
実   践   報   告 

全校で笑顔 ～縦割り班体力作り＆遊び～ 

 
神恵内村立神恵内小学校   

  

＜取組のねらい＞ 

 

○児童が学年の枠を越えコミュニケーションを

取ることにより、思いやりの心を育んだり、

仲間を大切にしたいと思う気持ちを育んだり

する。 

＜取組の概要＞ 

 

○縦割り班を生かし、協力しながら行う業間体

力づくりの実施 

○仲間と協力したり、声を掛け合ったりしなが

ら行う全校縦割り遊びの実施 

 

＜成果と課題＞ 

 

 

 

 
 

 他にも思いやりの心、豊かな心を育成するための取組をたくさん行っています 

 

○小規模校の特性を生かし、上級生が下級生

の面倒をみることができるようになって

きた。優しい声掛けや友だちを気遣った行

動が多く見られるようになってきた。 

○全校で活動することにより、普段学級では

できない体験ができ、笑顔あふれる活動と

なった。 

 

●行事との兼ね合いや児童会の活動状況が

思ったように進まなかったため、計画通り

に実施できない企画もあった。 

  

 

保育所児との交流の様子 ユニセフ募金 郵便局への振り込みの様

子 

ホーム職員さんに来てもらい、踊りを撮影

し、お年寄りにビデオを見てもらいまし

た。 
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実践報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本校の取組＞ 

①あいさつ都道府県 ②感謝のシャボン玉 

＜取組のねらい＞ 

・気持ちの良いあいさつから、 

１日のスタートにつなげる。 

・嬉しかった事の交流を通して、 

温かい学校づくりにつなげる。 

＜取組の概要＞ 

・登校時、玄関で児童会三役とあいさつとジャンケ

ンをして、ジャンケンに勝った場合は、日本地図

の各都道府県に色を塗っていく。 

・日常で起こった嬉しかった事をシャボン玉に記入

し、全校のみんなに教え合う。 

＜成果と課題＞ 

○自分からの気持ちの良いあいさつにつながって

いった。 

●活動が終わった後、日常の取組とまでは至ってい

ない。 

○玄関の掲示板に、たくさんのシャボン玉が掲示さ

れ、子供たちの興味や関心を高めていた。 

○一人一人の良さを、改めて、確認する機会となっ

た。 

＜写真＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなが楽しく生活できる泊小学校をつくろう 

～いじめのない泊小，大好き～ 

泊村立泊小学校 

大きな声で、元気に 

あいさつ 次は、ジャンケン 

完成 

最初の 

呼びかけで 

こんな所からスタートし 

最後は こんな素敵な  

たくさんのシャボン玉で 

彩られました 
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実   践   報   告 

ふれあい子ども祭り～異学年交流による社会性と自己肯定感の高まりをねらって～ 

 
岩内町立岩内西小学校 

  

＜取組のねらい＞ 

 

本行事では異学年集団の活動に主体的に参加し、

共通の目的を達成するために役割を担う等の経験を

重ねることで社会性の育ちや自己肯定感の高まりを

期待している。 

＜取組の概要＞ 

 

 ふれあい子ども祭りは、全校児童で１０グループ

の縦割り班を構成し、子どもたち自身の手で遊びの

出店を作り、交流する行事である。６年生を中心に縦

割り班ごとに祭りの企画を立て、それぞれの学年で

できることを考えながら準備や出店の運営に取り組

んでいく。 

＜成果と課題＞ 

 

〇下級生の世話をし、まつりの準備等において下級

生のできることを上級生が考え、共に作業に取り

組む等の活動をとおし、下級生は上級生をとおし

て社会性を学び、上級生は上級生としての自覚を

もつとともに自己肯定感を高めることができた。 

🔴定期的な異学年交流を実践するためのスケジュール調整等に課題がある。特に今年度
は新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言が発令され、集団を形

成するために配慮が必要であった。 
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実   践   報   告  

『ありがとうを伝えよう』 
～互いに認め合い、支え合い、高め合う学校生活を創ろう～ 

岩内町立岩内東小学校 

＜取組のねらい＞ 

 学校生活において優しい気持ちで友達と接することを意識したり、友達のよさを認識

したりする取組を各学級で進めている。その取組を、児童会活動で見える化し、子ども

たちが一層互いに認め合い、支え合い、高め合う学校生活を送ることができるようにするととも

に、「感謝の気持ちを持つこと」が東小学校の風土として根づくことをねらいとする。 

＜取組の概要＞ 

児童会放送委員会が「サンキューメール」と称し、

各階に募集箱を設置し、友達への感謝の気持ちや伝

えたいことなどを集め、給食時間に放送委員が校内

放送で紹介する取組。週に１,２回程度放送委員が回

収し、週に１回放送で紹介している。投稿が多かった

週は、２～３回行うこともある。 

＜成果と課題＞ 

○自分が書いた文章が発表されるため、意識的に友達によいことをしようとする風

土が醸成された。

○「サンキューメール」の内容を放送で聞き、書かれた児童のことをよく知ることに

つながり、学級内でその児童のよさを認めることができるようになった。 

それによって児童同士の関係改善につながった。 

○子どもたち同士の言葉遣いにも効果が見られる。

●「サンキューメール」を提出する児童が固定化しつつある。
＜

＜

子
ど
も
た
ち
が
書
い
た
「
サ
ン
キ
ュ
ー
メ
ー
ル
」

メ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス

各
階
に
設
置
し
て
い
る
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実   践   報   告 

仲良しはコミュニケーションから 

 
共和町立北辰小学校 

  

＜取組のねらい＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

本校では、深刻ないじめとなるような事案はありま

せんが、全校仲良くしたいという気持ちは強く、児童

会活動の中では、「みんなが仲良くすること」に力を

入れています。 

＜取組の概要＞ 

本校では、縦割り班清掃や中休みの遊び場所（体育

館・プレイルーム・図書室）を異学年の組み合わせで

行っています。また、ほとんどの子がバス通学であり、

徒歩通学の子たちも集団での登下校を行っている。学

年を超えたつながりを持つ機会が多くあり、異学年交

流が日常的に行われています。 

【児童会の取組】 

あいさつ運動～バスで登校してきた児童に元気な声

であいさつし、明るい 1 日となるよう      

にしています。 

 

みんな遊び～学年の組み合わせを工夫しながら、みん

なで一緒に遊ぶ時間を作っています。 

 

＜成果と課題＞ 

お昼の放送で、掃除のときに高学年が選んだ低学年の子を「お掃除チャンピオン」と

して紹介するなど、意欲を喚起する取り組みが行われています。また、児童の中で、自

分から挨拶をする子が増えています。 

課題としては、活動時間が少ない中、取り組みの工夫を図ることが難しく、新しい活

動のアイディアが拡がっていないことです。 
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実   践   報   告 

西陵っ子 こころのはなをさかせよう 

 
共和町立西陵小学校 

  

＜取組のねらい＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽本校児童会は、一人一人が輝ける学校、互いが認め合い、

励まし合いながら何事も前向きに進めていけるような学

校づくりをめざしている。 

▽専門委員会では、年間通じて取り組めるものや短期間で楽

しめる内容を考えて取り組んでいる。 

＜取組の概要＞ 

▽西陵レンジャーの木「優・笑・努・勇・愛」［運営］ 

 みんなが笑顔になれる学校をめざして、日常の些細な出来

事（エピソード）から感じる優しさや思いやりを切り取っ

て言葉にする取組。 

▽遊ぼう大作戦［保体］ 

 異学年交流のシステムを生かして高学年が低学年と一緒

に遊べるようルールを工夫した取組。 

▽読み聞かせ［図書］ 

 朝読書の時間に高学年が各教室に入って、かみしばいやリ

クエストの本を読み聞かせる取組。 

＜成果と課題＞ 

▽西陵レンジャー 

取組が定着してきて、各学級の帰りの会等でも発表してい

る姿がみられ、児童アンケートからも「困っている人や友

達に優しく親切にしているか」では、9割以上の児童が高

い意識をもって生活していくことがわかった。マンネリ化

することがないよう目標達成後には反省していく。 

▽遊ぼう大作戦 

 高学年として、自分達で企画立案したことを実践し、反省する場面（時間）を設定することで一

人一人のやる気や仲間意識がいっそう高まり、学校生活に対しての満足感や成就感を得ることが

できていることがわかった。 

▽読み聞かせ 

 自分の気持ちをうまく表現することができないで質問できなかったり、友達と上手につきあえな

かったりする子が多かった。語彙を増やしたいという願いで年間を通して朝読書・いつでも読書

と並行してこの取組を進めている。アンケート「勉強中は自分で考え、それを友達に伝えること

ができるか」では、徐々に成果が現れている。今後も同取組を継続していく必要がある。 

＜その他＞ 

▽温かい学校づくりについては、児童会活動を通して子ども達が自主的・主体的となって進めるこ

とが肝要と考え、伝統的に取り組まれていることに加え、今の学校の実態や状況から「どうした

い」「どうなりたい」と願いを込められるよう、わずかな時間ではあるが目的感を話し合うこと

を大切に進めているので、今後も継続していきたい。 
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実   践   報   告 

『あいさつ』であたたかい学校づくり 

  
共和町立東陽小学校 

  

＜取組のねらい＞ 

 

今年度の学校経営方針の重点は「認め合い 良さ

を生かすことができる子供の育成」である。そのた

め、子供同士や子供と教師、教師間の温かい言葉が

けやその可視化を様々な教育活動で行い、あたたか

い学校風土と進んで人とかかわる態度の育成を目

指している。 

 

＜取組の概要＞ 「語先後礼」の取組 

 

〇児童会を中心に「あいさつ運動」に取り組んでい

る。 

「あいさつ戦隊ゴセンゴレインジャー」の取組で

は、児童会運営委員がゴセンゴレインジャーにな

って、朝や休み時間に挨拶の呼びかけを行ってい

る。また「〇〇先生に挨拶をしよう」等の目標を

立てて達成出来たら自分のネームカードを貼って

いく等の取組を進めてきている。 

＜成果と課題＞ 

 

〇児童会の取組をとおして、子供たちが挨拶をする

ことに関心を持ち、進んで挨拶をする姿が見られ

るようになってきた。 

〇「〇〇先生に挨拶をしよう」という短期目標を持

つことにより、挨拶の取組が停滞せずに継続して

取組むことができた。また相手を意識した挨拶も

進んでできるようになってきた。 

＜その他＞ 

今後も児童会の活動を通して、子供たちの挨拶に対する意識や相手意識を高め、温か

い学校づくりに努めていきたい。 
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実   践   報   告 

明るく、元気な楽しい学校を目指して 

 
倶知安町立倶知安小学校 

  

＜取組のねらい＞  

〈アマビエ様作り・笑顔の木〉～温かい学校づくり～ 

・コミュニケーションのきっかけづくり 

・コロナでも明るく学校生活を送る 

・マスクで見えないみんなの笑顔の顔を知る 

〈ミニ図書館〉 

・近くに図書室があることで高学年にもっと本を読ん

でもらう 

〈保健委員会の朝の消毒〉 

・児童自身がコロナ対策を実践できるようにする 

・挨拶ができる児童を増やす 

＜取組の概要＞  

〈アマビエ様作り・笑顔の木〉 

・コロナ後にしてみたい一人一人の願いを紹介する。 

・全校児童の顔と誕生日を紹介する花が咲いている 

〈ミニ図書館〉 

・高学年のいる３階に児童会で図書館を作る 

〈保健委員会の朝の消毒〉 

・毎朝、登校した児童に挨拶をしながら消毒をする 

＜成果と課題＞  

○友達とのコミュニケーションのきっかけになった 

○友だちから｢誕生日おめでとう｣と言ってもらえた 

○みんなの笑顔をみることができた 

○前より気軽に本を読むことができるようになった 

○消毒をする意識が高まった 

○児童同士で挨拶をするきっかけとなった 

●他の委員会と連携して活動を全校に知らせるとよかった 

●全員が挨拶を返してくれるよう、他の委員会と連動するなどの工夫が必要だった。 

＜その他＞ 

倶知安小学校の児童会の活動 

・季節の飾り（七夕、クリスマス、ハロウィン）   ・ミニ図書館   ・お昼の放送 

・いじめ０活動   ・児童会活動掲示板   ・タブレットの使い方ポスター 

・挨拶運動   ・黙食チェック   ・家庭学習の賞状作り 
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実   践   報   告 

たてわり班集会 

 
倶知安町立北陽小学校 

  

＜取組のねらい＞ 

・全校児童で活動することにより、児童相互のつながりを深める。 

 

・体を動かす活動を通して進んで体を動かす習慣をつける。 

 

＜取組の概要＞ 

・「ペットボトル蹴り競走」 

班ごと順番にボトルを蹴り、グラウンド往復を何人で蹴ったかで勝負する。 

 

・「ボール入れ競走」 

大きさが違う入れ物に玉を入れ、10個中何個入ったかで勝負する。 

 

＜成果と課題＞ 

・各班で協力し合う活動を設定することで、全員が楽しめる活動になった。 

 

・誰でも取り組める遊びを設定することで、全員が楽しめる活動になった。 
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実  践  報  告 

ありがとうの木で明るい学校を 

 
倶知安町立東小学校 

  

＜取組のねらい＞  

 感謝の気持ちは口で伝えることが最も大事なことだが、言

われて嬉しい「ありがとう」の言葉を紙に書き、全校に掲示す

ることで、改めて友達の大切さや、してもらったことに感謝

する気持ちをもってほしいという思いで取り組んだ。 

＜取組の概要＞  

 みんなの感謝の気持ちがこもったハートの紙に、友達や先

生がしてくれた「ありがとう」を書き込む活動を全校児童対

象に行った。書いてもらったものを「ありがとうの木」とし

て、一階ロビーに掲示し、友達に感謝の気持ちを表したり普

段言えないことを素直に伝えたりする機会として行った。 

 

＜成果と課題＞  

 何気ない学校生活での、友達にしてもらった感謝の気持ち

や、嬉しかったことを素直に書き込む姿が見られた。一枚一

枚のハートが増えていくにつれ、校内を温かな雰囲気にする

ことができた。一方、書き込みをする児童が、低学年が中心

で、高学年になるにつれ、あまり書き込まない傾向にあった。 

 

＜その他＞ 

 前期後期を通して、あいさつ活動を行っている。書記局が毎朝、玄関前で児童と挨拶を交わして

いる。いつでもだれにでも元気よくあいさつができる東っ子を目指して取り組んでいる。 
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実   践   報   告 

『自己肯定感を高め、相互理解を深める取組』 

 
倶知安町立西小学校 

＜取組のねらい＞ （写真１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真２） 

 

（写真３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・児童一人一人の頑張りを、運動会・学

習発表会など大きな学校行事で認め

ることで、自信をもたせたり、仲間の

大切さに気づいたり、学校の一体感

を感じさせる。（写真１）（写真２） 

・言葉のもつイメージを具体的に考え

させることで、友達に対する適切な

言葉遣いを考えさせる。（写真３） 

＜取組の概要＞ 

・運動会・学習発表会前に児童・教職員

に意気込みをシートに記入してもら

い、大きな模造紙に合わせて貼り付

けた。運動会の開会式や学習発表会

の会場、児童玄関前に掲示して全校

児童・保護者に紹介した。 

・児童会の生活委員会が各学級でアン

ケートを実施し、「ふわふわ言葉」と

「チクチク言葉」を集計した。その結

果を学級にポスター形式で掲示し

て、今後の生活の見直しに活用した。 

＜成果と課題＞ 

【成果】 

・学校の全員で取り組む意識や所属意

識が高まり、日常生活のかかわりが

さらに温かいものとなった。 

・学級で使われる児童の言葉遣いが優

しくなり、落ち着いた学校生活を過

ごすことができている。 

【課題】 

・行事の際の活動が中心になっている

ので、日常の頑張りをさらに認める

場面を今後設定していく。 

・児童会活動で回数が限られているの

で、自分たちの成長を感じられるよ

うな取組を取り入れていく。 
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実   践   報   告 

あたたかいみかんの木 

 
倶知安町立西小学校樺山分校 

  

＜取組のねらい＞ 
 

全校であたたかい学校の雰囲気づくりに取り組み、

児童の自己肯定感や自己有用感を高めて、自他を尊重

する態度を育む。 

＜取組の概要＞ 

・児童会生活委員会が企画して実施。 

・全校朝会で意図や方法を説明。 

・仲間の良さに気が付いたら用紙に記入して貼る。 

・学級通信や学校だよりで家庭へ紹介。 

＜成果と課題＞ 
 

◎成果 

・他を肯定的に捉えようとする態度のより一層の育成 

・良さの「見える化」で自己有用感の高まり 

●課題 

・取り組みの発展や継続 

・児童への有効的な還元 
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実   践   報   告 

 

ほかほか♡【ラブ】ストーリー 

 
京極町立京極小学校 

  

＜取組のねらい＞  

ほかほか（友達からしてもらったうれしいことやよ

かったことなど）な行動や言葉を見付ける活動をとお

して，優しさあふれる校風づくりと，いじめの未然防

止をねらいとして，児童会が中心となって取り組んで

いる。 

 

＜取組の概要＞  

・ハートをかたどった台紙に「友達がやさしくしてく

れた行動」や，「友達がやさしくしてあげたのを見

たり聞いたりした」ほかほかな言葉や行動をカード

に書く。また，同学年だけでなく，異学年へも感謝

の気持ちを伝えて書く。 

・カードは学年ごとに色別にして分け，ハートの形に

沿って貼っていく。（モザイクアートのような完成

イメージ） 

＜成果と課題＞  

〈成果〉 

・「ハートを完成させよう」という意識から，友達のよ

さを意識して学校生活を送っているように感じる。

また，どのようなメッセージがあるのかを関心を 

持って見ることにより，よいところやすてきなとこ

ろに目を向けて友達と接することができている。 

・教職員もメッセージカードを読むことで，子供のよ

さの発見，生徒指導の充実に繋がっている。 

 

〈課題〉 

・長期間の取組になっていることから，継続してカードを書いている児童が固定化し

てきている。また，学年によってメッセージカードの貼られている枚数に偏りが見ら

れる。 
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実   践   報   告 

チャレンジランキング 

 
喜茂別町立喜茂別小学校 

  

＜取組のねらい＞ 

 

・縦割り班（1～6 年生が混ざった班）で活動をす

ることで、相手の立場を考えながら、思いやり、

協力する豊かな心を育てる。 

＜取組の概要＞ 

 

・年間 10 回、休み時間にいくつかの種目に挑戦す

る。種目は新聞紙リレー、ロープジャンプなど。 

・練習した種目のうち、一番上手にできるようにな

ったものを最終回（発表会）でほかのグループの

前で発表する。 

・話し合いは高学年がリーダーとなり進めていく。 

＜成果と課題＞ 

 

○1回目より 2回目、3回目と回を重ねるごとに高

学年の進行がうまくなり、低学年は高学年を頼る

ようになった。 

○もともと仲のよい学校だが、同じ目標で活動した

ことでより仲が良くなった。 

▲コロナの影響で、全校で一斉にできなくて残念だ

った。（2 回に分けて行ったので、自分のグループ

の番ではない半分の児童は体育館にも行けなか

った。） 

▲コロナの影響で、スケジュールが大きく変わって

しまった。 
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