
実   践   報   告 

Happy Project 

 
島牧村立島牧中学校 

  

＜取組のねらい＞ 
 

・生徒会の取り組みによって、全校生徒、教員の感謝

の言葉や思いやりの声を可視化することで、お互い

が認め合える温かい学校づくりを目指すため。 

＜取組の概要＞ 
 

・１～2 ヶ月に 1 度のペースで執行委員会から全校

に向けて、花の形や星の形の画用紙を配付し、感謝

の言葉などを記入してもらう。その画用紙を廊下の

掲示物に貼り、いつでも見られるように掲示する。

また、全校朝会時に生徒会が感謝の言葉を紹介す

る。 

＜成果と課題＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果 

・普段中々伝えられない気持ちを可視化できた。 

・掲示物を生徒がしっかり読み込み、交流を図れた。 

・生徒会が感謝の言葉を紹介することで、全校生徒が 

温かい雰囲気を共有する場、時間を設定出来た。 

課題 

・掲示物の活用方法。 

・生徒の交流を更に高めるためにどうすべきか。 
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実   践   報   告 

生徒会が生徒の悩みに全力で答えます 

 
北海道小樽潮陵高等学校 

  

＜取組のねらい＞ 
 

・生徒会が生徒の悩みや相談にいつでも乗ってあげ

ることができる体制作りをする。 

＜取組の概要＞  

・目安箱の設置。 

 （悩みや困ったことを、無記名可で目安箱に入れて

もらい、悩み相談コーナーを生徒会通信で発信） 

・生徒会がカウンセリング講習を受け、生徒からの悩

み相談に応えられるようにする。 

＜成果と課題＞  

・悩み相談を入れてくれる人があまりいなかったの

で、継続的に目安箱設置をアピールしていく。 

・大人には話しづらいことも、生徒同士だと気軽に悩

み相談にのってあげることができる。 

・プライバシーの保護や場所の確保。 
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【学 校 名】北海道小樽未来創造高等学校 全日制課程   

【活 動 名】ガーベラ（花言葉：希望・前向き・冒険心） 
【対象学年】２年次生（120 名） 
【教科等名】学校行事 

【活動のねらい】 
①本校の生徒のほとんどが進路に対して前向きな気持ちを持っていないため、生徒一人ひとりの心にま
だ芽生えていない希望や挑戦心、冒険心などを芽吹かせる 

②自らの生活を見直し、これからの生活を主体的に行動できるよう動機づけを行う           
③学校生活に不安を感じている生徒に対して、「やる気」や「自己肯定感」を持たせる働きかけとする 

【活用した資源】ＮＰＯ法人いきたすカタリバ北海道 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾀｯﾌ（先輩：大学生８名） 

【活動の流れ】                                      
・工業科（機械電気システム科・建設システム科 61 名）２，３校時                 
・商業科（流通マネジメント科・情報会計マネジメント科 59 名）５，６校時 
 
 

【本活動における成果等】 
①ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾀｯﾌ（先輩：大学生８名）が親身になって、生徒の話を聞き、生徒にとって話したいと思っ
ていたことを引き出せたため、生徒一人ひとりの満足度が高かった。 

②事後のアンケート結果より、生徒自身が頑張れることに気づき、気持ちが楽になるとともに、普段は
考えない視点を得るきっかけになった。 

③カタリバを実施したことによる生徒の変容を教員側も把握するため、振り返りや校内研修を実施して
共通理解を図る必要がある。（令和３年 11 月 26 日に校内研修を実施） 

１ 座談会（１） 

２ 先輩の話（１） 

５ まとめのﾜｰｸ 

①班づくりを行います 

②自らの悩みや将来の進路に対する不安、夢や希望などについて、班ごとに話し

合う 

③ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾀｯﾌ（先輩）が班の雰囲気や状況を見ながら輪に入り、進展具合を確

認したり、声掛けを行う 

 

 

 

 ①話を聞いてみたいｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾀｯﾌ（先輩）の所に行く 

②先輩が今までに経験してきたこと（失敗を乗り越えた経験や目標を持つ

ことの大切さ）を限られた時間の中で語る 

 

 

最初は緊張していたが、少しずつリラックスし、笑顔を交えながら自らを語ることができた 

フリップ（先輩の話紹介シート）を真剣に見ながら、真剣に先輩の話を聞くことができた 

３ 座談会（２） ①もとの班に戻る 

②先輩の話を聞いた感想を話し合う 

③次にどのような話を聞きたいかを一緒に考える 

 

 

 

 

４ 先輩の話（２） ①話を聞いてみたいｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾀｯﾌ（先輩）の所に行く 

②先輩が今までに経験してきたこと（失敗を乗り越えた経験や目標を持つ

ことの大切さ）を限られた時間の中で語る 

 

 ①もとの班に戻る 

②約束カードに記入（先輩の話をもとに、自分が今日からできることを１つ記入） 

③アンケートの記入 

 

 
２時間のカタリバの最後に約束カードを記入し、生徒の表情が豊かになった 

先
輩
よ
り 

【生徒アンケート結果より】 

『普段は考えない視点を得ることができた』（工業科 94.8％） 

『自分自身について新しい発見があった』（商業科 58.9%） 

※『またカタリバを受けたい』（参加生徒全員 90.9％） 
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実   践   報   告 

海洋ごみについて考えながら、コミュニケーションの活性化 

 
北海道小樽水産高等学校  

  

＜取組のねらい＞  

現在世界的に問題になっている「海洋ごみ」について

意識させるとともに「海洋ごみ」問題について知っても

らうため、生徒間の対話的な学習（コミュニケーション

の活性化を図りながら）をとおして生活環境の重要性に

ついて啓発的な活動を行う。 

＜取組の概要＞  

 情報技術の授業の中で海洋ごみに関する事例や問題

点などを調べ、グループごとに方向性をまとめ、Ｗｏｒ

ｄや PowerPoint 等にまとめ、発表し、他のグループか

ら改善等をもらうなど、周りからの意見を参考にする姿

勢が身についた。また、作成したポスターを校内に掲示

するなどして、啓発的な活動に繋げた。 

＜成果と課題＞  

○生徒間で考え方を共有し、共通の認識に立つことがで

きた。また、海洋ごみ問題に対する意識を高めること

ができた。生徒同士で課題を設定することで、問題解

決に向かう姿勢を育むことができた。 

△今回はクラス内での発表のみであったが、今回の取り

組みだけで終わらないように今後、他のクラスや地域

との関わりを持たせていくことが課題である。継続的

に実施していきたい。 

＜その他＞ 

 本校では、いじめの未然防止に向けて、生徒会

が 4 月対面式、5 月生徒総会、11 月生徒会認証

式等で全校生徒にメッセージを伝えています。ま

た、今年は 11 月にユニセフ募金・あしなが学生

募金等に参加し、「みんながしあわせに」を願っ

て募金活動を行いました。 
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実   践   報   告 

メッセージ・アート作成の取り組み 

 
北海道余市紅志高等学校 

  

＜取組のねらい＞ （写真１） 

 

 

 

 

 

 

 生徒会執行部を中心として、コロナの影響と考えら

れるいじめがあること、そしてその現状を知り、未然

防止を目的にメッセージ・イラストが一体化した作品

を作り上げ、温かな言葉があふれる社会を目指すとと

もに、高校生の取組を町内外に広く発信することを目

指し、実施しました。 

 

＜取組の概要＞ （写真２） 

 

 

 

 

 

 

 

 コロナの影響と思われるいじめ等の状況について

調べ、未然防止に繋がるメッセージを全校生徒で考え

ました。提出されたメッセージの中から投票で「今を

大切に明日への一歩」を選び、文字と絵を組み合わせ

た作品とし（写真１）、全てを繋げて垂れ幕にして校舎

外壁に展示、町民に向けて発信しました（写真２）。全

ての活動は生徒会執行部が主導しました。 

＜成果と課題＞ （写真３） 

 

 

 

 

 

 

 コロナで変化した人間関係について理解が深まり、

今だからこそ温かい言葉を意識して使いたいという

感想が生徒から聞かれました。また、各クラスの作品

が完成した段階で体育館に一斉展示し、全校生徒によ

る講評を行いました（写真３）。構成やペイント技術な

ど、たくさんの感想が各クラスに届けられました。ま

た、町内外からも温かい感想をいただきました。メッ 

セージの考案、アート作成作業を通して、クラスの人間関係が深まったとともに、言葉

の持つ影響力を考え、適切に使う意識が芽生えた取組となりました。 

 課題としては、いつでも、どこでも、どんな時でも言葉を適切に扱う意識や実際に扱

う技術が、全ての生徒にはまだ十分に身に付いていると言えない点です。今後も継続し

てさまざまな活動に取り組んでいきたいです。 

＜その他＞ 

 今回のメッセージ・アートの取組は、学校祭の代替事業として実施しました。例年ど

おりに学校祭が実施できるようになったとしても、さまざまな形で継続していきたい

取組だという声が多くの生徒から聞こえてきました。効果的な実施方法について、今後

も検討を重ねていきます。 

 

69



実   践   報   告  

 

「絆の輪で温もりを」 

 
北海道寿都高等学校 

  

＜取組のねらい＞ 
 

・生徒会で考えたキャッチフレーズのもと、生徒一人

一人が心から学校生活を楽しめるように、生徒会活

動を日々行っています。 

 

＜取組の概要＞ 
 

・生徒会では、生徒一人一人の個性や多様性を大切に

して、行事などを運営するように心がけています。 

・生徒会では、生徒一人一人の意見を聞いて、みんな

がよりより学校生活を送れるように、提案箱を設置

しています。いつでも生徒の声を聞ける体制をとっ

ています。 

 

 

＜成果と課題＞ 
 

・全校生徒が学年間関係なく交流できる、生徒会企画

が実践できています。 

・行事等で携帯電話の使い方や SNS の扱いについて

確認するようにしています。 

 

・SNS の扱い方について、啓発活動を今後も行っていきたいと考えていますが、具体

的にどのような方法が効果的か模索中です。 
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実   践  報  告 

先輩・後輩の風通しを良くする学校行事 

 
北海道蘭越高等学校 

  

＜取組のねらい＞ 

 

 横の繋がりだけではなく、全学年の縦の繋がり・交

流を増やし、互いを分かり合える機会を作り、いじめ

のない学校をつくる。 

＜取組の概要＞ 

 

 冬季体育文化大会において、チーム分けを学年ごと

にではなく、全学年の混合チームにして、体育的競技・

文化的競技を行った。 

＜成果と課題＞ 

 

 一昨年度までは各学年でチームを構成していたが、

他の学年との壁を感じる場面もあった。昨年度から全

学年を混ぜてチームを編成する事により、それ以前よ

りも学年間を越えた交流が増えて、互いを分かり合え

るようになり、それまでよりも輪が生まれた。 

 課題は緊張している後輩に対して、上級生が温和な姿勢で話すキッカケを作れるか

どうかである。 

＜その他＞ 

 文化的競技を取り入れることで、運動が苦手な生徒も活躍でき、一人一人の得意なこ

と（長所）がわかりあえた。 
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実   践   報   告 

～「モヤモヤこそ一人で終わらせない」～ 

 
北海道倶知安高等学校 

  

＜取組のねらい＞ 

・力の弱いものを大切にしよう。 

・自分たちと違う人に思いやりを。 

・怒りや悲しみの対処法を学ぼう。 

＜取組の概要＞ 

 

・世界の状況を知る（いじめ）。調べ学習（ICT 等

の利用） 

・発表（各クラス）。グループ学習（クラス内での

発表及び質疑） 

・全体発表（学年）→今年度中止 

＜成果と課題＞ 

（成果） 

・一人一人のいじめに対する意識は高まった。 

・周囲のものとのコミュニケーションの必要性を再確認できた。 

・世界の状況を知ることができた。 

（課題） 

・コロナ禍の影響で発表活動が十分にできなかった。 

・今年度のみの活動ではなく継続した活動が必要である。 
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実   践   報   告 

 

「おはよう！」朝の挨拶運動 

 
北海道岩内高等学校  

  

＜取組のねらい＞ 
 

 

 

 

 

 

 

① いじめ防止 

 

② 活気のある学校づくり 

＜取組の概要＞ 

① 生徒玄関での朝の挨拶運動 

＜成果と課題＞ 

① 挨拶運動を通してコミュニケーションを 

 とることができた。 

 

② 生徒会を中心に「いじめ」について考える 

 機会をつくりコミュニケーション能力を高  

 めながら柔軟な考えを持てるようにする。 
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実   践   報   告 

SDGｓの取り組みと生徒が作ったルールの制定 
 

 
北海道ニセコ高等学校 

  

＜取組のねらい＞ ポスターの掲示 

 
SDGｓ啓発ポスターの掲示と自分たちの

ルールを定めることで、より質の高い高校生

活を送ることを目指す。 

＜取組の概要＞ ルールの発表と、掲示 

・SDGｓ啓発ポスターを学校内に掲示する。 

・校則とは別に、高校生が自ら考えたルール

を定め、全校生徒に周知活動を行う。 

＜成果と課題＞ 生徒による評価（５段階評価） 

成果 

・SDGｓの取り組みを意識した共通のルー

ルを定めることで、規範意識が高まった。 

・部活動や委員会、授業など学校生活全般に

関わるルールを定めることができた。 

 

課題 

・今年度は主に授業や部活動、委員会に関わ

るルールが定められているため、ＨＲ活動

における取り組みに対しての評価が低か

ったため改善を図る。 

※他のルールの平均は５段階中４.5。 
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実   践   報   告 

「伝えること」の難しさ。「仲間」の大切さ。 

 
北海道真狩高等学校 

  

＜取組のねらい＞ 
 

 

 ・グループによる協働作業によって結果を見出す方

法を学ぶ 

・メンバー１人ひとりの情報とスキルを生かすこと

によって、グループ力が高まることを感じる。 

・情報を正確に伝えることの難しさと他者の考えを

よく聞くことの大切さを学ぶ。 

 

＜取組の概要＞ 

・６人１グループの４グループに分かれ、コミュニケ

ーションゲームを行う。 

・グループに配られた情報カードをヒントに「話し合

い」のみで正解にたどり着くまで協力しあうゲー

ム。 

・ゲーム後に振り返りシートを活用し、他者との情報

交流を行う。 

 

＜成果と課題＞ 

＜成果＞ 

情報を正確に伝えることの難しさを感じた生徒が

多かった。それと同時に「聴くこと」の大切さを実感

した生徒も多かった。 

 

＜課題＞ 

グループによって正解にたどり着くまでに大きく

時間が異なったので、グループ分けをもう少し考慮す

べきだった。 
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