
特 別 活 動 
 

１．目 標 

  児童の自主的な集団活動を通じて、調和のとれた発達を図るとともに、個性を尊重し、

よりよい生活を築こうとする実践的態度を育てる。 

 

 ２．努力点 

 ・学級活動、児童会活動(委員会活動、集会活動など）、クラブ活動において子ども達

の創意・工夫を生かして活発に活動できるような場作りをする。 

 ・集団での活動を通じて協力し合い、成功の喜びを味わわせ、意欲を出させるように努

める。 

 

 ３．特別活動の構造図 
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  ４．活動内容 

 (１)学級活動 

   ①目 標 

    学級や学校の生活を楽しく豊かにするための諸問題を話し合い、その解決を図る。 

   ②内 容 

    「学級会」・係活動・（学級）集会活動 

      ③年間指導計画 

    各学年（学級）の実態に応じ、年度当初指導計画をたてる。 

 学級活動年間指導計画 (例) 

月      １ 年      ２ 年      ３ 年 

 

４ 

 

 

・学校生活のきまり 

・学校の行き帰り 

・こんな学級にしよう 

・給食当番のしかた 

・たてわり掃除のしかた 

・２年生になって 

・学級のめあてを決めよう 

・係活動を始めよう 

・学校のきまり 

・たてわり掃除 

・学級のめあてを決めよう 

・係、当番を決めよう 

・学校生活のきまり 

・学級掃除 

５ 

 

・朝の会、帰りの会 

・係のしかた 

・クラスの歌を作ろう 

・忘れ物をなくそう 

・みんななかよし 

・忘れ物をなくそう 

 

６ 

 

・雨の日の遊びを考えよう 

・学級会って何？ 

・幼稚園児と遊ぼう 

・雨の日の遊びを工夫しよう 

・気持ちよく安全に過ごそう 

・お店やさんごっこをしよう 

・雨の日の遊びを工夫しよう 

・廊下の歩き方を考えよう 

・学年発表をしよう 

 

７ 

・お誕生会をしよう 

・夏休みの過ごし方 

・１学期をふりかえろう 

・夏休みの過ごし方 

・1学期をふりかえろう 

・お楽しみ会をしよう 

 

９ 

 

・2学期のめあてを決めよう 

・係、当番を決めよう 

・2学期のめあてを決めよう 

・係、当番を決めよう 

・学級会の進め方 

・2学期のめあてを決めよう 

・係、当番を決めよう 

・学級会の進め方 

10 

 

・もっとなかよくなろう 

 

・もっとなかよくなろう 

・わすれものをなくそう 

・友達のよいところを見つけ 

よう 

 

11 

 

・友達のよいところを見つけよ

う 

・友達のよいところを見つけ 

よう 

・係の新聞を作ろう 

・友達のよいところを見つけ 

よう 

 

12 

 

・お誕生会をしよう 

・冬休みの過ごし方 

 

・2学期をふりかえろう 

・冬休みの過ごし方 

・お楽しみ会をしよう 

・2学期をふりかえろう 

・冬休みの過ごし方 

 

１ 

・3学期のめあてを決めよう 

・係、当番を決めよう 

・3学期のめあてを決めよう 

・係、当番を決めよう 

・3学期のめあてを決めよう 

・係、当番を決めよう 

 

２ 

 

・加太っ子文化祭をつくろう 

・6年生を送る会 

・幼稚園児を招待しよう 

・加太っ子文化祭をつくろう 

・6年生を送る会 

・幼稚園児を招待しよう 

・昔の遊びをしよう 

・加太っ子文化祭をつくろう 

・6年生を送る会 

 

３ 

 

・お誕生会をしよう 

・もうすぐ２年生 

・春休みの過ごし方 

・お楽しみ会をしよう 

・もうすぐ３年生 

・春休みの過ごし方 

・春休みの過ごし方 

・一年間のまとめをしよう 

 



 学級活動年間指導計画 (例) 

月      ４ 年      ５ 年      ６ 年 

 

４ 

 

・一学期のめあてを考えよう 

・当番、係を決めよう 

・こんな４Ａにしよう 

・学級づくり(目標､係､当番) 

・相手を思いやる言葉遣い 

・たてわり掃除 

・学級づくり(目標､係､当番) 

・たてわり活動のリーダーと 

して 

・たてわり掃除 

５ 

 

・クラスのきまりを考えよう 

 

・クラスのきまりを考えよう 

 

・加太の町の歴史を知ろう 

・１年生と仲良しになろう 

 

６ 

 

・雨の日の遊びを考えよう 

・学級文庫の利用のしかた 

・雨の日の遊びを工夫しよう 

・社会見学について考えよう 

・雨の日の遊びを工夫しよう 

・もっと１年生と仲良くなろ 

う 

 

７ 

 

・１学期をふりかえろう 

・お楽しみ会をしよう 

・夏休みの過ごし方 

・夏休みの過ごし方 

・川上村と交流しよう 

・体験合宿を成功させよう 

・１学期をふりかえろう 

・夏休みの過ごし方 

 

 

９ 

 

・２学期のめあてを決めよう 

・係、当番を決めよう 

・２学期のめあてを決めよう 

・係、当番を決めよう 

・２学期のめあてを決めよう・

係、当番を決めよう 

・学級会の進め方 

 

10 

・わすれものをなくそう ・掃除のしかたを考えよう ・友達のよいところを見つけ 

よう 

 

11 

・友達のよいところを見つけ 

よう 

・川上村(交流)の紹介をしよ  

う 

・係の新聞を作ろう 

 

 

12 

・２学期をふりかえろう 

・お楽しみ会をしよう 

・冬休みの過ごし方 

・お楽しみ会をしよう 

・２学期をふりかえろう 

・冬休みの過ごし方 

・２学期をふりかえろう 

・冬休みの過ごし方 

 

１ 

 

・３学期のめあてを決めよう 

・係、当番を決めよう 

・３学期のめあてを決めよう 

・係、当番を決めよう 

・３学期のめあてを決めよう・

係、当番を決めよう 

２ 

 

・加太っ子文化祭をつくろう 

・６年生を送る会 

・加太っ子文化祭をつくろう 

・６年生を祝う会の計画 

・加太っ子文化祭をつくろう 

・卒業に向け計画を立てよう 

３ 

 

・１年間をふりかえろう 

・お楽しみ会をしよう 

・春休みの過ごし方 

・卒業式を盛り上げよう 

・６年生から引継ぎ 

・春休みを有意義に過ごそう 

・一年間のまとめをしよう 

・卒業式を成功させよう 

・もうすぐ中学生 

 ※上記以外に、各学級の実態に応じて学級独自の話合い活動が加わる。 

 

(２)児童会活動 

    ①目標 

    学校生活の充実と向上のために話し合い、互いに励まし合い助け合う体験を通し

て学校の一員としての自覚を深め、自主的・実践的な態度を育てる。 

   ②内容 

   ア．「委員会」 



    〇ねらい 

・学校内の自分たちの仕事を分担し、学校生活を向上発展させようとする態

度を育成する。 

・自治的、自発的な活動を創意工夫して活動する態度を育成する。 

〇指導の重点    

・活動内容を創意工夫して、全校的な活動を積極的かつ主体的に進められる

ようにする。 

〇体制 

      ・４、５、６年で組織する。 

・任期は１年とする。 

・委員会の時間は、毎月１回、原則として水曜日５校時とする 

（月のどこで実施かの調整は、年間計画作成時に教務と行う。運用時の変更

は柔軟に行い、変更時は速やかに各お便りでお知らせする。） 

・任期中３月に次年度体制に引き継ぐ。 

〇委員会別活動内容例表および担当者、組織人数 

委員会名 活動内容例（行事の活動は案） 担当者 使用教室 
４

年 

５

年 

６

年 

情報 

運営 

（児数 

５～６） 

日常の活動 

・朝、昼休みの校内放送  ・図書室管理 

特別活動に関する活動 

・スポーツ祭…１種目、放送関係一般 

・加太っ子文化祭…閉会式進行 

・その他 

佐藤 

志賀 

濵松 

図書室 

３ 

２ ３ 

体育 

環境 

（児数 

５～６） 

日常の活動 

・アルミ缶回収呼びかけ 

特別活動に関する活動 

・スポーツ祭…１種目、配布プログラム作成、ウォー

ムアップダンス等 

・縄跳び大会の計画、運営 

辻本 

岸江 
６Ａ ２ ３ 

保健 

給食 

（児数 

５～６） 

日常の活動 

・石けんの補充 

・献立掲示と給食月目標掲示 

特別活動に関する活動 

・スポーツ祭…１種目 掲示プログラム 救護席運営

補助 

・加太っ子文化祭…１部司会進行 

龍神 

松本 
保健室 ２ ３ 



 

  〇活動計画…各集会活動の具体的な計画は別紙にて提案する。 

１学期 ２学期 ３学期 

春の遠足（5/27） 加太っ子スポーツ祭（10/15 ） 加太っ子文化祭（2/4） 

なわとび集会（3/?）：体育委員 

６年生を送る会（3 月中） 

お誕生日会（毎月最終週の火曜日） 

 

 （３）縦割りクラス活動 

     ①目標 

      一人一人が、異年齢で構成された集団（クラス）における、それぞれの役割や責

任について考え、役割に応じた行動ができるようにする。 

     ②たてわり班編成 

         ・１～６年生を ABC３班編成（５月～３月）する。 

      ・各班教員２人程度が担当する。 

      ・班編成は４月に関係者が検討し決定する。 

     ③活動計画 

・たてわり掃除は、水曜日以外に行う。 

・たてわり遊びは月 1 回、火曜日８：２５～８：４０で行う。 

・場所は週替わりに、運動場（雨天時は体育館）→体育館→多目的ホールとする。 

④誕生日会…表以外に，全校児童で行うお誕生日会の計画，企画運営を各たてわり

班で行う。 

 〇時期：月に一度、月末の火曜日 

〇場所：多目的ホール 

〇内容：担当の班が中心になって企画運営する。 

児童会 

（児数 

５～６） 

日常の活動 

・翌月の目標決め 

特別活動に関する活動 

・スポーツ祭…１種目 スローガン作成 はじまりの

会とおわりの会運営進行 

・加太っ子文化祭…スローガン作成、はじまりの会 

古岡 

道法 

山本 

１A ２ ３ 

曜日 月 火 水 木 金 

朝 朝学習 たてわり遊び 朝学習 

 
掃除 たてわり掃除 クラス掃除 たてわり掃除 



  ・あいさつ ・誕生日の児童の発表 ・お誕生日の歌  

・ロウソクの火を消す ・戻る 

〇担当：下記の通り 

６月：４月５月６月誕生日会     ・・・A 

７月：７月誕生日会         ・・・B 

９月：８月９月誕生日会       ・・・C 

11 月：10 月 11 月誕生日会      ・・・A 

１月：12 月 1 月誕生日会        ・・・B 

３月：2 月 3 月誕生日会              ・・・C 

 

（４）クラブ活動 

     ①目標 

・異年齢の児童同士で協力し、共通の興味・関心を追求する集団活動に自主的、

実践的に取り組むことを通して、人間関係をよりよく形成する行動や態度を身

に付け、個性の伸長を図る。 

・日常のカリキュラム学習や学校生活では体験できないような活動を通して、自

身の興味や関心を広げたり、社会活動との接続の体験を持ったりしながら、

特に“加太”におけるヒト・モノ・コトとの関わりを深める。 

     ②活動 

      〇対象：４～６年生を対象に行う。 

      〇流れ：職員で活動内容を決定する→それぞれの活動に担当教員がつき、活動の

準備を進める→児童に希望アンケートをとる→担当が微調整を行い、チー

ムを決定する→活動の実施 

      〇回数：６月 １１月 （合計２回） 

      〇備考：過去のクラブ 

         ・バスケットピンポン（和歌山発祥） ・加太自慢シール作り   

・紀州釣り  ・加太巻き作り  ・干物作り  ・茶道体験   

・鯛の箸置き作り      ・ボッチャとカローリング 

 （５）学校行事 

    ※別に記載（教務） 


