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道徳教育・ タスカルーサ 
 

昔は戦場でした！ 

  

ﾃﾞ 

 
 

平成 18 年に改正された「教育基本法」の第１条には、 
『教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた 
心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない』 
と、あります。さらに、第２条には、新たに「道徳心を培う」ことが目標として明記されました。 
 昭和 33 年に「道徳の時間」が新設されてから 52 年、新学習指導要領において充実と改善が求められてい
る道徳教育ですが、改訂の背景には社会の急激な変化に伴う教育の関わるさまざまな課題があげられていま
す。中央教育審議会の答申では、「生命尊重の心や自尊感情が乏しいこと」「基本的な生活習慣の確立が不
十分」「規範意識の低下」「人間関係を築く力や集団活動を通した社会性の育成が不十分」など多くの課題
が指摘されています。 
 道徳教育とは、まさに、児童生徒が人間としての在り方を自覚し、人生をよりよく生きるために、その 
基盤となる道徳性を育成し、豊かな人間性を育む「生きる力」の核となる教育です。 
 さまざまな課題が見えてきた今こそ、習志野市の教育課題の一つである「豊かな心を育む教育の推進」の
重点として「道徳教育の充実」を図っていく必要があります。 
 そこで、本年度は次の３点を主な重点として取り組んでおりますが、今後も更に推進していきます。 
 
  
 小学校、中学校における道徳教育は、「道徳の時間」（年間 35 時間、週１時間）を要として、学校の教育
活動全体を通じて行われます。各教科における学習や諸行事、総合的な学習の時間等、あらゆる場面で道徳
性を養う機会を捉えて、道徳的価値観や道徳的実践力を育成しています。 
 
 
子どもたちの心に響く「道徳の時間」を目指して指導法の工夫改善を進めています。子どもたちの悩みや

葛藤等心の揺れ、人間関係の理解等の課題を積極的に取り上げるとともに、心を揺さぶる話し合いを工夫す
ることによって、自己を見つめる「道徳の授業」の充実を図っています。 
 
 
子どもたちの豊かな人間性は、「学校」だけではなく、「家庭」や 

「地域社会」を通じて育まれます。道徳教育の充実に当たっては、保 
護者と学校・地域の連携が不可欠です。 
本年度は、「道徳の時間」の授業公開や授業への参加協力を一層推 

進しています。今年度は、授業公開以外にも、授業の前に保護者にア 
ンケートを取ったり授業の様子を伝えたりと各校でさまざまな試みが 
行われています。これからも、学校・家庭・地域が一体となり、子ど 
もたちを“共に育む”教育を大切にしていきたいと考えています。 
 今後とも、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 
 
 Tuscaloosa is home to the largest university in the state, the University of Alabama.  

The University of Alabama has always been a strange and exciting place. When the University opened in 1831, 

Alabama was still frontier land. As one might expect, the first students were a wild bunch. The school 

administrators established a strict code of conduct. Students were forbidden from drinking or leaving campus 

without permission. Not only that, music instruments could only be played during a one-hour period each day. 

Despite the efforts of school administrators, gunfights and riots were not uncommon. Left with few options, in 

1860, the University was converted to a military school to train officers to fight in the American Civil War for the 

Confederate Army. As a officer training facility, the University became a target of the Union Army, which, on 

April 4, 1965, destroyed most of the campus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

「生きる力」の核となる “道徳教育”の推進 
 

タスカルーサ市にはアラバマ州の最大の大学、アラバマ大学があります。 

昔も今も、アラバマ大学は不思議でエキサイティングなところです。1831 年に創設された時、ア

ラバマ州はまだ米国のフロンテイアでした。フロンテイアの言葉の通り、初学生は陽気で素朴なカ

ウボーイ気質でした。学生を躾けるために学校は非常に厳しい行動指針を作りました。例えば、飲

酒や無断外出などは禁止されました。また、決められた１時間以外は楽器の演奏をすることも禁止

されていました。そういう厳しい学校環境にもかかわらず、ガンファイトや「乱」は珍しくありませんで

した。その結果、1860 年に「南軍」の士官を育てるための軍事学校になりました。しかし士官学校

だったため、敵である「北軍」が大学に的を絞って攻撃し、1865年 4月 4日にほとんど全焼してし

まったのです。            …続きは次号で、お楽しみに！…  ハンポル・ガスより 

学校の教育活動全体での推進  

「道徳の時間」の授業の充実 

保護者や地域との連携 

保護者の方に協力していただいて… 

The University of Alabama (Chapter 1)・・・Ｆｒｏｍ Ｈａｈｎ-Ｐｏｗell Ｇｕｓ 
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保健・給食コーナー 
 

１．飛沫感染を防ぐ・・・外出時にはマスク・人ごみや繁華街の外出を控える 

２．接触感染を防ぐ・・・手洗い・うがい等 

３．抵抗力をつける・・・規則正しい生活（食事・運動・睡眠） 

 

インフルエンザウイルス 

 
学校給食の始まりを知っていますか？明治 22 年山形県鶴岡市にある私立忠愛小学校で、

昼食を持参できない子どもたちのために、おにぎりと漬物の昼食を出したことが始まりで

す。その後、全国各地で子どもたちの栄養改善のために給食が実施されるようになりました

が、戦争のため昭和 19 年に中止されました。戦後ララ（アジア救済委員会）やユニセフ等

の援助物資で給食が再開されたのが昭和 21 年 12 月 24 日、この再開された日はすぐ冬休み

に入ってしまうため、1 か月繰り下げて 1 月 24 日を給食記念日とし、その後一週間を「全

国学校給食週間」としています。現在の学校給食は、郷土料理や地場産物を多く活用した栄養バランスの良い内容

になっているだけでなく、生きた教材として子どもたちのあらゆる学びに役立つ「食育」の中心になっています。

給食センターや各学校で取り組んでいる、給食週間にちなんだ特別メニューの一部を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 インフルエンザウイルスは１万分の１㎜の大きさです。ウイルスを１円玉とすると、細菌は人間１人分というよ

うに、ウイルスは非常に小さいものです。ウイルスの構造は図のとおりで、表面はＨＡヘマグルチニンとＮＡノイ

ラミニターゼという２種類のたんぱく質のとげ状の突起があります。ＨＡには細胞の表面にくっつき、細胞内に入

り込む役割、ＮＡには細胞内で増殖したウイルスが細胞外に出る役割があります。 

よくある質問 

Ｑ．ウイルスはどうやって増えるのですか。 

Ａ．ウイルスは生きた細胞の中だけで増えます。咳をしてウイルス 

 が飛ぶと、口から直接入ったり、手についたものが口に入ったり 

 して細胞に入り込み増殖します。飛沫感染で広がりますので、マ 

 スクが重要です。 

Ｑ．ウイルスはどうやって死ぬのですか。 

Ａ．咳をした時のインフルエンザウイルスは、床に落ちると物理的 

 に電気が発生し壊れます。つまり、直接体内に入らなければ、床 

 や机に落ちてウイルスは壊れてしまうのです。また、せっけん・ 

 アルコールにより、ウイルスの油の膜（二重構造）は壊されます 

 ので、手洗いがとても重要です。  

Ｑ．ノロウィルスとちがうところは？ 

Ａ．ノロウィルスは油の膜を持たないウイルスで、消毒抵抗性がおおむね強く、速乾性の刷り込み消毒剤（アル

コール）等ではあまり効果がありません。塩素の薄め液で丁寧に拭き掃除をすることが大切です。 

 
    

 

 

 

 
  習志野市在住の洋画家で、平成 21年に亡くなられた、内田如風画伯

の作品 1点が、平成 22年 12月にご夫人から市に寄贈されました。 

内田画伯は巨匠安井曽太郎氏に師事された後、一水会展にて 1955 年

船岡賞受賞、1961 年には渡欧されフランス、スペインのロマネスク壁

画の研究にあたられました。以降、アメリカ、メキシコ、日本でも数多

く個展を開かれたほか、習志野市においても油彩展を文化ホールにて開

催されました。寄贈された作品「寺院」は、秋の寺院の静かな佇まいを

独自の技法で表現されています。市総合教育センター2階に展示されて

います。 

内田如風画伯の作品「寺院」が市に寄贈されました。 

☆給食記念日・全国学校給食週間☆【１月２４日～２８日】 

☆インフルエンザについて豆知識☆ 

インフルエンザウイルスの構造 

インフルエ

ンザ感染予

防の三原則 

給食センターメニュー（郷土料理） 

◇味噌煮込みうどん（愛知県） 

◇菜の花かき揚げ・つみれ汁・手作り

ピーナッツみそ（千葉県） 

◇せんべい汁・りんごゼリー（青森県） 

◇じゃがバター・石狩汁（北海道） 

 

 第一中メニュー 

（先生方の出身地方の郷土料理） 

◇りんごバーグ・ひっつみ（岩手県） 

◇鯨とポテトのみそソース和え 

はなっこりーのごま和え 

（近代捕鯨発祥山口県） 

第七中（生徒の考案献立週間 

1月 26日予定のもの） 

発芽玄米入りご飯・中華風卵スー

プ・手作り揚げ餃子・春雨サラダ

ゼリー 

「寺院」（油彩 20 号） 


