
楢葉町立楢葉南小学校･楢葉北小学校 実践研究テーマ

「 夢や希望をもち、他者と関わり合いながら、自分らしさを伸ばそうとする子どもの育成 ｣

◎テーマ 互いの音や演奏の仕方を比べながら表現し、自分なりの表現を見いだ
す(お気に入りの音を見つける)ことができる授業

◇単元名 第1学年音楽科 ｢がっきとなかよくなろう｣

◇本時の いろいろな音を聴き比べ、お気に入りの音を見つけようとすることが
ねらい できる。

◇本時の ○ めあてをつかみ、活動の流れを確認する。
概要 ○ ｢おとさがし｣をする。

・ おとさがし①(トライアングル･すず) [チャレンジする力] 
・ きいてねタイム [人を大切にする力]
・ おとさがし②(試してみたい打楽器) [チャレンジする力] 
・ きいてねタイム [人を大切にする力]

○ 振り返りをする。

◇子どもの姿

◎テーマ 考えを交流する中で、友だちの考えに触れ自分が知りたいことを明ら
かにすることができる授業

◇単元名 第２学年生活科 ｢どきどきわくわく まちたんけん｣

◇本時の 町の施設について知っていることを交流し、町たんけんで知りたいこ
ねらい とを明らかにすることができる。

◇本時の ○ 写真を見て、探検する町の施設を確認する。
概要 ○ それぞれの施設について知っていることを話し合う。

・ 知っていることを付箋に書く。
・ 知っていることについて話し合う。 [人を大切にする力]

○ もっと知りたいことを考える。
・ 知りたくなったことをワークシートに書く。[チャレンジする力]
・ 知りたいことを発表する。

◇子どもの姿

施設について知っていることや気づ
いたことを付箋に書き、友だちが知っ
ていることに興味・関心を持つことが
できました。

話合いや付箋を参考にして、もっと
知りたくなったことをワークシートに
記入し、町たんけんで知りたいことを
明らかにすることができました。

友だちがどんな音を見つけたのか，
どのように鳴らしているかなど集中
して聴いていました。

友だちが見つけた音を真似たり，
鳴らし方を教えてもらったりして，
自分のお気に入りの音を見つけよう
と意欲的に活動しました。



楢葉町立楢葉南小学校･楢葉北小学校 実践研究テーマ

「 夢や希望をもち、他者と関わり合いながら、自分らしさを伸ばそうとする子どもの育成 ｣

◎テーマ 課題追究において、主体的に調べ、学びに向かう授業

◇単元名 第４学年 総合的な学習の時間 ｢ふるさとの川をたどろう｣

◇本時の 自分の町の川に興味を持ち、｢あゆ｣について情報収集を行い、友だち
ねらい の考えを聞いたり自分の考えを伝えたりすることができる。

◇本時の ○ 木戸川の｢あゆ｣が減っている理由について予想を立て、調べる方法
概要 を考える。

○ ｢あゆ｣がどんな魚で、なぜ木戸川にいるのかを調べ、まとめる。
[チャレンジする力]

○ 木戸川の｢あゆ｣がどうして減ってきているのか、その理由について
話し合う。 [人を大切にする力]

○ ゲストティーチャーから、｢あゆ｣が減っている原因を聞く。
○ 振り返りをする。

◇子どもの姿

減ってきた理由を考えるために、まず、
あゆの生態を国語辞典や図鑑で調べまし
た。

普段の話し合い活動でも使用している
｢コミュニティボール｣を使って、木戸川
のあゆが減っている原因について、自分
の考えを伝え合いました。

◎テーマ 話合いを通して、自分とは異なる意見や立場を広い心で受け止め、
互いに理解しようとすることの大切さに気づくことができる授業

◇単元名 第6学年道徳科 B(11)相互理解、寛容（光文書院）

◇本時の 謙虚な広い心をもち、自分と異なる意見や立場を広い心で受け止め、
ねらい 互いに理解しようとする心情を育てる。

◇本時の ○ ｢広い心｣とはどのような心か、課題を確認する。
概要 ○ ｢ブランコ乗りとピエロ｣を読んで、｢広い心｣について考える。

・ サムに対するピエロの怒りについて考える。
・ ピエロの心の中に｢謙虚な心｣が生まれたのはなぜか、話し合う。
・ ｢広い心｣について考える。 [人を大切にする力]

○ 学んだことを振り返る。 [チャレンジする力] 

◇子どもの姿

自分の意見と友だちの意見との違い
を考えながら、グループで話し合いま
した。

話合いの中ででたみんなの意見を、
記録係が発表ボードにまとめています。



低学

年

中学

年

高学

年

学び合い　高まる子

・ 将来への夢や希望を持ち、 主体的に生きる児童

・ 勤労を重んじ、目標に向かって最後まで努力する児童

　図書館担当：必要な図書の整備

　　　　　　　児童の図書館活用支援

　情報担当：情報機器・ICT機器の整備及び配当

　　　　　　活用支援

　養護教諭：学習活動時の健康管理

　事務担当：予算の管理及び執行

 　　　：校外学習時のバス運行届・調整

○　校内指導員会を中心に、子どものよさや可能性について、多面的

　に情報交換を行う。

○　多様な集団の中でｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝや豊かな人間関係を築く。

○　集団と自己のかかわりから自らの夢や希望を持ち、紹介し合う。

　役立つ喜びを 知り、夢

や希望 を持つ。

　友だちの個性を理解

し、協力・協働してより

よい学校生活を築こうと

する。

　自分の長所や短所を理

解し、感情を律し、主体

的に行動する。

　目標実現のために課 題

を発見し、その解決 のた

めに最後まで努力 する。

○　個別の指導計画に基づいた保護者や医療機関、福祉機関との連携

　を深めながら指導に当たる。

　　　：全体計画・年間指導計画の実施と評価

　担任：ブロック内の連絡･調整

　　　　校外学習届・ボランティア依頼書作成

　　　　学習活動時の安全確保

　スクールバス担当

　校長：キャリア教育の理念や目標の確認

　教頭：運営体制の整備

　　　　校外の支援者･支援団体との渉外

　教務：各種計画の作成と評価、時間割調整

　キャリア教育担当

　将来の夢や希望をも

ち、自分の能力を高める

ために、計画的に物事に

取り組む。

指 導 方 針

・ すべての教育活動において、キャリア教育推進のための基盤となる４つの能力の育成を図る。

・ 栽培活動を通して中学校と連携を図り、中学校、高校におけるキャリア教育の基礎基本となる能力の育成を図る。

・ 学年の中での教科等横断的な学習や学年間の内容的な関連を図る。

・ キャリアパスポートを作成し、児童の発達段階を踏まえながら系統的･継続的に活用する。

　仲良く遊び、 助け合

う。

　友だちのよさを見つ

け、仲良く活動しようと

する。

　自分の好きなこと、得

意なことやできることを

増やし、できること、す

べきことをする。

　基礎的な学習の仕方を

身につけ、意欲的に 学習

に取り組む。

　学習や当番、係、身の

まわりの仕事などの必要

性や大切さに気付く。

　協力し、自分 らしさや

よさ、 役割を自覚する。

　友だちのよさを認め 協

力して物事に取り組もう

とする。

　自分のよさや伸びを

見つけ、自分らしさを

生かし、進んで行動す

る。

　学習の仕方に慣れ、 自

分なりのめあてをも って

学習に取り組む。

　学ぶこと・働くことの

意義や役割を理解し、物

事に取り組 む。

15 キャリア教育全体計画 　楢葉町立楢葉小学校

Ａ  人間関係形成

　　･社会形成能力

Ｂ  自己理解

　　・自己管理能力
Ｃ  課題対応能力 Ｄ  ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ能力

児童の実態

教 育 目 標

・最後までねばり強く取り組む。

児童への願い

かしこく　やさしく　たくましく

・明るく元気である。指示には素直に従うが、自分の意見を述

べたり自分の考えで行動したりすることが苦手な児童が多い。

・コミュニケーションスキルを身につける。

・自ら進んで積極的に行動する。

重 点 目 標

キャリア教育で目指す児童の姿

各学年の目標

特別

活動

教科

道徳

特別

活動

総合

外国

語

○　学ぶことの意義を理解し、学ぶ喜びを感じる。 指 導 体 制

○　現実の社会や生活の理解を深め、将来の生き方に関心をもつ。

○　働くことの大切さを知り、進んで働く態度を養う。

○　学校・家庭でよりよい人間関係を形成し、自分の仕事や役割を

　見つめる。

○　集団活動を行うための組織の有効性や重要性を理解し、 協働して

　活動することを体験的に学ぶ。

○　異年齢集団の中で役割分担を理解し、上級生の姿から自分の役 割

　について学ぶ。

○　 現実の社会との接点のある集団活動を通じて、目的に向けての

　意思決定と行動の積み重ねを学び、役割を果たす楽しさ、達成の

　喜びを知る。

○　学び方やものの考え方を身につけ、問題解決や探究活動に主体的、

　創造的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えることが できる

　ようにする。


