
中学生サミット２０１８

活動目的別　アクションプラン

WAには、

地域や人をつなぐ 「輪」

人と人がコミュニケーションをとること

によって生まれる 「話」

活動に関わる人が和やかな気持ちになる

「和」

という思いが込められています。

ふるさとのWA
中学生サミット

プロジェクト



地区 学校名 活動名 時期 規模

1 秋田東中 あいさつ運動 毎月
部活動
委員会

2 太平中 あいさつ運動 ７月・１月
委員会主催で
全校生徒参加

3 下北手中 あいさつ運動 通年
執行部

生活委員会

4 下北手中 小中合同あいさつ運動 不定期
執行部

民生委員

5 城東中 地域合同あいさつ運動
　6月22日
10月11日

執行部
部活動

6 桜中 あいさつ運動
６月・９月

通年
通年

部活動
クラス

委員会単位

7 岩見三内中 小中合同あいさつ運動 毎月第１火曜
執行部

小中代表委員

8 秋田南中 あいさつ運動 通年
執行部

生活委員会

9 山王中 あいさつ運動（山王中、小中合同、山王十字路） 通年
執行部・部活動

生活委員会

10 秋田西中 あいさつ運動 通年
執行部
部活動
委員会

11 下浜中 あいさつ運動 通年
執行部
保護者

12 勝平中 あいさつ運動 通年
部活動
学級

生活委員会
13 秋大附中 ４校園あいさつ運動 ５月・１０月 執行部

14 豊岩中 あいさつ運動 通年
執行部

生活委員会

15 城南中 全校あいさつ運動 常時活動

執行部
委員会単位
部活動単位
学級単位

16 城南中 中央警察署あいさつ運動 5月16日
生活委員
警察署員

保護育成委員

17 城南中 あいさつ運動強化週間 ９月・１１月
全校有志

地域

18 御野場中 あいさつ運動 通年
執行部
部活動

19 御所野学院中 あいさつ運動 常時活動 全校生徒

20 河辺中 ＰＴＡあいさつ運動 ４月～１０月

執行部
生活委員会

保護者
青少年保護育成委員

21 雄和中 あいさつ運動 常時活動
生活委員会

執行部
有志生徒

22 南高中等部 あいさつ運動 ７月
執行部・生活安全

委員会

23 土崎中 あいさつ運動 通年
執行部

生活委員会

24 秋田北中 あいさつ隊 通年
執行部

有志生徒

25 秋田北中 小中連携あいさつ運動 不定期
執行部

有志生徒

26 外旭川中 あいさつ運動 通年
執行部

生活委員会

27 泉中 あいさつ運動 通年
執行部

生活委員会
部活動

28 将軍野中 あいさつ運動 通年
生活委員会

部活動

29 将軍野中 小中合同あいさつ運動
７月
９月

執行部
ボランティア

30 飯島中 あいさつ運動 常時活動
執行部
委員会
部活動

北

【活動目的別アクションプラン①】

地域を明るくするためのあいさつ運動

東

西

南



地区 学校名 活動名 時期 規模
1 秋田東中 クリーンアップ 夏季 部活動
2 下北手中 小中合同クリーンアップ活動 ７月 全校生徒
3 下北手中 雪寄せボランティア 冬季 全校生徒

4 城東中 ＪＢＳ（Joto Beautiful Saturday）年８回
４月～１１月

月に１度
（土曜）

全校生徒

5 城東中 地域の雪寄せ 積雪時 野球部
6 桜中 校舎裏階段清掃 夏季 全校生徒
7 桜中 落ち葉掃きボランティア 秋季 全校生徒
8 桜中 雪寄せボランティア 冬季 全校生徒
9 岩見三内中 小中合同クリーンアップ ５月 全校児童・生徒
10 岩見三内中 雪寄せ 冬期 全校生徒
11 山王中 環境防衛隊 夏休み中２回 執行部・希望者
12 山王中 雪かき 冬期 部活動単位
13 秋田西中 学区内の清掃 ８月 部活動単位

14 秋田西中 校地内落ち葉拾い 10・11月

執行部
委員会
部活動
学級

15 下浜中 小中合同駅浜清掃 6月26日 全校生徒・小学生
16 勝平中 雄物川河川敷清掃 8月12日 部活動単位
17 勝平中 三角沼石拾いボランティア 10月6日 部活動単位
18 秋大附中 清掃活動 １０月上旬 執行部・有志
19 城南中 ＰＴＡ親子早朝奉仕作業（草取りなど） ５月・８月 全校生徒・保護者
20 豊岩中 小中合同美化活動 5月10日 １・２年生徒
21 御野場中 雄物川クリーンアップ 4月29日 執行部・有志
22 御所野学院中 地域クリーンアップ ７月予定 執行部・有志
23 河辺中 プロジェクトＫ（KAWAルンバ） 夏休み中２回 執行部・有志
24 河辺中 プロジェクトＫ（全校クリーンアップ） １０月中旬 全校生徒

25 雄和中 ＰＴＡ早朝草刈り奉仕作業 ６月
有志生徒

有志保護者
26 南高中等部 通学路クリーンアップ １０月上旬 執行部・保健委員
27 土崎中 地域クリーンアップ 夏休み中 全校生徒
28 秋田北中 小泉潟クリーンアップ 未定 有志生徒
29 秋田北中 夕日の松原クリーンアップ 未定 有志生徒
30 秋田北中 階段の掃除 毎日 各部活動
31 外旭川中 地域クリーンアップ活動 ８月下旬 執行部・有志
32 外旭川中 除雪ボランティア 冬期 執行部・キャプテン会

33 泉中 泉中雪寄せ隊 1月8日 １・２年有志
34 泉中 雪かき 冬期 野球部
35 泉中 通学路のクリーンアップ（泉中ゴミ収集レンジャー） 8月22日 全校生徒
36 将軍野中 Ｓmile Ｄay 毎月２日 全校生徒（部活動単位）

37 将軍野中 地域清掃 夏休み 部活動単位
38 将軍野中 落ち葉拾い １０月～ 全校生徒（ボランティア）

39 将軍野中 雪かき １２月～
全校生徒

（部活動単位）
（ボランティア）

40 将軍野中 登校中のゴミ拾い 不定期 全校生徒
41 飯島中 除雪活動 積雪時 全校生徒
42 飯島中 落ち葉回収ボランティア 秋季 全校生徒
43 飯島中 地域清掃ボランティア 7月24日 全校生徒

【活動目的別アクションプラン②】

北

地域を美しく保つための美化活動

東

西

南



地区 学校名 活動名 時期 規模

1 秋田東中 学校林植樹 １０月 学年単位

2 下北手中 小中合同花植え ７月
小学校
中学校

3 城東中 フラワードリーム ５月～１１月 全校生徒

4 岩見三内中 花植え ７月 全校生徒

5 西 下浜中 花植活動 ４月
全校生徒
美化委員会

6 城南中 緑の募金活動に参加
５月

全校生徒

7 御野場中 フラワーロードの花植え ６月 全校生徒

8 河辺中
プロジェクトＫ（河中緑花大作戦2018）

　全校生徒によるプランター苗植え
５月 全校生徒

9 河辺中
プロジェクトＫ（河中緑花大作戦2018）

　地域の事業所へプランター贈呈
６月

執行部
専門委員長

10 秋田北中 緑の募金 ５月 全校生徒

11 秋田北中 学校林クリーンアップの落ち葉かき 未定 全校生徒

12 泉中
プランターの苗植え
（ハートフルドリーム活動）

7月10日 全校生徒

13 将軍野中 プランターの苗植え ６月 全校生徒

地域を華やかにするための緑化活動

東

南

北

【活動目的別アクションプラン③】



地区 学校名 活動名 時期 規模

1 秋田東中 夏祭り・炊き出しボランティア ７月・１０月
執行部
有志

2 太平中 もちつき大会 １１月
全校生徒
地域の方々

3 太平中 山谷番楽（定期的な練習会＆学校祭等で発表） 通年・９月 山谷地区の生徒

4 下北手中 敬老会での演奏 ９月 吹奏楽部

5 下北手中 地域の夏祭りで演奏 ８月 吹奏楽部

6 城東中 広面夏祭りで演奏 夏休み 吹奏楽部

7 城東中 いーぱる祭りで演奏 １０月
吹奏楽部
城東太鼓

8 岩見三内中 町内ＰＴＣＡ ７・１２月
全校児童・生徒

地域の方々

9 岩見三内中 岩見三内夜店・ユフォーレ祭り 夏休み 吹奏楽部

10 秋田南中 竿燈しおり配り（竿燈大通り、ポポロード） ８月
執行部

図書委員会

11 山王中 竿燈祭りへの参加 ８月３～６日 郷土芸能クラブ

12 秋田西中 雄物川花火大会参加 ８月 全校生徒

13 秋田西中 日吉神社お祭り参加 ５月 希望者

14 秋田西中 雪祭り参加 １月
執行部
部活動

15 下浜中 羽川剣ばやし発表（学校祭） 9月8日 全校生徒

16 勝平中 「いつまでも元気　かつひらの集い」 6月24日 執行部

17 勝平中 敬老会 9月17日 執行部

18 勝平中 勝平地区運動会の司会 9月25日 執行部

19 勝平中 雄物川花火大会「地域の中学生によるデザイン花火」 8月11日
執行部
一般生徒

20 勝平中 勝平日吉神社祭典御神輿担ぎ・奉納演奏 10月10日
３年男子
吹奏楽部

21 豊岩中 かしま祭り ６月 全校生徒

22 豊岩中 やまはげ １月 町内会毎

23 城南中 三皇祭（牛島地区）に参加 ７月 希望者

24 御野場中 火振りかまくら 1月15日
執行部
一般生徒

25 河辺中 祭祭かわべでの吹奏楽演奏 ８月 吹奏楽部

26 河辺中 河中祭での河辺太鼓披露 ９月 有志

27 河辺中 河辺まるごと祭り作品展示 １０月 有志

28 雄和中 おけさ祭り ８月中旬
吹奏楽部
希望者

29 土崎中 土中祭での土崎港囃子の演奏 ９月 希望者

30 秋田北中 北中祭での北中ソーラン・黒川番楽の披露 ９月 希望者

31 外旭川中 地域の夏祭りでの演奏 ８月下旬 吹奏楽部

北

【活動目的別アクションプラン④】

地域の文化を継承するための活動

東

西

南



地区 学校名 活動名 時期 規模
1 秋田東中 老人福祉施設への訪問 １０月 １年生
2 下北手中 小学校の運動会の手伝い ９月 部活動単位
3 下北手中 小学校へのサポートティーチング ７月 １年生
4 下北手中 小学校への読み聞かせ １２月 図書委員
5 城東中 母校訪問 9月25日 ３年生
6 城東中 小学生体験入学 11月20日 １年生・執行部
7 岩見三内中 せせらぎ苑訪問 １２月 執行部・吹奏楽部
8 岩見三内中 小・中合同運動会 ５月 全校児童・生徒
9 岩見三内中 学校祭での生徒会企画 ９月 執行部・代表委員
10 秋田南中 老人介護施設訪問 １０月 ３年生
11 山王中 児童館での読み聞かせ 夏休み中 執行部

12 山王中 被災地訪問 １０月
執行部

吹奏楽部
郷土芸能クラブ

13 秋田西中 老人介護施設訪問 ８月 執行部・希望者
14 秋田西中 ３年生と老人施設交流会 ９月 ３年生
15 下浜中 海の家ボランティア 7月29日 １・２年生
16 下浜中 地域老人ホームボランティア ９月 ３年生
17 勝平中 かがやきの丘祭り（きらり支援学校との交流） 7月21日 執行部

18 豊岩中 敬老会 ９月
吹奏楽部
生徒会長

19 豊岩中 空き缶回収 毎月第３木曜 全校生徒
20 豊岩中 空瓶回収 ８月 町内会毎
21 豊岩中 小中合同大運動会 ５月 全校生徒
22 豊岩中 全校創作劇へのご招待・発表 ９月 全校生徒
23 城南中 町内のラジオ体操への参加 ７月 希望者
24 城南中 町内の夏祭りへの参加 ８月 希望者
25 城南中 上北手地区運動会参加 ９月 希望者
26 御野場中 ３年生ボランティア活動 １０月上旬 ３年生
27 御所野学院中 御所野夏祭り・敬老会・クリスマスコンサートで演奏 ８月・９月・１２月 吹奏楽部

28 河辺中 地域の方との合同避難訓練 ５月・９月
全校生徒
地域の方々

29 河辺中 ＰＴＡとの合同球技大会 １１月
全校生徒
保護者

30 河辺中 学校紹介と６年生との交流授業 １１月
執行部
有志

31 雄和中 スプリングコンサート ３月 吹奏楽部
32 雄和中 ユービス祭り １０月 吹奏楽部
33 雄和中 小中合同運動会 ９月 全校生徒
34 南高中等部 母校訪問 未定 代表生徒
35 土崎中 歳末助け合い街頭募金 １２月 執行部・希望者
36 秋田北中 小泉潟クリーンアップでの小学校・高校との連携 未定 有志生徒
37 秋田北中 地域の小学校の運動会参加 未定 全校生徒
38 秋田北中 北中祭農作物販売 ９月（予定） 部門生徒
39 秋田北中 地域の病院・施設・小学校への訪問演奏 ９～１０月 吹奏楽部
40 外旭川中 小中合同ボランティア １０月 ３年生
41 外旭川中 青空キッズ ７月 １年生
42 泉中 地域の施設への訪問演奏 随時 吹奏楽部
43 泉中 地域連携座談会 7月6日 執行部
44 泉中 母校訪問 7月11日 ３年生

45 将軍野中 東門ふれあいデーボランティア １１月
執行部

ボランティア
46 将軍野中 小中合同クリーンアップ ９月 中１と小６
47 飯島中 町内運動会ボランティア １０月 ３年生
48 飯島中 飯中公開での地域と関わる活動 9月9日 全校生徒

北

【活動目的別アクションプラン⑤】

地域との輪を広げる交流活動

東

西

南



地区 学校名 活動名 時期 規模

1 秋田東中
ネットトラブル講話
交通安全教室
目安箱の設置

６月
通年

自転車通学生
全校

2 太平中
秋田市中学生「絆」宣言を活用しての
生活面の振り返り

長期休業前 全校生徒

3 下北手中 ネットトラブル防止の標語展示 常時 全校生徒

4 下北手中 「一心不乱」プロジェクト 前期
生活委員会
全校生徒

5 下北手中
「君は一人じゃないよ。」プロジェク
ト

後期
生活委員会
全校生徒

6 城東中 交通安全協会　標語募集への協力 ５月 全校生徒

7 城東中
「情報通信の安心安全な利用のための
標語」への応募

１２月～２月 全校生徒

8 桜中 夏休み前のSNS使用に関する寸劇 ７月 執行部
9 岩見三内中 小中合同避難訓練 ５月 全校児童・生徒

10 岩見三内中 小中きらめき班レクリエーション ５月
執行部・代表委員
全校児童・生徒

11 山王中 避難訓練での啓発活動 ５月 全校生徒
12 山王中 東日本大震災への黙祷 毎月11日 全校生徒
13 秋田南中 ネットトラブル防止の標語の募集 ２月～３月 全校生徒

14 秋田西中
自転車安全利用モデル校
ネットマナーについて考える

通年 全校生徒

15 秋田西中 校地内雪かきボランティア 通年
部活動
委員会

16 下浜中 あいさつ運動 通年 全校生徒
下浜中 絆ボックス（意見箱）の設置と有効活 通年 全校生徒

17 勝平中 「目安箱」の設置 通年 執行部・全校生徒
18 勝平中 れーて奉仕活動 12月26日 全校・ＰＴＡ

19 秋大附中
附中「思いやり宣言」を作成し各クラ
スに掲示し、全校生徒で復唱

４月～５月 執行部・全校生徒

20 豊岩中
・豊岩中学校思いやり宣言の確認
・全校生徒が仲良くなるための全校レ
クリエーションの企画・運営

４月・適期 全校生徒

21 豊岩中 全校会食会 ７・１２・２月
生活委員
全校生徒

22 豊岩中 ハイタッチデイ 毎月第1・３・５木曜日 全校生徒

23 城南中 雪寄せボランティアの募集と実施 冬期間
部活動
委員会
有志

24 御野場中 生活標語の掲示 通年
生活委員
全校生徒

25 御野場中 学級サミットの実施 通年 各種委員会
26 御所野学院中 ネットトラブル防止のポスター展示 夏休み明け 全校生徒
27 御所野学院中 ネットトラブル防止の標語の展示 冬休み明け 全校生徒
28 河辺中 心が温まるハートフルワードの掲示 通年 執行部
29 河辺中 ありがとうメッセージの募集・掲示 ２月～３月 全校生徒

30 雄和中
秋田市中学生「絆」宣言を活用しての
生活面の振り返り

長期休業前 全校生徒

31 南高中等部
「いじめ・ネットトラブル・交通事
故」防止についての取り組み

通年 執行部

32 土崎中
ネットトラブル防止の標語募集とポス
ター作成

通年 全校生徒

33 秋田北中 月イチアンケート 通年 執行部

34 秋田北中 感謝を伝える「ほめーる」の活動 各学期に１回 全校生徒

35 秋田北中 生活標語の募集・掲示 後学期
執行部
全校生徒

36 外旭川中 Cheer carnival の設置 通年 全校生徒

37 泉中
泉中ネット利用３つのモットーの募
集・掲示

通年 全校生徒

38 将軍野中
いじめ防止・ネットトラブル防止の標
語募集とポスター作成

５～７月
全校生徒
美術部

39 飯島中 絆宣言の呼びかけ 毎月 中央生徒委員会

北

【活動目的別アクションプラン⑥】
安心して生活できる学校（地域）を作るための啓発活動

東

西

南


