
 

  
令和 3年度児童生徒仲良しコミュニケーション活動奨励事業 

管内成果交流会 

実 践 報 告 集 

北海道教育庁後志教育局 

後志管内の学校の「児童生徒仲良しコミュニケーション活動の取組」に

ついて、まとめましたので紹介します。これからの児童生徒会活動の取組

に役立ててください。  
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実   践   報   告 

心温かな学校にするために～サンキュー・ツリー～ 

 
余市町立黒川小学校 

  

＜取組のねらい＞  

・本校の重点実践項目の一つである「温かい学校風土

の醸成」に向け、児童一人一人が、「ありがとう」の

気持ちを交流し合うようにするため。 

＜取組の概要＞  

・掲示板をクリスマスツリーに見立て、ツリーの飾り

を、全校児童が「ありがとう」と感じたことを書い

たメッセージカードにする。そして、クリスマスの

時期に合わせ、一定期間掲示する。 

＜成果と課題＞  

・全校児童が一斉に取り組むことで、お互いの気持ち

を考えながら取り組むことができた。 

・玄関ホールに掲示することで、全員が朝から目にす

ることができ、心温かな一日をスタートさせること

ができた。 

・掲示して終了となってしまったが、良い「ありがと

う」エピソードなどを校内放送で伝えるなど、その

後の取組があれば、もっと良かったのではないかと

思われる。 
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実   践   報   告 

思いやり企画 

 
余市町立沢町小学校 

  

＜取組のねらい＞ 

 

本校教育方針「温かい学校づくり」のもと校長より

示されたキーワード「はあと」を実現すべく、児童会

運営委員会目標を、 

前期「全校が楽しい学校生活を送れるようにしよう」 

後期「みんなが楽しく笑顔で過ごせる学校にしよう」 

のもと活動を企画した。 

 

＜取組の概要＞ 

 

児童会運営委員会より発案。 

前期･･テレビ放送による紙芝居とメッセージカード、

２学年遊び。 

後期･･メッセージカード、２学年遊び。 

＜成果と課題＞ 

 

２学年遊び･･･もともと全校で遊ぶことを企画してい

たが、コロナ禍ということで２学年遊びとして企画し

た。全校で行いたいところだが、現状では難しい。 

しかし、２学年でも交流を深めることができたので、

後期にも企画。 

思いやり企画･･･自分がしてもらったこと，自分がしたことを記載して廊下に掲示。前

期に比べて後期のほうが多かった。これからもより多くの児童に参加を呼びかける必

要がある。 

 

 

 

2



実   践   報   告 

あいさつ運動 

 
余市町立大川小学校 

  

＜取組のねらい＞ 

・登校時、異学年同士で元気にあいさつすることで、交流し合い仲良く学校生活を送る

ことを目的とする。 

＜取組の概要＞ 

・登校時、生活委員会が児童玄関であいさつを呼びかけることで、あいさつの良さ、異

学年同士の交流を行う。 

＜成果と課題＞ 

・あいさつ運動週間時には、交流・あいさつが見られるがそれが習慣化するまでには至

っていない。 

・登校時だけでなく、廊下等でのあいさつが日常化している。 
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実   践   報   告 

学校みんなで仲良く 
                            余市町立登小学校 

 

 
 

  

＜取組のねらい＞ （親子で大福作り）

 

・学校全体で仲良く。 

・親も子も先生も、一緒に作って汗をかいて、み

んなの学校。 

＜取組の概要＞ （親子レク・だるまさんが転んだ）

 

参観日の取組 

① 授業参観 

② 大福作り 

③ 親子レク 

 

※ 懇談も大切であるが、心と体のつながりを意識

した。 

＜成果と課題＞ 

〇とても好評であった。小規模校の特性を活かし、スキー授業のサポート、また、3 学

期の参観日には、「雪崩の講習会」を、開く予定である。常に学校は開いている。 

●学校も保護者もゆとりがなくなってきている。 

 

＜その他＞ 

〇子どもともふれあい、保護者との連携する時間を大事にしたい。時間を作り出すためにも、仕事

の精選と優先順位の整理が必要となる。 
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実   践   報   告 

みんなが楽しい温かい学校 
 

仁木町立仁木小学校 

  

＜取組のねらい＞ 

 

・全校児童が仲良く楽しく、そして安心して過ご

すことができるようにする。 

＜取組の概要＞  

・１年生から６年生までの縦割り班を１０班作

り、年間を通して集会活動や遠足などで一緒に

活動する。 

・ふわふわ言葉の木を校内に掲示し、「友達に言

われてうれしかった言葉」を集める。 

＜成果と課題＞  

〇高学年が学校のリーダとして、低学年の面倒な

どを積極的にみるようになってきた。 

●まだ友達に対して、乱暴な言葉を話してしまう

人がいる。 
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実   践   報   告 

あいさつから始まるありがとう 

 
仁木町立銀山小学校 

  

＜取組のねらい＞ 

 

児童会三役が主催する「あいさつ運動」で、児童ど

うしの笑顔ある挨拶の輪を広げ、朝に一日の円滑なコ

ミュニケーションを図る。 

＜取組の概要＞ 

 

児童が作成した世界の挨拶のプラカードを持ち、児

童会三役が笑顔で「おはよう。」などを発信し、言わ

れた児童はプラカードにタッチしながら笑顔で挨拶

を交わす。 

＜成果と課題＞ 

 

〇他に取り組む「ありがとうの木」でも、挨拶につい

ても話題となり、児童同士のコミュニケーションの

一助となっている。 

●児童会がより自発的・創造的な活動に発展していく

必要がある。 
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実 践 報 告

◎取組のねらい

児童同士が互いに認め合い、励まし合うことで、よりよい学校生活を送ろうとする

意欲が高まる取組を計画し、児童の思いやりの心・自己肯定感を育む。

◎取組の概要

・前期、後期とも児童会書記局がリーダーシップを発

揮している取組です。

・児童は〈児童→児童〉への元気アップメッセージ（感

謝の言葉）を随時記載し、感謝の木に貼り付けます。

・取組が成熟してきた今年度、児童同士のメッセージ

だけでなく、〈児童→教員〉〈教員→児童〉〈児童→

団体〉〈児童→地域のみなさん〉等のメッセージも散見しています。

・書記局は、ここに書かれたメッセージを校内放送で

紹介する取組も行っています。

◎成果と課題

○児童同士で感謝し合う活動は、個々の自尊感情を高め

ていると思われる。また、「人の役に立った。人に認

められた。」という自己有用感から自分を肯定的に評

価できるようになっていると思われます。

△取組をさらに発展させていくために（児童会の活動にはならないと思いますが）、Ｃ

Ｓの活動と連携し、〈地 域→児童〉〈地域→学校〉という地域からのメッセージを受

信できる体制を整えていきたいと思っています。

元気アップメッセージの発信

～「感謝の木」の取り組み～
          赤井川村立赤井川小学校
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実   践   報   告 

都っ子「きら☆りん」  
 

    赤井川村立都小学校 

  

＜取組のねらい＞ 

 

「笑顔とやさしさあふれる みやっこ」

を今年度の児童会スローガンとしていま

す。 

みんなの「笑顔」があふれるためには，

互いに友達を思う気持ちが大切だと考え

ました。そこで，全校で「きら☆りん」に

取り組んでいます。 

＜取組の概要＞ 

 

みやっこ（都小学校の児童１３名）の「す

てきなところ」「うれしかったこと」を書

き，掲示板に貼っていきます。 

その中で，いいなぁと思った「きら☆り

ん」を全校朝会の児童会コーナーでみんな

に紹介します。 

＜成果と課題＞ 

 

自分のことが書かれた時は，とても嬉し

くなり，「また頑張ろう！」と勇気が湧いて

きます。また，「いいところを見つけよ

う！」と仲間のことをよく見るようになっ

たことで，自分のことだけでなく，仲間に

対する思いやりの気持ちをもつことがで

きるようになったと思います。 

 

別紙２ 
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実   践   報   告 

なかよし集会 スタンプラリー 

 
古平町立古平小学校 

  

＜取組のねらい＞  

・異学年交流の活動を通して、お互いを尊重し認め

合う関係を形成する。 

・集会活動および準備活動を通して、協力してよい

学校を築こうとする自主的な態度を育てる。 

＜取組の概要＞  

(1) 企画委員会と担当となった先生は指定された教

室で待機する。 

(2) 各班は各教室をまわり、イベントをクリアした

らスタンプカードに押印 

(3) 指定された場所を4分置きにローテーションし

ていく。（企画委員会の放送まで教室待機） 

(4) 閉会式内で各班の班長がメンバーの頑張りなど

を講評する。 

 

＜成果と課題＞  

・年２回（６月と１１月）に実施することで、他学

年の児童と親しく関わる姿が見られた。特に１学

年児童は、他学年児童や先生方との関わる機会が

増えたことによって、入学当初よりも親しみを感

じながら接することができるようになった。 

 

・児童会役員の児童を中心に企画運営を行ったことで、役割意識をもって行動すること

ができた。会終了後の反省でも、来年に向けて「みんなが楽しめるゲーム」を考える

姿が見られ、児童自らが「自分たちの学校を自分たちでより良くしたい」という思い

をもって活動していた。 

＜その他＞ 

・感染症対策として、各ゲームは「密にならない」「みんなで触れない」等の配慮しな

がら行った。 

・教室１つにつき、１班のみがゲームをするようにし、企画委員会の放送合図で移動し

た。 
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実   践   報   告 

思いやりの木づくり 
 

積丹町立美国小学校    

  

＜取組のねらい＞  

 

 

【活動の様子】 

 

 

・児童会三役が子どもたちに 

 直接アンケートをとります。 

 

 

      

 

 

 

 

 

・アンケートをもとに、よりよ

い学校づくりに必要なこと

が何かを考えます。 

・いじめのない学校づくりを子どもたちが主体的に、

進める。 

＜取組の概要＞ 

・児童会三役が各学年の子どもたちにアンケートをと

る。 

・いじめのない学校にするために、自分たちは何を 

すべきなのか考える。 

・子どもたちが考えたことを最終的に掲示する。「思い

やりの木」として見える化する。 

・見える化した内容を児童会三役が全校の子どもたち

に朝会などを通して伝える。 

＜成果と課題＞ 

【成果】 

・子どもたちが自分たちの学校をよくしようと自ら動

き、主体的な活動とすることができた。 

 

【課題】 

・活動をより充実させるために、児童会三役が十分に話し合いをする時間の確保。 

・子どもたちがより主体的に活動するための教師の仕掛け方の工夫。 
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実   践   報   告 

全校遊び １学期終わりの会 

 
積丹町立野塚小学校 

  

＜取組のねらい＞  
全校児童９名の極小規模校のため、普段から中休

み、昼休みは全校児童が順番に遊びを決めて、仲よ

く遊んでいる。この取組は、児童会主催で１学期を

元気に楽しく仲よく過ごせたことを喜び合う目的

で、フルーツバスケット等の全校遊びを行う。 

＜取組の概要＞ 

 

児童会の時間に相談して、集会の趣旨を確認し遊

びや回数（時間）を決め、説明役、進行役等役割を

持ち、楽しい時間が過ごせるように気配りをしなが

ら集会を進行させる。 

＜成果と課題＞ 

 

〇全員がいつも通り楽しい時間が過ごせ、夏休みや

２学期への意欲が持てた。 

●児童会主催とはしているが、まだ「高学年らしさ」

に欠ける児童もおり、教職員が助言する場面が多

くなる。 

●集会の趣旨が浸透しきっていない様子もある。 

●来年度は１～３年生がいないので、全員が「児童会」になる。 
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実   践   報   告 

笑顔の木 

  積丹町立余別小学校 

  

＜取組のねらい＞ 
 

全校児童一人一人が学校生活の中で、素敵な笑

顔を見つけ、それをみんなに知らせ、認め合う中

で、やさしさや互いの良さを確かめ合い、いじめ

のない、明るく・楽しい余別小学校にする。 

＜取組の概要＞ 

児童会提案の取組。学校生活の中で、素敵な笑

顔を見つけたら、日にちとその時の様子をハート

型の用紙に記入し、模造紙に貼り付ける。 

＜成果と課題＞ 

○ハート型の用紙が貼られる度に、全校児童がそ

れを読み、それを話題に交流が広がった。 

○最終的に全児童について掲載され、取組をとお

して、笑顔が広がり、学校が楽しいという雰囲

気が醸成された。 

●積極的に取り組む児童とそうでない児童が見

られること。また、掲載される児童に偏りがあ

ること。 

 

＜その他＞ 

・取組終了後に、児童会からのお礼を全校朝会で述べた際には、児童の表情から取組を 

 やってよかったという雰囲気を全員が感じていた。 
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実   践   報   告  

交流機会の確保による人間関係づくり 

 
積丹町立日司小学校 

  

＜取組のねらい＞ 

本校は、全校児童の 2 名の学校であり、児童は、日常的に同級生と学習・生活す

ることが困難である。そのため、様々な機会を通じて同学年児童と接する機会を生み

出し、自分の考えを発表することや他の子の意見や考えを聞いて自分の考えを深め

ることができる機会をもつようにしている。 

また、コロナ禍においても可能な限り学校に協力してくださる地域の人材の力を

生かした教育活動で様々な人との人間関係づくりの基礎を養う。 

＜取組の概要＞  

 

 
◎ＩＣＴを活用した交流 

 近隣の小学校や管内一人学級とＩＣＴ（スカイプ 

等）による交流 

◎町内や近隣校との交流 

 水泳学習・遠足・陸上競技大会・スキー学習の合

同実施 

◎シルバークラブ（日司町内老人クラブ）との合同

のボランティア活動や各行事における日司地域の

方との交流 

 

＜成果と課題＞ 

≪成果≫ 

〇児童が、学校での学習や生活にも増して交流する

ことが楽しいと感じていることや自分の考えを発

表したり他の子と関わったりすることを楽しみに

している。 

〇同級生や地域の大人と交流することによってどの

ような場面でもその場に合わせた挨拶や言葉遣

い、話し合い活動ができている。 

≪課題≫ 

△交流を企画するための移動手段の確保や、事前の

準備（特にＩＣＴを活用する場合）の効率化によ

る教育活動に係る時間の十分な確保 

 

 

近隣校との交流 

ボランティア活動：空き缶ひろい 
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