令和２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ロゴマークを掲載

2

空知

北海道岩見沢東高等学校

・学校HPへの掲載
・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

・朝の打合せ票にロゴを印刷し、強調月間の取組とした。
・HP、各種要項への掲載を通じ同様に取組を行った。

4

空知

北海道岩見沢農業高等学校

本校ホームページに「北海道心の教育推進キャンペーン」を掲載

5

空知

北海道美唄尚栄高等学校

・ロゴマーク・キャッチフレーズの使用
・デートＤＶ出前講座
人権擁護委員の方に人権やデートDVについての講話をしていただき理解を深め、望ましい人間関係を築く力を
養った。

6

空知

北海道美唄聖華高等学校

学校HPへのロゴ掲載

7

空知

北海道芦別高等学校

・赤い羽根共同募金
生徒会執行部が朝の挨拶運動の際に、募金活動を行った。
・薬物乱用防止教室
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。
・職員打合せにおいて、ＦＡＸ送信票等へのロゴマーク使用を教職員に周知した。

8

空知

北海道滝川高等学校

FAX送信票にロゴマークを使用

9

空知

北海道滝川高等学校（定時制）

令和2年度 10月いじめアンケート指導結果にロゴマークを使用し、本校ホームページに掲載。

10 空知

北海道滝川工業高等学校

FAXのかがみやホームページにロゴを使用

11 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向上させることを目的に、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取組。
投函ポストに、ロゴマーク等を印刷した。
・日々、教職員が活用する打ち合わせ票に、ロゴマークを載せると共に強化月間中はその旨を記載した。

12 空知

北海道深川西高等学校

本校ホームページトップ画面へロゴマークを掲載

13 空知

北海道深川東高等学校

・業務日報への掲載
・FAX送信票への掲載
・HPへの掲載

14 空知

北海道南幌高等学校

・日報にロゴマークを掲載
・FAX送信票にロゴマークを掲載

15 空知

奈井江商業高等学校

・ＦＡＸ用紙
・学校便り
・ＨＰに活用（ロゴマークを掲載し、本庁へのリンクを設定）

16 空知

北海道長沼高等学校

・ＦＡＸ送信票にシンボルマークを掲載
・学校ウェブページにシンボルマークを掲載
・生徒会執行部が募金活動

17 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。

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

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

北海道美唄養護学校

シンボルマークを、FAX鑑に使用している。

21 空知

北海道南幌養護学校

学校が発信、配付する上記取組にロゴマークを活用し、北海道心の教育推進キャンペーンの普及、啓発に努めて
いる。

22 空知

北海道夕張高等養護学校

本校ホームページトップ画面へロゴマークを掲載

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、本校ホームページにロゴマーク等の掲示

24 空知

北海道岩見沢高等養護学校

FAX用紙にデータを添付

岩見沢市立岩見沢小学校

・児童会が主体となって取り組む「おなやみボックス」運動
差別やいじめにつながる言動を減らし、相手を思いやる気持ちを高めるため、児童会が主体となった「おなやみ
ボックス」運動を実施している。ボックスに入っていた悩みをもとに、よくない言動、望ましい言動を書記局が考え
て、朝学習の時間に全校放送で紹介することによって、「差別なく、みんなが仲良く過ごしたい」という気持ちを広
げていく。

岩見沢市立中央小学校

・「よいとこみっけ月間」
全校あいさつ運動（声を掛け合い、互いの存在を認め合う）
正しい廊下歩行（相手を思いやる心を育てる）
全校同一テーマでの道徳、ピアサポート
教師の意識改革 （児童全員と毎日会話、努力の過程を認める姿勢、教育相談の実施）

25 空知

26 空知
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27 空知

岩見沢市立第二小学校

・「目標カード」（児童会の取組）
児童会役員の呼びかけで、「○○ができるようになりたい」という目標を児童が書き、職員室前廊下に掲示する。
自分の頑張りを明確にし、目標に向かって取り組む意欲を持たせるとともに、仲間と励まし合いながら自他を高め
ていけるようにする。頑張る姿を認め合うことで自己肯定感を高めたい。

28 空知

岩見沢市立栗沢小学校

・「ありがとうカード」の取組
日頃お世話になっている地域の方に全校から感謝の気持ちを込めたカードを送っている。取組の呼びかけや準備
は児童会が中心になり、カードへの記入は全児童が行っている。

29 空知

岩見沢市立北村小学校

FAX送信票及びＰＴＡ活動案内文書等にシンボルマークを通年で掲載するとともに、10月末に心の教育推進強調
月間にむけて、啓発チラシを全戸配布した。

30 空知

岩見沢市立北村小学校

・挨拶運動強調月間
児童会による挨拶運動を行うとともに、挨拶をより浸透させるための方法について、アンケートを取った。

31 空知

岩見沢市立明成中学校

・「いじめ防止学習プログラム」（ピア・サポート特設授業の展開）
傾聴・受容・共感に基づく親和的な集団（学級・学年・全校）を基盤にした特設授業の展開。
コミュニケーション能力の育成を目指すため、心を表現する手立てとしての取組であり、「明成スタイル」の授業づ
くりの根幹をなす活動として全教育活動で教員・生徒ともに、この考え方やスキルを活用している。特設授業として
４月に３回、１１月に４回を年間計画に位置付け、４月は、聴き方、話し方などの「学習スキル」と「望ましい人間関
係づくり」を題材に、１１月は、「いじめ防止学習プログラム」（学級、学年、全校）を実施している。

32 空知

岩見沢市立明成中学校

・生徒会 朝の挨拶運動 ９のつく日はcleanの日
登校時間帯に生徒会役員が生徒玄関にて、全校生徒を挨拶とあたたかい声掛けで向かい入れる。また、９のつく
日は、相手のことを思いやり後先を考えながら学校生活を送る「clean」の日を展開している。

33 空知

北海道岩見沢緑陵高等学校

FAX送信用紙へのロゴの使用。職員研修での事業の説明と協賛意思の表示

34 空知

岩見沢市教育委員会

・令和２年度 岩見沢市仲間づくり子ども会議
市内小中学校・緑陵高校を対象にいじめ根絶の取組を交流し、その成果や課題を市内全校に広めることをねらい
として書面にて会議を行い、実施報告書を作成する。（実施要項にロゴマークを使用）

35 空知

滝川市立滝川第一小学校

学校だより・ＨＰへの添付

36 空知

滝川市立滝川第二小学校

・児童会活動「ボランティア活動」・「輪っ花を咲かせようプロジェクト」
児童会活動の一環として、校区清掃ボランティアの実施
児童会役員の提案によるいじめをなくす運動「輪っ花を咲かせようプロジェクト」の実施

37 空知

滝川市立滝川第三小学校

・児童会主催「挨拶運動」
児童玄関前で、毎朝、あいさつ運動を行った。大きな声が出せないことや、マスクをした状態での活動であった
が、学校再開直後の学校生活に活気と笑顔をもたらす等、大変有意義な活動であった。また、ガイドラインを確認
しながら「あいさつ運動」の企画を主体的に立案した三役の児童にとって、大変よい学びの場となった。

38 空知

滝川市立東小学校

学校だよりへの掲載、公開研究会での掲示、FAX送信票への掲載

39 空知

滝川市立西小学校

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」強調月間の啓蒙を行った。（印刷物の配布とＨＰ
掲載）

40 空知

滝川市立江部乙小学校

・人権教室の実施
滝川市人権擁護委員協議会に依頼し、講師の方を招聘し、人権啓発活動の深い理解と関心を持つことができる
ように推進している。

41 空知

滝川市立明苑中学校

・いじめ撲滅集会
いじめ撲滅に向けて、生徒会が主催して行う行事。寸劇、話し合い、いじめ撲滅スローガンの決定等を通じ、いじ
め撲滅を決意する。また、校区の小６も参加し、いじめ撲滅の土壌を築く。

42 空知

滝川市立開西中学校

・いじめ根絶の取組（座談会・集会） 生徒教育相談等
多くの人と交流し、生徒の心を育てる（生徒玄関前に掲示）

43 空知

滝川市立江陵中学校

心の教育の推進について、校内で道徳教育の充実を図るとともに、家庭・地域に心の教育の大切さを啓発した。

44 空知

滝川市立江部乙中学校

・学校ホームページでの掲載と呼びかけ
・学校便りのでロゴ使用

45 空知

北海道滝川西高等学校

・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
・学校評価者委員会等の配布資料等に貼付している。

46 空知

砂川市立中央小学校

・縦割り班による異学年交流活動「中央小まつり」
児童会役員が中心となり、５つの縦割り班を構成し、それぞれの班で催し物を決める。
活動を通して、低・中・高の各ブロック（学年）の 達成目標を意識した活動を促す。

47 空知

深川市立深川小学校

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１
０月３０日発行の学校だよりに掲載した。

48 空知

深川市立一已小学校

取組期間に教育相談週間を設定し、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
校だよりでロゴマークを紹介し、北海道心の教育推進について啓発した。

49 空知

深川市立音江小学校

学校HPや学校だより１２月号にロゴを使用した。

50 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ツフレーズを掲載し、保護者や地域に向けにて啓発し
た。
・学校ＨＰで普及啓発

51 空知

深川市立納内小学校

・学校運営協協議会通信に添付
・学校便り11月号に添付
・ホームページに掲載
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52 空知

深川市立北新小学校

学校便り、校内ポスター等でシンボルマークを掲載・掲示し心の教育推進のアピールを行う。

53 空知

深川市立深川中学校

・毎朝、生徒玄関前にて生徒会執行部があいさつを行う
・地域ボランティアの方と認知症の方に対する対応等を学ぶ（11/4）

54 空知

深川市立一已中学校

・歌いっぱい・花いっぱい・気持ちいっぱい運動
ボランティア活動への参加、美化活動の充実、道徳科における心の教育（生命尊さ・思いやりの心・感謝・友情等）
の充実
・ともに乗り越えよう運動
生徒会活動で全生徒による手形アートの作成
・人権教室
人権擁護員を招聘しての人権教室

55 空知

南幌町教育委員会

・令和２年度子育てネットワーク協議会
書面会議の報告資料にロゴマークを添付

56 空知

奈井江町立奈井江小学校

・心にひびく「人権教室」
毎年、人権擁護委員の方にご来校いただき、２・４・６年生で人権教育を行っています。事前に打ち合わせを行い、
各学年の発達段階に合わせた内容で実施していただいています。

57 空知

奈井江町立奈井江中学校

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、ロゴマークを入れて学校だよりへ掲載する。

58 空知

由仁町立由仁小学校

人権教室の開催

59 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への参加
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
・ＦＡＸ送信票へのロゴマークの使用

60 空知

新十津川町立新十津川中学校

・「Ｂｅ Ｈａｐｐｙ集会（生徒会が主体的に取り組むいじめ撲滅集会）」
調査結果をもとに人間関係について話しあい、今後の学校生活に向けてより良い環境を自分たちでつくる意識を
高める活動としている。生徒が安心できる環境を生徒自身が主体的に考え、取り組むことを主眼とする。

61 空知

秩父別町立秩父別小学校

・心の花いっぱいプロジェクト（児童会活動）
児童一人にひとりに、自分を大切する心、相手を思いやる気持ちを改めて考えさせることで、自身の言動を見直
し、その後の人との関わり方の向上と情操の育成を図る。

62 空知

秩父別町立秩父別中学校

・生徒会主体の取組
「3つのA」運動…挨拶・明かるい笑顔・愛あふれるをテーマに活動
・「いいとこ見っけ」…定期的に全校生徒にいいことをしてもらった経験をアンケートで調べ、生徒会新聞に結果を
掲載する取り組み

63 空知

雨竜町立雨竜小学校

・教育相談・懇談週間の実施
期間内の教育相談週間を設け、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、保護者向けの懇談週間を実施し、学校と家庭が連携し合い、児童について共通理解を図る場を設けた。

64 空知

雨竜町立雨竜中学校

・絆を深める生徒集会（生徒会企画）
学級間交流・生徒間交流を深める生徒会企画の生徒集会。生徒一人ひとりが主役となる生徒会活動を目指す。

65 石狩

北海道札幌東高等学校（全日制）

・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HPへの掲載

66 石狩

北海道札幌西高等学校（全日制）

シンボルマーク及びキャッチフレーズを生徒に配布の「健康観察シート」及び本校ＨＰのトップページに掲載する。

67 石狩

北海道札幌南高等学校（全日制）

職員打合せ用の日報に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。

68 石狩

北海道札幌北高等学校（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、職員にその旨を周知している。なお、平
成29年11月より継続中である。

69 石狩

北海道札幌北高等学校(定時制)

・防災学習
講演を通じて地震や津波などの災害に対する危機意識を高め、命を守る行動についての理解を深める。

70 石狩

北海道札幌月寒高等学校(全日制） 札幌月寒高校FAX送信票、校内連絡用日報

71 石狩

北海道札幌月寒高等学校(定時制） 札幌月寒高校FAX送信票、校内連絡用日報

72 石狩

北海道札幌北陵高等学校

毎日の日報にシンボルマーク（ロゴマーク）を掲載した。

73 石狩

北海道札幌手稲高等学校

・学校ＨＰのトップページに掲載
・学校教育指導訪問資料に印刷
・校内会議用の議題用紙に印刷

74 石狩

北海道札幌丘珠高等学校

・職員打合せ票への掲載及び啓蒙
・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

75 石狩

北海道札幌東陵高等学校

連絡票への掲載等

76 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。

77 石狩

北海道札幌白石高等学校

・学校ホームページへのロゴマーク掲載
・職員打ち合わせ用資料へのロゴマーク掲載
・保護者懇談会用資料の裏表紙にロゴマークを掲載
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78 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及び啓発文書の掲載
・学校FAX送信票へロゴマークを印刷し、関係事業者等へ送信

79 石狩

北海道札幌あすかぜ高等学校

・生徒指導だより等の発行物にロゴマークを掲載した。
・日常業務用様式のFAX送信票にロゴマークを掲載した。

80 石狩

北海道札幌東豊高等学校

・11月職員連絡票
・教科指導訪問

81 石狩

北海道札幌稲雲高等学校

「ハートに、じーん」のロゴマークをＨＰ掲載や校内の会議用の業務用紙へ印刷

82 石狩

北海道札幌英藍高等学校

職員打合せ用連絡票への掲載

83 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

84 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。また、本校HPにも掲載した。

85 石狩

北海道札幌真栄高等学校

・登校時における朝のあいさつ運動
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。

86 石狩

北海道札幌東商業高等学校

・学校ＷＥＢページへ掲載し､啓発に努めた。（年間を通して掲載）
・教頭・副校長会商業部会秋季研究協議会の要項に掲載し、普及に努めた。
（協議会は中止となったが､資料については参加者にメールで送信）

87 石狩

北海道札幌工業高等学校 （定時
制）

本キャンペーンの趣旨を広めるために、学校HP(定時制)に、通年でロゴマークを掲載した。

88 石狩

北海道有朋高等学校

ホームページのトップ画面及び教科指導訪問要項への掲載

89 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
・HPのトップ画面へのリンク貼りつけ

90 石狩

北海道大麻高等学校

・北海道大麻高校生徒会「あまびえ×シトラスリボンプロジェクト」
・ホームページトップ画面にロゴマークを貼り付け

91 石狩

北海道野幌高等学校

日常業務用様式へのロゴマークの印刷
学校ホームページへのロゴマークの掲載

92 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(11/16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

93 石狩

北海道千歳北陽高等学校

・令和２年度北海道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
・令和２年度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

94 石狩

北海道恵庭南高等学校(全日制）

シンボルマークをWEBページに掲載し、本キャンペーンに取り組んだ。

95 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。

96 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エブページのトップページに常時掲載

97 石狩

北海道北広島高等学校

・「教育相談週間」の実施
生徒が普段話すことのできない悩みや不安等の感情を語る機会を設ける。
教職員が生徒の感情を理解し、自身の生徒支援スキル向上の機会とする。

98 石狩

北海道北広島西高等学校

・ソーシャルスキルトレーニング
集団づくり、人間関係づくりを目的にクラス単位で、外部講師から指導を受け他人を思いやる心を育むワークを体
験する。（コロナ感染拡大防止のため、実施直前に中止とした。）

北海道石狩翔陽高等学校

・スクールカウンセラーによる教育相談
生徒が抱える心の問題を相談。SCと連携して支援する。
・デートＤＶ講座
男女の対等なパートナーシップ等について専門講師による講演を実施
・各種ボランティア活動
石狩市と連携したマスクプロジェクトなど
・科学の祭典in石狩実行委員会
実験や工作をとおして子どもたちに科学の面白さを伝える
・進路別ガイダンス
自分の将来像を想像し、今すべきことを考えるキャリア教育
・講演会「がんからの贈り物」
がんと共に生きる時代。闘病体験とそこで思ったことを講演
・マークの活用

100 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

101 石狩

北海道当別高等学校

常時ホームページに掲載するとともに、オータムコンサートのプログラムに掲載し参加者に配布した。

102 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。

103 石狩

北海道札幌養護学校共栄分校

FAX送付用紙の書式にロゴ及びキャッチフレーズを組み込み、日常的に使用している。

99 石狩
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104 石狩

北海道星置養護学校ほしみ高等学
ホームページにロゴマーク及びキャッチフレーズを使用
園

105

北海道拓北養護学校

・令和２年度拓養祭
生徒の日頃の学習成果を発表する拓養祭を実施した。拓養祭の見所をまとめたチラシを作成し、来校者に配付し
た。そのチラシに「キャッチフレーズ及びシンボルマーク」を掲載している。また、上記取組の他、日常的にHPへロ
ゴマークを掲載している。

106 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

107 石狩

北海道札幌伏見支援学校もなみ学
FAX送信表にロゴマークを印刷
園分校

108 石狩

白樺高等養護学校

本校Webページトップ画面へのシンボルマークの掲載

109 石狩

北海道新篠津高等養護学校

ホームページ、FAX送信表でのロゴマークの活用

110 石狩

北海道札幌高等養護学校

111 石狩

北海道千歳高等支援学校

ＦＡＸ送信票と月行事予定表にロゴマーク及びキャッチフレーズを使用した。
・ＦＡＸ用紙にロゴマークを掲載
・ホームページにロゴマークを掲載
・職員用の名刺テンプレートにロゴマークを掲載

112 石狩

北海道札幌稲穂高等支援学校

113 石狩

・ホームページへのロゴマーク・キャッチフレーズ掲載及びキャンペーン趣旨掲載
北海道札幌あいの里高等支援学校 ・FAX送信票にロゴマーク・キャッチフレーズ使用
・職員打ち合わせ連絡用紙にロゴマーク・キャッチフレーズ使用

114 石狩

恵庭市立柏小学校

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
掲載し、周知した。

115 石狩

恵庭市立和光小学校

・和光小学校「いじめを考える集会～なかよしふれあいＤＡＹ」に向けての取組
生活だより（いじめアンケート結果）への掲載。

116 石狩

石狩市立緑苑台小学校

・感染予防の取り組みをお願いする保護者への文書や保健だよりでの差別や偏見をひろげない取り組みについて
協力をお願いする。
・HPやFAX送信表にロゴを貼付し、意識高揚をはかる。

117 後志

後志教育局

ファックス送信票にロゴマーク・キャッチフレーズの掲載

118 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。

119 後志

北海道小樽未来創造高等学校（全 ・日程連絡票・ＦＡＸ用紙へロゴマークを掲載
日制）
・ＨＰへロゴマーク掲載

120 後志

・職員打合せ用紙（日報）にロゴマークを掲載
北海道小樽未来創造高等学校（定
・「ほけんだより」11月号にロゴマークを掲載
時制）
北海道心の教育キャンペーン強調週間について周知した。

121 後志

北海道寿都高等学校

本事業についての趣旨や概要を説明し、朝の連絡票やＨＰにロゴを添付し普及啓発活動を行った。

122 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した。

123 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

124 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。
・学校評議員会（年３回）の配付資料に添付している（今年度第１回、第２回は感染症対策の関係で中止）。

125 後志

北海道小樽高等支援学校

FAX送信票へ、ロゴを入れ活用する

126 後志

小樽市立長橋中学校

127 後志

小樽市立朝里中学校

石狩

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。

・学校だよりにロゴマークとメッセージ文を掲載
・ホームページに学校だよりとメッセージ文と期間を掲載
・学校だよりへのロゴの印刷
・コミュニティスクールだよりへのロゴの印刷
・チラシの校内掲示

128 後志

黒松内町立黒松内中学校

・FAX送信票にロゴマークを掲載
・生徒会の挨拶運動実施（温かな言葉がけホワイトボード）
・学校だより「根幹」で心の教育推進キャンペーン強調月間について紹介
・温かい言葉がけ・行動取組の一環としてロゴマークやキャッチフレーズを掲載
・情報モラル８箇条の呼びかけ強化を行った。

129 後志

留寿都村教育委員会

・生涯学習情報誌「このゆびとまれ」にて住民周知
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」にて本キャンペーンを掲
載し、紹介を行う。

130 後志

共和町立共和中学校

カラー刷りの学校だよりにロゴを掲載し、その説明と、キャンペーンの趣旨等もあわせて掲載した。

131 後志

泊村立泊小学校

強調月間の趣旨を校内に掲示し、啓発に努めた。

132 後志

赤井川村立都小学校

学校だより・学校行事予定表（１１月・１２月）へのロゴマーク掲載
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133 後志

赤井川村立赤井川中学校

・学校だより(１０月号)へのロゴ掲載
・キャンペーンチラシの家庭配布

134 胆振

北海道室蘭栄高等学校

本校職員・関係機関へ「心の教育」の推進について周知する活動を行った。

135 胆振

北海道室蘭清水丘高等学校

上記学校用ＦＡＸ送信票に掲載した。

136 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。

137 胆振

北海道室蘭東翔高等学校

・室蘭東翔高校文化部合同発表の開催
室蘭東翔高校文化系部活動の活動成果を室蘭市美術家の協力のもとに広く地域に発表し、本校生徒の諸活動
の一層の活性化を図ることを目的としている。今年度は新型コロナの影響により、展示期間は12月23日～27日に
延期されたが、11月下旬より地域・保護者へポスター配布を行っている。ロゴマーク・キャッチフレーズは紹介ポス
ター等に活用した。

138 胆振

北海道苫小牧東高等学校（全日制） 事業の案内及び協賛の意志を表したポスターを校内に掲示した。

139 胆振

北海道苫小牧東高等学校（定時制） 校内及び主催者用の実施要領にロゴマークを使用

140 胆振

北海道苫小牧西高等学校

141 胆振

北海道苫小牧工業高等学校（定時制）
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

142 胆振

北海道苫小牧南高等学校

研究協議会の当日要項にロゴマークを使用した。

143 胆振

北海道苫小牧総合経済高等学校

FAX送信票、配布資料、HPにシンボルマークを使用

144 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、打ち合わせ連絡票、ＦＡＸ送信票に掲載し、キャンペーンを
周知した。

145 胆振

北海道伊達高等学校

学校ホームページにロゴマークを掲載

146 胆振

北海道伊達緑丘高等学校

・ＦＡＸ送信用紙
・ホームページ

147 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。

148 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
・打合せ・会議資料のロゴマークの掲載

149 胆振

北海道虻田高等学校

学校ＨＰ(トップページ)でのロゴマークを掲載

150 胆振

北海道追分高等学校

・日報、ＨＰにシンボルマークを使用。
・学校運営協議会資料にシンボルマーク、キャッチフレーズを使用。

151 胆振

北海道穂別高等学校

生徒会執行部が昼休みに、赤い羽根共同募金への協力呼びかけと簿記活動を行った。その後、むかわ町社会福
祉協議会行動募金事務所を訪れ、収益金を贈呈した。収益金の贈呈の様子は、本校のＨＰ（日々の出来事2020
年10月20日）に掲載されている。

152 胆振

北海道鵡川高等学校

・朝の登校時に風紀委員を中心にあいさつ運動を展開
・学校ホームページにロゴを掲載し、北海道教育委員会の心の教育推進会議のページにリンク

153 胆振

北海道登別明日中等教育学校

ファックス送信票にロゴマークを使用

154 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
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。

155 胆振

室蘭市立旭ヶ丘小学校

・児童会代表委員会による毎朝の挨拶運動
委員会児童と職員が毎朝児童玄関に立ち、登校してきた児童に挨拶することにより、気持ちのよい挨拶が響く学
校づくりを行う。
・学校だよりによるキャンペーンの啓発・発信

156 胆振

登別市立幌別中学校

・「命の大切さを学ぶ教室」
「北海道交通事故被害者の会」の会員を招聘し、講演いただくことを通して、命の大切さを学び、交通事故撲滅へ
の意識を高めることを目的として、全校道徳の形式で実施するもの。

157 胆振

厚真町教育委員会

毎月教育委員会で発行している広報（町民全戸配布）にロゴマーク及びキャッチフレーズを掲載し、周知を図る

158 日高

北海道平取高等学校

・ＨＰトップページへ掲載し、北海道教育委員会のHPトップページとリンクした
・毎日の業務日報への掲載
・FAX送信票への掲載

159 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

160 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）
生徒・保護者対象に学校評価アンケートを行い、アンケート結果を参考にしながら改善点を明らかにし、より良い
学校づくりを目指す。なお、アンケートの実施は、生徒対象は11/25に配布し、11/27までに回収、保護者対象は
11/27に配布し12/1までに回収する。

161 日高

北海道平取養護学校静内ペテカリ
本校ホームページ、ＦＡＸ
の園分校

ロゴマークのホームページ掲載・FAX送信票への掲載
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162 日高

えりも町立えりも中学校

163 渡島

北海道函館中部高等学校（全日制） 朝の打合せ用紙にロゴマークを掲載

164 渡島

北海道函館西高等学校

165 渡島

本校ホームページにロゴの掲載

シンボルマーク及びキャッチフレーズの積極的な活用

北海道函館商業高等学校（全日制）学校HPへの使用

会議配布物への印刷

166 渡島

・標記期間外にもＨＰに継続的にロゴを印刷している。
北海道函館商業高等学校（定時制） ・打ち合わせ時に用いる連絡票に印刷し、職員への啓発。
・渡島地区高等学校定時制教育研究会開催要項への印刷

167 渡島

北海道南茅部高等学校

教職員全員が毎日使用する連絡票に掲載して、生徒への指導の意識の高揚を図っている。

168 渡島

北海道函館水産高等学校

シンボルマーク及びキャッチフレーズの積極的な活用（ホームページに掲載）

169 渡島

北海道大野農業高等学校

校内実績発表大会の資料にロゴマークを使用した。

170 渡島

北海道松前高等学校

・学校通信「建石野」に記載
・学校HPに記載

171 渡島

北海道福島商業高等学校

・ロゴマークを学校ホームページに掲載、学校封筒に印刷（通年）
・どさんこ子ども地区会議…生徒会メンバーにより「いじめ撲滅の啓発活動」につなげる
・赤い羽根共同募金…社会福祉法人北海道共同募金福島町共同募金委員会に届けた。

172 渡島

北海道七飯高等学校

・学校ＨＰにシンボルマークを掲載し、北海道教育委員会ＨＰの関連箇所へのリンクを張った。
・職員の朝の打合せ用紙にロゴを掲載した。

173 渡島

北海道森高等学校

学校ホームページへのロゴマークへの掲載

174 渡島

北海道八雲高等学校

職員打合せ連絡票への印刷やＦＡＸ送信票への印刷により、職員への「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。

175 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

176 渡島

北海道函館盲学校

・FAX番号用紙への掲載
・学校ホームページに掲載

177 渡島

北海道函館聾学校

学校ホームページ及びファックス送信票にシンボルマークを使用

178 渡島

北海道七飯養護学校

学校ホームページにシンボルマークを掲載した。

179 渡島

北海道函館五稜郭支援学校

・北海道函館五稜郭支援学校閉校記念式典
式典出席者へお渡しする資料を詰めた封筒にロゴマークを掲載した。

180 渡島

北海道函館高等支援学校

・学校ＨＰにシンボルマークを掲載し、「北海道心の教育推進キャンペーン」にリンクをはった。
・職員室にシンボルマークを掲示した。

181 渡島

北海道北斗高等支援学校

ファックス用紙に掲載

182 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。
・ファックス送信票にロゴマークを印刷して送信した。
・学校Webページにロゴマークを掲載し、北海道教育委員会へのリンクを貼り付けた。

183 渡島

函館市立大森浜小学校

学校便りによる普及啓発

184 渡島

函館市立中部小学校

学校通信に、趣旨の紹介とロゴマークを使用

185 渡島

函館市立潮光中学校

リーフレットを配付し、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周知し、学校HPにも掲載す
る。

186 渡島

函館市立本通中学校

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、ロゴマークを学校だよりへ掲載する。

187 渡島

函館市立鱒川小中学校

・函館市立鱒川小中学校 学校運営協議会
保護者，町会長等が集まる学校運営協議会要項にロゴマークを入れるとともに，11月は「北海道心の教育推進
キャンペーン強調月間」であり，道徳の特設研究授業の実施等，学校全体で子どもたちの豊かな心を育む取組を
行うことを周知する。

188 渡島

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。

189 渡島

北斗市立萩野小学校

・ともだちをおもいやるやさしい萩野小へ
児童会の生活委員会の活動で、「ともだちがげんきになることばを１人１まいかいてみよう」という取組で、５年生以
上は標語で、４年生以下は標語か元気になる言葉を書く。参加賞のシールにロゴマークを使用した。

190 渡島

八雲町立山崎小学校

学校通信１１月号への記事とロゴの掲載
学校通信１１月号のホームページ掲載（１２月に掲載）

191 渡島

八雲町立八雲小学校

校内日報へロゴマークを掲載

192 檜山

檜山教育局

・開催要項・FAX送信票におけるシンボルマーク使用
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。
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193 檜山

北海道江差高等学校

この期間の日報にロゴを印刷して活用した。

194

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」
1年次の行事における実施要項にシンボルマークを掲載

195 檜山

北海道今金高等養護学校

・令和２年度学校祭
学校ホームページへのロゴマーク掲載
学校祭プログラムへのロゴマーク掲載

196 檜山

乙部町教育委員会

乙部町民文化祭の会場にキャンペーン啓発チラシを掲示

197 上川

上川教育局

11月実施の会議（生活・家庭教育ナビ・地域と学校の連携）において、しおりにキャンペーンマークを掲載

198 上川

北海道旭川東高等学校

日報へのロゴマーク記載

199 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

200 上川

北海道旭川北高等学校（全日制）

朝の打合せ票、ＨＰにロゴマークを掲載

201 上川

北海道旭川北高等学校（定時制）

・毎日の打合せ用紙にロゴマークを掲載した。
・11月2日(月)には、事業の趣旨の説明及び掲示の意図の説明を行った。

202 上川

北海道旭川商業高等学校（全日制・定時制）

職員打合せ用の連絡事項をまとめた用紙にロゴマークを貼り付けている。

203 上川

北海道旭川工業高等学校（全日
制）

・教職員の朝会「日報」(日常使用)、
・「二十歳未満飲酒防止教室」実施要領(全職員、該当者に配布)
・「令和２年度救急講習会」実施要領(全職員、該当者に配布)

204 上川

北海道旭川工業高等学校（定時制） 教職員の打合せ用紙にロゴマークを掲載

205 上川

北海道旭川農業高等学校

・朝の職員打合せ票への掲載を行い職員への普及・啓発を行った。
・学校説明会資料へロゴマーク等を掲載し、普及・啓発を行った。

206 上川

北海道旭川南高等学校

職員日報（職員朝の打ち合わせ票へのロゴの掲載

207 上川

北海道旭川永嶺高等学校

・シンボルマーク・キャッチフレーズの職員打合せ用紙（日報）への掲載
・シンボルマーク・キャッチフレーズの学校ホームページへの掲載

208 上川

北海道名寄高等学校

本校ホームページへロゴマークの掲載

209 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印刷し使用する。

210 上川

北海道富良野高等学校

・旭川人権擁護委員による人権教室び開催
・通年、朝の打ち合わせ表にロゴマークを印刷
・FAX送信表にロゴマークを印刷
・各事業の要項の裏面にロゴマーク印刷
・学校ＨＰにロゴマークを掲載

211 上川

北海道富良野緑峰高等学校

FA送信票に使用

212 上川

北海道鷹栖高等学校

本校ホームページにロゴマークを記載

213 上川

北海道上川高等学校

・地域交流事業「カミコーでどうでshow！」
地域の方々10名に来ていただき、高校生と交流する中で人生の中での夢の持ち方や社会の中での在り方などに
ついて語り合った。

214 上川

北海道東川高等学校

FAX送信票にロゴマークを使用

215 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掲載

216 上川

北海道上富良野高等学校

ホームページへのロゴマークの掲載

217 上川

北海道下川商業高等学校

本校ホームページへのロゴマーク掲載
学校運営協議会配布資料への掲載

218 上川

北海道美深高等学校

本校ホームページにロゴマークの掲載（通年）

219 上川

北海道旭川盲学校

シンボルマークの積極的な活用

220 上川

北海道旭川聾学校

FAX送信票にロゴマークを使用

221 上川

北海道東川養護学校

本校のFAXシートにシンボルマークを貼り付け、送信している。

222 上川

北海道旭川高等支援学校

学校HPにロゴ及びキャッチフレーズを添付

檜山
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223 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る。

224 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、保護者等に理解啓発を図る
・キャンペーン啓発チラシを掲示（FAX送信用紙に貼付、HPに貼付）

225 上川

北海道旭川養護学校

・旭川養護学校「学校いじめ防止基本方針」（改訂版）の保護者配布及び周知
・学校ホームページ、学校便り、FAX送信票への掲載

226 上川

旭川市立旭川第三小学校

・業務日報にロゴマークを掲載
・学校だよりにロゴマークを掲載

227 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

228 上川

旭川市立東栄小学校

学校だよりにロゴマークを掲載

229 上川

旭川市立嵐山小中学校

学校だより１１月号にロゴマークを掲載

230 上川

旭川市立春光台中学校

業務日報にロゴマークを掲載

231 上川

旭川市立緑が丘中学校

・ピンクシャツ運動
生徒会企画により、全校でいじめについて考え議論し、各学級毎に掲示物を作成していじめ０を目指す。

232 上川

士別市立上士別中学校

・学校だよりにロゴマークを掲載
・ホームページトップ画面にロゴマーク・キャッチフレーズを掲載
・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
・生徒会だよりに掲載

233 上川

名寄市教育委員会

・名寄市社会教育委員の会議
名寄市社会教育委員会会議資料にロゴマーク・キャッチフレーズを掲載(年３回)

234 上川

富良野市教育委員会

・令和２年度 富良野市青少年表彰式
永年にわたり他の模範となる行いをした青少年を表彰し、次代を担う市民として豊かな心と実践力を向上させ、
もって青少年の健全育成に資することを目的とする。

235

富良野市教育委員会

・第14回富良野市子ども未来づくりフォーラム
①地域の課題解決に向けた方策を自ら考え、発表することを通じて、郷土への理解を深め、郷土への愛情を育
み、将来のまちの担い手として育つこと、並びに、②学習活動や自分たちが暮らす地域等について、仲間同士で
考え、調べたことを発表することにより、社会性やリーダーシップなどを育むこと、をねらいに開催する。

236 上川

上川町公民館

「かみんぐニュース」に掲載し、町民に周知

237 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（職場見学バスツアー（南コース））(11/10)
事業当日の開催要項へのシンボルマーク使用

238 留萌

留萌教育局

・第２回ＩＣＴ活用における授業公開会(11/25)
事業当日の開催要項へのシンボルマーク使用

239 留萌

留萌教育局

・北海道小・中学校教育課程編成協議会(11/10)
協議会当日の開催要項へのシンボルマーク使用

240 留萌

留萌教育局

・初任段階教員研修（道教委計画研修・２年次研修（小学校））(11/13)
研修当日の開催要項へのシンボルマーク使用

241 留萌

留萌教育局

・初任段階教員研修（道教委計画研修・２年次研修（中学校））(11/20)
研修当日の開催要項へのシンボルマーク使用

242 留萌

留萌教育局

FAX送信票へのシンボルマーク使用

243 留萌

北海道留萌高等学校

・Fax送信票へのロゴ表示
・開催要項へのロゴ表示

244 留萌

北海道苫前商業高等学校

・打合わせ時に用いる日報に印刷し、職員への啓発を行った。
・ＦＡＸ送信票に継続的にロゴマークを掲載している。

245 留萌

北海道羽幌高等学校

印刷物（打合せ票、ファックス送信票等）やホームページにロゴマークを掲載し、普及・啓発を図る。

246 留萌

北海道遠別農業高等学校

令和２年度校内実績発表大会開催要項資料にロゴマークを掲載

247 留萌

北海道遠別農業高等学校

学校ホームページへのロゴマークを掲載

248 留萌

北海道天塩高等学校

・防犯及び薬物乱用防止教室
犯罪被害から身を守るための具体的な方法について理解を深め自他の生命を尊重する精神を養う。

249 留萌

北海道天塩高等学校

ファクシミリ送信票にシンボルマーク及びキャッチフレーズを掲載

250 留萌

北海道小平高等養護学校

本校ファックス用紙

251 留萌

留萌市立留萌小学校

・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した。
・FAX用紙にロゴを使用している。

252 留萌

留萌市立留萌中学校

本校ホームページトップ画面へのロゴマークの掲載

253 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

254 留萌

小平町教育委員会

・キャンペーン啓発チラシの窓口掲示
・FAX送信票へシンボルマーク使用

上川
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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

主催団体等名

協賛の取組概要

255 留萌

苫前町立苫前中学校

ＰＴＡ活動等と関連した案内文書に使用

256

苫前町教育委員会

・令和２年度ふるさと教育セミナー・苫前町ＰＴＡ連合会研修会
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する予定であったが、新型コロナウイルス
感染症拡大に伴い、開催日前日に急遽中止としたため、 後日当該セミナー・研修会参加者へ送付することで開
催に替えた。

257 留萌

苫前町ＰＴＡ連合会

・令和２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を図
るため研修会を実施した。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たが，新型コロナ
感染拡大により中止となったため，参加予定者に配付した。

258 留萌

初山別村教育委員会

・第38回初山別村読書感想コンクール表彰式
児童生徒を対象とした読書感想文コンクールを実施し、入賞者に対し記念品と賞状の贈呈を行う。ロゴマークは
表彰式の際に配布した資料の裏面に使用。

259 留萌

留萌地方社会教育委員連絡協議会 当該セミナー参加者への配布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。

260 宗谷

北海道稚内高等学校

日報掲示

261 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
小規模校におけるメンタルヘンス～レジリエンス研修実践編「立ち直るためのアクション」～ストレス事象に対する
考え方「立ち直り方」を技術と捉え、練習によって上手に身につける方法を学ぶ
・ＦAＸ送信票にロゴマークを使用

262 宗谷

北海道枝幸高等学校

・日常使用する連絡票及び当日要項の表紙にロゴマークを使用
・当日要項の表紙にロゴマークを使用

263 宗谷

北海道豊富高等学校

本校ホームページへのロゴマーク掲載

264 宗谷

北海道礼文高等学校

・ホームページにシンボルマークを掲載
・レジュメ等にシンボルマークを掲載

265 宗谷

北海道利尻高等学校

・本校Webページへの掲載
・ＦＡＸ送信票にロゴマークを使用
・日常使用する書類等に積極的にロゴマークを活用

266 宗谷

猿払村教育委員会

・第53回猿払村文化祭作品展 第２回小中学生書道・絵画展
上記行事の住民周知用チラシにロゴと啓発文を掲載した。

267

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ウェブページのトップページに掲載するとともに、機会ある毎に生徒や
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。

268

オホーツク

北海道北見柏陽高等学校

ＦＡＸを送信する際、シンボルマークを使用し活用した。

269

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

270

オホーツク

北海道留辺蘂高等学校

・日報・FAX送信票へのロゴの印刷
・公開授業週間案内ポスターへのロゴの印刷
・ホームページにロゴ掲載

留萌

271

オホーツク

北海道常呂高等学校

・令和２年度第２回避難訓練の実施
11月5日、緊急地震速報を見聞きした時に、とっさに身の安全を確保する行動がとれるようにシェイクアウト訓練
と、その後屋上へ移動し避難経路の確認を行った。また、避難所生活の体験をし、実際に起こった際に避難所の
活動に積極的に参加できる人材になれるよう段ボールベット組立訓練とアルファ米の喫食訓練を行った。
・打合せ連絡票及び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。

272

オホーツク

北海道北見商業高等学校

シンボルマークを本校のホーム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、地域に伝えることの意
義を職員にも周知した。

273

オホーツク

北海道北見緑陵高等学校

自校のＷＥＢページトップ画面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、啓発する。

274

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（FAX送信票）等に記載
・広報活動（ホームページ）等への掲載
・国立教育政策研究所「教育課程研究指定校事業（ｶﾘｷｭﾗﾑ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）」研究協議会の要項への掲載

275

オホーツク

北海道網走桂陽高等学校

学校ホームページにロゴマークを掲載

276

オホーツク

北海道紋別高等学校

令和２年度第２９回オホーツク管内高等学校英語教育研究会開催要項裏表紙、ホームページ、学校だより、ファッ
クス送信票にロゴマークを使用

277

オホーツク

北海道美幌高等学校

北海道美幌高等学校 「学校だより」にロゴマークを掲載。

278

オホーツク

北海道津別高等学校

日報および学校ホームページでのロゴマークの使用

279

オホーツク

北海道斜里高等学校

学校だより及び学校HPでのロゴの使用

280

オホーツク

北海道清里高等学校

令和２年度北海道清里高等学校コミュニティースクール教育講演会の案内チラシへの掲載

281

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掲載
・令和2年度オホーツク管内高等学校学校保健研究会開催要項へのロゴマーク掲載

282

オホーツク

北海道置戸高等学校

・別添の印刷物のとおり、年間を通して活用しているシンボルマークについて、２日に趣旨を説明した上で１１月中
においても取組を継続した。
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283

オホーツク

北海道佐呂間高等学校

・北海道佐呂間高等学校月刊学校通信「こんにちは佐高です」
期間中発行の学校通信にシンボルマークを使用した。
・期間中ホームページ及び職員打ち合わせ日報にシンボルマークを掲載した。

284

オホーツク

北海道遠軽高等学校（全日制）

・「命の大切さを学ぶ教室」の実施
・職員連絡票へのロゴマークの印刷

285

オホーツク

北海道遠軽高等学校（定時制）

学校広報誌・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

286

オホーツク

北海道湧別高等学校

・総合的な探究の時間において町内のゴミ拾いボランティアを行った。
・FAX送信票にロゴマークを掲載している。

287

オホーツク

北海道興部高等学校

・11月26日に、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する。
・FAX送信票及び、HPでのロゴマークの使用

288

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
・学校だよりにロゴマークを記載
・学校評議員会、PTA役員会などの資料・要項にロゴマークを記載

289

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の使用による啓発活動

290

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。

291

オホーツク

北海道紋別養護学校

FAX用紙にロゴを使用した。

292

オホーツク

北海道紋別養護学校
ひまわり学園分校

・令和２年度 分校祭
児童生徒の主体性や創造性を育み、他人と協力することや発表を見て感動することをねらいとして、日常の学習
の成果を総合的に発表する取組（案内文書やプログラムにロゴマークを印刷して配付）

293

オホーツク

北海道紋別高等養護
学校

各会議の全校にかかわるレジュメへのロゴ印刷を行った。

294

オホーツク

北海道網走養護学校

ホームページに掲載

295

オホーツク

北見市立上常呂小学校

学校ホームページのトップに、「ロゴマーク・キャッチフレーズ」とキャンペーン趣旨を掲載

296

オホーツク

北見市立南小学校

１１月末発行の学校だよりでロゴマークを掲載した。

297

オホーツク

北見市立美山小学校

学校力向上に関する総合実践事業 北見市立美山小学校 公開研究会開催要項の表紙に活用

298

オホーツク

北見市立北光中学校

生徒会執行部と生活常任委員会による、玄関ホールでのあいさつ・声かけ

299

オホーツク

網走市立南小学校

学校だよりにロゴを掲載

300

オホーツク

網走市立網走小学校

・児童会活動
児童会三役による取組。学校目標である『やさしさ』・『げんき』『よろこび』に着目し、友達の良いところを見つけ
ボードに掲示して伝え合う活動。(12月25日まで継続）

301

オホーツク

紋別市立紋別小学校

学校だよりへのロゴの印刷

302

オホーツク

紋別市立渚滑小学校

学校だよりにロゴマークを掲載し、保護者及び地域に配布

303

オホーツク

津別町教育委員会

生涯学習課機関紙に取り組みとロゴマークを掲載

304

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ＨＰへの掲載
・印刷物

305

オホーツク

興部町教育委員会

放課後子供教室の予定表にロゴマークを使用

306 十勝

・いじめ調査アンケートをとおした、「心の育成を図る」ホームルーム
自らの行動を顧み、SNS等における安易な情報発信や何気ない言動等により、心が傷つく人がいることや、何が
北海道帯広柏葉高等学校（全日制）
あってもいじめは許される行動でないことを理解し、好ましい言動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

307 十勝

北海道帯広柏葉高等学校（定時
制）

学校ホームページにロゴマークを使用した。

308 十勝

北海道帯広工業高等学校

ファクシミリ送信用紙にシンボルマークを添付して使用した。

309 十勝

北海道帯広緑陽高等学校

・学校HP上のロゴマークの記載
・業務関係資料・要項や業務用封筒へのロゴマークの記載

310 十勝

北海道上士幌高等学校

・挨拶運動(11/4～11/27)
生徒玄関にて、生徒会の生徒を中心に挨拶運動を展開。
・薬物乱用防止講話(11/11)
薬物の怖さ等について学ぶと共に健全育成を図る。
・性と生の講話(11/18)
性に関する正しい知識と青少年の健全育成を図る。

311 十勝

北海道鹿追高等学校

FAX送信票などに使用

11
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312 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

313 十勝

北海道更別農業高等学校

校内実績発表大会やＰＴＡ地区別懇談会の配付資料の裏や最終ページににロゴマークを印刷した。

314 十勝

北海道大樹高等学校

シンボルマークを学校ホームページへ掲載、会議要項やＦＡＸ様式に使用

315 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

316 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。

317 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
・朝の打合せ票にシンボルマークを掲載

318 十勝

北海道池田高等学校

・取組期間中のＦＡＸ送信票にシンボルマークを使用
・取組期間中のホームページにシンボルマークを使用

319 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

320 十勝

北海道足寄高等学校

・学校ホームページへのロゴマークの掲載 （通年）
・業務日報にロゴマークを掲載 （通年）
・FAX送信票に使用 （通年）

321 十勝

北海道帯広盲学校

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、使用している)

322 十勝

北海道帯広聾学校

文書等に添付

323 十勝

北海道新得高等支援学校

・ＨＰに掲載
・ＰＴＡ会議資料、ＦＡＸ送信票等に使用

324 十勝

北海道中札内高等養護学校

ホームページトップページにロゴ及びキャッチフレーズを掲載

325 十勝

北海道中札内高等養護学校幕別分校
FAX送信票、学校日誌、ホームページにロゴを記載した。

326 十勝

帯広市立広野小学校

・ＦＡＸ送信表での掲載
・保護者メールへの添付
・学校便りでの紹介
・コミュニティ・スクールでの説明（活用）

327 十勝

帯広市立森の里小学校

・森の里小学校「心の教育推進キャンペーン」
期間中に豊かな人間性を育むためのあいさつ運動を実施した。
キャンペ－ンにあわせて、いじめアンケ－トを全校で実施した。
地域人材を活用し、豊かな心を育む出前授業を実施した（バレエ等）。

328 十勝

帯広市立大空中学校

・豊かな心を育む取組
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。

329 十勝

北海道帯広南商業高等学校

FAX用紙の使用、ﾎﾟｽﾀｰの掲示、HPの活用

330 十勝

音更町立柳町小学校

ロゴマークを会議議案やFAX送信票に挿入し周知を図る。

331 十勝

士幌町立上居辺小学校

・あいさつ運動
児童会三役が中心になって行う全校あいさつ運動。挨拶カードを全児童に配付し、あいさつの見える化を行うとと
もに、挨拶にしっかり取り組めた児童の表彰を行う。

332 十勝

中札内村立上札内小学校

・ありがとうの木
日頃からお世話になっている人への感謝をりんご型付箋に記入し、木の枝に貼り付ける取組です。

333 十勝

中札内村立中札内小学校

学校便り（１１月号）の１１月行事予定欄にロゴマークとキャッチフレーズを掲載。

334 十勝

中札内村立中札内中学校

中札内村いじめ根絶「こども会議」の取組成果の掲示

335 十勝

大樹町教育委員会

・あつまれ！たいきっず
事業チラシにロゴマーク添付
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業は中止となった。

336 十勝

池田町教育委員会

・きょういくいいんかいだより11・12月号への掲載
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。
・池田町教育の日講演会遊びの広場チラシに掲載
池田町教育の日講演会遊びの広場チラシにシンボルマーク及びキャッチフレーズを掲載した。

337 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。

338 十勝

浦幌町教育委員会

・シンボルマーク及びキャッチフレーズの積極的な活用
・北海道心の教育推進キャンペーンの普及啓発
・オーラポロひろば通信と、中央公民館事業チラシ掲載

339 釧路

釧路教育局

研修会等の要項にロゴマークを掲載
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340 釧路

北海道釧路湖陵高等学校（定時
制）

・本校HPトップ画面に、通年ロゴマークを掲載した。
・職員用朝の打合せ用紙に、通年ロゴマークを掲載した。

341 釧路

北海道釧路江南高等学校

シンボルマークを本校ウェブページに掲載し、本キャンペーンに取り組んだ。

342 釧路

北海道釧路商業高等学校

・職員へ配付する校内資料等にロゴを印刷し、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。
・研修および研究協議会等の実施要項にロゴマークロゴマーク等を掲載し、 啓蒙を行った。

343 釧路

北海道釧路工業高等学校（全日
制）

HPにシンボルマークを入れて積極的に活用し、キャンペーンの普及・啓発に取り組んだ。

344 釧路

北海道釧路工業高等学校（定時
制）

ファクシミリ送信票にシンボルマークをいれて積極的に活用し、キャンペーンの普及・啓発に取り組んだ。

345 釧路

北海道阿寒高等学校

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

346 釧路

北海道釧路明輝高等学校

学校ホームページ、及び日常業務様式や各種事業要項等の印刷物に、シンボルマーク、キャッチフレーズを発揚
し、北海道心の教育推進キャンペーンの普及・啓発に取り組む。

347 釧路

北海道釧路東高等学校

本校ホームページのトップページ及びファックス送信票にロゴマークを記載している

348 釧路

北海道厚岸翔洋高等学校

・薬物乱用防止教室
演題 「薬物の危険性」
講師 法務少年支援センターくしろ 前田 浩幸 氏
対象 本校生徒１３３名 教職員２０名
内容 ①講演、②感想文

349 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

350 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。

351 釧路

北海道釧路鶴野支援学校

・ホームページにシンボルマーク及びキャッチフレーズを掲載
・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
・高等部学年通信にシンボルマーク及びキャッチフレーズを掲載

352 釧路

北海道白糠養護学校

ファックス送信票にシンボルマークをいれて積極的に活用しました。

353 釧路

釧路市立城山小学校

学校便りなどによるロゴマークの掲載による周知活動

354 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

355 釧路

釧路市立共栄小学校

・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、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。

356 釧路

釧路市立青葉小学校

学校HPへの掲載

357 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。

358 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。

359 釧路

釧路市立大楽毛小学校

挨拶運動 いじめ調査によるいじめ防止・根絶 健全育成協議会

360 釧路

釧路市立東雲小学校

文部科学省から提供されている動画を含む共通の資料を基に、コロナウイルスにかかわる「差別」「偏見」「いじ
め」への対応を自分事、相手の立場に立って考える学習を全学年で実施した。

361 釧路

釧路市立新陽小学校

いじめアンケートの結果報告といじめ防止の啓発

362 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学校運営協議会開催要項に印刷し発行した。

363 釧路

釧路市立美原小学校

学校だよりとホームページにロゴマークを掲載

364 釧路

釧路市立芦野小学校

・毎月発行の学校便りでの使用
・学校ホームページでの使用

365 釧路

釧路市立阿寒小学校

・学校ホームページにて紹介
・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

366 釧路

釧路市立音別小学校

11月25日発行の学校だよりにロゴを掲載し、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。

367 釧路

釧路市立鳥取中学校

学校便りに掲載

368 釧路

釧路市立共栄中学校

学校だよりへの取組内容の概要とロゴマークの掲載

369 釧路

釧路市立景雲中学校

ロゴマーク・キャッチフレーズの学校便りへの掲載
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370 釧路

釧路市立青陵中学校

・学校だより（10月30日発行）への掲載、および同学校だよりをHPへ掲載
（学校だよりは、校区内全町内会にも配付）
・11月11日開催の進路説明会（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。

371 釧路

釧路市立大楽毛中学校

大楽毛中学校学校便りにロゴマークを掲載した。

372 釧路

釧路市立桜が丘中学校

学校だより、ホームページ

373 釧路

釧路市立美原中学校

ロゴマークを学校だより10月号へ掲載。保護者、校区内の町内会への配付、校区内の企業や公共施設へ掲示を
依頼。

374 釧路

釧路市立鳥取西中学校

学校ホームページにて引用掲載

375 釧路

釧路市立阿寒中学校

学校だよりにてロゴマークを掲載

376 釧路

釧路市立阿寒湖中学校

学校HP及び学校だよりへの掲載

377 釧路

北海道釧路北陽高等学校

・ファックス送信票にロゴマーク使用
・学校ＨＰにロゴマークを掲載
・朝のコミュニケーション週間を実施
・アセスの実施と分析

378 釧路

弟子屈町教育委員会

弟子屈町ＨＰに心の教育推進キャンペーン強調月間及び北海道心の推進会議の取組を掲載した。

379 釧路

鶴居村教育委員会

IP告知放送による周知

380 釧路

白糠町教育委員会

・配布資料へのロゴマークの掲載
令和２年度青少年健全育成功労顕彰表彰式 第２回ふるさと未来塾

381 根室

根室教育局

FAX送信票にロゴマークを掲載し周知

382 根室

北海道根室高等学校

・トリプル「Ｎ」計画
「根室高校No濃厚接触計画」年次集会、ポスター掲示、生徒会による朝の挨拶運動・マスク配布・昼休みの校内
放送。
新型コロナウイルス感染症について学び、誹謗中傷や差別をしない態度を身に付ける。
ひとりひとりが自ら「新しい生活様式」を実践し、感染症予防に努める。

383 根室

北海道別海高等学校

・朝の職員打合せ配布の日報に使用
・職員会議資料及び部長・主任会議資料に使用
・FAX送信票に使用

384 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
・取組期間中、本校ホームページに掲載

385 根室

中標津町教育委員会

・令和２年度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、日ごろ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る。
(使用方法：当日来場された方に配布するプログラムに掲載)

386 根室

標津町立標津小学校

・人権教室
人権擁護委員の方に来ていただき、6年生がビデオ教材等の事例をもとに、人権や人を思いやる気持ち等の大切
さについて具体的に考えた。

387

学校教育局生徒指導・学校安全課

・令和２年度（2020年度） スクールガードリーダー連絡協議会(11/6)
当日要項の裏表紙にロゴマーク・キャッチフレーズを添付

388

北海道立教育研究所

・実践的生徒指導研修(11/24～12/11オンデマンド研修）
開催要項の表紙にロゴマーク・キャッチフレーズを使用

389

北海道立教育研究所

・タブレット活用基礎研修(11/25)
開催要項の表紙にロゴマーク・キャッチフレーズを使用

390

北海道立特別支援教育センター

・小・中学校等特別支援教育研修講座(11/9)
当日要項に「キャッチフレーズ及びシンボルマーク」を印刷

391

北海道立特別支援教育センター

・発達障がい専門性向上研修講座(11/26)
当日要項に「キャッチフレーズ及びシンボルマーク」を印刷

392

北海道立帯広美術館

FAX送信票にロゴマークを掲載

393

北海道立北方民族博物館

・FaceBook、Twitterにてロゴマーク・キャッチフレーズを掲載し、広報した。
・はくぶつかんクラブ「北方民族の太鼓をつくろう」の説明書にロゴマーク・キャッチフレーズを掲載した。

394

公益財団法人北海道文学館

北海道立文学館ホームページ上に「北海道心の教育推進キャンペーン」について掲載

395

公益財団法人北海道文学館

・チラシにロゴマークを使用
映像鑑賞のつどい（１１／２２）、月例朗読会（12／10）

396

公益財団法人北海道埋蔵文化財セ
指定管理者ホームページ内の道立埋蔵文化財センタートップにシンボルマーク及びキャッチフレーズを掲載
ンター

397

北海道図書館振興協議会

配付資料にロゴマークを掲載したが、新型コロナの影響により中止となった。
(1)全道図書館長会議（11月20日）
(2)全道図書館専門研修（経営／企画広報）（11月26日）
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398

・「道民家庭の日」絵画コンクール２０２０
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
会
強調月間期間中の11月２日～１３日に道庁１Ｆ展示場Ａにて入賞作品の展示会を実施した。

399

独立行政法人国立青少年教育振興 ・期間中、ロゴマーク及びキャッチフレーズの館内掲示
機構
・館内掲示と同様のものを共有スペースに複数枚印刷し、自由に持ち帰れるよう配架。
国立大雪青少年交流の家
・朝の打ち合わせで、職員に周知

400

北海道「体験の風をおこそう」運動
推進協議会

401

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(11/7～8)
ネイパル砂川
開催要項にロゴマーク・キャッチフレーズを掲載し、近隣高校へ周知※新型コロナ感染拡大により２月に延期

402

北海道立青少年体験活動支援施設 ・親子でチャレンジ(12/6)
ネイパル砂川
開催要項にロゴマーク・キャッチフレーズを掲載し、近隣市町村へ周知

403

・防災キャンプ(11/14～15）
道立青少年体験活動支援施設ネイ
主催事業において、参加者に配付する資料にロゴマークを掲載した。
パル北見
また、施設内にポスターを掲示し、利用者に対して周知、啓発を図った。

404

北海道立青少年体験活動支援施設 ・ジュニアリーダーコース(10/16～17)
ネイパル厚岸
開催要項チラシに使用

405

北海道立青少年体験活動支援施設 ・秋だべさ(10/16～17)
ネイパル厚岸
事業しおりに使用

406

北海道立青少年体験活動支援施設 ・絶景バイクツーリング(10/17～１８)
ネイパル厚岸
募集チラシに使用

407

北海道立青少年体験活動支援施設 ・Ｅ－ＮＡＰＡＬ(11/14～15)
ネイパル厚岸
募集チラシに使用

408

北海道立青少年体験活動支援施設 ・Ｅ－ＮＡＰＡＬ(12/12)
ネイパル厚岸
事業しおりに使用

409

北海道立青少年体験活動支援ネイ ・ジュニアリーダーコースHokkaido in森(11/21～23)
パル森
事業案内、当日要項にロゴマークを掲載

410

北海道立青少年体験活動支援ネイ ビームピストル体験会①(11/14)
パル森
事業案内、当日要項にロゴマークを掲載

411

北海道立青少年体験活動支援ネイ ビームピストル体験会②(11/15)
パル森
事業案内、当日要項にロゴマークを掲載

412

北海道立青少年体験活動支援ネイ ・高等学校生徒会フォーラム(11/7～8)
パル森
事業案内、当日要項にロゴマークを掲載

413

北海道立青少年体験活動支援施設 ・ネイパル防災キャンプinあしょろ(11/7～8）
ネイパル足寄
当日配布のしおりにロゴマークを掲載し、周知

414

北海道立青少年体験活動支援施設 ・ジュニアイングリッシュキャンプ(11/22～23)
ネイパル足寄
当日配布のしおりにロゴマークを掲載し、周知

主催事業時に会場や体験ブースにロゴマーク及びキャッチフレーズの掲示
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