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Ｈ２３．５．１９（木） 

統合準備会資料 

緑ヶ丘小学校の教育目標作成について 

 

１．作成にあたっての基底と資料になるもの 

   

実 態 

 

法・規則・基準 作成の思い 

   

○学校、児童、地域の実態 

   ・児童の実態把握 

   ・アンケート等 

         ※資料３参照 

○小中学校の連携 

    ・実態交流 

    ・教育目標の比較 

 

 

 

 

○各種法則 

      ※資料１参照 

○学習指導要領 

      ※資料２参照 

○北海道教育推進計画 

      ※資料２参照 

○北広島市教育推進計画 

   ※資料２参照 

 

○教育的価値 

    ・教育の情勢 

        ※資料４参照 

    ・作成者の願い 

 

 

 

 

 

   

 

２．緑ヶ丘小学校教育目標について  別紙
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― 参考資料 ―  

 

(1)教育基本法より(主な関連部分を抜粋) 
第 1章 教育の目的及び理念 
（教育の目的）  

第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身と

もに健康な国民の育成を期して行われなければならない。  

（教育の目標）  

第二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われる

ものとする。  

一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健 

やかな身体を養うこと。  

二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うと 

ともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 

三  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に 

社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。  

四  生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。  

五  伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会

の平和と発展に寄与する態度を養うこと。  

(2)学校教育法より（主な関連部分を抜粋） 
 第二章 義務教育 

第 21条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法（平成 18年法律第 120号）第５条第２項に規定す

る目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 

1．学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共

の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 

2．学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度

を養うこと。 

3．我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた

我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の

平和と発展に寄与する態度を養うこと。 

4．家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養

うこと。 

5．読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。 

6．生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。 

7．生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養

うこと。 

8．健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発

達を図ること。 

9．生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。 

10． 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来進路を選択す 

る能力を養うこと。 

 第四章 小学校 

第 29 条 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なも

のを施すことを目的とする。 

第30条 小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第21条各号に掲げ

る目標を達成するよう行われるものとする。 

2．  前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得さ

せるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力を

はぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。 

資料１ 

http://www.houko.com/00/01/H18/120.HTM#005
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○学習指導要領   （一部） 

２ 改訂の基本方針 

① 教育基本法改定等で明確となった教育の理念を踏まえ「生きる力」を育成すること。 

（解説略） 

② 知識・技術の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視すること。 

（解説略） 

③  道徳教育や体育などの充実により、豊かな心や健やかな体を育成すること 

（解説略） 

 

○北海道教育推進計画 （一部） 

第２節 北海道教育ビジョンの基本理念 

  自然豊かな北の大地で、自立の精神にあふれ、夢や希望の実現に挑戦し、これから 

  の社会を担う人を育む  →自立 

 

  心豊かに、ともに支え合い、ふるさとに誇りを持つ人を育む  →共生 

第３章 ビジョンの基本目標と基本方針 

１ 社会で活きる実践的な力の育成 

２ 豊かな心と健やかな体の育成 

３ 信頼される学校づくりの推進 

４ 地域全体で子どもたちを守り育てる体制づくりの推進 

５ 北海道らしい生涯学習社会の実現 

 

 

 

○北広島市教育推進計画 （一部） 

 ・北広島市学校教育目標 

      北広島のよさを見つめ、豊かな心で新たな自己を創り出そうとする力を育てる教育の推進 

～信頼され、開かれた学校づくり 地域と共に生きる子どもを育てる体制づくり～ 

  ・目指す子ども像 

心豊かに 大志をいだき たくましく 生きる子ども 

＜やさしく＞ ＜賢く＞＜たくましく＞ 

資料 2 
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１．社会情勢から見るキーワード 

 

今後の社会情勢 派生する課題 求められる教育 キーワード 

(1)少子化(核家

族化) 

・自己中心主義(過 

保護・過干渉) 

・民主的資質の醸成 

・心の教育（実感を伴う理解） 

・公平・公正 

・活力ある人間 

・コミュニケーション力 

(2)高齢化 ・労働力の減尐 

・社会的活力の衰 

 退 

・老人の増加 

・心の教育 

・キャリア教育（勤労観・職業観育成） 

・意欲ある人材の育成 

・支え合い（共生） 

・やさしさ・思いやり 

・自立 

・意欲 

(3)情報化・グロ

ーバル化 
・変化の激しい社会 

・自ら困難を乗り越える力 

・思考力・判断力の育成 

・たくましい体力・健康 

・たくましさ（耐える） 

・自立 

・知恵（思考力･判断力） 

・強い体 

・情報化への対応 
・情報活用能力の育成（ＩＣＴ教育） 

・言語能力の育成 

・情報処理能力 

・言語力 

・国際競争の加速 

・共生意識の向上 

・外国語活動の充実 

・日本人としての自覚の高まり 

・違うものへの理解 

・外国語活動 

・愛国心・郷土愛 

・異人種・異文化と

の係わり 

・共生への理解 

・我が国と郷土を愛する心情の醸成 

・共生 

・日本人としての誇り 

・国際社会の平和と

発展 

・国際平和・発展への理解（国際協力） ・平和を願う心 

・広い視野・国際性 

・支え合う心（共生） 

(4)社会情勢の 

変化 
・経済状況の低迷に

よる家庭教育力の

低下（格差問題） 

・基本的生活習慣の確立 

・家庭・地域との連携した教育 

・生徒指導の充実（共感的理解） 

・支え合う心（共生） 

・家庭・地域との連携 

・自立・自律 

・自尊感情 

・社会的閉塞感の蔓

延 

・キャリア教育（勤労観・職業観の育成） 

・自尊感情の醸成（有用感、有能感） 

・豊かな心の育成（道徳教育、体験学習

等） 

・たくましさ 

・主体性・意欲 

・向上心 

・明るさ 

・共生 

・人間的つながりの

希薄化 

・コミュニケーション能力の育成 

（言語活動の充実、外国語活動等） 

・共生の意識（思いやる心の醸成） 

・やさしさ・思いやり 

・コミュニケーション力 

・協調性 

・信頼・きずな 

・物質主義の蔓延 ・豊かな心の育成（道徳的価値） ・人のためになる喜び 

・豊かな人間性 

・自己確立 

(5)知識基盤社 

会の進行 

・知識基盤社会への

対応 

・確かな学力（習得、活用、探究） 

・言語活動の充実 

・科学の振興（理数教育の充実） 

・家庭学習の習慣化               

・確かな学力 

・先取性 

・創造力 

・探究心 

(6)環境保全 ・環境問題への対応 ・環境教育の充実（環境への関心の向上） ・広い視野と洞察力 

・社会性 

・共生 

資料４ 
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「緑ヶ丘小学校」の学校教育目標に関するアンケート（案）（保護者用） 

平成22年11月26日   

北広島市立○○小学校 

１．学校教育で、お子さんの特に伸ばしてほしい点は、どのような点ですか？ 

 【学習面】、【心の面】、【健康・安全面】で、それぞれ３つ選び、カッコに○を記入してください。

なお、項目にない場合は、その他の欄に記入してください。 

【学習面に関して】 

①（  ）基礎的・基本的な学力の定着 

②（  ）一つの課題を追求し、深く考える力 

③（  ）資料等を基に自分の考えをまとめる力 

④（  ）話すことや文章で自分の考えを表現する力 

⑤（  ）言語に関する力や読解力などの国語に関する学力 

⑥（  ）社会的なものの見方ができるなどの社会に関する学力 

⑦（  ）論理的な考え方ができるなどの算数に関する学力 

⑧（  ）科学的なものの見方ができるなどの理科に関する学力 

⑨（  ）音楽や図工などの芸術に関する知識や技能 

⑩（  ）基礎的な外国語に関する知識や関心をもつこと  

⑪（  ）コンピュータ等を使い、基礎的な情報処理能力 

⑫（  ）自ら進んで学習する意欲をもつこと 

 その他（                                    ） 

【心の面に関して】   

①（  ）自分でよく考えて、節度をもって行動することができる。  

②（  ）自分でやろうと決めたことは、ねばり強くやり遂げる。 

③（  ）正しいと思ったことを勇気を持って実行できる。 

④（  ）過ちは素直に反省し、改めることができる。 

⑤（  ）自分の特徴に気付き、よい所を伸ばす。 

⑥（  ）礼儀の大切さを知り、だれに対しても真心をもって接することができる。 

⑦（  ）思いやりの心をもち、相手の立場を考え行動できる。 

⑧（  ）互いに信頼し、友情を深め、助け合うことができる。 

⑨（  ）生活を支えてくれている人々や高齢者に、尊敬と感謝の気持をもって接することができる。 

⑩（  ）生命の尊さを理解し、生命を大切にする。  

⑪（  ）自然のすばらしさや不思議さに感動し、自然や動植物を大切にする。 

⑫（  ）美しいものや気高いものに感動する心をもつ。 

⑬（  ）約束や社会のきまりを守り、みんなで使うものを大切にする。 

⑭（  ）だれに対しても差別をすることや偏見をもつことなく公正、公平に接することができる。 

⑮（  ）働くことの大切さを知り、進んでみんなのために働く。 

⑯（  ）父母、祖父母を敬愛し、家族みんなで協力し合って楽しい家庭をつくる。 

⑰（  ）先生や学校の人々を敬愛し、みんなで協力し合って楽しい学級・学校をつくる。 

⑱（  ）郷土の伝統と文化を大切にし、郷土を愛する心をもつ。 

⑲（  ）我が国の伝統と文化に親しみ、国を愛する心をもつとともに、外国の人々や文化に関心をもつ。 

その他（                                     ） 

※裏面にも、質問項目がありますので、お答えいただきますようよろしくお願いします。 

資料３ 


