
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

平成 30 年度手稲区ＰＴＡ連合会事務局だより⑤（第 13 回生徒会サミット） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 30 年 9 月 
平成 30 年度「第 13 回生徒会サミット」   

8 月 21 日(火)午前 9 時 30～11 時 45

分 

手稲区民センター 区民ホ

ール 

手稲区の各校生徒会執行部は想い、意欲・意識、

実行力、団結力どれをとっても凄い、手稲区の宝

です。   

今年度も他校の様子を聞きたいという思いが

強く、司会生徒と参加生徒の息がピッタリ合い、

活発で、積極的で、途切れない意見交流、真摯な

話し合いの態度、相手をリスペクトする姿勢が、

実に素晴らしかった。  

今年は具体的な話、活動内容など互いに深める

ことができ有意義でした。手稲区内９校の生徒会

の質の高さが、浮き彫りになったサミットでし

た！ 

《次 第》 
1 開会の言葉   全体司会 稲積中学校生徒会長 

2 手稲区Ｐ連会長挨拶 千葉会長(新陵中)含む来賓紹介 

         来賓 手稲区市民部長   伊藤 博昭 氏 

            市教委企画担当係長 森岡 香子 氏 

3 お客様よりお祝いの言葉 手稲区市民部長 伊藤 博昭 氏 

4 自己紹介（出席生徒全員でのアイスブレーク風自己紹介） 

5 全体交流会 

① 発表 手稲区内９校の生徒会の特色及び学校祭の特色 

② 意見交流 ①の発表に対して、質問や意見の交流 

６ ひと休み 

７ グループ交流会 

意見交流の柱・「生徒会活動で力を入れたいことや悩んでいる

こと 

の交流」 

・「学校内外での危険や安全について感じること、

生 

 徒会で取り組んだら良いなと思うこと」  

   １グループ（新陵中、稲陵中、稲積中） 

司 会  稲陵中学校生徒会会長 

         助言者  伊藤手稲区市民部長 

         サポート 安部手稲区 P 連理事 

２グループ（稲穂中、前田中、手稲西中） 

司 会  前田中学校生徒会会長 

         助言者  森岡市教委企画担当係長 

         サポート 森脇手稲区 P 連理事 

３グループ（前田北中、星置中、手稲中） 

司 会  星置中学校生徒会議長 

         助言者  藤本星置中学校校長 

         サポート 村形手稲区 P 連理事 



８ グループ発表 

９ 助言者より（伊藤手稲区市民部長、森岡市教委企画担当係長、 

藤本星置中学校長） 
10 手稲区 P 連会長のおわりの言葉 千葉区 P 連会長 

11 閉会 稲積中学校生徒会長 

《概 要》 
来賓に伊藤博昭手稲区市民部長、森岡香子札幌市教育委員会企画担当

係長をお迎えし、手稲区内 9 校の生徒会執行部より５０名の役員生徒、

1２名の引率の先生、傍聴の先生１名、８名の各校校長先生、手稲区 P

連役員 8 名、区 P 連広報委員１名等、合計８０名の参加で開催されま

した。また、手稲区役所広聴係の取材も入りました。 

伊藤手稲区市民部長様のお祝いの言葉に、「相手をリスペクト（敬意

をはらう）して話し合いヒントやアイデアを交流しあい有意義な話し合

いにしてください。」というお話がありましたが、文字通り、９校の生

徒会役員の皆さんは、とても話し合いのマナーや相手の意見を聞き入る

姿が立派でした。 

全体交流会に入る前の自己紹介では、アイスブレーク風に、席を立ち、

真ん中に集まり、できるだけ多くの人と自己紹介をし、少しリラックス

できたようです。 

全体交流会では、まず「自校の生徒会、学校祭の特色の紹介」をしま

した。 

その後の討論では、稲積中学校の生徒会長が司会進行を務め、最後ま
で質問や意見が途切れず、大人の討論会でもあまり見られないような活
発な討論が行われ、改めて手稲区の中学生の質の高さが現れた素晴らし
い討論会でした。 

話の内容として、各校の福祉活動やボランティア活動の質問が出て、
ペットボトルのキャップ、プルタブ、ベルマークユニセフ募金、地域の
雪かきボランティアなどの様々な実践が紹介されました。ペットボトル
キャップの回収について、汚れているとだめなので、キャップを洗浄す
るボランティアを募っている学校からのアドバイスもありました。 

「あいさつ運動がやや行きづまっている」学校の実情が話されると、
それに対して「日本語だけじゃなく外国語でのあいさつも取り入れてい
る」などのユニークな活動も報告され、生徒たちは熱心に耳を傾けてい
ました。    

また、学校祭を盛り上げるための工夫について質問があり、「生徒が
親しみやすい曲を学校祭のテーマソングとして設定し、全校生徒で歌っ
ている」「どうすれば自己満足にならずに相手に伝わるかを考えながら
学校祭の発表をしている」などの回答がありました。また「今年オープ
ニング、エンディングでプリキュラを取り入れる企画が話され、昨年度、
取り入れた学校があり、「成功するよ」と、アドバイスをしていました。 

次から次へとアイデアやアドバイスも途切れず、時間もやや足りない
ようでした。はじめて顔を合わせたメンバーなのに、実に気軽に、的に
はまった回答を短い言葉で話し、有意義な全体会の討論になったようで
す。手稲区の各校の生徒会執行部の意識や実践が凄いのだということが
浮き彫りになったようです。 

その後、「生徒会活動で力を入れたいことや悩んでいること」をテー
マに、３つのテーブルに分かれてグループ交流会が行われ、各テーブル
では、「各学年間の交流を深めるためにはどうすればよいのか」「一般の
生徒と執行部の生徒の意識の格差」など、グループごとに様々な課題が
出ていました。解決策を考える場面では、「部活動を通して先輩・後輩
の壁をなくしていくこと」「時間をかけて交流する時間を作ること」な
どのアイデアが出されていました。 

学校内外の危険や安全の啓発については、「たむろして下校している
のが気になる」ことや、「自動車との接触の危険」、「冬の雪道」など出
されていました。先生任せにせず、自分たちでも声掛けやポスターでの
注意喚起などの行動に移していきたいことも出ていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



最後に、３名の助言者から、助言や感想をいただきました。はじめに伊藤手稲区市民部長からは「他
の学校の悩みを正面から受け止めて解決策を考えていることが素晴らしいです。これは社会に出ても大
事なことなのでその姿勢を大事にしてください」と、森岡市教委企画担当係長からは「ためになった時
間でした。たむろのことなども先生任せににせず、自分たちでできることもしょうという意見など素晴
らしいと思いました。」と、藤本星置中学校校長からは「さすが素晴らしい討論です。皆さんの強い思い
を感じました。思いから相手を意識した想いと捉えてほしい。今回集まったつながりも大切であるし、
皆さんを取り巻く先生方、      

保護者やＰＴＡの方、地域の方へともつながっている。その方々にも発
信を、そして「何のために」を大事に発信や活動をしてください。」と
いう助言がありました。 

千葉手稲区 P 連会長からのおわりの言葉では、「伊藤市民部長様、阿

部市教委義務教育担当係長様、藤本星置中学校長様へのお礼の言葉と、

ぜひ自校のＰＴＡにもつながりを求めてよい学校づくりをともにしま

しょう。皆さんの生徒会にも、きっと貢献できます。地域も含めて、い

ろいろな活動をともに考え行ってほしい。」と投げかけました。 

最後に司会生徒の閉会の言葉では、「お忙しい中、お越しいただきま

したご来賓の皆様や校長先生や引率の先生方、各中学校役員の皆さん、

そして、毎年この会を企画くださっている手稲区 PTA 連合会の皆様、

本当にありがとうございました。」と心のこもった言葉で会を閉じまし

た。 

《生徒会サミット参加各校執行部生徒アンケートよ

り》 
○たくさんの交流をここまでできると思っていなかったので、とても参 

考になりました。話し合った内容は、今後の活動に活かして、よりよ 
くしていきたいと思います。このような会を企画していただき、あり 
がとうございました。 

○自分達の生徒会ではでなかった方法などを他校の生徒会から聞くこ 
 とができて、とても参考になりました。今回、得たものを活かして残 
 りわずかな任期で稲積中に何かを残せるよう頑張ります。 
○近くの家の雪かきを行ったり、目安箱の返事をすることなど、とても 

ためになりました。また、各学校によって全く異なる取り組みをして  
いるんだと初めて知ることができました。 

○今回、いろいろな学校と意見交流ができ、参考になる話がいくつもあ 
ったので、ぜひ本校の活動に取り入れていきたいです。また、他校か  
ら、いろいろ質問、意見をいただいたことによって、自分じしんの理 
解も、深めることができました。 

 
○沢山の学校の方々の意見交流をきけて、とても参考になりました。自 

分の学校で行っている活動以外に、ボランティアを集めて学校全体で       
活動するということを、自分の学校に取り入れたいと思いました。 

○今回のこの機会で、手稲区の沢山の中学校の生徒会の悩みも聞いても 
らえ、解決へ向けた取り組みにいかそうと思いました。 

○自分たちじゃ思いつかないようなことを他の学校の人たちがやって 
いて、すごくためになった。とても有意義な会になったと思う。 

○ほとんどの中学校が行っていることや、悩みなどが同じでしたが、そ 
の事に対しての対策や考え方、見方などが中学校によって違って、そ 
れにより、その学校の校風なども分かるような感じがしました。 

○他の学校のさまざまな工夫を知ることができて、とても良い経験にな 
 りました。伸び悩んでいた点、気になっていた点についても、他校の 
 意見を、聞けてたのでよかったです。今回のことを活かして、更なる 
 稲穂中の発展につなげていきたいと思います。   
○自分達の学校でやっていることの進展、様々な学校の行事、取り組み 

これらを残りわずかな、この期で活躍していき、来期には自分が中心 
となり、生徒会を身近に感じてもらえるようにしていきたいと思いま  
す。 

○あいさつ運動や福祉活動など、自分達が考えていなかった事などをた 
くさん知れてよかった。悩んでいる事などは、共通していたので、意  
見がすごく自分達のためになったなと思う。人の前で、発表すること 
にもう少し自信を持とうと思った。 

○私たち新陵中学校でなやんでいた事、なかなか改善できていない所に 
対する様々な回答を他の学校から頂き、とても参考になりました。 

○今日のサミットは、いろいろな学校の意見などを聞けて、充実した時 
間でした。これらのことを活用して、学校をよりよくして、次の生徒 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



会役員にも伝えていきたい。 
○昨年も参加した生徒会サミットですが、毎年参考になる意見を親身に考えてくださり、活動へのモチ

ベーションも向上します。このような会をありがとうございます。 
○初めはすごく緊張していましたが、話してみると、どこの生徒会の人たちも話しやすく、自分達の学

校に対する思いを１人１人もっていて、すごく楽しいサミットでした。もっと時間をとって交流した
いと思えるくらい有意義な集まりでした。 

○今回の生徒会サミットを通して、これからの生徒会活動の参考になる
こと、他校のそれぞれの現状や行事などを知ることができてとてもよ
かったと思いました。よりよい生徒会を目指してまた参加したいです。 

○普段交流することのできない、他校の生徒会との交流をすることがで
きて、良い経験になった。自分の学校からでは気付かない視点からの
意見を聞けて、とても参考になったし、これからの活動に活かしてい
けると思った。 

○生徒会本部会の形や雰囲気があるが、どの学校も学校を良くしていき
たいという気持ちは同じだと感じた。 

○本日の生徒会サミットでは、様々な学校の現状や意見、悩みを知るこ
とができて、たくさんの観点から物を見ることができて、とても有意
義な時間になりました。また参加したいと思います。 

○今日の生徒会サミットでは様々な学校が行なっていることを知る良
い機会となりました。自分の学校の悩みを真剣に考えてくださってた
めになりました。自分の学校でやりたいことや改善したいこともたく
さん見つかりました。来年もぜひ参加したいと思いました。 

○今回のサミットで色々な考え方、意見をきくことができ、よい時間に
なりました。私は３年生なので、この後、活動できることは学校祭の
企画くらいで、ほとんど何もできませんが、２年生や後入る１、２年
生につなげていきたいです。 

○初めて生徒会サミットに出席しました。他校で行なっている活動をも
とに私たちも、これからどういう活動をしたら、興味を持ってくれる
のかを考えていきます。また、学校祭も近いので、他校のちがいから
もらった意見を基に良いものをつくり上げていきたいです。 

○手稲区内の中学校が集まり意見交流をする場はなかなかないので、と
ても有意義な会になった思います。司会の方もとても良い、議事進行
で話もちゃんとまとめていてわかりやすかったです。 

○今回のサミットを通して、私たちの学校の課題点をしっかり見直すこ
とが出来ました。また、他校の行っている活動やその工夫点などを聞
いて、取り入れられるものがたんさんあったので、ぜひ行っていきた
いです。今日はありがとうございました。 

○今回の生徒会サミットで、たくさんのことを聞けて、とても参考にな
りました。生徒会活動に取り入れてことは多かったと思うので、しっ
かり取り入れたいとと思います。残りの任期が短く、やれることはか
ぎられてくると思いますが、少しでも次の代につなげられるよう、実
績を残していきたいです。 

○今回の生徒会サミットでは、今まで自分たちの意見だけで活動を行っ
ていたけれど、他の学校の活動も聞けて、凄く参考になったので、今
後の自分たちの活動に取り入れて、より活発な生徒会活動にしていき
たいと思います。 

○生徒会サミットでは他校が考えていることや活動していくことがわ
かり、今後に活かしていけるたくさんのアイデアをもらうことができ
ました。また、部活を行っていなく、他校との交流が全くない僕にも
このような機会は良い経験になりました。みなさんともっと仲良くよ
り濃い話し合いをするためにカチコチになりすぎずいれる工夫もひ
つようだと思います。 

○今回の生徒会サミットで、他校の現状や問題を知り、自身の学校の改
善点を見つけることができた、この場で出た意見などを今後に活かし
ていきたい。 

○他の中学校の人達と意見交流をしてみてペットボトルキャップをど
のようにして洗っているのかも知れたので、参考にしていきたいです。
また、話し合いをしている中で、これやってみたいなどという考えも、
けっこうあったので、これから活動していくなかで言って、よりよい
中学校生活を送れるようにしたいです。 

○今回の交流から、稲陵中学校にはない活動・取り入れたい活動を見付
けることができ、また、他校の皆さんの意見質問等から、改めて稲陵
中学校に必要であり、活かすことのできるものを発見することができ
ました。そして中学校内の環境を整えるとともに周辺の地域の方々と
も協力をし、さらに私たちの住む地域をよりよく住みやすいものに 
していくことも重要であると分かりました。今回の生徒会サミットを 
通して分かったことを活かして、活動のさらなる向上をめざしていき 
たいです。 

○昨年度も参加させていただきましたが、昨年度はなかなか話し合いの 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 中で発言することができませんでした。今年度は、グループ司会も担 
当し、他校との関わりをより深くもてたと感じています。すごく楽し 
い討論ができました。本当にありがとうございました。 

○今回の生徒会サミットをとおして、自分たちの学校でのびなやんでい 
ることや、意見がほしい行事に関しても、他の中学校のさまざまな工 
夫やアイデアが聞けたので、これからは、この活動を生かしてよりよ 
い生徒会活動に力を入れていきたいです。 
 
○学校で悩んでいることが他の学校からの意見やアドバイスで解決す 

ることができたし、具体的な体験談も聞くことができて本当に良かっ   
たです。また、他の学校で取り組んでいることなども知ることができ 
て良い経験になりました。本当にありがとうございました。 

○他校の方々から沢山のアドバイスをいただけて、本当に良い集会にな 
ったと思います。どの中学校の生徒会でも、生徒を大切にしているの  
が伝わりました。今回生徒会サミットを企画してくださいに関係者の 
皆様、本当にありがとうございました。 

○今回の生徒会サミットは、不安や心配を取りのぞく、とても良い会に 
なりました。プリキュラについても、みなさんのアドバイス等いただ 
いたので、上手くやっていけそうです。企画していただいた皆様、あ 
りがとうございます。そして、おつかれさまでした。 

○最初の自己紹介の時から、明るい笑いもありで、各校話し合えて良か 
った。各校生徒会の悩みや意識していることを聞けて良かったです。 

○私達の中学校で困っていることが、他の中学校でも同じことで悩みが 
あったので、改善策などを聞くことができてとても良い機会となりま 
した。今日のことは今後に生かしていけるように、積極的に新しい活 
動を取り入れたいです。 

○他の中学校の取り組みや、目標など参考になる部分がたくさんありま 
した。自分の学校ならではの行事も再確認でき、とてもよい機会とな 
りました。 

○周りの学校も似たような問題を抱えていると知りました。他の学校で 
行っている行事などを自分達の学校でもとりいれられたらと思いま  
す。 

○皆、考え方は違うし、行事も違うけど、学校のために生徒会として仕 
事していることは同じだし、色々な人の考え方を知ることができて、 
しっかりと意味のある時間にすることができた。 

○自分達の学校ではやっていないことを、やっていたり、とりいれたい 
こと等がでてきたので、今後の活動に生徒に生かし、よりよいものに 
していくことができると感じました。 

○今回は、あまり発言できなかったので、ぜひ来年もこの場に来て、た 
くさん発言できるといいと思いました。 

○他校との交流を通じて様々な行事や取り組みを聞けて良かった。また、 
自分達の学校の悩みや行事を話せる機会は、もうないと思うので、今 
回知ったことを参考にしていきたい。 

○初めて、手稲区内の中学校の生徒会役員を会って、たくさんの刺激を 
いただきました。自分たちの中では思いつかなかったらアイデアか、 
自分たちの学校の中にない活動を数多く知る事できて、とても楽しか 
ったです。今日話し合った内容と来年度にも生かしていきたいと思い 
ます。 

○今日、他の学校の生徒会の活動を聞いて、参考にしたいことやしょう 
げきを受けたことがたくさんあったり話したことのない人たちと交    
流することで、たくさんの良いアイデアが出てきて、とても濃い時間 
になったと思いました。これからの活動にたくさん生かしていきたい 
です。 

○今回は初めての生徒会サミットでしたが、最初のアイスブレークで緊 
張がほどけて、話し合いでもスムーズに話すことができました。今回 
の生徒会サミットで、他の中学校から吸収したことを、今後の学校生 
活にいかし、残り少ない任期をがんばりたいです。 

○他校の活動をきいて自分の学校で行えるような活動を参考にしてい 
けたらと思いました。はじめてながら、きんちょうしていたけれど、      
グループの発表で発言し、うちとくことができました。手稲区の学校     
の様子を知ることができました。 

○様々な学校の意見を聞き自分たちにない活動や、行事について学ぶこ 
とができました。学校祭やボランティアなど、工夫する内容について 
も具体的に説明していただきとても参考になりました。これから、さ 
らに発展させていきたいと思います。ありがとうこざいました。 

○はじめ、他の中学校とのこのような関わりがなかったので、とてもき 
んちょうしましたが、自己紹介をしてから、だんだんきんちょうがほ 
ぐれ、積極的に参加できたと思います。他の学校の活動やなやみを知 
ることができ、意見を言うことができたので、とてもいい話し合いで 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



した。 
○とても有意義な話し合いになりました。一人一人積極的に意見を出し 

ていたので、自分の意見も言いやすかったし、他の中学生の意見も聞 
いて、取り入れたいことがたくさんありました。本当に来てよかった 
と思えるサミットでした。  

 
手稲区役所ホームページ「まちのできごと」にも記事が掲載されました。 


