
7 公教育の福岡モデル

or福岡モデルjとは、教育基本法や掌習指導要領等を踏まえつつ、福岡市の号どもの現状や掌

枝・地域の課題、歴史・伝統・地域の特性等を考慮し、すべての福岡市立学校・園において特仁

重視する「教育の内容Jと「教育の方法Jを示したものです。福岡市立学校においては、「たくま

しく生きる予どもjをはぐくむために、令後10年間、I福岡モデルJ;を墓軸とした掌校教育を

推進します。

0 変化の激しいこれからの社会を生きていく吾どもたちには、知・徳・体の調和のとれた「生き

る刀Jが必要です。「生きる刀Jをはぐくむための道筋と手だてを示したI福岡モデルJは、予ど

もの発達段階と二一ズに応じることを墨本としています。特に、小学校5・6年生と中学校1年
生の接続を重視し、小・申学校9年聞をr4年(小1，....4).3年(小5.....，申 1).2年(申2・3)J
の発達段階でとらえた教育実践を行います。

0 各学枝においてはJ福岡モデルJで示した教育の内容と教育の方涯を踏まえ、掌校経曽方針

を作成し掌校運営の重点事頂を明確化していきます。また、年間教育指導計画で具体化を図

り、学年・学級経営、日々の授業や様々な教育活動で実践を行っていきます。

重視する教育の内寄

付)掴岡スタンダード

ミ子どもが社会の申でよりよく生きていくためには、人や社会・環境等とのかかわりの中で

「社会的自立の基礎Jをはぐくんでいくことが大切です。

そのためには、人間形成の土台となる「墨本的生活習慣Jをしっかりと築く必要がありま

す。確かな掌力、豊かなのや健やか芯体などの生きる力は、「基本的生活習慣jが基盤となっ

て身についていくものです。

そこで、福岡市のすべての吾どもたちに身につけさせたい実践的態度として、「あいさつj

(人とのかかわり)・「掃隠J(社会や環境とのかかわり)・「自学J(自分とのかかわり)・I立志j

(将来とのかかわり)を設定し、その定着を図ります。fあいさつ・掃除、自掌、立志Jは、f公教

育の福岡モデルJの申I~\として位置づけます。

(2)ことぽを大切にする教育

ミ子どもが社会の申でよりよい人間関係を築くとともに自分の能力を発揮していくために

は、「ことばの刀Jを身につけることがI必要です。私たちの社会は、人と人との関係によって

成り立っており、「ことばjは、コミュニケーションの手段として最も重要な役割を果たし

ます。

しかし、現在、「ことばJの力が十分身についていないために、コミュニケーション不足に

よる人間関係のトラブル、思考力や表現力等の能力を十分に仰ばせない等の課題が生じて

います。

そこで、日本語を正確に理解し表現する「国語の能力jと、それを基盤として自分の思い

を他者へ伝える・他者との人間関係をつくる等の「コミコ二ケーション能力Jを育てる「乙

とばを大切にする教育Jを推進していきます。
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(3)子どもの力を引き出し発揮させる敏宵

「生きる刀J;をはぐくむためには、吾どもたちのやる気を引き出し、意欲を高め、吾どもが

伸びようとする態度を麦握することが大切です。

そこで、 1日の中で多くの部分を占める授業を楽しい・わかる・魅力あるものにするとと

もに、自然・社会と直接触れ合う体験活動や係活動・班活動等の掌級活動、掌校行事、部活動

の活性化を図り、ミ子どもが本来持っている力を引き出し発揮させ、知・徳・体の調和のとれ

た教育を行います。

また、特別な麦援を必要とする予どもたちについては、一人ひとりの教育的ニーズを把

握し、その持てる力を高め、障がいの状態や発達段階に応じた適切な指導や必要な支援を

行います。

重視する教育の方法)

(4)小申連携教育

これまでは、小学枝6年間、申学校3年間という掌校制度をもとにした教育を行ってき

ました。

しかし、福岡市において、学校に適応できない児童生徒数が壇加したり菩どもの育ちが

これまでと変わってきたりしている現実に目を向けたとき、これまでの枠組みにとらわれ

ない教育を行う必要があります。

そこで、小・中学校9年間を中山とした「小中連携教育Jとともに、就学前教育・高等学校

までを視野に入れた取り組みを行います。吾どもの視点に立って校種間にある段差を滑ら

かにし、確かな掌力、豊かな/e，¥や健やかな体をはぐくむ教育を行い、教育刻果を一層高めま

す。

(5)家庭・地域・企篇'と週携した教育活動

教育は、学校だけでなく、家庭や地域・企業等、社会全体で取り組むことによって成り立つ

ものです。

各学校では、地域や児童生徒の実態を踏まえ、地域と連携した教育活劃を創り出すために、

総合的な学習の時聞を土曜日に実施したり、自然体験・社会体験等の豊かな体験活動を長期

休業日に実施したりするなど、長期休業日等における教育活動の推進を図ります。

また、地域の人々が吾どもたちへの理解や関/~を深め、学校と地域の連携を図り、地域全体

で掌校教育を支援する事業を推進します。
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「公教育の福岡モデル』
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( 1 )福岡スタンダード~子どもの社会的自立の基礎をはぐくむ『自律と共生J-
「福岡スタンダードjとは、本市がめざすミ子ども像I塁本的生活習慣を身につけ、自ら学ぶ意欲

と志を持ち、ID'豊かにたくましく生きる吾どもJを実現するために、小・中掌校段階を中山に、本

市のすべての吾どもたちに必ず身につけさせ定着を図りたい実践的態度です。このことを「あ

いさつ・掃除・白掌・立志Jというキーワードで端的に表現しています。

「早寝・早起き・朝ごはんH身の回りの整理整頓j等の墓本的生活習慣は、家庭が担うべきもの

です。「あいさつ・掃隠J等の集団生活や社会生活に関する基本的生活習慣は、学梗・家庭・地域が

連携・協力してはぐくんでいくことが大切です。

発遁段階
幼稚園

高等学校
保育所
ーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーー

区 分 蹴掌醐 小t・2・3・4 d、5・6・申t 申2・3 高1-3

進路について目標

ねら い
生活習慣

畠本的生活習慣の定着
学習意欲を高め、粘り強く を持ち、社会の申 進路の

づくり 掌習する態匿の確立 で自分を生かそう 実現

とする態度の育成

早 寝きは 立 書.‘ .... ・掴岡 早起

スタンダード
朝 ご ん 自 学

あいさつ・掃除

【基本的生活習慣の定着】:キーワード『あいさつ・掃除J
orあいさつjは、他者とコミュニケーションを図る第一歩であり、聞かれたID'をつくります。社

会生活で良婦な人間関係を築くために、あいさつは欠かす乙とができません。

or掃除Jは、これまで日本の教育で大切にしてきたものであり、これからも大切にしたいと考

えます。なぜなら、掃隠を通して自分の責任や義務を果たす、規範意識を高める等、ID¥を磨くと

いう教育的価値があるからです。掃除は、集団生活の申で、自分の力が他者の役に立つ喜びを昧

わうことのできる場でもあります。

0 墓本的生活習慣は、人聞が生活を営む上で最も大切なものですJ習慣は第二の天性なりJと
の言葉もあるように、習慣は、人間のあらゆる態度や行動の星礎と怠る大変重要なものです。つ

まり、本市がめざすr/D¥豊かにたくましく生きる吾どもJをはぐくむには、まず、基本的生活習慣

の定着が必要です。

吾どもに身につけさせ定着を図りたい墨本的生活習慣は数多くありますが、その代表として

Iあいさつ・掃除jをキーワードとして取り上げています。この2つは、早い時期に確立すること

が望ましいだけでなく、社会の申で生きていく上で、大人になっても常に必要不可欠なもので

あるからです。
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【学習意欲を高め、粘り強く学習する態度の確立】:キーワード『自学』

or自学Jは、自ら学び修めることです。墓礎的・墓本悶な知識および授能、思考刀、判断刀、表現

力等の語能力は、自ら掌ぶことによって一層高まります。

0 掌習意欲は、自分の課題や目的意識、目標が明確になっている時に最も高まり、少しぐらいの

困難にも負けず粘り強く取り組む力となります。これは、楽しさとともに苦しさも乗り越えて

「わかった、できたjという結果を伴うことで自信となり、一層確かなものとなります。学習意欲

があるという乙とは、自分自身を高め前向きに生きようとする姿勢の現れです。予どもの成長

過程においてこのような状態を数多く経験することは、根気・集中力・忍耐力を身につける機会

となるだけでなく、さらにより高い目標をめざし、精望と勇気をもってやり抜く自分への自信

につながります。ラどもがrI~'豊かにたくましく生きるJためのエネルギーが掌習意欲であり、

そのことを「自掌jというキーワードで表現しています。

【進路について目標を持ち、社会の中で自分を生かそうとする態度の育成】:キーワード『立志I

or立志Jは、将来の目標を定めてそれを成し遂げようとするものです。自分と向き合い、志を立

てることにより、社会の役に立とうとする自律的な行動が生まれます。

0 進路についての目標を定めることは、目的意識を明確に持ってroo学校や00大学に進掌

したいH将来、00になりたいJ等、自分の進む方向を決めることです。これは、社会の一員とし

ての自覧を持ち、自分のよさや個性を社会の中で積極的に生かし貫献しようとする態度の育成

に繋がります。

目標を定める乙とで学習意欲は一層高まるとともに、自律的に行動したり自主的に考えたり

するようになります。自分で考え、自分の意志で決定すれば、責任を他人に転嫁することなく自

分に対して責任を持ちます。菩どもがrl白豊かにたくましく生きるJために、進路についての目

標は必要であり、そのことをI立志jというキーワードで表現しています。

| あいさつ | |掃除| l自学|
~人とのかかわり- -社会や環境とのかかわり- -自分とのかがわり~

【期待される効果】 【期待される効果】 【期待される効果】

-朗るい笑顔、聞かれた心川・他者の般に立つ曹ぴ
・人間関係形成力 川・責任や韓務を果たす心

-コミュニケーション能力川・協調性や自律心

-家庭学習の冒慣
・橿気、集中力、忍耐力
.読書の定珊

規範意識や自尊感情の高まり

立志

~将来とのかかわり~

【期待される効果】

.家族への感謝

・自立心、夢や目標づくり
.社会への貢献

他者とのつながり、社会的関係への気づき、自分や他の人を大切にする心の高揚

orあいさつ-掃際、自学、立志jという実践的態度を身につけさせ定着を図ることを通して、予

どもが祉会の中で『自律Jした行動がとれること、および自分を大切にするとともに他の人を大

切にし、ともに生きる『共生jへの志向をはぐくみます。

0 ミ子どもは、身近な杏在である大人の姿を見て育ちます。ラどもは大人の姿を映し出す鏡であ

り、教員、保護者や地域の方々が「あいさつ・掃隠、自学、立志jの重要性を認識し、自ら実践する

ことが大切です。
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(2)ことばを大切にする教育
ことばは、自分の気持ちゃ考えを伝え合うコミュニケーションとしての機能はもとより、感

性や情緒の基盤として、また、論理や思考などの知的活動を支えるものとして、言語文化を形成

してきました。

「ことばを大切にする教育Jとは、こうした、ことばで正確に理解し表現する「国語の能力jを

身につけさせ、ことばでl白を伝え合うことで他者との関係をつくるfコミュニケーション能力J
の墓礎を培い、ことばの美しさを感じ取り、国語を尊重しようとするミ子どもを育てる教育です。

発達鼠階
幼稚園

小学校 申学校 高等学根
保育所
ーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーー-，-ーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーー

区 分 就学醐 小1・2・3・4 小5・6・申 t 申2・3 高唱 -3

ことばで考え、心を伝え合う児童生徒の育成
ことばで ~国語の能力とコミュニケーション能力~
感じ脅え ，戸ーーーーー、
伝える 言語感覚と言語文化をはぐくむ環境整備(音韻・朗観ハンドブック。

冒酒文化の 音読や暗唱の (言語感覚をはぐくみJ(考えや生き を
現場づくり 元気な声が響く 言語文化に親しむ 言薫で自己表現する

ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーー

授業における言語活動の充実(冨富活動指漕の手引き)
ことばで考
え伝え含う

体障や事実から l観察や実践見学等からI考えたことlをことばに表現する
力を宵てる 読

宮田活動の み 「感じたこと』を 111 

充実 聞か ことばに表現する Eいの思いや考えを『伝え含いj高めあう

せ JJ 

/ の
臨書活動の充実充

自分の心 実
と生き方を

. 学梗司書の宣提 本に親しむ・本を活用する豊
見つめる

I~ i 
(自分の実生活・生き方に役立てる)

醜・活動の 本に出会う 文掌的文章・説明的文章・伝記・資料など
充実 、、

¥ 
験

ーーーーーーーーーーー と

児量生徒の 葉ー 作晶の『よさjを認める場の充実(文芸作品表彰)

富豪に の スピーチのよさを認める
聞わる作晶 狸

のfよさJ:を 得 作文のよさを認める
広く認める
掲づくり 書写のよさを認める

ーーーーーーーーーーー
メディアリテラシーの段階的育成

人間関係を / 

ーテレビの見方やゲームの仕方を考える[量かにする
メディア

さまざまなメディアを活用する

リテラシー
...___... インターネットや携帯電話の使い方を考える

の育成 情報モラルを身につける

今日、社会の変化とともに、児童生徒のことばの乱れやことばを通した人間関係の構築が課題

となっています。とりわけ、テレビやインターネット・携帯電話など、映像を中山とする新しいメ
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ディアやゲーム機器への過度な接触は、兇蔓生徒の活写離れを生み出し、人と人が直接誉棄を交わ

し、他者との関係を構築することを必要とし主主い社会を出現させています。児童笠徒iぶそうした

社会の申で、人間関係が希薄に芯り、思考力や情緒・感性が低下する芯どの課題を抱えています@

こうした課題を解決し、児童生徒にことばの力な身につけさせるためには、掌絞や家庭における豊

かな会話や読書習慣の形成など、言語環境を整えることが大切です。特1;:、すべての児童生徒がB
常的iこ震かな言語文化に触れ、磯かな言語能力の青成ができるようにすることや兜寮生徒が自ら

読書に向かうための受援を行うことが重要です。

平成20年3月に告示された新学習指導要領i誌、こうした諜鐙を捉え、学校教膏の中で、児叢生

徒の言語活動を充実することを最も中核的な柱として打ち出しています。つまり、国語科の学習

だけでなく、すべての数奇活動において[話す島間く・書く也読むjといった言語活動を売業させてい

くことを重視しています。ごのことを以下の5点から異体化していきます。

[ととばで感じ脅え伝える窟鹿文佑の環境づくり1
漢撃の読み書き雪とともに言語読や暗喝、対話、発表などにより暴本的な国語の力を身につけさせ

ることを霊視します。特にその中でも、すぐれた作毘の音読や古典の暗唱を臼常的に行うように

します。そうするごとで、日本語の美しさや雲語文1r;に触れる之とができる雷語環境を整備し、音

読や朗読など、元気な声を出すことを通してその響きやリズムのよをを体感させ、自分の考えや

患いを言葉で豊かに表現する能力へと高めていくようにします。

[ととばで替え伝え含う刀を筒てる冨雷活動の充実}

国語科はもちろん、すべての教科・領域の学習の申で、発達段階に応じて、記録幅報告・要約・説明曜

論述等、実生活につながる言語活動を充実させます。そうすることで、言葉の能力を他の掌習や日

常生活の中で活用し、感じたことや者えたことを礁かに伝え合うことができる本物の言葉の力を

身につけさせます。

[自分の0と生き方を見つめる蹄S活闘の充実3
読書活動の売実が大切です。そのためには、載の読書活動や読み鱈かせなど、日常的な本との出

会いを就学部から行います。また、学校雷雲の郊果的主主配置を進めたり図書館教筒とのつながり

を意識した教科学習を進めたりするととを遇して、自分から進んで図書館に足を運び、本に親し

み、本を活用するそ子どもを育てます。

[宛量集畿の冒議に銅わる作画のfよ窓jを広〈源める織づくり1
児童生徒の言語活動について、そのfよさjを広く認めることを行いますe例えば、作文の表彰式

やスピーチ大会を行ったり、読んだ本について感じたことを発表させたりすることで、表彰された

本人はもちろん他の児童生徒も言語活動への意欲を高めるようにします。

[人間関係を豊かにするメディアリテラシ四の青磁l

メディアの特性や利用方法をそ子どもに理解させ、よりよい笠活を築くために、各種メディアと正

しく向き合い、適切に活用するメディアリテラシー後段階的に育成していきます。テレビ、新閥、イ

ンターネット等の各種メディアは、社会の動きや様々な情報等を伝える大切な役割を持っている

一方で、その中には誤った情報や不適切な情報もあり、沼田の仕方を誤ると人格形成に悪影響を及

ぼすこともあります。そこで、情報と正しく関わり、適切に活用する能力を、家庭や地域と連獲しな

がら、発達段階を踏まえて育成します。

A
吋
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(3)子どもの力を引き出し発揮させる教育
r~予どもの力を引き出し発揮させる教育Jとは、予どもが本来もっている「伸びようとするのJ

を目覧めさせ、意欲を高めながら自発的・主体的な活動を促し、「すごい !Hわかった !Hでき

た!Jという感動・満足感・達成感とともに、「やればできるリという自信や育用感を実感させ

る教育です。

発達段階
幼稚園

小学校 申学校 高等学校
保育所

ーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーー-，-ーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーー

区 分 蹴学醐 小1・2・3・4 小5・6・申1 申2・3 高唱 -3

楽しい・わかる・魅力ある捜業づくり・活動づくり

哩む| 叢づ活くし勘いり 楽しい捜業づくり |わかる捜業づくり (魁力ある授業づくり ~ 
「特別支援教育推進プフンjの策定

一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の充実

感動・遭成感・満足感を陳わう自然体験・社会体験

白百 :l自然体験教室 l
[鍛錬遺足 l {自然教室 l ;l職場体験 I[蔵業体験体験活動や

特別活動等 ーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーー ー ー ー ー 「 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-，-ーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーー

の活性化 学級活動・児童会活動・生徒会活動の活性化

学級活動の活性化 児童会・生徒会活動の活性化と充実
所属意識の高揚 自主性の高揚・実践的態度の育成

ーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー -r-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-，-ーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーー

クラブ活動・部活動の活性化

スポーツや文化および科学に親しむ

【授業の充実】

o 1日の中で多くの部分を占める授業は、予どもにとって楽しい・わかる・魅力のあるものでな

ければなりません。そこで、児童生徒同士の関わりゃ掌習活動の工夫を行い、おもしろさや楽し

さだけでなく、難しさや苦しさも乗り越えて「わかった !Hできた!Jという達成感・満足感を

実感できる捜業づくりに取り組みます。また、そのために、教員が準備する教材や教具等の工夫

も行います。

0 障がいのある菩ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や掌習

上の困難を改善・克服するために、障がいの状態や発達段階に応じた適切な指導および支援を

行うための特別麦援教育の体制整備を推進します。また、障がいのあるミ子どもへの教育にとど

まらず、障がいの育無やその他の個々の遣いを認識しつつ、様々な人々が生き生きと活躍でき

る共生社会の形成の基礎となるように、令後の特別支援教育の方向を示す「特別支援教育推進

プランJを策定します。
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。通常の学級iこ在籍するし D(学溜障がい}、ADHD(注意欠焔多動性障がい}、高機能自問症ー

アスペルガー症候群はどの発達障がいのあるそ子どもたちは、学校生活を送る上でさまざま芯包

難をかかえています。しかし、適切怠受援を行うごとによって潜在的な能力を発揮するととも

できるようになりますeそこで、理解不足と不適切な対応によるニ次鰭がい後防ぎ、一人ひとり

の教育的二…ズ{ご応じた麦擦を受けるととができるようにJ校内支援委員会jの充実を図ると

ともに、必要に応じて「特別支援教青麦援員jの配震を行いますe

[傭践活動や蒋剖活動等の活住総3。ミ子どもは、さまざまな体験や活動を通して多くのことを掌びます。

授業における体験活動とともに選定・自然教室などの学校行事、臨場体験など、豊かな社会体

験や自然体験を行うことでの身の調和のとれた発達と個性の伸長を図ります。

また、挙級活動・児童会活動・生徒会活動など寺どもの自主的な活動を活性化するととで、望

しい人間関係、協議性や責任感、よりよい掌校笠活復主体的に築こうとする自治的能力夜仰

ばします。

。クラブ活動・部活動i品、学校教湾の一環として、スポーツや文化および科挙等に親しむことに

より、学習意欲の一層の向上を図り、議任感、連事待感、鋸ましい人間関係を形成する等の役割を

持っています。

そのため、特に、中学校の部活動については、活動時聞を適切に設定し、専門性を持った補防

指導者の刻果的芯活用や、活動の成果を発揮できる揚や表彰の機会を増やし、活性化を図りま

す。

cu 
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(4)小申連携教育

小申連携教育の概要

発達段階幼保稚育所園 小学校 申学校 高等学校

ーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーー-，-ーーーーーーーーーーーーーーーー

区 分蹴学問 小1・2・3・4 : 小5・6・申 1 ' 申2・3 高唱 -3

発達陵階を踏まえ、小・中学校聞の滑らかな揖鏡を図る

| 福 岡市小中連携教育指針策定 l 
小オ

育ち圃 [ 9年聞を見通したE 力リキユフムにもとづE く学習指導 ] 申商プl 

9年聞を 聞・ | 知麗・按能の習得 習得した知識・技能の活用および探究 携ス

見通した す児 ， ， Eク

学冒指a 亀報童 { 段階的な思考力・判断力・表現力の育成 ] 宙JL
富21唱え揖〈こと El，方岡町置し古い持網島持開輔の栴上ttJ ES 

| 学級担任制 | 一部教科担任制 | 教科担任制 ，きX 幸喧

[少人数指導・ティームティーチング指導(課題別学習・習熟度別学習)] 

[学習内容・学習方法・評価方法等についての情報交換・情報の共有]
____________L______________________1---------------------------E 

(心の爪教育 ) 発達段階を踏まえた心の教育の充実

L売、j|人を大切にする心規範意識 |酬の心髄な心叫 目標や理想、責任 ]] 

学校に [ 学校における適応指導の充実(いじめ・不登校対策等) ] 
おける

適応指揮の |子どもぽも子どもと教員の| 集団適応力の育成 |自立に向けた進路選択 l]
充実 L !豊かな人間関係づくり

ーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-，-ーーーーーーーーーーーーーーーーー

児童生徒の体力向上推進計画にもとづく取組の推進

固
運動をするための体力 外遊び 運動 スポーツ

健康に生活するための体力 規則正しい食生活・早寝早起き・適度な運動(家庭が中心)

発達段階に応じた食に関する指導の推進

[将来への目標を持ち、進路を切り拓く節目をとらえたキャリア教育l
キャリア [ 発達段階に合わせ節目をとらえた意識付け ) 就

業
敏充宵実の [1/2成人式l'i [職場訪問帰験][立志式) 体

験

1 [<事業直書授与式>1i[<卒業匝膏鰻与式>1

/ 幼・小・中学校・高等学校と特別支援学校の連撹強化 、
特別支揖 l 特別支 援 連 携 協 議 会 の 充 実 j 
掌枝との 交流お よ び 共 同 学 習 の 充 実 ] 

連揚 ¥ 盲目籍制度の推進
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f小中連携教育jでは、児嚢生徒の発達段階やニーズを踏まえながら、小学校1年生から中学校3

fI'笠までの9年聞を見通し、確か芯学力や震かなのと健やかな体をはぐくむことをめざします。特

に、小学綬5・6年生からct学校1年生の接続の部分を重視します。

[9年路を見通した挙習指濡1

む f9年間を見過した学習指導jでは、そ子ども一人ひとりに磯かな学力を患につけさせることを

めざします。小学綬・中挙校という枠組みではなく、4年・ 3年・ 2僚という発達段階区分に応じ

て9年間で思考力、判断力、表現力を段階的に湾成するとともに、規律ある学び方の指導の積み

よげを一層重視します。

中学校では教科担任制となることから、小学授においても少しずつ中掌校の授業スタイルに

慣れさせていくためにヰ年生から一部教剥担任制を導入したり、[ティームティーチングJ(複

数の教員がそれぞれの専門性や個性を生かし、協力して指導計画や挙習指導案の作成、教材教

累の開発、評価などな行いながら、分担・協力して指導する方法}などの少人数指導を行ったり

することで学力の向上を殴ります。

[11)の敏育の充実・挙後に811る遺庖指導の充実1
。 fl~\の教育の充実H学校における適応指導の充実jでは， I~\理的特霞を踏まえた指導を行いま

す。競や教員への依奮性や自己中I~\性が大きく弱る 1-4年生頃までは、島近な人の掲示に素

直に従う傾向があります。しかし、5.6年生績からは、体の成長とともにのも大きく揺れ動く

思春期となり、邑我の意識が芽生え、自主的主主判断や論理的な恩者力が増すため、親や教員に対

して反抗的に怠る場合があります。

こうしたゆ理的特質疫踏まえ、予どもとそ子ども・予どもと教員の豊かな人間関係の申で自分

を大切にするとともに、他の人を大切にするI~\や規範意識、向上I~などを育てるI~\の教育を行

います。

中学校1年生で急激に増える不登綬については、それまでの家庭生活や学校生活怠ど様々な

要因が複雑に絡み合っていると考えられ、小学校段階からの値に応じた学校適応指導などの予

防的な取り組みもJ必要ですaこのため、9年間を見通し、小学絞から中掌校への滑らかな移行を

図るとともに、スクールカウンセラ一、スクールソーシャルワーカーや不澄枝対応教員の配賞、

適応指導教室の運営などの取り組みを行います。

また、児童生徒の情報を経年的に蓄積し、教員闘で共脅することを遇して、いじめ等の問題行

動の早期発見、早期指導等、きめ細かな指導の克実夜間ります。

[偉おの向上1
0 体力Iel::、活動の源であり、健康の維持のほか、学習への意欲や気力の充実に大きく関わってお

り、人間の発達・成長を蕊える基本的な要素です。規則正しい食生活や皐縫製起きなど、健康な

生活をするための体力づくりは、まずは家庭で取り組まなければならないことです。

学校では、体力向上推進計画にもとづき体育の授業をゅのに、休み時間での外遊びゃ体験活

動等を遇して体力の向上を函りま管。

Q
U
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[キャリア教育の充実]

orキャリア教青J(児童生徒一人ひとりの勤労観 a職業観を青てる教湾}では、明確主主目的意識を

持って臼守の学習に取り組む姿勢、社会の変化に対応し、主体的に自己の進路を選択ー決定でき

る能力や、社会人・職業人として自立していくために必要な勤労観や職業観後身につけさせるこ

とをめざします。

そこで、10歳を迎える小学校4年生での1/2成人式、卒業を1年後に控えた中学校2年生で

の職場体験、立志式を実施するなど小学校段階からのキャリア教青を推進します。

また、キャリア教育実施にあたっては、地域、企業およびNPO等との連携を図りながら取り組

みを進めますa

日事jiJlJ支援学校との漣携}。平成19年4月から特別支援教育がスタートし、すべての挙校において、障がいのある紛児・児

重宝徒の支援をさらに充実していくこととなりZました。特別支援教育i誌、幼児・児童生徒一人ひ

とりの教育的二…ズを把握し、その持てる力を高め、生活や挙習上の困難を改善・克服するため、

適切な指導および必要な吏援を行うものであり、発達簿がいも含めて、特別な麦援を必要とする

鈎児・児童生徒が在籍するすべての学校において実飽されるものです。

そごで、各区にある特別室緩掌校が申のとなったf特別受援連携協議会jを設置し、幼稚題・保

育所から高等学校までの各校穫との遼携を深め、特別支援教育の充実に向けて協議を行います。

また、障がいのあるラどもと簿がいのないそ子どもが活動をともにするf交流および共同学習jの

充実を図るとともに、居住地校における行事や学習交流主主どをスムーズに行えるよう、居住地校

区の小・中掌校に副次的に籍を置くf部籍制度jを推進します。
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(5)家庭・地域・企業等と連携した教育活動

「家庭・地域・企業等と連携した教育活動Jとは、掌校だけで教育を担うのではなく、家庭、地域

や企業等も社会の一員として教育の責任を共育するとともにそれぞれの役割を果たし、社会全

体でそ子どもをともにはぐぐむ「共育Jを推進するものです。

発達段階
幼稚園

小学校 申学校 高等学校
保育所
ーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー「ーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーー-，-ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーー

E 

区 分 蹴学前 小1・2・3・4 E d、5・6・申1 申2・3 高1-3E 

E 

E 

E 

社会全体で子どもをはぐくむu共育J)

or福岡スタンダードJ(あいさつ・掃除、自学、立志)の推進
E 

地域や児童生徒の実態を踏まえた教育活動を創り出す

0長期休業日等における家庭、地域と連揚した教育活動の推進
¥ 

家庭・地
-総合的な学習の時間等、地域と連携した授業の土曜日実施
-長期休業申に自然教室や職場体験学習等を実施

峨・企業

等と連携 -子どもと向き合う時間の確保

した教育 -平日における児童会、生徒会活動等特別活動の活性化

活動
地域全体で学校教育を支援する事業を推進する

0学校支援地域連携事業等の実施
¥ 

-平日の各教科の指導補助
-放課後や土日の補充学習支援
-クラブ活動や部活動の指導補助
-学校図書館や花壇などの環境整備
-宣下校時等の安全確保等

E 

0 福岡スタンタードの推進にあたっては、掌校だけでなく、家庭や地域・企業等、祉会全体で取

り組むI共育jが1必要です。

0 掌校の教育活動(各教科等、総合的な掌習の時間、学校行事等)を行うにあたって、家庭や地域

の方の盟業への参加や擾業公聞を行う等、掌習活動の特質に応じて長期休業日等に実施するこ

とが効果的な場合には、地域や児童生徒の実態を踏まえ積極的に取り組んでいきます。

0 長期休業日等を活用することで生まれる平日の時聞は、教員がヲどもと向き合う時聞を確保

したり特別活動を活性化したりする等、教育活動の充実のために生かします。

0 地域のボランティアや学生、企業等の協力を得て、教科学習や補充掌習の麦援、部活動等の補

即指導、校内環境の整備、登下校時の安全確保等、学校と地域が連携して、地域全体で掌枝教育

を支援する事業を推進します。
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