
１ キャリア教育の推進について 

 

１ 具体的な取組と達成状況について     

  自分の長所に気付き，いいところを伸ばしつつ，将来の生き方や就きたい仕事を具体的に描き，そ

の実現を目指してたくましく生きていく子どもを育てるには，全教育活動を通して，小学校低学年の

段階から積み上げていくべきことがある。 

   ・人間関係形成能力（自他の理解能力，コミュニケーション能力） 

   ・情報活用能力（情報収集・探索能力，職業理解能力） 

   ・将来設計能力（役割把握・認識能力，計画実行能力） 

   ・意志決定能力（選択能力，課題解決能力） 

そこで，本校では，過去数年来，係活動や委員会活動，ボランティア活動を中心にして，身の回り

の仕事や環境への関心，意欲の向上，勤労を重んじ目標に向かって努力する態度の形成，周りとのコ

ミュニケーションを通し，積極的に働きかける力の育成を目指してきた。また，低学年では地域の公

共施設や店舗を見学し，そこで働く人の様子を調べたり，町の人の思いを聞いたりしている。３年生

以上では，総合的な学習の時間（たけくら学習）を通して，地域で働く人たちの願いを聞いたり，仕

事の様子を見たり，実際に体験したりしている。さらに，社会科や道徳，学校行事等と関連付け，働

くことへの関心や意欲を少しでも高めようと考えている。 

 

 ⑴ ボランティア活動 

４月に６年生を中心に４つのボランティアグループ（あいさつ，

クリーン，花いっぱい，リサイクルボランティア）を作った。昨年

度の反省から，４月末に全校生が４つのグループの中から，自分が

やってみたいボランティアを決め，協力しながら活動してきた。昨

年度，児童会で決めた月１回のボランティアの日には，全校生がそ

れぞれの活動に分かれ，ボランティアを進めていった。上級生が下

級生に呼びかけたり，下級生は上級生をお手本にしたりして，全校生の絆がボランティアを通して

深まったように思う。 

特にあいさつ運動はほとんど毎日玄関であいさつができている。「おはよう」という声かけに，「お

はよう」と元気のよい返事が返ってくる。朝から，気持ちのよい光景が見られた。頑張っている児

童には，全校朝礼で校長から賞賛の言葉をもらったり，がんばり賞を受賞したりして，意欲化にも

つながった。こうして，様々な活動の中で，互いに声をかけ合い，コミュニケーションをとってい

くことで，よりよい人間関係ができている。また，今自分がしていることが学校や周りの人のため

になっているという自己有用感を持つことができた。 

 

 ⑵ たけくら学習 

   たけくら学習では，地域に出かけ，働く人の様子や思いにふれて

いる。１，２年生の生活科の学習では，まずは学校の先生とのふれ

あいから始まる。それから，地域に出かけ，郵便局，道の駅，いろ

いろな店舗などで働く人の話を聞き，社会にはいろいろな仕事があ

ることに気づけた。 

３，４年生では，温知会の人たちとの出会い，製麺所や内場ダム，

消防署，クリーンセンターの見学をし，そこではたらく人たちの専門性やすごさにふれた。ぼくも

「あんなことをしてみたい。すごいなぁ。」などとあこがれの思いも抱くようになった。特に４年生

では，健祥会リブレを訪問し，高齢者と接することで，相手に合わせたコミュニケーションの体験

ができた。また，そこで働く介護士等の仕事の様子を見たり，補助したりすることで，働くことの

すばらしさも実感できた。 

５年生では，農業体験を通して，生産の喜びを味わうとともに，農業に携わる人たちの仕事の一

部を体験し，その苦労を実感できた。 

【玄関でのあいさつボランティア】 

【１年生の学校探検】 
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 ⑶ 修学旅行 

   ６年生は，今回初めて「キッザニア甲子園」を見学地にし，職

業体験を行った。事前学習では，まず，やってみたい職業をイン

ターネットで調べることで，「こんな仕事もあったんだ。やって

みたいなぁ」など新しい発見もあった。当日は，医者，テレビ局，

警備会社，警察，自動車整備，ラジオ局，パン屋，カメラマン，

ジュース工場，ピザショップなど多様な職業を体験できた。５時

間半という長い時間にもかかわらず，児童は様々な職業を体験で

きた。学校に帰ってからも，このキッザニアでの体験がどの児童

にも心に深く思い出として残ったようである。今回の体験を中学校での職場体験にも生かせればと

思う。 

 

 ⑷ 県学習状況調査の結果より 

３年生以上に実施した県学習状況調査での質問紙調査の

結果を２年前のＨ２３年度のデータと比較してみた。（４段
階評価で４：特にそう思う ３：思う ２：あまり思わない 
１：全く思わない）「係や委員会などの自分の役割はできて
いるか」，「家の手伝いはしているか」については，２年前に
比べると大幅に伸びている。「あいさつはできていますか」
についても同様である。あいさつボランティアの継続的な実

践の表れかもしれない。自分の将来に夢や希望をはっきり持
っている児童は，６０％を超えており，２年前と比べると２
０％増である。自分の将来の職業への関心や意欲が高くなっ
ていることが分かった。また，人の役に立ちたいと感じてい
る児童も９０％を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 改善の方向や具体的な方策について 

⑴ 学年に応じて，ボランティアの意義や学校での活動方法を明確にする。目的意識をはっきりさせ

た上で，他教科等の関連を図る。また，生活目標との関連を図ったり，頑張っている児童には何か

の形で賞賛の場を設けたりして，意欲化を図る。 

⑵ 家庭との連携を図り，家族の一員としての自覚を持たせ，進んで手伝いができる手立てをさらに

考える。 

⑶ ６年生がリーダーシップはとっていくが，小規模校ということもあり，４年生以上がリーダーと

しての自覚を持って下級生をリードできるようにしたい。また，縦割りで活動するよさもあるが，

低・中・高と２学年ごとに活動内容を決めるということも活動時間の確保の面から考えられる。基

本的には，周りの人のために限られた時間の枠組みの中で何ができるのか，それを見つけ，可能な

限り実行できる児童を育てることがキャリア教育で，それが子どもたちの将来の基盤となるはずで

ある。 
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【キッザニアでの職業体験】 



２ 道徳教育について 

 
１ 具体的な取組と達成状況について 
   本校では，豊かな人間性の育成に向けて，道徳教育マスタープラン構想を作成し，実践している。

１学期は「自分づくり」，２学期は「なかまづくり」，３学期は「集団づくり」である。そして，重
点課題として，次の３本柱を設定している。 

 
               キ   リ       リ 

     キリリ学習  ･･･ 規則や規律を守る大切さを理解する学習 
     ハート学習  ･･･ 命を大切にする学習 
     ふわりん学習 ･･･ 思い合いを学ぶ学習 
 

 

１学期 
（自分づくり） 

自分を見つめよう 

５月 ･･･ キリリ学習 

６月 ･･･ ハート学習 

 
２学期 

（なかまづくり） 

自分も友だちも大切にしよう 

１１月 ･･･ ふわりん学習１ 

（「強めよう絆」月間とする） 

 
３学期 

（集団づくり） 

自分を高めよう 

１月 ･･･ ふわりん学習２ 

 

   学んだことは，全校統一の「ふわりんファイル」に整理し，何度も振り返れるようにしている。 
 
（１）生活目標との関連 

    毎月，「生活目標」（生活指導目標の具体化）を設定し， 
その期間に培いたい「児童の豊かな心」のもととなる自 
己有用感を高めることを目標としている。そして，全教 
職員の共通理解と共通指導のもと，様々な集団での活動 
を通して，自他を尊重し温かく人間味のある人間関係を 
つくる力を育成するとともに，望ましい生活態度が実践 
できるようにした。 

    ６月と１月には「なかよしアンケート」をして，好ましい人間関係の指導のあり方を検討して
いる。「学校に行くのが楽しいですか」の項目では「とても楽しい」と回答した児童が 80％(６月
66％)，「学校で楽しくないときがありますか」の項目では「ほとんどない」と回答した児童が 73％
(６月 53％)と，６月よりも大きくポイントを上げている。また，「お金や持ち物の持参を強要され
た」の項目では「ない」と回答した児童は前回も今回も 100％である。また，戸外で異学年と遊ぶ

姿も見られる。優しいことばかけや助け合える子が増え，学校行事の充実とともに，学校生活を
楽しんでいると感じている子が多くなっている。さらに，ボランティア活動の一つである「あい
さつ運動」に進んで参加する児童が増えてきた。 

 
（２）「道徳の日」 
    家庭との連携を図って，月に一回程度「道徳の日」を 

設定している。ワークシートには児童の振り返りを書く 
だけでなく，教師のコメントを書き加え，人間的な成長 
を見守り，よりよく生きようとする努力を認め，勇気づ 
ける評価を行っている。保護者も，児童への言葉かけや 
感想を書く機会を設けることで，児童の心の成長を感じ 
とったり，児童自身も自分の生き方への肯定感をもった 

りできる。 
    「道徳の日」で活用したワークシートは，毎回学年１ 

名ずつ取り上げ，「ふわりん通信」を発行している。 
児童一人ひとりが自分の心の中を見つめ，素直に思ったこ 
とを書くことができるようになっている。全国学力・学習状況調査の結果，「人の気持ちが分かる
人間になりたいと思う。」（100％）「将来の夢や目標をもっている。」（82％）の項目でポイントが

高く，自尊感情が育まれてきていることがわかる。 

【 ふわりん通信 】 

【 6 月・12 月の月目標とふりかえり 】 



（３）「全校 SST」（月１回程度） 

    道徳教育マスタープランの中に，ソーシャルスキルトレーニン 

グ（SST）を取り入れ、自分と違う感じ方にふれたり，友だちの 

新しい面を知ることができたりすることで，「友だちとちがって 

いてもいい。自分の感じ方でいい。」と，自分を大切にできるこ 

とを目指した。振り返りでは,「友だちが一生懸命聞いてくれた 

ので，うれしかった。」「友だちのことがわかってよかった。」な 

どの発表をする児童がいた。 

 

（４）「すこやか（縦割り）班活動」（年間を通して） 

全校生を 1年生から６年生まで１０人で構成される 4つのすこや 

か（縦割り）班に分けて活動している。 

５月にすこやかマイランチをホタルと文化の里で行った。その他， 

1年生を迎える会，水泳大会，なわとび大会などの様々な活動をす 

こやかチームで行っている。また，６年生が中心となってドッジボ 

ールなどを計画して全校生で遊んでいる。異学年で活動することに 

より，高学年は自分より下の学年のことを気遣うやさしい気持ちや 

行動が見られ，低学年は感謝の気持ちをもったり，自分の目標にし 

たりしている。 

 

（５）「校内人権月間」（「強めよう絆」月間）（11月） 

１１月は「ふわりん学習１」であり，１１月の生活目標「相手の気持ちを考えよう。」に向けて，

各学級の目標と個人の目標を決めて取り組んだ。そして，１２月４日に各学年の取組を発表した。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
（６）自己有用感を高める学校行事  収穫祭を通して   ～学校から地域へ～   

５年生が毎年総合的な学習の時間に米作り体験をしている。苗を育てた後，水の管理は農園指導 

部の方々の協力を得て行っているが，児童数が少ないため，田植えと稲刈りは全校生に呼びかけて

行った。他の学年は，学級田で収穫祭に使用する白菜・大根・人参・ネギを作り，収穫祭では，全

校生で育てたサツマイモや野菜で豚汁と餅つきをした。お世話になった人や招待したい方々を呼ん

で楽しい会食を行うことができた。また，招待できなかった「子どもＳＯＳの家」や「福祉施 

設の方々」には，できあがったお餅を届け，感謝の気持ちを表した。届ける児童らのうれしそうな

笑顔がこぼれていた。 
 
２ 改善の方向や具体的な方策について 
（１） 「なかよしアンケート」結果から，ときどきではあるが「学校生活が楽しくない」と感じるこ

とがあったり，「仲間はずれにされたり無視されたりした」経験があったりする児童が 20％前後存

在している。また，「いけないことをしている児童を見た経験がある」の項目では，どちらも 30％
近い児童が「ときどきある」と回答している。大きな事件や事故につながるような行為や，継続
的ないじめの存在はないと思われるが，小さなことの積み重ねが大きなことにつながることもあ
るので，さらに，自分や友だちを尊重する行動がとれるよう，全職員で支援していきたい。 

（２） 授業中はもちろんのこと，さまざまな活動の中で，その場で豊かな感性で豊かな言葉遣いが

できることが望ましいと考える。そのためにも活動ごとの振り返りを大切にし，児童一人ひとりの

思いを教師がしっかり受け止め，個に応じた指導を引き続きおこなっていかなければならない。 

【すこやかマイランチ】 

【ＳＳＴ 共同絵画】 

【 2 年生の発表 】 【 5 年生の発表 】 【 6 年生の発表 】 



３ 健康・安全教育の取組について 

 

１ 具体的な取組と達成状況について 

（１） 生涯にわたり健康な生活の実践化をめざす保健教育の充実について 

① 生活習慣チェック（すくすくカード） 

今までの実施方法を見直して，１週間の 

生活習慣チェックを行うようにした。また， 

昨年度「早ね」に課題が見られたことから， 

高学年では，家庭での過ごし方を見直しや 

すいように，時間系列で記録できるワーク 

シートに変更した。 

昨年度と今年度の１２月を比較すると，「歯みがき」と「早ね」に改善がみられた。「朝ごは

ん」は，変わらずほとんどの児童が食べられていた。一方で，「早起き」については，目標と

する朝６時半までに起きられている児童の割合は４５％で，昨年度より減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 塩小 健康オリンピックの開催（夏休み，冬休み） 

生活習慣について家族で話し合い，我が家のきまりをつくっ 

てチャレンジした。目標を達成できた児童には，メダルを授与 

し，健康メダリストとして表彰した。長期休業中は生活習慣が 

乱れやすいため，健康オリンピックという普段とは違った形で 

生活チェックを行うことで，規則正しい生活を送ることへの意 

識を高め，努力できるよう工夫した。 
 
③ 「健康家族会議」の実施 

  児童の生活習慣の改善には家庭の協力が必要であると考え，冬休みに「健康家族会議」を開

き，自身の課題を明確にするとともに，１年間の健康目標を立てる機会を設けた。また，保健

だよりでは「健康家族会議」で話し合ったことを紹介し，自らの生活習慣改善に役立てるよう

促した。保健室前には全校生の健康宣言を掲示し，意欲向上につなげた。 

④ 学校保健委員会の開催（６月） 

  本校の朝ごはん摂取率は高く，ほとんどの児童が毎日朝ごはんを食べてきている。この長所

をさらに伸ばすとともに，摂取率１００％を目指して，今年度は「朝ごはん パワーアップ大

作戦！」というテーマのもと，(株)明治の管理栄養士の方から，朝ごはんが勉強やスポーツに

及ぼす影響やバランスのとれた食事の大切さをご指導いただいた。開催後のすくすくカードで

は，今まで朝ごはんを食べていなかった児童が何か口にしてくるようになったり，赤黄緑のそ

ろったメニューを食べてくるようになったりと，児童の意識の高まりを感じた。 
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昨年度と今年度のすくすくカード結果の比較 

【すくすくカード（高学年用ワークシート）】 

(%) 

夏休みのメダリスト 金 ４名 銀 １名 銅 ２名  計 ７名 

冬休みのメダリスト 金 ５名 銀 ４名 銅 ５名  計 １４名 



⑤ 歯の健康に関する取組み 

６月には家庭での染め出しチェックをお願いし， 

親子で磨きにくい部分を確認してもらった。１１月 

には抜き打ちで個別の染め出しチェックを実施し 

た。染め出しの結果を「ピカピカ博士」「がんばり 

博士」「歯みがき研究生」の３段階で評価し，磨き 

残しのあった児童には歯の形にあった磨き方や磨く 

強さなど，個別指導を行うことでスキルアップを目 

指した。また，毎月８のつく日を｢歯の日｣として， 

保健体育委員会の児童が歯みがきの様子をチェック 

し，上手に磨けていた児童を賞賛する場を設けた。 

さらに今年度は，より意欲関心を高めるためにラン 

チルームに「歯みがき名人表」を掲示し，年度末に 

は歯みがき名人を表彰することにしている。 

 

（２） 安全確保を図る安全管理の徹底について 

① 交通ルールの意識向上 

歩行交通安全教室（1 年）や自転車安全教室（４年），毎月２０日の立哨指導，年に数回児 

童とともに通学路を歩いての通学路点検などを実施することで，交通ルールの意識向上を図っ

た。スクールバスでの下校については，バスの乗車マナーの指導を行った。 
 

② 避難訓練 

防災避難訓練(７月)，不審者避難訓練(１０月)， 

火災避難訓練・防火教室(１２月）を実施した。 

不審者避難訓練では，スクールガードリーダー 

の方と連携し，６年教室に不審者が侵入してきた 

設定で訓練を実施した。その後の講話では，不審 

者に遭遇した場合の対処法や逃げ方などを子ども 

たちに分かりやすく指導していただいた。 
      
    ③ 安全点検 

      毎月２０日の「安全点検日」には，教職員が校内をまわり，目視・打音・振動・負荷・作動

などによる点検を実施した。 
 

２ 改善の方向や具体的な方策について 

（１） 生涯にわたり健康な生活の実践化をめざす保健教育の充実について 

すくすくカードの結果から，「早起き」にも目を向けて指導していく必要があると感じた。保健

だよりで「早起き」のコツや健康とのつながりなど，児童が興味を持つような豆知識を紹介した

り，保健指導で「生活リズム」について取り上げたりすることで，「早ね・早起き」が規則正しい

生活の軸になることを意識させ，改善に向けて主体的に取り組む姿勢を身につけさせたい。 

また統合を見据え，生活ﾁｪｯｸの実施回数や様式についても町内３小学校で合わせていきたい。 

（２） 安全確保を図る安全管理の徹底について 

校内生活，登下校については指導できている。今後も，形式に流され点検そのものが形骸化し

ないよう注意しながら，定期的に通学路点検や校内の安全点検を実施するとともに，危険箇所の

確認や児童の様子を把握し，情報交換をしたい。 

ピカピカ博士（磨き残しなし） ２０％ 

がんばり博士（ほぼ磨き残しなし） ７６％ 

歯みがき研究生（磨き残しが多い）  ４％ 

【スクールガードリーダーによる講話】 

【歯みがき名人表】 



４ 学校図書館の取組について 

１ 具体的な取組と達成状況について 

 

(１) 読書活動の充実について 

 

① 昨年度から継続して 

 

・ お話読み聞かせ隊 

月１回，朝の活動の時間に，図書委員会が低・中・高学年に  【図書委員による読み聞かせ】 

分かれてそれぞれ本の読み聞かせを行った。今年度は２月末 

までに１１回実施予定。 

 

・ 一斉読書タイム 

月・火・水・金の清掃の後，全校生が一斉に１０分間読書 

をするの時間を取っている。 

 

・ 読書の木 

読書記録を，６段階に分けて掲示している。           【読書の木】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 読書宝くじ 

開催期間は１２月１日～２月２８日。１１月末時点での読書記録に応じて，あらかじめ宝く

じを配布し，期間中に読書記録を更新した児童はその都度宝くじを１枚もらえる。また，期間

中のおはなし会参加者にも宝くじを配布する。当選発表は３月４日の予定。 

 

・ おはなし会 

図書館指導員による絵本の読み聞かせやカルタ・絵本づくりなどのイベントを実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     【図書館指導員による読み聞かせ】            【絵本作り】 

学年（博士） にこにこ わくわく おはなし はりきり がんばり ものしり 

１・２年 （冊） ３０ ６０ １００ ２００ ３００ ４００ 

３年   (冊) ５０ ８０ １２０ ２２０ ３２０ ４２０ 

４年 (ページ) 1000 2000 3000 5000 7000 10000 

5･6年（ページ） 1500 2500 4000 8000 10000 15000 

1月 20日現（人） ２ ４ ２０ ８ ４ １ 



② 新たな取り組み 

 ・ 貸し出し方法 

   ３年生では，国語で図書室のきまりについての学習があるこ 

とを受け，図書館での本の分類についての理解を図った。また， 

長期休業中の図書の貸し出し冊数を 3 冊以上に設定したため， 

３年生以上は代本板の使用をやめた。児童は代本板を使用しな 

くても図書の分類にしたがって自分で責任をもって本をもとの 

場所に返している。 

                             【本を返却している様子】 

・ 図書委員会によるおすすめの本の紹介 

  読み聞かせ隊が月１回読み聞かせに使った本を，その月の『図書委員会おすすめの本』と

してランチルームに設置し，読書意欲の喚起をはかった。また，本のポスターを作って玄関

に掲示した。身近な友だちが進めてくれる本なので児童は積極的に読んでいるようだった。 

 

 

 

 

 

 

【おすすめの本の掲示】        【図書委員おすすめの本のコーナー】 

 

(２) 図書室の整備について                  【季節の本おすすめコーナー】 

① 特設コーナー 

読書意欲が高まるように，その時期にあったテーマを決めて， 

図書室とランチルーム後方の読書コーナーの本棚 2 カ所に特別 

コーナーを設置している。 

② 各学年のコーナー 

国語の教科書に載っている本を学年ごとにまとめ，国語の授業と対 

応じて随時読めるようにしている。 

 

 

 

 

                                 【各学年の本のコーナー】  

２ 改善の方向や具体的な方策について 

(１) 今年度は読書賞の表彰を３月にまとめて行う予定であるが，来年度は児童の読書への意欲を高め

るため学期末ごとに行う。「ものしり博士」になった児童については，随時表彰していきたい。ま

た，読書博士の数を見直し，名称も覚えやすく段階をふんでいるものに変えることで，児童の意

識付けや目標をはっきりさせたい。 

(２) 読書量が少ない児童への興味をもたせる働きかけの方法として，クラス内での児童や教師による

定期的な読み聞かせが考えられる。 

(３) 家庭での読書習慣が身につく手立てとして，「２３が６０運動」の活用方法の見直しを図る。 

 



5 主体的な学びと学習習慣の定着について 

１ 具体的な取り組みと達成状況について 

 

⑴ 学ぶ意欲を高め，主体的に学ぼうとする態度を育成するための指導の充実 

 

① 学習規律の徹底 

    学習に向かう姿勢を作るために，昨年度から「さぬきっ子 学びの三訓」を授業の始めのあい

さつに取り入れている。「1 じゅんびして ２ しせいととのえ ３ しっかりきこう」の三訓

を唱えることで，授業の準備はもちろん，これから勉強を始めようとする心構えもできる。三訓

の内容が当たり前のことになってきていることは，継続の成果である。アンケート調査で，集中

して授業を受けていると答えた児童（３～６年）は，昨年度 79％から本年度 90％になっている。

学習規律については，今後も続けて指導をしていきたい。 

 

② 学び合いのある授業のために 

    学び合いのある授業にするためには，自分の考えをしっかりと

持つことが大切である。自分の考えや思いをノート，ワークシー

ト，ホワイトボード等に表現し，表現物を活用しながら，交流を

するようにした。また，思考を促し理解を助けるために，身体を

使ったり，具体物や半具体物を用いた作業的・体験的活動を意図

的に組み込んだりした。授業を問題解決のプロセス（図①）で考

え，見通しをもったり，自分で解決したりする時間を取ってから，

グループや全体での学び合いにつなげた。学び合いの学習を繰り

返すことで，自信を持って自分の考えを表現できる児童が増えて

きた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 分かりやすい板書の工夫とノート指導 

    学習の流れが分かり，内容の理解を深めることができるように板書を視覚的に整理した。板書

の中に，本時の課題（めあて），児童が自分の考えを説明するために書いたり，使ったりしたもの

（図や言葉），本時のまとめを位置づけることを実践した。整理された分かりやすい板書が，児童

のノート指導につながる。ノート指導では，学習の記録として，日付・学習内容・わかったこと

を整理し，低学年では，板書を正しく丁寧に写すこと，中・高学年では，自分の考えや予想・わ

かったことなどを工夫して書くことなどを継続して取り組んだ。今後は，学年によってスモール

ステップで段階的な指導を行ったり，モデルとなるノートの例を示したり，児童の意欲化につな

がる効果的な評価についても考えていきたい。 

 

つかむ 

課題把握・見通しをもつ 

かんがえる 

自力解決・学び合い 

まとめる 

整理・振り返り 

【具体物を使って説明する児童】 

【ホワイトボードを使って 
考えを交流する児童】 

【付箋紙を使って考えを整理する児童】 

【話し合いながら実測する児童】 

（図①） 



 

                        【板書の例】 

④ 言語活動の充実 

   本校では，思考力・判断力・表現力を身につけるため，学習の基盤となる

言語に関する能力の育成を重視している。たけくら学習（生活科および総合

的な学習の時間）を中心に，各教科の教育活動の中で，言語に対する関心や

理解を深め，自分の考え等を言葉で表現する活動の充実に努めている。 

   低学年では，いろいろなものや人との出会いや気付きを絵や言葉を使って

表現したり，書いた文や考えたことを言葉で伝え合ったりすることで言語活

動の充実を図ってきた。1 年生では，アサガオを観察して分かったことや考

えたことを「あさがおえほん」に表現した。2 年生では，町の人にインタビ

ューしたことを生かして，町探検して分かったことを新聞にまとめた。 

   中学年では，自分たちの生活や地域の出来事を身近な人たちと伝え合う活  

動を中心に取り組んできた。４年生は「健祥会リブレ」で，お年寄りの方々

とのふれ合いを通して福祉について考えたり，病院や美術館などの施設や通

学路など自分たちの周りのバリアフリーについて調べたりした。他の教科で

学んだことを生かし，言葉はもちろん，絵図や表，体を使って分かりやすく

表現することを目標にしてきた。 

   高学年では，学年全体で調べ，探究していく課題と，それを踏まえ，個人 

が探究していく課題を設定している。実際に体験したり，地域の方にインタ

ビューしたり，本やインターネットなどで調べたりし，自分の考えをまとめ

ている。ふるさと「塩江」の将来の姿を考えながら，マップやプレゼンテーションにまとめ，たけ

くら学習発表会で，発信する予定である。 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めあて 

考えの手立てとなる半具体物 

考えを整理できる

図 

児童の考え 

【絵や言葉で表現した 
「あさがおえほん」】 

【表現物を使って 
発表する児童】 
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【アンケート結果の考察】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度，全校で基礎学力の定着を目指して，漢字・計算ミニテストでの反復練習や少人数指導を生か

して，授業中や放課後のマイ・スタディの時間に個別指導を継続的に行ってきたことが「学力向上」に

つながっていると考えられる。しかし，「学習への興味・関心」については，まだまだ十分達成できてい

るとはいえない。家庭との連携によるパワーアップ学習の充実や個に応じた分かりやすい授業，子ども

が主体的に活躍できる授業を心がけることにより，一人ひとりの子どもの興味・関心を高め，確かな学

力の向上をめざしたい。 

 

○ 昨年度と比較して高くなっ
た項目 

９学力向上 
12児童の悩み相談 
15授業中の態度 
18児童会活動の充実 
19学校行事の充実 
20生き方について 

● 昨年度と比較して低くなっ
た項目 

２目標を持って生活 
３情報提供 
５国語の授業に興味・関心 
７家庭学習と授業 
10教員と良い関係 
16豊かな心の育成 
17環境整備・美化活動 

他と比較して低い項目 
２目標を持って生活（2.9） 
５国語の授業に興味・関心（2.7） 
６算数の授業に興味・関心(2.9) 
７家庭学習と授業(2.4) 
８家庭での読書(2.2) 


