
道徳教育全体計画（基本ページ）

学校教育目標学校教育目標学校教育目標学校教育目標

①ー１ ひとりでできる みんなとできる あすにむかって 今 せいいっぱい 日本国憲法
教育基本法

児童の実態と 学校教育法
課題 にこにこ ぴんぴん ゆめいっぱい目指目指目指目指すすすす児童像児童像児童像児童像

①ー２
にこにこ 思いやりの心をもち感受性豊かで明るい子ども

保護者・地域 ぴんぴん 自立の力をもち心身共に健康でくじけない子ども 今日的課題
の願い ゆめいっぱい 探求心に富み夢を大きくふくらます子ども

学習指導要領
改訂の方針

研究主題研究主題研究主題研究主題教師の願い

つながる喜びを感じ しなやかな心で 主体的に実践できる子どもを目指して

道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育のののの目標目標目標目標②ー１

豊かな心をもち進んで実践しようとする子どもを育てる

よりよい人間関係 自主・自律
③ー２ ②ー２ ③ー１

各教科等各教科等各教科等各教科等のののの 各学年各学年各学年各学年のののの道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育のののの重点 生徒指導重点 生徒指導重点 生徒指導重点 生徒指導
重点重点重点重点 のののの目標目標目標目標

自ら学ぶ学 自ら考え判断低学年低学年低学年低学年（（（（１１１１・・・・２２２２年年年年）））） 中学年中学年中学年中学年（（（（３３３３・・・・４４４４年年年年）））） 高学年高学年高学年高学年（（（（５５５５・・・・６６６６年年年年））））
び方を身に付 し意欲をもって
けさせるとと 基本的な生活習慣の育成 規範意識の育成 人間関係を築く力の育成 生活する児童の
もに、かかわ 育成
り合いを重視 ②ー３
した学習活動

自己自己自己自己のののの生生生生きききき方方方方についてについてについてについて考考考考えをえをえをえを深深深深めめめめ 自己自己自己自己をををを生生生生かすかすかすかすを展開し、共
に学ぶ楽しさ
やよさを味わ

道徳道徳道徳道徳のののの時間時間時間時間のののの 特別活動特別活動特別活動特別活動のののの目標目標目標目標わせる。
目標目標目標目標各教科の目

標の達成を図 互いのよさや個性を認め合い、望ましい集団活動を通してよりよい人
ることを通し 自己を見つめ 間関係や自主的・実践的態度を育て、道徳的実践の態度を養う。
て道徳性の育 道徳的価値の自
成 に 寄 与 す 覚及び自己の生 学級活動の目標 児童会活動の目標 クラブ活動の目標 学校行事の目標
る。 き方についての

考えを深め、道 学級集団の一 よりよい学校生 同行の異年齢集 学校への愛着
○国語○社会 徳的実践力を主 員としての自覚 活づくりのために 団の交流を深め個 など集団への所
○算数○理科 体的に身に付け を深め協してよ 協力し合って諸問 性の伸長を図ると 属感や連帯感を
○生活○音楽 る子どもの育成 りよい学級生活 題を解決しようと ともに、よりよい 深め、学校生活
○図画工作 をこうとする自 する自主的・実践 クラブづくりのた の充実と向上の
○家庭○体育 主的・自治的な 的態度を育てる。 めに自ら主体的に ために自主的・
○学国語活動 態度を育てる。 取り組む自主的・ 実践的態度を育
○総合的な学 実践的態度を育て てる。

習の時間 る。

道徳的実践力 道 徳 的 実 践道徳的実践力 道 徳 的 実 践道徳的実践力 道 徳 的 実 践道徳的実践力 道 徳 的 実 践 のののの 場場場場③ー３
（道徳的価値観の形成） （自主的・実践的態度の育成）

特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育
④ー３ ④ー４のののの重点重点重点重点 >

「心のノート」の有効活用 体験活動の充実
全校体制で

取り組み一人
特色特色特色特色あるあるあるある教育活動教育活動教育活動教育活動～～～～ひめがみひめがみひめがみひめがみ活動活動活動活動～～～～ のののの目標目標目標目標一人の児童の ④ー２ ④ー１

全校児童が縦割り班を編成し、１つの行事を共有しながら、ふるさとの自然に親しみ、学校生活を充
楽しく活動することを通して、花館地区の自然や文化、伝統行事等とのかかわりを深め、実させる。 家庭家庭家庭家庭・・・・地域社会地域社会地域社会地域社会とのとのとのとの連携連携連携連携
郷土を愛する心を育てる。
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道徳教育全体計画（①ページ目）

①ー１

○明るく元気で前向きな子どもが多く、一人一人は心優しく穏和

で素直に育っているが、集団としての向上心が求められる。

児童の実態と課題 ○自分の考えや思いを積極的に伝え自ら考えて行動しようとする

意欲と、好ましい人間関係を築き集団のために働こうとする意

欲の育成が課題。

○健康で明るく礼儀正しい子ども

保護者・地域の願い ○思いやりのある親切な子ども

○家族や地域を大切にする子ども

○他とかかわり合う力を高め、共に課題を解決していこうとする

子ども

教師の願い ○相手の立場を思いやり、互いの信頼に基づいて協力し合い助け

合うことのできる子ども

○責任や役割を自覚して主体的に行動できる子ども

①ー２

○多様な価値観の中で変化の激しい社会をたくましく生きていく

ための力の育成

今日的課題 ○豊かな道徳性の育成

○未来に希望をもち、自己責任を果たしながら社会や公共を大切

に考えて行動する力の育成

○知・徳・体の調和のとれた生きる力の育成

学習指導要領改訂の ○知識・技能と思考力・判断力・表現力等のバランスのとれた能

方針 力の育成

○豊かな心と健やかな体の育成
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道徳教育全体計画（②ページ目）
②ー１

道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育のののの目標目標目標目標
豊かな心をもち進んで実践しようとする子どもを育てる

重 ○基本的な生活習慣を身に付け、節度ある生活ができる子どもを育てる。
点 ○自分で考え正しく判断し、進んで行動しようとする子どもを育てる。
目 ○思いやりの心をもち、みんなと助け合おうとする子どもを育てる。
標 ○自然や命あるものを大切にする子どもを育てる。

、 。○身近な社会とのかかわりを大切にし 郷土を愛する心をもった子どもを育てる

②ー２

各学年各学年各学年各学年のののの道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育のののの重点重点重点重点

低学年（１・２年） 中学年（３・４年） 高学年（５・６年）

基本的な生活習慣の育成 規範意識の育成 人間関係を築く力の育成

○あいさつなどの基本的な生活習慣を ○よく考えて行動し、正しいことは ○夢や目標を抱き理想を求めて主体的
身につけたり、みんなと学習したり 勇気をもって行う態度を育てる。 に行動しようとする態度を育てる。
すことができる子どもを育てる。 ○相手を思いやる気持ちや、生命の ○自他の生命を尊重し、相手の立場を

○身近にいる人に温かい心で接し、仲 尊さを感じ取り、生命あるものを 理解して支え合う態度を身につけさ
良く助け合う気持ちを育てる。 大切にする心を育てる。 せる。

○身近な自然に親しんだり、生命を大 ○集団や社会のきまりを守り、身近 ○法やきまりを守り、集団の一員とし
切にしたりする心を育てる。 な人と協力してみんなのために働 ての役割と責任を主体的に果たそう

○約束やきまりを守り、よいことを進 こうとする気持ちを育てる。 とする心を育てる。
んで行い、みんなのために働こうと ○郷土の伝統と文化を大切にする心 ○先人の努力を知り、郷土や我が国の
する気持ちを育てる。 を育てる。 文化や伝統を大切にしようとする心

情を育てる。

②ー３
自己自己自己自己のののの生生生生きききき方方方方についてのについてのについてのについての考考考考えをえをえをえを深深深深めめめめ 自己自己自己自己をををを生生生生かすかすかすかす

道徳道徳道徳道徳のののの時間時間時間時間のののの目標 特別活動目標 特別活動目標 特別活動目標 特別活動のののの目標目標目標目標
互いのよさや個性を認め合い、望ましい集団活動を通してよりよい人間関係や自己を見つめ、道徳的価値の自覚

自主的・実践的態度を育て、道徳的実践の態度を養う。及び自己の生き方についての考えを深

め、道徳的実践力を主体的に身に付け

学級活動学級活動学級活動学級活動のののの目標 児童会活動目標 児童会活動目標 児童会活動目標 児童会活動のののの目標目標目標目標 クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動のののの目標 学校行事目標 学校行事目標 学校行事目標 学校行事のののの目標目標目標目標る子どもの育成

学級集団の一員とし よりよい学校生活づく 同好の異年齢集団の交流を 学校への愛着など集

ての自覚を深め協力して りのために協力し合って 深め個性の伸長を図るととも 団への所属感や連帯感

よりよい学級生活を築こ 諸問題を解決しようとす に、よりよいクラブづくりの を深め、学校生活の充○子どもが自由に話し合
うとする自主的・自治的 る自主的・実践的態度を ために自ら主体的に取り組む 実と向上のために自主える明るい雰囲気の学
な態度を育てる。 育てる。 自主的・実践的態度を育て 的・実践的態度を育て級づくりをする。

る。 る。道 ○日常の体験や他の学習
徳 での体験活動を生かす

○集団の一員として ○楽しい学校生活づ ○同好の児童が共通の興 ○大きな集団におけの など、特別活動や他教
の自覚を深め、協 くりのために、創 味・関心を追求する活 る望ましい集団活時 科との関連を図る。
力してよりよい学 意工夫しながら自 動を通して自主性や社 動や体験活動を通間 ○心に響く多様な資料を
校生活を築こうと 主的・実践的態度 会性を養い個性の伸長 して、所属感や連の 選んだり、開発したり
する自主的・実践 を養う。 を図る。 帯感を深め、公共重 する。
的な態度を育てる ○子どもの発想を大 ○異年齢集団による活動 の精神を養う。点 ○価値の自覚が深められ
とともに相手の立 切にし、進んで実 の喜びを味わうととも ○楽しい学校生活にるように学年段階に応
場を理解し思いや 践する活動を通し に、自他のよさや可能 向かって自らを律じた展開や発問を工夫
る気持ちや自らの て、自主性や社会 性を認め合うことによ し、協力し、信頼する。
行動に責任をもて 性を養い、個性の り自分への自信を高め し、励まし合い、○心のノートや道徳シー
る態度を養う。 伸長を図る。 させる。 切磋琢磨し、喜びトへの記入等を通して

○一人一人が存在感 ○異年齢集団活動を ○興味・関心を追求して や大変さを分かち自分の生き方を考える
・所属感・自己有 通して仲良く協力 きた活動の成果を児童 合うような人間関ことができる。
用感・自己肯定感 し信頼し合おうと の発意・発想による計 係を築こうとする○ＴＴや、地域の人材を
を実感できる集団 する人間関係の形 画に基づき、協力して 態度を養う。生かした指導を工夫す
づくりをする。 成に積極的に取り 発表する場や機会を設る。

組ませる。 定する。

道 徳 的 実 践 力 道 徳 的 実 践道 徳 的 実 践 力 道 徳 的 実 践道 徳 的 実 践 力 道 徳 的 実 践道 徳 的 実 践 力 道 徳 的 実 践
（道徳的価値観の形成） （自主的・実践的態度の育成）

- 3 -



道徳教育全体計画（③ページ目）

③ー１

生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導のののの目標目標目標目標
自ら考え、判断し、意欲をもって生活する児童の育成

○児童相互、児童と教師の心のふれあいを大切にして、心の豊かさを育てる。
重点 ○自分のよさや可能性を見つけ、十分に発揮しようとする態度を育てる。

○基本的な生活習慣、行動様式の定着を図り、規範意識を育てる。
○全職員による児童の共通理解を図り、共通実践する。

③ー２

各教科等各教科等各教科等各教科等のののの重点重点重点重点

○自ら学ぶ学び方を身に付けさせるとともに、かかわり合いを重視した学習活動を展開
し、共に学ぶ楽しさを味わわせる。

○各教科の目標の達成を図ることを通して道徳性の育成に寄与する。

国語 ・人間と人間との関係の中で互いの立場や考えを尊重しながら言葉で伝え合う
力を高める。

・思考力や想像力及び言語感覚を養ったり、国語を尊重する態度を育てる。

社会 ・地域社会に対する誇りと愛情、我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育
てる。

・国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者としての自覚をもち、
自他の人格を尊重し、社会的義務や責任を重んじ、公正に判断しようとする
態度や能力などの公民的資質の基礎を養う。

、 。算数 ・日常の事象について見通しをもち筋道を立てて考え 表現する能力を育てる
・数理的に物事を考えたり処理したりすることを生活や学習に活用しようとす
る態度を育てる。

理科 ・栽培や飼育などの体験活動を通して自然を愛する心情を育てる。
・見通しをもって観察・実験を行うことや、問題解決の能力を育て、科学的な
見方や考え方を養う。

生活 ・自然に親しみ、生命を大切にするなど自然とのかかわりに関心をもたせる。
・自分のよさや可能性に気付くなど自分自身について考えさせたり、生活上の
きまり、言葉遣い、振る舞いなど生活上必要な習慣を身に付けさせたりと、
自立への基礎を養う。

音楽 ・音楽を愛好する心情や音楽に対する感性を育てる。
・豊かな情操を養い、我が国の伝統や文化、自然や四季の美しさ、夢や希望を
もって生きることの大切さなどを育てる。

、 。図工 ・つくりだす喜びを味わわせ 美しいものや崇高なものを尊重する心を育てる
・造形的な創造により、豊かな情操を養う。

家庭 ・日常生活に必要な基礎的な知識や技能を身に付け、生活をよりよくしようと
する態度を育てる。

・家庭生活を大切にする心情をはぐくむ。

体育 ・粘り強くやり遂げる、きまりを守る、集団に参加し協力する、態度を養う。
・健康・安全についての理解を深める。

外国語 ・外国語を通じて、言語や文化について体験的に理解を深める。
活動

・現代社会の課題などに取り組み、自己の生き方を考えさせる。総合的な学習
・主体的に判断して学習活動を進めたり、粘り強く考え解決しようとする資質の時間
や能力、自己の目標を実現しようとしたり、他者と協調して生活しようとし
たりする態度を育てる。
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③ー３

特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育のののの重点重点重点重点
全校体制で取り組み、一人一人の児童の学校生活を充実させる。

○一人一人の実態に応じた基本的生活習慣を身に付けたり、明るく楽しく生活
重 できる子どもを育てる。

○身近にいる友だちと仲良く行動し 「ありがとう 「ごめんなさい」の気持ち、 」
点 を表せる子どもを育てる。

○身近な自然に親しんだり、動植物を大事に育てたりする心を育てる。
○約束やきまりを守り、みんなと一緒に働こうとする態度を育てる。
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道徳教育全体計画（④ページ目）

④ー１

特色特色特色特色あるあるあるある教育活動教育活動教育活動教育活動～～～～ひめがみひめがみひめがみひめがみ活動活動活動活動～～～～ のののの目標目標目標目標

全校児童が１つの行事を共有しながらふるさとの自然に親しみ、楽しく活動すること

を通して、花館地域の自然、文化、伝統行事等とのかかわりを深め、郷土を愛する心を

育てる。

重 ○異学年集団での活動を通して、各学年に応じた自分の役割をしっかり果たそうと

点 する気持ちや思いやりの心を育てる

○ゲストティーチャーを招いて、鹿島人形・鹿島舟作りの指導や祭りの由来を話し

てもらうなど、地域の人々とふれ合いの機会を多く持ようにする。

④ー２

家庭家庭家庭家庭・・・・地域社会地域社会地域社会地域社会とのとのとのとの連携連携連携連携

○学校報や学年便り、道徳通信、学習公開日、保護者面談等を通して、児童の生活を伝

えながら共通理解を図り、協力して基本的生活習慣の定着を進めるとともに、心を育

てていく。

○地域とかかわる学校行事やひめがみ活動 「見守り隊」など、多くの人々との出会い、

、 、やふれあいを大切にし そこから生まれた体験を道徳の時間や特別活動等に反映させ

充実を図る。

④ー３

「「「「心心心心ののののノートノートノートノート」」」」のののの有効活用有効活用有効活用有効活用

道徳の時間の授業で用いたり、特別活動や総合的な学習の時間の教材にしたりなど

様々な教育活動で生かすようにする。

④ー４

道徳教育の観点から体験活動、実践活動を捉え直す。体験活動体験活動体験活動体験活動のののの充実充実充実充実
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