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小中一貫教育だより小中一貫教育だより小中一貫教育だより小中一貫教育だより

平成26年４月30日 №１

十日町市教育委員会学校教育課

小中一貫教育本格実施にあたって

十日町市教育委員会教育長 蔵品泰治

小中一貫教育について、モデル中学校区における３年の試行期間が終了し、平成26年

４月からいよいよ全中学校区で本格実施となりました。十日町市の教育課題である「い

じめ・不登校の減少」、「学力の向上」及び「特別支援教育の充実」を目標にして、これ

まで大変多くの皆様から関わりをいただくとともに時間も費やし、この度スタートでき

たことに心から感謝し御礼を申し上げます。

十日町市の小中一貫教育の物語は、６年前から始まります。全体的に学校の小規模化

が進むとともに小学校で複式学級が増える傾向がある中、平成20年５月に一般市民を中

心にして組織した十日町市学区検討委員会に、「望ましい教育環境はどうあるべきか」

の提言を依頼しました。具体的な依頼事項は、①学校の適正規模と②学校の統合につい

てでしたが、平成21年３月に提出いただいた提言書には、③小中一貫教育など新しい形

態の学校導入が加えられていました。さらに、平成21年５月に小中一貫教育を公約の一

つに掲げた関口芳史氏が市長に就任し、取組が加速することになりました。

その後、平成22年３月に十日町市における小中一貫教育の在り方検討委員会から提言

を得るとともに、平成22年９月に十日町市小中一貫教育基本計画策定委員会の議論を踏

まえ、十日町市教育委員会として基本計画を策定し次の基本方針を決定しました。

基本方針１ 全中学校区で小中一貫教育を実施します。

基本方針２ 現行の６・３制を生かして実施します。

基本方針３ モデル中学校区を指定します。

基本方針４ モデル中学校区は平成23年度から試行を始め、平成26年度より全中学校

区で実施します。

平成23年度からは、４つのモデル中学校区で試行を開始していただくととともに、十

日町市小中一貫教育連絡協議会での議論を経ながら課題の改善に努め、毎年度策定して

きた十日町市小中一貫教育実施計画に反映してきたところです。また、モデル中学校区

以外の中学校区においても、自主的にさまざまな取組をしていただきました。これらの

成果の一つが昨年末の教職員アンケートに表れたと思っています。「中学校区の取組や

小・中学校のつながりを意識して教育活動に取り組んでいると思いますか。」という設

問に対し、90.9％の方が肯定的に回答いただきました。心強い限りで、心から感謝いた

します。

なお、市の教育課題に立ち向かう新しい柱が小中一貫教育の取組ですが、平成26年度

は、基本的生活習慣を啓発する“はぐくみのまちづくり運動”や自律的な学習習慣を促

す“寺子屋塾事業”など、学校現場以外の取組もさらに充実させます。市の学校教育の

めあて「ふるさと十日町市を愛し、自立して社会で生きる子どもの育成」に向け、教職

員の皆様と一緒に玉の汗を流したいと念願しています。
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「つながる」が変わります「つながる」が変わります「つながる」が変わります「つながる」が変わります

本格実施の本年度からは、学校教育課内の係がこれまでの「小中一貫教育推進係」

「学事係」の２係制から、「小中一貫教育係」１つになりました。「小中一貫教育推

進だより」は「小中一貫教育だより」と変更し、ここには、試行期間と異なり、学校

教育課の取組全般にかかわる記事も掲載していきます。

平成平成平成平成26年度年度年度年度 学校教育関係スタッフです！宜しくお願いします。学校教育関係スタッフです！宜しくお願いします。学校教育関係スタッフです！宜しくお願いします。学校教育関係スタッフです！宜しくお願いします。４月から教育次長としてお世話になっております。教育委員会事務局での勤務は、４度目８年ぶりになります。県内自治体に先駆けて導入された小中一貫教育の取組は、いよいよ本格実施となりました。教職員並びに保護者や地域、そして行政のさらなる連携が求められます。教育行政に携わる一員として、微力ながらお役に立てるよう努めたい富井敏教育次長 と思います。どうぞよろしくお願いいたします。
学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課 課長ほか課長ほか課長ほか課長ほか 学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課 小中一貫教育係小中一貫教育係小中一貫教育係小中一貫教育係

＜前列左から＞ ＜前列左から＞島田敏夫指導管理主事 林克宏学校教育課長 丸山公一嘱託指導主事 滝沢直子係長 平野久美嘱託指導主事＜後列左から＞ ＜後列左から＞武田篤指導主事 笠原実参事・課長補佐 池田里美主査 高橋忍主査栄養士 市川京子臨時職員宮澤均指導主事
教育センター教育センター教育センター教育センター 学習指導班学習指導班学習指導班学習指導班 教育センター教育センター教育センター教育センター 教育相談班教育相談班教育相談班教育相談班

＜前列左から＞鈴木道嘱託指導主事武田篤指導主事 ＜前列左から＞髙橋政子嘱託指導主事 小海佳子別室登校支援員 春日貴子別室登校支援員 上原昌子別室登校支援員池田隆嘱託指導主事 大津和子相談員 村山眞理子別室登校支援員＜後列左から＞ ＜中列左から＞尾身辰二嘱託指導主事 大竹登紀子相談員（適応指導教室） 小海貴代美相談員（適応指導教室）瀧沢則夫嘱託指導主事 服部令子特別支援教育相談員 高橋敏子相談員 栁れい子相談員阿部道夫嘱託指導主事 ＜後列左から＞久保田均嘱託指導主事 宮澤ハルヱ相談員 草村慶子相談員 村山千恵子相談員 高橋喜美相談員白倉節子特別支援教育相談員
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年度当初研修終了年度当初研修終了年度当初研修終了年度当初研修終了
年度当初研修終了年度当初研修終了年度当初研修終了年度当初研修終了

本年度の研修のスタートを切り、新任・転任教職員研

修（４月３日・４日・11日）、

コーディネーター・統括コーデ

ィネーター研修（４月16日）を

行いました。

忙しい時期でしたが参加者は新任・転任教職員研修① 熱心に受講されました。 新任・転任教職員研修②
＜研修後のアンケートより＞＜研修後のアンケートより＞＜研修後のアンケートより＞＜研修後のアンケートより＞十日町のこと、小中一貫のことについて学ぶことができ、大変勉強になりコーディネーター研修 ました。小中一貫教育全面実施にふさわしい雰囲気を感じました。３年 スクールオフィスの有効性がよく間の成果を踏まえ、新たな一歩を踏み 分かりました。活用していきたいと出す気持ちを強く持つことが大切 思いました。だと感じました。

教育センター教育センター教育センター教育センター
教育センター教育センター教育センター教育センター

からからからから
からからからから

学校現場以外学校現場以外学校現場以外学校現場以外のののの取組取組取組取組もさらにもさらにもさらにもさらに充実充実充実充実させますさせますさせますさせます！！！！！！！！ 寺子屋塾事業寺子屋塾事業寺子屋塾事業寺子屋塾事業

本年度も、退職教員やボランティア等の地域の人材力を活用し、子どもたちの自主

的な学習を支援します。５月に開塾式を行い、１年間を通じて学校外で子どもたちに

学びの環境を提供していきます。昨年度に比べ、開塾箇所が増えました。名 称 対 象 内 容 開設数ほうかご寺子屋塾 小学生 テキスト、宿題、自主学習など 14か所放課後寺子屋塾 中学生 数学や英語のテキスト ４か所英会話寺子屋塾 小・中学生 ＡＬＴ、ＪＦＡによる実践的な英会話 ２か所※土曜日の午後に実施夏休み寺子屋塾 小・中学生 公民館と連携した学びの場の提供 未 定
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中学校区 取組紹介中学校区 取組紹介中学校区 取組紹介中学校区 取組紹介中学校区 取組紹介中学校区 取組紹介中学校区 取組紹介中学校区 取組紹介
これまでの、「小中一貫教育にかかわる○月の活動予定」欄を、リニューアルします。本年度からは、各中学校

区のその月の活動の様子と次の月の活動予定の紹介をしていきます。紹介されている活動に参観等をしたい場合

は、、該当中学校区の統括コーディネーターに連絡してください。

各中学校区統括コーディネーター各中学校区統括コーディネーター各中学校区統括コーディネーター各中学校区統括コーディネーター

中学校区 氏 名 学校名 中学校区 氏 名 学校名

十日町・中条 久保俊幸 中条中 川西 高野昭一 川西中

南 影山裕一 南中 中里 関谷昭夫 田沢小

吉田 川合徹人 吉田中 松代 木澤 純 松代中

下条 庭山 敦 下条中 松之山 山碕孝幸 松之山中

水沢 羽鳥賢太郎 水沢小

＜ 見 方 ＞ ■→このような取組をしました □→このような取組をします ＜＞→活動会場
十日町・中条中学校区十日町・中条中学校区十日町・中条中学校区十日町・中条中学校区 南中学校区南中学校区南中学校区南中学校区（川治小・西小・南中）（十日町小・中条小・東小・飛渡第一小・十日町中・中条中）

■・４月22日(火） 中学１年生担任と学年主任、小 □・５月２日（金）小中交流：南の森の春まつり

学校６年生時の担任など、関係者が中学校１年 14：50～15：40 ＜南中学校＞

生の授業を参観し、

その後情報交換をし

ました。 吉田中学校区吉田中学校区吉田中学校区吉田中学校区（吉田小・鐙島小・吉田中）
□・５月１日（木）推進 □・５月２日（金）小中合同クリーン作戦

会議① 午後の予定

15：30～16：40 ・５月15日（木）教育振興会総会

＜中条中学校＞ 16：30～＜沖見屋＞

・５月13日（火）～15日（木）あいさつ運動

７：40～８：00＜各小学校玄関前＞

下条中学校区下条中学校区下条中学校区下条中学校区（下条小・下条中）
□・５月16日（金）小中交流活動始めの集い

８：15～ ＜下条小＞

・５月24日（土）小中交流：小学校運動会への

中学１年生の参加 ＜下条小＞
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水沢中学校区水沢中学校区水沢中学校区水沢中学校区（水沢小・馬場小・水沢中） 川西中学校区川西中学校区川西中学校区川西中学校区（千手小・上野小・橘小・川西中）
■・４月18日(金) 中学校職員が、馬場小学校で ■・４月11日（金） 教職員協議会総会

体育の乗り入れ授業を行いました。子どもたち ・学習規律に関する小中共通指導項目「教師の

は、中学校の先生 約束」を各校へ配信し、

の専門的な指導に 一貫した指導をを開始

普段より集中して しました。

取り組み、走るこ ・24日（木）、25日（金）

とへの興味を高め 各校でＳＡＱ講習会を実施しました。

ました。 □・５月７日（水）～ パワーアップ週間

□・５月１日（木）小中一貫教育三部会 ・５月16日（金）なかよし集会

15：40～ ＜水沢中＞ 10：30～12：00＜千手小＞

・５月２日（金）小中一貫教育活動計画検討 ・５月27日（火）小中合同いじめゼロ集会

午後 ＜馬場小＞ 10：40～ ＜川西中＞

中里中学校区中里中学校区中里中学校区中里中学校区（田沢小・倉俣小・貝野小・中里中） 松代中学校区松代中学校区松代中学校区松代中学校区（松代小・松代中）
■・４月10日（木） 推進会議 ■・４月９日（水） 中学校では、全校生徒を対象

学力向上班会 に、小中学校で共通実践し

□・５月１日（木）教職員研修会 ていること等を含め、学習

15：30～ ＜田沢小＞ と生活についてのガイダン

・５月１日（木）幼保小中等教職員面識会 スを行いました。

18：00～ ＜林屋旅館＞

・５月24日（土）＜田沢小＞、25日（日）＜倉 ・４月18日（金）～ 登下校マナーアップキャン

俣小＞ ペーン（挨拶と交通マナー

小学校の運動会への中学生の の向上）

ボランティア参加 □・５月８日（木）教育振興会総会

14：30～ ＜松代小＞

・５月15日（木）～22日（木）家庭学習強調週間
松之山中学校区松之山中学校区松之山中学校区松之山中学校区（松之山小・松之山中）

■・４月23日（水） 推進会議

・発達段階に応じた

「学習の約束」を

小中の教室で掲示

し、共通実践を行

っています。

□・５月中旬 生活習慣等調査

・５月21日（水）～30日（金）あいさつ標語募集
・５月28日（水）学力実態分析

15：30～ ＜松之山自然休養村センター＞


