
○ 「自己有用感を味わえる場 「自尊感情を高められる場」を設けることにより、児童が、自分の存在感を」

確かめられるようにする。

○ 教育相談の時間を十分確保する事により、教師が、児童

一人ひとりの思いを知り、温かく受け入れるようにする。

○ 家庭のアンケート協力を得ながら、学級活動や道徳で善悪の判断ができる力を培う。

存在感を味わわせたい！

教育相談.家族対話の場を設定生徒指導の充実

自己中心的な子供が増え学級が乱れた。 ○１人（教師）対 多数（児童）になりがちな学級

家庭との連絡を密にし生徒指導を活性化さ 内。担任が自分のためだけに話を聞いてくれる時

せ、自尊感情の向上を目指す。 時間をとり安心感を与える 「あなたの存在がどれ。

ほど大切か」を語り、児童の話をたくさん聞き、

丸ごと受け入れる。発信！生徒指導便り

○学校での取り組みをしっかり保護者に理 ○仕事を理由に子供と関われない親たち。家族と共

解してもらう。保護者の心温まる協力や に門限を決めたり休み中の目標を立てたりして個

※資料１・２地域の方の温かい協力に感謝で報告。 個が「生活表」を作成。

○親の働きかけで児童が変わったり、地域 ○家族と作成したものを基に学級で話し合い確認を

の方の働きかけで子供が変わる（その逆 する。担任の合格印をもらう。

も有る）ような、小さな事も紹介。 ○休み終了後、自己評価をする。

※資料３

・挨拶の宿題から挨拶運動へ（例）
・学校周りの犬の糞公害解決

・見守ってくれる地域の人々

児童が「やってよかった！」と思えるよう

に、良い事を報告して自信を持たせる

異学年交流

４月から１対１を基本にペアを○ペア制 →
組む。授業中立ち歩きわざと奇声を発する上

級生でも下級生の前では愛情いっぱいの立派

他教科との連携なお兄さん。校内で役に立つ自分を確かめら

れる充実の場。

○互いに頑張り応援し合える場面の設定をする。

○感謝の気持ちを伝える

自分を見つめるバード君塗り絵で

教育相談日を学期ごと、定

期的に置付け設定する。

言いたいことを我慢し

てしまう子、話したいの

に、自分から話せないで

いる子に 「いつも私はあ、

なたを見ている！」と、

伝える。
生活表の内容は、生徒指

導会議にて協議の上決定

する。

長期休業前は意図的に親

子団らん（会話の場を

設定し実践してもらう。

家族が自分の事を真剣に

考えてくれる喜び・大切

にされる嬉しさを味わえ

る。

ドッジボール大会に向けてパートナーと練習。

スポーツテストの計測協力や励まし。ふれあい

遠足での異学年遊び。

○バード君は創立１０周年のシンボルマーク。目標を守ったら青、守らないと赤を塗
る。鳥の色で自分の頑張りや意識の高さが一目瞭然。集計し学級の一員として自分

※資料４・５を振り返る。

○道徳・学活・保健・総合を中心に意識化。

音楽集会

「命」をテーマに戦争

の悲惨さと平和の素晴

らしさを伝える

人権の尊重 思いやり道徳

外箕輪のみなさんに支えても

総合的な学習らっての、

保健・家庭科

食の大切さ
あなたが生き生き生
活できるために食べ
る事が何よりも大切

自分を愛せる子どもを育てよう
～家庭と連携して広げる「認め合い・確かめ合い」活動～

教育課程上の位置づけ

、 、 、学活 教育相談タイム 道徳

異学年交流タイム

目標・ねらい

事前指導・経緯



１ 児童を丸ごと受け止める教育相談

２「チャンスにチャレンジ！」

家庭と児童と学校を結ぶ生活表

３ 異学年交流

４ 地域・家庭とつながる生徒指導便

りをめざして

私はかけがえのない存在

○一人一人が大切にされている喜びを感じる為 に「ど
うせぼくなんて、私なんて」と、絶対に思わせないよ
うにする。
○心のよりどころとなる学級作りをして、思いやりや
向上心を育むことのできるような話し合いを実施する。
（何でも言える雰囲気作り）
○自分自身が頑張ると全体
も良くなる事の感動や見
つめてくださる周囲の人
への感謝の気持を伝える
場の設定をする。

～異学年交流について～
① 入学式に１年６年２年５年３年４年でペアを作り、パ. .
ートナーとして対面する。

② 内容を相談して月一回は全校一斉に遊ぶ。
③ 校内記録会競技会で互いに応援し合う。.
④ 休み時間は勿論の事、学校外でも遊ぶ。
６年生は１年生のパートナーに校外学習や旅行の土産を
買ってきたり、年賀状を出したり、クラスのお楽しみ会
に呼ぶ計画を立てている。

～生活表について～
夏季・冬季・学年末休業の前にはやっぱりこれ！

休み中も「 チャンスにチャレンジ 」が合い言葉
子供との関わりを深めるために家庭の協力で生活表を作る。

① 家族を巻き込まないと完成しない生活表の原案を作成する。
② 生活表の内容を、生徒指導の全体会議ではかり、精選する。
③ 児童に計画のたて方を説明をする （保護者用の依頼書配布）。
④ 家庭で相談して、穴埋め式の生活表を完成させ、持ってくる。
⑤ 個々が作成したものを基に学級で共通の約束を確認をする。
⑥ 休み明けに自分の生活を振り返り反省欄に記入して提出する。

目指せ出席率１００％
君がいなくちゃ始まらない
児童の心と身体の健康を願
い、十分な観察をし、児童
を支え励ます。児童個々の
頑張りに加え、保護者の理
解、担任の励ましが揃って

、 。こそ 達成できる事である

地域の方からいただく励まし
や、感動の手紙を、随時、児
童や保護者に紹介する。

※資料６

○毎月のチャレンジ内容を決めて掲示し月末に
自己評価をする。

○学級で集計する。
○児童の反省は生活指導が
行き届いているか否か指
導の善し悪しに直結し役
立つ。

○取組の評価

○生徒指導便りを発行する。
、 。○家庭に 児童への声掛けや指導を依頼する

（ 、問題がおこってから親を呼ぶのではなく
児童のための相談窓口でありたいと考え、
いつも門戸を開いていることを伝える ）。

生徒指導の共通理解

保護者へ周知

○運営上の留意点
保護者に求めた協力に対し、戻ってきた結果の報告を数字や事実の報告など具体化することである。
児童の反省内容から、絶えず、指導内容・方針を見直す。
○関心・意欲・態度について
児童にとっては、楽しみながら取り組むことができ、親や異学年の児童と関わりながら自分の可能性や自己
有用感を味わえる点において有効である。
○保護者，関係機関との連携について
保護者に依頼しても、親子の関わりが少なく、話し合えない状況の児童もいる。
対話時間を強制しても無理な児童が洗い出され、手厚いフォローをすべきことが解り、対応できる。

実施内容

事後指導

取組の評価



資料１ 夏休み対策「親子会議」の案内文章

平成１６年７月○○日

保護者 様

○○市立○○小学校

校長 ○○○○

夏休み対策「親子会議」のお願い

雨雲も、子どもたちのパワーに押され遙か彼方にとんでいってしまったようです。

保護者の皆様におかれましては、本校の教育に対し、深いご理解とご協力をいただき

まして誠にありがとうございます。おかげさまで、１学期を無事終えることができそ

うです。職員一同感謝しております。

さて、夏休みを１週間後に控え、子どもたちと保護者の皆さんで夏休みの過ごし方

について一緒に考えていただきたいと思います。と、申しますのは、最近の子どもを

取り巻く社会環境が、多様化し、家庭と学校と社会とがしっかり手を結ばなければ、

子どもを守っていけないと考えるからです。

夏休みは、子どもの生活が家庭中心になるのに、家の方が仕事で不在というご家庭

が圧倒的に多いようです。ですから、休み前にお子さんと十分な会話をして、約束事

を決め、互いに信頼し、確かめ合いながら有意義な夏休みを過ごさせたいと思います

また、隣の子も我が子と同じように、優しく、時には厳しく接していただきたいと

思います。夏休みは、余計に気を配りたいものです。

私たち職員もそうですが、子どもには「言ったつもり」「子どもはわかってくれて

いたはず！」と思っていたら、実は、できていなかったと反省することのないように

みんなで頑張りたいと思います。ご多忙とは存じますが、すばらしい夏休みにするた

めに、下記のとおりご協力をよろしくお願い致します。

記

１ 本日配付されたプリントを、お子さんと話しながら、予想して答えを出してくだ

さい。ヒントは裏にあります。

低学年は、読むことができなかったり書けない漢字があるので、お家の方が書

いてくださってかまいません。考えるのは親子一緒です。

２ 提出は、１４・１５日の２日間です。

３ １６日に学校で答え合わせをします。

４ ２０日にこのプリントの正解と夏休みの過ごし方の一覧表を再度配付します。

なお、自転車の乗り方ですが、保護者の責任で乗って良いか否か、範囲はどこかな

どお子さんと話し合ってください。学校では、「子ども同士で遠乗りをしない」（学区

が他の学区と隣り合っている方は、学区外に行くなと言われても無理ですし、自転車

の乗り方の技術に差もあります 「二人乗りをしない 「交通ルールを守る」の３点。） 」

をしっかり指導します。



資料２ 生活表（全学年共通）

夏休みの合い言葉も「チャンスにチャレンジ共に感動」
年 組 あなたのめあてを書いてね！ 終了後の反省

い氏 生活 勉強 お願

私の夏休みの
名チャレンジは

これです！ 完 ぺ き ◎
もう一息 ○

おうちの人に一緒に読んでもらい、よく考えてこのプリントを完成させましょう。 残 念 ●

生活 勉強 運動 学校からのお願い
・（ ： ）に寝て（ ： ）起床
・我が家の門限（ ： ）暗くなって外 ・長い休みの勉強時間の最低ラインは？ 本校は、子どもの（ ）を禁止していま
を出歩かない。６時の鐘を家で聞こう。 １０分×（学年に１をたす） す。中学校も同様です。
・外から帰ったら（ ・ ） 例 ３年生 高校入試前に、黒くそめ直しても色でわかる
ラジオ体操を（ ）やる １０×（３＋１）＝４０分 そうです。・

（ ）やらない 私は（ ）年生なので、
・夏休みだって絶対ごろごろしない！ １０×（ ＋ ）＝（ ）分 親や兄弟姉妹が、お子さんの髪を染めな
家族の一員として（ ）を １日最低（ ）分勉強します。 いでください。化粧や毛染めは、自分が大人
する。☆〔 〕を ・朝９時までは家で学習しよう。 になってお給料をもらってからするものと指
やることにしよう! 導しています。

・ なわとびに挑戦しよう。 なお、ご家庭のご協力により、黒い髪の毛
・おやつは食事をおぎなうものとして食 （ ）とびを（ ）回 に戻したお子さんが増えてきました。ありがと
べよう「（ ）すぎ」に注意！ できるようにします。 うございます。
夏休み中に、突然（ ）りすぎない 縄跳び練習、毎日（ ）分 茶髪、腰パンの子は、悪い遊びをしようと

もちろん、先生達もです！ 水泳の目標は（ ）です。 する人達に、仲間として誘われやすいそうで・
・やっぱり大切！知り合いにあったら、笑 そのほか、体を鍛えるために す。
顔で （ ）をするつもりです。

自分の小遣いだからと言って（ ）を
・「道を教えて」と言われても知らない人の 私は、休み中に 本を（ ）冊 無計画に全部使わない！たくさん持って遊び
（ ）にのってはいけない。知らない人 読みます。 に行かない！
から友達の（ ）を教えてといわれて

事故・犯罪に巻き込まれないために★も、絶対教えない。 本は（ ）の栄養と言いますが ★
・自転車の（ ）乗りでけがをした 本を声に出して読むと、 子どもだけで、遠出をさせないでください。
人がいます。乗せてと言わない！乗り 脳みそが活性化するそ 子どもだけで、富津、木更津まで行ったり、ゲ
な！と誘わない。とびだしをしない。 うですよ ！！！ ームセンターに入り浸ったりしている子がい
・「危険・入るな」と書いてある看板付近、 ます。話を聞くと、うちの人に断ったと言う子
さくの中、浅そうに見えるからと（ ） の もいますので、許可しないようご協力くださこのプリントは、夏
中に入らない！おぼれた人を見たら 大き い。よそのお子さんがそうしていた場合は、休み前に担任の先生
な声で（ ）を呼ぶ 是非注意をしてください。に出してください！
工事現場や水のたまっているところは また、出かけるときは「だれと、どこに、い
特に危険です！ つ帰る」かを必ず確認してください。



資料３ 生徒指導便り「心の瞳」

春休み版心 の 瞳
２００５．３．○○
○ ○ ○小 学 校
校長 ○ ○ ○ ○
生 徒 指 導 部

、 。それぞれの学年で学ぶべきことを身につけ 子供達は今日この学年を終了しました
愛情いっぱいのご家庭での励まし・躾があってこそ、子供達の頑張る力はさらに輝き
ます。そして、それを土台に、学校という集団の中 、また、地域社会というたくさ、
んの人々に、もまれたり支えられたりしながら、ますます生きる力のある子になって
いくのがよくわかった一年でもありました。
この一年間、ご協力くださった保護者の皆様へ心より御礼申し上げます。本当にあ

りがとうございました。
来年度も素晴らしい一年になりますよう、学年末休業中も下記の通り、ご家庭でご

指導くださいますようにお願いいたします。必ずご家庭で話し合って「我が家の約束
を確認してから春休みに入りたいと思います。

記

１ きちんと食事をとり、いつものように規則正しい生活を！
春休みになったとたん夜更かしや朝食抜きになり、休み明けに起きる

のが大変になってしまう子が多く見受けられます。いつもの通りに過ご
しましょう。学校と同じ「笑顔いっぱい・元気いっぱい・力いっぱい」
をモットーとして、がんばらせたいとおもいます

２ 絶対に事故にあわない
学校では子どもだけで遠出したり富津や木更津に自転車で行ったりする自転車
事を認めていません。危険なので、お家の人も許可しないでくだい。
２人乗りで大変なけがをした子がいます。スピードオーバーも危険。
しっかり整備した自転車に乗らせてください 。
左右の確認を！飛び出しはしない！。
路上でのローラースケート、キックボードは禁止です。
埋め立て地・工事現場、池、川、防火用水路、資材置き場で事故が起危険場所
こるようです。自分が怪我をすると思わずに遊んで大変な事になりま
おかしいと思ったら近寄らない。こども１１０番の家や近くの民家に不審者
逃げる。絶対、知らない人の車に乗ってはいけない。
「お父さんが事故にあったよ。おじさんはお父さんの会社の人だから
病院にのせていってあげる」と言われたらどうするかお子さんと話し
てみてください。 緊急事態は １１０番通報
落ちていたライターで草木に気軽に火をつけて燃え広がった例が沢山火遊び.
あるそうです。こども同士の釣りは禁止。大人と一緒が原則です。水遊び

３ あいさつ・礼儀作法・お金のルール
私たち大人が手本となりみんなで気持ちよく挨拶したいと思います。
また、友達の家の冷蔵庫を開けたり、おやつをねだったりしない
よう教えて下さい。

９ 時 ま で は 家 で（勉強や読書をして）過 ご す。
１７時 に は 家 に 帰 る。

絶対させないでください。自分で稼いだお金ではありません。こども同士では

友達におごった ×おごってもらった ×お金を貸した ×お金を借りた×
４ 勉 強

中学・高校の授業がわからず挫折する子が多くなっているそうです
高校入試の漢字の書き取り問題の多くは小学校６年生の漢字でした。
学力テスト前に「勉強をすると、わかるから楽しい」と子ども達が話
をしておりました。素晴らしいことです。
毎日勉強する習慣は「今」つけておけば大丈夫！今まで学んだ事を

復習し、しっかり身に付けることは次への大きな自信につながります

５ 手伝い
家族の一員としてぜひ、子供達に手伝わせてください。 掃除でも茶
碗洗いでもがんばってやってくれるはずです。一緒にやるともっと
楽しいですね。



資料４ 振り返りカード「バードくん」 （高学年用）




