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光陵高等学校 個人 加藤　圭祐
かとう けいすけ

3

　教育委員会が主催する「高校生によるＳＮＳ講座」に第一回から参加し、
その経験を活かして平成27年度には実行委員長として講座の企画運営の中心
として携わり、成功に導いたほか、校内１年生を対象にした「携帯電話教
室」や茅ケ崎北陵高等学校で教員向けに実施された「高校生（大学生）によ
るＳＮＳ講座」の講師として携帯電話・スマートフォンの使用やＳＮＳにつ
いて講演し、好評を博する等、情報教育の推進に貢献した。

光陵高等学校 団体 生徒会 -

　全校生徒の代表として、生徒総会の運営や目安箱設置及び寄せられた意見
への対応、校則変更にあたっては準備・変更実施等、学校生活をよりよくす
るための活動を積極的に行っているほか、50周年事業に向けて、マスコット
キャラクター（ごんたん）の制作や事業運営の準備・実施への協力等を意欲
的に行い、他の生徒の模範となった。

旭高等学校 団体
ボランティア
登録チーム

-

　旭警察と連携し、近隣小学校等で児童を対象とする寸劇とクイズによる万
引き防止等に関する防犯教室や、高齢者対象の振り込め詐欺被害防止講習等
を実施しているほか、地域の児童生徒の学びをサポートする場である「学習
サロン」に積極的に参加し、一人一人に合わせた学習支援の実施や、近隣老
人ホームへの継続的なボランティア活動、地区防災訓練への参加等、様々な
ボランティア活動の展開により、地域に貢献した。

旭高等学校 団体 生徒会 -

　生徒の代表として積極的に活動を広げ、体育大会に応援合戦を導入し大会
全体を盛り上げたり、社会見学に生徒が主体的に取り組めるよう明確な活動
テーマを設定したりと、様々な場面で意欲的に取り組み学校の活性化に貢献
しており、他の生徒の模範となっている。また、東北復興支援として被災地
の学校に本を送る取組を継続的に実施した。

磯子工業高等学
校

個人 中島
なかじま

　くる実
み

3

　技術研究部に所属して技術・技能を日々研鑽し続け、機械加工（普通旋盤
作業）技能検定２・３級、危険物取扱者乙種３・５・６類、第二種陸上特殊
無線技士等の諸資格の取得や、関東甲信越高校生溶接コンクール優秀賞、機
械製図コンクール最優秀賞、ジュニアマイスターゴールド、高校生ものづく
りコンテスト旋盤作業部門神奈川県大会優勝等、様々な舞台で優秀な成績を
収める等、大きな成果を上げており、他の生徒の模範となった。

磯子工業高等学
校

団体
磯工グリーン
クラブ

-

　校内の芝生化やその育成・管理、植樹剪定・栽培、校内清掃、緑化啓蒙活
動等の校内緑化運動を日々実施し、学校環境の向上に貢献しているほか、笹
下川再生プロジェクトへの参加や、地域の草刈り・清掃、自然体験教室「川
の学校」の講師・サポーターを務める等、地域ボランティア活動を積極的に
行い、地域に貢献する等、他の生徒の模範となった。

氷取沢高等学校 団体
ボランティア
部

-

　「Think globally Act locally 」という意識を持ちながら、地域・保護
者から廃油を集めて作った石鹸の配布、地域で重点的に清掃する場所を記載
した「地域課題マップ」の作成、バザー等の地域イベントでのエコ商品の販
売、地域農家の協力を得て運営を開始した農園から収穫した野菜を用いたカ
レー作り等、様々なボランティア活動を地域の学童施設や福祉施設において
実施し、地域に貢献しているのみならず、活動内容を海外の子どもたち向け
に発信する等、積極的に国際交流を行い、他の模範となった。

岸根高等学校 個人 唐川
からかわ

　常人
つねひと

3

　フィギュアスケート競技に熱心に取り組んでおり、１年次から３年連続イ
ンターハイ出場、全日本ジュニア選手権総合１６位等の好成績を収めてい
る。また、学校においても授業や学校行事に積極的に取り組み、他の生徒の
模範となった。

岸根高等学校 団体 吹奏楽部 -

　地域交流の一環として、地域の諸学校が参加して行われている「音楽交流
会」に継続的に参加し、積極的な交流を行う等、地域に貢献している。ま
た、校内行事のみならず学校説明会や日本丸での演奏会、高文連の吹奏楽
祭、定期演奏会等、様々な舞台で演奏を披露しているほか、練習前には校内
清掃を実施する等、他の生徒の模範となった。
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霧が丘高等学校 個人 森永
もりなが

　穣太郎
じょうたろう

3

　平成28年４月に発生した熊本地震の被災地の被害を知り、自分たちが何か
できることはないかと考え、生徒会に対し義援金活動を提案、全校生徒を対
象とした朝の募金活動及び部活動単位での募金活動の企画を立案・実行した
ほか、友人のいる他校に呼びかけて募金活動の輪を広げることに成功する
等、積極的な活動により被災地支援の輪を広げ、他の生徒の模範となった。

舞岡高等学校 団体 美術部 -

　地域自治会からの依頼に応じ、夏祭りに町内を練り歩く山車絵やメイン会
場舞台の背景図について、自治会の要望を取り入れながら長期間かけて製作
し、イベントの成功に大きく貢献したほか、地元小学校と合同で展覧会を開
催し交流する等、地域に貢献した。

舞岡高等学校 団体 演劇部 -
　日頃から熱心に部活動に励むとともに、地域小学生を対象とするいじめ防
止演劇や非行防止を目的とした朗読劇・創作劇の上演を実施し、地域の非行
防止教育を推進する等、地域に貢献した。

横浜緑園総合高
等学校

個人 井上　紗希
い の う え さ き

3

　空き時間や放課後を利用して日々電卓技能の向上に励み、神奈川県高等学
校珠算・電卓競技大会において二年連続優勝を果たし全国大会に出場を果た
すなど、優秀な成績を収めた。一方で、普段の学校生活においても、学校説
明会スタッフとして活躍するなど何事にも積極的に取り組んでおり、他の生
徒の模範となった。

横浜緑園総合高
等学校

団体 吹奏楽部 -

　毎日の練習を地道に継続し、２年連続で県大会上位入賞、東関東大会出場
等の優秀な成績を収めている。また、毎年９月に地域の老人ホームで行われ
る納涼祭において演奏活動を実施しているほか、地元の幼稚園・小学校・中
学校・高等学校・大学が協力して行う５校ジョイントコンサートの幹事校と
して運営の中心を担い、地域交流の架け橋として活躍し、地域の活性化に貢
献した。

個人 田所
たどころ

　佳樹
よしき

2

個人 巴
ともえ

　寛道
ひろみち

2

個人 小峰
こみね

　大樹
たいき

2

川崎高等学校 個人

ジョンソン

ジェフリー海
か

人
いと

2

　５月２日19時頃に、自宅マンションの一階ロビー付近で二歳くらいの幼児
が素足で歩いているところを発見し、そのままにしておくのは危険だと考え
幼児の世話をしながら親が来るのを待機していたが誰も来る気配がないた
め、近隣の川崎警察署に連れて行き、幼児は保護された。適切な判断と行動
により幼児の安全を確保し、他の生徒の模範となった。

向の岡工業高等
学校

団体 弓道部 -

　例年フランスからの留学生が来日する際、弓道の指導を通して国際交流を
積極的に行っているほか、文化祭で的当てゲーム等の出し物を実施し、学校
を訪れた地域の人達に気軽に弓道に親しんでもらい、地域に貢献している。
一方で、毎日の地道な練習を着実に積み重ね、様々な舞台で優秀な成績を収
めており、他の生徒の模範となった。

向の岡工業高等
学校

個人 秋葉
あきば

　宥
ひろ

行
ゆき

4

　１年次から所属している陸上競技部の部長として部をよくまとめ、毎日の
練習を熱心に行い優秀な成績を収めている一方、学業もおろそかにせずに真
面目に取り組んでいる。また、文化祭においては地域貢献活動の一環として
自転車修理の手伝いを行う等、地域貢献活動にも積極的に参加し、他の生徒
の模範となった。

川崎高等学校

　１年次より硬式野球部に所属しており、平成27年8月から平成28年4月まで
の期間中は部員３名のみであったが、部員不足で公式戦に出場できない状態
であってもくじけることなく「９人揃って夏１勝」を合言葉に活動を続け、
平成28年夏の公式戦においては選手11名・マネージャー3名の計14名の部員
で参加し、勝利こそ逃したものの３年生主体のチームを相手に健闘し、他の
生徒の模範となった。
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向の岡工業高等
学校

個人 德
とく

 裕太
ゆうた

4

　地球惑星科学部の部長としてリーダーシップを発揮し、「青少年のための
科学の祭典」神奈川大会や子どもサイエンスフェスティバル等に神奈川の大
地をテーマにした子ども向け実験で出展し、好評を得る等、子どもたちに科
学の魅力を伝えるとともに、神奈川の防災教育推進にも貢献しており、他の
生徒の模範となった。

津久井浜高等学
校

団体 保健委員会 -

　地域の方と協働してハザードマップを作成し、それをもとにしたＤＩＧ研
修を実施したほか、石巻市立蛇田中学校の前校長を講演者として招待し、全
校生徒、保護者及び地域住民を対象に東日本大震災時の経験に基づく防災教
育講演を企画・実現させる等、実践的な防災活動を推進し、地域に貢献し
た。

大楠高等学校 個人 江
え

越
ごし

　昇
しょうや

也 3

　マウンテンバイククロスカントリー及びクロスカントリーリレー競技にお
いて日々の練習を重ね、３年次にはチェコで開催された世界選手権大会に日
本代表として出場、タイで開催されたアジア選手権大会では７位に入賞する
等、国内外の大会で優秀な成績を収めている。また、学校生活においても地
道に努力し、練習と学業を両立させ、他の生徒の模範となった。

個人 小堀
こぼり

　龍之介
りゅうのすけ

3

個人 近
こん

　駿介
しゅんすけ

3

高浜高等学校 個人 駒田
こまだ

　菜々
な な

香
か

2

　福祉教養コースに在籍し、手話コミュニケーション部にも所属する等、日
ごろから手話技術の向上に真摯に取り組み、第３３回「全国高校生の手話に
よるスピーチコンテスト」においては全国から本大会に出場する10名に選ば
れ、「心に響いた言葉」をテーマに手話スピーチを披露する等、高い手話技
術を習得している。また、副部長として部の運営を支え、イベントでの手話
通訳や地域行事への手話コーラスでの参加等、地域貢献活動に積極的に取り
組み、手話の理解・普及の推進に貢献した。

鎌倉高等学校 団体 生徒会 -

 全校生徒の代表として、体育祭や文化祭をはじめとする各種学校行事の企
画・運営に積極的に携わり、明るく活発な雰囲気の醸成に大いに貢献してい
る。また、近隣の高等学校と「市内四校連携高校生サミット」を定期的に開
催し、情報の共有・交流を行っている他、インターアクトクラブへの参加や
鎌倉市長・神奈川県知事との交流を行う等、校外活動を意欲的に行い、他の
生徒の模範となった。

鎌倉高等学校 団体 演劇同好会 -

　神奈川県警と連携し、映像を利用したクイズ形式で非行防止を訴える「高
校生による非行防止教室」を近隣中学校で実施して好評を得るなど、中学生
の社会規範意識の醸成に貢献したほか、神奈川県立青少年センター主催の
ワークショップにも積極的に参加するなど、地域の青少年非行防止活動に積
極的に取り組み、地域に貢献した。

湘南高等学校 個人 堀越　優樺
ほ り こ し ゆ う か

2

　日頃から熱心にサーフィンの練習に取り組み、世界大会で５位に入賞する
等、様々な大会で優秀な成績を収め、国内のみならず国際的に活躍した。ま
た、学校生活においても地道に努力し、練習と学業を両立させ、他の生徒の
模範となった。

湘南台高等学校 団体
ボランティア
部

-

　「湘南台七夕まつり」をはじめ、「フェスタとらいあんぐる」や「灯篭流
し」「藤沢市友情キャンプ」等においてハンドベルの演奏や手話の披露、イ
ベントの運営協力等を行うなど、地域のイベントに積極的に参加しているほ
か、地域老人ホームを定期的に訪問し、お誕生会やクリスマスパーティ等に
参加して高い評価を受ける等、地域に貢献した。

横須賀明光高等
学校

　国際交流委員会委員長・副委員長として、横須賀米軍基地内ティーンセン
ターとの交流や文化祭での来場者案内、国際科専門科目内における外国人観
光客へのインタビュー活動等、様々なグローバル教育活動の中心となってい
るほか、ＨＩＤＡ（(財)海外産業人材育成協会）のフィリピンEPA介護福祉
士候補者研修コースの日本語会話研修に日本の高校生を代表して参加し、研
修生とコミュニケーションを深めて大きな評価を得る等、グローバル教育を
大いに推進し、他の生徒の模範となった。

3
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小田原高等学校 個人 井上
いのうえ

　七海
ななみ

3

　箱根山火山が活性化したことをきっかけに自宅に防災用の簡易トイレが準
備されていないことに気づき、身近なものを利用して簡易トイレを作成でき
ないかと考えて研究を進め、第64回全国高等学校家庭クラブ研究発表大会
ホームプロジェクト部門において関東ブロックを代表して研究発表を行い、
文部科学大臣賞（最優秀賞）及びクラブ員奨励賞を受賞する等、高い評価を
得ており、他の模範となった。

茅ケ崎高等学校 団体
チアリーディ
ング部

-

　日頃から技術の研鑽に励み、平成27年度神奈川県チアリーディング部大会
高校部門で優勝、ジャパンカップ高校部門で全国13位、高等学校チアリー
ティング選手権大会で全国10位等優秀な成績を収めているほか、地域イベン
トに積極的に参加して好評を得る等、地域に貢献した。

相原高等学校 団体 相原夢工房 -

　農業科で生産、開発した商品や地元相模原市の特産品を地域に向けて販売
しているほか、毎年夏には東京の大学と連携した即売会の実施や地元ショッ
ピングモール、町内会、小中学校等と連携した活動等、販売活動を通して地
元の生産者や消費者を結びつけ、活発な交流を長年継続するなど、地域の活
性化に貢献した。

相原高等学校 団体

総合ビジネス
科有志　地域
連携

-
　例年行われている橋本七夕まつりにおいて、昨年度に引き続き地元の橋本
商店街協同組合と連携し、イベントの企画、準備、当日のボランティア活動
等を実施する等、積極的にボランティア活動を行い、地域に貢献した。

神奈川総合産業
高等学校

個人 砺波
となみ

　光明
みつあき

3

　特に工業の授業において熱心に取り組む等、学校授業・行事に積極的に取
り組んでおり、規律を守る姿勢や挨拶の励行等により他の生徒の模範となっ
ているほか、１年次より所属している自転車競技部の練習を主将としてチー
ムをよくまとめ優秀な成績を収めつつ、学年トップクラスの成績を収める
等、多様な場面で高い意志を持ち様々な活動に取り組んだ。

神奈川総合産業
高等学校

団体 ＬＢＴ部 -

　長年にわたり、視聴覚室の照明・音響機器等のオペレート技術を研鑽し、
卒業式・入学式等の行事や各種部活動の発表会、コンサート等における機器
の操作・演出をはじめ、学校説明会や青少年のためのロボットフェスタ、高
等学校ＰＴＡ地区大会等、さまざまな場面で行事の準備・開催に裏方から貢
献している。また、相模原市青少年学習センターでの相模原市主催イベン
ト、海老名イオンでのイベント等、外部ライブ等においても積極的に演出等
を受け持っており、他の生徒の模範となった。

相模原高等学校 団体
バスケット
ボール部

-

　日ごろから熱心に部活動に取り組み、バスケットボールの技術を研鑽して
いるのみならず、（財）相模原市まちみどり公社が実施する、季節の花の苗
を配布して地域周辺に植えることで市内の緑化・花のまちづくりを推進する
取組「花のまちづくり・みどりいっぱい運動」に十数年前から継続的に参加
し、年二回配布された花苗を学校周辺の道路脇花壇に植え、雑草取り・水遣
り等の管理を行っており、同団体や地域住民から厚い信頼を得る等、地域に
貢献した。

相模原高等学校 団体 マンドリン部 -

　日ごろから熱心に部活動に取り組んでおり、入学式や卒業式、オープンス
クール、文化祭等の学校行事での演奏や、あまり身近でない楽器について
知ってもらおうと司会やトークに工夫を凝らした定期演奏会の実施、高等学
校文化連盟主催の演奏会への参加等、意欲的に活動しているとともに、地域
の公民館等からの演奏依頼にも可能な限り参加協力する等、地域に貢献し
た。
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三浦臨海高等学
校

個人 林
はやし

　武志
たけし

1

　日本アマチュアポケットビリヤード連盟神奈川県支部に所属し、日ごろか
ら熱心に練習に取り組んで技術を研鑽し、平成28年度全日本アマチュアナイ
ンボール選手権において最上位クラスであるＡ級で３位、第52回全日本都道
府県対抗チャリティポケットビリヤード選手権において５位という優秀な成
績を収めたほか、2015年ジュニア日本代表に選出され、アジア選手権、世界
ジュニア選手権に出場する等、様々な舞台で活躍しており、他の生徒の模範
となった。

個人
KROHN LARA
JULIET

1

個人
DEKEYSER
INGVILD MARIA

1

個人
STEINBRINK
GWENDOLYN
LARA

1

厚木商業高等学
校

個人 広松
ひろまつ

　碧
あおい

3

　１年次より簿記部、珠算・電卓部に所属して活動に熱心に取り組み、３年
次からは部長として他の部員をよくまとめ、平成27年度全国高等学校簿記コ
ンクール及び平成28年度全国高等学校珠算・電卓競技大会電卓の部において
全国大会出場の原動力として活躍した。また、毎週土曜日は他の部員ととも
に地域清掃活動を継続的に実施し、朝のあいさつ運動やエコキャップ運動に
も積極的に参加するなど地域に貢献しており、他の生徒の模範となった。

厚木清南高等学
校

個人 西京
さいきょう

　佑馬
ゆうま

1

　キックボクシングジム「K-1 GYM Team Dragon」に所属し、日々の練習に
熱心に取り組み、K-1甲子園2016高校生日本一決定トーナメント60kg級にお
いて、１回戦から準決勝まですべてでダウンを奪い、決勝戦では3-0の判定
勝ちで勝利するなど、優秀な成績を収めているほか、学校生活においても学
業や行事に熱心に取り組み、クラスの中心として活躍しており、他の生徒の
模範となった。

大和高等学校 団体 応援団チア -

　日頃から熱心に活動に取り組み、地元のつきみ野自治会主催の夏祭りに継
続的に参加し、チアダンスを披露して好評を博しているほか、興味をもった
子供たちにダンスを教え、地域や商店街のイベントに一緒に参加する等、地
域の活性化に貢献した。

伊勢原高等学校 個人 鍛代
きたい

　龍也
りゅうや

3

　地域の教育者研究会が主催する高校生シンポジウムに１年次から継続して
参加し、平成２８年度は主催者側の依頼により企画・立案から当日の運営ま
で中心となって活躍、他校参加者の意見をまとめつつ会を成功に導き高い評
価を得た。また、茶道部の一員として日頃から地域施設の訪問やイベントに
積極的に参加し、地域に貢献しているほか、生徒会長として校内の活性化に
努める等、様々な活動により他の生徒の模範となった。

伊勢原高等学校 個人 田中
たなか

　みのり 3

　女子バレーボール部マネージャーとしてチームの大きな支えとなっている
ほか、台湾国立華僑高級中学・台中私立東山高級中学との姉妹校等交流にお
いて、準備段階から相手校生徒と英語でメール交換を行い、現地においては
中国語・英語・日本語を交えながら積極的にコミュニケーションを取るな
ど、円滑かつ濃厚な交流活動に貢献したほか、訪問団の生徒代表として台北
市・台中市教育局へ表敬訪問した際にはお礼の言葉を堂々と述べ、他の生徒
の模範となった。

座間高等学校 個人 田中
たなか

　桃子
も も こ

2

　女子サッカークラブチーム「日テレメニーナ」にゴールキーパーとして所
属し、日々の厳しい練習に熱心に取り組んで技術を研鑽し、2015年11月には
ＡＦＣU-16女子選手権大会2015中国（アジア選手権）の日本代表メンバーと
して活躍、更に、今年10月のFIFA U-17女子ワールドカップヨルダン2016で
は、日本代表の守護神としてゴールを守り続け、チームの準優勝に大きく貢
献するなど、数々の実績を残している。普段の学校生活においても、日本代
表の重責を背負いながら学業や行事にも熱心に取り組んでおり、他の生徒の
模範となった。

厚木高等学校

　10月21日午後17時頃、１学年遠足終了後に、江の島海岸にて服を着用した
まま海に入る男性を目撃し、不審に思い警察へと通報した。さらに、男性が
海に浮かび動かなくなったため、付近にいた男子大学生２人と協力して海に
入って意識のない男性を引き戻し、駆け付けた警察に引き渡した。この適切
な対応によって男性は一命をとりとめる等、人命救助に貢献し他の生徒の模
範となった。
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座間総合高等学
校

団体
男子バスケッ
トボール部

-

　横浜市神奈川消防団主催の防災体験訓練や座間市少年少女消防訓練教育講
座の災害・救命編等に参加し、救急法の知識を積極的に身に付けているほ
か、その知識を活かし、第45回ソレイユざま体育祭にボランティアとして参
加、運営を補助する等活躍し、地域に貢献した。

綾瀬高等学校 団体 硬式野球部 -

　(福)綾瀬市社会福祉協議会が平成23年度より開催している綾瀬市福祉レク
リエーション大会に毎年部員全員で参加し、駐車場係、競技係、用具係の３
班に分かれて参加者のレクリエーション活動サポートを行う等、積極的にボ
ランティア活動を展開し、地域に貢献した。

吉田島総合高等
学校

個人 古田
ふるた

　歩
あゆみ

3

　日頃からフラワーアレンジメントを熱心に勉強し、県大会で最優秀賞を受
賞するなど優秀な成績を収めているのみならず、学校の卒業式に使用される
大量の花を利用して近隣の学校を飾花することを考え、近隣幼稚園・小中学
校と協働した飾花活動を展開し、好評を得る等、地域交流の活性化に貢献し
た。

吉田島総合高等
学校

個人 宗形
むなかた

　真実
ま み

3

　地元休耕地の再利用及び６次産業振興による町おこしを目指して地元企業
が取り組んでいるトチュウ栽培について、栽培体系を含めた増殖方法の確立
が急務であったところ、研究協力の依頼を受け、未熟種子と完熟種子を使用
した無菌は種の比較実験や、植物ホルモンの組み合わせによる適正培地比較
実験を実施し、完熟種子からの種子繁殖以外の増殖方法を確立させ、生産性
の向上に大いに貢献したほか、有限会社碧山園と連携した販売、ＰＲ活動へ
の協力を行う等、地域活性化に貢献した。

吉田島総合高等
学校

個人 渡邊　康平
わたなべ　こうへい

3

　草花部の一員として、近隣幼稚園・小中高等学校等と連携した交流事業に
おいて、卒業式のステージを花で飾る飾花活動や花の栽培指導、生命の星・
地球博物館と協働した「バイオテクノロジー教室」や「コサージュ教室」の
開催等、様々な活動を行っている。また、戦後収穫量が減少し、幻とも呼ば
れる里芋「開成弥一芋」の復活・普及に向けて、植物バイオテクノロジーを
使った増殖実験等の研究や栽培管理に日々粘り強く取り組んでいるほか、食
育活動の一環として地域幼稚園での栽培を行い、給食に提供する等、熱心に
研究活動に取り組むのみならず地域にも積極的に貢献しており、他の生徒の
模範となった。

麻生養護学校 団体

高等部アート
コース美術グ
ループ　アト
リエ・アンカ
ラ

-

　表現活動を通して主体的な行動や社会参加力を身に着けることを目指し、
日々熱心に活動を続けており、校内作品展示やスクールバス内での展示等、
学内での展示のほかに、近隣老人施設や町内会館への展示、地域イベント等
への出展を積極的に行い、好評を得る等、地域に貢献した。

岩戸養護学校 個人 岩澤
いわさわ

　龍斗
りゅうと

2

　マラソン部に所属し日頃から熱心に練習に取り組み、神奈川障害者スポー
ツ大会をはじめ校内外の大会に積極的に参加して優秀な成績を収めている。
また、生徒会副会長として生徒会行事の運営に積極的に取り組んでおり、全
校及び学年のリーダーとして活躍するなど、他の生徒の模範となった。

岩戸養護学校 団体
生徒保健委員
会

-

　歯磨き強化週間における歯磨き日常化の呼びかけや、熱中症予防のポス
ター・カードによる体調管理の呼びかけ、生活習慣改善・感染症予防の劇の
上演、地域への健康に関する情報発信等、様々な保健・衛生に関する活動を
積極的に実施し、全校生徒・地域の方の健康保持増進に貢献した。

相模原中央支援
学校

団体 高等部生徒会 -

　マラソンランナーの高橋尚子氏が中心となって行われている、大きさが合
わなくなり捨てられるシューズを回収し、洗浄してアフリカの子供たちに送
る「スマイルアフリカプロジェクト」に参加し、シューズがないためにけが
をし落命する子どもたちが多く存在しているアフリカの現状について学習し
た上で、校内全家庭に寄付協力を呼びかけ、集まったシューズを洗浄して送
付する等、熱心なボランティア活動を展開しているほか、お礼としてアフリ
カから贈られたヒマワリの種を地域の広場に蒔き、育てることで環境美化を
推進する等、地域に貢献した。
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個人 五十嵐
い が ら し

　裕
ゆう

輝
き

3

個人 西澤
にしざわ

　和穂
かずほ

3

個人 藤田
ふじた

　翔太
しょうた

3

横浜ひなたやま
支援学校

団体

オフィスサー
ビスユニット
作業学習班

-

　学校や地域等、様々な機関から名刺印刷・袋作り・Ｔシャツ制作等の幅広
い注文・依頼を受け、生徒一人ひとりが積極的にアイディアを出しながら協
働作業を展開しているほか、地域のイベント等にも率先して参加し、地域住
民や生徒・保護者のニーズに合わせた製品の製作・販売に取り組む等、地域
社会に貢献した。

横浜ひなたやま
支援学校

団体

フードサービ
スユニット
作業学習班

-

　お礼品の依頼を受け校内の他ユニットと連携したクッキー作りを実施して
いるほか、NPO法人中央支援会と連携し、学校給食の主食材としてフォカッ
チャ等のパン作りを行い、教員・生徒に出来立てのおいしいパンを提供する
等、学校全体のつながりを深める活動を展開している。また、地域施設での
イベント等に積極的に参加し、パン・製菓の販売を通して地域に貢献した。

合同 団体

神奈川県高等
学校文化連盟
生徒委員会

-

　各専門部会の代表生徒や有志の学校代表生徒から構成される生徒委員会
は、県高等学校文化連盟諸行事の企画、運営の中心として学校の枠を超えて
積極的な活動を展開しているが、特に平成11年度以降、手話コーラス発表や
来場者に向けた手話解説等を継続して実施し、先頃行われた平成28年度の総
合開会式では、生徒委員長が手話をしながら生徒代表の言葉を述べ、従来か
ら取り組んでいる手話コーラスに加え、今年度は平塚盲学校合唱部の生徒と
一緒に合唱を行い、特別支援学校との交流を深める等、手話活動に積極的に
取り組み、手話の普及・理解推進に貢献した。

横浜ひなたやま
支援学校

　文化祭「よこひな祭」において有志を募ってダンスを発表し、文化祭を盛
り上げるなど、大きな行事において初めてのことに果敢に挑戦し、綿密な計
画・準備により成功させたことにより、他の生徒の模範となっただけでな
く、活動の輪を広げ、学校・家庭・地域の繋がりの活性化に貢献した。
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