
生 徒 指 導 部

１１１１．．．．生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導
（１）生徒指導の目標

基本的生活習慣の育成を基盤に、児童一人一人が自らの力でより充実した生活

を築こうとする態度を育てる。

（２）具体的施策

１）児童理解

全職員の連携を基に、一人一人の児童の理解に努める。

・毎月の職員会議の中で児童を語る場を設け、共通理解の元で指導にあたる。

・学期に１回、教育相談期間を設け、児童理解に努める。また、児童の小さな

サインも見逃さず、随時、教育相談をして指導にあたる。

・委員会活動、クラブ活動、スポーツ少年団の活動などでの児童の様子を把握

し、指導者と連携し合って児童理解に努める。

・家庭訪問、学級通信や連絡帳を通じて家庭との連携を密にする。

・学期ごとに生活アンケートを行い、児童の生活実態の把握に努める。

２）校内生活

月別指導目標達成のため、学年の発達段階にあわせためあてと施策を各教室に

掲示し、週毎にふり返りを行って目標の達成を図る。

３）校外生活

関係諸機関との連絡を密にし、安全で楽しく生活できるようにする。

２２２２．．．．安全指導安全指導安全指導安全指導
（１）ねらい

１）生命の尊重について認識させる

２）生活における安全の重要性について理解させる

３）安全生活について日常実践する態度、習慣を養う

４）事故災害に原因、発生状況、防止の仕方について理解させる

５）学校、地域社会などの安全保持のための安全活動に協力する態度を養う

６）安全の規制について理解し、守っていく態度を養う

７）救急措置の必要と方法を理解させる

（２）内 容

指 導 内 容

生 ・休憩時間中の安全 ・各教科（理科実験、調理等）の学習時の安全

活 ・社会見学や修学旅行などのときの安全 ・清掃活動等作業時の安全

安 ・校外における遊びの安全 ・登下校時の安全 ・事故発生時の心得

全 ・救急時の安全 ・家庭生活の安全・不審者侵入時の安全

交 ・安全な歩行と道路の横断

通 ・自転車の点検・整備と安全な乗り方

安 ・交通安全施設や交通規則

全 ・乗り物の安全な利用



（３）方 法

１）安全教育における指導内容は、知的理解のみにとどまらず、各教科、領域との

関連も考慮し、実技の指導や機会指導に重点を置く。

２）安全教育の内容 指導する時間は、年間１２時間（行事含む）とする。

３）年間教育計画で重点的に強調し、特に、学級指導・保健指導・生徒指導と密接

な関連を考慮して行う。

４）毎月1日の日は 「学校安全日」として校内外の安全点検を定期的に行い、危険、

の除去、事故防止に努める。

５）校外生活における交通安全対策として次のことを実践する。

・帰宅後の交通安全（特に自転車乗り）について交通安全教室を行い、適宜指

導を行っていく。

・地域ボランティア、ＰＴＡなどの協力を得る。

・交通安全指導の標語，ポスター作りをよびかける。

（４）具体的な実践

１）集団登下校

車の交通量が年々増加の一途をたどる状況にあって、県道（旧国道１３号線）

沿いに位置し、近くに国道１３号線が通っている本校児童の登下校の安全確保

は、まさに最優先課題であり、自衛的諸施策にも万全を期し、日常的にきめ細

かな指導を行う。

①校外児童会組織をさらに地区ごとの１３の登校班に班編成し、リーダーを中

心に安全に登下校できるように日常の指導をする。

②校外児童会などで登下校についての反省会を行う （長期休業前、随時）。

③悪天候時などの一斉下校の際は、ふれ合い広場に整列させ、安全指導をした

上で班ごとに出発させる。地区の担当者は、状況に応じて、下校の様子を見

回りしたり、帰宅の確認をしたりする。

２）交通規制事項

○校外児童会児童数及び登校班数①集団隊形は一列を原則とし、2～8名の

町内名 児童数 班小集団を編成する。

上町 １２ ３

中町 ８ ２②雨天時は原則として雨ガッパを着用す

下町 １４ ３ることとし、雨傘の使用はしない。

八石・戸月 ５ ２

宇留井谷地 １７ ３③ポケットに手を入れて歩かないように指

・高花導する。特に冬期は手袋を着用させる。

５６ １３



月別月別月別月別のののの指導目標指導目標指導目標指導目標

月 目 標 生 活 指 導 安 全 指 導 教育相談学 習 指 導
自分のめあ ・新しい学年のめあてを ・明るいあいさつ、元気な ・新登校班での ・個々の児童の４
てをしっか しっかりもとう 返事をしよう 安全な登下校 実態把握

り持とう ・基本的な学習習慣を身 ・掃除の仕方を工夫しよう ・遊具や通学路

に付けよう の点検

・連休の過ごし

方の指導

物事にしっ ・基本的な学習習慣をし ・学習のリズムをつかもう ・交通安全指導 ・家庭訪問を通５
かり取り組 っかり身に付けよう ・よい姿勢をつくろう ・校内外の危険 通して保護者

もう 箇所の確認 と連携しなが

らの児童理解

規則正しい ・充実した学習ができる ・時間を大切にしよう ・雨天時の登下 ・保護者の願い６
生活をしよ ように時間を大切にし ・進んで元気な挨拶をしよ 校の指導 を受け止めた

う よう う ・水の事故防止 継続的な児童

・ものを大切にしよう 理解

夏休み前の ・自分のめあてを振り返 ・今までの反省をし、夏休 ・危険箇所の確 ・教育相談と夏７
振り返りを りながら、夏休みの計 みの計画を立てよう 認指導 休みの過ごし

しよう 画を立てよう ・遊びの決まりを守ろう ・プール使用の 方のアドバイ

約束と管理 ス

計画的な生 ・夏休みの振り返り、前 ・地域の行事に進んで参加 ・水の事故防止 ・交友関係や遊８
活をしよう 期後半のめあてを決め しよう ・ラジオ体操の びの把握

計画を立てよう ・規則正しい生活をしよう 視察

さわやかに ・前期の締めくくりや学 ・生活のリズムを取り戻そ ・帰宅後の遊び ・夏休み後の様９
生活しよう 習発表会をがんばろう う 場の確認と指 子の観察と指

・丁寧な言葉使いをしよう 導 導

友だちと協 ・前期の学習の反省をし ・進んで働く子どもになろ ・登下校の交通 ・教育相談を通10
力して仕事 て、後期のめあてを決 う 安全 じての児童理

をしよう めよう ・決まりを守って行動しよ 解

う

よく考え落 ・しっかり話を聞き、最 ・自分の役割の意義を考え ・教室内の過ご ・異学年との交11
ち着いて行 後まではっきり話そう てきちんとやり遂げよう し方や遊び方 友関係の把握

動しよう ・自分から進んであいさつ の工夫

しよう

冬休み前の ・後期前半の学習を振り ・自分の目標をふり返り、 ・室内での安全 ・保護者との教12
振り返りを 返り、苦手なところを 冬休みの計画を立てよう な遊び・降雪 育面談

しよう なくすようにがんばろ ・そうじの取りかかりを早 時の安全指導 ・気になる児童

う くしよう への教育相談

物事を最後 ・後期後半のめあてをも ・新年の目標を立て努力し ・雪道の安全な ・休み中の実態１
までやり抜 ち、進んで努力しよう よう 登下校 把握

こう ・生活のリズムを取り戻そ

う

寒さに負け ・自分のめあてを達成で ・安全な登下校を心がけよ ・積雪、凍結時 ・気になる児童２
ずに元気に きるようにがんばろう う の事故防止 への配慮

過ごそう ・校内での遊びの決まりを ・全体への配慮

守ろう

１年間のま ・１年間の総まとめをし ・お世話になった人への感 ・春休みの暮ら ・気になる児童３
とめをしよ っかりしよう 謝の気持ちを表そう しの指導 への配慮

う ・校内の清掃に力を入れよ ・次年度への期

う 待感


