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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６月30日 №３

十日町市教育委員会学校教育課

実践をしながら「改善・工夫」の年に

学校教育課小中一貫教育係

嘱託指導主事 平野久美

我が家では今年、グミの実が、枝が折れるかと思うほどに豊作でした。そこには様々

な種類の鳥たちが食べ時を知っていて集まってきます。その中に、今年は２羽のカラス

が来るようになりました。つがいなのでしょうか。いつも仲良く２羽で行動しています。

グミを食べたり、近くの田んぼの畦で餌取りをしたり・・。間近で何度も何度も２羽の

様子を見るうちに、いとおしささえ感じるようになったのです。「どこにいるのかな。」

「餌はあったかな。」色や形等から好きではないという私のカラスに対する気持ちが薄

れ、そんな、気になる存在に変わっていったのです。具体的に知ったり、かかわったり

することの大切さと、そのことによる力を実感した、ささやかな事例といえましょう。

十日町市では、「いじめ・不登校の減少」、「学力の向上」等、市の学校教育の課題を解

決するための手段として、小中一貫教育を導入しました。試行期間の３年間、モデル中

学校区を中心に、子どもを真中に、小・中学校の職員から、共に学区の子どものために、

知り合い、かかわり合って小中一貫教育を進めていただきました。その成果が今回添付

したアンケート結果からも見えてきます。

アンケート結果は、実は、中学校区や学校によって、大きく実態が異なります。今回

添付データの結果だけでなく、自中学校区や自校の実態把握をすることで新たに見えて

くるものがありそうです。数値は絶対ではありませんが、まず実態を知り、それらを基

に進むべき方向を決めたり、修正したりする判断材料の１つとして活用していただけれ

ばと思います。

本格実施の今年は、各中学校区で作成したグランドデザインや３つの指導計画に基づ

いて実践をする年です。指導計画は、学力向上対策として「教科に関する指導計画」、

不登校対策として「不登校対策等を含めた心の教育に関する指導計画」、ふるさとを愛

する子どもを育てる視点として「総合的な学習の時間に関する指導計画」、という目指

す目的があるわけです。それらの計画が各中学校区の子どもの実態を踏まえ、確実に課

題解決に結び付くためのものとなるよう、実践をしながら改善・工夫を進めていく年に

して欲しいと思います。
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小中一貫教育取組評価アンケート小中一貫教育取組評価アンケート小中一貫教育取組評価アンケート小中一貫教育取組評価アンケート結果を添付しました結果を添付しました結果を添付しました結果を添付しました
市では、小中一貫教育取組評価を継続的に実施し、検証を加えながら十日町市の小

中一貫教育を推進していきます。評価結果を共有し、各中学校区のこれからの取組に

役立ててもらうため、昨年度実施した小中一貫教育の取組評価のアンケート結果を添

付しました。今回添付の資料は以下のとおりです。

①児童・生徒アンケート結果 ②教職員・保護者アンケート結果

③児童・生徒アンケート結果比較 ④教職員・保護者アンケート結果比較

①・②は市全体と小・中学校の結果です。③・④は、モデル中学校区とモデル外の

中学校区の結果です。

なお、各学校、学年や各中学校区の結果については、希望する学校や中学校区にデ

ータを提供いたします。ご希望の場合は、小中一貫教育係にご連絡ください。

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

活用しませんか！ 「楽しい読書出前授業」

近年、子どもたちの活字離れが課題となっていますが、読書によって子どもたちの

心と頭に栄養を蓄えてみませんか。

教育センターでは、小中学生を対象に外部講師による読

書推進のための出前授業を実施しています。今年度から、

対象を中学生にも拡充しました。講師は、中条小学校の高

橋しげ子校長先生です。授業では、読書のよさや家読（う

ちどく）について勉強した後、読んでみたくなるステキな

本の紹介などがあります。読書旬間や長期休業に合わせる

などして、ぜひ１校１回はご活用ください。詳しくは、

教育センターにお問い合わせください。

平成26年度平成26年度平成26年度平成26年度 小中一貫教育全国サミット小中一貫教育全国サミット小中一貫教育全国サミット小中一貫教育全国サミット

第７回小中一貫教育全国サミットは姫路市で行われます。期日は、

平成26年10月30日（木）・31日（金）の２日間です

「本市の小中一貫教育は、『学力の向上』と『人間関係力の育成』を図ることを目指しています。そのために、児童生徒の交流を大切にしながらも、教職員の指導力の向上を図り、子供たちの育ちや学びを確実につなげていくことが大切であると考えています。また、中学校ブロックの枠組みの中で、教職員・保護者・地域住民が『めざす子ども像』をいかに共有することができるか。また、目標達成に向けた取組をいかに精査し、仕組んでいくことができるのかが、効果的で継続的な小中一貫教育の取組につながっていくものと考えています。」これは
一次案内の中の一部です。考え方や施設分離型の取組例が多いなど、おおいに当市の

取組の参考になりそうです。詳しい２次案内は、８月頃の予定です。「小中一貫教育

全国サミット in姫路」でネット検索すると見られます。参加希望者はお見逃しなく！
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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
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

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）

■・６月10日（火）教職員交流会 ■・６月６日（金）教職員協議会では、全職員が、

・６月17日（火）～19日（木）あいさつ運動 班別会議に参加し、本年度

・６月15日（日）家読の日では、読書を通して家族 の取組の検討をしました。

のコミュニケーションを図ったり、 その後全体会で、共通理解

読書に対する意識を高めたりして を図りました。夜にはPTA

います。毎月第３日曜日に実施し、 との懇談会を行いました。

年２回の強調運動期間も設けてい

ます。 □・７月７日（月）小中生徒指導連絡会

□・７月15日（火）～17日（木）あいさつ運動 15：00～16：40 ＜南中＞

・学区小中一貫教育だよりの発行

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） 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）
■・６月22日（日）小中一貫教育推進大会では、これ ■・６月16日（月）～20日（金）「パワーアップウィー

までの３年間の小 ク」では、子どもたちが

中一貫教育の取組 今年度の地区共通テーマ、

と、子どもたちが 「早寝・早起き・朝ごはん・

歌詞を作成した メディア視聴」について、

「小中一貫の歌」 自分の生活を見直し、改

の発表等を行いました。 善が必要な項目について目

□・７月14日(月）計画訪問時に小中一貫の歌で歓迎合 標を立てて取り組みました。

唱（中学生） □・７月の取組は特に無し

・７月30日（水）合同職員会議

13:00～ ＜下条中＞
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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）
■・６月24日（火）ＳＡＱ合同講習会 ■・６月５日（木）～20日（金）なかよし集会②・③

・６月24日（火）～27日（金）小中あいさつ交流 ・６月９日（月）～16日（月）家庭学習強調週間①
では、事前に中学生が小 ・６月12日（木）～13日（金）合同修学旅行

学校に出掛け、より気持 ・６月19日（木）～20日（金）キャンパス白倉合宿

ちの良いあいさつの仕方 では、事前掃除・準備を

のロールプレイをしまし 保護者が行いました。お

た。そのおかげで、小学 かげで、良い環境の中、

生は目標をもって取り組 中学校１年生の仲間作り

むことができました。 活動が行われました。

□・７月28日（月）～30日（水）水沢中学校学習会 □・７月25日（金）小学校親善水泳大会＜千手小＞

9：00～10：30 ＜水沢中＞ ・７月29日（火）～８月１日（金）夏休み補充学習
＜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）
■・６月９日（月）～13日（金）チャレンジウィーク ■・６月５日(木)・13日(金) 体力つくり教室

では、中学校の定期 ・６月10日(火) 小中合同教職員研修会では、松之

テスト実施期間に合 山朗読会の方から地域に

わせて、保育園（年 伝わる数々 の民話を紹介

長児）、と小・中学校 してもらったり、聞かせ

で共通のカードを使 てもらったりしました。

用して、平日の５日

間、家庭学習の習慣化と望ましい生活習慣の定

着を目指して取り組みました。 ・６月12日(木) 歯肉炎予防教室

□・７月８日（火） 小中一貫教育企画委員会 ・６月16日(月)～20日(金) 第１回いきいき週間

15：15～ ＜中里中＞ □・７月７日(月) 授業研修会

・７月９日（水） 小小交流：巨大書に挑戦 9：40～14：25 <松之山中>

9：30～12：15 ＜田沢小＞ □・７月31日(木) 親子調理教室

・７月29日（火） 教職員協議会全体研修会 午後 ＜松之山保健センター＞

13：30～16：10 ＜中里支所＞

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）
■・６月８日（日）松代小学校の運動会に中学生も応援参加

・６月17日（火）「お口の健康教室」では、県歯科保健協会の歯科衛生士さんか

ら、小中学校それぞれに、ブラッシング指導など、口腔衛生について教えて

いただきました。

□・７月29日（火）小中一貫教育にかかわる委員会 15：00～ ＜松代小＞

　   めあて 　　６/１７ (月） 　６/１８　(火） 　 ６　/１９ (水） 　６/２０　(木） 　 　６/２１ (金） 自己じ こ評価ひょうか ○・× ○・× ○・× ○・× ○・× ◎ 　○　 △○　　　× ○　　　× ○　　　× ○　　　× ○　　　× ◎ 　○ 　△（　　　　　　分） （　　　　　　分） （　　　　　　分） （　　　　　　分） （　　　　　　分） 平均（　　　　　　分）できた・できなかった できた・できなかった できた・できなかった できた・できなかった できた・できなかった ◎ 　○ 　△　　　　○　　　×　　　　　　　　　　　○　　　×　　　　　　　　　　　○　　　×　　　　　　　　　　　○　　　×　　　　　　　　　　　○　　　×　　　　　　　◎ 　○　 △（　　　　　　分） （　　　　　　分） （　　　　　　分） （　　　　　　分） （　　　　　　分） 平均（　　　　　　分）　　○　　　×　　　　　　　　　　　○　　　×　　　　　　　　　　　○　　　×　　　　　　　　　　　○　　　×　　　　　　　　　　　○　　　×　　　　　　　◎ 　○ 　△（　　　　　　分） （　　　　　　分） （　　　　　　分） （　　　　　　分） （　　　　　　分） 平均（　　　　　　分） １週間しゅうかんをふりかえって（がんばれたことなど）  お家の方から一言  先生 ◎　 ○　 △学習がくしゅう 学習がくしゅう時間じ か ん 　　　　　　分テレビを消け して取と り組く んだか？メディア テレビ（ＤＶＤ）を見みた時間じかん 　　　　　　　    　分ゲーム・携帯けいたい・インターネットをした時間じかん 　　　　　　分 ○　　　×（　   　時　　   分） ○　　　×（　   　時　　   分） ○　　　×（　   　時　　   分）　　　　　　　　　　中里なか さとっ子こ チャレンジウィーク取組と り く みカード（   １ 学期が っ き）朝あさごはん（○：食たべた　×：食たべなかった）早寝はやね・早起はやおき 起おきる時刻じ こ く 　　　時　　分 ○　　　×（　   　時　　   分） ○　　　×（　   　時　　   分） ○　　　×（　   　時　　   分） ○　　　×（　   　時　　   分） ○　　　×（　   　時　　   分） ◎ 　○ 　△寝ね る時刻じ こ く 　　　時　　分 ○　　　×（　   　時　　   分） ○　　　×（　   　時　　   分）日（ ）までに学校に提出してください
◎毎日できた ○３日以上できた △それ以外


