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一貫教育方針のグランドデザインを
一層理解していただくために

愛着形成
愛着形成とは、乳児が養育者に授乳
されたり、抱かれるという身体の接触
や、心の交流を通して、両者の間に情
緒的な絆が形成されていくことです。

自立支援
自立とは、他者に頼らずに自分一人で
物事を判断し、実行することです。子
どもの発達に応じた自立への指導と
支援が必要となります。

自己肯定感
自己肯定感とは、「自分が価値ある人
間であり、自分の存在を大切に思う気
持ち」です。



子どもたちを乗せて気球が飛んでいるグランドデザインに込めた願い

表紙のグランドデザインのベースは、 糸魚川ユネスコ世界ジオパークの認定を受けた糸魚川

の豊かな大地です。 その上には 「家庭」 「地域」 「園 ・学校」 が相互に交流と連携をしながら、

気球に乗る子どもを育てていくイメージを描いています。 子どもの健やかな成長の様子を気球に

見立て、 私たちは 「愛着形成」 「自己肯定感の育成」 「自立支援」 といった暖かな 「風」 を送

り続けます。 この風が、 家庭、 地域、 園 ・学校からの指導と支援です。

風を受けた子どもが乗る気球はさ

らに大きく膨らみ、 徐々に高度を

上げていきます。 気球が高度を上

げるにつれ、 雨や風雪などに耐え

るなどの様々な体験を重ね、 視野

を広げていきます。 ここでは、 より

高みを目指すような自助努力を子

どもに期待しています。

上空に漂う雲は、 「ジオパーク

学習」 「夢を育てる」 の２つをイメー

ジしました。 雲は太陽の光を受け

ることで一層かがやき、 また、 様々

に姿を変えて循環し、 地域に恵み

をもたらしもします。 恵みを受けた

自然のエネルギーも子どもの気球

に吹き込まれる「愛の風」になって、

再び子どもの気球を大きく膨らませ

てくれます。

いつか成長し大人になる子ども。

気球は糸魚川の大地に戻り、 気球に乗っていた子どもたちは、 今度は、 次代の子どもを育

てる 「風」 を送り込む立場になって、 後継の子育て教育に貢献していきます。

このような思いや願いを込めて、 グランドデザインを構想しました。



0 歳から１８歳までの「子ども一貫教育方針」をご理解いただくために

● ひとみかがやく日本一の子どもを目指して  

「日本一の子どもを育む」とは、日本一の「子どもを育むシステム」を整え、０歳から 18歳ま

での一貫した考え方、方法で熱意をもって市民総ぐるみで子どもの教育を推進することです。昨

年度見直した「子ども一貫教育方針」と、方針に基づく本基本計画の作成は、その一環です。

一貫した教育方針のもと、子どもを取り巻く大人の私たちが糸魚川の子どもたちを「ひとみか

がやく日本一の子ども」と誇りをもてるように、子どもを育む仕組みを整えていきます。

●一貫教育とは 

糸魚川で生まれ、育ち、学び、成長を続ける子どもたちが、家庭、地域、園・学校の連携のも

と、心・健康・学力のバランスがとれ、夢をもった子どもに育つことを目指し、０歳から 18 歳ま

で、適時適切な教育と切れ目のない支援を提供していくことです。

● 一貫教育の基本理念と基本方針 

子ども一貫教育の基本理念のもと、「豊かな心の育成」「健やかな体の育成」「確かな学力の育成」

を子どもの教育における３つの柱とし、糸魚川市の教育における大きな特色である「ジオパーク

学習」や「夢を育てる」を重要な教育活動として位置付けることを基本方針としました。

－糸魚川市子ども一貫教育方針の基本理念－

○ 心・健康・学力のバランスのとれた子どもを育てます。

○ 一人ひとりの個性を生かしてその能力を伸ばし、子どもの夢を育てます。

○ ふるさと糸魚川をよく知り、郷土を愛する子どもを育てます。

○ 家庭、地域、園・学校が力を合わせて糸魚川の子どもを育てます。

－糸魚川市子ども一貫教育方針－

○ 豊かな心の育成

  自己肯定感を高め、豊かな心と社会性をもつ子を育てます。

○ 健やかな体の育成

  規則正しい生活リズムを身に付け、自分の健康を管理する力をもつ子を育てます。

○ 確かな学力の育成

  学び合いにより学習意欲を高め、確かな学力を身に付ける子を育てます。

  交流及び共同学習をとおして自立して学ぶ子を育てます。
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基本計画の活用のために 

 

 本基本計画は、子どもに関わる関係者の実践を促し、連携を図るものです。それぞれの

立場から子どもの教育を考える際に、以下の項目を念頭に置いて、ねらい・実践例等を確

認して実践を進めてください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※基本計画の発達段階・発達課題は、Ｅ・Ｈエリクソンの「心理・社会的発達段階理論」（村井潤一編「発

達の理論を築く」別冊発達４ ミネルヴァ書房）より一部引用したものです。 

１ 「豊かな心の育成」「健やかな体の育成」「確かな学力の育成」の３つの柱と、「キャリ

ア教育」「ジオパーク学習」「特別支援教育」の３つの重要な教育活動を相互に関連付け

て指導・支援します。 

同じ活動でも、重点の置き方により、育む力が違ってくることにご留意ください。 

 

２ ３歳までの愛着形成やしつけを土台とした乳幼児期（0～6歳）の指導・支援は、人と

しての基本を形成する重要な時期として、特に大切にします。 

「遊びが学び」の乳幼児期は、すべての活動が発達や成長の基礎となる時期です。な

お、市では、子どもの発達の特性から９歳までのしつけや教育を重視した指導・支援を

行っていきます。 

 

３ 個人差に配慮した指導・支援をしていきます。 

発達段階の表記は一般的な発達時期として示してあります。個人差に配慮し、実態に

応じた指導や支援を行っていくことが大切です。 

 

４ ねらいにあった実践例を工夫していきます。 

発達段階ごとに指導・支援のねらいと実践例が記載してあります。実践例を一例とし

て、ねらいにあった活動を実践してください。 

 

５ 家庭、地域、園・学校での共通理解と共通実践が何より大切です。 

本基本計画では、常に家庭、地域、園・学校が発達段階に応じて共通のねらいをもっ

て取組を展開できるように構成されています。三者が取組の意味を理解し合い、協力し

て実践することが大切です。子どもへの最も効果的な支援となります。 
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第１章 糸魚川市子ども一貫教育基本計画について  

 
１ 基本計画策定の経緯と趣旨 

 

社会・経済の急激な変化、少子高齢化社会や高度情報化社会の一層の進行等により、子

どもを取り巻く教育環境の悪化が懸念されています。糸魚川市では、市発展の原動力は、

未来を担う人づくりにあるとの考えに立ち、市民総ぐるみで「子どもを育む活動」を提唱

し、「明日を担う人づくり」を掲げ、教育施策の充実に努めてきました。 

平成 21 年度に「子ども一貫教育方針」を策定し、平成 22 年度から 27 年度までの「子ど

も一貫教育基本計画」（以下、「基本計画」という）を定め、平成 26 年度に「一貫教育方針」

を見直し、その実現へとつなげるために新たに定めたのが本基本計画です。 

基本計画は、子どもの「自立」のために、家庭、地域、園・学校などが互いの役割を共

通認識し、連携しながら、子どもの発達段階に応じて、実践活動に取り組むための計画で

す。基本計画には、市民総ぐるみで取り組む教育活動の具体的な目的と実践内容（例）を

示してあります。 

 

２ 基本計画の位置付け 

 

本計画の位置付けは、次の通りとします。糸魚川市総合計画の施策と連動させて、取組

を進めます。 

<諸計画との関連> 

 

 

 

          即する 

 

連動する      参考にし、取り入れる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糸魚川市総合計画 
～翠の交流都市 さわやか すこやか 輝きのまち～ 

 
 
 
 
 

 
 

子ども一貫教育方針 健康いといがわ 21 
食育推進計画 

歯科保健計画 

ささえあいプラン 
（障害者計画・障害者福祉計画） 

いといがわ男女共同参画プラン 

子ども一貫教育基本計画 

（平成28年度～平成35年度） 

第３次親子保健計画 

子ども・子育て支援事業計画 

生涯学習推進計画 

子ども読書活動推進計画 

糸魚川市教育大綱 
教育振興基本計画(国・県) 
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３ 基本的な考え方 

（１）これまでの経過 

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23～平成 27 年度 

子ども一貫 

教育方針策定 

子ども一貫教育 

基本計画策定 

中学校区単位での取組 

家庭  園・学校  地域 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28～平成 31 年度 平成 32～平成 35 年度 

子ども一貫 

教育方針策定 
子ども一貫教育 

基本計画策定 
前期取組 

家庭  園・学校  地域 
後期取組 

 平成 30 年アンケート実施 

平成 31 年計画の改善・修正 

平成 34 年アンケート 

平成 35 年計画見直し 

（２）前基本計画の成果と課題 

＜ 成果 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 課題 ＞ 

 

 

 

 

（３）基本計画で目指す方向性 

 基本計画では、子ども一貫教育方針で掲げる「豊かな心の育成(徳育)」「健やかな体の

育成(体育)」「確かな学力の育成(知育)」の３つの柱と、それを支える重要な教育活動と

して「キャリア教育」「ジオパーク学習」「特別支援教育」を位置付けています。 

 それぞれの目指す方向性は、次の通りです。 

 項 目 目指す方向（育てたい力や支援体制） 

３
つ
の
柱 

豊かな心 自己肯定感があり豊かな心と社会性をもつ子の育成 

健やかな体 生活スケジュールの自己管理力の育成 

確かな学力 主体的に学び続ける力の育成 

重
要
な 

教
育
活
動 

キャリア教育 自分に自信をもち、糸魚川への愛情愛着が高まる子の育成 

ジオパーク学習 体験,学習活動を通したふるさと糸魚川への愛着の形成 

特別支援教育 自立を目指した、とぎれない支援の推進 

 ○幼稚園・保育園、小学校、中学校の連携が着実に進んでいる。 

   中学校区の幼稚園や保育園、小学校・中学校が連携し、知・徳・体のバランスの

とれた子どもたちを育てる活動に取り組んでいる。 

 ○「早寝早起きおいしい朝ごはん」運動が定着してきている。※ 

   「朝食を毎日食べている」割合が、小学生・中学生ともに全国平均よりも高い。 

 ○学校生活を楽しく送っている子どもが多い。※ 

   「学校に行くのが楽しい」割合が、小学生・中学生ともに全国平均よりも高い。 

 ○地域の行事に参加する子どもの割合が全国平均よりも高い。※ 

     （※ 平成 27 年までの全国学力学習状況調査結果より） 

 ●基礎学力の定着を目指して、学校、家庭がさらに連携する必要がある。 

●いじめ・不登校の対策に一層力を注ぐ必要がある。 

 ●子ども一貫教育について市民への説明を、さらにする必要がある。 

確かな学力 

ジオパーク学習 

キ
ャ
リ
ア
教
育 

特
別
支
援
教
育 

３つの柱と３つの重要な教育活動の関係 
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 （４）基本計画推進の体制   

  本計画で目指すのは、18 歳での自立です。そのために、徳育・体育・知育の力がバラ

ンスよく育成されることが基本です。 

特に、地域と連携した教育を展開するために、糸魚川市ではコミュニティ・スクール

に取り組みます。平成２８年度より順次指定し全市内の小・中学校へと広めていきます。 

※コミュニティ・スクールは、学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させる

ことで、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める仕組みです。 
 

  ＜ 三者の連携・協力 ＞       ＜ 発達段階に応じた指導・支援 ＞ 

 

                         乳幼児期・学童期・思春期 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

４ 計画の期間 

 本計画の期間は、平成 28 年度から平成 35 年度までの８年間とし、前期と後期４年ずつ

に分けます。 

 前期：平成 28 年度から平成 31 年度まで。 

 後期：平成 32 年度から平成 35 年度まで。 

 

５ 計画の策定体制 

計画の策定体制は、「平成 27 年度糸魚川市子ども一貫教育基本計画策定委員会」を設置

し、その下に３つの部会（豊かな心の育成部会、健やかな体の育成部会、確かな学力の育

成部会）と３つの班（キャリア教育班、ジオパーク学習班、特別支援教育班）を設置し、

策定しました。 

 

６ 計画の推進体制 

前期の平成 30 年度にアンケート調査を実施し、平成 31 年度に計画の改善・修正を図り、

後期取組へ活かします。 

後期の平成 34 年度にアンケート調査を実施し、平成 35 年度に次期計画への見直しを行

い、改善点を次期基本計画に反映させます。こども教育課が中心となり計画を推進してい

きます。（アンケートの方法や対象者は、巻末の「参考資料 1（p40）」に掲載） 

三者で連携・協力しながら、子どもの「自立」を目指します。 
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第２章 豊かな心の育成 

 
１ 現状と課題  

平成 27 年度全国学力学習状況調査では、「今住んでいる地域の行事に参加している」の割

合が全国や県と比べて高く、郷土を愛する心が育ってきています。また、地域ぐるみのあい

さつ運動やキャリア教育の成果も現われてきています。さらに、家庭では子どもとふれあう

努力をしている親が増えてきています。 

 反面、うまく人間関係を築くことができず悩んでいる子どもの姿も見られます。善悪の判

断力や規範意識が十分に育っていないために、集団のルールが守れないなど自己中心的な行

動をとる子どもも依然見られます。また、家族で支え合うことが難しい家庭も増えています。 

 この背景には、核家族化、少子化、愛着形成の不十分さや温かい心によるしつけの不足、

自然体験不足など様々なことが複雑に絡み合っています。さらに、急速な電子メディア環境

の変化も子どもの豊かな心の成長に大きな影響を与えています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜豊かな心を育成するための課題＞ 
【家  庭】  豊かな心を育成する基本は家庭である。愛着形成や温かい心によるしつ

けの大切さについて理解を深めて、子育てする。 

【園・学校】 集団生活の中で、人間同士の絆を深め道徳性や社会性を育む。さらに生命

尊重や人権意識を高める取組を一層充実する。 

【地  域】 地域の子どもを地域で育てるという視点に立ち、地域ぐるみの心の教育や体

験活動を推進する。 
 

 

２ 平成 35 年度の目標 

自己肯定感があり、豊かな心と社会性をもつ子どもの育成のために家庭、園・学校、地域

がそれぞれの役割を果たし、互いに連携して取り組む。 
 

 

          【お子さんとふれあうようにしていますか】    単位：% 

  乳幼児 園 小低学年 小高学年 中学生 高校生 

している 85.3 79.8 70.3 62.4 61.9 63.8 

少ししている 11.3 17.4 26.6 35.3 30.9 29.7 

難しい 0 1.2 2.4 2.3 7.2 5.7 

無回答 3.4 1.6 0.7 0 0 0.8 

こども課親子健康係「第３次親子保健計画評価アンケート結果」より：平成 26 年 11 月 

・家族の関わりによる愛着形成
・親のうしろ姿を見せての子育て

家　庭

・道徳性や社会性の育成
・生命・人権尊重の精神を育む

園・学校

・地域ぐるみで子どもの育ちを支える

地　域

自己肯定感を高め
豊かな心と社会性を
もつ子の育成

豊かな人間関係の中で

連　携

連
　
携

連
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かて 

家庭 

 

自己肯定感を高め 
豊かな心と社会性を

もつ子の育成 

 

園・学校 

・家族の関わりによる愛着形成 
・親のうしろ姿を見せての子育て 

・道徳性や社会性の育成 
・生命・人権尊重の精神を育む 

・地域ぐるみで子どもの育

ちを支える 

地域 

３ 基本的な考え方（イメージ図） 

                    

 

 

 

              

豊かな人間関係の中で      

              

 

                    

 

 

 

     

       

 

 

 

 

４ 取組の方向  
 豊かな心は、豊かな人間関係や環境のもとで育まれます。一人ひとりの子どもが夢をも

ち自立するために、改めて、家庭、地域、園・学校がそれぞれの役割を果たすと共に連携

し、愛情と毅然とした姿勢で三者が一体となって子どもとの関わりを強めていくことが大

切です。 

 

（１）家庭では、愛着形成を大切にしましょう。 
家庭では、子どもと遊んだり、温かい声がけや会話をしたりする時間を大切にして愛着形

成に努めましょう。話を聞く態度やあいさつ、返事、言葉遣いなどの基本的生活習慣を親が

うしろ姿で示し、焦らず繰り返して身に付けさせましょう。 
放任・過干渉は避け、できる限り子ども自らが考え、判断し、実行できるよう温かく導く

ことに心がけましょう。 
 
（２）園・学校では、遊びや全教育活動を通して道徳性や社会性を育成しましょう。 

善悪を判断する力やきまりを守る態度、他を思いやる心やコミュニケーション能力など、

社会生活を営む上で大切な道徳性や社会性を、園では「遊び」を通して、学校ではあらゆる

教育活動を通して育成しましょう。 

連 携 

・家族の関わりによる愛着形成
・親のうしろ姿を見せての子育て

家　庭

・道徳性や社会性の育成
・生命・人権尊重の精神を育む

園・学校

・地域ぐるみで子どもの育ちを支える

地　域

自己肯定感を高め
豊かな心と社会性を
もつ子の育成

豊かな人間関係の中で

連　携

連
　
携

連
　
携
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（３）地域では、地域ぐるみで社会性の育成に努めましょう。 
地域ぐるみのあいさつ運動や地域の大人と子どもが一緒に行うボランティア活動、さらに

子どもが参画する行事など、地域ぐるみの「心の教育」に取り組みましょう。また、地域が

学校の様々な活動を応援する支援体制づくりを一層充実させましょう。 
 
（４）多様な体験活動の充実に努めましょう 

家庭、地域、園・学校が協力して糸魚川の豊かな自然とふれ合う体験や様々な人と交流す

る生活体験、社会体験の場を設定しましょう。体験を通して、感動する心や人間関係を築く

力を育みましょう。 
 
（５）豊かな情操と創造力を育成しましょう 

優れた舞台芸術や音楽、美術等を鑑賞する機会を設定したり、絵本の読み聞かせや読書活

動を充実させたりして、子どもたちの豊かな情操と創造力を育みましょう。 
 

５ 発達段階での指導の重点 

【乳幼児期】 愛着形成に努め子どもたちとふれあうことにより、信頼関

係を築きましょう。 
   

家  庭   • 愛着形成                         • 自己肯定感の育成 
    

    園      • 信頼関係と自己肯定感の育成     • 豊かな情操の育成 
         • 伝え合う力の育成 
 

地  域   • 子育ての伝承            • 子育てネットワークづくり 
 

【学 童 期】 子どもたちと積極的に関わり、絆を強めましょう。 
   
家  庭     • 家庭における温かい絆づくり       • 基本的生活習慣づくり 

• 地域とのつながり 
 

学  校     • 基本的な礼儀や伝え合う力の育成 • 思いやりの心の育成 
• 規範意識や善悪の判断力の育成 
• 人間関係を築く力の育成 

 

地  域 • 地域でも育む子どもの社会性・道徳性の基礎づくり 
        • 学校支援活動等の推進 
        • 社会教育活動の充実  
 

【思 春 期】 子どもたちとの絆を大切にし、一人ひとりの夢を応援しましょう。 

家  庭  • 自立への支援 • 親が手本を見せて教え伝える社会のルール 

学  校 • 人間関係を築く力の育成 

地  域 • 地域の一員としての自覚と責任 
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（□…指導の重点 ○…ねらい ・…実践例） 

 0 歳～ 乳幼児期～幼児期前期(乳幼児) ～3 歳 4 歳～   幼児期後記(園児)   ～6 歳 
基本的信頼・自律性の発達 自律性・自主性の発達 
ねらいと実践例（配慮点） ねらいと実践例（配慮点） 

家

庭 

愛着形成 

○温かなやりとり、愛情たっぷりスキンシップの

子育てをする 
・おんぶ、抱っこでスキンシップをしましょう 
・子どもの瞳を見て温かい言葉がけをしましょう 
・「甘えさせる」「甘やかす」ことの違いを意識し

た子育てをしましょう 
・絵本の読み聞かせ、わらべ歌、子守歌のある子

育てをしましょう 
つながりのある子育て 

○親子・家族で積極的に地域に親しむ 
・散歩し、屋外で遊ばせましょう 
 
 

愛着形成から自己肯定感の育成 

○親は手本、親の姿を見せながら子どもを育て

る 
・あいさつを習慣化（家族であいさつ）しよう 
・子どもの声に耳を傾けよう 
○きちんと教えて、やってみせ、あせらずに 

子どものやる気の芽を育む 
・愛情をもって良いこと悪いことの区別を教え 
 ましょう 
・「早寝早起きおいしい朝ごはん」で生活リズム

をつくり、じゃれつき遊びをしましょう 
つながりのある子育て 

○親子・家族で積極的に地域に親しむ 
・親子でジオパークを楽しみましょう 

園

・ 
学

校 

信頼感の育成 

○一人ひとりを温かく受容（受け入れ）共感しな 
がら育てる 

・ありのままの自分を出せるようにしよう 
・じゃれつき遊び、昔遊びを奨励しよう 
○甘えや自我の育ちを受け止め、自分でやろうと 
する自立に向けての自発的な活動を促そう 

・生活や遊びを通して好きなことを表現させる 
・食事・排泄等簡単な身の回りの活動への支援 
 をする 

伝え合う力の育成 

○元気よくあいさつができ、楽しくかかわる子を育む 

・朝夕のあいさつを習慣化しよう 
・高齢者や学校との交流活動の推進 
情操の育成 

○想像力を養う活動や豊かな自然体験活動 
・絵本や音楽、造形遊びの楽しさを存分に味わ 

わせる 
・生き物と楽しく遊ばせる 
判断力の芽生え 

○生活や遊びを通して、してよいこといけない

ことがあることに気付かせる 

地 
域 

子育ての伝承 

○地域で子育てを支援しよう 
・子育て支援センターを周知する 
・子ども同士、親同士の交流を図り安心・安定し

た状態で子育てができるような環境づくりを 
 進める 
・子育て支援センターの相談会への案内、広報活

動を充実させる 
・各地域の公民館行事を通じての交流を進める 

子育てネットワークづくり 

○家庭、地域、園・学校が一体となって子育て

を支援しよう 
・子どもへの温かい声かけをしよう 
・地域ぐるみのあいさつ運動を進めよう 
・地域の伝統行事へ気軽に参加できる工夫 
・地域の遊び場の整備を進めよう 
・各地域の公民館行事を通じての交流を進めよ 
 う 
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（□…指導の重点 ○…ねらい ・…実践例） 

 ７歳～  学童期前期(小１～３年)  ～９歳  １０歳～ 学童期後期(小４～６年) ～１２歳 
勤勉性の発達(前期) 勤勉性の発達(後期) 

ねらいと実践例（配慮点） ねらいと実践例（配慮点） 

家

庭 

家庭における温かい絆づくり 

○家族で一緒に過ごす時間を工夫しよう 
・自然の中での体験活動をさせましょう 
・自分のことは自分でできるように励まそう 
基本的生活習慣づくり 

○親が手本を見せて伝える思いやりの心やあい

さつの習慣づくりをしましょう 
・「早寝早起きおいしい朝ごはん」で生活リズム

づくりをしましょう 
・家族で約束「わが家のルールづくり（電子メデ

イアのつき合い方など）」を決めましょう 
地域とのつながり 

・親子で地域の行事に参加しましょう 

家庭における温かい絆づくり 

○生活の楽しさや厳しさ意識させる 
・家庭での役割、責任をもたせ温かく見守りま

しょう  
基本的生活習慣づくり 

○親が手本を見せて伝える思いやりの心やあい

さつの習慣づくりを進めましょう 
・規則正しい生活リズムを家族ぐるみで進めま

しょう 
・家族で約束「わが家のルールづくり（電子メ

デイアのつき合い方など）」を決めましょう 
地域とのつながり 

・親子で地域の行事に参加しましょう 

園

・ 
学

校 

基本的な礼儀や伝え合う力の育成 
○明るいあいさつや返事を習慣化する 
・家庭や地域と連携した取り組みを工夫しよう 
規範意識や善悪の判断力の育成 

○きまりを守る態度や善悪の判断力を育てよう 
・きまりの必要性やしてよいことと、してはいけ

ないことがあることを教えよう 
豊かな情操の育成 

・感動する心や創造力を育もう 
・自然や動植物に親しませよう 
・読書活動を充実させよう 
・体験活動を充実させよう 

基本的な礼儀や伝え合う力の育成 

○明るいあいさつや返事を習慣化する 
・家庭や地域と連携した取り組みを工夫しよう 
自己肯定感、思いやりの心、人間関係を築く力

の育成 

○自分の考えをもち自他の良いところに気付か

せよう 
・集団の中での自分の役割、責任を果たさせる 
・いじめや差別をしない人権意識を育成しよう 
・「いじめ見逃しゼロスクール運動」への児童の

主体的な取り組みを工夫しよう 
豊かな情操の育成 

・鑑賞、音楽祭、読書活動、体験活動の充実 

地 
域 

地域でも育もう 子どもの社会性・道徳性の基礎づくり 

○地域ぐるみであいさつ運動等を進める 
・地域行事で大人が後ろ姿を見せよう。子どもに役割をもたせ温かく見守ろう 
学校支援活動等の推進 

○地域の力で学校を支援しよう 
・環境整備、登下校の見守り、授業やクラブ活動への協力をしよう 
・地域における交通安全運動を実施しよう 
社会教育活動の充実 

・青少年活動のプログラムを工夫し、子どもを地域で育もう 
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               （□…指導の重点 ○…ねらい ・…実践例） 

 １３歳～  思春期前期(中学生)  ～１５歳  １６歳～  思春期後期(高校生)  ～１８歳 
同一性の発達(前期) 同一性の発達(後期) 

ねらいと実践例（配慮点） ねらいと実践例（配慮点） 

家

庭 

自立への支援 

○子どもと向き合う時間を工夫しよう 
・家族の会話を大切にしよう（親の考えを伝えた

り子どもの意見や考えをよく聞いたりする） 
・親子で一緒に情報モラルを学ぼう 
・放任と過干渉は止めよう 
・仕事のやりがいや苦労を伝えよう 
親が手本を見せて教え伝える社会のルール 

・地域のボランティア、行事への参加 
・人権意識と思いやりのある言動 
・社会の一員としての自覚を促そう 

自立への支援 

○子どもの夢を応援しよう 
・家族の会話を大切にしよう（親の考えを伝え

たり子どもの意見や考えをよく聞いたりす

る） 
・放任と過干渉は止めよう 
・仕事のやりがいや苦労を伝えよう 
親が手本を見せて教え伝える社会のルール 

・地域のボランティア、行事への参加 
・人権意識と思いやりのある言動 
・社会の一員であることの自覚を高めさせよう 

園

・ 
学

校 

人間関係を築く力の育成 

○互いに認め合い高め合う仲間をつくろう 
・学校生活の向上を目指し、生徒の自治的な取組

を促進しよう 
・ボランティア活動、地域貢献活動を充実させよ

う 
・自他の生命尊重の心を育もう 
・読書を奨励しよう 
○いじめや差別を見逃さない、許さない学校づく 

りを進めよう 
・内面に根ざした道徳性を育成しよう 
・人権意識、生命尊重、規範意識を育む取組を 
充実させよう 

人間関係を築く力の育成 

○様々な人との関わり等を通して豊かなコミュ

ニケーション力を身に付けよう 
・ボランティア活動、地域貢献活動を充実させ 

 よう 
・自他の生命尊重の心を育もう 
・読書を奨励しよう 
○自由と責任、権利と義務について自覚を高め

させよう 
・法やルールの意義や遵守する意味を理解させ 

よう 
・人権や正義感、公正さを重んじる心を育成し 

よう 

地 
域 

地域でも育もう 子どもの社会性・道徳性 

○地域ぐるみであいさつ運動等を推進しよう 
・子どもが参画できる地域行事を工夫しよう 
・郷土の伝統文化を継承しよう 
学校支援活動等の推進 

○地域の力で学校を支援しよう 
・環境整備、登下校の見守り、授業やクラブ活動

への協力を進めよう 
・交通安全運動の実施に協力しよう 
 

地域社会の一員としての自覚と責任をもたせよう 

○子どもがリーダーとなって活躍できる場を設 

定しよう 
・地域でのあいさつ運動、交通安全運動への参

加を促そう 
・郷土の伝統文化の継承を促そう 
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第３章 健やかな体の育成 

１ 現状と課題 

子どもが健やかに成長していくためには、十分な休養・睡眠、調和のとれた食事、適切

な運動が必要です。少子化、情報化、経済不安定などの社会情勢が、成長期の子どもの生

活に様々な変化をもたらしています。特に急速な電子メディア環境の変化は、子どもの心

身の発達に大きな影響を与えているばかりではなく、学習意欲や体力、気力の低下などを

も招く要因となっています。 

 
生活リズムの定着 
・「早寝早起きおいしい朝ごはん」運動を進めてきた結果、毎日朝食を摂ることは定着して

きています。 

・小学校高学年以降、子どもの就寝時刻が遅くなる課題があります。その原因として長時

間のテレビ視聴やインターネット、メールのやりとり等が挙げられます。 
食育の推進 
・園や学校では地産地消を推進しています。地域の食材を好き嫌いせずよく食べる子ども

が増加しています。 
・朝食は食べていますが、主食、主菜、副菜の揃った朝食を食べている子どもは少ない課

題があります。 
体力向上 

・幼稚園や保育園でのふれあい遊びの奨励、

学校での体育の時間や休み時間、部活動に

おける体力向上の取組により、子どもの体

力は向上しています。 

・学年が上がるにつれて、日常的に運動する

子どもとしない子どもの運動習慣の二極

化が進む課題があります。 

電子メディアとの関わり 
・学校における情報教育の充実により、子ど

もは抵抗なくパーソナルコンピュータ 

を使用し、学習を進めることができます。 

・電子メディアの長時間の利用が、目の健康に影響を与える要因であることが指摘されて

います。当市でも健康診断の結果、年齢が上がるにつれ視力 1.0 以上の子どもの割合が

減少しています。 

・携帯ゲームやスマートフォンの使用率は低年齢化し、所持率は年齢が高くなるにつれ増

加しています。電子メディア依存が加速しています。 

・電子メディア依存により生活リズムを崩すだけではなく、家庭での学習時間の減少、学

力の低下など、健康面や生活面の両面で影響が出ています。電子メディアとのより良い

関わり方が課題となっています。 

 

図１：新潟県体力テスト結果より 
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２ 平成 35 年度の目標 

 基本的生活習慣を身に付け、生涯にわたって自分の生活スケジュールを自己管理できる

力が育まれるようにする。 
 ・早寝早起きができる子ども 
 ・主食、主菜、副菜の揃ったバランスのよい朝食を食べる子ども 
 ・体力テストで県平均値を上回る体力を有する子ども 
 ・家庭内のルールを決めて電子メディアを利用する子ども 
 
３ 基本的な考え方（イメージ図） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 取組の方向 

「よく体を動かし、よく食べ、よく眠る」という成長期の子どもにとって、当たり前で

必要不可欠な基本的生活習慣の実践が難しい家庭が増えています。個々の家庭の問題や責

任とするのではなく、家庭、地域、園・学校が互いに連携し、支えあいながら健やかな成

長を図るための取組を推進することが重要です。 

 
（１）【家庭では】愛情をもって子どもに接し、大人がモデルとなって「早寝早起きおいし

い朝ごはん」を実践しましょう。 
・子どもと関わる時間を大切にし、安心して家庭生活を送れる環境づくりをしましょう。 
・子どもが安心して眠れる環境づくりを心がけましょう。 
・電子メディアとの正しい付き合い方ができるよう家庭内でのルールを話し合い、取り組

みましょう。 
・ジオパークと関わる遊びをたくさんしましょう。 

家庭 
・愛着形成 

・家族ぐるみで実践 

・電子メディアの付き合

い方のルールづくり 

園・学校 

・健康教育や食育の推進 

 

地域 
・文化の伝承 

・安心安全な環境づくり 

・世代間交流 連携 
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（２）【園・学校では】あらゆる教育活動を通して、望ましい生活習慣が身に付くよう健康

教育を推進しましょう。 

・保育園や幼稚園と小学校・中学校・高校が相互に連携し、睡眠、食事、運動のバランス

のとれた生活習慣が身に付くよう健康教育をさらに推進しましょう。 
・家庭と連携しながら生活リズムの改善に努めます。また、子どもが正しい電子メディア

との付き合い方ができるよう家庭へ働き掛けましょう。 
・保育園や幼稚園ではふれあい遊びやじゃれつき遊び、小中学校高校では体育の授業や部

活動、さらには学校生活の中での運動をさらに奨励し子どもの体力向上に努めましょう。 
 
（３）【地域では】「地域の子どもは地域で育てる」視点に立って、安心して子育てができ

る環境づくりに努めましょう。 
・子どもたちが安全・安心に遊べたり、活動したりすることができる環境づくりに取り組

みましょう。 
・地域ぐるみで子どもの生活リズムを向上させる取組を推進しましょう。 
・身近な所でスポーツイベントを開催するなど、世代間交流を推進しましょう。 
  
５ 発達段階での指導の重点 

【妊娠期】 
・安心して出産や子育てができるような心身両面での支援 
・基本的生活習慣の重要性を認識 

【乳幼児期】 
・愛着形成 
・「早寝早起きおいしい朝ごはん」の実践 
・電子メディアの影響を認識 
・じゃれつき、ふれあい遊びの実践 

【学童期】 
・愛着形成と自己肯定感の育成 
・睡眠・食事・運動のバランスのとれた生活の実践と習慣化 
・体を動かした遊びや運動による体力向上 
・正しい電子メディアの付き合い方のルールづくり 

【中学生期】 
・自己肯定感の育成 
・生涯を通じた健康づくり（薬物・飲酒・喫煙・心・性を含む）の実践と習慣化 
・運動や競技スポーツによる体力の向上 
・電子メディアの適切な利用     
・地域行事への参画 

【高校生期】 
・自己肯定感の向上 
・運動や競技スポーツによる体力向上  ・地域行事への参画 
・生涯を通じた健康づくり（薬物・飲酒・喫煙・心・性を含む）の実践と習慣化 
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健やかな体の育成① 
（□…指導の重点 ○…ねらい ・…実践例） 

 妊娠期～ 乳児期～幼児期前期(乳幼児) ～3 歳 4 歳～   幼児期後記(園児)   ～6 歳 
基本的信頼・自律性の発達 自律性・自主性の発達 
ねらいと実践例（配慮点） ねらいと実践例（配慮点） 

家

庭 

  

園 

・ 

学

校 

  

地 
域 

 

電子メディアとの関わり 

○電子メディアが発育発達に及ぼす影響を知る 
・電子メディアに子守をさせないようにしましょう 

愛着形成と基本的生活習慣づくり 

○基本的生活習慣を身につける 
・各種講座や教室に参加し、生活リズムの定着に心

がけましょう 
・添い寝、子守唄、絵本の読み聞かせをし、決まっ

た時刻に子どもを寝かせるようにしましょう 
○おいしい朝ごはんの重要性を理解する 

・家族揃って食事をしましょう 
・食べる意欲を育てましょう 

○親子で触れ合う時間を大切にする 
・家族揃って体を動かし、一緒に遊ぶ時間を大切に

しましょう 
・じゃれつき、ふれあい遊びをしましょう。 

電子メディアとの関わり 

○電子メディアが発育発達に及ぼす影響を知る 
・テレビの視聴時間を制限するようにしましょう 
・ゲーム機、スマホを使わないようにしましょう 

愛着形成と基本的生活習慣づくり 

○基本的生活習慣を身につける 
 ・身支度などの身のまわりのことは自分でできるよ

うにしましょう 
 ・一定の生活リズムをつくりましょう 
 ・「早寝早起きおいしい朝ごはんすごろく」を親子

で楽しみましょう 
○おいしい朝ごはんの重要性を理解する 

・家族でバランスの良い食事をとりましょう 
○親子で触れ合う時間を大切にする 

・じゃれつき遊びでスキンシップを図りましょう 
・戸外で体を動かして遊びましょう 

健康教育・食育の推進 
○家庭と協力して生活リズムを身につける 

・乳幼児期から生活リズムが定着するよう働きかける 
・健康教室への積極的な参加を促す 

○保護者に食生活や望ましい食習慣について知らせる 
・保育参観や離乳食講座を通して子どもの発達に応

じた離乳食を進め、色々な食材・味に親しめるよ

うにする 
○戸外に出て体を動かす体験を多くする 

・散歩に出かけ自然にふれて遊ぶ心地よさを味わわ

せる 
○体の機能、バランスが育成される遊びを取り入れる 

・ハイハイしたりよじ登ったり、くぐったり、日常の

生活の中で探索活動を存分に楽しめる環境を作る。 
・じゃれつき遊びを楽しむ。 
 

電子メディアについての情報提供 

○電子メディアが発育・発達に及ぼす影響や正しい

付き合い方について保護者に伝える 
 ・保育参観、個別懇談、園便りなどで保護者に伝える 
 ・年齢に応じた付き合い方を知らせる 

健康教育・食育の推進 

○家庭と協力して基本的生活習慣を身につける 
・「早寝早起きおいしい朝ごはんすごろく」の活用

を推進する 
・身の回りの衛生や安全に関心を持たせる 

○食生活や望ましい食習慣について知らせる 
・いろいろな食材・味に親しみ、好き嫌いせず何

でも食べられるようにする 
・栽培活動、キッズ・キッチンなど体験の場を提

供する 
○思いきり全身を使って遊ぶ喜びを体感させる 
 ・積極的に集団遊びやじゃれつき遊びに取り組む 
 ・自然にふれ、体を使って遊ぶ体験を多くする 
 ・運動用具を使って遊ぶ楽しさを知らせる。 
電子メディアについての情報提供 

○電子メディアが発育・発達に及ぼす影響について

親子に知らせ、正しい付き合い方の知識を伝える 
 ・保育参観・個別懇談・園便りなどで伝える 
 ・職員劇や紙芝居、絵本などで子どもに伝える 
 ・園と家庭が協力してルールつくりをする 

安心・安全の環境づくりと子育て文化の伝承 

○親子が安心して思いきり体を動かして遊べる場の提供と整備をする 
 ・自然にふれて遊べる場の整備をする 

・雨の日も体を動かして遊べる広い遊び場の提供をする 
・地域行事等への積極的な参加を呼び掛ける  

・昔ながらの遊びのおもしろさを知らせる 
 ○子育ての知恵を伝承する 

・育児の相談や手助けができるよう配慮する（子育て支援センター・発達支援センターなど） 
・地域の親子に積極的に言葉をかける（地域の人、お年寄りから伝授）  

・地域の食材を使った伝統料理等、食の知識を広げる 
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健やかな体の育成② 
（□…指導の重点 ○…ねらい ・…実践例） 

 ７歳～  学童期前期(小１～３年)  ～９歳  １０歳～ 学童期後期(小４～６年) ～１２歳 
勤勉性の発達(前期) 勤勉性の発達(後期) 

ねらいと実践例（配慮点） ねらいと実践例（配慮点） 

家

庭 

  

園

・ 
学

校 

  

地 
域 

  安心･安全の環境づくりと子育て文化の伝承 

〇子どもが安心して遊んだり運動できたりする場所や時間、機会を確保する 
 ・遊び場の環境を整える        ・気軽に遊べる環境を整える 
 ・様々な行事への参加を呼び掛ける   ・異学年交流を推進する 
 ・地域の子どもに積極的に言葉をかける ・気軽に育児について相談できるよう配慮する 
〇地域の料理を伝承する 
・地域の特産物や伝統料理など、食の知識を広げる 

○社会教育・スポーツクラブ等の、様々な場や機会を利用して、地域ぐるみで子どもの健全育成に努める。 
 ・地域の子どもに社会教育、スポーツクラブの取組を紹介する 
 ・指導者、支援者として活動に協力する 

愛着形成と基本的生活習慣づくり 

○「早寝早起きおいしい朝ごはん」を習慣化する 
・家族そろって実践しましょう        
・決まった時刻までに布団に入るようにしましょう 
・子どもが安心して眠れる環境をつくりましょう 

○栄養バランスのとれた食生活や望ましい食習慣を実践する 
・家族全員が、朝食、昼食、夕食を食べるようにしましょう   
・主食・主菜・副菜のある朝ごはんを食べましょう 
・家庭で野菜を作ったり、一緒に食事を作ったりしましょう 

○親子のふれあいと遊びを推進する 
・親子のふれあいを大切にし、一緒に体を動かしましょう   
・遊び方を親から子へ伝承しましょう  ・地域の行事に、家族ぐるみで参加しましょう 

電子メディアのルールづくり 

○電子メディアとの付き合い方のルールを決める  
・親子で話し合ってルールを決め、守らせましょう  
・家族全員で電子メディアの接触に注意しましょう 
・電子メディアを上手に使える力を育てましょう 

電子メディアとの上手な付き合い方の支援 

〇長時間のテレビ視聴やゲーム等が心身に与える影響について指導する 
・過度の関わりが視力低下をもたらしている実態を理解させる 
・電子メディアとの上手な付き合い方について（モラルを含む）指導する    
・家庭と連携して取り組む。 ・家庭でのルール作りを支援する 

健康教育・食育の推進 

〇園や学校での健康教育をさらに推進する 
・「早寝早起きおいしい朝ごはん」を習慣化するよう指導する    
・家庭と連携して取り組む 

○栄養バランスのとれた食生活や望ましい食習慣について指導する 
・地産地消を推進する     ・バランスのとれた食事の大切さを指導する 
・家庭と連携して取り組む   ・栽培活動を推進する 

〇体力向上を図る指導を行う 
・遊びや授業等を通じて体を動かすことの楽しさ・面白さを体験させる   
・異学年交流を充実する 
・ジオの自然を活かした遊びや運動を奨励する    
・地域の行事に、家族ぐるみで参加するよう支援する 
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健やかな体の育成③ 
（□…指導の重点 ○…ねらい ・…実践例） 

 １３歳～  思春期前期(中学生)  ～１５歳  １６歳～  思春期後期(高校生)  ～１８歳 
同一性の発達(前期) 同一性の発達(後期) 

ねらいと実践例（配慮点） ねらいと実践例（配慮点） 

家

庭 

  

園

・ 
学

校 

  

地 
域 

  

健康教育・食育の推進 

○生活リズムが健康に及ぼす影響について理解さ

せ、正しい生活習慣を身につけさせる 
・主体的に活動する１日の計画表を作成し、実践の

状況を見守り指導する 
○食品の栄養素について理解させ実践させる 

・バランスの良い食事内容について理解し、自ら進

んで調理したり食事したりするようにする 
○基礎体力を育成する 
・授業や部活動、遊びを通じて体力の向上を図る 
・体力テストを分析し更に向上するよう取り組みを

行う 
・競技会等へ積極的な参加を促し、気力、体力の充

実を体得させる 
○生涯を通じた健康づくりを実践する（性に関する

指導、心、飲酒、喫煙、薬物乱用防止教育を含む） 
電子メディアを適切に利用 

○電子メディアとの関わりを理解し適切に利用す

る態度を養う 
・過度の関わりが視力低下をもたらしている実態を

理解させる 
・ＳＮＳについて基本的な知識を指導しマイナス方

向への利用に陥らないように指導する 

健康教育・食育の推進 

○必要性を理解させた上で実践に導く 
・睡眠、食事、運動、のバランスのとれた生活を

実践できるよう指導する 
○食事と体の成長について指導と実践をする 

・バランスのとれた食事や生活リズムが、脳の活

動や身体の成長に及ぼすメリットについて理論

やデータを示し実践できるように指導する 
○体力の保持と増進を図る 

・授業や部活動を通じて体力の向上を図り生涯ス

ポーツの概念の理解と実践を促す 
・競技会や大会への積極的な参加を促す 

○生涯を通じた健康づくりを実践する（性に関す

る指導、心、飲酒、喫煙、薬物乱用防止教育を含

む） 

電子メディアを適切に利用 

○電子メデイアを適切に利用する態度を養う 
・ＳＮＳ等正しいルールと知識を身に付け、人権

尊重意識をもって利用できるよう指導する 

自己肯定感の育成 

○家族そろっての食事や団らんの時間を大切にする 
・家族の中で楽しく安心して話せる雰囲気づくりに

心がけましょう 
・うまくいっていることを誉め、自分にも良いとこ

ろがあるという気持ちを育てましょう 
・大切な家族の一員であることを伝えましょう 

安心･安全の環境づくりと子育て文化の継承 

○地域での様々な行事等への参加を呼びかける 
・地域でのスポーツ、文化、奉仕活動等を計画する 
・親子・異世代間の交流を図る行事を計画する 
・地域みんなで子どもたちへの目配り・気配りを心

がける 

安心･安全の環境づくりと子育て文化の継承 
○地域での様々な行事等への参加を呼びかける 

・身近な地域でのスポーツ、文化、奉仕活動等を計

画するとともに、企画・運営面での参加を呼びか

ける 
・親子・異世代間の交流を図る行事を計画する 

生活リズム・食育の推進 

○一日の生活リズムを計画的に実践する 
・「早寝早起きおいしい朝ごはん」を定着させまし

ょう 
・自分で設計した生活リズムが守られているか支援

しましょう 
電子メディアの有効活用 

○節度ある電子メディアとの接触に心がける 
・テレビ、インターネット、携帯電話等が生活の中

心になっていないか見守り、指導しましょう 

自己肯定感の育成 

○自己実現に向けた支援を行う 
・自分の気持ちや将来についての考えを安心して

話せる雰囲気を作りましょう 

生活リズム・食育の推進 

○睡眠・食事・運動のバランスがとれているか注

意して見守る 
・自分の夢や目標を達成するためには、生活リズ

ムの定着や自分で自分の健康管理ができる力が

必要であることを教え、実践させましょう 

電子メディアの有効活用 

○節度ある電子メデイアとの接触に心がける 
・テレビ、インターネット、携帯電話等が生活の

中心になっていないか見守り、指導しましょう 
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第４章 確かな学力の育成 

 

１ 現状と課題 

「生きる力」を身に付け､生涯 

にわたって自立した豊かな生き方 

ができる人間の育成が求められ 

ています。確かな学力は、生き 

る力の重要な要素になります。 

 平成 27 年度全国学力・学習状 

況調査からみる当市の小・中学 

生の学力の現状は右の通りです。 

小学校で知識のＡ問題がほぼ全 

国平均と同じ、活用のＢ問題は

やや全国平均より低い状況です。 

中学校では、知識のＡ問題及び 

活用のＢ問題ともに全国平均よ

りやや低い状況です。また、家 

庭学習の習慣化に課題がみられます。よい面では、「学校へ行くのが楽しい」と答

える子どもが多いことと、グラフ２のように「話し合う活動がよく行われていた」

が多く、学校生活への意欲があり、今後も継続していくことが大切です。 

 

＜子どもの学力向上の課題＞ 

（１） 乳幼児期の指導・支援の更なる充実 

乳幼児期の教育が「学び」の土台であるとの認識を一層深め、乳幼児期の指

導や支援を充実させて、「学びの基礎」をしっかり築いていくことが必要です。 

（２） 指導・支援の充実 

生活リズムや学習形態が大きく変化する進学期直後につまずきが見られます。

学びが連続するよう接続期の指導・支援が必要です。 

（３） 学習習慣の確立と基礎学力の定着 

基礎学力の定着は、活用のＢ問題への対応の向上も含め、学習の基礎であり

どの子にも確実に身に付けることが必要です。また、自分に合った学習方法の

工夫や予習、復習等の学習内容を考え、計画的に家庭学習に取り組む学習習慣

の育成が必要です。 

（４） 学び続ける意欲を高める工夫 

キャリア教育等を通し、子ども一人ひとりが発達段階に応じて夢や希望、  

目標をもち、その実現に向けて主体的に学び続ける意欲を高めていくことが必

要です。 

(５) 考える力の育成 

自分の考えをもち、学び合う中でさらに自分の考えを深め、問題を解決する

等の力を付けていくことが必要です。 

平成 27 年度全国学力・学習状況調査  
教 科  小学校  中学校  

国語Ａ問題  同程度  下回る  
国語Ｂ問題  下回る  下回る  
算数・数学Ａ問題 同程度  下回る  
算数・数学Ｂ問題  下回る  下回る  
理 科  下回る  下回る  

60.8 57.2 54.0

37.9
47.2

52.0

0
10
20
30
40
50
60
70

糸
魚
川 県

全
国

糸
魚
川 県

全
国

小学校 中学校

大きく上回る ：＋５以 上 
  上回る：＋１以上＋５未満 
   同程度：－１以上＋１未満 
  下回る：－５以上－１未満 
大きく下回る ：－５未 満 

92.9 90.3

85.2
86.4

83.8

78.2

70
75
80
85
90
95

糸
魚
川 県

全
国

糸
魚
川 県

全
国

小学校 中学校

糸魚川市の結果概要  

平成 27 年度全国学力・学習状況調査の質問紙より (数字は％を示す。) 

グラフ１ ｢家 庭 で復 習 をしていますか｣  グラフ２ ｢話し合う活動を行っていますか｣ 
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２ 平成 35 年度の目標 
 主体的に学び合って、よりよく問題を解決していく力を付ける。 
≪各発達段階別≫ 
〇生活リズムを身に付ける。（全期で） 
〇スキンシップの中で親子関係を深める。（乳幼児期） 
〇集団の遊びで人間関係を深める。（幼児期） 
〇学習ルールを身に付け、進んで考え、互いの考えを発表し合って学習する。 

(児童期) 
〇明確な目標をもち、計画的・継続的に学習する。（中学生期） 
〇目標の実現に向けて主体的に学習する。（高校生期） 
〇家庭学習の習慣を身に付ける。(学童期、中学生期、高校生期) 
 
３ 基本的な考え方(イメージ図)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４ 取組の方向 

大人が子どもの発達や成長の特性をよく理解して見通しをもち、とぎれのない

指導や支援により、子どもの能力を十分に伸ばし、可能性を拓いていくことが大

切です。それぞれの立場から、意欲をもって仲間とともに学習に取り組み学び続

ける糸魚川の子どもを育てることを目指します。 
 

(１) 乳幼児期の指導・支援の充実 

   関わる人との触れ合いや多様な遊びを経験できる生活環境の工夫に努め、

十分な発達・成長を図りましょう。 

(２) 進学期前後の指導・支援の充実 

進学等に伴う異校種間での生活リズムや学び方の変化にきめ細かく対応す 

ることで、新しい環境での学習がスムーズに移行できるようにしましょう。 

(３)  学習習慣の確立と基礎学力の定着 

 各教科等の学習に進んで取り組み、基礎学力を確実に身に付けるようにし

ましょう。また、小学校で身に付いた学習習慣を中学校や高等学校でも継続

できるように、日常生活全般における時間の使い方や学習方法を指導しまし

ょう。併せて予習や復習等を含め、計画的に学習する家庭学習の習慣化を図

りましょう。 

 

家庭 
・愛着形成  
・学習環境づくり  

主体的に学び続ける力の育成 
・学習意欲、基礎学力と考える力、 
・学習習慣、学び合う場  

園・学校 
・学びの連続性を図る  
・一貫した学習指導  

地域 
・園・学校への支援  連携  

・愛着形成
・学習環境づくり

家　庭

・学びの連続性を図る
・一貫した学習指導

園・学校

・園・学校への支援

地　域
連　携

連
　
携

連
　
携

・学習意欲、基礎学力と考える力
・学習習慣、学び合う場

主体的に学び続ける力の育成
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内容理解のために 
〇 アクティブラーニング 

学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。これ
は、課題を見付け、解決に向けて探求し、成果を表現するまでの過程を、
学ぶ側が主体的に行う学習方法のことを指しています。具体的には、体験
学習や調査学習、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、 
グループ・ワーク等が挙げられます。        文部科学省より 
 （※ 文部科学省のアクティブラーニングの定義では、「学修」が使われています） 

(４) 学び続ける意欲の高揚 

検定受検、資格の取得、海外研修などにより、学ぶ意欲を膨らませ、体験や 

チャレンジの場を充実させて学ぶ意欲を高めましょう。また、考える力を生かし 

て学び、一人ひとりが自己肯定感を感じて学習意欲を高めるようにしましょう。 

(５) 考える力の育成 

考える力を伸ばすために、問題解決学習や体験学習、調査学習、教室内で

のグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等アクティ

ブラーニングの方法を取り入れ、学び合う力を伸ばし、学び合う学習集団づ

くりに取り組みましょう。 

 
 
５ 発達段階での指導の重点 

家庭、地域、園・学校が、主体的に学び続けることができる子どもの育成を目

指し、基礎学力をもとに共に学び合う活動を通して、確かな学力が身に付くよう

に働きかけていきます。各発達段階での指導や支援の重点は、次のように示すこ

とができます。 
  

０～３歳 【乳幼児期】 〇安心して遊べる（学べる）環境づくり 

（温かいまなざし、スキンシップによる愛着形成） 

４～６歳 【幼児期】   〇集団の遊び（学び）による自発性の育成 

（多様な遊び、人・自然との関わりによる自発性の向上） 

＜園・小学校の接続＞（集団生活への適応） 

７～９歳 【児童期（前期）】〇学びへの意欲向上の醸成 

（遊び、体験活動、学習による知的好奇心の育成） 

10～12 歳【児童期（後期）】〇考える力の育成と興味・関心を基にした学び 

（ペアやグループによる学びと工夫した課題提示） 

＜小・中学校の接続＞（集団生活、学び方への適応） 

13～15 歳【中学生期】   〇課題解決に向けた協働的な学びと自主的な学習 

（探求活動や体験活動による相互の学びと確実な学習習慣） 

＜中・高校の接続＞（夢・目標をもった進路選択） 

16～18 歳【高校生期】    〇夢を描き、その実現に向けた学びへの支援 

（専門的学習、資格の取得などによる夢へのチャレンジ） 

 

 

 

 

 

 



第４章 確かな学力の育成 

19 
 

確かな学力の育成① 
（□…指導の重点 ○…ねらい ・…実践例） 

 

 ０歳～ 乳児期～幼児期前期(乳幼児) ～3 歳  4 歳～   幼児期後記(園児)   ～6 歳 
基本的信頼・自律性の発達 自律性・自主性の発達 
ねらいと実践例（配慮点） ねらいと実践例（配慮点） 

家

庭 

 
 
 
〇スキンシップで親子関係を深める  
・抱っこ、おんぶ、添い寝、語りかけをしましょう  
〇しっかり運動、たっぷり睡眠をさせる  
・寝返り、はいはい、つたい歩き等発達に応じた運動

を十分させるようにしましょう  
〇基本的生活習慣を身に付けさせる  
・トイレ、歯磨き、着替え等園と協力してできるよう

にしましょう  
・早寝早起きおいしい朝ご飯を習慣にしましょう 

 
 

〇自発的な動きを大切にする  
・できたときは、みんなでほめましょう  

 
 
 
〇ふれあい・じゃれつき遊びで親子の絆を深める 
・親子でいろいろな運動や遊び・絵本の読み聞かせ

をしましょう  
〇家や地域の自然を生かして遊ぶ  
・家の周りや公園で親子で遊ぶようにしましょう 
 
 
〇保護者会に参加し成長を確かめる  
・家庭と園との連携した子育てをしましょう 
〇基本的生活習慣を身に付けさせる  
・早寝早起きおいしい朝ごはんを習慣にしましょう 

・電子メディアとの付き合い方は、各家庭で約束事

を決め守らせるようにしましょう 

園

・ 
学

校 

 
 
 
〇保育者との信頼関係を築く  
・安心して遊び、生活できるようにする  
〇安全な遊びの環境を整える  
・興味関心を広げ、じっくり遊べるようにする 

 
 

〇ひとり遊びから緩やかに集団遊びへ発展させる  
・遊具などによる様々な遊びの場を用意し、自由に遊

びができるようにする  
・発達段階が同程度の園児を一緒に保育しながら、自

発的な集団遊びに導く  

 
 
 
〇学びの基礎作り ～自発的な遊びからの学び～ 
・健康・人間関係・環境・言葉・表現 
〇集団遊びで人間関係を深める  
・発達に応じた多様な集団遊びで自発性を育成する  
 
 
〇小学校での生活・学習の準備をする  
・話、指示を聞く・時間を決めて動く 
・身の回りのことを自分でできるようにする  
・小学校生活の疑似体験等により小学校生活へ適応

しやすくする  

地 
域 

 

 
〇出産を祝い、育児を支援する  
・地域の伝統行事で祝う  
・温かい声かけで見守る  
 

 
 
 
〇園児の活動を支援する  
・地域の公園（遊び場）を整備する  
・ゲストティーチャーとして園児の活動を支援する 

〇地域の伝統行事で交流する  
・地域の行事に園児を招待する  
・昔ながらの遊びで園児と遊ぶ  

愛着形成と基本的な生活習慣の定着 

信頼関係づくり 

自主的な動きづくり 

発達に応じた多様な遊び 

保護者会への積極的な参加 

発達・年齢に合った遊び（学び） 

ひとり遊び(乳児期) テーマを設定した遊び(幼児期後期) 

幼児期後期への緩やかな接続(幼児期前期) 小学校への接続(幼児期後期) 

子どもは糸魚川市の宝として、地域みんなで育てる 
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確かな学力の育成② 
（□…指導の重点 ○…ねらい ・…実践例） 

 

 ７歳～  学童期前期(小１～３年)  ～９歳  １０歳～ 学童期後期(小４～６年) ～１２歳 
勤勉性の発達(前期) 勤勉性の発達(後期) 

ねらいと実践例（配慮点） ねらいと実践例（配慮点） 

家

庭 

 
 
○基本的な生活習慣を身に付けさせる  
・自分の身の回りのことができるようにしましょう  
・忘れ物をせず学校へ行けるようにしましょう  
○家事手伝いをさせる  
・炊事などの手伝いをさせるようにしましょう  
 
 
○小学生としての生活リズムを身に付けさせる  
・就寝・起床時間を守り、きちんと朝食が取れる
ようにしましょう  
（睡眠９時間以上） 

○家庭学習の習慣を身に付けさせる  
・決めた時間や場所で宿題や自主学習ができるよ
うにしましょう  
・寝る前に、次の日の学習準備を自分でできるよ
うにしましょう  

 
 
○規則正しい生活リズムを身に付けさせる  
・電子メディアを利用する際のきまりを作り、守
らせましょう  
・就寝・起床時間を守り、毎日欠かさず朝食を取
るようにしましょう  
 （睡眠８時間以上） 
○家庭学習の習慣を身に付けさせる  
・決めた時間や場所で家庭学習を行うようにしま
しょう  
・「学年×１０分」を目安に家庭学習に取り組む
ようにしましょう  
 
 
○地域の活動や行事に参加させる  
・地域の活動に積極的に参加し、役割を果たさせ
ましょう  
○中学進学への希望や目標をもたせる  
・将来の仕事や進路について家族で話し合いまし
ょう  
・中学校生活での目標をもたせましょう  

園

・ 
学

校 

 
 
○小学校のルールを守り、集団生活に慣れさせる  
・時間を守って仲間と共に生活できるようになる  
・授業中は、話を１回で聞く  
 
 
○確かな基礎学力を定着させる  
・九九や計算が正しくできる  
・漢字を正しく読んだり書いたりする  
○「考える力」を身に付けさせる  
・課題に対する自分の考えをノートに書く  
・自分の考えを伝えたり仲間の考えを聞いたりする  
○毎日、家庭学習に取り組ませる  
・「学年×１０分」の家庭学習に取り組む  
・出された宿題を必ずやり、翌日の朝に提出する  

 
 
○確かな基礎学力を定着させる  
・各教科の基礎基本の学習を身に付ける  
 (英語活動に親しむ) 
・教科書の文章を滑らかに読める  
○「考える力」を身に付けさせる  
・課題に対する考えを順序立ててノートに書く  
・考えを伝え、話し合って自分の考えを深める  
○自主性が高まるように家庭学習に取り組ませる  
・「学年×１０分」の家庭学習に取り組む  
・予習や復習など自分に必要な学習を考え、積極 

的に取り組む  
  
 
○中学校生活への夢や目標をもたせる  
・将来の夢や中学校での目標をもつ  
・陸上大会などの各種大会や中学校区の取組を 

通して他校の児童生徒と触れ合う  

地 
域 

 
 
○学校の教育活動を支援し、地域の子どもたちに糸魚川の素晴らしさを教える  
・生活科、総合的な学習の時間などで、地域の方から仕事の内容や糸魚川の特徴を聞く  
・糸魚川世界ジオパークは、自然が豊かで地理的に特徴があることを知り、愛着をもつ  
・糸魚川には、相馬御風など多くの偉人や温かい地域の人がいることを知り、自分の生き方に生か 
そうとする  

小学校生活への適応 

学校生活の充実 

学校生活の充実 

中学校生活への準備 

小学校生活への適応 

学習習慣づくり 

学習習慣づくり 

中学校への接続 

子どもは糸魚川の宝として、地域みんなで育てる 
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確かな学力の育成③              (□ ･･･ 指導の重点、○ ･･･ ねらい、・･･･ 実践例)  

 
13 歳～ 思春期前期（中学生）～15 歳 16 歳～ 思春期後期（高校生）～18 歳 

同一性の発達（前期） 同一性の発達（後期） 

ねらいと実践例 ねらいと実践例 

家 
庭 

中学校生活の充実 

○中学生としての生活リズムを身に付けさせる  
・生活表を活用し、家庭での時間の使い方を 

工夫させましょう  
【家庭学習（６＋学年）×10 分以上、睡眠７時間以上】 

○学習環境を整えさせる  
・家庭で電子メディアとの上手な付き合い方の 
ルールについて話し合い、ルールを守らせましょう 

夢や目標に向かう意欲づけと励まし 

○夢や目標を描けるような機会をもつ  
・家族で講演会や発表会、地域行事などに参加しましょう  
・夢や目標について家族で話し合いましょう  

社会人としての自覚の育成 

○社会人としての自覚をもたせる  
・生活リズムを守り、健康的に生活できるようにしましょう 

・マナーや礼儀をわきまえ、社会人としての自覚をもた

せましょう  
 
 
 
夢や目標に向かう意欲づけと励まし 

○夢の実現を励まし支援する  
・市内の文化・環境資源に触れ、地域について話し合い

ましょう  
・将来について家族で語り合いましょう  
・自分自身の「生き方」を考えさせるようにしましょ う  

園 
・ 
学 
校 

課題解決に向けた学びの場づくり 

○交流、共同活動による学び合いを支援する  
・仲間との意見交流を通して問題を解決して 

いく  
○授業改善により、学び続ける生徒を育てる  
・自分の考えをもち、ねらいに合った意見が言 

える  
〔ワークシートや振り返りシートの活用〕 

確実な学習習慣づくり 

○自主的な学びを支援する  
・生活表を利用し、宿題と自主学習を計画的に 

行う 【（６＋学年）×10 分以上】 
・ノートづくりなど、自分に合った学習方法を 

身に付ける  
○夢や目標に向けて努力する姿勢を育てる 
・キャリア教育や体験活動を通して将来のイメ 

ージをもち、夢の実現に向けての取組を行う  
［大学訪問、職場体験学習等］ 

高校生活への適応から学力養成へ 

○高校生活における積極的な進路選択の指導を進める  
・個別面談により、学習計画の設定や自己管理ができる

ようになる  
○夢の実現に向けて学び続ける確かな学力向上を図る  
・将来の目標をもち、自己実現を目指して学習する  
・学年＋1h の自宅学習を計画的に行う  
［自主学習ができる場の整備、外部教育産業との連携］ 
社会性の育成 

○社会人としての言動が身に付くようにする  
・集団の中(学校行事・部活動など)での自己の役割や責

任を果たす  
・自己の生活や行動に社会的な責任があることを自覚する  
 
○夢や目標の実現に向けた取組を促す  
・キャリア教育を通して資格取得やボランティア活動を

積極的に行う 
・大学生や U ターン者から話を聞き、自分の生き方を

考える 

地 
域 

 

○学校の活動を支援する  
・行事、地域学習で交流する  
・ゲストティーチャーから生き方を学ぶ  

○地域行事に積極的に参加させる  
・地域行事を通して地域の大人から生き方を学ぶ  

〇夢や希望実現に向けた支援をする  
・職場体験等地域での活動を通して大人から生き方を学ぶ  
〇ふるさとへの愛着をもつ活動を支援する  
・積極的にジオパーク学習をする  
・地域の人と一緒に地域行事に取り組む  

 

・中学生が高校体験入学で模擬授業を体験し、高校生活への夢や希望をもつ 
〔高校生活への緩やかな接続を目指し、中・高校が連携して各種取組を行う〕 

子どもは糸魚川市の宝として、地域みんなで育てる 
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第５章 ３つの柱を支える重要な教育活動 
 

１ キャリア教育の推進 

 

 

 

 

 

 

（１）「キャリア教育」とは、自分らしい生き方を実現するための力を育むこと 

① 「キャリア教育＝職場体験活動」ではありません！ 

以前の「キャリア教育」のねらいは、簡潔に言えば「定職に就かせること」で

した。しかし、今のキャリア教育は、一人ひとりの子どもたちに、世の中で自

立し、自分の役割を果たしながらしっかりと生きていくために欠くことのでき

ない力を育むことを目標にしています。親御さんに、「わたしを産んでくれてあ

りがとう。この糸魚川に生まれてよかった。」とひとみを輝かせて言える子ども

たちを育てることです。 

② 自分らしい生き方を実現するための力とは？ 

「世の中で自立し、自分の役割を果たしながら生きていくために欠くことので

きない力」は、「基礎的・汎用的能力」と呼ばれています。世の中で自分の役割

を果たすための基礎となり、また、どのような仕事に就いても必ず役に立つ力の

ことです。新潟県は、さらに「郷土愛」（郷土への愛着・貢献する態度）を加え、

これを軸にキャリア教育を充実・発展させるとしています。糸魚川市は、「郷土

愛」と「基礎的・汎用的能力」をもつ子どもを育てていきます。 

③ キャリア教育で育てていく態度や力について 

子どもたちに育てていく「郷土愛」・「基礎的・汎用的能力」は、次のような５

つの態度や力です。（ ◆が郷土愛 ◇が基礎的・汎用的能力 ） 

◆郷  土  愛（郷土への愛着・貢献する態度）…郷土に愛着をもち、進んで交流や 

貢献しようとする態度 

グローバル化が進む今日、世界のどこで活躍しようとも、「自分の根っこ 

はふるさと糸魚川にある」という意識を育むことが必要です。 

◇かかわる力（人間関係形成・社会形成能力）…社会の中で生活し、仕事をしてい 

く上で基礎となる力 

 

 

◇自分をみつめる力（自己理解・自己管理能力）…「やればできる」と考えて行動できる力 

 

場に応じた挨拶や言葉遣いなどの言葉によるコミュニケーション力 他者の個性を理
解する力 よりよい人間関係を築く力 他者と協力できる力 など 

自分の個性を自覚し、よさを伸ばせる力 自分で活動を選べる力 自分で決めたことに
責任をもつ力 困難に対しこらえる力 ストレスに気付き解消する力 など 

「子ども一貫教育基本計画」の見直しで、新たに「キャリア教育」を「豊かな心」
「健やかな体」「確かな学力」の３つの柱を支える重要な教育活動として位置付けま
した。糸魚川市の子どもをバウムクーヘンに例えると、生地を巻き付けるための芯が
「キャリア教育」です。（P2 の右下図参照）バウムクーヘンは、芯に生地を巻き付け
焼き上げることを繰り返し、少しずつ大きくしていきます。生地が「豊かな心」「健
やかな体」「確かな学力」に当たります。芯がしっかりしていてこそ、おいしいバウ
ムクーヘンは作られるのです。  
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◇やり抜く力（課 題 対 応 能 力）…従来の考えや方法にとらわれずに 

物事を前に進めていくための力 

 

 

◇夢おこす力（キャリアプランニング能力）…社会人・職業人として生活してい 

くために生涯にわたって必要な力 

 

 

④ どんな場面でキャリア教育を行うのか？ 

園や学校に、「キャリア教育」という特別の時間があるわけではありません。

計画に基づき、行事や生活科や総合的な学習の時間、道徳、通常の授業など全て

の教育活動の中で、子どもたちにこれらの態度・力を育てます。（だから、バー

ムクーヘンの芯なのです。）ここで重要なのが、家庭・地域の理解と協力です。 

 

（２）現状と課題 

平成 27 年度実施の市民アンケート調査で、糸魚 

川市に対する次のような結果が出ています。（数値は％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、平成 27 年度全国学力・学習状況調査では、 

「地域の行事への参加」や「地域や社会への関心」 

などでは県・全国を上回る数値を示していますが、 

「将来の夢や目標」については県・全国を下回っ 

ています。糸魚川市内の中学生の９割近くが市内 

にある県立高等学校３校に進学しています。この 

現状から考えると、ふるさと糸魚川に愛着をもちながら自身の未来に夢や目標が

もてない現状は、市の未来にかかわる大きな問題です。今後、糸魚川市民として

「ふるさと糸魚川」の在り方を考えていくためにも、キャリア教育の推進と園・

学校と家庭・地域が一つになって子どもたちを育てていくことが必要です。「地域

の子どもを地域の大人たちで育てる」ことは、最終的にこの糸魚川市をどのよう

な地域にしていきたいのかにつながります。地域に愛情・愛着をもった子どもた

ちは、地域に対するずっと変わらぬ想いをもち、夢を抱きながら地域を考え、地

域を育てていくからです。 

 

90.1
56.2

82.2
49.8

66.6
44.8

0

50

100

小６ 中３

今住んでいる地域の行事に

参加している （％）

糸魚川市 新潟県 全 国

項  目 中３ 20 代 40 代 60 代 

自然が豊かである 97.8 95.7 98.9 94.4 

ふるさととして愛着を感じる 80.3 75.7 60.1 77.0 

働く場に恵まれている 33.3 11.4  3.8  4.3 

買い物が便利である 38.9 15.7  8.7 20.2 

住みよいまちだと思う 64.4 44.3 40.4 48.1 

将来も住み続けたい 39.4 41.4 54.6 73.6 

平成 27 年度全国学力・学習状況調査の結果 

 

83.0 70.785.7 71.986.5 71.7

0

50

100

小６ 中３

将来の夢や目標をもっている

（％）

糸魚川市 新潟県 全 国

やらなければならないことに確実に取り組む力 課題や問題に対しよりよい方法等を見
つける力 困難な状況でも解決に向けて努力できる力 など 

学ぶこと・働くことの意義や役割を理解する力 社会人や職業人としてのプラン（将来
設計）を描く力 職業と自分の適性を調整することができる力 など 
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（３）平成 35 年度の目標 

〇糸魚川の子どもたちが自分に自信をもち、糸魚川への愛着が高まる。 

  ・各学年が取り組む内容や時期、教科等を示した、中学校区単位での糸魚川 

市キャリア教育推進プラン「わがいといがわっ子プラン」（仮称）の作成 

と実践 

・小学校の職場見学学習、中学校の職場体験学習の充実 

・高等学校におけるインターンシップの充実 

  ・職場見学・職場体験・インターンシップの市内受入企業の拡大 

・行事に子どもが積極的に参加・参画できる地域の体制づくり 

 

（４）基本的な考え方（イメージ図） 

 

糸魚川 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         糸魚川の子どもたち 

 

（５）指導の重点 

 〇家庭・園 … 子どもの基本的生活習慣の確立 

 〇地  域 … 子どもと人や文化との出会いや関わりの支援 

 〇学  校 … 自分の将来に夢をもち、将来設計ができる子どもの育成 

 

 

 
内容理解のために 

 
キャリア教育の定義 … 今日のキャリア教育は、「一人一人の社会的・職業的自立に向 

け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャ 

リア発達を促す教育」（平成 23 年の中央教育審議会答申）と定義 

されています。 

 

インターンシップ … 比較的短い期間の就業体験により、勤労観や職業観などを育てる

活動のことです。 

地 域 
（企業） 
（自治会） 
（公民館） 

家 庭 
（ＰＴＡ） 
（ 保護者会） 

園・学校 

自 分 に 自 信

を も つ ！

（自己肯定感）

 
糸魚川への 

愛 着 が 高 ま

る！  

キャリア教育で 育てる 

糸魚川につい 

て考え、行動 

する！ 

＝地域を育てる 

糸
魚
川
に 

夢
を
も
つ
！ 
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キャリア教育の推進① 

（ 〇…ねらい ・…実践例 ） 

 幼稚園・保育園 

年 齢 
０歳～３歳 ４歳～６歳 

【乳児期～幼児期前期】 【幼児期後期】 

 

育てる態度・能力 
基本的信頼・自立性の発達の支援 自立性・自主性の発達の支援 

◆

郷

土

愛 

家庭 
 

 

 

地域 
 

 

 

園・学校 
 

 

 

◇

か

か

わ

る

力 

家庭 
  

 

地域 
 

 

 

園・学校 
 

 

 

◇

み

つ

め

る

力 

家庭 
 

 

 

 

地域 
 

 

 

園・学校 
 

 

 

◇

や

り

抜

く

力 

家庭 
  

 

地域 
 

 

 

園・学校  
 

 

 

◇

夢

お

こ

す

力 

家庭 
   

 

地域 
 

 

 

園・学校 
 

 

 

 

○ふるさとに愛着をもたせる 

・地域を散策しましょう 

（糸魚川で楽しみましょう） 
 
 

○ふるさとと触れ合う 

・地域を散策しましょう 
（糸魚川をみましょう） 

 
 

○コミュニケーション力を育てる 

・話しかけましょう、会話をし 

ましょう（家庭・園） 

・地域活動に参加しましょう 

・食事中はテレビを消しましょう 

○コミュニケーション力を育てる 

・日常生活で、親子でふれ合いましょう 

・集団生活で友達とふれ合いましょう 

・地域活動で地域の人とふれあいましょう 

・食事中はテレビを消しましょう 

○相手の心を感じる子に育てる 

・話しかけましょう、会話をし 

ましょう 

・ほめましょう 

 

○相手の心を感じる子に育てる 

・約束を守らせましょう 

（ダメなものはダメ） 

・ほめましょう 

・集団行動で社会のルールを身 

に付けさせましょう 

○あきらめない心を育てる 

・話しかけましょう、会話をし 

ましょう 

・ほめましょう 

・自分で最後までやらせましょう 

 

○あきらめない心を育てる 

・ほめましょう 

・自分で最後までやらせましょう 

・集団の中での競争から努力の 

大切さを経験させましょう 

○想像力を育てる 

・話しかけましょう、会話をし 

ましょう 

・ほめましょう 

 

○想像力を育てる 

・話しかけましょう、会話をし 

ましょう 

・興味をもつものに共感しましょう 

・いろいろなところに連れて行きましょう 

家
庭
で
の
教
育
（
一
緒
に
ふ
れ
あ
う
）
・
同
世
代
の
集
団
生
活
・
地
域
活
動
の
実
施 
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キャリア教育の推進② 

（ 〇…ねらい ・…実践例 ） 

 小 学 校 

年 齢 

７歳～９歳 １０歳～１２歳 

【学童期前期（小学校１～３年生）】 【学童期後期（小学校４～６年生）】 

 

育てる態度・能力 
勤勉性の発達の支援(前期) 勤勉性の発達の支援(後期) 

◆

郷

土

愛 

家庭 
 

○関わりを通して、ふるさとの誇りを伝える 

地域 
・家庭行事や地域行事で地域の人や場所にたくさん関わらせ、地域を好きにさせ

ましょう 

園・学校 
○ふるさとが好きで、ふるさとのよいところを言える子に育てる 

・地域の好きなところやよいところを見つけさせる ・地域の自然や人に愛着をもたせる 

◇

か

か

わ

る

力 

家庭 
○気持ちを素直に言える子に育てる 

・気持ちや考えを話させ、よく聴きましょう  ・家庭での役割（炊等の手伝い等）を決めましょう 

地域 
○地域の絆を実感できる子に育てる 

・あいさつ運動や地域行事等のさまざまな機会で、子どもたちに声をかけましょう  

園・学校 
○仲間と協力する楽しさを感得させる 

・友達と協力させる 

○関わりの中で妥協点を探る力を育てる 

・意見を聞き、自分の考えを伝えさせる 

◇

み

つ

め

る

力 

家庭 
 
○子どもの話を聞き、役割をもたせ、自己肯定感を高めさせる 

地域 
・対話の中で長所をたくさんほめましょう 

園・学校 
○自分の特徴に気付き、よいところを伸ばそうとする子に育てる 

・自分のよさや得意なことに気付かせる ・やりたいことや向いていることを選ばせる 

◇

や

り

抜

く

力 

家庭 ○結果よりも意欲や態度を大切にする 

・家庭での役割（炊事等）や地域での役割を決め、挑戦させる機会をつくりましょう  

・難しいことにも挑戦し、最後までがんばろうとしたことをほめましょう 地域 

園・学校 
○やりぬく喜びが分かる子に育てる 

・任された活動を忘れずにやらせる ・任された活動を責任をもって果たさせる  

◇

夢

お

こ

す

力 

家庭 
 

○親としての生き方、地域の様々な人の生き方を伝える 

地域 
・親として、人生の先輩として、仕事のやりがいや大切さを語りかけましょう 

園・学校 
○夢を自分のこととして考える子に育てる  

・社会のたくさんの仕事を知らせる 

○人とつながり、「働く」を考える子に育てる 

・仕事や人と出会う機会をつくる 
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キャリア教育の推進③ 

（ 〇…ねらい ・…実践例 ） 

 中 学 校 高 等 学 校 

年 齢 
１３歳～１５歳 １６歳～１８歳 

【思春期前期（中学生）】 【思春期後期（高校生）】 

育てる態度・能力 同一性の発達の支援(前期) 同一性の発達の支援(後期) 

◆

郷

土

愛 

家庭 
○行事や祭り、伝統芸能を楽しませる 

・行事や祭り、伝統芸能への参加や体験をさせましょう 

・地域のすばらしさや昔の体験を語りかけましょう 
地域 

園・学校 
○ふるさとを知り、文化・伝統を体験させる  

・ジオパーク学習や地域貢献活動を行う 

○ふるさとの産業特性を理解させる 

・地域に貢献できることを考えさせる 

◇

か

か

わ

る

力 

家庭 
○返事、挨拶、マナー、時間厳守、炊事等の手伝いをきちんと行わせる 

・家庭の外でのマナーをしっかりつけましょう ・家事の手伝いをさせましょう 

地域 
○行事での役割を達成させる 

・行事での役割を与えましょう ・地域の大人が指導や声掛けを行いましょう 

園・学校 
○異なる意見を受け入れながら、自分

の考えをしっかりと伝えさせる 

○他者の意見を的確に理解し、自分

の考えをしっかりと伝えさせる 

◇

み

つ

め

る

力 

家庭 
○家庭での立場や自分のよいところを知らせる  

・手伝いをさせましょう ・家族で語らいましょう 

○子どもの現状を把握する 

・保護者面談等に積極的に参加しましょう 

地域 
○行事での役割を達成させる 

・行事の役割を与えましょう 

○地域の意見を伝える 

・子どもと進んで交流しましょう 

園・学校 
○自分の特徴を知り、自分を大切にす

る子に育てる 

○自分の特徴を知り、自分や他者を

大切にする子に育てる 

◇

や

り

抜

く

力 

家庭 
○保護者や家族の働く姿を見せる 

・将来について家族で語らいましょう 

地域 

○職業人としての立場、人生の先輩の立場から助言をする 

・職場見学、職場体験学習に協力しま

しょう 

・職場見学、職場体験学習、インター

ンシップに協力しましょう 

園・学校 
○自分に与えられた仕事に、責任をもって取り組む子に育てる 

・学級活動、生徒会活動、部活動等への積極的な参加を促す ・職場体験等への積極的な参加を促す 

◇

夢

お

こ

す

力 

家庭 
○家族と職業への夢をもたせる 

・視野を広げる外出や旅行をしましょう ・子どもの将来の志望について、話し合いましょう 

地域 
○職場体験等に対し、夢や目標が見つけられるように協力する 

・機会に応じ、職業人としての思いを語りましょう 

園・学校 

○職業人としての将来を考えさせる ○将来の夢をもたせ、自分の一生に

ついて展望させる。(産学連携の取

組による企業・就業体験) 

 



第５章 ３つの柱を支える重要な教育活動 ２ ジオパーク学習の推進 

28 
 

２ ジオパーク学習の推進 

（１）現状と課題 

① ジオパーク学習の現状 

○ ジオパークに関わる体験活動や地域づくりを大切にした取組 

・家庭では、保護者とともに野外活動を楽しみ、自然に関する感性を培っています。 

・園では、年間を通して地元ジオパークを遊びの舞台として関わっています。 

・小・中学校では、社会科や理科、総合的な学習の時間などを使って地元ジオパーク

と人々の生き方に学ぶ活動やふるさとのよさを発信する活動が行われています。 

・高等学校では、ジオパークの魅力や自然環境のよさを見つめその保全に意識を向け

ています。また、糸魚川ユネスコ世界ジオパークからの食やツーリズムの提案を行

っている高校もあります。 

○ 糸魚川市、各地域や公民館などの取組 

・市では、子どもたちのジオパーク学習を支援するために、小学校３～６年生向けの理

科学習副読本や糸魚川の自然遺産や歴史遺産をジオサイトごとにまとめた資料集を

刊行しています。 

・各地域や公民館では、地元ジオパークを舞台にした地域づくりや防災訓練に取り組ん

だり、ジオパークを巡る活動を積極的に推進したりしています。 

② 今後の課題 

  ○ 家庭ぐるみの自然体験活動からジオパーク学習への意欲の醸成 

○ 園・小学校・中学校・高等学校での体系立ったジオパーク学習の推進 

  ○ 家庭、地域、園・学校の連携の充実 

  各園・小・中・高等学校の取組が、それぞれの園・学校の範囲に止まっています。園・

学校でのジオパーク学習への支援に加え、家族でジオサイトに出かけたり、地域でジオ

パークの活動に積極的に参加したりといった市民ぐるみの取組も必要です。 

（２）平成 35 年度の目標 

 ＜ ジオパーク学習において育てる力は ＞ 

体験・学習活動を通して、ふるさと糸魚川への愛着（ふるさと糸魚川に関心をもち、探

究し、保全し、発信し、活用する力）や誇りの形成と、グローバルな視点・課題解決の視

点・持続可能な発展の視点などの見方・考え方を育てることです。 

具 体 的 な 目 標：ふるさと糸魚川をよく知り、ふるさとを愛する子どもが育っている。 

家 庭 の 目 標：家族が様々な機会を通して、親子でジオパークを学習したり紹介した

り保全したりする活動に関わっている。 

園・学校の目標：身近なジオパークを教材として作成した指導計画に基づいて継続的に

学習活動を実践し、ふるさと糸魚川に関心をもち探究し保全し発信し

活用し、次世代を担う子どもを育成している。 

地 域 の 目 標：家庭、園・学校が取り組むジオパーク学習を支援したり、地域の伝統

行事の保護・伝承を牽引したりして、地域づくりを推進している。 
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（３）基本的な考え方(イメージ図) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）取組の方向 

① 園・小学校・中学校・高等学校での体系立ったジオパーク学習の推進 

「ふるさと糸魚川への愛着」は、糸魚川で育ち学ぶ子どもが、豊かな経験を繰り返すこ

とで育まれていきます。糸魚川ユネスコ世界ジオパークに認定された糸魚川の地は、子ど

もたちにふるさとの価値と素晴らしさを教える格好の教材といえます。園・学校での体系

立ったジオパーク学習の推進のために次の２点を大切にします。 

① 各園・学校で学ぶ内容の整理  

② 発達期に応じた一貫して育む資質・能力の明確化 

 この基本計画では、ジオパークを学ぶ子どもの発達を「地元ジオパーク体験期」「地元ジ

オパーク探索期」「ジオパーク学習期」「ジオパーク研究期」の４つからとらえます。そし

て、理科・社会科・総合的な学習の時間を中心として学ぶ内容を整理します。また、０歳

から 18 歳までの子どもに、ジオパーク学習を通してふるさと糸魚川への愛着を育むため、

育てる資質・能力を「自然遺産や歴史的遺産への関心」「ジオパークを探究し、保全し、発

信し、活用する力」「他者に自分の思いを伝える力」とおき、園から高等学校へと発達に応

じて学ぶことを基本とします。 

 
「ジオパーク学習」とは・・・ 

糸魚川市は、糸魚川ユネスコ世

界ジオパークに認定されていま

す。ジオパーク学習とは、ふるさ

との地形・地質遺産、自然遺産、

文化遺産の価値を知り、大地と生

態、大地と人間との関わりに気付

いていく学習です。 

 

「ジオパーク学習」の目的は・・・ 

体験・学習活動を通して、ふる 

さと糸魚川への愛着（関心をもち、

探究し、保全し、発信し、活用す

る力）や誇りを形成し、グローバ

ルな視点・課題解決の視点・持続

可能な発展の視点などをもつ次世

代の担い手を育てることです。 

 
「持続可能な発展」とは・・・ 

｢SustainableDevelopment（持

続可能な発展）｣とは、｢将来の世代

のニーズを満たす能力を損なうこ

となく、現在の世代のニーズを満た

す開発｣や｢人間を支える生態系が

有する能力の範囲内で営みながら、

人間の生活の質を向上させること｣

と定義されています。 

内容の理解のために 

ふるさと糸魚川の大地に育つ

子どもをイメージしました。 



第５章 ３つの柱を支える重要な教育活動 ２ ジオパーク学習の推進 

30 
 

② 家庭、地域、園・学校の連携の充実 

 家庭、地域、園・学校の連携を充実させるために、「ふるさと糸魚川への愛着を育む」と

いうねらいのもと、「それぞれの役割を明確にする」「それぞれのニーズに応じた相互支援

体制を確立する」この２点を大切にします。 

 基本計画では、家庭や地域が園・学校での子どもの発達と成長に応じてどのような支援

が可能となるのか具体的な方向を示しました。 

 

（５）発達段階での指導の重点 

ジオパーク学習を進めるに当たり、子どもの発達とそれぞれの期での指導・支援の重点

を次のように整理しました。 

 

０歳～小学校１・２年生 【地元ジオパーク体験期】 

○保護者や身近な大人と共に行動しながら自然のよさを感じるようになる子ども 

○興味や関心のあるものに五感を通して自然に関わることができるようになる子ども  

園から小学校低学年のこの時期の子どもには、身近な生き物や草花など自然に関わる活

動に没頭できるようにします。 

小学校３・４年生 【地元ジオパーク探索期】 

○自分の興味や関心からやってみたいことを見いだし、自ら関わることができるようにな

る子ども 

小学校中学年の子どもには、学校周辺のジオパークの自然環境や歴史的な環境から次第

に調べるエリアを広げていけるように活動を進めます。 

小学校５・６年生  【ジオパーク学習期】 

○事実からその要因を考えたり、論理的に考えたりすることができる子ども 

小学校高学年の子どもには、教科の学習や総合的な学習の時間で、市内のジオサイトの

特徴や成因をとらえたり、関わる人の思いや願いについて調べたりしながら自分の考えを

明らかにするよう活動を進めます。 

中学生 【ジオパーク研究期】   

○ジオパークの成因や環境に関わる人々の姿から、自分の考えを明らかにしていくことが

できる子ども 

中学生には、糸魚川の大地の成因や動植物の特徴、自然と関わる人々の歴史や文化につ

いて探究し、自然を保全しながら、持続可能な発展のために自分の考えをもつことができ

ることを大切にします。 

高校生 【ジオパーク研究期】  

○自然や社会の事象を調べ、要因について論理的に考えることができる子ども 

高等学校では、それぞれの学校の特長を生かし、ジオパークに見られる自然・社会的事

象についてより深く学べるような学習を進めると共に、ジオパークの保全と活用に努め糸

魚川の将来を創造していく活動を進めることを大切にします。 
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ジオパーク学習の推進① 
（□…指導の重点 ○…ねらい ・…実践例） 

 ０歳～ 乳児期～幼児期(乳幼児・園児) ～６歳  ７歳～  小学校前期(１・２年)  ～８歳 
地元ジオパーク体験期 

ねらいと実践例（配慮点） ねらいと実践例（配慮点） 

家

庭 

四季の自然や動植物と親しむ 

親子一緒に行動する 
○親子で一緒に自然に親しむ機会をつくりましょ

う 
・海や川、山の景色や自然に親しむ機会をつくり

ましょう 
○親子で地元ジオパークに出かけ遊びや散策を楽

しみましょう 
・親子で園や家庭でのジオ体験活動に参加しまし

ょう 
・親子で「ジオパークかるた」作りをしてみまし

ょう 

四季の自然や動植物と親しむ 

家族で地元ジオパークを訪ねる 

○ジオパークを家族で訪ね散策を楽しみましょ

う 
・一緒に、地元ジオパークの散策の計画を立

てたり、子どもと海で泳いだり、石を拾っ

たりしながらジオパークのよさを楽しみま

しょう 
○親子でジオツアーへ参加しましょう 

・ジオサイトの観光の機会をとらえ、市内の

ジオサイトを訪ねましょう 

園

・ 
学

校 

自然の生き物や植物への興味・関心の喚起 

保育士・教諭と一緒に学ぶ 

○園周辺に出かけ、遊びや散策を楽しむ 
○園周辺で動植物を見たり親しんだりする活動を

行う 
・動植物などに親しみ、季節を感じながらのびの

びと自然を楽しむようにする 
・子どもの親しみやすいところから、関心を広げ

ていけるようにする（海・石・草花・生き物な

ど） 
○学校・園で「ジオパークかるた」を遊びや行事な

どに取り入れ、ふるさと糸魚川への愛着を育む 

興味・関心からの自然への関わり 

行動範囲の広がりと仲間づくり 

1 年生【生活科】「あそびにいこうよ」 
○四季を通して、地元ジオパークに関わる 

・五感を使って関わり、絵や工作で表現し、

楽しかったことを友達や家族に伝える 
2 年生【生活科】「町のすてき大はっ見」 
○まち探検で身近な人々に関わり、インタビュ

ーを行ったり、生き物や植物について調べた

りする 
〈自然体験発表会〉 
○自然への関わりを発表する 

地 
域 

園への協力 

 
○ジオパークでの活動について園や保護者に情報

提供を行う 
○現地での活動では、子どもの興味や関心に応じ

て、地元ジオパークの生き物や草花に親しませる 
○地域で「ジオパークかるた」大会などを行い、全

市民に親しまれるかるたとして、様々なイベント

などで活用する 

学校のニーズの把握と情報交換 

 
○学校と情報交換を行いながらニーズを把握

し、現地での指導に役立てる 
・地元ジオパークでの生き物や見所スポット

を紹介する 
・安全面や見学・観察に当たってのマナーな

どについて、学校と連携し指導する 
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ジオパーク学習の推進② 
（□…指導の重点 ○…ねらい ・…実践例） 

 ９歳～  小学校中期(３・４年)  ～10 歳   11 歳～  小学校後期(５・６年)  ～12 歳 
地元ジオパーク探索期 ジオパーク学習期 

ねらいと実践例（配慮点） ねらいと実践例（配慮点） 

家

庭 

家族で楽しむジオパーク 

○親子で自然や文化・歴史遺産を訪問する機会をつくりましょう 
・ジオツアーや地域・学校でのジオパーク学習に積極的に参加しましょう 

○親子でジオパークについて学習したり、ジオパーク検定に挑戦したりしましょう 
・学校でのジオパーク学習を話題にして親子で話し合いましょう 
・子どもの興味や関心に応じて参加する活動や散策する場所を選びましょう 

園

・ 
学

校 

 

自ら環境へ関わる子どもへの支援 

知的好奇心の喚起と相手意識を明確にした発信 

３年生 
【理 科】「春のしぜんにとび出そう」 
【社会科】「わたしたちの大好きなまち」 
    「働く人とわたしたちのくらし」 
       「変わるわたしたちのくらし」 
【総合的な学習の時間】 
・地元ジオパーク探索 

 
４年生 
【理 科】「あたたかくなると」「暑くなると」 
      「すずしくなると」「寒くなると」 
【社会科】「安全なくらしとまちづくり」（防災教

育） 
    「健康なくらしとまちづくり」 
    「昔から今へと続くまちづくり」 
【総合的な学習の時間】 
・地元ジオパーク探索 

〈科学研究〉糸魚川の自然の探究 

 

自ら環境へ関わる子どもへの支援 

ジオパークに関わる人々への思いの形成と発信 

５年生 
【理 科】「魚のたんじょう」「流れる水の働き」 
【社会科】「わたしたちのくらしと国土」 
 
【総合的な学習の時間】 

・地域の祭りの取材 
 ・地域食材の調査・発信 
 
６年生 
【理 科】「生き物のくらしと環境」 

「大地のつくり」 
「変わり続ける大地」（防災教育） 

【社会科】「日本の歴史」 
「世界の中の日本」 

【総合的な学習の時間】 
・地域で働く人々の取材 
・市外からみた糸魚川市の学習 

〈科学研究〉糸魚川の自然の探究 

地 
域 

学校のニーズの把握と情報交換 

○ジオパーク学習に関わる情報提供と学習活動への支援を行う 
・現地ガイドやゲストティーチャーとしての講話、現地での子どもの見学への支援を行う 
・学校のニーズについて把握し、現地での指導に役立てる 
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ジオパーク学習の推進③ 
（□…指導の重点 ○…ねらい ・…実践例） 

 

 13 歳～        中学校期       ～15 歳   16 歳～  高等学校期  ～18 歳 
ジオパーク研究期 

ねらいと実践例（配慮点） 

家

庭 

子どものジオパーク学習への関心と自主的な地域参加への支援 

○学校行事への参加や協力をしましょう 
○ジオツーリズムへの参加やボランティア体験を奨励しましょう 
○親子でジオパーク検定へ挑戦しましょう  
・親子でジオパーク検定上級に挑戦しましょう 

園

・ 
学

校 

ジオパーク・社会や自然を学ぶ子どもへの支援 

ジオパークについての主張の形成 

【社会科】 
２年生「身近な地域」「日本の地形」（防災教育） 
○糸魚川の魅力や人々の働き、ジオパークの実際や未来への

夢を調べ、まとめ、発信する 
３年生「地方自治ウォッチング」（発展学習・総合学習として

も可能） 
【理 科】 
１年生「植物の生活と種類」「大地の成り立ちと変化」 
２年生「動物の生活と生物の変遷」 
３年生「自然と人間」（防災教育） 
【総合的な学習の時間】（ジオパークを題材とした探究活動と

キャリア教育・防災教育） 
○糸魚川の自然や歴史、文化などについて探究し、自然を保

全しながら、持続可能な社会づくりへの自分の考えや生き

方をまとめ発信する 
・ジオパークを英文で紹介する活動（外国語） 
・交流活動の推進（市のジオパーク交流会、中学生海外派遣

研修など） 
〈科学研究〉糸魚川の自然の探究 

【教科・科目・部活動など】 
○ジオパークに見られる自然・社会的

事象についてより深く探究し、その

価値を探る 
○ジオパークの保全活動や価値の活

用を図り、地域づくりを推進してい

く 
○交流活動の推進（市のジオパーク交

流会、海外派遣研修、全国サミット

参加など） 
 

地

域 

専門性を生かした情報提供や地元企業との連携 

○ジオパーク学習に関わる情報提供と学習活動への支援を行う 
・専門性を生かした現地ガイドやゲストティーチャーとして学習を支援する 
・研究活動への助言や発表の場の提供を行う 

○国内外のジオパーク認定地と連携し交流活動を推進する 
・様々な情報発信や PR 活動を行う 

《新潟県立海洋高等学校の実践》 
・環境開発・保全と沿岸資源育成 
・地域水産資源を有効利用した食

品・特産品の開発 
・高校生の学びを地域振興へつなぐ

産学官連携事業所「シーフードカ

ンパニー能水商店」の運営 
・最新養殖栽培技術による資源管理 
・地域ブランド漁業の担い手育成 
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３ 特別支援教育の推進 

 

（１）現状と課題 

 国は、2014 年１月に「障害者の権利に関する条約」を批准し、2016 年４月からは「障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以後、差別解消法）が施行されます。それ

に伴い教育の分野では共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築を進め

ています。障がいのある子どもと障がいのない子どもが、様々な機会において共に学び相

互に理解を広げることによって、生涯にわたって地域の一員として支え合う社会の形成に

つなげるものです。 

 この間、特別支援教育の理念の浸透や早期からの相談支援体制の充実により、相談者数

や療育機関の利用者数、特別支援学級等の在籍者数が増加してきました。また、子ども一

貫教育方針に基づく基本計画によって、特別な教育的支援のニーズのある子どもに関わる

機関や相談体制の整備、関係者の理解や指導力も増してきました。 

しかし、保護者に対して窓口となる相談機関や手続き等が十分に浸透せず、その結果、

適切な支援の開始までに時間を要してしまうケースがあります。さらに、特別な教育的支

援のニーズのある子どもの増加に支援体制や担当者の専門性が追いつかないという現状も

あります。 

特別な教育的支援のニーズのある子どもの社会的参加・自立のために、家庭、地域、園・

学校、関係機関の役割を明確にした実効ある支援を行うことが課題です。 
 

（２）平成 35 年度までの目標（評価に関して） 

○個別の教育支援計画の作成と年１回の評価会議において相談支援を行う。 
＊ イメージ図の中心も、子どもの姿ではなく、支援者の目標としました。 

従って、評価も支援者の立場からの表現としました。 
個別の教育支援計画の評価は、目標とする子どもの姿によって評価されるものです。 

 

（３）基本的な考え方(イメージ図)  

① 障がいのある子どもや保護者の不安の解消 

   こども課を中核とした相談・支援体制の構築と関係者への支援体制の周知を通して、

特別な教育的支援のニーズのある子どもと保護者の不安の解消を図ります。 

   早期の気付きの大切さや市の発達支援体制の概要、相談機関一覧表等を記載した「支

援リーフレット」を随時見直し、啓発活動を行い、早期発見・早期対応に努めます。 

② とぎれない支援を実現するための支援や方策 

   それぞれのライフステージで中核的な役割を担う、保健師・相談支援専門員・特別支

援教育コーディネーターを中心に、特別な教育的支援のニーズのある子どもに関わる関

係者が積極的に相談できる環境づくりを進めます。 

③ 社会参加・社会的自立を目指したライフステージごとの支援 

   ライフステージ進行時には双方の関係者が丁寧に引き継ぎを行い、生じやすい支援の

ギャップを解消することに努めます。また、地域とも積極的に情報交換し、卒業後のサ

ポート体制の構築に努めます。 
（幼保小連絡会・中学校区連絡会・入学者説明会・地域自立支援協議会等） 
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（４）取組の方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・愛着形成
・生活リズムの確立

家　庭

自立を目指した
とぎれない支援の推進
（社会参加・社会的自立）

安心・安全な環境づくり
余暇活動・勤労体験への支援

歩調を合わせた支援
人との適切な関わり方

・個に応じた学習・生活支援
・自立に向けた進路指導

園・学校
・ボランティアの参加
・サポート体制の強化
　（福祉・医療・労働）

地域・関係機関

連　携

連
　
携

連
　
携

障がいの正しい理解と共に支え合う地域社会の形成
障がいの早期発見・早期からの支援
勤労体験（職場実習）の場の提供

ライフステージにおける発達支援 

乳 児 期  幼児教育期     学校教育期     就労期 

    社会参加・社会的自立を目指したとぎれない支援 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発
達
相
談
（
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー
め
だ
か
園
） 

【療育・保育・幼
児教育】 
・保育園・幼稚園 

・ことばの相談室 

・発達支援センター

めだか園 

【特別支援教育】 
特別支援学校 
小学校・中学校 
・特別支援学級 
・通級指導教室 
 
・校内支援委員会 
・特別支援教育 
 コーディネーター 

【就労】 
・企業 
・ハローワーク 
・就労支援事業所 
・障がい者就労・

生活支援センター 
・ジョブコーチ 
・福祉事務所 

【乳幼児健診】 
4 か月、6か月、

10 か月、1.6 歳、

2歳、3歳児健診、

5歳児発達相談会 

教育支援委員会 

【相談】保健師・相談支援専門員・特別支援教育コーディネーター 
教育支援委員会 

 
◆相談支援ファイルの活用 
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（５）ライフステージにおける発達支援 

①乳児期・幼児教育期 

特別な教育的ニ－ズを必要とする子どもの支援については、早期の気付き、早期対応が

必要です。幼児期は人格の基盤を形成する非常に大切な時期であり、身辺自立や社会性、

コミュニケ－ション能力が身につく時でもあります。幼児期から個々に合わせた指導支援

を行うことにより、適切な行動やスキルの修得を促すことができます。 
  また、保護者を対象としたペアレント・トレーニングを行い、保護者が適切な対応を学

ぶことにより子どもの行動改善につなげます。 
 「発達支援センタ－めだか園」、「幼児ことばの相談室」の機能を更に充実させ、早期の

発達支援を行い小学校につなげていくことが大切です。 
②学校教育期 

＜移行で生じるひずみへの対応＞ 
     幼児教育期から小・中学校期へ一人ひとりの子どもの特性や情報を確実につなぐことが

重要です。 
しかし、情報の引き継ぎが難しい現実があります。これをカバーするのは、「支援ファイ

ル」です。それと併せ「個別の指導計画」と「個別の教育支援計画」の継続的な作成を促

進する必要があります。 
   全ての小・中学校では、特別支援教育コーディネーターを中核に校内支援委員会を機能

させ、家庭・地域・関連機関との共通理解を基盤とした指導支援が重要です。 
＜就労期に向けた進路指導の充実＞ 

   小・中学校期は、心身ともに大きく成長する時期です。この時期に将来の社会的自立を

見据え、心の安定と生活能力の向上を図っていくことが大切です。併せて、職場体験や学

校見学など早期からの進路指導が重要です。関係者が子どもの障がい特性や支援ニーズに

ついて共通理解した上で、校種間を超えて息の長い継続的な働き掛けや実践を積み重ねて

いくことが大切です。 
③学校教育期・就労期 

 就労が社会的自立と密接に結びつくため、「働く」ことに目標や夢をもたせ、勤労への意

欲を高め、働く喜びにつなげることが必要です。 

高等学校・高等部教育期の子どもには、勤労観・職業観を養うことが重要です。そのた

めには、「キャリア教育」の視点を生かし、「人間関係形成能力」や「将来設計能力」・「意

思決定能力」等の力を、発達段階や特性を考慮しながら身に付けさせることが肝要です。

また、作業体験・職場体験などを充実させ、その子に合った就労を支援していくことが重

要です。 
地域では、障がい者が働きやすい職場づくりへの努力が重要です。ハローワークや企業、

福祉事業所と連携を図り、その子に合った就労を目指す必要があります。また就労後も、

福祉事務所や相談支援専門員などと緊密な情報交換やアフターケアなどで連携を図り、社

会的自立を促していくことが必要です。 
さらに、２１歳以降の生活に備え、社会の様々な制度やサービスに関して、親子で情報

収集をしたり実際に利用できるように準備を進めたりすることも重要です。 
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①乳児期・幼児教育期における発達支援 

（○…ねらい ・…実践例） 
項目 家庭→幼稚園・保育園 幼稚園・保育園→小学校 

心
の
育
成 

家
庭 

◯愛着形成 
・スキンシップを大切にしましょう 
・読み聞かせや語り掛けを多く取り入れ 
ましょう 

◯障がいに対する気付きと受け止め 
・子どもの特性を理解し対応しましょう 
・「ほめて育てる」習慣を大切にしましょう 

園
・
学
校 

◯愛着形成 
・保護者への助言とサポート 
・遊びをとおした友達や家族とのかかわ 
 り方の支援 

◯障がいの理解に向けた啓発 
・支援機関との連携（学校・医療・福祉） 
・友達・職員・家族とのかかわり方の支援 

地
域 

○障がいや障がい者への正しい理解と地域の一員として支え合う地域作り 
・障がいのある子と保護者への温かい見守り 

関
係
機
関 

◯障がいの早期発見と早期対応 
・健診による障がいの気付きや支援に対する情報提供  
・発達相談や療育相談、発達支援センタ－めだか園等からの情報提供 

体
の
育
成 

家 

庭 

○心身の基本づくり 
・早寝・早起きの習慣を身につけ、しっかり朝ごはんを食べさせましょう 
・バランスのとれた食事をさせましょう 
・運動遊びを体験させましょう 

園
・
学
校 

◯健康な体づくり 
・生活リズムの定着       ・給食をとおした食習慣の育成 
・運動遊びをとおした体づくり 

地
域 

◯安心・安全な環境づくり 
・公園などの遊び場の整備   ・地域全体での子どもの見守り 
 

関
係

機
関 

◯障がいの早期発見と早期対応 
・健診による障がいの気付きや支援に対する情報提供 

学
力
の
育
成 

家 

庭 
◯愛着形成 
・ふれあい遊びを通じて人とのかかわり 
をもちましょう 

◯子どもの障がい理解 
・子どもの特性を理解し、就学先をみんなで考え

ましょう 

園
・
学
校 

◯社会性の育成 
・友達や職員とのかかわりを通した社会

性の育成 

◯関係する学校との情報交換 
・体験入学と交流の推進 
・発達支援センタ－めだか園・幼稚園・保育園・

学校間の連携協力 

地
域 

○障がいや障がい者への正しい理解と地域の一員として支え合う地域作り 
・障がいのある子と保護者への温かい見守り 

関
係
機
関 

◯障がいの早期発見・早期対応 
・健診による障がいの気付きや支援に対する情報提供 
・発達相談や療育相談、発達支援センタ－めだか園の積極的な周知・利用 
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②学校教育期における発達支援  

（○…ねらい ・…実践例） 
項目 小学校→中学校 中学校→高等学校 

心
の
育
成 

家 

庭 

○愛着形成 
・「ほめて育てる」姿勢を大切にし、子どもに

自信をつけさせましょう 
・会話を大切にし、親子で障がいに対する理解

を深めましょう 

○自己肯定感を高める関わり 
・子どもに役割を与え、できたら褒めることで、
達成感を味わわせましょう 
○情緒の安定を図る手立ての習得 
・自分に適したストレスへの適切な対処法を身
につけさせましょう 
・精神的な安定に向け、趣味や余暇活動を充実
させましょう 

学 

校 

○心の居場所づくり    ・保護者の心の安定を図るアプローチ 
・障がい理解を進める、自己肯定感を高めるための取組 

○自己肯定感を高める支援 ・自分に適したストレス対処法の習得 
○ソーシャルスキルの指導 ・友達との適切なかかわり方 

地
域 

○子どもの社会性・道徳性育成の支援 
・あいさつ運動、地域行事への参加への声がけ、学校の教育活動支援(ボランティア) 

関
係
機
関 

○本人と保護者へのサポート体制づくり 
・障がい理解の啓発及び地域で育てるための情報提供 
・余暇支援、福祉サービスの充実（社会的自立に向けての支援） 

体
の
育
成 

家 

庭 

○成長期の体づくり 
・望ましい食習慣を確立させましょう 
・生活リズムを着実に整えさせましょう 
・体の発達について語りかけましょう 

○第二次性徴への対応 
・自己管理能力を育てましょう 
（食事・生活・健康・異性への関心等） 

学 

校 

○成長期を意識した指導 
・意図的、積極的な運動の取り入れ 
・バランスのとれた食事（偏食指導） 
 

○第二次性徴を意識した指導 
・健康の維持に必要な知識・態度の育成 
（食事・生活・体力向上・疾病予防等） 

地
域 

○安心・安全な環境づくり 
・公園などの遊び場の整備 
・社会体育や地域行事、サークル活動等への積極的な声がけや受け入れ 

関
係 

機
関 

○地域連携と福祉サービスの周知 
・障がい者のための福祉サービスの情報提供 

学
力
の
育
成 

家 

庭 

○生活能力の向上 
・体験を積み重ね、日常生活に必要なスキルを身につけさせましょう 
（家事・スケジュールや金銭の管理・交通機関の利用等） 
・社会生活で必要となるルールやマナーを着実に向上させましょう 
（あいさつ・返事・食事・言葉遣い・支援の求め方等） 

学 

校 

○能力や特性に応じた学習指導 
・必要な教育支援ツールの活用（パソコン・電卓・電子辞書・電子黒板等） 
・学級担任制から教科担任制への移行支援 
・個別の指導計画や教育支援計画を活用した保護者との連携や中学校・関連機関への確実な引き

継ぎ等の進路指導 
・学校見学や職場体験、福祉施設交流等、将来の社会的自立を見据えた計画的な進路指導 

地
域 

○地域行事等への積極的な声がけや受け入れ 
・年齢や発達に応じた役割分担で地域の一員として活動を支援 

関
係
機
関 

○地域連携と福祉サービスの周知 
・公共施設の積極的利用に向けた情報提供  
・障がい者のための福祉サービスの情報提供 
・職場体験等、就労に向けた進路指導の理解と啓発 

 

発達段階に応じた性教育の実施 
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③学校教育期・就労期における発達支援   

（○…ねらい ・…実践例） 
項目 高等学校→卒業・就労 就労後～２１歳 

心
の
育
成 

家 

庭 

○自己肯定感を高めるかかわり 
・本人と障がいへの共通理解を図り、家庭生活や職業生活に適応できるよう目標を設定しましょう 
・家庭における役割を積極的に与え、役立ちを認め、自己肯定感を高めましょう 
○情緒の安定を図るための支援 
・毎日の生活に、進んで元気よく取り組もうとする態度を育てましょう 
・精神的な安定に向け、快適に過ごす趣味を獲得させ、余暇活動を充実させましょう 
・ネット社会への対応などを一緒に考える時間をつくりましょう 

学 

校 

○社会的自立を支援する指導 
・将来への夢や希望などの目標設定と、そのための努力事項の実践・指導と称賛 
・自己の長所と課題などや障がい理解と、ストレスへの対処法を習得させる指導 
・社会人としてのソーシャルスキル習得や規範意識を向上させる指導 
・仲間や上司との適切なかかわり方や、周囲への支援の求め方の指導 
・情報社会（携帯電話やインターネット）への正しい対応の指導 
○学校全体で障がい理解の推進 
・学校全体での研修推進と、対応の実践 

○卒業後の具体的な支援 
・就労先との緊密な情報交換 

地
域 

○障がい者を差別することのない地域社会の形成 
・「障害者差別解消法」の理解と地域の一員として支え合う意識の醸成 

関
係 

機
関 

○障がい者を差別することのない地域社会の形成 
・「障害者差別解消法」及び「障害者雇用促進法」の理解と、障がい者雇用の促進 

体
の
育
成 

家 

庭 

○社会的自立を前提とした適切な支援 
・身だしなみの習慣を確実に身に付けさせましょう 
・規則正しい生活リズムづくりとバランスのとれた食事を定着させましょう 
・体の成長に関する悩みや健康管理、服薬管理などについて一緒に考えていきましょう 

学 

校 

○社会人としての資質の育成 
・体力向上を図り、持久力や根気を養う取組や指導 
・生活習慣・運動習慣・疾病予防等での健康的な心身や、性（異性とのかかわり方）に対する正し
い理解への指導 

地
域 

○障がい者を差別することのない地域社会の形成 
・社会体育や地域行事、サークル活動等への積極的な声がけや受け入れ 

関
係 

機
関 

○関係機関のサポート体制の確立 
・行政による健康相談や、社会体育や地域行事・サークル活動等による体力向上への支援 
・心身の悩みを受け止め支援する、組織や施設の整備（行政・社協・NPO 等） 

学
力
の
育
成 

家 

庭 

○社会人として必要な資質の習得 
・あいさつやマナー、言葉遣い、電話の応対等を着実に身に付けさせましょう 
・金銭教育（計画的な購入・金銭管理等）を確実に行いましょう 
・福祉等に関する制度やサービスの情報収集や利用ができるように、支援しましょう 

学 

校 

○社会生活に向けた各種スキルの向上 
・コミュニケーションスキルの指導 
・就労先で必要な技能や資質の習得 
・卒業生の助言を聞く機会の設定 
・交通機関や公共施設の利用時のマナー指導 

○卒業後の具体的な支援 
・就労先への情報提供や対応支援 
・支援会議への参加 

 

○勤労観や職業観の育成 
・働く喜びを味わわせる勤労体験と、集団の一員としての役割遂行と協力 
・実習等での振り返りとそれを生かす努力や、自分の考え・体験に基づくよりよい選択 

地
域 

○障がい者を差別することのない地域社会の形成 
・地域の一員として、地域行事等への積極的な声がけや受け入れ 
・災害時などの危機対応時の支援 

関
係 

機
関 

○障がい者が働きやすい職場づくりや、共生社会形成への努力 
・障がい者が働くにあたっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）の研修と実践 
・職場や地域で、「障害者差別解消法」及び「障害者雇用促進法」等の学習会の設定 
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評価と点検のために 
 

１ 評価の目的 

 糸魚川市における教育の現状と課題を把握するために、評価を行います。より良い基本

計画に改善し、施策に活かしていきます。 

 

２ 評価方法 

（１）既存の方法を活用した評価 

市民アンケートの他に、現在行っている様々な評価を活用し、糸魚川市の子どもたちの

現状と課題を把握します。活用する評価は次のものです。 

 

（２）基本計画評価のための市民アンケート調査 

 基本計画による家庭、園・学校、地域の３者それぞれの取組を振り返るために、次ペー

ジ以降の評価用紙を活用し、評価・集計を行います。 

  

①  アンケート調査の対象者 

  ０歳～１８歳までの保護者（抽出） 

  幼稚園、保育園・小学校・中学校・特別支援学校・高等学校の教員 

  各地区公民館、学校評議員及び学校運営協議会委員（コミュニティ・スクール委員）、 

  区長、その他の地域住民（抽出）、社会教育・スポーツクラブ指導者 

 

②  実施時期 

現 状 調 査 平成２８年８月～１０月 

  第１回調査 平成３０年８月～１０月 

  第２回調査 平成３４年８月～１０月 

 

③  評価結果の活用について 

  評価結果は、こども教育課で集計し、次期基本計画で提示します。 

 

 

 

① 全国学習状況調査やＮＲＴ（標準学力検査）の市全体の結果：【学力の実態】 

② 全国学習状況調査の児童生徒質問紙調査： 

【基本的生活習慣や自尊感情、家庭学習時間、郷土愛、学校満足度、授業改善の実態 等々】 

③ 学校評価における糸魚川市共通評価項目：【学校満足度、人権意識、家庭学習時間】 

④ 親子保険計画評価アンケート：【生活リズム、メディア接触、親子のふれあい】 

⑤ 体力テスト：【運動能力の実態】 

参考資料１ 

参考資料１
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家庭の取組を振り返って （糸魚川市子ども一貫教育基本計画の評価として） 

 ０歳～３歳 ４歳～６歳 ７歳～９歳 10 歳～12歳 13 歳～15歳 16 歳～18歳 

豊かな心 愛着形成 

 

睡眠 10 時間以上 

朝食を毎日とる 

読み聞かせ 

 

話しかけ・会話 

 

 

自然・動植物とふ

れあい 

発達相談 

自己肯定感の育成 基本的生活習慣 

温かい絆づくり 

基本的生活習慣 

温かい絆づくり 

自立への支援 

社会の一員の自覚 

自立への支援 

社会の一員の自覚 

健やかな体 睡眠９時間以上 

朝食を毎日とる 

睡眠９時間以上 

朝食を毎日とる 

睡眠８時間以上 

朝食を毎日とる 

睡眠７時間以上 

朝食を毎日とる 

睡眠７時間以上 

朝食を毎日とる 

確かな学力 読み聞かせ 絵本の読書 

学習習慣づくり 

読書 

学習習慣づくり 

読書 

学習習慣づくり 

読書 

キャリア教育 コミュニケーシ

ョン力育成 

役割をもたせ、自己肯定感を育む 

親・地域の思いを伝える 

将来への夢を育む 

返事,挨拶,マナー,時間厳守 手伝い

をきちんと行わせる, 

ジオパーク学

習 

自然・動植物とふ

れあい 

家族で楽しむジオパーク ジオパーク学習への関心を高める 

自主的な地域参加への支援 

特別支援教育 発達相談 特別支援教育への正しい理解とかかわり 

 

【評価尺度】（よく出来た：４  概ね出来た：３ やや不十分：２ 不十分：１） 
 

１ 子どもと遊んだり、温かい声掛けや、会話の時間を大切にしたりして、発達段階 

に応じて愛着形成に努めていますか。            
 

２ スキンシップ、じゃれつき遊び、読み聞かせ、家族での対話など、発達段階に 

 応じて、子どもとの関わりを大切にしていますか。 
 

３ おはよう、ありがとう、ごめんなさいなど、家庭内での明るい挨拶を、日常的に 

 心掛けていますか。 
 

４ 子どもが自ら考え、判断し、実行できるように導いていますか。 

  
 

５ 家庭内でのルールを決め、電子メディアを使わせていますか。 

 （電子メディアとは、ゲーム機、パソコン、スマートホン等をさします） 
 

６ 糸魚川の良さや素晴らしさを子どもたちに伝えたり、ジオーパークとふれあう 

 機会をつくったりしましたか。 
 

７ 子どもたちが家庭学習の時間を確保できるよう、環境づくりに取り組みましたか。 
 

８ 親子の会話の中で、未来や夢、働きがいについて語り、将来の自立について考え 

る機会をつくりましたか。 
 

９ 子どもの個性や特性を理解し、必要に応じて、親、友人、知人、関係機関に相談 

していますか。 
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園・学校の取組を振り返って（糸魚川市子ども一貫教育基本計画の評価として） 

 ０歳～３歳 ４歳～６歳 ７歳～９歳 10 歳～12歳 13 歳～15歳 16 歳～18歳 

豊かな心 一人一人を温か

く受容 

生活リズム改善 

十分遊ばせる 

遊びからの学び 

話しかける 

会話する 

褒める 

最後までやらせる 

 

あいさつ交流活動 

善悪の気付き 

礼儀・伝え合う力 

規範意識判断力 

礼儀・伝え合う力 

自己肯定感 

人間関係を築く力

人権尊重規範意識 

人間関係を築く力

自由と責任 

健やかな体 生活リズムの改善 

食育の推進 

メディアとのかかわり方 

体力の向上 

確かな学力 多様な集団遊び 学習習慣づくり 

小学校生活への適応 中学校への接続 

確実な学習習慣

づくり 

夢を見据えた確

かな学力向上 

キャリア教育 郷土愛、関わる力、みつめる力、やり抜く力、夢おこす力の育成 

ジオパーク学

習 

自然の生き物や植物への興味・関心

の喚起 

自ら環境へ関わる子どもへの支援 ジオパーク・社会・自然を学ぶ子への支援 

ジオパークについての主張の形成 

特別支援教育 愛着形成  

健康な体づくり 

社会性の育成 

障がい理解の啓発 

関係校との情報交

換 

心の居場所づくり 

自己肯定感を高める支援 

ソーシャルスキルの指導 

能力や特性に応じた指導 

社会人としての

自立支援 

勤労観や職業観

の育成 

 

【評価尺度】（よく出来た：４ 概ね出来た：３ やや不十分：２ 不十分：１ 該当しない：０） 
 

１ 園・学校で、明るいあいさつや返事ができていますか。 

      

 

２ いじめや差別を許さない、見逃さない、園・学校づくりができていますか。 

 

 

３ 規範意識や善悪の判断力、人権意識は子どもたちの中に育っていますか。 

 

 

４ 生活リズムや、早寝早起きおいしい朝ごはんの大切さを指導していますか。 

 

 

５ 電子メディアとの適切な関わり方の指導に取り組んでいますか。 

 

 

６ 「学年×10 分」（中学校は 60 分＋学年×10 分）を目安とした学習習慣づくりの 

 取組はできていますか。 

 

７ 指導者として、キャリア教育を意識した取組を進めていますか。 

 

 

８ 身近なジオパークを教材として学習活動を実践し、子どものふるさと糸魚川へ 

 の愛着形成を図っていますか。 

 

９ 支援ファイルや個別の教育支援計画を作成し、活用していますか。 



43 
 

地域の取組を振り返って（糸魚川市子ども一貫教育基本計画の評価として） 

 ０歳～３歳 ４歳～６歳 ７歳～９歳 10 歳～12 歳 13 歳～15 歳 16 歳～18歳 

豊かな心 子育ての文化の

伝承 

安全安心の環境

づくり 

地域みんなで育

てる 

ほめる、話しかけ

る、会話する 

子育てネットワー

クづくり 

地域で育もう子どもの社会性・道徳性 

学校支援活動の推進・社会教育活動の充実 

地域社会の一員と

しての自覚と責任

をもたせよう 

健やかな体 安全安心の環境づくり 

子育て文化の伝承 

安全安心の環境づくり 

子育て文化の継承 

確かな学力 地域みんなで育てる 

キャリア教育 ほめる、話しかけ

る、会話する 

関わりを通して郷土の誇りを伝える 

あいさつ運動、地域行事等での声かけ 

職場体験等で夢や目標がみつけられ

るように協力する 

ジオパーク学習 園への協力 学校のニーズの把握と情報交換 専門性を生かした情報提供や地元企

業との連携 

特別支援教育 障がいの早期発

見・早期対応 
障がいの早期発

見・早期対応 
本人と保護者へのサポート体制づくり 

地域連携と福祉サービスの周知 

障がい者を差別しない地域社会の形成 

関係機関のサポート体制の確立 

障がい者が働きやすい職場づくり 

 

 

【評価尺度】（よく出来た：４  概ね出来た：３ やや不十分：２ 不十分：１ 機会がなかった：０） 
 
 

１ ほめる、話しかける、会話する等、コミュニケーション力を育む活動に、様々な 

機会を通して取り組めましたか。 

 

２ 安全パトロールの参加や、地域環境の点検・整備など、子どもの安全・安心な環 

 境づくりに取り組めましたか。 

 

３ 学校応援隊やコミュニティ・スクールの要請に応じて、「学力向上」や「社会性や 

 規範意識の育成」などの様々な教育支援活動に協力できましたか。 

 

４ 地域の文化や伝統を、子どもたちに伝承したり、継承したりする活動に参加した 

 り、協力したりしましたか。 

 

５ 家庭・学校が取り組むジオパーク学習への支援や地域行事の推進に取り組みまし 

たか。 

 

６ 地域でのあいさつ運動に参加したり、協力したりしましたか。 

 

７ 子どもの将来の夢を育むために、学校にゲストティーチャーとして協力したり、 

 職場体験学習に参加協力したり、支援したりする活動に取り組めましたか。 

 

８ 障がい者について理解し、支援しながら地域で受け入れるよう努めていますか。 

 



参考資料２　　　糸魚川市の教育環境と主な支援事業 （平成２８年３月現在）

～０歳

胎児期

母子一体

○計画性のある妊娠・出産

○安心した出産

○安定した生活

○思春期相談・指導

○生活安定支援

食育推進

ジオパーク学習

　・マタニティ個別栄養相談

○妊娠届出書　

　・母子健康手帳の交付

○妊娠アシスト事業

　・マタニティスクール

　・妊婦一般健康診査

  ・産後健康診査

  ・不妊症、不育症治療費助成

○親子健康訪問事業

　・妊産婦　・新生児　・２か月児

○医療機関委託検診助成事業

　・集団（４か月・10か月・１歳６か月・３歳） ○園の研修・合同研修

○民営保育所児童通園費助成事業

　・BCG、ポリオ、三種混合、麻疹・風疹・日本脳炎

　・乳幼児健診時の食育

○親子の絆応援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○親子の絆応援事業

○むし歯予防事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○むし歯予防事業

　・療育相談（県主催）

　・ペアレントトレーニング

○子育て支援センター運営事業（育児相談等　未就学園児対象）

○発達支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○発達支援

　・はったつ応援事業（５歳児発達相談会）

　・めだか園ことばとこころの発達相談

　・めだか園ことばとこころの発達相談

　・療育相談（県主催）

○外国語指導助手　(ALT）配置事業

　・医療機関委託（１か月・６か月）

○乳幼児すこやか健診事業

親子食育推進事業（キッズキッチン）

○「早寝早起きおいしい朝ごはん」事業　　　　　　　　　　　　　　　　　○「早寝早起きおいしい朝ごはん」事業

○保育料軽減事業

○地域で行う子育て支援事業（交流事業他）

○児童手当　　　○ファミリーサポートセンター事業

・インフルエンザ（０歳～１３歳）

○子ども医療費助成事業

　・むし歯予防健康教室

　･フッ化物塗布・洗口　・むし歯予防健康教室　　･フッ化物塗布

　・じゃれつき遊び推進　・母乳推進支援　・じゃれつき遊び推進

○予防接種事業                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○予防接種事業

○子育て世帯の経済的負担の増加→親子健康確保、子育て支援の充実

生
涯
学
習 　体育団体等支援事業・スポーツ推進事業（ジュニア育成団体補助金・駅伝　　・市民スキー大会・冬季スポーツ振興事業　等）

　家庭教育支援事業（家庭教育学級・子育て学習・ふるさと楽習親子塾）　　　　　　　　　　青少年活動事業（週末活動支援事業・青海少年の家事業・地域学校パートナーシップ事業）

　読書活動の推進事業（糸魚川市子ども読書活動推進計画に基づく活動）　　　　　　　　　　成人教育事業（ジオパーク学習・成人式・ＰＣ講習・生涯学習講座・教養講座　等）

保育園17（市営８,民営９）　へき地保育所２　幼稚園３（市立２、民営１）　認定こども園１

特別支援（未満児保育・一時保育・延長保育・休日保育・病後児保育）

発達支援（言葉の相談室、発達支援センターめだか圓）

　･インフルエンザ・ヒブ・子宮頸がん接種助成

○保育所保育指針・幼稚園教育要領

・安定した情緒のもとで、遊び（体験）をとおして心身の調和をとれた発達

　（教育の基盤）

・適切な保育課程（教育課程）に基づく指導計画の作成と指導

　・すくすく赤ちゃんひろば

０歳～３歳

乳児期

保育園(所)

「生きる力」の育成（確かな学力・豊かな心・たくましい体）　　　　　　「生きる力」の育成（確かな学力・豊かな心・たくましい体）

　（内容→５領域：「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」)

４歳～６歳

幼児期

幼稚園・保育園(所)

○少子化の進行（全国平均数値より高い）→安心して生み育てられる環境づくり

○核家族化の進行（全国平均より高い）→多様なニーズに対応する保育･教育形態の整備

子育て支援相談体制の整備

糸
魚
川
市
の
施
策

現
状
と
課
題

市
の
教

育
施
設

教
育
の
取
組

○親子食育推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○親子食育推進事業

○特別保育事業

　・未満児・延長・一時・障がい児保育

○休日お助け保育事業

○病後児保育事業　　　　　　　　　　　　　→小学校３年まで

　・キッズ・キッチン

　・保育園・幼稚園食育教室

　・園児の体格調査、個別栄養相談

　・離乳食講座

　・幼児歯科健康診査（１歳６か月・２歳・３歳）
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７歳～１２歳 １３歳～１５歳 １６歳～１８歳 １８歳～

児童期 生徒期Ⅰ 生徒期Ⅱ 社会期

小学校 中学校 高等学校 学生・社会人

○多様な生活形態の家庭への対応 ○多様な生活形態の家庭への対応 ○目標達成への支援

○多様な発達過程の児童への教育 ○多様な発達過程の児童への教育 ○自主的学習の促進

○学力は全国平均を少し下回る ○学力は全国平均を少し下回る

　・平日１時間以上の家庭学習をする 　・平日・休日とも家庭学習時間が少ない ○選択自立

小学校１７校 中学校４校 高等学校３校 ・大学

（能生５，糸魚川東４，糸魚川５，青海３） （能生、糸魚川東、糸魚川、青海） （海洋、白嶺、糸魚川） ・専門学校

高田特別支援学校 白嶺分校 ・就職

○小学校学習指導要領 ○中学校学習指導要領 ○高等学校学習指導要領

・特色ある教育課程の編制と実施 ・特色ある教育課程の編制と実施 ・特色ある教育の実施

　*教科等（国・社・算・理・生活・音・図工 　*教科等（国・社･数･理・音・美・保体 　*普通教科　　*専門教科

　　　　　・家庭・体） 　　　　　技家・外国語） 　*道徳　　　*特別活動

　*道徳　　*外国語活動　*総合的な学習 　*道徳　総合的な学習

　*特別活動（学級、児童会、クラブ、行事） 　*特別活動（学級、生徒会、行事）

食の選択

○修学資金貸与事業

　・キッズ・キッチン

○市内県立高等学校女子生徒用

　宿舎のための教育財産の貸与

　・赤ちゃんふれあいスクール 　・赤ちゃんふれあいスクール ○水産資源活用産学官連携事業

　・正しい性教育普及事業

○高等学校魅力づくり支援事業

　・フッ化物洗口 　・フッ化物洗口

○学童保育事業（放課後児童クラブ・学童保育） ○中学校情操教育推進事業

　・学力検査・知能検査・漢検補助 ・学力検査･知能検査・英検漢検補助・大学見学

・インフルエンザ（高３）

○相談・支援

○研修参加

　　　　　　　　　・インフルエンザ（～13歳　中３）

ふるさと糸魚川学習支援事業（ジオパーク学習）

○施設設備改築・改修事業

○学力向上支援事業

・地域コーディネーター配置

○幼保・小・中・高校連携事業

○ふるさと糸魚川学習支援事業

○学校教育補助員等配置事業

○地域愛育成事業 (学校応援隊）

○地域人材活用事業

○親子の絆応援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○親子の絆応援事業

○学力向上支援事業

○むし歯予防事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○むし歯予防事業

○発達支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○発達支援

　・ペアレントトレーニング

○就学相談・就学指導の体制

○外国語指導助手　(ALT）配置事業

○「早寝早起きおいしい朝ごはん」事業　　　　　　　　　　　　　　　　　○「早寝早起きおいしい朝ごはん」事業

○予防接種事業                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○予防接種事業

　体育団体等支援事業・スポーツ推進事業（ジュニア育成団体補助金・駅伝　　・市民スキー大会・冬季スポーツ振興事業　等）

　家庭教育支援事業（家庭教育学級・子育て学習・ふるさと楽習親子塾）　　　　　　　　　　青少年活動事業（週末活動支援事業・青海少年の家事業・地域学校パートナーシップ事業）

　読書活動の推進事業（糸魚川市子ども読書活動推進計画に基づく活動）　　　　　　　　　　成人教育事業（ジオパーク学習・成人式・ＰＣ講習・生涯学習講座・教養講座　等）

○教育相談員等配置事業　　　○通学支援事業

ひすいの里総合学校（小学部・中学部）

「生きる力」の育成（確かな学力・豊かな心・たくましい体）　　　　　　「生きる力」の育成（確かな学力・豊かな心・たくましい体）

食育活動推進事業（中学校区食育推進）

○親子食育推進事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○親子食育推進事業

○教職員資質・指導力向上事業

○食育活動推進事業
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参考資料３

＜策定委員会＞　委員長　　釜田　　聡（上越教育大学　教授）

　　　　　　　　副委員長　吉田　一郎（大和川小学校　校長）

№ 所属及び役職等 氏　名 所属の部会・班会

1 上越教育大学　教授 釜田　　聡 キャリア教育班

2 糸魚川市社会教育委員 池原　栄一 豊かな心の育成部会

3 糸魚川人権擁護委員協議会　委員 宮本マサ子 豊かな心の育成部会

4 主任児童委員 荒木　一貞 豊かな心の育成部会

5 根知小学校　教頭 冨永　範子 健やかな体の育成部会

6 糸魚川市ＰＴＡ連絡協議会　会長 髙野　直行 健やかな体の育成部会

7 西海保育園　園長 松村　真美 健やかな体の育成部会

8 大和川小学校　校長 吉田　一郎 確かな学力の育成部会

9 能生中学校区地域コーディネーター 井伊　正憲 確かな学力の育成部会

10 青海中学校　校長 佐藤　　弘 確かな学力の育成部会

11 糸魚川東中学校　校長 小松　　敦 キャリア教育班

12 糸魚川青年会議所　専務理事 本間　寛道 キャリア教育班

13 新潟県立糸魚川白嶺高等学校　校長 齋藤友紀雄 キャリア教育班

14 糸魚川市理科教育センター　センター長 藤田　英志 ジオパーク学習班

15 新潟県立海洋高等学校　校長 久保田郁夫 ジオパーク学習班

16 糸魚川地区公民館　館長 井守五十吉 ジオパーク学習班

17 ひすいの里総合学校　校長 穂苅　敬子 特別支援教育班

18 めだか園　園長 相澤　康夫 特別支援教育班

19 能生小学校　教諭 田村　淳子 特別支援教育班

平成27年度　糸魚川市子ども一貫教育基本計画　策定委員会　委員名簿
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№ 所属及び役職等 氏　名 備　考

1 糸魚川市社会教育委員 池原　栄一 部長

2 主任児童委員 荒木　一貞 全体会委員

3 糸魚川人権擁護委員協議会　委員 宮本マサ子 全体会委員

4 青海幼稚園　園長代理 木村　早織

5 おひさま保育園　園長 山本　裕美

6
糸魚川市ＰＴＡ連絡協議会　副会長
（田沢小ＰＴＡ会長）

倉又　聖

7 能生小学校　教諭 小杉　佐和子

8 糸魚川中学校　教諭 熊木　勝

9 海洋高等学校　教諭 高杉　悠子

№ 所属及び役職等 氏　名 備　考

1 根知小学校　教頭 冨永　範子 部長

2 糸魚川市ＰＴＡ連絡協議会　会長 髙野　直行 全体会委員

3 西海保育園　園長 松村　真美 全体会委員

4 糸魚川カトリック天使幼稚園 渡辺　真喜子

5 能生中学校　教諭 南保　賢治

6 糸魚川高等学校　養護教諭 山本　綾子

7 民生委員 下越　シズイ

8 社会教育委員 大竹　洋子

9 糸魚川市スポーツ推進委員 長野　孝一

10 糸魚川東小学校　養護教諭 田上　敏美

№ 所属及び役職等 氏　名 備　考

1 大和川小学校　校長 吉田　一郎 全体会副委員長、部長

2 能生中学校区地域コーディネーター 井伊　正憲 全体会委員

3 青海中学校　校長 佐藤　　弘 全体会委員

4 田沢幼稚園　園長 山岸　早苗

5 糸魚川高等学校　教頭 加藤　幹男

6 糸魚川東中学校　教諭 白岩　紀代美

7 糸魚川小学校　教諭 谷内　卓生

8
糸魚川市ＰＴＡ連絡協議会　副会長
（糸魚川東中ＰＴＡ会長）

田代　由美子

9
糸魚川市ＰＴＡ連絡協議会　理事
（西海小ＰＴＡ会長）

井口　清香

豊かな心の育成　部会

健やかな体の育成　部会

確かな学力の育成　部会
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№ 所属及び役職等 氏　名 備　考

1 糸魚川東中学校　校長 小松　　敦 班長

2 上越教育大学　教授 釜田　　聡 全体会委員長

3 糸魚川青年会議所　専務理事 本間　寛道 全体会委員

4 糸魚川白嶺高等学校　校長 齋藤友紀雄 全体会委員

5 大和川小学校　教諭 本田　修

6 糸魚川中学校　主幹教諭 渡辺　徳彦

7
糸魚川市ＰＴＡ連絡協議会　会計理事
（糸魚川中ＰＴＡ会長）

月岡　龍夫

8 糸魚川高等学校　ＰＴＡ会長 加藤　康太郎

9 糸魚川幼稚園　副園長 吉原　久美子

№ 所属及び役職等 氏　名 備　考

1 糸魚川市理科教育センター　センター長 藤田　英志 班長

2 海洋高等学校　校長 久保田郁夫 全体会委員

3 糸魚川地区公民館　館長 井守五十吉 全体会委員

4 糸魚川白嶺高等学校　教諭 中嶋　悟

5 青海中学校　教諭 竹内　慎治

6 糸魚川東小学校　教諭 川合　紀子

7 能生保育園　主任 池滝　富貴子

№ 所属及び役職等 氏　名 備　考

1 ひすいの里総合学校　校長 穂苅　敬子 班長

2 発達支援センターめだか園　園長 相澤　康夫 全体会委員

3 能生小学校　教諭 田村　淳子 全体会委員

4 高田特別支援学校　白嶺分校　教頭 金子　浩子

5 糸魚川中学校　教諭 川崎　優美子

6 大野保育園　園長 岡澤　美香

7 相談支援センターみずほ　相談支援専門員 川原　克彦

キャリア教育　班

特別支援教育　班

ジオパーク学習　班
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Ｎｏ 課名 係名 役職名 氏名 分野

1 こども教育課 課長 山本　　修 全体・ジオパーク学習

2 こども教育課 課長補佐 亀山　浩 全体・キャリア教育

3 こども教育課 こども教育係 係長 猪又千恵子 学力

4 こども教育課 こども教育係 嘱託指導主事 後藤　孝一 豊かな心

5 こども教育課 こども教育係 嘱託指導主事 野上　正和 特別支援

6 こども教育課 こども教育係 嘱託指導主事 伊藤　先子 健やかな体

7 こども課 子育て支援係 係長 有水　嘉代 特別支援

8 こども課 親子健康係 主査 飛彈野　郁 健やかな体

9 生涯学習課 生涯学習係 係長 渡辺　一彦 学力

10 こども教育課 教育相談センター 嘱託指導主事 小竹　京子 豊かな心

11 文化振興課 博物館 館長補佐 竹之内　耕 ジオパーク学習

12 商工農林水産課 農業支援係 係長 木島　美和子 キャリア教育

子ども一貫教育方針策定委員会事務局（庁内委員）
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子ども一貫教育基本計画

平成28年３月

糸魚川市
糸魚川市教育委員会

一貫教育方針のグランドデザインを
一層理解していただくために

愛着形成
愛着形成とは、乳児が養育者に授乳
されたり、抱かれるという身体の接触
や、心の交流を通して、両者の間に情
緒的な絆が形成されていくことです。

自立支援
自立とは、他者に頼らずに自分一人で
物事を判断し、実行することです。子
どもの発達に応じた自立への指導と
支援が必要となります。

自己肯定感
自己肯定感とは、「自分が価値ある人
間であり、自分の存在を大切に思う気
持ち」です。


