令和元年度
№ 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

北海道夕張高等学校

本校ホームページトップ画面へのロゴマークの掲載

2

空知

北海道岩見沢東高等学校

・学校ホームページへのロゴマークの掲載
・業務関係資料や要項への印刷、業務用封筒等への印刷

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し、強調月間の取り組みとした。

4

空知

北海道岩見沢農業高等学校

本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

・学校ホームページに通年シンボルマークを掲載
・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

配付資料裏表紙へのロゴマーク印字

7

空知

北海道芦別高等学校

・生徒会執行部が朝の挨拶運動の際に、募金活動を行った。
・薬物乱用防止と生命や健康の大切さについての講演会を実施した。
・職員打合せおよびＦＡＸ送信票へのロゴマーク使用により教職員に周知した。

8

空知

北海道滝川高等学校

・旗の波運動（交通安全啓発活動）
冬の交通安全運動開始日に全道一斉に実施される「セーフティーコール」の一環として滝川市で行われる事業
「旗の波運動」に、本校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。

9

空知

北海道滝川工業高等学校

FAX送信票にロゴマークを使用

10 空知

北海道砂川高等学校

・ありがとうポスト
生徒相互が自己有用感をあげることを目的に、感謝の言葉を伝えるためのメッセージカードを投函するポスト
に、ロゴマーク等を印刷し、啓発を行った。

11 空知

北海道深川東高等学校

・業務日報にロゴマークを掲載
・FAX送信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

12 空知

北海道深川西高等学校

本キャンペーンの趣旨を広めるために、学校ホームページや職員打合せ用紙にロゴマークを掲載し、啓発を進
めた。

13 空知

北海道南幌高等学校

FAX送信票にロゴマークを掲載

北海道奈井江商業高等学校

・ＦＡＸ用紙にロゴマークを掲載
・学校だよりにロゴマークを掲載
・ホームページにロゴマークを掲載し、そこから本庁へのリンクを設定
・学校評議委員会の要項にロゴマークを掲載

15 空知

北海道長沼高等学校

・国際ソロプチミスト北広島から助成金の授与及び本校ボランティアクラブ役員の生徒との茶話会
本校ボランティアクラブの代表がソロプチミスト北広島の代表の方から助成金を受け取り、年配の方達と懇談す
ることで、改めて長沼高校が外部から援助を受けていることを認識し、教員だけでは無く地域の方に見守られて
いることを再認識する場となった。
・ホームページにロゴマーク・キャッチフレーズを掲載

16 空知

北海道栗山高等学校

毎日発行する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している。

17 空知

北海道栗山高等学校

・命の大切さを学ぶ教室
例年実施している「交通安全講話」の内容を工夫し、「北海道交通事故被害者の会」の白倉裕美子様を講師に迎
え（栗山警察署と協力）、「命の大切さを学ぶ教室」として、全校生徒への講演会を実施した

18 空知

北海道月形高等学校

ホームページにロゴマーク・キャッチフレーズを掲載

19 空知

北海道新十津川農業高等学校

公用FAXへのロゴマーク掲載

20 空知

北海道夕張高等養護学校

FAX送信票にロゴマークを使用

21 空知

北海道美唄養護学校

シンボルマークをFAX用紙に使用

22 空知

北海道岩見沢高等養護学校

FAX送信票にロゴマーク・キャッチフレーズを使用

23 空知

北海道雨竜高等養護学校

・ＦＡＸ送信票にロゴマーク等の使用
・ホームページ上にロゴマーク等の掲示

24 空知

北海道雨竜高等養護学校

生徒会が主体となって取り組む「挨拶運動」
・生徒会執行部が中心となり、登校してくる生徒に対して大きな声で挨拶を行う。
・集会活動での挨拶運動のPR

25 空知

北海道南幌養護学校

ホームページ、FAX送信票、南養祭（学校行事）プログラム、冬季研修会開催要項へのロゴマークの活用

26 空知

南幌町教育委員会

子どもの学力・生活習慣改善研修会
・事業実施案内ポスター、チラシ、当日配布資料ににロゴマークを添付。
・広報12月号の上記事業報告にロゴマークを添付。

27 空知

長沼町教育委員会 社会教育課

広報誌11月号にロゴマーク・キャッチフレーズを掲載

14 空知
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28 空知

岩見沢市教育委員会

・岩見沢市仲間づくり『子ども会議』
岩見沢市立教育研究所（小運動場）を会場に５６名（小学生２８名、中学生１８名、高校生１０名）の参加者にて開
催した。各小・中・高等学校で、心の教育の一環として児童会・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
進めることをねらいとした。また、児童生徒主体の異校種・異世代交流の取組として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こともねらいとした。

29 空知

奈井江町立奈井江小学校

・児童会が主体の「いじめをなくす集会」
児童会が中心となり、事前に全校児童にアンケートをとって決定した「いじめ0スローガン」の発表や、全校レクを
通して異学年間・学年間の交流を深め、いじめのない明るく、温かい心がいっぱいの学校をつくる意識を全校児
童に持たせることを目標とした集会を実施した。

30 空知

由仁町立由仁小学校

・人権教室の開催
人権擁護委員をゲストティーチャーに招き、地域参観日において４年生を対象とした「いじめ」について考えさせ
る授業を行った。

31 空知

由仁町立由仁中学校

・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った。
・由仁っ子と一緒に学校給食
・FAX送信票へのロゴマーク使用

長沼町立長沼中央小学校

・「あいさつの木」運動
代表委員会（書記局、各学級委員で構成）が中心となって行う「あいさつの木」運動は、委員会活動の一つの取
組です。児童が挨拶をすることにより、朝から気持ちよく学校生活を送れるよう、代表委員が主体的に行う活動
です。

長沼町立南長沼小学校

・全校児童で取り組む「笑顔をたくさん作ろう運動」
児童会役員が中心となり、みんなが笑顔で楽しいと思える学校作りについて取り組んだ。

34 空知

長沼町立西長沼小学校

・ありがとう わたしたちの西長沼小学校
今年度で閉校を迎える本校で、児童会役員が中心となり、全校児童に対し「ありがとう西小」のメッセージを作成
し閉校式典時に掲出することで、一人ひとりが閉校を惜しむ気持ちを表現し、自校への愛校心を涵養する機会と
する。合わせて式典参加の保護者・地域住民がその心情を慮り、共感した上で統合小学校へ進むことを応援し
てくれることを実感させ、自己肯定感を高めるとともに、意欲を高める機会とする。

35 空知

長沼町立長沼舞鶴小学校

・児童会が主体となって取り組む「ありがとうシール運動」
児童会役員が中心となり学校の誰かに良い行いをしてもらった時、掲示板にある「ありがとうボード」のマス目に
シールを貼っていく取組

36 空知

長沼町立北長沼小学校

・縦割り班【ファミリー】活動
児童会を中心に、全校児童でレクレーションに取り組んだり、縦割り班を編制して、行事等を通じて思いやりの心
を育てる。

37 空知

長沼町立長沼中学校

・生徒全員が積極性を持ち、様々なことに挑戦できる学校作り
生徒会執行部が中心となり、元気の良いあいさつが飛び交うように声かけを行う。また、学校の美化活動を企画
して、いつも使っている学校に感謝をしながら清掃を行う中で、他学年とのコミュニケーションを図る機会を設け
る。

38 空知

栗山町立栗山小学校

・児童会が主体となって取り組む「いじめ０運動」
学校生活をみんなが仲良く過ごすため、児童会役員が中心となり、学校全体でいじめの根絶に向けた取組を進
める。
〈 具体的な取組内容 〉
１ 児童会役員による「いじめ０運動」の啓発
いじめ根絶に向けた各学級や各委員会での取組内容について
２ 各学級での「いじめ０運動」に対する取組の実施
３ 各委員会における「いじめ０運動」に対する取組の実施

39 空知

新十津川町立新十津川小学校

・「親子で学ぶ人権教室」
４年生と保護者を対象として、毎年11月末の参観日に行っている。新十津川町に在住の人権擁護委員の方に来
ていただき、人権とは何か、自分と友達との心持ちようやとるべき行動についてお話を伺い、児童の受け答えを
交えながら、その後、感想発表などを行い、最終的な考えを持たせる。

40 空知

妹背牛町立妹背牛中学校

・いじめ撲滅集会
「妹背牛小・中学校をいじめのない、みんなが安心して生活できる学校にする」や「一人ひとりが『いじめは絶対
に許さない』という強い気持ちを持てるようにする」をねらいに生徒会役員が中心となって行っている。

41 空知

秩父別町立秩父別小学校

42 空知

雨竜町立雨竜小学校

43 空知

雨竜町立雨竜中学校

・小学校との交流を深める生徒会活動
本校は雨竜小学校と施設一体型の併設校であり、生徒会と児童会が連携した取組を日常的に行っている。児童
会と生徒会が主体となって交流を深め、委員会や集会活動を通して、いじめのない仲間づくりを実践している。

44 空知

北竜町立真竜小学校

・児童会役員による「挨拶運動」
「全校児童がいつも笑顔でいられるようにし、元気でいじめのない学校にすること」を目標に、児童会役員が毎朝
「挨拶運動」を実施。

45 空知

沼田町立沼田中学校

・『いじめ根絶のための生徒会による主体的な企画の実施』
学校からいじめをなくすために生徒会が中心となり、毎月１回「月1アンケート」を行っています。また、ポスターな
どの掲示物を作成し、いじめ防止を呼び掛けています。

32

空知

33 空知

・心の花いっぱいプロジェクト
全校の子どもたちの心の中にある思いや考えを集めて、いじめ問題に対して考えてみる
・他者を思いやる児童の育成
本校は、管内唯一の雨竜中学校との施設一体型の併設校のため日頃から小中連携して行事等を行っている。
また、1学年1学級規模のため、異学年との交流の機会を多く持っている。異学年と接することで、他者を思いや
る児童の育成に力を入れ、保育園との交流や地域の方々をゲストティーチャーとして招き、人権教室等を行って
いる
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46 空知

岩見沢市立栗沢小学校

・地域の方に感謝の気持ちを伝える「ありがとうカード」の取組
児童会が中心となり、日頃お世話になっている地域の方や施設に「ありがとうカード」を届ける。準備、施設等に
渡すのは児童会が行い、全児童が地域の方や施設にお礼のメッセージを書く。

47 空知

岩見沢市立北村小学校

・縦割り班による異学年交流の充実「歌声遊び集会」
縦割り班で、異学年での交流を図り、仲良く思いやりを持って、活動する態度を養う。みんなで歌うことによって、
仲間意識を育て協力し合う喜びを感じ取る。歌声への関心を高め、楽しく歌う態度を育てる。

48 空知

岩見沢市立明成中学校

・「ピア・サポート」を基盤にした明成中の取組
「ピア・サポート」を基盤にした明成中の取組『ピア・サポートプログラム』をとおした「傾聴・受容・共感」に基づく親
和的な集団づくり（お互いを認め合い高め合う雰囲気づくりと自己肯定感・有用感の高揚）。11月は、「いじめ防
止学習プログラム」（学級、学年、全校）を実施

49 空知

芦別市立芦別小学校

・異学年間交流を進める「縦割り班活動」と「集会」の活性化
入学時から6年生が中心となり１年生に紙芝居や折り紙を通してかかわりを持っている。その後、縦割り班を編
成し、日常の清掃活動を高学年がリーダーとなり異学年間で実施する。清掃のみならず時として業間遊びも学
校行事も異学年で容易に行うことができる。縦割り班で培った人間関係が児童のコミュニケーション力を上げ、
学級での生活にも生かされている

50 空知

芦別市立上芦別小学校

・いじめがなく、児童が笑顔で楽しめるような取りくみをしよう
いじめがなく、児童が笑顔で楽しめるような取りくみをしよう「いじめがなく、児童が笑顔で楽しめるような取りくみ
をしよう」をめあてに、児童会書記局で6年生が中心となって活動。各委員会でも、連携して活動。

51 空知

三笠市立三笠小学校

・共同教育「みんな違ってみんないい」
共同教育を通して、同じ仲間として尊い生命や人権を持っていることを知らせる機会とし、子ども、教師、保護者
が連携しあい、学校と地域が一体となった教育活動を展開する。また、三笠小学校で行われている交流教育や
１２月９日にある「障がいの日」に基づき、障がいをとりまく環境も含め、障がいのある、なしにかかわらず人間と
して変わりないことを学習させる機会とする。

52 空知

三笠市立岡山小学校

・児童会書記局が主体的に取り組む「挨拶運動」
元気な挨拶があると、学校も子ども達も元気になると考え、後期児童会書記局3名で考え、11月から取り組んで
いる。

53 空知

三笠市立萱野中学校

・生徒会が主体となって取り組む「いじめ根絶集会」の実施
今日的課題である「いじめ」について、生徒会主導のもと全校生徒で考えを深めることを通じて、「いじめ」を絶対
に許さない心を育むことを目的として行った。

54 空知

滝川市立東小学校

・小中連携した児童会・生徒会が主体となって取り組む「挨拶運動」
本校で伝統的に取り組んでいる「挨拶運動」について、滝川市独自のいじめ根絶のための活動である『絆づくり
成果交流会』の取組と合わせた中学校区合同の挨拶運動に発展させて取り組んでいる。

55 空知

砂川市立砂川小学校

・仲間づくりプロジェクト（児童会が主体となって取り組む「いじめ撲滅運動」
「いじめを許さない校風作り」のため「友だちの良いところを伝え（書き）素敵な仲間を増やそう！」と児童会書記
局が全校児童に呼びかけて取り組んだ。

56 空知

砂川市立豊沼小学校

・仲間との絆を深め、豊かな心を育てる全校集会の実施
いじめのない学校を目指す取組の一つとして、豊沼小学校のオリジナルソングを作成し、全校児童で歌ってい
る。また、全校集会や各学級で日常的に歌うことにより、思いやりの心や愛校心、郷土愛を育んでいる。

57 空知

砂川市立空知太小学校

・日曜参観日における「命の輝き」「子ども広場」
日曜参観日で、ゲストティーチャーによる授業が行われ、砂川市立病院助産師による４年生の「命の輝き」学習、
北広島市の子育て支援ネットワーク「ほっとまむ」による１年生の「子ども広場」を開催した。

58 空知

砂川市立砂川中学校

・生徒会が主体となって取り組む「朝の挨拶運動」
生徒会生活委員会の役員が中心となり、玄関前にて挨拶運動を毎月に1回、1週間の日程で行う。
・職場体験学習
自己の進路を様々な角度からみつめ、将来の自分の生き方や在り方を考えること、働くことの意義を考えるこ
と、実際に働いている地域の人との交流を通し自己の将来をイメージすることを目的として取り組んだ。

59 空知

砂川市立石山中学校

・生徒会が主体となって取り組む「いじめのない学校づくり」
生徒会役員が中心となり、いじめ撲滅に向けたスローガンづくりを通して、全校生徒がいじめについて考える機
会とする。

60 空知

歌志内市立歌志内小学校

・児童会が主体となってコミュニケーションを図る取組
児童が互いにコミュニケーションを図るためのきっかけとなるように、新学期に児童会書記局が中心となり全校
児童の顔写真及び名前を掲示した。10月より再度、児童会室前の壁に掲示することで児童が半年前の様子を振
り返り、仲間づくりやコミュニケーションを図るために活用している。

61 空知

深川市立深川小学校

・心の教育相談
主に道徳科の授業や、特別活動等において、生命を大切にする心、他人を思いやる心、美しいものに感動する
心などの「豊かな心」を育むことの大切さを指導する際に、キャンペーンの取組について子ども達へ周知した。ま
た冬季休業を控え、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、学校だよりに掲載。

62 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る。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。

63 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・キャッチフレーズを掲載し、強調月間について紹介した。

64 空知

深川市立多度志小学校

学校発行物（学校だより等）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にて啓発した。

65 空知

深川市立納内小学校

・心の教育について知ろう
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る。学校だよ
りに載せる赤い羽根共同募金の記事の脇にロゴマークを添付した。

66 空知

深川市立北新小学校

・各教室へロゴを印刷したミニポスターを掲示する。
・校内配布物に、期間中ロゴを掲載する。
・家庭・地域へ配布する学校便りにロゴを掲載する。
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67 空知

深川市立北新小学校

・異学年・異世代と交流し、思いやる心を育む「北新まつり」
異学年で構成された縦割り班ごとに、模擬店の計画と準備を行い、保護者・地域の方、校区の子ども園の園児
等を招待し、お祭りを開催し、交流を楽しむ取組である。

68 空知

深川市立一已中学校

・歌いっぱい・気持ちいっぱい活動
毎週木曜日に合唱への取組、冬の合唱集会、地域の人々とのふれあいや挨拶運動、出張コーラス

69 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
・連絡票（打合せ用）への掲載
・ロゴの活用についての職員向けの説明
・学校評議員会資料への掲載
・学校ホームページへの掲載
・シンボルマークおよびキャッチフレーズを活用し、広く普及啓発に取り組む。
・北海道教育大学と酪農学園大学からの高大連携による学生支援ボ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る。
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ていく。
・校内研修資料にシンボルマークとキャッチフレーズを掲載し、教職員に配付した。
・職員打合せ時配布票「西定だより」にシンボルマークとキャッチフレーズを掲載した。

70 石狩

北海道札幌東高等学校（全日制）

71 石狩

北海道札幌東高等学校（定時制）

72 石狩

北海道札幌西高等学校（全日制）

73 石狩

北海道札幌西高等学校（定時制）

74 石狩

北海道札幌南高等学校（全日制）

学校職員打合せ用の日報へのロゴマークを掲載し、キャンペーン並びに強調月間の趣旨を周知する。

75 石狩

北海道札幌北高等学校

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、職員にその旨周知する。なお、平成29
年11月より継続中である。

76 石狩

北海道札幌北高等学校（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 DVD視聴・振り返り
・職員打合せ連絡票へのロゴマークの使用

77 石狩

北海道札幌月寒高等学校

札幌月寒高校FAX送信票、校内連絡用日報（全・定とも）にロゴマークを掲載

78 石狩

北海道札幌北陵高等学校

毎日の日報にロゴマークを掲載した。

79 石狩

北海道札幌手稲高等学校

80 石狩

北海道札幌丘珠高等学校

81 石狩

北海道札幌白石高等学校

朝の職員打合せの日報にロゴマークを掲載した。

82 石狩

北海道札幌西陵高等学校

FAX送信票にロゴマークを印刷し使用している

83 石狩

北海道札幌東陵高等学校

連絡票へのロゴマークの掲載等

84 石狩

北海道札幌南陵高等学校

・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

85 石狩

北海道札幌厚別高等学校

学校ホームページへのロゴマークの掲載

86 石狩

北海道札幌真栄高等学校

・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。
・毎朝の連絡票にシンボルマークを貼付している。

87 石狩

北海道札幌あすかぜ高等学校

・「性に関する講演会」
１年生・教職員・保護者を対象とした専門家による講演会を開催し、正しい知識と自分自身を大切に思える自尊
感情を育むきっかけにした。
・期間中、毎日日報に掲載し、職員に周知した。
・FAX送信票にロゴマークを掲載した。
・本校ホームページのトップページ（その他の情報欄）にロゴマークを掲載した。

88 石狩

北海道札幌稲雲高等学校

ロゴマークをホームページ掲載や校内の会議用の業務用紙へ印刷

89 石狩

北海道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

90 石狩

北海道札幌白陵高等学校

朝の職員打合せにおいて、打合せ票に掲載し、日常的な啓発を行った。併せて、本校ＨＰにも掲載した。

91 石狩

北海道札幌東商業高等学校

・学校ウェブページへロゴマークを掲載し普及や啓発に努めた。（年間を通して掲載）
・日報（東商だより）へロゴマークを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ロゴマークを掲載し普及に努めた。

92 石狩

北海道江別高等学校

・実施要項の案内文書及び当日配付資料への印刷
・日常業務様式（打合せ用紙）への印刷
・ホームページのトップ画面へのリンク貼りつけ

93 石狩

北海道大麻高等学校

・日常業務用様式へのロゴマークの印刷
・ホームページにロゴマークの貼り付け

・学校ホームページのトップページにロゴマークを掲載
・校内の職員会議用の議題用紙等にロゴマークを印刷
・職員打合せ票への掲載及び啓蒙
・レジュメ裏表紙に使用
・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
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94 石狩

北海道千歳高等学校

・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
・薬物乱用防止教室の実施
・日報、ＨＰ、教科指導訪問要項にシンボルマーク、キャッチフレーズを使用

95 石狩

北海道千歳高等学校 定時制

・学校説明会 説明資料にロゴマークを掲示
・日報にロゴマークを掲載

96 石狩

北海道千歳北陽高等学校

・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

97 石狩

北海道当別高等学校

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

98 石狩

北海道恵庭南高等学校

シンボルマークを本校のWebページに掲載し、本キャンペーンに取り組んだ。

99 石狩

北海道恵庭南高等学校（定時制）

シンボルマークを本校のWebページに掲載し、本キャンペーンに取り組んだ。

100 石狩

北海道恵庭北高等学校

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

101 石狩

北海道石狩翔陽高等学校

・シンボルマーク及びキャッチフレーズをFAX送信票に活用する。
・本校ホームページにもシンボルマーク及びキャッチフレーズを掲載し、活用する。

102 石狩

北海道石狩南高等学校

学校ホームページ及び印刷物でロゴマーク・キャッチフレーズを使用

103 石狩

北海道札幌聾学校

・年間を通して、本校より発信するFAX送信票の上部に添付し、使用している。
・ふれあいフェスタでのパスポート表紙に添付し、使用している。

104 石狩

北海道新篠津高等養護学校

ホームページ、FAX送信票でのロゴマークの活用

105 石狩

北海道札幌高等養護学校

ＦＡＸ送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。

106 石狩

北海道拓北養護学校

学習発表会、拓養祭のプログラムにロゴマークを印刷し、保護者、来校者、関係者に配付するとともに、ＨＰ、地
域の回覧板に掲載した。

107 石狩

北海道札幌稲穂高等支援学校

本校ホームページやFAX送信票などにシンボルマークを掲載し周知を図る。

108 石狩

北海道札幌伏見支援学校もなみ学
掲示物にロゴマークを活用
園分校

109 石狩

北海道札幌伏見支援学校

本校のホームページにロゴマークとキャッチフレーズ及びキャンペーンの趣旨を掲載

110 石狩

北海道札幌あいの里高等支援学
校

学校祭のチラシに掲載（本校Web掲載）

111 後志

北海道小樽潮陵高等学校（全日
制）

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。

112 後志
113 後志
114 後志
115 後志

北海道小樽潮陵高等学校（定時
制）
北海道小樽未来創造高等学校（全
日制）
北海道小樽未来創造高等学校（定
時制）

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
・日程連絡票・ＦＡＸ用紙へロゴマークを掲載
・ＨＰへロゴマーク掲載
・職員打合せ用紙への掲載
・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掲載

北海道小樽水産高等学校（北海道
令和元年度第４０回北海道水産クラブ研究発表大会 大会要項冊子の裏表紙に添付
高等学校水産クラブ連盟）

北海道俱知安高等学校

・職員打ち合わせの際の連絡票にシンボルマークを印刷する
・ＦＡＸ送信票にシンボルマークを印刷する
・学校運営指導訪問等の要項にシンボルマークを載せる
・公式ホームページにシンボルマークを載せる

117 後志

北海道寿都高等学校

朝の連絡票やＨＰにロゴを添付し、趣旨や概要を説明し普及啓発活動を行った。

118 後志

北海道蘭越高等学校

FAX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した。

119 後志

北海道高等聾学校

・年間を通して、本校より発信するＦＡＸ送信票に使用している。
・学校説明会用のしおりに添付している。
・学校評議員会配布資料に貼付している。
・ＦＡＸ送信票上部に添付している。

120 後志

北海道余市養護学校しりべし学園
FAX送信票にロゴマークを掲載
分校

121 後志

北海道小樽高等支援学校

学校祭ポスターにロゴマークを使用

122 後志

小樽市立青園中学校

生徒会で取り組んでいる毎朝の「あいさつ運動」の際に、玄関にシンボルマークを掲示して、生徒や教員が登校
する生徒にあいさつをする活動に取り組む。

123 後志

小樽市立朝里中学校

ロゴマークを地域公開日の案内に印刷

124 後志

赤井川村立都小学校

・学校だよりへのロゴマーク掲載
・学校行事予定表（１２月）へのロゴマーク掲載
・キャンペーン啓発チラシの家庭への配布

116

後志
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125 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。

126 胆振

北海道室蘭栄高等学校

打合せ・諸連絡票にロゴマークを掲載し、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。

127 胆振

北海道室蘭清水丘高等学校

・令和元年度胆振管内高等学校教育研究会国語部会研究会
開催要項の表紙にロゴマークを掲載した。

128 胆振

北海道室蘭東翔高等学校

・第10回室蘭東翔高等学校文化部合同発表会TAF（Tosho Art Festival)
ロゴマーク・キャッチフレーズを紹介ポスター等に活用した。

129 胆振

北海道室蘭工業高等学校

・FAX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。
・朝の打合せ票に、シンボルマークを掲載し、推進を図った。

130 胆振

北海道伊達緑丘高等学校

ＦＡＸ原稿用紙の余白部分へロゴマークを活用
学校ホームページのトップ画面にロゴマークを活用

131 胆振

北海道虻田高等学校

・朝のあいさつ運動
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。

132 胆振

北海道登別明日中等教育学校

・赤い羽根共同募金
全校生徒に配布する実施案内にロゴマークを使用

133 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。

134 胆振

北海道苫小牧東高等学校（定時制） FAX送信票などにロゴマークを掲載し、普及・啓発を行う。

135 胆振

北海道苫小牧南高等学校
本校が事務局を担当する苫小牧地区高等学校生徒指導連絡協議会開催要項にロゴマーク・キャッチフレーズを
（苫小牧地区高等学校生徒指導連
印刷。
絡協議会）

136 胆振

北海道苫小牧総合経済高等学校

FAX送信票、配布資料、ホームページにシンボルマークを使用

137 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。
・ホームページにロゴマークを掲載し、閲覧者へ普及啓発を図る。

138 胆振

北海道穂別高等学校

生徒会執行部が昼休みの時間に、赤い羽根共同募金への呼びかけと募金活動を行った。その様子は、学校だ
より（イーハトーブ）に掲載されている。

139 胆振

北海道鵡川高等学校

学校だより並びに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積極的な活用

140 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

141 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、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めざした取り組みを行う。

142 胆振

厚真町教育委員会
（生涯学習課社会教育グループ）

毎月全戸配布している広報誌にロゴマークを掲載

143 日高

北海道平取高等学校

日高管内高等学校進路指導部会開催要項、日高管内高等学校英語部会開催要項にロゴマークを使用した。

144 日高

北海道静内高等学校

「令和元年度(2019年度)北海道高等学校「教科等の本質的な学びを踏まえた主体的・対話的で深い学び（アク
ティブ・ラーニング）の視点からの学習指導方法の改善の推進のための実践研究（SCRUM)」道南圏域研究大
会」開催要項冊子にロゴマークを印刷した。

145 日高

北海道静内農業高等学校

学校評価ｱﾝｹｰﾄ（生徒・保護者対象）にロゴマークを印刷

146 日高

北海道浦河高等学校

学校ホームページにロゴマークおよびキャッチフレーズを掲載
校内配布物にロゴマークおよびキャッチフレーズを掲載

147 日高

北海道平取養護学校静内ペテカリ
ホームページ、ＦＡＸ、礼状、学校だより、学級通信にロゴマークを掲載
の園分校

148 日高

えりも町立えりも岬小学校

・日高人権擁護委員による出前授業
・学校だよりにロゴマークを掲載

149 日高

えりも町立えりも中学校

本校ホームページにロゴマークの掲載

150 渡島

北海道函館中部高等学校（全日制） 朝の打合せ連絡票に掲載

151 渡島

北海道函館西高等学校

シンボルマーク及びキャッチフレーズの積極的な活用（日常業務用様式、定期発行物等）

152 渡島

北海道函館稜北高等学校

案内文書（ほけんだより）および生徒向けアンケート用紙にロゴマークを掲載

153 渡島

北海道函館商業高等学校（全日制）

・学校ホームページへの使用
・会議配布物への印刷

154 渡島

・毎日、打ち合わせ時に用いる連絡票に印刷し、職員への啓発を行った。
北海道函館商業高等学校（定時制） ・ホームページに継続的にロゴマークを掲載している。
・ＦＡＸ送信票に継続的にロゴマークを掲載している。

155 渡島

北海道函館工業高等学校

ホームページにロゴマークを使用

156 渡島

北海道松前高等学校

・学校通信「建石野」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
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157 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

158 渡島

北海道南茅部高等学校

学校ウェブページへのロゴマーク、キャンペーン趣旨の表示

159 渡島

北海道八雲高等学校

職員打合せ連絡票やＦＡＸ送信票への印刷により、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

160 渡島

北海道長万部高等学校

日報・ＦＡＸ用紙・ホームページへのシンボルマークの掲載

161 渡島

北海道七飯高等学校

学校ホームページにシンボルマークを掲載し、北海道教育委員会HPの関連個所へのリンクを貼った

162 渡島

北海道函館五稜郭支援学校

「令和元年度北海道函館五稜郭支援学校ＰＴＡ研修会」開催要項にロゴマークを貼付した

163 渡島

北海道函館養護学校

・来校者が出入りする職員玄関にロゴマークを掲示した
・名刺にロゴマークを印刷して配付した（通年）
・FAX送信票にロゴマークを印刷して送信した

164 渡島

北海道七飯養護学校おしま学園分
「令和元年度学習発表会」チラシにキャッチフレーズ及びシンボルマークを掲載している
校

165 渡島

北海道北斗高等支援学校

・FAX用紙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

166 渡島

北海道函館高等支援学校

学校祭のプログラムにロゴマークを掲載

167 渡島

函館市立あさひ小学校

・「豊かな心」を育む活動として、全校お話会の実施
・学校通信へのロゴの印刷

168 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した。

169 渡島

函館市立北中学校

・地域公開参観日（道徳）
保護者に加え、地域住民にも道徳の授業参観を呼びかけ、生徒の日常の様子を見てもらうと共に、家庭・地域と
協力して子どもたちを育てる学校に向けた啓発を行う。案内文書にロゴマーク・キャッチフレーズを掲載。

170 渡島

函館市立潮光中学校

本校が心の教育推進キャンペーンの趣旨に賛同していることを、ロゴマークも入れて学校便りへ掲載する。

171 渡島

函館市立函館高等学校

職員の朝の打合せに使用する連絡票にロゴマークを使用し、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。

172 檜山

上ノ国町教育委員会

教育講演会開催時にロゴマークを掲示

173 檜山

乙部町教育委員会

会議資料へのシンボルマークの活用

174 檜山

北海道江差高等学校

学校ホームページ及び封筒にシンボルマークを張り、外部に向けて周知、啓蒙を行った。

175 檜山

北海道上ノ国高等学校

・「服のチカラプロジェクト」ユニクロと協働で子ども服をアフリカの難民のもとへ届けるプロジェクト
・出前講座「いのちの贈りもの」
市立函館病院と日本赤十字と学校が連携した講座。いのちを大切にする心を育む。
・「上高ステップアッププログラム」本校独自のステップアップ・プログラム
・上ノ国町ふるさと高校生議会
・LINE株式会社と連携した情報モラル授業
・ほっとの実施と分析
・全教職員で行う教育相談面談

176 檜山

北海道檜山北高等学校

・ホームページのトップページにシンボルマークを掲載
・ファックス送信票にシンボルマークを掲載
・１年次科目 家庭基礎における「いのちの教室」実施要項にシンボルマークを掲載

177 檜山

北海道今金高等養護学校

・「フレンドリーライブ（音楽交流活動）」プログラムへのロゴマークの掲載
・学校祭プログラムへのロゴマークの掲載

178 檜山

檜山教育局

要項背表紙やFAX送信票にシンボルマークを使用し、心の教育推進キャンペーンの周知を行った。

179 上川

北海道旭川東高等学校

日報へのロゴマーク記載

180 上川

北海道旭川西高等学校

通年でシンボルマーク及びキャッチフレーズを各種印刷物に掲載

181 上川

北海道旭川南高等学校

朝の打ち合わせ用日報にロゴマークを使用

182 上川

北海道旭川北高等学校

朝の打ち合わせ票や学校ホームページにロゴマークを掲載

183 上川

北海道旭川北高等学校 定時制課程

・北海道旭川北高等学校定時制課程における毎日の打合せ用紙にロゴマークを掲載した。
・事業の趣旨の説明および掲示の意図の説明を行った。

184 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

185 上川

日本学校農業クラブ北海道連盟
（北海道旭川農業高等学校）

令和元年度日本学校農業クラブ北海道連盟ワークショップ「クラブ員のアクティブ・ラーニングを深化させよう！」
会議資料背表紙にロゴマークと事業の趣旨説明を掲載した
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186 上川

北海道旭川工業高等学校

・教職員の朝会「日報」（日常使用）にロゴマークを掲載
・「薬物乱用防止教室」実施要項（全職員、該当者に配布））にロゴマークを掲載
・「令和元年度 思春期講演会」要項（全職員、該当者に配布））にロゴマークを掲載

187 上川

北海道旭川商業高等学校

職員打合せ用の連絡事項を取りまとめた用紙にロゴマークを貼り付け

188 上川

北海道旭川商業高等学校（定時制） 職員打合せ用の連絡事項を取りまとめた用紙にロゴマークを貼り付け

189 上川

北海道名寄高等学校

・ホームページでのロゴマークの掲載
・FAX送信票等でのロゴマーク使用

190 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

191 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印刷物に掲載。
・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。

192 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

193 上川

北海道上富良野高等学校

本校公式ホームページにロゴマークを掲載し、心の教育に係る一層の推進を啓発した。

194 上川

北海道美瑛高等学校

FAX用紙及び学校ホームページへのロゴマークの掲載

195 上川

北海道上川高等学校

中高一貫教育講演会を中高生・保護者・町民対象に実施し、その際にホームページ、広報誌等でロゴマークを
使用した

196 上川

北海道下川商業高等学校

本校公式ホームページへのロゴマーク掲載

197 上川

北海道美深高等学校

本校ホームページへのロゴマークの掲載（通年）

198 上川

北海道美深高等養護学校

本校ホームページやFAX送信票などにシンボルマークを掲載し周知を図った

199 上川

北海道美深高等養護学校あいべつ校

・シンボルマークを活用し、生徒、職員、保護者等に理解を図った
・キャンペーン啓発チラシを掲示（FAX送信用紙に貼付、ホームページに貼付）

200 上川

名寄市立名寄西小学校

学校だより10月号・11月号に、ロゴマーク・趣旨等を掲載し、保護者及び名寄西小校区の住民に対して周知を
図った

201 上川

名寄市立名寄東中学校

学校だよりへロゴマーク、趣旨等を掲載し周知を図った

202 上川

富良野市教育委員会

「令和元年度富良野市青少年表彰式」当日要項へのロゴマークの掲載

203 留萌

北海道留萌高等学校

・FAX送信票へのロゴマーク掲載
・開催要項へのロゴマーク掲載「令和元年度第１回学校評議員会」「令和元年度学校保健委員会・衛生委員会」

204 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

205 留萌

北海道羽幌高等学校

印刷物やホームページにロゴマークを掲載し、普及・啓発を図る。

206 留萌

北海道遠別農業高等学校

・生徒会役員選挙に伴う活動
演説にて、思いやりのある学校づくりをアピールした。

207 留萌

北海道天塩高等学校

シンボルマーク及びキャッチフレーズの北海道高等学校・特別支援学校教頭・副校長会道北支部留萌ブロック
第3回研究協議会資料への掲載

208 留萌

北海道天塩高等学校

・生徒会リーダー研修
生徒会役員、各委員会役員、ＨＲ委員を対象に、リーダーとして必要なコミュニケーション能力や議事進行能力
を高めるための研修会を実施

209 留萌

北海道天塩高等学校

・ファイターズガールダンス教室
ファイターズガールを講師として、天塩町教育委員会の協力により、全校生徒を対象として、楽しくダンスを踊る
ことにより心身の健康を増進させることを目的にダンス教室を実施

210 留萌

北海道天塩高等学校

・「Your Town」地域で働く人についての講演と写真展示
本校卒業生のカメラマンの撮影した地域で働く人についての講演を聞き、写真を見ることにより、地域について
学び、将来の進路を考える機会とするため講演と写真展示を実施

211 留萌

北海道小平高等養護学校

本校FAX用紙にキャッチフレーズ及びシンボルマークを使用

212 留萌

留萌市立港北小学校

・あいさつ運動
児童会役員や職員が児童玄関前に立ち、あいさつ運動を実施

213 留萌

増毛町教育委員会

社会教育だよりへのシンボルマークの掲載・施設内での掲示

214 留萌

小平町教育委員会

・子ども・地域サポート事業（バランスボール教室）及び地域指導者研修会
事業及び研修会の当日要項へのシンボルマーク使用

215 留萌

苫前町教育委員会

・令和元年度ふるさと教育セミナー・苫前町PTA連合会研修会
当該セミナー・研修会参加者への配付資料にロゴマーク等を使用し、11月が強調月間であることを周知した。

216 留萌

留萌地方社会教育委員連絡協議
会

・令和元年度留萌管内生涯学習セミナー
当該セミナー参加者への配付資料にロゴマークを使用し、11月が強調月間であることを周知した。

8

令和元年度
№ 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

217 留萌

苫前町立苫前小学校

シンボルマーク・キャッチフレーズの積極的活用（学校だより、学級通信に掲載し保護者等への啓発を図った）

218 留萌

苫前町立古丹別小学校

学校だより「人権教室」の紹介記事に、ロゴマークを表示し、北海道心の教育推進会議についても説明した。
また、当該学校だよりを地域に回覧するとともに、ホームページより閲覧することができるようにしている。

219 留萌

苫前町立苫前中学校

・令和元年度ふるさと教育セミナー・苫前町PTA連合会研修会
当該セミナー・研修会参加者への配付資料にロゴマーク等を使用し、11月が強調月間であることを周知した。

220 留萌

苫前町ＰＴＡ連合会

・令和元年度ふるさと教育セミナー・苫前町PTA連合会研修会
心豊かでたくましく、社会の変化に対応できる広い視野と思考力・判断力・表現力を身につけた青少年を育成す
るため、家庭・学校及び地域住民が一体となって教育環境を改善し、地域社会全体で共通理解を図るための研
修会を実施した。開催要項等にロゴマークを使用。

221 留萌

羽幌町内小・中学校PTA連合会/
羽幌町教育委員会

・令和元年度 羽幌町社会教育・PTA研究大会
羽幌町社会教育・PTA研究大会における、配布資料（裏表紙）及び広報誌にロゴマーク・趣旨等を掲載し、地域
住民への周知を図った

222 留萌

初山別村教育委員会

・第37回初山別村読書感想文コンクール表彰式
来場者の配布物にロゴマークを使用

223 留萌

遠別町役場

キャンペーン啓発チラシを教育委員会窓口に展示

224 留萌

留萌教育局

FAX送信票へのシンボルマーク使用

225 留萌

留萌教育局

・初任段階教員研修（３年次事後研修）
研修会の当日要項へのシンボルマーク使用

226 留萌

留萌教育局

・初任段階教員研修（２年次研修Ⅱ期）
研修会の当日要項へのシンボルマーク使用

227 留萌

留萌教育局

・留萌管内幼児教育振興ネットワーク会議
会議の当日要項へのシンボルマーク使用

228 留萌

留萌教育局

・留萌管内高等学校就職促進マッチング事業
当日の開催要項へのシンボルマーク使用

229 宗谷

宗谷教育局

・令和元年度第１回宗谷管内道徳教育推進会議
当日要項の表紙にロゴマークを印刷

230 宗谷

宗谷教育局

・令和元年度「教育局道徳教育事業」道徳教育講演会及びシンポジウム
当日要項の表紙にロゴマークを印刷

231 宗谷

北海道浜頓別高等学校

・浜頓別高校スクールカウンセラー講演会（PTA公開講座）
小規模高校におけるメンタルヘルス～高校生活に活かすストレスマネジメント自己理解と他者理解、人間関係構
築とストレスの対処方法を考える。案内チラシにロゴマークを使用

232 宗谷

北海道枝幸高等学校

・枝幸町内におけるボランティア活動
「台風19号による被災地支援募金活動」を実施
義援金を宮城県丸森町にある伊具高等学校へ送金
・日常使用する連絡票にロゴマークを掲載

233 宗谷

北海道豊富高等学校

・赤い羽根共同募金運動
ボランティア部が、赤い羽根共同募金活動を行い「豊かな心」を育む活動をした。

234 宗谷

北海道利尻高等学校

・本校ホームページへの掲載
・日常使用する書類等に積極的にロゴマークを活用
・北海道高等学校道徳教育推進事業「道北圏域推進研究協議会」の実施要項へのロゴマークの掲載

235 宗谷

北海道稚内養護学校

学習発表会
・プログラムへのロゴマーク及び趣旨等の掲載
・報道機関へのFAX文への掲載
・プログラムをホームページへ掲載

236 宗谷

猿払村教育委員会

・令和元年度(第38回)猿払村少年の主張大会 令和元年度(第52回)猿払村文化祭「芸能発表祭」
当日配布するプログラムにキャンペーンの内容とロゴを掲載した

237

オホーツク

北海道北見北斗高等学校（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。

238

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

239

オホーツク

北海道北見柏陽高等学校

職員の朝の打合せ連絡票や会議等で使用する資料等にシンボルマークを印刷し配付した

240

オホーツク

北海道北見緑陵高等学校

自校のホームページトップ画面、FAX送信票にロゴマークを掲載することで「豊かな心」を育む大切さを普及、啓
発した

241

オホーツク

北海道北見工業高等学校

日常の校務における啓発活動（日常業務用様式、事業案内・要項等へのロゴマークの印刷）

242

オホーツク

北海道北見商業高等学校

毎日使っている連絡票にロゴマークを使用して、教職員へ啓発を図った。また、生徒指導部通信に添付して生
徒・保護者へも同様に啓発を図った。

243

オホーツク

北海道網走南ヶ丘高等学校(全日
制）

・日常業務連絡用紙（FAX送信票）等に掲載
・広報活動（ホームページ）等への掲載

244

オホーツク

北海道網走南ヶ丘高等学校（定時 ・日常業務連絡用紙（FAX送信票）等に掲載
制）
・広報活動（ホームページ）等への掲載

245

オホーツク

北海道網走桂陽高等学校

・授業参観週間、網走市議会議員との意見交換会
本校の授業を地域の教育関係者、保護者等に公開し、地域に開かれた学校としての取組を行った。特に11月5
日は今年度初めて網走市議会議員と２学年商業科の生徒がグループワークを行い、主権者教育の一環として
「選挙へ行こう」をテーマに投票について討議を行った。

9

令和元年度
№ 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

246

オホーツク

北海道紋別高等学校

・文部科学省委託事業「道徳教育の抜本的改善･充実に係る支援事業」北海道高等学校道徳教育推進事業～
考え、議論する道徳への発展～道東圏域推進校研究協議会を実施
・ホームページ、学校便り、FAX送信票にロゴマークを使用

247

オホーツク

北海道美幌高等学校

学校評価アンケート（生徒・保護者対象）の依頼文書にロゴマークを掲載

248

オホーツク

北海道留辺蘂高等学校

・日報、FAX送信票へのロゴマークの印刷
・公開授業週間案内ポスターへのロゴマークの印刷

249

オホーツク

北海道斜里高等学校

学校だより及び学校ホームページでのロゴマークの使用

250

オホーツク

北海道津別高等学校

学校だよりにロゴマークを掲載し、津別町広報誌とともに地域住民全戸に配布

251

オホーツク

北海道置戸高等学校

・職員打合せ日報にシンボルマーク及び趣旨の掲載
・年間を通して活用しているシンボルマークについて、キャンペーンの趣旨を説明し、教職員に取組を周知した。

252

オホーツク

北海道佐呂間高等学校

・学校通信にシンボルマークを使用した。
・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した。

253

オホーツク

北海道常呂高等学校

・薬物乱用防止教室
薬物の誘惑に影響されることなく、的確な思考・判断に基づいて適切な意志決定を行い、自らの健康管理や、生
活行動の選択及び健全な社会環境づくりが実践できるよう、資質や能力を育成するとともに防犯に対する知識も
高める。
・打合せ連絡票とFAX送信票にシンボルマーク及びキャッチフレーズを掲載した。

254

オホーツク

北海道遠軽高等学校（全日制）

職員連絡票へのロゴマークの印刷

255

オホーツク

北海道遠軽高等学校（定時制）

学校通信・体験入学・親睦交流会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

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
毎週末、ボランティア部の生徒が、町内図書館において小学生以下の児童・幼児を対象に絵本等の読み聞かせ
ボランティアを実施した。
・生徒会執行部による小学生との交流ボランティア、町内ゴミ拾いボランティア
平日不定期に生徒会執行部の生徒が、児童会館において小学生を対象に、交流ボランティアを実施している。
併せて、生徒会執行部の生徒が、町内のゴミ拾いボランティアを行っている。
・FAX送信票へのロゴマークの印刷

256

オホーツク

257

オホーツク

北海道興部高等学校

・赤い羽根共同募金活動
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。集まっ
た募金は、興部町共同募金委員会に寄付した
・FAX送信票へのロゴマークの印刷

258

オホーツク

北海道雄武高等学校

・ホームページにロゴマークを掲載
・学校評議員会の資料・要項にロゴマークを掲載
・ＰＴＡ役員会の資料・要項にロゴマークを掲載

259

オホーツク

北海道訓子府高等学校

本校で使用しているＦＡＸ送信票へのロゴマーク掲載

260

オホーツク

北海道清里高等学校

・令和元年度オホーツク管内高等学校保健研究会後期研究協議会
開催要項の表紙へのロゴマークの掲載

261

オホーツク

北海道女満別高等学校

シンボルマーク及びキャッチフレーズ使用による啓発活動（職員連絡票への掲載）

262

オホーツク

北海道北見支援学校

学習発表会のプログラムにロゴマークを使用した。

263

オホーツク

北海道紋別養護学校

・FAX送信票にロゴマークを使用した。
・「公開授業研究会」開催要項裏表紙にロゴマークを使用

264

オホーツク

北海道紋別養護学校ひまわり学園 ・令和元年度分校祭
分校
案内文書やプログラムにロゴマークを印刷して配付

265

オホーツク

北海道紋別高等養護学校

職員会議等の全校に係わるレジュメへのロゴの印刷を行った。

266

オホーツク

北海道網走養護学校

ＦＡＸ送信票とホームページ、学校評議員会資料表紙にロゴマークを掲載した。

267

オホーツク

遠軽町教育委員会

・令和元年度 遠軽町『少年の主張』大会
町内の中学生たちが日常生活の中で体験したことや、日ごろから考えていることなどを中学生の視点で発表し、
多くの町民や関係者等が少年の健全育成の大切さについて理解を深めることを目的に開催している。当該取組
に係るロゴマークを当日配布資料に掲載した。

268

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使用

269

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、お礼文書にロゴマークを使用
・総合的な学習の時間における地域のお年寄りとの交流（５年生福祉学習）
・学校だよりでロゴマークを使用

270

オホーツク

湧別町立開盛小学校

・もちつき大会
これまでの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、できあがったたもちを提供して感謝の気持ちを伝える。

10
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「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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271

オホーツク

湧別町立富美小学校

・あいさつ運動
児童会であいさつ運動を実施した。朝のあいさつだけでなく、来校者にも積極的に挨拶を行うように取り組んだ。
・いじめ、ネットトラブルの根絶に向けて
いじめをゆるさない呼びかけや話し合い活動を行った。

272

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ている。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。

273

オホーツク

湧別町立芭露学園

学校だよりでロゴマーク、キャッチフレーズ、キャンペーン趣旨を紹介した。

274

オホーツク

湧別町立上湧別中学校

学校だよりでロゴマーク、キャッチフレーズ、キャンペーン趣旨を掲載し、北海道心の教育キャンペーンを保護者
に周知した。

275

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

276

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、キャッチフレーズ、キャンペーン趣旨を紹介した。

277 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
SNS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理解し、自らの行動を顧み、好ましい言動（書
き込み等を含む）ができるようにする。
・ロゴマークを学校ホームページのトップページに掲載

278 十勝

北海道帯広柏葉高等学校（定時制
学校説明会配付資料にロゴマークを使用した
課程）

279 十勝

北海道帯広緑陽高等学校

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

280 十勝

北海道帯広工業高等学校

・FAX送信用紙にシンボルマークを添付
・学校ホームページにシンボルマークを掲載

281 十勝

北海道帯広農業高等学校

・FAX送信票に使用
・報道で見る帯広農業高校表紙に使用

282 十勝

北海道上士幌高等学校

・挨拶運動
玄関にて生徒会の生徒を中心に挨拶運動を展開
・小さなミニコンサート
町内の老人ホームにて演奏を披露

283 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

284 十勝

北海道幕別清陵高等学校

・学校の公式ホームページのトップページにシンボルマークを掲載
・教科指導訪問要項、朝の打合せ票にロゴマークを掲載

285 十勝

北海道清水高等学校

日常業務用様式へのロゴの印刷

286 十勝

北海道芽室高等学校

・ＦＡＸ送信票にロゴマークを活用
・学校ホームページにロゴマークを使用

287 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した。

288 十勝

北海道大樹高等学校

シンボルマーク及びキャッチフレーズのFAX様式や学校ホームページへの掲載

289 十勝

北海道広尾高等学校

・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

290 十勝

北海道幕別高等学校

・学校の公式ホームページのトップページにシンボルマークを掲載している
・朝の打合せ票にロゴマークを掲載

291 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。

292 十勝

北海道本別高等学校

・FAX用紙にシンボルマークを添付して使用
・ホームページにシンボルマークを使用。

293 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

294 十勝

北海道帯広盲学校

シンボルマークの積極的な活用
FAX送信票にシンボルマークを添付し、普及・啓発を行った。(年間を通して使用)

295 十勝

北海道帯広聾学校

学校要覧、学校祭プログラム、FAX送信票にロゴマークを掲載

296 十勝

北海道帯広養護学校

日常利用するFAX用紙にロゴマークを入れて、活動の啓蒙を図った。

297 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した。
分校

298 十勝

北海道新得高等支援学校

校内の掲示板やホームページにロゴマークを掲載し、日頃から職員一人一人が「心の教育」の理念を理解し、教
育活動に生かしていけるよう取り組んだ。

299 十勝

北海道帯広南商業高等学校

ポスターの掲示

300 十勝

音更町立音更中学校

・あいさつ運動「Let's あいさつ day」
生徒会書記局を中心に、年間通して毎朝、生徒玄関前で「あいさつ運動」を実施している。
・学校だよりにロゴマーク等を掲載し、キャンペーンへの賛同を呼びかけた。
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№ 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
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協賛の取組概要

音更町立緑南中学校

・生徒会書記局を中心に、年間通して毎朝、生徒玄関前で「あいさつ運動」を実施している。
・学校だよりにロゴマーク等を掲載し、キャンペーンへの賛同を呼びかけた。

302 十勝

更別村立更別小学校

・いじめをなくそう集会
１１月２１日から、どさんこ子ども会議で決まった行動宣言をもとに、全学級でいじめをなくすための取り組みにつ
いて話し合い、本集会では、その内容を発表、交流し、最後に全校児童で「いじめをなくそう宣言」を読み上げ、
いじめのない学校づくりを目指していくことを再確認した。

303 十勝

大樹町教育委員会

事業チラシにロゴマークを添付

304 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した。
・池田町シニアカレッジ遊ゆう大学11月授業のレジュメにシンボルマーク及びキャッチフレーズを掲載した。

305 十勝

豊頃町教育委員会

事業募集チラシへロゴマークを挿入し普及啓発を行った。

306 十勝

帯広市立広野小学校

・ＦＡＸ送信表での掲載
・ＨＰでの紹介
・学校便りでの紹介

307 十勝

帯広市立大空中学校

・FAX送信票、校内掲示物、職員打合せ票にロゴマークを使用
子どもたちの豊かな心を育むため、日頃から意識して指導にあたるとともに、広く啓蒙する。

308 十勝

帯広市立明星小学校
四中エリアファミリー

相手意識を育む取組、仲間づくりを推進する取組
＜帯広市立明星小学校＞
・相手意識を育む取組･･･学級全員による朝の挨拶運動、「歩こうデー」「折り鶴運動」による廊下歩行啓発、
生活アンケート、面談
・仲間づくりの取組･･･異学年交流による遊び・スポーツ･読み聞かせ等
＜エリアファミリー＞
・サミット･･･いじめ防止ポスター交流、児童会活動交流、授業参観他
・合同挨拶運動･･･各小学校校門前で小中合同による朝の挨拶運動

309 釧路

釧路教育局

研修会等の要項にロゴマークを記載

310 釧路

北海道釧路湖陵高等学校（全日
制・定時制）

・職員打合せ資料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
・学校運営指導訪問など各種事業案内、当日資料などへのロゴマーク掲載

311 釧路

北海道釧路江南高等学校

・高校生ライフデザイン講座
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、本校体育館で１年次生を対象
として開催
・学校ウェブページへのロゴマーク掲載

312 釧路

北海道釧路明輝高等学校

学校ホームページ及び日常業務様式等の印刷物に、シンボルマーク、キャッチフレーズを発揚し、キャンペーン
の普及・啓発に取り組んだ。

313 釧路

北海道釧路商業高等学校

・朝の打合せ時に用いる日報へロゴマークを印刷し、職員への啓蒙を行った。
・学校ＨＰへのロゴマーク掲載を実施した。
・管内の情報教育研修会要項にロゴマーク等を掲載し、受講者への啓蒙を行った。

314 釧路

北海道釧路東高等学校

・薬物乱用防止教室の開催
・ＨＰや・ファックス送信票に使用
・管内高等学校教育研究会での配付物に掲載

315 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、開催案内にロゴマーク及びキャンペーン趣旨を掲載

316 釧路

北海道標茶高等学校

FAX送信票にシンボルマークをいれて積極的に活用。

317 釧路

北海道弟子屈高等学校

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

318 釧路

北海道白糠高等学校

教職員へのリーフレットの配布やロゴマーク及びキャッチフレーズを職員打ち合わせ表、ＦＡＸ送信表等で使用
し、教職員・保護者・地域住民等に普及・啓発を行った。

319 釧路

北海道釧路養護学校

・PTA講演会
ロゴマークを横断幕に使用。

320 釧路

北海道釧路養護学校

・令和元年度特別支援教育研修会
要項及び資料袋にロゴマークを使用。

321 釧路

釧路市立城山小学校

・学校便り～校長の巻頭言の内容に合わせて、北海道心の教育推進月間を紹介し、啓発した。
・廊下掲示～思いやりや優しい言葉遣いを啓発する内容に合わせて、掲示し、啓発した。

322 釧路

釧路市立湖畔小学校

・あいさつ運動
児童代表委員会が、朝あいさつ運動を展開している。
その際、その運動を行う玄関前廊下にポスターを掲示して、意識を高め、啓発を図る。

323 釧路

釧路市立桜が丘小学校

学校便りなどによるロゴマークの掲載による周知活動

釧路市立共栄小学校

・いじめについて考える全校朝会・道徳の授業の取組
11月に今年度２回目のいじめアンケートやQ-Uテスト、アセスを実施することと関連づけ、全校朝会にて学校長
より「いじめ」に関する講話をした。また、校内研修とも関連付けながら道徳の授業の重点月間とした。図書ボラ
ンティアに協力してもらい、いじめや友情を考える本の読み聞かせや展示を行った。
・ロゴマークを学校だよりに掲載した。

301 十勝

324 釧路
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325 釧路

釧路市立青葉小学校

学校ホームページへのロゴマークの掲載

326 釧路

釧路市立朝陽小学校

シンボルマークと啓発文を学校だよりに掲載し、普及啓発を図る。

327 釧路

釧路市立光陽小学校

学校だより11月号に、シンボルマークやキャンペーンの趣旨を掲載し、保護者・地域への周知・啓発を行った。

328 釧路

釧路市立大楽毛小学校

学校便りにシンボルマークやキャンペーン趣旨を掲載

329 釧路

釧路市立新陽小学校

学校便りにロゴマークを掲載

330 釧路

釧路市立愛国小学校

ロゴマークとキャッチフレーズを印刷物（学校運営協議会等）に印刷し発行した。

331 釧路

釧路市立美原小学校

・秋の美原地区あいさつ運動
年に２回、春と秋に、地域各町内会、生活委員会、小学校児童会、中学校生徒会が合同で、登校時の挨拶運動
を実施している。日頃から児童の見守りをしていただいており、この取組は合同事業の一つである。

332 釧路

釧路市立興津小学校

学校だよりに、心の教育推進に関する学校としての取り組みについて説明

333 釧路

釧路市立芦野小学校

学校便りに使用し、保護者地域に啓蒙した。

334 釧路

釧路市立阿寒小学校

・学校ホームページで紹介
・学校だより（阿小だより）で紹介
・コミュニティースクール推進委員会資料への印刷

335 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し、各家庭、地域関係者・関係機関へ配布するとともに、各町内会に回覧文書と
して配布し、地域への回覧周知を行った。

336 釧路

釧路市立幣舞中学校

・釧路市立幣舞中学校いじめ撲滅プロジェクト
生徒会を中心にいじめ撲滅のための取組を展開する。
期間中は、ロゴマークをホームページに掲載する。
取組の様子を学校便りで紹介し、校内でも掲示する。

337 釧路

釧路市立景雲中学校

生徒へ配布するプリントにロゴマーク・キャッチフレーズを添付。

338 釧路

釧路市立青陵中学校

ＩＳＳＹ集会（いじめ撲滅全校集会）にてパワーポイントのスライドにロゴマークを掲載した。
・学校だよりへの掲載、および同学校だよりをホームページへ掲載（学校だよりは、校区内全町内会にも配付）
・進路説明会（全学年保護者対象）の配付資料およびパワーポイントのスライドにロゴマークを掲載した。

339 釧路

釧路市立大楽毛中学校

学校便りにロゴマークを使用した

340 釧路

釧路市立桜が丘中学校

学校だより、ホームページにロゴマークをキャンペーン趣旨を掲載

341 釧路

釧路市立鳥取西中学校

学校ホームページにてロゴマーク引用掲載

342 釧路

釧路市立阿寒中学校

特別養護老人ホーム鶴の園訪問

343 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でのロゴマーク掲載

344 釧路

釧路市立音別中学校

学校便りへのロゴマーク掲載

345 釧路

北海道釧路北陽高等学校

心の教育推進キャンペーン協賛ポスターの掲示

346 釧路

厚岸町教育委員会生涯学習課生
涯学習係

月１発行の『ＬＬ ＴＩＭＥＳ』１１月号に、ロゴマークを掲載

347 釧路

浜中町教育委員会

町広報誌「広報はまなか」でロゴマーク・キャッチフレーズ、キャンペーン趣旨を掲載

348 釧路

標茶町教育委員会

・令和元年度第38回標茶町少年の主張大会
本大会で配布したしおり裏表紙にロゴマークを表示

349 釧路

白糠町教育委員会

・町広報紙へのキャンペーン趣旨の掲載
・主催事業配布資料へのロゴマークの掲載

350 根室

北海道別海高等学校

・朝の職員打合せ配布の日報にロゴマークを使用
・職員会議資料及び部長・主任会議資料にロゴマークを使用
・教育長教育行政視察資料にロゴマークを使用
・FAX送信票にロゴマークを使用

351 根室

北海道中標津高等学校

・取組期間中の、ＦＡＸ送信票にシンボルマークを使用。
・取り組み期間中、本校ホームページにシンボルマークを掲載。

352 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
・学校ウェブページにシンボルマークを掲載

353 根室

北海道標津高等学校

・毎朝の打合せ資料へのロゴマークの印刷
・ホームページへのロゴマークの掲載
（終了予定を設定せず、継続して使用する）

354 根室

中標津町教育委員会

・少年の主張中標津大会
町内の中学校３校から推薦された８人の中学生が、日頃考えていることや日常生活における体験などを発表し、
少年の健全育成に対する一般の理解を深めた。当日来場された方に配付するプログラムにロゴマークを掲載
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355 根室

中標津町立中標津小学校

学校便りでのロゴマーク・キャッチフレーズの使用

356 根室

別海町教育委員会 生涯学習課

・別海町少年弁論大会
町内弁論大会の周知チラシの中にロゴマークを入れ、事業の普及・啓発に取り組んだ

357 根室

別海町立中西別中学校

・ロゴマークを展示、掲示物等に活用
・印刷物へのロゴマーク印刷

358 根室

根室教育局

FAX送信票、会議資料にロゴマークを掲載し周知

359

北海道立図書館

北海道道立図書館協議会当日要項に、ロゴマーク・キャッチフレーズを使用した

360

北海道図書館振興協議会

研修及び会議資料にロゴマークを掲載
・全道図書館長会議
・全道図書館専門研修（経営／関係法規）

361

北海道立特別支援教育センター

強調月間中に開催する主催研修事業の当日要項に「キャッチフレーズ及びシンボルマーク」を掲載
・教科等指導力研修講座（11/11、11/12）

362

北海道立特別支援教育センター

強調月間中に開催する主催研修事業の当日要項に「キャッチフレーズ及びシンボルマーク」を掲載
・発達障がい専門性向上研修講座（11/28、11/29）

363

公益財団法人北海道青少年育成
協会

・「道民家庭の日」絵画コンクール2019
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
強調月間期間中の14日～15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

364

北海道立教育研究所

・校長の学校経営力向上研修【発展編】
開催要項にロゴマーク・キャッチフレーズを使用

365

北海道立教育研究所

・実践的生徒指導研修【発展編】
開催要項にロゴマーク・キャッチフレーズを使用

366

公益財団法人北海道埋蔵文化財
センター

北海道立埋蔵文化財センターホームページのトップにシンボルマーク、キャッチフレーズを掲載

367

帯広美術館

FAX送信票にロゴマークを掲載

368

北海道立青少年体験活動支援施
設ネイパル森

・ボランティアセミナー（11/2～11/4）
開催要項、当日要項にロゴマークを掲載

369

北海道立青少年体験活動支援施
設ネイパル森

・われら森レンジャー（11/3、11/4）
当日要項にロゴマークを掲載

370

北海道立青少年体験活動支援施
設ネイパル森

・高等学校生徒会フォーラム（11/9、11/10）
開催要項、当日要項にロゴマークを掲載

371

北海道立青少年体験活動支援施
設ネイパル森

・ネイパルに泊まろう冬 運動会編（11/23、11/24）
開催要項、当日要項にロゴマークを掲載

372

北海道立青少年体験活動支援施
設ネイパル深川

FAX送信票にロゴマーク及びキャッチフレーズを印刷

373

北海道立青少年体験活動支援施
設ネイパル深川

・高等学校生徒会フォーラムinネイパル深川（11/6～11/8）
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

374

北海道立青少年体験活動支援施
設ネイパル深川

・イルムの里づくり「通学合宿」（11/10～11/16）
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、音江愛（地域愛）を育む。

375

北海道立青少年体験活動支援施
設ネイパル深川

・遊キャンイングリッシュ（11/23、11/24）
外国の文化や言語にふれる体験を通して、異文化への理解を深めるとともにコミュニケーションへの関心・意欲
を高める。

376

北海道立青少年体験活動支援施
設ネイパル厚岸

・ネイパルハロウィーンナイト（10/25、10/26）
募集チラシ、開催要項にロゴマークを印刷

377

北海道立青少年体験活動支援施
設ネイパル厚岸

・秋だべさ！（10/26、10/27）
開催要項にロゴマークを印刷

378

北海道立青少年体験活動支援施
設ネイパル厚岸

・イランカラプテからはじめる アイヌ文化にふれよう（11/2～11/4）
募集チラシにロゴマークを印刷

379

北海道立青少年体験活動支援施
設ネイパル厚岸

・生徒会フォーラム（11/6、11/7）
募集チラシ、開催要項にロゴマークを印刷

380

北海道立青少年体験活動支援施
設ネイパル北見

・高等学校生徒会フォーラム（11/2～11/4）
開催要項にロゴマークを印刷

381

北海道立青少年体験活動支援施
設ネイパル北見

・ネイパルde防災キャンプ（11/16、11/17）
募集チラシにロゴマークを印刷

382

北海道立青少年体験活動支援施
設ネイパル北見

・ジュニアイングリッシュキャンプ（11/30、12/1）
募集チラシ、開催要項にロゴマークを印刷
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