
 
 

 

 

 

 

本事業は、沼津市教育基本構想に基づき、それぞれの学校が自校の実態や地域の特性等を考慮し

て、独自に企画、立案し、「特色ある学校づくりを目指すグランドデザイン」を実現するために取り組ん

でいるものです。本年度も、各学校での様々な取組を紹介します。 

 

■【キャリア教育推進事業】第三小学校 

「ひもの教室」の実施や牛臥山や御用邸など地元資源を活用した総合的な学習の時間の学びを通して、

地域に愛着を感じる子どもの育成に努めます。また、大地震と津波に対する防災教育を地域と連携して

行い、自らの命を自ら守れる子どもを育てます。 

 

■【体験学習推進事業】門池小学校 

地域の専門家を講師として招き、本物に触れる体験を通して、夢やあこがれを抱くとともに、地域の方々と

関わり、門池のよさを感じることのできる子どもを育てます。１・２年生は、農協青年部を講師として招き、

学校農園においてサツマイモ栽培、３・４年生は、高専の教授を講師として招き、物づくり体験、５・６年生

は、伝統芸能の専門家を講師として招き、茶道体験や和太鼓体験をします。 

 

■【あったかふれあいプロジェクト】 沢田小学校 

縦割り班での交流活動として、「仲良し遊び」や校区を巡る｢沢っ子オリエンテ－リング」を行うことで、子ど

もたちのつながりを深めていきます。また、地元福祉施設入所者や老人会、近隣幼稚園との交流活動を

各学年で実施することで、人間関係形成能力や思いやりのある感受性豊かな心を育てます。 

また、地域との関わりを大切にし、地域に根付いた学校を目指していきます。 

 

■【大志学習推進事業】第一中学校 

地元商店街等に協力要請して地域住民を招き、職業講話を実施したり、料理、フラワーアレンジメント、茶

道、門松制作、書き初め、絵手紙等、専門技能を持った地域住民を招き、技ふれあい講座を実施したりす

ることで、子どもたちの地域に親しみ貢献しようとする心や適切な勤労観・職業観を育んでいきます。 

 

■【「静浦学習」充実プラン】静浦小中一貫学校 

総合的な学習の時間に、郷土静浦の自然や産業、文化について、漁船乗船体験、干物づくり体験、サン

ゴ養殖学習、ワカメ養殖学習などの体験や学習を通して学び、地域への愛情を育て、地域の人々と共に

生きているという実感と地域に貢献しようという思いを育てていきます。 

 

 

＜実施済み事業例＞    

『心ポカポカ推進事業』     『内浦大好き具現推進事業』     『長野市立大岡中学校交流事業』 

（手揉み茶体験）           （台羅山探検）                 （校歌交流） 

                     

        

 

 

 

愛鷹小学校              内浦小学校                  大岡中学校 
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がんばる学校応援事業　事業内容・期日等   幼稚園

園名
連絡先

○事業名　◇事業内容

大平
932-2080

【五感を通した交流体験活動】
・保育所・小学校・中学校・未就園児との交流（ふれあい活動・運動委会・計画交流会・お弁当会
食・クリスマス会・読み聞かせ等）
・お年寄りとの交流（作って遊ぼう・昔の遊び・ つき・福祉施設との交流・さつま芋作り）

戸田
０５５8

94-3099

【地域と一緒！元気で楽しい地域交流体験活動】
・小学校との交流（１，２年生と海の交流会・合同運動会・４，５，６年生による読み聞かせ・ つき
への招待）
・中学校との交流（幼小中、地域合同御浜清掃・中学生と遊ぼう（一日体験交流））
・地域団体との交流（デイサービス・老人会・地区社協・花の会）

こずわ
963-0721

【小・中学生との遊び交流】
・小学校生の保育体験における交流
（５年生が来園し、ともに遊ぶ）
・中学生夏期保育ボランティア（夏期保育約10日間）における交流
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がんばる学校応援事業　事業内容・期日等   　小学校１ 学校教育課

学校名
連絡先

○事業名　◇事業内容 期日等

 第一小
 962-0351

【生き方を考える学習推進事業】
・いろいろな職業や専門性を持った方とかかわる事業（職業講話・体験）を計画す
る。
①仲見世商店街の見学・調査・体験・行事協力（七夕短冊・クリスマスキャンドル
等）
②地域行事への参加（よさこい東海道、コミ祭等）
③アースキッズに取り組む。
等の体験を通して、生き方を学ぶ。

①仲見世商店街見学123年は７月初旬。
４年の調査は10月。体験は１１月。七夕飾
り製作は、６月中（クリスマスキャンドルは
実施不明）
②よさこい東海道11月7日。コミ祭１１月15
日（書写、絵画）
③アースキッズ7月1日キックオフイベント
9月16日セレモニー。

第二小
962-0352

【学習意欲向上支援事業】
①老人会の方々や専門性を持った人生の先輩と関わる授業を各学年で計画す
る。実際にいろいろな体験をすることにより、意欲を高め、さらには将来の夢を描
き、仕事についての理解も深めていく。
②総合的な学習や教科の授業で、ゲストティーチャーとして授業に入ることによ
り、知識や技能を伝達していただき、児童の学習意欲を向上させる。
③理科教育の専門家による指導を受ける。科学的な体験をする事により、理科学
習への興味を高め、実生活における科学の有用性を理解する。

１年「昔の遊び」　12月
２年「白玉団子づくり」　９月
３年「ひものづくり」　９月
３・４年「サイエンスショー」　11月
４年「増誉上人から学ぶ」　9月
５年生「お琴の音色を聴く会」 2月
５年生「福祉学習」 2月

第三小
931-0353

【キャリア教育推進事業】
・キャリア教育
  「ひもの教室」を継続し、地域に愛着を感ずる教育を推進する。さらに地域の学
習材を探求する。
  防災力を蓄えるために自らの命は自ら守れる教育活動を推進する。特に、大地
震と津波に対する防災教育を地域と連携して推進する。
  地元資源を活用した総合的な学習の時間の学びを模索する。（例・牛臥山、御
用邸）

３年生「ひものづくり教室」
平成27年１１月２６日(木）
＊１０月～１２月（見学～体験～まとめ）
５年生「NVNによる防災教育」
平成27年７月１日(水)
＊６月～２月（自身の課題を決めて追究）

第四小
931-0354

【コミュニケーション育成推進事業】
・本校の課題である「言葉を大切にしコミュニケーションを広げる子」「生き生きと表
現する子」を達成するために、大学教授を招聘し、子どもに力をつけさせ課題解決
に努める。

４月１０日
横浜国立大学教授髙木先生
６月２４日
静岡大学教授白畑先生

第五小
921-0355

【「輝く未来に向かって夢を持つ子ども」育成事業】
・児童が自分の将来や未来に向かって前向きな夢を持つことができるようにする。
・高学年でキャリア教育の一環として、より具体的な夢を持ち努力する子を育て
る。
・体を使い、または体を動かす体験活動を通して子どもらしい心や態度を育てる。
・沼津地区出身者を講師に招き、直接対話する機会をもつ。

６月１９日（金）
１４時から１５時
５６年生対象

開北小
921-4041

【 「豊かな心，思いやりの心」育成事業 】
・総合的な学習の時間に，地域を見学したり，地域の方たちの仕事などを見学す
るとともに，生活と学習の結びつきに気づけるようにする。地域の方を招いての勤
労生産学習や，物づくり学習，体験談を聞く会など，学年に応じて計画を立てる。
・地域の方々とのかかわりによって，子どもたちが将来を考えるキャリア教育に結
びつけたり，地域で学ぶ喜びと地域を愛する思いやりの心を育む教育につながる
事業を推進する。

1.2年いも苗さし5月25日
　　　お菓子作り12月
3年地域見学・職業体験10月
5年幼稚園保育園交流12月
3年昔の道具学習1月

千本小
962-0356

【豊かな心育成推進事業】
・生活科や総合学習等で、地域の方との交流や専門的な知識･技能を持った外部
講師による授業や体験活動を通し、コミュニケーション力を育てるとともに、体験や
関わりによって自分を高めようとする意欲を高める。
・加須屋真先生による、千本松原のフィールドワークを通し、地域を知り、自然を
愛する心や郷土への愛着を高める。

・「墨絵教室」7月上旬、「昔の遊びを教わ
ろう会」11月下旬、「ひもの作り教室」11月
下旬、「書き初め教室」12月下旬、「革細
工教室」1月～2月
・常葉大学准教授加須屋真先生による
「千本松原フィールドワーク」低学年７／８
（水）・高学年７／１０（金）

片浜小
962-0357

【片浜応援団参上事業】
・４月中旬に協力者を紙面で募集する。・５月上旬より活動を実施する。
・地域の方や保護者に様々な教育活動に継続して関わってもらうことで児童が安
心して生き生きと学校生活を送り、自分たちのために協力していただいた方々へ
の感謝の気持ちを手紙等に表す。
・活動内容として、読み聞かせ、図書館整備、クラブ活動、防犯、交通安全、購買、
授業支援等を計画する。

１１月か１２月予定。
（１１月９日が濃厚）

金岡小
921-1371

【地域と連携した、自ら学ぶ子育成推進事業】
　１，２年生は生活科、３年生以上は総合的な学習の時間を中心に、地域の偉人
（江原素六先生）・金岡地域の人・自然・歴史・環境等の身近な教材を通して、ふる
さと金岡について学習を深める。

1「地域の偉人（江原素六先生）：４年」６月
末・７月中旬・９月下旬
２「福祉体験：５年」１０月下旬
３「昔のくらし：３年」１１月中旬
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がんばる学校応援事業　事業内容・期日等   　小学校２

学校名
連絡先

事業名・事業内容 

大岡小
921-1885

【体験的な学習充実事業】
・1、2年生は、生活科において四季折々の野菜や植物栽培を教えていただき、そ
の大人や友達との関わりを通して、自然を崇高する心、人と関わる喜びを培う。
・3年生以上は、総合的な学習の時間において、地域にある人・もの・ことと関わっ
たり、日本文化を体験したりすることを通して、地域を大事にしようとする気持ちや
他者と体験を共有する喜びを味わう。

１年　豆の観察　６･７月
２年　 摩芋栽培　６～１１月
３年　大岡の自慢（農業）
　　　　　　　　　　　９月
５年　食の心　　  ７月
６年　生け花教室　６月

愛鷹小
 966-4244

【心ポカポカ推進事業】
　総合的な学習の時間の中に、体験を通して学ぶ場を保障していく。その際、地域
の教育力、教育資源を積極的に活用する。地域人材の専門性を生かして、総合
的な学習の時間を中心に学習を支援していただく。地域の人々との交流から、「豊
かな心づくり」と「勤労観・職業観の育成」を推進する。

手揉み茶体験　9月上旬実施予定

大平小
 931-5020

【地域の人材や外部講師との交流体験事業】
・様々な分野で活躍している方との交流を行い、その方の「生き方」や「考え方」な
どを知り、自分の将来について考え、自分の夢に向かって努力する子、仲間と協
力する子を育てていく。(JFAこころのプロジェクトなど)
・ソーシャルスキルや人間関係作りについて、本校独自、または幼稚園や中学校・
家庭と連携し心豊かな子どもたちを育てていく。

・６/ 23「JFAこころのプロジェクト」
・11/ 12「外部講師との交流により生活の
仕方について考える」
・1月下旬「人間関係づくりについて学ぶ」
・２/9「地域の方々から学んだことに感謝
する」

内浦小
 943-2134

【内浦大好き具現推進事業】
　総合的な学習で扱う地域調べの活動で、案内や説明をしてもらい、地域の人々
とふれ合う中で探求的な学習を展開する。
　身近な動物や植物などの自然との関わりに関心をもち、すばらしさに気づくとい
う学習では、内浦の海に生息する魚等について実際に見て触れて学ぶ。

「台羅山探検」
　　5月20実施
「発端丈山探検」
　　11月上旬実施予定
「海の生き物大好き講座」
　　12月中旬実施予定

西浦小
942-2004

【西浦ほんもの体験事業】
    西浦でなくてはできない価値ある学習材を定着させ、継続して取り組めるほん
ものの学習材の開発を目指す。特に、地域の有能な体験を有した方を講師として
学校に招き、子どもの学びに関わってもらう。
   体験学習の具体①大瀬の海体験学習、②磯あそび体験（1，2年）、③柑橘栽培
（3年）、④大瀬勇踊り太鼓演奏、大瀬の自然保全活動（4年）、⑤キウイ栽培、販
売（5年）、⑥西浦のよさを発信（6年）

①大瀬の海体験学習７／２２
②磯あそび体験（１，２年）６／１５
③柑橘栽培（３年）12上旬
④久連勇踊り太鼓演奏（４年）９／２１
　大瀬の自然保全活動（４年）１／１７
⑤キウイ栽培（５年）６／１９
　キウイ販売（５年）１１／２６
⑥西浦のよさを発信（６年）１／２９

原小
 966-0034

【原小応援団推進事業】
　子どもの学力向上と開かれた学校の推進を目指して、地域の方々を原小の応
援団として招き、以下の事業を推進していく。
・地域の方や朗読の専門家を講師として招き、読み聞かせを行い、読書への関心
を高めるとともに読書活動充実のための資料整備を行う。【全学年：朝の読み聞
かせ、音読劇、図書整備】
・生活科や総合的な学習の時間において、直接体験を重視した内容の学習を構
想する。子どもたちの関心・意欲に応じた地域人材を講師として招き、指導を受け
る。また、地域の職業人を招き、キャリア教育の視点に立った講話や体験を取り入
れていく。【1年：わたしたちの安全を守ってくれる人、2年：むかしの遊び、4年：名
人に学ぶ、6年：その道のプロに学ぶ】
・原校区の文化や歴史、環境等について識者を招き指導を受ける。【3年：白隠学
習・歴史探検・昔を語る会、5年：原・浮島の自然】

○朝の読み聞かせ：５月～２月の第１・２
週、金曜日→計１６回
○音読劇：２学期に全学年１回と３学期に
１，６年１回
○図書整備：毎週金曜日
○生活科・総合
１年：７/１
２年：１２/２
４年：１０/２０、２９
６年：２/１６
３年：６/２４（白隠）、１１/４（歴史）、１/２９
（昔）
５年：６/２２、１１/１３、２/２５

浮島小
966-2004

【みんなで本物体験事業】
・成功体験やみんなで取り組む楽しさを味わうことで、「自己肯定感」を高める。そ
のために、本物の技を持っている様々な講師から指導を受け、子どもたちの意欲
を高める。
・家庭や地域の方々にも投げ掛け、一緒に行事に参加してもらうことで、子どもた
ちの様子を知ってもらったり、関わってもらったりする。

9月７日
「みんなプロジェクト」
学習院大学応援団部来校
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がんばる学校応援事業　事業内容・期日等   　小学校３ 学校教育課

香貫小
931-1234

【Leading Reading事業】

　読み聞かせを通して、児童の読書への興味・関心を高める。また、児童の読書
の幅を広げるため、読み聞かせの講師から各分野の本を紹介してもらう。

・毎週水曜日に定期的に実施。
・10月中旬に「子どもの本を学ぶ会」を実
施予定。

門池小
922-1481

【体験学習推進事業】
地域の専門家を講師として招き、本物にふれる体験を通して、夢やあこが
れを抱くとともに、地域の方々と関わり、門池のよさを感じる。

・農協青年部を講師として招き、学校農園においてサツマイモを栽培し、
収穫の喜びを味わう。（１・２年対象）
・高専の教授を講師として招き、物づくり体験を通して科学の不思議さ・
おもしろさを味わう。（３・４年対象）
・伝統芸能の専門家を講師として招き、茶道や和太鼓を体験することによ
り、日本文化や礼の大切さを知る。（５・６年対象）

①　５／２２(金)サツマイモについてのお
話と苗さしの指導をしていただいた。今後
は、１０／２１いもほり体験、１０／３０やき
いも体験をする予定。

②ものづくり体験・・２学期予定

③茶道体験・・７/７日
　和太鼓体験・・２学期予定

今沢小
966-5522

【農園体験充実事業】
地域の方から借用している土地（９００㎡）に全校児童がペア学年を組み、サツマ
イモの苗さし、草取り、収穫などの体験を行い豊かな心を育む。
各学年ごとに季節に合った野菜や花などの苗を植え、草取り、水やりなどの管理
をする。また、収穫した野菜を調理をしたり、鑑賞し絵を描いたりする活動を行う。

・畑の草取り週間（5月８日～15日）学級ご
とに畑の草取りや整備を行う。
・芋の苗さし週間（6月15日～26日）ペア学
年で、苗さしを行う。
・草取り（７月）ペア学年同士で日程を相
談し、草取りを行う。
・芋ほり（10月下旬）ペア学年同士で日程
を調整し、芋ほりを行う。
・絵を描いたり、調理したりするなど、学年
の計画に沿って活動を行う。

※体験を通して、仲間とかかわりながら、
食物を育て、豊かな心を育む。

沢田小
924-0161

【あったかふれあいプロジェクト】
①縦割り班での交流活動として，「仲良し遊び」を継続的に行う。また，校区を巡る
｢沢っ子オリエンテ－リング」を行い、それぞれのつながりを深める。
②地元福祉施設入所者や老人会，近隣幼稚園との交流活動を各学年で実施す
る。また，4年生は江原素六顕彰会など地域の方と関わり合いながら地域の歴史
について学習する。
③人間関係づくりプログラムの実施及び外部講師による講座を実施する。

実施日が決まっているもの
沢っ子オリエンテーリング
10/20(火)
あすなろ幼稚園交流
10/8(木)

原東小
967-1213

【かかわる力の育成推進事業】
  本物の大人との関わりを中心に、校外に出かける機会や学校の職員以外の
方々を学校に招聘して学習する機会を増やし、手応えと自己有用感を育てる。ま
た、地域の文化や伝統に触れ、地域の人々との交流を深め、豊かな心づくりや開
かれた学校づくりを推進する。

○雁作太鼓指導
・5/30の運動会に向けて4年生へ指導：5
月中
・太鼓クラブへの指導：6～11月
○2年生の野菜づくり体験：5～8月
○4年生への東部スイミングによる水泳指
導：6・７月
○きらのこ座公演：6月17日（中学年）、11
月4日（低高学年）
○ボランティアへの感謝の会：2月

大岡南小
962-0355

【豊かな心をもつ子育成推進事業】
・総合的な学習の時間において、日本の伝統や文化を体験する活動を取り入れ
る。
（３年：和太鼓・琴　６年：茶道）
・地域の専門家による指導を通し、日本文化のよさを肌で感じ、表現力を高める。

３年：和太鼓・琴
９月中旬から活動を始め、１０月７日の参
観日で発表会を開催する予定。
６年：茶道
１１月中旬頃実施予定。

戸田小
   0558-
94-3028

【地域間交流推進事業】
・戸田小・原小交流を実施し、7月に原小5年生を戸田に迎え一緒に海遊びや釣り
体験を行う。冬は、1月末に原村を訪れ、原小グラウンドの天然スケートリンクや近
くのスキー場で、ウインタースポーツを通して交流を深める。（この形の交流は36
年間続いている）

夏の交流…７月15日、16日
 (5年生60名ほどを迎える)

冬の交流…１月21日、22日
    (5年生10名が原村へ)
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学校名
連絡先

○事業名　◇事業内容 期日等

第一中
962-1551

【大志学習推進事業】
①障害を抱えながらも、努力を重ねて社会で活躍している方を招き、講
演会を開催する。
②料理、フラワーアレンジメント（2軒）、茶道、門松制作、書き初め、絵手
紙、合気道、手品等、専門技能を持った地域住民を招き、技ふれあい講
座を実施する。
③地元商店街等に協力要請して地域住民を招き、職業講話を実施す
る。

①12月2日(水)
　片岡亮太さん
②12月22日(火)
　技ふれあい講座
③10月15日（木）
　１年職業講話

第二中
962-1552

【豊かな心の育成推進事業】
文化・芸術面等に秀でた方々を講師として招き、技の披露・講話・体験等
を通して、生徒の感受性に訴えながら「豊かな心づくり」に取り組む。

10月下旬から11月初旬に文化・
芸術、スポーツに関連する講演
を行う。現在、講師と連絡、調整
中。

第三中
931-1553

【五感で学ぶ体験事業】
本校の特色ある教育の一つの柱である「壮寿会交流」(１年：地域の老人
会との交流)、「技・ふれあい講座」(２年：地域・町の識者との交流)、「もの
づくり教室」(３年：地域にある沼津工業高校との交流)を実施し、学ぶ意
欲の向上、社会性や人間性の育成に努める。また、地域との関わりを大
切にし、地域に根付いた学校を目指す。

壮寿会交流　１０／２３
技・ふれあい講座２／５
ものづくり教室１０／３０
職場体験学習１０／２２、２３

第四中

【大志学習推進事業】
・大志学習に関わる外部講師を依頼する。
・様々な活動や体験を通して、生徒が自らの生き方について理解を深め
る。

・１１／５
高校生演技見学
（市沼高書道部を予定）
・１１／１２
職業講話（１年対象）
・１１／１３
ものづくり講座（１年対象）

第五中
921-1555

【夢ある人づくり推進事業】
①互いに認め合い、励まし合う集団作りを目的に、人間関係作りﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
（ｱｾｽ）の活用や全校・学年集会等に講師を招聘し、人間関係作りを学
び、豊かな心を育成する場を企画する。
②聴覚及び視覚特別支援学校との授業交流や行事参加交流を実施し
て、ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝや思いやりの心を学ぶ機会とする。
③職業体験や職場見学・職業講話を実施して、社会的なﾏﾅｰや職業観
を体験しながら学ぶ機会とする。また、そうした体験から学んだことを生
徒が情報発信する学習を行う。

①人権・平和教育講演会(6/17)
②入級式(6/2)、学力調査交流
(9/3)、音楽授業交流（９月上
旬）、学校祭交流(9/18・19)、交
流会(11/20)、学力調査交流(3
年・12/1)、学力調査交流(1・2年
1/8)、交流会(2/19)、部活動交流
（卓球部・随時）
③職業体験(2年 11/5・6)、職場
見学(1年 11/5)、高校説明会(3年
11/5)、職業講話(1年 2/4)、高校
生講話(2年 2/4・3/3）

片浜中
962-1556

【ボランティア活動推進事業】
・年間を通じて、地域のボランティア活動への参加を積極的に推
進、称揚する。片浜地区社会福祉協議会から講師を招き、地域ボ
ランティアに対する考え方を醸成し、地域・家庭・学校が連携を図
り、活動を通して生徒を育成する。

アタックルーム(4/18,11/14,2/9)
エンゼルサロン(8/7,8/21)
ベビーシッター(夏・春休み)
幼稚園ボランティア(夏・春休み)
エプロンタイム
(5/23,6/20,11/7,2/20)
ゲートボール(夏休み中)
ワークプラザ(7/28,8/4,8/11)

金岡中
921-1558

【生活・精神自立推進事業】
・社会で活躍する方（本校卒業生が望ましい）を講師に招いた講演会開
催。
　　全校：キャリア教育講演会
・職業に対する興味関心を深める。
　　１年：校内ハローワーク

・１０月中旬

・１０月下旬

4



がんばる学校応援事業　事業内容・期日等   　中学校２ 学校教育課

学校名
連絡先

○事業名　◇事業内容 期日等

大岡中
921-1557

【長野市立大岡中学校交流事業】
事業内容：同じ名称の２校が互いの学校・地域を訪問し合いながら、それ
ぞれの地域を理解し、様々な体験活動を通して、互いの生徒・地域の
方々との交流を図る。普段の生活では決して味わうことのない関わりの
中から様々なことを考えたり感じたりすることで、豊かな心や人間性を育
む。

①長野大岡中生受け入れ
　　　５月１９日（火）
②長野交流教室
　　　６月２日（火）
　　　　～６月４日（木）

愛鷹中

【「豊かな心の育成」推進事業】
　自分や他者への感情や思いを表現したり受け止めたりするコミュニ
ケーション能力の向上のため、職場体験、老人会との交流会などを体験
させる。
　将来への夢や具体的な進路についての理解を深めるために、社会で
活躍している職業人を招いて全校生徒を対象に講演会を行ったり、分散
会形式で講話をしてもらったりする。また、職場体験を１・２年生に、進路
体験活動を３年生に行う。
　１年生は地域の老人クラブとの交流活動を行う。これらのことを通して、
自らの生き方や人としてのあり方を考え、対人スキルや社会性を身につ
ける機会とする。

６月２日　めんぼーくん（河合孝
彦様）による人間関係作り講座

１１月５、６日　職場体験

３月１１日　先輩から技を学ぶ会
（愛老連との連携）

大平中
931-5021

【自己有用感の育成事業】
・近隣の高等学校（飛龍高校の和太鼓部、三島北高校の合唱部、沼
津商業高校の吹奏楽部など）を招聘し、部活動に打ち込む高校生の
姿を本校生徒が間近に目にする機会を設定する。
・｢ぬまづ子どもの本を学ぶ会｣から講師を招聘する活動を３年間続
けており、今年度は初めて、大平小と連携する機会を持つ。
　27年度も、本校の最上級生である３年生が、社会科で郷土につい
て学習する大平小３年生を対象に、読み聞かせを実施することを目
標として、本を読み解き相手に伝える方法を講師から学ぶ。

・８月下旬を予定

・９月下旬から１１月にかけて講
師を招聘する予定

・大平小への読み聞かせは、１１
月上旬を予定

長井崎中
941-3111

【豊かな感受性推進事業】
・芸術教室（音楽・美術・文芸）、地域との交流（東部特別支援学校、老人
施設ひだまりの郷等）の活動を通し、豊かな感受性を育てる。
・職業講話・・・実社会で活躍する方に講演していただき、働く目的や意
義、思いを聞くことにより自分の将来に夢を抱き、具体的に行動していけ
るようになる。キャリア教育を積極的に進めたい。
・人との交流や自分の考えをまとめたり発表できたりするための言語読
解の授業を推進する。

・職業講話　６月１１日(木)
・東部特別支援学校との交流
６月２日(火)、10月28日(水)、
12月７日(月)
・老人施設の訪問　９月中旬
・言語読解授業の推進　通年
・授業改善研修　７月３日(金)

原中
966-0139

【キャリア教育推進事業】
　１年は職業講話、２年は職場体験、３年は保育・福祉体験を実施し、系
統的に自分の進路学習を推進する。

２年生　職場体験10月29、30日
３年生　保育・福祉体験10月30日
１年生　職業講話10月30日

浮島中
967-1404

【キャリア教育推進事業】
・職業講話や先輩の話を聞く講演会を実施する。
・沼津の教育資源を生かした体験活動を行う。
（職場見学、職場体験等）
・沼津工業高校生徒による出前授業を実施する。

職業講話、職場見学、職場体験
…10/28～30
・沼津工業高校出前授業…
12/11
・講演会…1月中旬～下旬

 門池中
923-3900

【“一生懸命のかっこよさ”を学ぶ事業】
　スポーツや文化的活動にひたむきに取り組み、成果を挙げている高校
生や、自分の夢を実現し、輝き続ける社会人を本校に招き、その姿を生
徒の前で披露していただくことで、一生懸命のすばらしさを体感する。平
成26年度は、沼津プロレスから団体代表の方を招いての講演会を実施
した。また、校内では応援団をはじめとした自己実現のステージを随所に
展開するとともに、保護者、地域、小学校との連携の下で、生徒自身が
一生懸命を体現できる機会を保障していく。さらに、「輝け、明るい未来
の夢事業」との関連を図りつつ、事業の充実と成功を目指す。

①７月９日（木）午後
　ｂｊリーグ 浜松東三河フェニック
ス大石選手による講演
②１１月２０日（金）午後
　加藤学園チアリーダー部による
演舞
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今沢中
966-9981

【豊かな心推進事業】
　外部講師を招聘して講話を聞く機会を設定したり、読み聞かせボラン
ティア等、読書に関する取組の充実を図ったりすることで、計画的に豊か
な人間性を育む。

・６月１１日(木)教育講演会
・読み聞かせはすでに始まっていま
す。（１年生は毎月１回、Ｄ組は毎週）

 中等部
923-3900

【夢発見・夢実現事業】
「夢を見つけ、夢を育む夢実現学校」として、中高一貫教育の柱となる
キャリア教育・体験活動・ボランティア活動に積極的に取り組み、自己の
夢実現とともに社会貢献への意識を高め、高い志を持った生徒を育成す
る。　　　　　                                                                              ①
「あゆみ講演会」…様々な分野の方を招聘して講話を聴くとともに、講演
会後、具体的な活動につなげていく。
②職場体験・職業講話や大学見学
③ボランティア活動
④「ぬまづの宝１００選」を活用して、沼津のすばらしさを知る地域学を推
進し、沼津市を愛する生徒を育成する。

・6月30日（火）あゆみ講演会
　大儀見浩介氏メンタルトレーニ
ング・コンサルタント

・10月30日（金）職業講話
　
・11月27日（金）あゆみ講演会
　水口千令氏　 紙切り作家

・2月19日（金）あゆみ講演会
　近藤　卓氏　山陽学園大学教
授

 戸田中
0558-94-

3055

【生き方推進事業】
①進路適性検査を年1回実施し、職業調べに生かす。
②地域の企業の経営者や従業員を招いての職業講話を実施。
③生き方学習「翔(はばたき）講座」（幅広い技術・経験の持ち主や高校生
などの講義・実演等を受け、人生観や職業観を養う）の実施。
④東大寮に合宿等で滞在する東大生との交流（学習・部活動）
⑤幼稚園訪問、高齢者施設訪問、職業体験を実施し、体験後、授業参
観会等で発表する機会をもつ。
⑥近隣の高等学校（専門学科）の授業体験
⑦アスリートによるJFAこころのプロジェクト「夢の教室」の実施。

①11月頃
②7月上旬
③7月10日(金）午後
④8月上旬予定
⑤10月29日（木）体験
⑥11月下旬予定
⑦11月16日(月）13:20～

静浦小中
931-3017

【「静浦学習」充実プラン】
・総合的な学習の時間に、郷土静浦の自然や産業、文化についての理
解を、体験を通して深める、地域の活性化に取り組む。

７月１７日：とびうお杯(ｶｯﾀｰﾎﾞｰﾄ
ﾚｰｽ）活動費
６月２９日：漁船乗船体験謝礼
９月ごろ：干物づくり体験
サンゴ養殖学習：５月から１０月
１２月から２月：ワカメ養殖学習
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