260 オホーツク

湧別町立上湧別中学校

学校だよりへのロゴマーク、キャッチフレーズ、キャンペーン趣旨を紹介

261 オホーツク

湧別町立湧別中学校

学校だより、日報等へのロゴマーク印刷

262 オホーツク

湧別町立芭露学園

学校だよりでロゴマーク及びキャンペーン趣旨を掲載

263 オホーツク

興部町立沙留小学校

学校だよりでロゴマーク及びキャンペーン趣旨を掲載

264 オホーツク

興部町立興部中学校

・「命の大切さを学ぶ教室」犯罪被害者遺族による講演を実施
・学校だよりでロゴマークを掲載

265

西興部村教育委員会

＜平成30年度文化祭関連事業 西興部村文化講座＞
・旭川市旭山動物園園長で獣医師でもある坂東氏を講師に招聘し、一般及び親子ずれの方を対象に命の大切さ
や生き物を思いやる心の教育をテーマ講演会を開催した
・当日要項やポスターにロゴマークを掲載

266 オホーツク

西興部村立西興部小学校

全校参観日の参観資料にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用

267 オホーツク

西興部村立上興部小学校

・「ありがとうの木」運動の実施。学校生活の中で感じた友達や先生に対する感謝の気持ちを、付箋に書いてあり
がとうの木（模造紙に書いた絵）に貼り付けていく取組。
・公開研究授業の実施要項、学校だよりへのロゴマークの掲載

268 オホーツク

西興部村立西興部中学校

・いじめ撲滅宣言 パネルの作成、撲滅宣言の復唱
・人権教室 紋別人権擁護委員協議会による出前授業
・あいさつ運動 生徒会による活動

269 十勝

北海道帯広柏葉高等学校

・「心の育成を図る」いじめ調査の結果に基づく学年集会及びLHRの実施
・ホームページにロゴマークを掲載

270 十勝

北海道帯広柏葉高等学校（定時制
学校説明会資料にロゴマークを掲載
課程）

271 十勝

北海道帯広緑陽高等学校

・学校ホームページへのロゴマークの掲載
・業務関係資料、要項や業務用封筒へのロゴマークの記載

272 十勝

北海道帯広農業高等学校

・FAX送信票へのロゴマークの掲載
・報道で見る帯広農業高校表紙にロゴマークを使用

273 十勝

北海道上士幌高等学校

「北海道心の教育推進キャンペーン強調月間」に係るポスター（Ａ３版）の校内掲示

274 十勝

北海道鹿追高等学校

FAX送信票などにロゴマークを使用

275 十勝

北海道新得高等学校

・朝の教職員連絡票にロゴマークを掲載
・ＦＡＸ送信票にロゴマークを掲載
・学校ホームページのバナーにロゴマークを掲載

276 十勝

北海道清水高等学校

・仲良しコミュニケーション活動「居心地のよい学校を創るための実態調査」１、２年生を対象にした実態調査を実
施した
・FAX送信票にロゴマークを掲載

277 十勝

北海道芽室高等学校

・ＦＡＸ送信票にロゴマークを使用
・学校ホームページにロゴマークを使用

278 十勝

北海道更別農業高等学校

公開授業週間中、配付資料にロゴマークを使用

279 十勝

北海道大樹高等学校

FAX送信票や学校ホームページへのシンボルマーク及びキャッチフレーズの掲載

280 十勝

北海道広尾高等学校

＜命の大切さを学ぶ教室＞
性感染やエイズ・妊娠人工中絶についての知識を深め、自分自身や相手を大切にする心情を育んだ

281 十勝

北海道幕別高等学校

・学校ホームページのトップページにシンボルマークを掲載
・朝の打合せ票にロゴマークを掲載

282 十勝

北海道池田高等学校

・FAX送信票にシンボルマークを使用。
・ホームページにシンボルマークを使用。

283 十勝

北海道足寄高等学校

教職員の「足高日報（朝の打ち合わせ票）」にキャッチフレーズ及びシンボルマークを掲載

284 十勝

北海道帯広盲学校

FAX送信票にシンボルマークを使用。

オホーツク
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北海道帯広聾学校

FAX送信票及び学芸会プログラムにロゴマークを掲載

286 十勝

北海道中札内高等養護学校

・生徒会活動「月目標の啓発活動」：生徒会役員が毎月の生活目標を設定し、全校集会、校内放送、プリントを配
布し、生徒の理解啓発を図った
・個別面談：生徒自身が思い描いた将来像の実現に向けて必要な力や実現するための方法を教師と共に考えた
（人との関わり、社会性を育む内容も含む。）
・ホームページでキャンペーン趣旨を掲載

287 十勝

北海道中札内高等養護学校 幕別
FAX送信票、学校日誌、ホームページにロゴマークを記載
分校

288 十勝

北海道新得高等支援学校

職員連絡票、FAX送信票、ＰＴＡ会議資料、学校ホームページにロゴマークを掲載

289 十勝

音更町立音更小学校

家族ふれあいキャンペーン「とかち家族だんらんノーテレビデー」の保護者向け文書にロゴマークとキャンペーン趣
旨を掲載し、啓発を図った

290 十勝

音更町立下音更小学校

児童会による「あいさつ運動」の実施、募金活動（赤い羽根，リングプル回収）

291 十勝

音更町立駒場小学校

FAX送信票等にロゴマーク・キャッチフレーズを掲載

292 十勝

音更町立下士幌小学校

・道徳推進校授業校会見の研究紀要の裏表紙にロゴマークを印刷し配布
・教頭発行の日報にロゴマークを記載

293 十勝

音更町立西中音更小学校

FAX送信票にロゴマークを掲載

294 十勝

音更町立東士狩小学校

家族ふれあいキャンペーン「とかち家族だんらんノーテレビデー」の保護者向け文書にロゴマークとキャンペーン趣
旨を掲載し、啓発を図った

295 十勝

音更町立東士幌小学校

FAX送信票にロゴマークを掲載

296 十勝

音更町立昭和小学校

家族ふれあいキャンペーン「とかち家族だんらんノーテレビデー」の保護者向け文書にロゴマークとキャンペーン趣
旨を掲載し、啓発を図った

297 十勝

音更町立南中音更小学校

FAX送信票へのロゴマーク、キャンペーン趣旨の掲載

298 十勝

音更町立木野東小学校

＜木野東小学校PTA教育講演会＞
・保護者及び児童を対象としたトップアスリートによる食育を中心とした教育講演会。現役時代の話や食事の大切
さ、夢をあきらめないなどの講話をいただいた。
・講演会開催資料へのロゴマークの印刷

299 十勝

音更町立柳町小学校

会議議案やFAX送信票等にロゴマークを掲載

300 十勝

音更町立緑陽台小学校

FAX送信票へのロゴマークの掲載

301 十勝

音更町立鈴蘭小学校

地域公開参観日の配布資料にロゴマーク、キャンペーン趣旨を掲載

302 十勝

音更町立音更中学校

・あいさつ運動「Let’s あいさつ day」の実施
・学校だよりにロゴマーク、キャンペーン趣旨を掲載

303 十勝

音更町立下音更中学校

朝のあいさつ運動の実施

304 十勝

音更町立駒場中学校

FAX送信票へのロゴマークの掲載

305 十勝

音更町立緑南中学校

・あいさつ運動の実施
・クリーン作戦の実施
・いじめ撲滅宣言採択
・進路だよりや学校だより、学級通信、FAXテンプレート、職員会議等の資料にロゴマークを印刷

306 十勝

音更町立共栄中学校

FAX送信票や学校だよりへのロゴマークの印刷

清水町立清水小学校

＜子どもの心に響く道徳教育推進事業＞
元コンサドーレ札幌の選手だった曽田雄志さんを講師に迎え、小学生のときからＪリーグの現役選手だったころま
で振り返り、自分の夢を叶えるために必要なこと、つらいときは仲間の励ましが大事なことを子どもたちに伝えてい
ただいた。

308 十勝

芽室町立芽室南小学校

＜全校あいさつ運動＞
・「すすんであいさつ 目を見て 先に 大きな声で」をキャッチフレーズとするあいさつ運動を、児童会三役が主体
となって実施
・朝の時間における全教室訪問、スローガンの校内掲示

309 十勝

芽室町立芽室西中学校

＜豊かな心を育む人づくり推進事業＞
全学校生徒と対象に道徳の時間を設定し、「生命の尊厳」に関わって、「見つめるのは命、繋ぐのは命」というテー
マで、旭山動物園 園長 坂東 元 氏よりご講演をいただいた。

310 十勝

大樹町教育委員会

広報紙（広報たいき）へのロゴマーク、キャンペーン趣旨の掲載

311 十勝

池田町教育委員会

当町教育委員会 教育課社会教育係で発行するきょういくいいんかいだより１１・１２月号にシンボルマーク及び
キャッチフレーズを掲載

312 十勝

豊頃町立豊頃中学校

学校だよりへのロゴマークの掲載

313 十勝

豊頃町教育委員会

第9回える夢キッズクラブ／宇宙を間近に見てみよう＆本でゲーム・「ほっかいどう学」ネット検定に挑戦（道民カ
レッジ連携講座） 募集チラシにロゴマークを掲載

314 釧路

・職員打合せ資料にロゴマークを掲載
北海道釧路湖陵高等学校（全日制・
・学校ホームページにロゴマークを掲載
定時制）
・学校運営指導訪問など各種事業案内、当日要項へのロゴマークの印刷

307 十勝
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315 釧路

北海道釧路江南高等学校

・性に関する正しい知識の普及と子どもたちの自己肯定感を醸成し、子どもたち自身が自己決定でき、責任ある行
動をとれるよう、青少年の健全育成を図ることを目的とした「思春期保健講座」を、１年生を対象として開催
・学校ウェブページへのシンボルマークの掲載

316 釧路

北海道釧路明輝高等学校

学校ホームページ及びFAX送信票、教科指導訪問等の印刷物に、シンボルマーク、キャッチフレーズを活用

317 釧路

北海道釧路商業高等学校

・学校開放講座の資料にロゴマーク等を掲載
・学校開放講座のチラシに北海道心の教育推進キャンペーン協賛事業であることを掲載

318 釧路

北海道釧路工業高等学校

ホームページ、ＦＡＸ送信票へのロゴマークの掲載

319 釧路

北海道釧路東高等学校

ホームページにロゴマークを掲載

320 釧路

北海道厚岸翔洋高等学校

・薬物乱用防止教室の開催、実施要項・案内文書にロゴマーク及びキャンペーン趣旨を掲載
・学校ホームページにロゴマークを掲載

321 釧路

北海道標茶高等学校

FAX送信票へのロゴマークの掲載

322 釧路

北海道弟子屈高等学校

・ホームページへのシンボルマークの掲載
・FAX送信票へのシンボルマークの掲載

323 釧路

北海道白糠高等学校

・教職員へのリーフレットの配付
・職員打合せ表、FAX送信票等でのロゴマーク及びキャッチフレーズの使用

324 釧路

北海道釧路養護学校

「PTA 校長先生と語る会」横断幕や掲示物にロゴマークを使用

325 釧路

北海道白糠養護学校

ＦＡＸ送信票にシンボルマーク及びキャッチフレーズを使用

326 釧路

釧路市立桜が丘小学校

「桜が丘小学校あたたかい心キャンペーン」学校便りなどへのロゴマークの掲載

327 釧路

釧路市立朝陽小学校

いじめについて考える全校朝会・道徳の授業の取組

328 釧路

釧路市立光陽小学校

学校だよりにシンボルマークやキャンペーンの趣旨を掲載

329 釧路

釧路市立清明小学校

学校だよりにシンボルマークを掲載

330 釧路

釧路市立武佐小学校

第３回武佐小学校学校運営協議会資料にロゴマークを掲載

331 釧路

釧路市立美原小学校

・秋の美原地区挨拶運動の実施
・学校だよりにロゴマークを掲載

332 釧路

釧路市立芦野小学校

学校だよりにロゴマークを掲載

333 釧路

釧路市立音別小学校

学校だよりにロゴマークを掲載

334 釧路

釧路市立春採中学校

学校ホームページへのロゴマークの掲載

335 釧路

釧路市立景雲中学校

学校だよりにロゴマーク及びキャッチフレーズを掲載

336 釧路

釧路市立青陵中学校

・いじめ撲滅全校集会にロゴマークを掲載
・学校だよりへのロゴマークの掲載
・進路説明会の配付資料等にロゴマークを掲載

337 釧路

釧路市立桜が丘中学校

学校だより及びFAX送信票へのロゴマークの掲載

338 釧路

釧路市立阿寒湖中学校

学校ホームページ及び学校だよりにてロゴマークの掲載

339 釧路

北海道釧路北陽高等学校

・1学年思春期保健講座の実施
・朝のコニュニケーション運動(あいさつ運動)の実施
・学校ホームページ、FAX用紙へのロゴマークの掲載

340 釧路

厚岸町教育委員会生涯学習課

『生涯学習カレンダー』にロゴマークを掲載。

341 釧路

標茶町教育委員会

平成３０年度第３７回少年の主張大会 配布のしおり裏表紙にロゴマークを掲載

342 釧路

白糠町教育委員会

・広報紙でキャンペーン教科月間を周知
・平成３０年度明日の青少年を考える集い 配付資料にロゴマークを掲載

343 釧路

釧路教育局

北海道小学校教育課程編成協議会 開催要項にロゴマークを掲載

344 根室

北海道根室高等学校

・学校ホームページでのロゴマークの掲載
・生徒玄関での朝の挨拶運動の実施

345 根室

北海道根室西高等学校

＜朝の読書活動＞
豊かな心の育成を目指し、全生徒、全教職員が朝の読書活動に取り組んだ

346 根室

北海道中標津高等学校

・職員打合せ資料、FAX送信票にロゴマークを使用
・本校ホームページにロゴマークを掲載

347 根室

北海道別海高等学校

日報、職員会議資料及び部長・主任会議資料、教育長教育行政視察資料、FAX送信票、学校ホームページにロゴ
マークを使用

348 根室

北海道標津高等学校

＜ｅ－ネット安心講座＞
NTT東日本の職員を本校に招いて、インターネットの安心・安全な使用に関する啓発を行った。

349 根室

北海道羅臼高等学校

シンボルマークをFAX用紙に挿入、学校HPに掲載
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350 根室

北海道中標津高等養護学校

・日報へのシンボルマーク及びキャッチフレーズの掲載
・学校ホームページへのシンボルマーク及びキャッチフレーズの掲載

351 根室

中標津町教育委員会

＜平成30年度少年の主張中標津町大会＞
大会プログラムにロゴマークを掲載

352 根室

別海町教育委員会

＜第65回別海町少年弁論大会＞
大会ポスターにロゴマークを掲載

353 根室

根室教育局

FAX送信票・会議・研修会開催要項資料へのロゴマークの掲載

354

北海道立青少年体験活動支援施設
FAX送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを印刷
ネイパル深川

355

＜高等学校生徒会フォーラムinネイパル深川＞
北海道立青少年体験活動支援施設
高等学校の新生徒会執行部役員が、ワークショップや他校との情報交流をとおして、生徒会活動をより実りあるも
ネイパル深川
のとするために、コミュニケーション能力や企画・運営の手法を学び、発信する力を身につける場とした

356

＜イルムの里づくり「通学合宿」＞
北海道立青少年体験活動支援施設
子ども達が親元を離れ、一定期間宿泊をしながら通学や、様々な人との交流を通し、自立して生きていくために必
ネイパル深川
要な学習習慣や生活習慣を身につけるとともに、思いやりの心や協調性、地域愛を育んだ

357

＜プロフェッショナルキャンプ＞
北海道立青少年体験活動支援施設
子どもたちが社会人・職業人として自立していくことができるよう、学ぶことや働くことの意義、必要な能力・態度な
ネイパル深川
どに気づかせた

358

＜ネイパル深川 家族で防災・チャレンジキャンプ＞
北海道立青少年体験活動支援施設
防災をテーマとした体験活動をとおして、家庭で取り組める防災・減災の知識や技能を学ぶとともに、親子の絆を
ネイパル深川
深めた

359

＜ネイパルde防災キャンプ＞
北海道立青少年体験活動支援施設
避難所での生活を想定した体験などをとおして、災害への対応力や防災意識、災害後の生活や復旧時に自ら行
ネイパル北見
動しようとする意識を高めた

360

＜めざせ！遊びマイスター ボール編＞
北海道立青少年体験活動支援施設
様々な遊びを通じて、日本の伝統的な遊びについて理解を深めるとともに、参加者自身でルールを考えて遊ぶこと
ネイパル北見
により、自主性や協調性を養った

361

＜ボランティアセミナー＞
北海道立青少年体験活動支援施設
ボランティアの役割や心構えについて学び、実際にボランティア体験することで、ボランティアとしての資質向上と
ネイパル北見
ボランティア活動への意欲を高める機会とした

362

北海道立青少年体験活動支援施設 ＜高等学校生徒会フォーラム＞
ネイパル北見
高等学校の生徒会役員が集まり、自己肯定感を高めていく手法を学び、自己改革を体験した

363

①主催事業「ネイパルアドベンチャー」
北海道立青少年体験活動支援施設 ②特別企画「チャレンジスポーツ」
ネイパル森
③主催事業「親子でエンジョイおーたむ」
主催事業等のチラシ・開催要項、しおりにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した

364

＜「道民家庭の日」絵画コンクール2018＞
公益財団法人北海道青少年育成協
明るい家庭づくり道民運動推進事業の一環として、標記事業を実施した
会
強調月間期間中の15日～16日には、道庁１Ｆ展示場Ａにて入賞作品の展示会を実施した

365

北海道図書館振興協議会

・強調月間内に実施した研修及び会議配付資料にロゴマークを掲載
・団体の封筒にロゴマーク及びキャッチフレーズを掲載し、強調月間中の発送物に使用

366

北海道立教育研究所

中学校教育課程編成協議会 理科
・開催要項にロゴマーク・キャッチフレーズを使用

367

北海道立教育研究所

中学校教育課程編成協議会 社会
・開催要項にロゴマーク・キャッチフレーズを使用

368

北海道立教育研究所

校長経験者研修講座
・開催要項にロゴマーク・キャッチフレーズを使用

369

北海道立教育研究所

工業「組込み技術」研修講座
・開催要項にロゴマーク・キャッチフレーズを使用

370

北海道立教育研究所

「生徒指導」研修講座
・開催要項にロゴマーク・キャッチフレーズを使用

371

北海道立教育研究所

理科研修講座
・開催要項にロゴマーク・キャッチフレーズを使用

372

北海道立教育研究所

理科（小 理科基礎力ＵＰ）研修講座
・開催要項にロゴマーク・キャッチフレーズを使用

373

北海道立教育研究所

理科（高 理科探究）研修講座
・開催要項にロゴマーク・キャッチフレーズを使用

374

北海道立教育研究所

学校運営「ミドルリーダー養成」研修講座
・開催要項にロゴマーク・キャッチフレーズを使用

375

北海道立教育研究所

「キャリア教育指導」研修講座
・開催要項にロゴマーク・キャッチフレーズを使用

376

北海道立教育研究所附属情報処理 教科等指導力向上研修講座
教育センター
・主催研修事業の当日要項にロゴマーク・キャッチフレーズを使用
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