生駒市立俵口小学校

道徳教育の全体計画
【本校の教育目標】
日本国憲法
教育基本法
学校教育法
学習指導要領
奈良県の教育目標
生駒市の教育目標

【人権教育の重点研究課題】
お互いの違いを認め合い、自分や仲
間を大切にして、共に高まろうとする集
団づくりをめざして
【特別活動のねらい】
○学級活動…学級活動を通して、望
ましい人間関係を形成し、集団の一員
として学級や学校におけるよりよい生
活作りに参画し、諸問題を解決しようと
する自主的、実践的な態度や健全な
生活態度を育てる。
○児童会活動…児童会活動を通し
て、望ましい人間関係を形成し、集団
の一員としてより良い学校生活づくり
に参画し、協力して諸問題を解決しよ
うとする自主的、実践的な態度を育て
る。
○クラブ活動…クラブ活動を通して、
望ましい人間関係を形成し、個性の伸
長を図り、集団の一員として協力して
よりよいクラブづくりに参画しようとする
自主的、実践的な態度を育てる。
○学校行事…学校行事を通して、望
ましい人間関係を形成し、集団への所
属感や連帯感を深め、公共の精神を
養い、協力してより良い学校生活を築
こうとする自主的、実践的な態度を育
てる。

○共に育つ
【教育目標達成のための基本方針】
３つの重点目標
○考えをみがく
・基礎・基本を身に付け、自分の考えを持つ子を育てる。
・考えをまとめ表現する子を育てる。
・めあてを持って考えを深める子を育てる。
○心をみがく
・ルールとマナーを守る子を育てる。
・自分や仲間を大切にする子を育てる。
・互いのちがいを認められる子を育てる。
○仲間とみがく
・みんなと話し合い解決する子を育てる。
・人とかかわる喜びをもつ子を育てる。
・みんなと進んで運動する子を育てる。

【道徳教育の重点目標】
(1)自他の存在を尊重し、協力し合ってより良い社会を築こうとす
る児童を育成する。
(2)望ましい生活習慣の定着および決まりを守ろうとする規範意識
の向上を図ろうとする児童を育成する。
(3)集団の一員としての自覚を深め、自分の良いところを生かして
積極的に参加して、 何事にも責任を果たす児童を育てる。
【各学年の道徳教育重点目標】
低学年
○望ましい生活習慣
を身につけさせる｡
○学級や家庭で、自
分でできることは進
んで行う態度を育て
る。
○自他の生命を大
切にする心を育て
る。

中学年
○相手の立場を考
えて思いやる心を育
てる。
○自分の生活をみ
つめ、生活をよりよく
しようとする態度を育
てる。

高学年
○集団生活を向上さ
せようとする意欲・態
度を育てる。
○公共のために進
んで働き、社会に奉
仕する態度を育て
る。

道 徳 教 育
【生徒指導の指導目標】
○子どもとのふれあいを通して、一人
ひとりを深く理解し、個性の伸長を図
る。
○学校や学級のきまりを守り、けじめ
のある生活態度を育てる。
【生徒指導の実践目標】
みんなが気持ちよく生活できるようにし
よう。

【道徳の時間（補充・深化・統合）】
(1) 学校教育全体を通じて行う道徳教育を補充・深化・統合し、
計画的、 発展的に指導する。
(2) 児童の道徳的心情を豊かにし、 道徳的判断力を高め、 道徳
的実践意欲と態度を培うことを通して、道徳的実践力を育成す
る｡

【豊 か な 体 験】
ふれあい体験活動
（全校）１年生を迎え
る会、ふれあいタイ
ム、全校長縄大会、
６年生を送る会 （１
年）幼稚園との交
流、お年寄りといっ
しょに遊ぼう会、新１
年生一日入学 （２
年）１年生と学校た
んけん、町たんけん
をしよう、ありがとうを
とどけよう （５年・た
わらぐち学級）養護
学校との交流

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動
（全校）６月全校
クリーン作戦
（４年）車いす・
アイマスク体験、
点字体験、手話
体験、盲導犬体
験 （６年）プー
ル清掃

自然体験活動
文化芸術体験活動 職場体験活動 集団宿泊活動
（全校）全校音楽会 （１年） （２年）お店探検 （５年）野外
（全校）全校ｵﾘｴﾝ
ﾃｰﾘﾝｸﾞ集会 （１年） 科学体験（ﾋﾞｯｸﾞﾊﾞﾝ）、お話
（３年）ぴっくり通 活動
し会 （２年）科学体験（ｷｯｽﾞ
さつまいもの苗うえ、 ﾌﾟﾗｻﾞ）、いろいろな国をしろ り見学、高山製 （６年）修学
アサガオを育てる、 う、お話し会 （３年）音楽を 菓・ビニルハウス 旅行
虫さがし、動物園社 楽しもう・アンサンブル、歌を 見学
歌おう （４年）音楽を楽しも
会見学 （２年）夏野 う・アンサンブル、伝統楽器 （４年）清掃セン
菜・冬野菜を育てよ を学ぼう・箏と尺八 （５年） ター見学、浄化
う、須磨海浜水族園 一流の演奏にふれよう・鑑 センター見学、
社会見学 （３年）昆 賞、伝統楽器を学ぼう・箏、
パッカー車体験
歴史博物館見学 （６年）明
虫館見学 （５年）ガ 日香社会見学、奈良社会見 （５年）放送局見
ス科学館見学、自然 学、ピース大阪社会見学、 学 （６年）キッザ
散策、野外炊事 （６ 広島平和公園見学、生け花 ニアにて職業体
体験
年）漁業体験
験

【児童の実態】
明るく素直、 のびのびと生活してい
る。思いやりにささえられた協調性が
あるが、 その反面、 基本的生活習慣
や、 公徳心、 自主性や自律性が十分
身についてはいない。

【地域の実態】
地域社会の都市化により、 地域や家
庭に個別化を生み、 連帯感が希薄に
なっている。
【家庭・地域の期待】
礼儀正しく、 向上心をもって、 何事に
も骨惜しみせず努力し、 自分の言動
に責任をもつ児童。
【各教科の重点目標】
○国語…作品を通して正しいものの
見方、 考え方を身につける。正しい言
葉づかいを身につけ人間関係を豊か
にする。豊かな心を育てる読書指導を
推進する。
○社会…社会に対する認識を深め、
広い視野から公正に判断しようとする
能力・態度を育てるとともに人間尊重
の精神を養う。
○算数…筋道をたてて考え、 自ら問
題を解決する能力を育て、解決しよう
とする心を育てる。
○理科…自然に親しみ、主体的に観
察や実験を行って、自然の偉大さと人
間に対する恩恵を認識させ、自然を愛
する心情を育てる。
○生活…具体的活動や体験を充実さ
せ、自分や身近な人々、自然につい
て関心をもって考える態度を養う。
○音楽…楽曲を鑑賞し、 表現すること
によって感性を育て、伝統や自然、 文
化に根ざした豊かな情緒を育てる。
○図工…表現と鑑賞活動を通し、
様々な個性に対する理解を深め、 互
いに尊重する心情と態度を育てる。
○家庭…実習を通して助け合いの心
を学び、 思いやりの心を育てる｡自
主、自立、 自己の責任をまっとうさせ
る。
○体育…授業を通じて、 運動する楽
しさや喜びを体得させるとともに、 公
正な態度や仲間と助け合ってやり遂げ
る態度を育てる。
○外国語…他国の言語や文化につい
て体験的に理解を深め、積極的にコ
ミュニケーションを図ろうとする態度を
育てる。

【総合的な学習の時間の重点目標】
自ら見つけた課題に対し自分とのかか
わりで考えることができ、主体的・創造
的・協同的に解決に向けて取り組む態
度を育成する。

【家庭・地域社会との連携】
○生駒中学校区地域ぐるみ推進委員会
○地域の方々との交流
○広報活動
構成／自治会長、青少年指導委員、民生児童 俵小フェスタ １０月
学校だより「ほうそうげ」の発行 毎月１回
委員、関係幼稚園・保育園・小学校・中学校
大とんど
１月
学校ホームページの公開
開催／６月、９月、２月
○パパスクラブ（保護者ＯＢの会）との連携
○学級参観日・学級懇談日の開催
○地域ぐるみ子育て講演会
１１月
運動会、音楽会、俵小ﾌｧｽﾀ、大とんど など
４月・５月・１０月・２月
○保護者、地域の方々からの人材活用
○オープン参観日 １月
○学校保健委員会での講演会の開催 １月

