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北広島市立高台小学校  北広島市立緑陽小学校 

 

「緑ヶ丘小学校」学校教育目標の

素案について 
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          「緑ヶ丘小学校」学校教育目標の策定について      

１．前文について 

(1)設定する上での配慮内容 

・目標とする人間像を想定し設定する。 

・両校のよさを生かしてほしい。 

・緑陽小のよさをなくさないでほしい。 

・両校の児童に仲良くしてほしい。 

・特色ある教育を打ち出してほしい。（北広島市の環境のよさを生かして） 

・地域と共に歩む学校になってほしい。 

 

(2)｢どんな人に｣のアンケート調査結果より 

 【児童】 【保護者】 【教師】 【関係者】 

１ 

やさしさ思いやり 33% 思いやり、やさしい人 33% 思いやりのある人間 5人 たくましい人間 8人 

･誰にでも優しく、困って

いる人を助け、思いやりの

ある人 54人。 

･お年寄りや幼い子に優し

い4人 

･だれに対しても思いやり

44人 

･相手の立場を理解 11 

･他者の痛みのわかる人 6 

･他者への思いやりや優し

さ4人 

･心と体のバランス 

･精神的にも健康な人間 

･社会の変革に柔軟に対応 

２ 

自立･自律できる人 11% たくましい人間 14% たくましい人間 5人 思いやり･やさしさ 7人 

･ちゃんと働ける 4人 

･自分の考えを持った人間

2人 

･間違っていることをわか

る1人 

･辛いことを乗り切り、た

くましく生きる 13人 

･自分自身で生き抜く力10 

･前向きに生きていく力 7 

 

･チャレンジする人 2人 

･バランスの取れた人間 1

人 

3．向上心2人 

･夢に向かって努力する人

1人 

･社会のきまりを守り相手

の立場を考えて行動でき

る心温かい人 

 

３ 

共生 11% 自らの意志を大事に生き

る 13% 

自分の意志を大事に 2人 コミュニケーション能力2

人 

･分け隔てなく接する 6人 

･仲間を信頼し助け合える

3人 

･嘘をつかない人１ 

･自分の意志をきちんと持

ち、前に進む強い人間 21

人 

･自分の意見を言える人間

5人 

･自分を大切にできる人 1

人 

･自分の考えを的確に伝え

ることができる人 

４ 

みんなの役に立てる 10% 自立･自律した人間 9%   

･人の役に立てる人 10人 

･社会に役立てる人 5人 

･自分の義務や責任を自覚

し、行動できる人間 18人 

･正しい常識や道徳を身に

2人 

  

５ 

たくましい人、努力する人

7% 

協調性を持った人 7%   

･決断力、粘り強く 6 

･積極的に挑戦 3人 

･自分の意思を持ちつつ、

周りの人と協調できる人

23人 

  

６ 
6.正義感のある人 5% 6.心豊な人 6%   

･間違いを言える人 2人 ･心豊な人間に 5人   

７ 
7.信頼･尊敬される人 4%    

    

・自らが社会に参加し、相互に支えあえる新たな次代を担う人材 
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《前文（案）》 

 

｢大地に根ざし 未来を拓く 人間の育成」 

 

【設定理由】 

 学校は児童の生きる未来を見据え、その時を自らの力で生き抜くことのできる資質・能

力をはぐくんでいくことが求められる。その点を踏まえ、上記の前文(案)は、児童が成長

し、社会で自立し生きていく時のあるべき人間像を表している。 

 児童が自立し生きる社会は、「尐子高齢化」、｢グロ－バル化｣、｢情報の高度化｣、｢環境 

問題｣、「知識基盤社会化」等が進行し、変化の激しい社会情勢が予想される。 

そのような社会において、求められる資質や能力を見通した時、｢思いやりの心をもち、

ともに支え合おうとする態度｣と「新しい自己を創造できる力」が挙げられる。 

それらの点を踏まえ、北広島市の恵まれた環境の中で育まれた個性を生かし、大きな志

を持ち、たくましく未来を切り拓いていく人間に育ってほしいという願いを込め、上記の

目標を設定した。 

また、二つの小学校が統合となるが、両校の児童の心の結び付きが円滑に行われるよう

にとの思いも込められている。 

 

【言葉に込めた思い】 

・大地に根ざし・・・故郷を心の原点とし、現実を受け止めたくましく生き抜く。 

          自らの意志を貫く。 

          地域とともに歩む学校―特色ある学校 

 

・未来を拓く・・・・お互いを思いやり、支え合い生きる。 

          自らの力で困難を乗り越え、自己の生き方を創造する。 

          知識基盤社会へ対応できる力を培う。 

          我が国の伝統と文化を尊重し、国際理解を深める。 

          環境を守る意識をもつ。 
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２．［知］に関する教育目標 

   

｢進んで考え、伝え合う子｣ 

 

(1)上記教育目標に込めた願いは、下記のとおりである。 

 ①｢意欲｣を高める。 

確かな学力を高めていく上で、最も大事な要素であると考える。 

その意欲を高めるために、児童に｢わかる喜び｣を味わわせることが大事であり、学

ぶ意義を実感できる授業づくりが大切なものとなる。 

  

②｢主体性・自主性｣を高める。 

主体的・自主的に課題に対して取り組む態度は、新しい知識・技能を身に付け、そ 

  れらを活用し課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力を高め、さらに探

究心を育む大事な資質である。 

   また、自らの学習を見通したり、振り返ったりすることにより、自主性を高めるこ

とも求められている。 

  

③｢知的好奇心｣・｢探究心｣・｢進取性｣をはぐくむ。 

児童の本来もつ知的好奇心を、引き出すことにより、子どもならではの大きな成長 

をもたらす源となる。また、知的好奇心を刺激することにより、｢深く極めようとする 

探究心｣や｢新しいものに挑戦しようとする進取性｣が高まり、学力の深まりや広がりに 

つながっていく。 

 そしてまた、一人一人の知的好奇心を大事にした指導は、児童の興味・関心を高め、 

児童の個性の伸長が図られる。 

 そのような指導を行うために、問題解決的学習や体験的学習を取り入れるとともに、 

地域の教育資源を活用した学習も行うように努める。 

  

④｢創造力｣・｢想像力｣・｢よく考え判断する力｣をはぐくむ。 

   これからの変化の激しい社会を見据えた時、今まで経験したことのないような事態 

に遭遇することも予想される。そのような時代を生き抜くためには、新しいものを生 

み出す創造力が求められるとともに、柔軟に思考し、具体的に洞察することのできる 

想像力も求められる。 

   また、情報の高度化が進む中で、多くの情報から、より的確な選択をする力が大事 

であり、その点でも深く考え判断する力が求められる。 

 それらの点を踏まえ、指導に当たって、｢創造力｣、｢想像力｣、｢判断力｣を高めるよ 

うな、指導の工夫に努めることが大事である。 
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⑤｢最後までやりとげる力｣・｢継続する力｣ 

   課題解決に当たり、粘り強く最後までやりとげることは、たいへん大事な資質であ 

り、そのがんばりを継続することにより、確かな学力を身に付けることができる。 

   さらに、努力を継続する力は、家庭における学習の習慣化を図る上でも、大事なも 

のであり、家庭とも連携しその力を高めていきたい。 

  

⑥｢進んで表現する力｣・｢協調性｣の涵養  

 お互いの意見を伝え合い、集団解決を図ることにより、より高い理解を得ることが

でき、そのことが確かな学力の向上に結びつく。 

   また、論述やレポートなどに取り組ませることにより、思考力・判断力・表現力を 

高めていくことができる。 

人間関係の希薄化やコミュニケーション能力の低下等が、社会問題ともなっている

が、その点においても進んで表現しようとする力を身に付けることが求められている。

また、コミュニケーション能力を高めていく上で、その基盤となる協調性を高めてい

くことも、求められる資質である。 



6 

３．［徳］に関する教育目標 

   

  ｢やさしい心で、支え合う子｣ 

 

(1)上記教育目標に込めた思いは。主に下記のとおりである 

 ①｢やさしさ・思いやり｣、｢助け合う心(共生)｣、｢奉仕の心｣等の涵養 

   尐子高齢化、グローバル化等による社会の変化の激しい時代の進行、格差社会の現

状等において、自らが社会に参加し、相互に支え合える新たな次代を担う人材の育成

が求められている。また、そのような社会において、お互いの違いを理解し、認め合

い、ともに歩む態度も求められる。    

   それらの点を踏まえ、相手の立場を理解し思いやりの心をもち、周りの人とともに

支え合い、人のために奉仕する喜びを感じることのできる指導が求められる。 

   また、支え合うとは、自立を否定するものではなく、お互いの確立した意思の基に、

力を合わせることと捉えている。 

 

 ②「国際理解」に対する意識の涵養  

国際化が進む中で、我が国と他国の文化や伝統を理解し尊重する心をはぐくみ、国

際人の一員として、ともに生きていくことのできる資質をはぐくむことは大事なこと

である。その点に留意し指導の工夫に努めなければならない。 

 

 ③｢自立・自律｣、｢自分の意志を貫く｣、｢たくましさ｣、｢粘り強さ｣等の涵養 

  変化の激しい社会を生き抜くためには、自らの義務や責任を自覚し、自らの力で困

難を乗り越え、たくましく生き抜く力が求められる。 

  その点を踏まえ、学校生活においても、様々な活動を通し、自ら考え判断し、自ら

を律し、意志を確かにもち、粘り強く取り組む児童の育成を図っていくことが大事で

ある。 

 

④｢素直に反省し改める(誠実さ)｣、｢公平・公正｣、｢協調性｣等の涵養 

  尐子高齢化や価値観の多様化が進む中で、人間関係の希薄化が進み、そのことによ

る社会的な問題も起きている。その点を克服し、本来あるべき人と人との結びつきの

ある社会を回復するために、支え合う心と共に、一人一人が豊かな心をもつことが大

事である。 

  その｢豊な心｣とは、｢おごり高ぶることのない素直さ・誠実さ｣であり、｢差別せず

だれとでも等しく接する公平さ、不正を許さない公正さ｣であり、｢自分の考えをもち

つつも、他の人の違う考えも受け入れながら接することのできる協調性｣等である。そ

のような心をもつことにより、一人一人の人間が大事にされ、民主的な社会が形成さ

れることになる。 

  また、困難に立ち向かうときや周りの人と楽しく接するためには、｢明るい心｣をも

つこと、｢感謝の心｣をもつことも大事なことである。 
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  上記の点は、児童一人一人が明るく楽しく過ごせる学校づくりにおいて、大事なこ

とであり、それらの資質が高まるよう様々な活動を工夫し、指導に当たるようにする。 

 

⑤｢生命尊重｣、｢自然や動植物の尊重(環境保全)｣等の意識の涵養 

  尐年による凶悪事件の多発や自殺者の多さ等が社会問題となっているとともに、心

無い大人により児童の命が奪われてしまう現代社会において、人間の命を尊重する態

度をはぐくむことは大事なことである。 

  また、物質主義の進行、それに伴う様々な面での環境破壊が進む中で、動植物の生

態系の保持を含め、持続可能な社会をつくり上げることが求められている。 

それらを踏まえ、｢生命を尊重する心｣や身近な環境に対する問題意識を高め、｢自然

や動植物を尊重(環境保全)する心｣をはぐくむよう指導の工夫に努めていかなければ

ならない。 
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４．［体］に関する教育目標 

 

  ①｢心も体も、元気な子｣ 

 

(1)上記教育目標に込めた思いは。主に下記のとおりである 

①｢運動に親しむ態度の育成｣、｢たくましい体づくり｣、｢運動の技能の向上｣ 

  生きていく上で、全ての活動の基盤は｢健康な体｣であり、そのために、｢たくまし

い体づくり｣を図ることは大事なことである。 

そのためには、子どもたちが自ら進んで運動に親しむ態度をはぐくむことが最も大

事なことであり、その点で工夫した指導が求められる。また、体育の授業でも、児童

が運動技能の向上に向けて意欲的に取り組むよう、指導の工夫が求められる。 

  

②適切な｢集団行動｣をとることのできる態度の育成 

   一定の社会の行動様式に従い、行動できることは、社会生活を営む上で大事なこと

である。 

そのような心構えをもち、一定のルールに従って行動できる態度を身に付けるため

には、小学校段階から適切な指導を行っていくことが大事なことである。 

 

 ③｢バランスの取れた成長｣、｢不安や悩みへの対処の仕方｣、｢食への理解｣ 

   健全な成長を遂げていく上で、心と体の調和を図ることは大事なことである。特に、

小学校段階から心の教育をしっかり行っていくことが大事である。そして、食が児童

の心身の成長に及ぼす影響は大きく、その点を児童に理解させるために適切な食育を

行っていくことに努める。 

   また、いじめ等により自らの命を落としてしまうことも尐なくない。その点で、そ

のような事態に至る前に、自らの不安や悩みに対する適切な処置の仕方について、小

学校段階から適切に指導し理解させることは大事なことである。 

 

 ④｢望ましい生活習慣の確立｣ 

   ｢生活習慣の乱れ｣は、健全な成長にとって、様々な障害をもたらす。その点で、家

庭と十分な連携を図りながら、望ましい生活習慣を身に付けさせることは、大事なこ

とである。 

 

 ⑤｢危機の予知・回避能力｣を高める。 

    地震・火災、交通事故、不審者への対応等、児童の周りには、様々な危険が増え続

けている。その中で、児童の命を守ることは、最も大事なことであり、保護者もその

点を注視している。 

   そのことを踏まえ、学校は、地域の関係機関と連携を図り、児童の安全確保に努め

ていく必要がある。それと共に、児童の危機に対する予知・回避能力を高めることも

基本的に重要であり、小学校段階から安全教育の充実に努めていく必要がある。 
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５．小中連携の視点から―中学校の目指す児童像の関連について 

  小中連携し、義務教育 9 年間を見通した中で、児童生徒に教育を行うことにより、よ

り確かな成長を図ることができる。その点を踏まえ、小中の学校教育目標を比較し、同

じ点や相違点を明らかにし、その点を踏まえ、指導に当たることにより、確かな根拠に

基づく説得力のある指導を行うことができる。 

緑ヶ丘小学校  緑陽中学校 
大地に根ざし 未来を拓く (人間の育成) 『ともに』ということ 

『主に込められている要素』 
・たくましさ 
・思いやり、支えあい(両校児童の融合) 
・新しいものを生み出す創造力 
・地域性 

『主に込められている要素』 
・個性を認め合う 
・協力 
・共に生きる 
・開校当初の初心を忘れない。 

心も体も、元気な子 ともに鍛えん 
・たくましい体づくり 
・不安や悩みへの対処 
・運動に親しむ態度の涵養 
・運動の技能の向上 
・集団行動 
・バランスの取れた成長 
・望ましい生活習慣の確立 
・危機の予知・回避能力 

・命・健康の尊重 
・健康な心身―健全な幸せな社会 
・心身のバランスある成長 
・健全な生活習慣(家庭との連携) 
・防災や交通安全への意識 

進んで考え、伝えあう子 ともに学ばん 
・意欲 
・主体性・自主性 
・粘り強さ、継続する力 
・知的好奇心、探究心、進取性 
・創造力、想像力 
・判断力 
・表現力 
・協調性(話し合い活動) 

・意欲 
・学習や生き方の基礎基本の習得 
・思考力・判断力・表現力の育成 
・練りあい・切磋琢磨 
・地域との係わり 
・体験的学習 
 

やさしい心で、支えあう子 ともに支えん 
・やさしさ・思いやり 
・協調性 
・明るい心 
・感謝 
・助け合う心(共生) 
・奉仕の心 
・公平・公正  
・自立・自律 
・素直に反省し改める(誠実さ) 
・国際理解（日本の文化と伝統の尊重） 
・粘り強さ 
・たくましさ 
・自分の意志を貫く 
・生命尊重 
・自然や動植物の尊重(環境保全)  

・思いやり、協力性 
・温かい人間関係の構築 
・助け合いの精神 
・公正 
・自律心 
・責任感 
・日本の伝統文化の尊重 
・国際理解 

ともに進まん 
・努力 
・チャレンジ精神 
・自主性・社会性・協調性 
・強い意志 
・判断力・実践力 

 

【両校の教育目標を比較して】 

○緑陽中の主な思いは、『ともに』という言葉で表されているように、個性を認め合い、協

力し合いともに生きる意識の醸成にある。 

○緑ヶ丘小の教育目標に込められた思いは、『ともに支えあい、自ら生き方を創造できる人

間の育成』をねらいとしている。 

○両校の目指す人間像は同一の方向にあり、その育てようとしている、資質や態度も同傾

向にあると捉えることができる。 
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『緑ヶ丘小学校』 学校教育目標 素案 

 
 

大地に根ざし 未来を拓く 人間の育成 
 
 

進んで考え、伝え合う子 
 
 

やさしい心で、支え合う子 
 
 

心も体も、元気な子 
 

 


