
教 育 目 標教 育 目 標教 育 目 標教 育 目 標１１１１

教育目標教育目標教育目標教育目標

心豊心豊心豊心豊かでかでかでかで，，，，たくましくたくましくたくましくたくましく生生生生きききき抜抜抜抜くくくく力力力力をををを身身身身にににに付付付付けたけたけたけた子子子子どものどものどものどもの育成育成育成育成

目指目指目指目指すすすす子子子子どもどもどもども像像像像

((((1111)))) ［［［［さわやかなさわやかなさわやかなさわやかな子子子子］］］］ 明明明明るくるくるくるく，，，，元気元気元気元気いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい活動活動活動活動するするするする子子子子どもどもどもども ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 体体体体

① 明るく元気に行動し，みんなと楽しく生活ができる。

② 基本的な生活習慣を身に付け，常に整理・整とんに気を付けることができる。

③ 健康・安全の大切さを自覚し，進んでその実践に努めることができる。

((((2222)))) ［［［［手手手手をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ子子子子］］］］ 親切親切親切親切でででで，，，，思思思思いやりのいやりのいやりのいやりの深深深深いいいい子子子子どもどもどもども ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 徳徳徳徳

① 相手のことを思いやり，互いの立場を尊重できる。

② 働く喜びを知り，協力して奉仕活動ができる。

③ みんなで決めたことを守り，友達と仲良くできる。

((((3333)))) ［［［［進進進進んでんでんでんで学学学学ぶぶぶぶ子子子子］］］］ 進進進進んでんでんでんで学学学学びびびび，，，，深深深深くくくく考考考考えるえるえるえる子子子子どもどもどもども ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 知知知知

① 友達の話をよく聴き，自分の考えを深めることができる。

② 目標や課題に，自分なりの考えをもち，解決へ向かって粘り強く努力できる。

， 。③ 学習の基礎的・基本的な内容を確実に身に付け 創造的に学ぶ力を伸ばすことができる

④ 読書に親しみ，豊かな心情をもって行動できる。

⑤ 美しいものに素直に感動し，創造的に表現することができる。

((((4444)))) ［［［［がんばるがんばるがんばるがんばる子子子子］］］］ 責任責任責任責任をもってをもってをもってをもって最後最後最後最後までやりまでやりまでやりまでやり抜抜抜抜くくくく子子子子どもどもどもども ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 意意意意

① 粘り強く，最後までやり遂げる強い意志と体力を身に付けることができる。

② 学校田や畑などの栽培活動を通して，働くことの大切さを自覚し，ひたいに汗して働く

ことができる。

③ 体験的な活動を通して，成就感や意欲をもつことができる。

((((5555)))) ［［［［ふるさとにふるさとにふるさとにふるさとに学学学学ぶぶぶぶ子子子子］］］］ ふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの自然自然自然自然とととと文化文化文化文化にににに学学学学ぶぶぶぶ子子子子どもどもどもども ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 郷郷郷郷

① 郷土や自然を愛し，その美しさに感動できる。

② 郷土への正しい理解と郷土のよさや課題をつかむことができる。

③ 自ら学び自ら考え，主体的に課題を追究することができる。

④ 互いのよさを認め合い，共に学び合いながら課題を解決することができる。

⑤ ふるさとのよさや課題をつかみ，積極的にふるさとの未来に働きかけようとしている。

目指目指目指目指すすすす教師像教師像教師像教師像

力を尽くす教師(1) 豊川小学校のよき伝統を継承し，その発展に

創意と工夫に励む教師(2) 研修を深め，

調和のとれた教師(3) 健康で，温かさと厳しさの

信頼される教師(4) 子ども・保護者・地域・同僚から

目指目指目指目指すすすす学校像学校像学校像学校像

明るい学校(1) 明るく元気なあいさつの響き合う ･････････

楽しい学校(2) 一人一人が生き生きと活動する ･･･････････

協力し合う学校(3) みんなが助け合い，励まし合っていく ･････

粘り強い学校(4) 目標に向かって全力でがんばり抜く ･･･････

磨かれたきれいな学校(5) 清潔感にあふれた ･･････････････････････



経 営経 営経 営経 営 のののの 方 針方 針方 針方 針２２２２

１１１１ 教育活動教育活動教育活動教育活動のののの推進推進推進推進豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をはぐくむをはぐくむをはぐくむをはぐくむ
・地域のよさを生かした特色ある学校行事

・地域環境，地域人材を活用した豊かな体験活動

・縦割り班・学団・学年間等の異学年交流活動，地域の学校・保育園との異年齢交流活動

２２２２ 確確確確かなかなかなかな学力学力学力学力のののの向上向上向上向上
・学習の基盤となる学級づくり・人間関係づくり

・少人数のよさを生かしたきめ細かな学習指導

・授業力を磨く校内研修の充実

３３３３ 地域地域地域地域にににに開開開開かれたかれたかれたかれた学校学校学校学校づくりづくりづくりづくり

・保護者・地域への積極的な情報発信

・児童の安全・安心の確保，児童理解・生徒指導における家庭・地域との連携協力

経 営経 営経 営経 営 のののの 重 点重 点重 点重 点 とととと 実 践 事 項実 践 事 項実 践 事 項実 践 事 項３３３３

豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をはぐくむためのをはぐくむためのをはぐくむためのをはぐくむための教育課程教育課程教育課程教育課程のののの編成編成編成編成とととと運用運用運用運用（（（（キャリアキャリアキャリアキャリア教育教育教育教育のののの視点視点視点視点をををを重視重視重視重視してしてしてして））））１１１１

１１１１ 思思思思いやりのいやりのいやりのいやりの心心心心をををを育育育育てるてるてるてる教育活動教育活動教育活動教育活動のののの実践実践実践実践

(1) 体験的な活動や異年齢・異学年交流を取り入れ，自己有用感を醸成する教育活動を推進する

(2) 朝の10分間読書や読み聞かせ（お話し玉手箱）を継続的・計画的に実施する

(3) 道徳の時間及び学級活動の指導を重視し，日常の生活の場における道徳的実践を推進する

(4) 「豊川小６つの言葉」を推奨する（あいさつ日本一の学校の実現）

「おはようございます 「こんにちは 「さようなら 「はい 「ありがとう 「すみません」」 」 」 」 」

(5) お年寄りをいたわり，励ます活動を意図的に実施する

(6) 感動を肌で感じる学校行事，児童会活動を充実させる

２２２２ 自然自然自然自然にににに親親親親しみしみしみしみ，，，，地域地域地域地域にににに学学学学ぶぶぶぶ，，，，ふるさとふるさとふるさとふるさと学習学習学習学習のののの推進推進推進推進

(1) 豊かな自然環境を生かした勤労生産学習を推進する

① 学校菜園，学校田，学級菜園での栽培活動

② 継続的な世話や観察，収穫物の活用（稲，さつまいも，野菜等の栽培）

(2) 地域の自然や文化，先人の偉業等に触れ，郷土を正しく理解し愛する心を育成する

① 農聖石川理紀之助翁に学ぶ郷土学習の推進と地域に学ぶ体験的な学習の充実

② 豊川（ゆたかがわ）を中心にした環境学習の推進（潟上市版プログラムの活用）

３３３３ 保護者及保護者及保護者及保護者及びびびび地域地域地域地域のののの人材人材人材人材のののの学習活動学習活動学習活動学習活動へのへのへのへの活用活用活用活用

(1) 地域の人材や関係機関を活用した多様な学習活動を実施する

(2) 学校田，学校菜園等での栽培活動を充実させるため保護者・地域の方々へ協力を依頼する

【【【【経営経営経営経営のののの基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢】】】】

「楽しく，活力のある学校の創造」
～一人一人を伸ばし高める学校づくり～

子ども 教 師 学 校

友達大好き， 子どもを愛し， 子ども一人一人の居場所のある学校

教師がよさを発揮できる学校勉強大好き， 学校を愛し，

地域が応援してくれる学校学校大好きな子ども 地域を愛する教師



一人一人一人一人一人一人一人一人がよりよくがよりよくがよりよくがよりよく生生生生きるきるきるきる，，，，心心心心のかようのかようのかようのかよう生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導のののの充実充実充実充実とととと健康健康健康健康・・・・安全教育安全教育安全教育安全教育のののの推進推進推進推進２２２２

１１１１ 基本的生活習慣基本的生活習慣基本的生活習慣基本的生活習慣のののの定着定着定着定着やややや未然防止未然防止未然防止未然防止のののの取取取取りりりり組組組組みによるみによるみによるみによる，，，，心身心身心身心身ともにともにともにともに健全健全健全健全なななな児童児童児童児童のののの育成育成育成育成

(1) 全職員が共通の基盤に立った子ども理解と，生徒指導の機能を生かした授業を実践する

(2) 教師と子ども，子ども同士の人間的な触れ合いを大切にし，信頼し合う学級づくりを推進する

２２２２ 全職員全職員全職員全職員によるによるによるによる情報交換情報交換情報交換情報交換とととと問題問題問題問題のののの早期発見早期発見早期発見早期発見・・・・対応対応対応対応，，，，未然防止未然防止未然防止未然防止のためののためののためののための取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの充実充実充実充実

(1) 子ども一人一人の表情・つぶやき，アンケート等による実態把握を重視し，相談体制の強

化を図る

(2) さわやか（不登校・いじめ対策）委員会による状況把握と適切な対策を共通実践する

３３３３ 豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心とととと望望望望ましいましいましいましい食習慣食習慣食習慣食習慣のののの育成及育成及育成及育成及びびびび食中毒防止食中毒防止食中毒防止食中毒防止のののの徹底徹底徹底徹底

(1) 望ましい食生活の形成と定着のための指導を充実させる

(2) 楽しい給食を通して豊かな心と好ましい人間関係を育成する

４４４４ たくましいたくましいたくましいたくましい心心心心とととと体力体力体力体力つくりのつくりのつくりのつくりの推進推進推進推進

(1) 日常の健康観察を大切にし，児童・職員の健康保持・増進に努める

(2) スポーツ少年団活動や部活動を通して，スポーツ精神の涵養やたくましい心と体を育成する

５５５５ 事故防止事故防止事故防止事故防止，，，，非行防止非行防止非行防止非行防止，，，，安全確保安全確保安全確保安全確保のためののためののためののための，，，，家庭家庭家庭家庭，，，，地域社会地域社会地域社会地域社会，，，，関係機関等関係機関等関係機関等関係機関等とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化

(1) ＰＴＡや関係機関との連携を密にし，子どもの健全育成と安全を守る取り組みを推進する

(2) 学校報の全戸配布，ホームページの適宜更新など積極的な情報公開に努める

学学学学ぶぶぶぶ力力力力をををを育育育育てるてるてるてる学習指導学習指導学習指導学習指導のののの充実充実充実充実３３３３

１１１１ 学学学学ぶぶぶぶ意欲意欲意欲意欲につながるにつながるにつながるにつながる基本的基本的基本的基本的なななな学習習慣学習習慣学習習慣学習習慣のののの確立確立確立確立

(1) 指導内容の重点化を図り，基礎的・基本的な内容の確実な定着を図る授業を工夫する

(2) 家庭学習の充実を図るため 「りきりきタイム」の内容を工夫する，

２２２２ 「「「「わかったわかったわかったわかった 「「「「できたできたできたできた」」」」のののの達成感達成感達成感達成感・・・・成就感成就感成就感成就感のあるのあるのあるのある，，，，子子子子どもをどもをどもをどもを主役主役主役主役にしたにしたにしたにした指導過程指導過程指導過程指導過程のののの工夫工夫工夫工夫」」」」

(1) 個に応じた指導，学ぶ意欲を高める指導を工夫する

① 一人一人が主体的に学習に取り組めるよう，ねらいを明確にした学習指導の展開

② 子どもの考えや活動が生かされ，子どもにとって楽しく分かる授業の創造

③ 「問い」を発する子どもを育てるための授業でのアプローチの工夫

(2) 教育連携を活用して学習指導の改善を図る

３３３３ 学学学学ぶぶぶぶ意欲意欲意欲意欲・・・・態度態度態度態度をををを育育育育てるてるてるてる評価評価評価評価のののの工夫工夫工夫工夫とととと改善改善改善改善

(1) 各種学習状況調査結果の分析を活用し，学力向上を図る指導を充実させる

(2) 県算数・数学単元評価問題を積極的・効果的に活用する

４４４４ 「「「「生生生生きるきるきるきる力力力力」」」」をはぐくむをはぐくむをはぐくむをはぐくむ総合的総合的総合的総合的なななな学習学習学習学習のののの時間時間時間時間のののの充実充実充実充実

(1) フレンドリータイムの活用や外国語活動支援員を生かし，国際理解教育を推進する

(2) 社会福祉教育，ボランティア活動を推進する

① 米やさつまいも等の収穫物を生かしたボランティア活動や社会福祉教育の推進

② 社会福祉施設の訪問（高齢者との触れ合い ，餅米の収益金で購入した車椅子の寄贈）

③ 手話や座禅など地域の人材を活用した体験活動

実践的実践的実践的実践的なななな指導力指導力指導力指導力をををを高高高高めるめるめるめる職員研修職員研修職員研修職員研修のののの充実充実充実充実４４４４

１１１１ 校内研修校内研修校内研修校内研修のののの充実充実充実充実

(1) 月例研修の日を設け，授業研究を中心に計画的・組織的に研修を積み重ね，校内研修の充実

を図る

(2) 県市教育連携，小・中連携事業，教育専門監や教科協力員，学習指導改善推進委員等を有

効に活用し，研修の充実と活性化を図る

２２２２ 自己研修自己研修自己研修自己研修とととと実技研修実技研修実技研修実技研修のののの充実充実充実充実

(1) 教職員としての専門性や力量を高めるために自己研修に努める

(2) 県教委との連携事業に基づき，県総合教育センター等の機能や施設を有効に活用し，実践

的な指導力の向上に努める

(3) 先進校の視察，諸研修会・研究会への参加とその成果を共有し合い，日常の実践に生かす

(4) コンピュータ操作，情報通信ネットワークの利用についての研修を深め，学習のねらいに

応じた教育メディアの活用と情報モラル指導を積極的に推進する


