
人や自然・命とのふれあいを大切にし、

相手を理解する心を育みます

・

・

・

・自分の誕生や成長、自然とのふれあいや災害等

・中学校と連携

                                    

 
 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人や自然・命とのふれあいを大切にし、

相手を理解する心を育みます

・自分のよさや可能性を見つめられるように

の振り返りや相互評価、面談を大切にし

・家族や友

気づき

とのつながり」を振り返る時間をとります。

・他者を尊重できるような認め合い、励まし合い

を毎日の学級活動に位置付けます。

・自分の誕生や成長、自然とのふれあいや災害等

について

・中学校と連携

の支援を

                                    

 

・

・

・

・

・授業と家庭学習とのつながりを強化し、児童が自主学習を進められるよう支援します。

・

・

                                     

 

 

   

 

    

人や自然・命とのふれあいを大切にし、

相手を理解する心を育みます

自分のよさや可能性を見つめられるように

の振り返りや相互評価、面談を大切にし

家族や友だち

気づきができるよう、行事や学習の節目に

つながり」を振り返る時間をとります。

他者を尊重できるような認め合い、励まし合い

を毎日の学級活動に位置付けます。

・自分の誕生や成長、自然とのふれあいや災害等

についての

・中学校と連携

支援をしていきます。

                                    

ペアや少人数など

・学習課題を明確にし、児童

・思考力・判断力・表現力の伸長をはかる

・学習問題や課題、学び方をふり返り

・授業での学びを確かにしていくために、「ノート」を生かせるよう指導していきます。

・授業と家庭学習とのつながりを強化し、児童が自主学習を進められるよう支援します。

・「鼎に生きる一人」として

・小学校と中学校の

                                     

人や自然・命とのふれあいを大切にし、

相手を理解する心を育みます

自分のよさや可能性を見つめられるように

の振り返りや相互評価、面談を大切にし

だち、地域に支えられている自分

ができるよう、行事や学習の節目に

つながり」を振り返る時間をとります。

他者を尊重できるような認め合い、励まし合い

を毎日の学級活動に位置付けます。

・自分の誕生や成長、自然とのふれあいや災害等

の学習を通して命の大切さを

・中学校と連携した生徒指導や個別の

していきます。

                                    

ペアや少人数など

学習課題を明確にし、児童

思考力・判断力・表現力の伸長をはかる

学習問題や課題、学び方をふり返り

授業での学びを確かにしていくために、「ノート」を生かせるよう指導していきます。

・授業と家庭学習とのつながりを強化し、児童が自主学習を進められるよう支援します。

「鼎に生きる一人」として

小学校と中学校の

                                     

家庭

飯田市の教育ビジョン

平成

人や自然・命とのふれあいを大切にし、

相手を理解する心を育みます

自分のよさや可能性を見つめられるように

の振り返りや相互評価、面談を大切にし

、地域に支えられている自分

ができるよう、行事や学習の節目に

つながり」を振り返る時間をとります。

他者を尊重できるような認め合い、励まし合い

を毎日の学級活動に位置付けます。

・自分の誕生や成長、自然とのふれあいや災害等

学習を通して命の大切さを

した生徒指導や個別の

していきます。

                                    

ペアや少人数など

全校研究テーマ：共に学ぶ喜びの中で、自己を高めるための指導はどうあったら良いか

学習課題を明確にし、児童

思考力・判断力・表現力の伸長をはかる

学習問題や課題、学び方をふり返り

授業での学びを確かにしていくために、「ノート」を生かせるよう指導していきます。

・授業と家庭学習とのつながりを強化し、児童が自主学習を進められるよう支援します。

「鼎に生きる一人」として

小学校と中学校の

                                     

家庭

思いやりの花と優しさの実でいっぱいの鼎小

飯田市の教育ビジョン

平成30

人や自然・命とのふれあいを大切にし、

相手を理解する心を育みます

自分のよさや可能性を見つめられるように

の振り返りや相互評価、面談を大切にし

、地域に支えられている自分

ができるよう、行事や学習の節目に

つながり」を振り返る時間をとります。

他者を尊重できるような認め合い、励まし合い

を毎日の学級活動に位置付けます。

・自分の誕生や成長、自然とのふれあいや災害等

学習を通して命の大切さを

した生徒指導や個別の

していきます。 

                                    

自

ペアや少人数など

全校研究テーマ：共に学ぶ喜びの中で、自己を高めるための指導はどうあったら良いか

学習課題を明確にし、児童

思考力・判断力・表現力の伸長をはかる

学習問題や課題、学び方をふり返り

授業での学びを確かにしていくために、「ノート」を生かせるよう指導していきます。

・授業と家庭学習とのつながりを強化し、児童が自主学習を進められるよう支援します。

「鼎に生きる一人」として

小学校と中学校の 9

                                     

家庭 

思いやりの花と優しさの実でいっぱいの鼎小

飯田市の教育ビジョン

 

30年度

  

人や自然・命とのふれあいを大切にし、

相手を理解する心を育みます 

自分のよさや可能性を見つめられるように

の振り返りや相互評価、面談を大切にし

、地域に支えられている自分

ができるよう、行事や学習の節目に

つながり」を振り返る時間をとります。

他者を尊重できるような認め合い、励まし合い

を毎日の学級活動に位置付けます。

・自分の誕生や成長、自然とのふれあいや災害等

学習を通して命の大切さを

した生徒指導や個別の

 

                                    

自己肯定感・思いやり・自己効力感を伸長させる心がけ、はたらきかけ

ペアや少人数など「協働」の学びを

全校研究テーマ：共に学ぶ喜びの中で、自己を高めるための指導はどうあったら良いか

～子どもたちが協働しながら主体的に学ぶ学習のあり方～

学習課題を明確にし、児童

思考力・判断力・表現力の伸長をはかる

学習問題や課題、学び方をふり返り

授業での学びを確かにしていくために、「ノート」を生かせるよう指導していきます。

・授業と家庭学習とのつながりを強化し、児童が自主学習を進められるよう支援します。

「鼎に生きる一人」として

9 年間で育成する力を見通した学習指導に取り組みます。

                                     

 

思いやりの花と優しさの実でいっぱいの鼎小

飯田市の教育ビジョン 

 

年度 

人や自然・命とのふれあいを大切にし、

 

自分のよさや可能性を見つめられるように

の振り返りや相互評価、面談を大切にし

、地域に支えられている自分

ができるよう、行事や学習の節目に

つながり」を振り返る時間をとります。

他者を尊重できるような認め合い、励まし合い

を毎日の学級活動に位置付けます。 

・自分の誕生や成長、自然とのふれあいや災害等

学習を通して命の大切さを

した生徒指導や個別の児童生徒へ

                                    

「心豊かでたくましい鼎の子」育成のための

己肯定感・思いやり・自己効力感を伸長させる心がけ、はたらきかけ

「協働」の学びを

全校研究テーマ：共に学ぶ喜びの中で、自己を高めるための指導はどうあったら良いか

～子どもたちが協働しながら主体的に学ぶ学習のあり方～

学習課題を明確にし、児童のつぶやきや「わからない」を大切にする授業を行います。

思考力・判断力・表現力の伸長をはかる

学習問題や課題、学び方をふり返り

授業での学びを確かにしていくために、「ノート」を生かせるよう指導していきます。

・授業と家庭学習とのつながりを強化し、児童が自主学習を進められるよう支援します。

「鼎に生きる一人」としての主体的に取り組む総合的な学習

年間で育成する力を見通した学習指導に取り組みます。

                                     

思いやりの花と優しさの実でいっぱいの鼎小

 地育力による

 鼎小学校グランドデザイン

人や自然・命とのふれあいを大切にし、

自分のよさや可能性を見つめられるように

の振り返りや相互評価、面談を大切にします。

、地域に支えられている自分

ができるよう、行事や学習の節目に

つながり」を振り返る時間をとります。

他者を尊重できるような認め合い、励まし合い

 

・自分の誕生や成長、自然とのふれあいや災害等

学習を通して命の大切さを学びます。

児童生徒へ

                                    

「心豊かでたくましい鼎の子」育成のための

己肯定感・思いやり・自己効力感を伸長させる心がけ、はたらきかけ

「協働」の学びを

全校研究テーマ：共に学ぶ喜びの中で、自己を高めるための指導はどうあったら良いか

～子どもたちが協働しながら主体的に学ぶ学習のあり方～

のつぶやきや「わからない」を大切にする授業を行います。

思考力・判断力・表現力の伸長をはかる

学習問題や課題、学び方をふり返り

授業での学びを確かにしていくために、「ノート」を生かせるよう指導していきます。

・授業と家庭学習とのつながりを強化し、児童が自主学習を進められるよう支援します。

主体的に取り組む総合的な学習

年間で育成する力を見通した学習指導に取り組みます。

                                     

思いやりの花と優しさの実でいっぱいの鼎小

地育力による

鼎小学校グランドデザイン

人や自然・命とのふれあいを大切にし、 

自分のよさや可能性を見つめられるように学習 

ます。 

、地域に支えられている自分への 

ができるよう、行事や学習の節目に「人 

つながり」を振り返る時間をとります。 

他者を尊重できるような認め合い、励まし合い 

・自分の誕生や成長、自然とのふれあいや災害等 

学びます。

児童生徒へ 

                                    

「心豊かでたくましい鼎の子」育成のための

己肯定感・思いやり・自己効力感を伸長させる心がけ、はたらきかけ

「協働」の学びを

全校研究テーマ：共に学ぶ喜びの中で、自己を高めるための指導はどうあったら良いか

～子どもたちが協働しながら主体的に学ぶ学習のあり方～

のつぶやきや「わからない」を大切にする授業を行います。

思考力・判断力・表現力の伸長をはかるために協働学習を行います。

学習問題や課題、学び方をふり返り、自他

授業での学びを確かにしていくために、「ノート」を生かせるよう指導していきます。

・授業と家庭学習とのつながりを強化し、児童が自主学習を進められるよう支援します。

主体的に取り組む総合的な学習

年間で育成する力を見通した学習指導に取り組みます。

                                     

共有
 

思いやりの花と優しさの実でいっぱいの鼎小

地育力による 

鼎小学校グランドデザイン
 

 

 

 

 

 

 

学びます。 

 

                                    

「心豊かでたくましい鼎の子」育成のための

己肯定感・思いやり・自己効力感を伸長させる心がけ、はたらきかけ

健康増進・体力向上を進め、やり遂げる

体験を重ねます

・

・

・歌声のひび

・自分から気づいて働く姿を目指して清掃の時間

・地域と一体になったあいさつ運動を進めます。

・

目        

                                    

 

「協働」の学びを大切にし、

全校研究テーマ：共に学ぶ喜びの中で、自己を高めるための指導はどうあったら良いか

～子どもたちが協働しながら主体的に学ぶ学習のあり方～

のつぶやきや「わからない」を大切にする授業を行います。

ために協働学習を行います。

他の高まりを自覚できる

授業での学びを確かにしていくために、「ノート」を生かせるよう指導していきます。

・授業と家庭学習とのつながりを強化し、児童が自主学習を進められるよう支援します。

主体的に取り組む総合的な学習

年間で育成する力を見通した学習指導に取り組みます。

                                     

共有 

思いやりの花と優しさの実でいっぱいの鼎小

 未来をひらく

鼎小学校グランドデザイン

「心豊かでたくましい鼎の子」育成のための

己肯定感・思いやり・自己効力感を伸長させる心がけ、はたらきかけ

健康増進・体力向上を進め、やり遂げる

体験を重ねます

・家庭とともに、睡眠・食事・運動など

活習慣が身につくよう取り組みます

・運動に親しみ、仲間と関わり合うことのできる

体育学習

・歌声のひび

・自分から気づいて働く姿を目指して清掃の時間

を大切にします。

・地域と一体になったあいさつ運動を進めます。

・児童会目標の

        

                                    

大切にし、

全校研究テーマ：共に学ぶ喜びの中で、自己を高めるための指導はどうあったら良いか

～子どもたちが協働しながら主体的に学ぶ学習のあり方～

のつぶやきや「わからない」を大切にする授業を行います。

ために協働学習を行います。

の高まりを自覚できる

授業での学びを確かにしていくために、「ノート」を生かせるよう指導していきます。

・授業と家庭学習とのつながりを強化し、児童が自主学習を進められるよう支援します。

主体的に取り組む総合的な学習

年間で育成する力を見通した学習指導に取り組みます。

                                     

思いやりの花と優しさの実でいっぱいの鼎小

未来をひらく

鼎小学校グランドデザイン

「心豊かでたくましい鼎の子」育成のための

己肯定感・思いやり・自己効力感を伸長させる心がけ、はたらきかけ

健康増進・体力向上を進め、やり遂げる

体験を重ねます

家庭とともに、睡眠・食事・運動など

活習慣が身につくよう取り組みます

運動に親しみ、仲間と関わり合うことのできる

体育学習を重ねます。

・歌声のひび

・自分から気づいて働く姿を目指して清掃の時間

を大切にします。

・地域と一体になったあいさつ運動を進めます。

児童会目標の

        

                                    

大切にし、主体的に学ぶ力を高めます

全校研究テーマ：共に学ぶ喜びの中で、自己を高めるための指導はどうあったら良いか

～子どもたちが協働しながら主体的に学ぶ学習のあり方～

のつぶやきや「わからない」を大切にする授業を行います。

ために協働学習を行います。

の高まりを自覚できる

授業での学びを確かにしていくために、「ノート」を生かせるよう指導していきます。

・授業と家庭学習とのつながりを強化し、児童が自主学習を進められるよう支援します。

主体的に取り組む総合的な学習

年間で育成する力を見通した学習指導に取り組みます。

                                     

思いやりの花と優しさの実でいっぱいの鼎小

未来をひらく

鼎小学校グランドデザイン

「心豊かでたくましい鼎の子」育成のための 

己肯定感・思いやり・自己効力感を伸長させる心がけ、はたらきかけ

健康増進・体力向上を進め、やり遂げる

体験を重ねます

家庭とともに、睡眠・食事・運動など

活習慣が身につくよう取り組みます

運動に親しみ、仲間と関わり合うことのできる

を重ねます。

・歌声のひびく学級・学年・学校を目指します。

・自分から気づいて働く姿を目指して清掃の時間

を大切にします。

・地域と一体になったあいさつ運動を進めます。

児童会目標の実現のため、児童の主体的活動を

        

                                    

主体的に学ぶ力を高めます

全校研究テーマ：共に学ぶ喜びの中で、自己を高めるための指導はどうあったら良いか

～子どもたちが協働しながら主体的に学ぶ学習のあり方～

のつぶやきや「わからない」を大切にする授業を行います。

ために協働学習を行います。

の高まりを自覚できる

授業での学びを確かにしていくために、「ノート」を生かせるよう指導していきます。

・授業と家庭学習とのつながりを強化し、児童が自主学習を進められるよう支援します。

主体的に取り組む総合的な学習を展開していきま

年間で育成する力を見通した学習指導に取り組みます。

                                     

思いやりの花と優しさの実でいっぱいの鼎小

未来をひらく 心豊かな人づくり

鼎小学校グランドデザイン

己肯定感・思いやり・自己効力感を伸長させる心がけ、はたらきかけ

健康増進・体力向上を進め、やり遂げる

体験を重ねます 

家庭とともに、睡眠・食事・運動など

活習慣が身につくよう取り組みます

運動に親しみ、仲間と関わり合うことのできる

を重ねます。

く学級・学年・学校を目指します。

・自分から気づいて働く姿を目指して清掃の時間

を大切にします。 

・地域と一体になったあいさつ運動を進めます。

実現のため、児童の主体的活動を

        支援していきます。

                                    

主体的に学ぶ力を高めます

全校研究テーマ：共に学ぶ喜びの中で、自己を高めるための指導はどうあったら良いか

～子どもたちが協働しながら主体的に学ぶ学習のあり方～ 

のつぶやきや「わからない」を大切にする授業を行います。

ために協働学習を行います。

の高まりを自覚できるようにし

授業での学びを確かにしていくために、「ノート」を生かせるよう指導していきます。

・授業と家庭学習とのつながりを強化し、児童が自主学習を進められるよう支援します。

を展開していきま

年間で育成する力を見通した学習指導に取り組みます。

                                     

地域

思いやりの花と優しさの実でいっぱいの鼎小
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