
大中学区 A ・ B ・ C ・ D 「あいさつ・べんきょう・チャレンジ・ドリーム」運動を推進する

A･･･あいさつ 毎月１日はあいさつ運動日
B･･･べんきょう ９年間の連続性のある家庭学習の取り組み
C･･･チャレンジ ９年間を見通したキャリア教育
D･･･ドリーム キャリアノートの活用

学 校 岩谷小学校・大内小学校 大内中学校
（学 年） 低学年 中学年 高学年
キャリア教育研究テーマ 学ぶことや働くこと，生きることの尊さを理解し，意欲をもって学び続ける子どもの育成， 心豊かにたくましく，共に高まる生徒の育成

地域の方々や友達とのかかわりの中で夢の実現に向け，進んで行動する子ども
・自己及び他者への積極的関心の形成・発展 ・身のまわりの仕事や環境への関心・意欲の向上 ・小・中連携の推進による，発達段階に応じた取組の実践

キャリア教育 ・夢や希望，憧れる自己イメージの獲得 ・勤労を重んじ目標に向かって努力する態度の形成 ・自己理解を深め，将来の生き方について真剣に考える機会を
指導の重点 ・相手の気持ちや考えを認め合い，友達となかよく関わることができる ・自分のよさに気付き，目標に向かって努力することができる 計画的・意図的に配置

・初めてのことや苦手なことにも，失敗を恐れずに取り組むことができる ・夢や希望をもち，自分ができることを見つめ直し，行動することができる ・夢や希望の実現に向け，主体的に学び続ける生徒の育成
・総合的な学習の時間との関連で体験活動を重視しながら，各
学年の縦のつながりを重視

児童・生徒の発達段階に応じたキャリア教育の視点にかかわる具体的な能力・態度
各学年の重点目標 ○自分の好きなこと，得意なこと，できることを ○友達のよさを認め，協力して活動する中で， ○苦手なことや初めて経験することに失敗を恐れず ＜１年＞意欲的に学習や諸活動に取り組み，誠実に努力しよう

増やし，様々な活動への興味・感心を高めなが 自分の持ち味や役割を自覚することができる 取り組み，そのことが集団の中で役立つ喜びや自 とする生徒の育成
○能力の解釈 ら，意欲と自信をもって活動できるようにする。 ようにする。 分への自信につながるようにする。 ＜２年＞自ら進んで学習や諸活動に取り組み，自分を伸ばそう

能 ・具体的要素 ・小学校生活に適応する。 ・友達と協力して活動する中でかかわりを深め ・自分の役割や責任を果たし，役立つ喜びを体得す とする生徒の育成
・身の回りの事象への関心を高める。 る。 る。 ＜３年＞自分の生き方を前向きに設計し，その実現のために積
・自分の好きなことを見付けて，のびのびと活動 ・自分の持ち味を発揮し，役割を自覚する。 ・集団の中で自己を生かす。 極的に学習や諸活動に取り組む生徒の育成
する。 ・社会と自己のかかわりから，自らの夢や希望をふ

力 くらませる。
＜地域の人とのかかわり＞ １年：がっこうだいすき ３年：まるごと大内！！～大内・岩谷の自まん ５年：米作りから日本を見つめよう！！ １年：地域を知ろう

２年：どきどき わくわく まちたんけん をあつめよう～ ６年：見つめなおそう 岩谷と自分 ２年：地域で学ぼう
４年：ふるさと秋田のよさを知ろう ３年：地域に貢献しよう

＜生き方を考える＞ １年：もうすぐ2ねんせい！ ３年：もうすぐ４年生 ５年：ぼくらのホップ！ステップ！ 「未来への地図」
２年：あしたへジャンプ！ ４年：自分の成長を見つめよう そして大きくジャンプ！ ～社会を学び，よりよい生き方を考える～

６年：卒業への思いを表そう
人 ・多様な他者の考えや立場を理解し，相手の意見 ・どこでも，だれに対しても返事・あいさつがで ・場に合った挨拶ができ，相手を見て返事がで ・会釈やその場に合った返事・あいさつができる。 ・会釈やその場に合った返事・自分から進んで元気に明るくあ
間 を聴いて自分の考えを正確に伝えることができ きる。Ａ きる。Ａ Ａ いさつをする。Ａ
関 るとともに，自分の置かれている状況を受け止 ・自分の使ったものを元に戻すことができる。 ・低学年に対して，後始末の手本となることが ・自分や集団で使うものの整理整頓ができ，忘れ物 ・他者の立場を理解し，自分の考えを正確に伝える。
係 め，役割を果たしつつ他者と協力・協働して社 ・友達となかよく活動できる。 できる。 をしないように工夫することができる。 ・多様な集団や組織の中でコミュニケーションを深め，豊かな
形 会に参画し，今後の社会を積極的に形成するこ ・苦手なことも練習する。 ・友達のよいところを認めて，なかよく生活で ・委員会活動を通して，自分らしさを積極的に発揮 人間関係を築く。
成 とができる力 ・まち探検をして，自分から進んで地域の人と関 きる。 し，立場の異なる人の意見や気持ちを察して理解 ・自分の思いを表現したり，相手の気持ちを考えた言動ができ
・ わることができる。Ｃ ・自分の目標に向かって努力する。Ｃ する。 る。
社 ○学校生活を通して，きまりの意義を理解し，協 ・保育園の年長児と交流を通して，年下の子ども ・地域の施設見学をして，自分から進んで地域 ・修学旅行や自然教室を通して，自分らしさを発揮 ・人間関係の大切さを理解し，他者と協力し合って学習や活動
会 力することの大切さが分かる。 の気持ちを考えたりやさしくしたりすることが の人と関わることができる。 しながら，友達のよさを発見したり，集団の中で に取り組む。
形 ○集団の中で教え合ったり，励まし合ったりして できる。 ・校外学習を通して，友達のよさを発見したり の役割を果たしたりすることができる。Ｃ ・地域社会で働いている人たちの講話を聴き，自分の夢の実現
成 仲間と協力しながら仕事や遊びに取り組む。 ・縦割り班の班員と，仲良く楽しく活動すること 集団の中での役割を果たしたりできる。 ・縦割りのリーダーとして，班の意見を調整したり に向け努力しようとする意欲を高める。Ｄ
能 ○地域の中の人としての自覚をもち，多様な人の ができる。 ・縦割り班の一員として，班全体の意見に従っ 積極的に行動したりすることができる。
力 生き方や環境を理解する。 たり協力したりすることができる。

小学６年生に中学生が中学校生活を説明したり，学習方法をアドバイスしたりして，
集団の中で積極的に他とかかわり，表現しようとする。

自 ・自分が「できること」「意識を感じること」「し ・学校たんけんを通して，学校の先生には，いろ ・スーパーマーケットや市の施設（消防署・水 ・工場や農家を訪問し，様々な仕事があることに気 ・学ぶことや働くことの意義や役割，およびその多様性を理解
己 たいこと」について，社会の相互関係を保ちつ いろな仕事や役割があることに気付く。 道局等）で働く人を訪問し，積極的に質問し， 付き，興味をもって調べることができる。 し，自己の進路や生き方について考える。Ｂ
理 つ，今後の自分自身の可能性を含めた肯定的な ・当番活動や係活動の役割を，きちんと果たすこ 仕事の内容に興味をもつ。 ・当番活動や委員会活動の仕事を理解し，よりよい ・進路への興味・関心を高め，望ましい勤労感・職業観を育成
解 理解に基づき，主体的に行動すると同時に，自 とができる。 ・当番活動や係活動の仕事を理解し，積極的に 活動を考え，自主的に行動することができる。 する。Ｄ
・ らの思考や感情を律し，かつ，今後の成長のた 行動することができる。 ・自己理解や生き方について自覚を深める。
自 めに進んで学ぼうとする力
己 ○集団生活の中で，自分らしさを発揮しながら行
管 動する。
理 目標の実現に向けて粘り強く努力する。
力
・仕事をする上での様々な課題を発見・分析し， ・自分でできることは最後までやり遂げることが ・自分たちの生活を振り返り，問題点を見付け ・当番活動や委員会活動等の仕事を理解した上で， ・自分のテーマに沿って課題を見付け，情報を選択しながら自

課 適切な計画を立ててその課題を処理し，解決す できる。Ｃ たり解決したりすることができる。 学校や学級の仕事に責任をもって取組むことがで 分の将来について考える。Ｄ
題 ることができる力 ・係活動の仕事内容を，計画的に実行することが ・係活動等，自分たちで計画を立てて取り組む きる。Ｃ ・職場体験を行うことで，将来設計を達成するための努力に向
解 ○自ら課題を見付け，それを達成する喜びや感動 できる。 ことができる。Ｃ ・高学年として自分の役割を理解した上で，学校や かう態度を育てる。Ｄ
決 を積み重ねる。 学級の仕事に責任をもって取り組むことができ ・自分の長所を知り，お互いの長所を伸ばしていこうとする力
能 ○児童活動（学校行事，学級活動，委員会活動等） る。 を身に付ける。
力 を児童自らが企画し，協力し合いながら取り組 ・学校生活の様々な場面で，自分を振り返る場をも ・自ら問いを発し，主体的に課題を解決していこうとする力を

む。 ち，自分を変えていこうとすることができる。Ｃ 身に付ける。
体験活動や講話を通して，自らの課題を見付け，その解決に向け努力する。

キ ・「働くことの意義を理解し，自らが果たすべき ・１年間でできるようになったことやがんばった ・日常生活や日々の学習が，将来の生き方と関 ・自分の得意なことを生かし，家族や学校，地域で ・職場体験活動，地域奉仕活動まなど地域の人々とのふれあい
ャ 様々な立場や役割との関連を踏まえて「働くこ ことを振り返り，自己の成長を実感できる。 わっていることに気付き，目標をもって努力 活動することができる。 の中から，得られる学びを「生きること」や「働くこと」と
リ と」を位置付け，多様な生き方に関する様々な ・自分の成長を支えてくれた様々な人に気付き， する。Ｂ ・将来なりたい自分を見つめ，自己実現に向けて努 結びつけてとらえることができる。
ア 情報を適切に取捨選択・活用しながら，自ら主 これからの成長に願いをもって生活することが ・保護者を招いて１／２成人式を行い，家庭で 力することができる。Ｄ ・家庭や地域，学校や部活動における自分の役割を自覚し，積
プ 体的に判断してキャリアを形成していく力 できる。Ｄ の自分の役割を考えたり，１０年後の自分の 極的に自分の能力を生かそうとする。
ラ ○自分の役割や責任を果たし，人の役に立つ喜び 姿をえがいたりすることができる。Ｄ ・二者面談や三者面談を通して，個に応じた進路選択ができる。
ン を実感する。 ・多様な生き方について，情報を適切に取捨選択・活用し主体
ニ ○将来の夢や希望，憧れをもち，その実現のため 的に判断する。
ン に今何をすべきかを考える。 ・自己の将来像をもち，それに向かって進路計画を作成する。
グ Ｄ
能
力 講話や先輩から学ぶ機会を通して，様々な職業や働くことの意義を理解する。

大内小・岩谷小・大内中学校連携による９年間のキャリア教育推進計画




