
実   践   報   告 

共和特産品プロジェクト（KTP）改 → NEO 

　共和町立共和中学校 

＜取組のねらい＞ 

「いじめ、いじわる、嫌がらせ・・・・・」がない、

安心できる、居心地の良い、毎日行きたくなるクラス・

学校を目指して。 

＜取組の概要＞ 

前期書記局が「KTP 改」と題して、おもに行事前

に、クラスや仲間との絆を深めるようなメッセージを

作成し、昨年度の物に付け足しながら貼っていきまし

た。後期の書記局は、「KTP NEO」と題し、これま

での取組を継続することに加え、新たな取組を検討中

です。 

＜成果と課題＞ 

相手を励ましたり、思いやったりするようなメッセ

ージによって、生徒同士がお互いを認め合い、自己有

用感が高まってきたと感じます。R2 年度の書記局か

らの「共和特産品プロジェクトを継続してほしい」と

いう要望を受け、R3 年度前期書記局が引き継ぎ進化

させてきました。「マンネリ化せず、意味のある取組を

したい」という思いが、生徒のものになっていること

大きな成果と言えます。 

現在、後期書記局がスタートしました。「最近、生徒

同士の小さなトラブルが目立つ」という状況を受け、

「KTP NEO」と題して特産品を新たな物に変え、

意味のある活動を目指しているところです。 

取組をやることが目的ではなく、生徒１人ひとりに

とって安心できる、居心地の良い、毎日行きたくなる

クラスや学校を実現し継続することが大切である。そ

のために、生徒会書記局を中心に「取組を進化させる」

ことが課題と考えています。 

３年生 

２年生 

１年生 
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実   践   報   告 

うちわでつながり、全校の一体感を 

 
倶知安町立倶知安中学校 

  

＜取組のねらい＞ 
 

 学級・学年の仲間同士でのあたたかい言葉をかけ

あうことで、コミュニケーションを深め、よりよい

人間関係づくりのきっかけにする。 

＜取組の概要＞ 

 

 学校祭にむけて、全校生徒でうちわを作成する。

うちわの表面は、学校祭テーマを表したデザインを

募集して決定。裏面は、学年・学級の仲間同士で感

謝の言葉や応援の言葉などを記入しあう。完成した

うちわを持って、学校祭へ参加する。 

＜成果と課題＞ 

 

 感謝や応援の言葉をかきあうことにより、仲の良

い友人だけでなく、普段は話さない仲間とも「思い

やりや感謝」を感じ合うことができた。生徒同士の

つながりが学校祭での一体感につながった。 

  

起案から取組までの計画性や見通しが難しかった。また、コメントを書き合うことに

消極的な生徒もいた。 

＜その他＞ 

 後期の生徒会役員でも１２月の球技大会で、「はた」を作成し、学級・学年のコミュ

ニケーションを深める取組をおこなった。 
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実   践   報   告 

スマイル活動・Full power Smile 

 
京極町立京極中学校 

  

＜取組のねらい＞ 
 

「笑顔」をテーマとした交流や、様々な活動を通し

たコミュニケーション活動を行うことで、お互いの気

持ちを理解し合い、信頼関係や仲間作りを進める。 

 

＜取組の概要＞ （写真２） 

①Smile 活動 プチ球技大会（異学年交流） 

②Smile 活動 笑顔の写真（全校交流） 

 ＊笑顔で花壇整備をしている様子の写真 

③Smile 活動 無限大プロジェクト（学級内交流） 

 ＊学年対抗謎解きゲーム 

 

＜成果と課題＞ （写真３） 

「笑顔」あふれる活動をとおし、積極的なコミュニ

ケーション活動を進め、相手を思う気持ちや仲間意識

など、心のつながりを生むことができた。 

道徳の授業で行っている「いじめ」「命」をテーマと

した学習と、生徒会活動をリンクさせた新たな取り組 

みを進めていくことで、更なる「いじめの未然防止」を進めていきたい。 
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実   践   報   告 

「いじめ撲滅」 

 
喜茂別町立喜茂別中学校 

  

＜取組のねらい＞ （写真１） 

 

喜茂別中学校の生徒一人一人が、いじめについて

「まじめ」に考える機会とし、喜茂別中学校から地域

の方に標語を発信する。 

＜取組の概要＞ （写真２） 

 

① 夏休みの宿題として、一人一作品「いじめ標語」

を考えてくる。 

② いじめ標語の校内掲示（写真 1） 

③ 全校生徒による投票…掲示期間中の朝、休み時間、

放課後等 

④ 投票数により入賞作品を選出し、学校祭で発表・

表彰する。（写真 2） 

＜成果と課題＞ （写真３） 

 

（成果） 

全校生徒一人一人がいじめについて自分ごととし

て考える機会となっている。また、言葉による表現が、

他の人に伝わる・理解してもらえるために工夫を凝ら

す活動になっている。 

（課題） 

今年で 3 回目となった。マンネリ化を防ぎながら、今後の喜中生が活動当初の意義

や目的を失わないようにしていくための工夫が必要となる。 

＜その他＞ 

「いじめ撲滅標語」と併せて、「いじめポスター」や「ネットトラブル標語」に取り

組んでもよいことになっている。 

生徒会の「いじめ撲滅運動」として、制服の胸ポケットにリボンを付けて生活する

「オレンジリボン運動」を行っている。オレンジ色の由来は、みんながホッとできる温

かみのある色が良いという生徒会の発案。（写真 3） 
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実 践 報 告

昇華～ one for all , all for one ～

留寿都村立留寿都中学校

＜取組のねらい＞

一人一人が全体を考えて、全体が一人一人のことを考えて行動すれば、学校が良くなり、

より高みを目指していく。学年の枠を超えて互いに認め合い、高め合うような集団を作る

ことでいじめを抑制する。

＜取組の概要＞

○全校交流会

書記局が主催となり、縦割りでグループを決め１２月７日に全校交流会を行う。普段

話したことのない人とゲームをとおして仲良くなり、グループで協力したり話し合った

りすることで連帯感を生み出す。

○あいさつ強化週間

生活委員会の取り組みとして行っている事に書記局が強化週間を設け、朝読書の前に

各学級を周り、朝から元気に挨拶し笑顔で過ごそうと呼びかけをする。

○学校生活についてのアンケート実施

これまでは、目安箱を設置していたが意見が寄せられなかったため、１２月に全校生

徒を対象によりよい学校生活を送るためのアンケートを実施する。

○留中写真家選手権

書記局から冬休みの課題として、留寿都村の心に残る風景等をクロムブックを使って

写真に撮り、生徒会のクラスルームに投稿し、その中から良い作品を選び紹介する。良

いところやきれいな景色を探すことで、改めて留寿都村や学校の良さを再認識すること

ができる。

＜成果と課題＞

あいさつ強化習慣以外は、これからの取り組みになる

ため活動の成果はまだ出ていないが、新書記局メンバー

がよりよい学校作りを目指し、いじめ対策やふるさと教

育について考え、企画することができた。

全校で、交流したり活動したりすることで、互いに認

め、高めていくことができ、いじめの抑制につながると

考える。
あいさつ強化週間で、各教室を周り
呼びかけしている様子
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実 践 報 告 

挨拶からいじめを無くそう！ 

真狩村立真狩中学校 
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実   践   報   告 

愉快活発 

 
ニセコ町立ニセコ中学校 

  

＜取組のねらい＞ 

 

・生徒一人ひとりの声に呼応する民主的な生徒会 

・生徒会活動を通じて望ましい集団活動、組織的活

動の育成を図る。 

＜取組の概要＞  

・朝のあいさつ運動 

・生徒会掲示板の活用（温もりのある言葉がけ） 

・目安箱の設置 

・オンライン全校集会の運営 

＜成果と課題＞ 

 

以上の取組から、生徒同士のコミュニケーション

をとる場が多くなり、トラブルの少ない学校生活を

送れている。 

生徒会からの発信に呼応してくれる生徒も多い、

目安箱には要望だけでなく生徒会に向けての感謝

の気持ちも寄せられている。 

課題として、全校生徒が一同に会する集会ができ

ていないので、オンライン集会の運営で全校生徒を

結ぶようにしている。 
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実  践  報  告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ねらい 
生徒会企画を通して、生徒の一人ひとりの意見や考えが全校生徒に伝わり、お互いの目標や思いを共

有することを通して全校生徒のつながりを感じることができる生徒会活動を推進する。 

概要 

年度初めには今年度の目標を書く「目標の木」、中体連に向けた応援メッセージ、学校祭のテーマに

併せた「グッバイ宣言」、11 月実施のサンクスメッセージや 3 月の卒業生へのメッセージなど、全校生

徒のメッセージを掲示することを通して、お互いに認め合う雰囲気の醸成を目指している。 

成果 

お互いのメッセージを見合う中で会話が生まれたり、学校祭の縦割り活動の中で先輩・後輩関係なく

協力し合う関係が作られたりと、つながりを感じられる雰囲気を学校全体で作り上げることができた。

また、作成したメッセージカードを紹介したり、学校祭で取り上げたりする中で、「認め合う」大切さ

を、生徒会企画を通して発信することができた。 

課題 
全員のメッセージカードを紹介する機会がなく、一人ひとりを認めるような時間が確保できなかっ

た。皆の注目を集めたり、認め合ったりする機会を作り出したい。 

その他 

いじめが起こらないような関係づくりに焦点を置いているが、学校生活の中で不安を感じたり悩みを

抱えたりしている生徒がいるように感じられている。生徒会作成の目安箱の機能を広げて、生徒の悩み

相談など使い道を更に広げて、生徒の声を聞く生徒会活動も検討している。 

挨拶運動を行い、挨拶あふれる学校づくりにも努めている。緊急事態宣言下ではビデオメッセージ型

の挨拶運動を実施した。 

いじめがない、つながりのある学校づくり  

～メッセージ企画を通してつながりのある学校づくり～ 

蘭越町立蘭越中学校 

 

目標の木からスタートしたメッセ

ージ企画。一人ひとりの目標を取

り上げることはできませんでした

が、生徒会便りなどで、紹介した

り、良いメッセージを取り上げた

りしました！ 
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実践報告 

温かい環境作りに関する取り組み 

黒松内町立黒松内中学校 

１．取組のねらい 

・思いやりの気持ちを目に見える形にして全校に伝えていく。 

・一人一人が思いやりをつなげ集団の一員として温かい雰囲気をつくる。 

２．取組の概要 

体育大会や学校祭の取り組みを終えて、縦割り班で共に活動した他学年にお

礼の言葉や感謝の言葉を贈り交流をする。 

玄関前のボードに生徒会書記局から毎日メッセージを記入し、思いやりの気

持ちを見える形にして全校に伝える。 

３．成果と課題 

 成果としては、現在行事ごとに縦割り班で活動することが多く、学級とは違

った集団の中で先輩、後輩というだけではなく、同じ目的に向かっていく仲間と

して取り組んだ後にそれぞれに対してあたたかな言葉がけを行うことでまた別

の視点からお互いに認め合うことができた。 

 課題としては、行事ごとの取組なので、日常の取組が玄関前のボードによる言

葉がけだけになってしまっているので、もう少し機会を多く持てるようにした

い。 

４．その他（写真） 

《体育大会取組》    《学校祭の取り組み》   《玄関前ボード》 
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実   践   報   告 

花壇整備 

 
黒松内町立白井川中学校 

  

＜取組のねらい＞ 
 

 

・花壇整備の勤労奉仕をとおして地域に貢献し、

住みよい町をつくることで地域への感謝の気

持ちを示す場とする。 

・地域の人と協力し交流を深める中で、生徒一人

一人が自己有用感を実感するとともに、仲間と

協働した作業を通して、生徒が自主的、自発的

に活動できるような機会とする。 

・花壇整備を通して、自然や植物、命を大切にす

る豊かな心を育てる。 

 

＜取組の概要＞ 
 

 

・地域の人と協力して歩道花壇の土おこし、肥料

まき、花の苗植え、秋の苗抜きの活動を行う。 

＜成果と課題＞ 
 

 

・生徒の振り返りの中で、「やって良かった」「花

を見る人の心が癒やされればうれしいね」とい

う感想が出ていた。多くの生徒が満足感と充実

感を感じていたようだ。この気持ちが地域や社

会、身近な人に対する思いやりにつながってい

くものと感じる。 
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実   践   報   告 

今こそ“いじめ”を考えよう 

 
寿都町立寿都中学校 

  

＜取組のねらい＞ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 1 学期に実施した『いじめアンケート』や教育

相談などでの聞き取りで、「いじめ」がゼロであっ

た。そこで、「いじめ防止」をテーマに思いを言語

化し生徒間で共有することで、客観的に「いじめ」

について改めて考える機会とする。 

 

＜取組の概要＞ 

〇いじめ防止の標語 

 全校生徒に呼びかけ、今までの経験や今考えて

いる「いじめ」防止のために何ができるか、何が

必要かなどについての思いや考えを標語にして

廊下に掲示した。 

＜成果と課題＞ 

 今回の取組は、今までの自分の体験の中から

「嫌な思いをしたこと」について言葉にして表現

するきっかけとなった。誰もが「嫌な思い」をし

たり、友だちが「嫌な思い」をしていることを見

聞きしていることに気づき、改めて、生徒が自分

の言動を振り返ったり、何が人を傷つけ苦しめる

のかなどを考えたりする機会となった。 

この活動をうけ、後期生徒会が主体となり、現 

在、新たな「呼びかけ」を行い、「いじめ」を防止し「思いやり」あふれる学校を実現

するため『スローガン』作成に取り組んでいる。 
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