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小中一貫教育推進だより

つながるつながるつながるつながる平成26年１月20日 №33

十日町市教育委員会学校教育課

学力向上 ～子どもたちの輝く瞳と未来のために～

明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます

学校教育課 指導主事 武田 篤

平成25年４月に全国の小中学生（小６、中３）を対象に実施された全国学力・学習状

況調査により、当市の小中学生に次のような課題があることが明らかになりました。

まず学力についてです。小学校では、国語、算数ともにＡ問題（主に知識）は全国レ

ベルの学力が確保されています。しかし、Ｂ問題（主に活用）では、国語、算数とも全

国レベルにおよびませんでした。中学校では、国語はＡ、Ｂ問題とも全国レベルでした

が、数学ではＢ問題が全国レベルにおよびませんでした。このことから、十日町市の小

中学生の学力の課題は、「活用力」であることが明らかになりました。この課題の解決

のためには、「習得」型の授業を「習得、活用、探究」のバランスのとれた授業へと改

善していく必要があります。各中学校区では、小中９年間を通じて「活用力」を育成す

るために、小中学校の全教職員の英知を結集して授業改善を推進していくことが重要で

す。

次に学習状況についてです。全国学習状況調査の結果、全国と十日町市の小中学生の

一日の時間の使い方について、次のような違いがあることが明らかになりました。

小学６年 学校外での学習時間 ゲームの時間 中学３年 学校外での学習時間 ゲームの時間

全国 １時間30分 １時間 全国 １時間40分 １時間

十日町市 １時間 １時間30分 十日町市 １時間 １時間

十日町市の小中学生は、家庭で過ごす余暇時間が全国と比べると長い傾向があります。

しかし、「学校外での学習時間」は小中学生とも１時間で、全国よりも大幅に少ないの

が現状であり、小中学生の余暇時間を有効に学習に向けていくことが課題です。そのた

め、市教育委員会では、地域との連携の下、学校外での学びの場としての「寺子屋塾事

業」を実施し、学びの環境づくりに取り組んでいるところです。各中学校区では、メデ

ィアコントロール等の取組を今後も発展継続し、学校と家庭が連携した学びの環境づく

りをさらに推進していくことが重要です。

当市では、「将来への夢や目標」を明確にもっている小中学生の割合が全国より６％

程度低いという現状もあります。学校では、キャリア教育をますます充実させることが

大切です。また、小中学生を取り巻く学校、家庭、地域の大人が生き生きと明るく元気

に過ごすことで、小中学生も前向きに毎日を過ごすことのできる環境を作ることが大切

です。

このように、当市の小中学生の学力向上には授業改善と学びの環境づくりが喫緊の課

題です。この課題解決のために、学校、家庭、地域、行政がスクラムを組み、学力向上

の取組を推進していきましょう。子どもたちの輝く瞳と未来のために・・・。
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＜＜＜＜ほうかごほうかごほうかごほうかご寺子屋塾寺子屋塾寺子屋塾寺子屋塾は・・は・・は・・は・・＞＞＞＞

小学生対象の「ほうかご寺子屋塾」について、教小学生対象の「ほうかご寺子屋塾」について、教小学生対象の「ほうかご寺子屋塾」について、教小学生対象の「ほうかご寺子屋塾」について、教

育センターが子どもたちのアンケートをまとめま育センターが子どもたちのアンケートをまとめま育センターが子どもたちのアンケートをまとめま育センターが子どもたちのアンケートをまとめま

した！！した！！した！！した！！

アンケート結果（7月と12月に実施した十日町小、中条小、水沢小３校の集計）

調査調査調査調査５５５５項目項目項目項目にににに関関関関するするするする「「「「７７７７月月月月とととと１２１２１２１２月月月月のののの集計比較集計比較集計比較集計比較」」」」（（（（単位単位単位単位；％；％；％；％ 回答数回答数回答数回答数；；；；72人人人人））））◎はいそうです ○どちらかというとそうです△どちらかというとそうではありません ×いいえそうではありません
№ 調 査 項 目 実施月 ◎ ○ △ ×

１ 寺子屋塾に来ることを楽しみにしている ７月 43 42 ８ ７

12月 40 50 10 ０12月 40 50 10 ０12月 40 50 10 ０12月 40 50 10 ０

２ 寺子屋塾では自分でやることを決めて取 ７月 68 28 ３ １

り組んでいる 12月 72 24 ４ ０12月 72 24 ４ ０12月 72 24 ４ ０12月 72 24 ４ ０

３ 寺子屋塾では集中して勉強に取り組んで ７月 55 33 12 ０

いる 12月 53 43 ４ ０12月 53 43 ４ ０12月 53 43 ４ ０12月 53 43 ４ ０

４ 家での勉強は、自分でやることを決めて ７月 26 53 17 ４

取り組んでいる 12月 42 43 11 ４12月 42 43 11 ４12月 42 43 11 ４12月 42 43 11 ４

５ 家では集中して勉強に取り組んでいる ７月 27 39 21 13

12月 29 49 19 ３12月 29 49 19 ３12月 29 49 19 ３12月 29 49 19 ３

児童の主な感想児童の主な感想児童の主な感想児童の主な感想（数値は人数）

参加した児童には参加した児童には参加した児童には参加した児童には、、、、主体的な学びの力が確実に付いてきました主体的な学びの力が確実に付いてきました主体的な学びの力が確実に付いてきました主体的な学びの力が確実に付いてきました。。。。嬉しいことです嬉しいことです嬉しいことです嬉しいことです。。。。

こんな児童の姿が、午年の今年、市内に更に増えていって欲しいと願っています。こんな児童の姿が、午年の今年、市内に更に増えていって欲しいと願っています。こんな児童の姿が、午年の今年、市内に更に増えていって欲しいと願っています。こんな児童の姿が、午年の今年、市内に更に増えていって欲しいと願っています。

○７月調査との比較で、全項目において肯定的評価が増えています。特に、寺

子屋塾の本来のねらいである「家でも自学ができる子どもの育成」に関連し

た４と５の項目の肯定的評価が高くなっています。

○「寺子屋を楽しみにしている、寺子屋塾では学習内容を自分で決めて集中し

て取り組んでいる」と肯定的に評価した児童が、12月調査では90％以上と高

い数値を示しています。

・集中して勉強ができてよかった（23）（家よりも集中できる、勉強が苦手だったけど集中できるようになった等）
・もっと寺子屋塾でやりたい（13）（週の実施回数を増やしてほしい、３学期もやりたい、来年もやりたい等）
・宿題が早く終わる、自分の学習がすすんだ等（９）

・家でも自分で考えて自学ができるようになった等（７）
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＜＜＜＜三条市 研修会三条市 研修会三条市 研修会三条市 研修会のごのごのごのご案内案内案内案内＞＞＞＞

三条市では、「小中一貫教育シンポジウム兼第２回マ

ネジメント研修」が下記のとおり開催されます。

１ 日 時 平成26年2月20日（木） 14：00～16：40（受付13：30～）

２ 会 場 燕三条地場産業振興センター

リサーチコア マルチメディアホール

３ 内 容 14：00～ 開会

14：15～ 基調講演

演題「小中一貫教育の今後～呉市の小中一貫教育

から見えてきたもの～（予定）」

講師 呉市教育委員会 長谷川晃 教育長

15：05～ パネル・ディスカッション

テーマ「小中一貫教育の今後の展望（予定）」

コーディネーター

「呉市教育委員会 長谷川晃 教育長」

パネリスト

・新潟大学教育学部 雲尾周 准教授

・三条市 國定勇人 市長※ほかにパネリストとして３名程度の市内外の学校教育関係者を予定
16：35～ 閉会

◎小中一貫教育推進係で申込の取りまとめをします。参加希望者はご一報くださ

い。 申込〆切 １月24日（金）15：00

担当：十日町市教育委員会学校教育課

小中一貫教育推進係 滝沢・平野

℡757-3336 IP：556

◎今回は、市でバスを出しません。各自お出掛けください。

◎パネリストとして、滝沢直子小中一貫教育推進係長が参加します。
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小中一貫教育にかかわる2月の活動予定

毎月ここに掲載している活動予定は、どなたでもその活動を見ていただけるように紹介

しているものです。時間を見つけて、ぜひお出掛けください。その際には、当該学校へひと

声掛けてからお出掛けください。

日 時 ＜内容＞ 会 場 見 ど こ ろ

４日（火）４日（火）４日（火）４日（火） ・十日町・中条中学校区では、全教職員

＜会議＞ 十日町中学校十日町中学校十日町中学校十日町中学校 が所属する部門別会議等で、今年度の

※時間 未定 総括と次年度の計画を協議します。

４日（火）４日（火）４日（火）４日（火） ・12月に行われたプロジェクト会議での

＜推進会議＞ 松代中学校松代中学校松代中学校松代中学校 検討結果をもとに、次年度の活動の基

10:30～11:30 本方針と運営組織について検討します。

７日７日７日７日(金金金金) ・下条小学校の６年生が中学校で体験入

＜体験入学＞ 下条中学校下条中学校下条中学校下条中学校 学をします。中学校生徒が内容を企画

14:30～16:30 運営し、①生徒会活動・部活動紹介②

部活動見学及び体験を行います。

10日（月）10日（月）10日（月）10日（月）～14日（金）日（金）日（金）日（金） ・中里中学校区では、中学校の定期テス

＜チャレンジウイーク＞ トに合わせ、家庭学習やテレビ視聴時

中里中学校区中里中学校区中里中学校区中里中学校区 間等の目標時間等を設定し、各自で取

組を記録していくチャレンジウイーク

を実施しています。今回は３回目です。

10日（月）10日（月）10日（月）10日（月）～17日（月）日（月）日（月）日（月） ・川西中学校区では、中学生の定期テス

川西中学校区川西中学校区川西中学校区川西中学校区 トに合わせて、小中で重点的に取り組

＜家庭学習強調週間＞ む家庭学習強調週間を設定しています。

今回は４回目です。

13日（木)13日（木)13日（木)13日（木)～19日（水）日（水）日（水）日（水） ・松代中学校区では、中学校の試験期間

＜家庭学習強調週間＞ 松代中学校区松代中学校区松代中学校区松代中学校区 に合わせて年５回の家庭学習強調週間

を実施しています。今回は５回目です。

18日（火） 松代中学校18日（火） 松代中学校18日（火） 松代中学校18日（火） 松代中学校 ・松代中学校区では、小学６年生の体験

＜体験入学＞ 体験授業 入学を２回設定しています。２回目の

体験授業 13：30～14：20 ：視聴覚室 今回は、生徒は英語の体験授業と生徒

交流活動 14：25～15：15 交流活動 会主催の交流活動、保護者は入学説明

：体育館 会と交流活動の参観を行います。

18日（火）18日（火）18日（火）18日（火）～21日（金）21日（金）21日（金）21日（金） ・川西中学校区では、基本的生活習慣の

＜パワーアップ週間＞ 川西中学校区川西中学校区川西中学校区川西中学校区 確立のために、「睡眠」と「ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾄﾛｰ

ﾙ」の２項目に重点を置いて小・中で取

り組むパワーアップ週間を実施してい

ます。今回は４回目です。

19日（水）19日（水）19日（水）19日（水） ・吉田中学校区では、中学校区の計画訪

＜会議＞ 鐙島小学校鐙島小学校鐙島小学校鐙島小学校 問と合わせて、全教職員で今年度の総

※時間 未定 括と次年度の計画を協議します。

25日（火）25日（火）25日（火）25日（火） ・水沢中学校区では、中学校の入学説明

＜学校説明会＞ 水沢小学校水沢小学校水沢小学校水沢小学校 会を各小学校で実施しています。馬場

※ 小学校は１月16日に実施し、今回は水

時間 未定 沢小学校で実施します。


