
＜年間を通した指導内容＞

会議・校内研修

学校行事

特活行事（生徒
会等）

保護者・地域連
携行事

＜月別指導予定内容＞

内容 単位 内容 単位 内容 単位

始業式・入学式  避難訓練 心のアンケート実施 ハイパーQUの引き継ぎ いじめ対策委員会①
「いじめをなくそう」 「いじめをなくそう」 「いじめをなくそう」

身体測定・各種検診  学級役員選挙 生徒の様子を引き継ぎ 研修①「生徒理解」
※「KISEKI IN
MEIHO」

※いじめ防止プロ
グラム

※「KISEKI IN
MEIHO」

学級懇談会

家庭訪問 ハイパーQU実施
ハイパーQUの結果の把握と支
援の仕方を全職員で共通理解

いじめ対策委員会②
1(5) 「気付いてる？こころのSOS」 全校 1(5) 「気付いてる？こころのSOS」 全校 1(5) 「気付いてる？こころのSOS」 全校

中間テスト 心のアンケート実施
研修②「ハイパーQUの活用
法①」

～自殺予防～ ～自殺予防～ ～自殺予防～

各種検診

各学年・学級での
取り組み

生徒の様子を確認、共通理解

各種検診 心のアンケート実施 いじめ対策委員会③ 2(3)
「命の講演会 学年 2(3) 友情･信頼 学年 2(3) 友情･信頼 学年

修学旅行 花いっぱい運動
明豊中ブロックいじめ・問題
行動等対策会議①

～お母様のお話～」

教育相談週間 教育相談週間
教育相談にてハイパーQUの結
果を返却

2(5)
「言葉の向こうに」 全校

2(5)
「言葉の向こうに」 全校

2(5)
「言葉の向こうに」 全校

期末テスト 生徒の様子を確認、共通理解
※　私たちの道徳P７８ ※　私たちの道徳P７８ ※　私たちの道徳P７８

心のアンケート実施 いじめ対策委員会④
3(1) 「『命の行事』に向けて」 全校 3(1) 「『命の行事』に向けて」 全校 3(1) 「『命の行事』に向けて」 全校

地域懇談会

～いじめ防止・命の大切さを考える～ ～いじめ防止・命の大切さを考える～ ～いじめ防止・命の大切さを考える～

個人懇談会 大掃除 １年保護司講演会 個人懇談会
個人懇談会にて保護者と情報共
有

「『命の行事』を振り返る」 「『命の行事』を振り返る」 「『命の行事』を振り返る」

 終業式 地域ボランティア
「11の振り返り」「２２の振り返り」
実施

 稲武野外学習 MPを交えた事例検討 研修③「小中の共通理解」

始業式に向けて、生徒の実態把
握

・「つながり」をキーワードに計画、実施。

2(5) 全校2(5) 全校 2(5) 全校

11　年間計画および行事との関連

１　年 ２　年 ３　年月 会議・校内研修
職員

行事

保護者・地域連携行事 生徒

内容

行事 教育相談等

命の行事

MP全員面談

体育大会

愛さつ隊実施

愛さつ隊実施

愛さつ隊実施

特活行事（生徒会等）
学期

４月

５月

６月

７月

８月

・　生徒会役員を中心に、各委員会、保護者、地域と
協力して実施。

・　あいさつ運動、地域ボランティア等

おそうじピカピカ大作戦

1

生徒会役員が「命の行事」へ向け
ての計画を立てる

生徒会の案による「命の行事」に
向けた取り組みを全校生徒が行
う

生徒会の生徒が発表の準備をする。

生徒会とリーダー会が、人権講演
会へ向けての取り組み計画

主な学校行事

全校道徳・学年道徳

教育相談等 全校道徳・学年道徳

・　事件発生時に随時「いじ
め防止対応委員会」を開催

・　全校共通テーマで行う「全校道徳」、学年の実態に合わせて行う「学年道徳」学級の実態に
合わせて行う「学級道徳」を実施

・　つぶやきノートによる。心の様子の把握および声かけ。
・　心のアンケート（月１回実施）による実態把握および声掛け。
・　MP・非常勤SCによる面談
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始業式 心のアンケート実施 いじめ対策委員会⑤
1(5) 「ストレスマネジメント」 全校 1(5) 「ストレスマネジメント」 全校 1(5) 「ストレスマネジメント」 全校

 教育相談週間 生徒会役員選挙
研修④「１１の振り返り」「２２
の振り返り」の結果を受けて

～自殺予防～ ～自殺予防～ ～自殺予防～

2年思春期セミ
ナー

学級役員選挙 始業式 2(4) 健全な異性観 学年

防災訓練

中間テスト 心のアンケート実施 生徒の様子を確認、共通理解 いじめ対策委員会⑥ 2(3) 友情・信頼 学年 2(3) 友情・信頼 学年 2(3) 友情・信頼 学年

各学年・学級での
取り組み

地域ボランティア ハイパーQU実施
研修⑤「発達障がいの理解
に関する研修会」 2(5) 「未来へ進め一歩ずつ」 全校 2(5)  「未来へ進め一歩ずつ」 全校 2(5)  「未来へ進め一歩ずつ」 全校

～互いの考えの違いを認め合う～ ～互いの考えの違いを認め合う～ ～互いの考えの違いを認め合う～

生徒の様子を確認、共通理解

１１月 ３年実力テスト 心のアンケート実施 いじめ対策委員会⑦ 2(5) 個性尊重、寛容、謙虚 学年 2(5) 個性尊重、寛容、謙虚 学年 2(5) 個性尊重、寛容、謙虚 学年

研修⑥「ハイパーQUの活用
法②」

教育相談週間 教育相談週間
教育相談にてハイパーQUの結
果を返却

2(5) 人権講演会 全校 2(5) 人権講演会 全校 2(5) 人権講演会 全校

期末テスト 2(5) 人権標語を考えよう 全校 2(5) 人権標語を考えよう 全校 2(5) 人権標語を考えよう 全校

１２月 終業式 心のアンケート実施 いじめ対策委員会⑧
2(2) 「1995年１月17日」 全校２（２）「13歳の私へ」 全校２（２）「人との接し方」 全校

進路相談･3年 大掃除 地域ボランティア
※明るい人生ｐ142 ※明るい人生ｐ16 ※明るい人生ｐ１８

個人懇談会 個人懇談会 
個人懇談会にて保護者と情報共
有

１月 始業式 心のアンケート実施 いじめ対策委員会⑨
「いじめをなくそう②」 全校 「いじめをなくそう②」 全校 「いじめをなくそう② 全校

明豊中ブロックいじめ・問題
行動等対策会議②

～これまでの自分、これからの自分～」 ～これまでの自分、これからの自分～」 ～これまでの自分、これからの自分～」

３年総合テスト 避難訓練 研修⑦「道徳の授業づくり」

 ３年個人懇談会

２月 学年末テスト 心のアンケート実施 小中連絡① いじめ対策委員会⑩ 2(2) 人間愛、感謝･思いやり 学年 2(2) 人間愛、感謝･思いやり 学年 2(2) 人間愛、感謝･思いやり 学年

３年生を送る会

３月 卒業式 小中連絡② いじめ対策委員会⑪ 1(2) 目標の実現、希望･勇気、強い意志 学年 1(2) 目標の実現、希望･勇気、強い意志 学年 1(2) 目標の実現、希望･勇気、強い意志 学年

修了式 生徒会役員選挙 いじめ防止基本方針見直し

大掃除

各学年が人権講演会へ向けての
取り組み開始

各学年がリーダー会を中心に、
人権講演会へ向けての発表準備

地域清掃

愛さつ隊実施

人権講演会

愛さつ隊実施

愛さつ隊実施

愛さつ隊実施

合唱コンクール 

2

3

９月

１０月

愛さつ隊実施

愛さつ隊実施

愛さつ隊実施

１・２年・Jk組　体験学習
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