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Ⅲ 道徳・人権教育  食育・健康教育  
 

「豊かな心と健やかな体」道徳・人権教育の推進と食育・健康教育の充実  

  児童生徒の豊かな心を育むための道徳教育を推進します。また、生涯にわたる人権教育を推進

し、人権を尊重する社会の実現を目指します。健やかな体を育むため、食育・健康教育の充実を

図ります。 

 

１．重点施策 

１ 豊かな心を育む道徳教育の推進 

（１）道徳教育・生徒指導の推進 

・「特別の教科 道徳」の授業の質の向上 

  井泉小学校における先行実施の成果を基に、市内の道徳授業の工夫・改善の啓発を図り、

道徳授業全体の質の充実を目指します。 

・羽生市道徳郷土教材集「みち」及び埼玉県道徳教材「彩の国の道徳」の活用 

各教材を道徳教育年間計画に位置付け計画的な活用を図ることで、子どもたちに郷土を愛

する心を育みます。 

・「藍染め」の体験学習による郷土を愛する心の育成 

  羽生市の伝統的産業の一つである「藍染め」の体験学習を市内小学校で実施します。 

・読書活動の充実 

  朝の読書、読み聞かせ、充実した図書室経営や家庭読書等の読書活動を行います。 

★学校司書と市立図書館との連携 

  市立図書館長と市内学校司書が情報共有する機会を設け、学校図書館経営のさらなる

充実を図ります。 

・児童生徒一人一人に対する理解に基づいた生徒指導の推進 

  児童生徒一人一人をよく理解し、深い信頼関係に基づく指導・助言に努めることで、児童

生徒が自ら判断し、目標を定め実現に努める生徒指導を推進します。 

・問題行動の発生時に組織的に対応する校内指導体制の充実 

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、教育相談室等の関係機関と連携す

ることで、児童生徒の問題行動に外部の視点を効果的に取り入れ、組織的な生徒指導を推進

します。 

・学校・地域・警察との連携強化 

学校、地域社会や警察関係諸機関との緊密な連携を図り、社会総掛かりで健全育成活動を

推進します。 

 

 

２ 生涯にわたる人権教育の推進 

（１）学校における人権教育の推進 

・人権教育推進委員会の設置 
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  校長、教頭の指導の下、人権教育に関する推進計画、全体計画、全体研修会等の企画立案

を担う目的として人権教育推進委員会を設置しています。 

・人権教育全体計画の作成 

  地域や学校の実態を踏まえ、関係法令等や学校教育目標に基づき、人権教育全体計画を作

成します。 

・人権教育に関わる教職員研修の計画的・継続的な実施 

人権教育の実施に当たっては、人権教育に関わる教職員研修を計画的・継続的に実施し、教職

員の指導力向上を図ります。 

・人権感覚育成プログラムの活用 

「人権感覚育成プログラム」を活用した参加体験型学習を実施し、人権感覚を育成するこ

とで、自他の人権を守るための実践力を身に付けさせます。 

・人権啓発資料の積極的な情報提供 

  児童生徒の実態に応じた人権教育資料や各人権課題に即した人権啓発資料の積極的な情

報提供を行い、人権学習を効果的に進めます。 

 

（２）社会教育における人権教育の推進 

・生涯学習の視点に立った人権教育・啓発活動の充実 

  社会教育活動の全分野に人権教育を位置付けて、共生社会を実現するため、地域住民の人

権意識を高める学習の機会の充実を図ります。 

・各種研修会及び集会所学級事業の充実 

    多様な人権課題を取り上げた研修会や、地域の人権教育リーダーとしての指導者を育成す

る研修会を実施し、地域に根ざした人権教育を推進します。また、各集会所での小中学生学

級、成人学級、女性教養講座等において人権教育講座を実施し、地域住民の人権感覚の高揚

を図ります。 

  ★オンラインを活用した研修機会の充実 

    新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、オンラインによる研修機会の充実を図りま

す。今年度は、全ての対象者に受講できる環境を提供するため、人権指導者講習会をオンラ

イン研修会と会場参集の選択制とし、同和問題をはじめとする様々な人権問題に対する正し

い認識と理解を深めることにより、人権教育指導者としての役割を担い、もって人権教育の

推進を図ります。 

  ★感染症対策を基盤とした各種研修会及び集会所学級事業の充実 

    新型コロナウイルス感染症の感染を拡大させないため、状況に応じた基本的な感染症対策

を徹底した上で集会所事業を推進します。 

・人権教育関係機関、学校、企業、ＮＰＯとの連携 

    人権を尊重しあう共生社会の実現のため、学校、人権教育関係機関、企業及びＮＰＯとと

もに、研修会の共同実施や積極的な情報共有等を通して人権教育を推進します。 

  ・「人権感覚育成プログラム」を活用した参加体験型学習の推進等による人権教育指導者の 

養成 

     地域の実態に応じ、個別の人権課題に対応した講師を招き研修会を実施します。また、豊

かな人権感覚が身に付けられるような「人権感覚育成プログラム」を活用した参加体験型学

習の実施や身近な人権問題についての意見交換等を行い、地域の人権教育リーダーとしての
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指導者を育成します。 

  

 

 ３ インクルーシブ教育システムの構築による教育の推進 

 （１）特別支援教育の推進 

・教職員の専門性や指導力の向上 

  特別支援教育についての研究会等の支援を行い、発達障がいや愛着障がい等について研修 

することにより、専門性を高め、児童生徒一人一人に応じた支援を行うことができるように

します。 

・全教育活動を通じた特別支援教育の推進 

  インクルーシブ教育の推進を図り、全教育活動を通じて特別支援教育の推進を図ります。 

・支援籍の積極的な推進 

    特別支援学校と連携し、障がいのある児童生徒が、通常学級に入る等、ともに学ぶ支援籍 

学習を積極的に推進します。 

・個別の教育に応えるための多様で柔軟な仕組みの整備 

    個別の教育的ニーズに応えるための多様で柔軟な仕組みを整備していきます。 

・臨床心理士巡回相談等による指導・支援 

児童生徒一人一人の発達障がいや苦手なこと、困っていることに気づき、その対応につい

て、担任を中心とした教職員への助言を行っています。助言を基に児童生徒への対応の仕方

を工夫することで、よりきめ細かな個への対応をしていきます。 

  ・ＷＩＳＣ検査の充実 

各学校や保護者からの要望に応じ、臨床心理士がＷＩＳＣ検査を実施します。検査の結果

を保護者や学校にフィードバックし、当該児童生徒の特性に応じた指導に役立てていきます。 

・通級指導教室の充実 

原則週 1 回の個別指導を中心に、一人一人の児童生徒の課題や障がいに応じた特別の指導

を行います。現在、難聴・言語障がい通級指導教室「ことばの教室」（羽生南小学校、井泉小

学校）ならびに発達障がい・情緒障がい通級指導教室「けんちゃん教室」（羽生北小学校）「い

ずみん教室」（井泉小学校）「きずな教室」（南中学校）を設置しています。 

・「羽生市特別支援教育支援員（児童生徒介助員）事業」による学習支援の充実  

支援や介助を必要としている児童生徒への対応を充実させるために、特別支援教育支援員

（児童生徒介助員）を特別支援学級を中心に各校の実情に応じて配置します。教師と連携し

ながら個に応じたカリキュラムの支援を行います。 

・特別支援学級小中合同学習の推進 

教育委員会主催の合同学習会を開催することにより、市内の特別支援学級児童生徒一人一

人が、他者とのかかわりを学んだり個別や小集団で培った力を生かしたりする学習の場を充

実させます。 

  ・埼玉純真短期大学教授等による巡回支援事業 

    各小・中学校において、特別支援教育研修を実施する際に、大学教授を講師として招き、

教職員の特別支援教育への理解と指導力を高めます。 

  ★発達障がい児教育サービス会社との共同研究（モデル校） 

    羽生北小学校をモデル校として、発達障がい児教育サービス会社との共同研究を実施 
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し、特別支援教育に係る教材開発等を推進します。 

 

 （２）就学支援・相談活動体制の充実 

・合理的配慮に基づいた基礎的教育環境整備 

  障がいのある児童生徒に対し、均衡を失した又は過度の負担を課さない範囲において、特

別支援教育支援員（児童生徒介助員）等の確保、施設・設備の整備等、合理的配慮を提供し

ます。 

  ・合意形成に基づいた就学支援 

    就学先の判断については、障がいの状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の

体制整備の状況、専門家の意見等を勘案し、総合的判断を行います。その際、本人・保護者

の意見を最大限尊重し、本人・保護者と羽生市教育委員会、学校等がニーズと必要な支援に

ついて合意形成を図ります。 

  ・学習機会の提供 

    障がいのある児童生徒について、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立や社会参加に

必要な力を培うため、一人一人の教育的ニーズに応じ、多様な学びの場において適切な指導

を行います。 

  ・市内保育所（園）・幼稚園・認定こども園と小学校の連携強化 

    児童一人一人に合った適切な就学支援が行えるように、保幼小連絡協議会を実施し、幼稚

園・保育園（所）・認定こども園と小学校の連携強化を図ります。 

 

 

 ４ 食育・健康教育の推進 

 （１）安全・安心な学校給食の推進 

・栄養バランスのとれた安全で豊かな食事の提供 

  安全な食材の選定と、米飯を主体とした栄養バランスに富む、多様で魅力のある給食（献

立）の充実を図ります。 

  ・地元食材を使用した給食の推進 

    ふるさと給食を実施するため、地元産食材の使用及び献立に郷土食や季節感のある行事食

の導入を積極的に進めます。 

  ・食材の放射能物質検査の実施 

    県の放射性物質測定機を利用し、食材の放射能物質検査を月１回程度実施し、食の安全性

を確保します。 

  ・一般市民等を対象とした試食会の実施 

    学校・家庭・地域と連携した食育を進めるため、広く一般市民に学校給食への理解を深め

てもらう場を提供します。※令和４年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止。 

 

 （２）食育の充実 

・栄養教諭等を中核とした食育事業の推進 

栄養教諭を中核として、食育事業の推進を図ります。６月と１１月の「彩の国ふるさと学

校給食月間」には、各校においてふるさとへの愛着を深める学校給食活動を推進します。 
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（３）健康や体力を育む教育の充実 

・体育・保健体育の授業及び健康教育の充実 

各小・中学校の特別活動と教科の保健体育の指導を中心とした全教育活動や学校保健委員

会により、学校・保護者・地域が一体となった保健指導を推進します。 

・「部活動振興事業」による体づくりの推進 

中学校での部活動をもとに、心身ともに健やかに成長できるよう、体づくりを推進します。 

・外部指導者による部活動支援の充実 

    地域人材等の外部指導者を活用することにより、部活動の充実を図ります。 

・歯科保健活動や食育推進等による健康教育の推進 

歯科衛生士や学校歯科医と連携した活動を行うことにより、相互を関連させて効果的な健

康教育を推進します。 

・感染症対策を基盤とした健康教育の推進 

学校において「３つの密（密閉・密集・密接）」を避け、「人との間隔が十分とれない場合

のマスクの着用」及び「手洗いなどの手指衛生」など基本的な感染対策を継続する「新しい

生活様式」を導入するとともに、地域の感染状況を踏まえ、学習内容や活動内容を工夫しな

がら可能な限り、授業や部活動、各種行事等の教育活動を継続し、子どもの健やかな学びを

保障します。 

また、感染者や濃厚接触者である児童生徒が、差別・偏見・いじめ・誹謗中傷などの対象

とならぬように、啓発動画や関連資料等を用いて、健康教育の推進を図ります。 

  ★がん教育の先行研究 

    新郷第一小学校において、がん教育の先行研究を実施し、がんについて正しい知識を習得 

することで、自他の健康と命の大切さを主体的に考えることができるようにします。 

 

２．人権教育推進協議会の概要と事業計画 

（１）人権教育推進協議会の目的 

    羽生市における人権教育の推進を図り、同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決に

向けて、明るい地域社会をつくることを目的とします。 

 

（２）構 成（理事） 

   学校教育機関等代表 25 名  社会教育機関等 10 名  行政機関代表  9 名 

   人権推進運動団体代表 11 名  学識経験者    5 名       合計 60 名 

 

（３）事 業 

  ① 各種団体、機関等の連絡調整 

  ② 研修会及び講演会の開催 

  ③ 指導者の養成 

  ④ 参考資料の紹介及び提供、その他 

事業委員会、調査研究委員会、広報委員会の３委員会で構成される専門委員会を置き、理

事会の決定に基づき本会の目的達成に必要な専門的事項の審議執行にあたります。 
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 １） 事業委員会 

  ア 人権教育研修会 

人権教育推進協議会理事、専門委員をはじめ、各種団体及び機関に参加を要請し、人権問

題に対する認識を深める研修会を実施します。今年度は北埼玉地区人権フェスティバルと合

わせて１０月１５日（土）に産業文化ホールで開催します。 

  イ 人権教育指導者研修会 

市内の各種団体、機関における指導的立場にある人を対象にして研修会を開催し、指導者

の養成と資質の向上を図ります。今年度は、１０月下旬～翌年１月下旬にオンラインと会場

参集の選択制として計３回の動画視聴講座を予定しています。 

  ウ 人権教育研究集会 

小中学校教職員、ＰＴＡ役員など約３００名の参加を予定し、４分科会に分かれて研修を

します。 

○分科会及び研修テーマ 

第１分科会（同和問題）      第２分科会（子どもの人権） 

第３分科会（その他の人権）    第４分科会（ＰＴＡ） 

２） 調査研究委員会 

  ア 人権作文集「じんけん」第４７集発行 

    人権問題について、児童生徒の意識の動向を把握するとともに、生活をつづることによっ

て人権意識の高揚を図り、人権問題の解決を目指す人権教育を推進します。 

   ○人権教育に対する児童生徒の意識を探る観点 

小学校低・中学年 

1. 命の大切さについての理解 

2. 身近な差別についての理解 

3. 仲間意識について 

4. 身の回りの不合理に対する意識 

小学校高学年 

1. 基本的人権についての理解と人間の尊さについての認識 

2. 労働観、職業観について 

3. 人権・同和問題に関する科学的認識 

4. 連帯感・自他の人権を尊重する態度や能力について 

5. 自然環境と人権について 

6. 国際社会における平和と人権 

中 学 校 

1. 労働観、職業観について 

2. 同和問題についての理解 

3. 人権・同和問題についての科学的認識 

4. 仲間意識・連帯意識について 
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5. 人権侵害や差別についての考えや同和問題をはじめとする様々な差別を解消して民主

的な社会を実現しようとする意欲 

6. 国際社会における平和と人権 

 ３） 広報委員会 

  ア 広報紙「じんけん」の発行  第７４号（３月） 

    市民が人権問題についての理解と認識を深めるための啓発活動の一環として、広報紙「じ

んけん」を発行します。親しみやすい広報紙作りに努め、17,500 部を印刷し、市内全家庭に

配布します。 

  イ 人権標語の募集 

    １２月の人権週間にちなんで、人権意識の高揚を図り、人権問題の解決に資するため、市

内の児童生徒を対象に、人権標語を募集します。 

優秀作品３点を公表し、啓発活動に努めます。また、１０月１５日（土）の北埼玉地区人

権フェスティバルにて人権標語を掲示します。 
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３．学校給食の概要 

  羽生市学校給食センター施設の概要 

    所 在 地  羽生市大字藤井下組６８５番地 

    処 理 能 力  ８，０００食 

    開 設  昭和３８年１０月 

    学校数及び  小学校 11校 児童数2,267人 教職員等218人 計 2,485人 

    実施人員数  中学校  3校 生徒数1,227人 教職員等 96人 計 1,323人 

            （令和4年6月1日現在） 

    配 送 距 離  最長6.7㎞ 最短0.7㎞ 配送業務は、昭和62年度より民間委託 

    調 理 業 務  調理及びボイラー業務は、平成21年度より民間委託 

    給 食 費  小学校月額4,100円  中学校4,900円 

   

        給食の一例           給食用食材の栽培風景（市内） 

 

 

   

   

 給食調理・配缶風景  


