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小中一貫小中一貫小中一貫小中一貫教育だより教育だより教育だより教育だより     

            平成２７年１月３０日 №１０  

                     （小中一貫教育推進だよりから通算№４５） 

                                        

                       十日町市教育委員会学校教育課  
学力向上学力向上学力向上学力向上        

 ～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のために～～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のために～～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のために～～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のために～    
                              学校教育課 指導主事 武田 篤 

 あけましておめでとうございます。 

平成 27 年がスタートしました。各学校では児童生徒の学力向上にご尽力

をいただいておりますことに心からお礼申し上げます。本年も十日町市の

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」の

根幹となる学力向上への更なる取組をお願いします。 

さて、平成 26 年は十日町市の児童生徒の学力に望ましい変化が見られた年でした。各

学力検査をもとに、変化の具体的な状況を見てみることにします。 

 まず、全国学力・学習状況調査についてです。これまで十日町市の児童生徒の学力の

課題であった活用（Ｂ問題）ですが、小・中とも大きく伸びました。特に、算数・数学

では着実に向上し、知識（Ａ問題）と遜色のない学力状況となっています。このことか

ら、各学校、各中学校区では、児童生徒の「活用力の向上」に向けた授業改善が進んで

いることがうかがわれます。 

 次に、ＮＲＴ学力検査についてです。学年を追うにつれて学力が低下するという傾向

は依然続いていますが、低下率は減少してきています。また、一昨年まで課題であった

「小４から学力の低下が始まる」という傾向は、平成 25 年から改善の傾向が見られ、平

成 26 年も小学校高学年で学力が維持されています。「教える」だけでなく「考えさせる」

授業への改善が進んでいることがうかがわれます。 

 最後に、Ｗｅｂ配信集計システムについてです。小学校ではわずかに及ばないながら

も概ね県レベルの学力を維持しています。中学校では一昨年まで課題であった英語で大

きな改善が見られ、平成 26 年は暫定値ながら県レベルを上回る学力となっています。学

校の壁を越えた英語教員の研修や切磋琢磨が効果を上げている状況がうかがわれます。 Ｗｅｂ配信集計システムにおける十日町市の児童生徒のＷｅｂ配信集計システムにおける十日町市の児童生徒のＷｅｂ配信集計システムにおける十日町市の児童生徒のＷｅｂ配信集計システムにおける十日町市の児童生徒の学力状況学力状況学力状況学力状況（県を 100 とする） 
 

 

 

 

 

 

 

  

 このような児童生徒の望ましい変化の背景には、各学校や各中学校区における学力向

上のための具体的な取組があったことは言うまでもありません。児童生徒の学力の向上

は、児童生徒の人生と地域の未来を支えます。すなわち、先生方の力量の向上は児童生

徒と地域の明るい未来を創るのです。本年も児童生徒の学力の向上に向けた取組をお願

いします。 
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平成２６年度小中一貫教育の取組評価アンケートを実施します  十日町市の小中一貫教育の取組を評価するため、「教職員・保護者アンケート」及び「児童・生徒アンケート」を実施します。既に、「教職員・保護者アンケート」は、各学校から報告が届いていますので、集計をしているところです。「つながる」の次号でその「教職員・保護者アンケート」の概要速報をお知らせしたいと考えています。  「児童生徒アンケート」は１月19～20日に用紙を配付しました。各校はアンケートを実施し、その用紙（集計しなくて結構です）を教育委員会に返送してください。集計は集計ソフトを使って教育委員会が行います。  １ 児童生徒アンケートの内容 № 項 目 （実施する学年に○） 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ ～中３ １ 学校は楽しいと思いますか。 ○ ○ ○ ２ 学校で友達に会うのは楽しいと思いますか ○ ○ ○ ３ 学校では好きな授業がありますか。 ○ ○ ○ ４ 自分には、良いところがあると思いますか。 ○ ○ ○ ５ あなたが住む地域や十日町市が好きですか。  ○ ○ ６ 学校の授業以外で学習に取り組んでいますか。   ○ ７ 将来の夢や目標をもっていますか。   ○ ８ あなたは、中学校入学についてどんな気持ちを持っていますか。   ※○  ２ 実施上の留意事項 ・小学校１年生・２年生は№１～№４、小学校３年生・４年生は№１～№５、小学校５年生～中学校３年生は№１～№８（※）の項目を自己評価します。下記の２点についてご留意ください。        ・マークシート方式ですので、「★マークの仕方」にのっとって正しく塗りつぶしてください。 ・用紙は、機械で読み取るため、折ったり破ったりしないでください。  ３ スケジュール ①１月第３週にアンケート用紙を配付（市教委棚入れ）しました。 専用封筒に児童生徒数分を入れてあります。小学校は緑色の封筒、中学校は青色の封筒です。 小学校はその袋の中にさらに低学年・中学年・高学年の３種類の無地の封筒が入っています。 実施までに、用紙の枚数を確認したり、実施手順を確認したりしてください。 不明な点は、市教委（小中一貫教育係ＩＰ555,556）にご連絡ください。 ②２月２日（月）～２月６日（金）の間にアンケートを実施してください。 ③２月10日（火）までに、集計せずに用紙を封筒に入れ、市教委に返送ください。  上記留意事項については、用紙送付の時にも添付してあります。 よろしくお願いいたします。                                         

・問６の評価基準はおよそ次のとおりです   そう思う     （６～７日/週） 大体そう思う   （３～５日/週） あまりそう思わない（１～２日/週） そう思わない   （  ０日/週） 問８は、小学校６年生のみが回答します。 そう思う     （不安なことはなく楽しみだ） 大体そう思う   （不安なことはあるが楽しみだ） あまりそう思わない（不安はないが楽しみでない） そう思わない   （不安があり楽しみではない） 
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教育センターから 

第３回中学校区計画訪問 
  ～今年の取組を振り返り、来年に「つなげ」ましょう～ 
 １月２１日（水）の松之山中学校区計画訪問を皮切りに、第３回の中学校区計画訪問を実施しています。この計画訪問では、各中学校区の小中一貫教育の取組の成果と課題を確認し、来年度の取組について方向性を明確にしていただきたいと思います。１年間共に知恵を出し、汗をかいてきた仲間で共に語り合う中で、９年間を通して地域の子どもたちを育てる方策について協議し、来年度の新しいスタッフに「つなげて」いってほしいと思います。教育センターとしましても、各中学校区や各学校の取組の参考となるように、今年の十日町市の子どもたちの頑張りと来年度の重点をお伝えしていきます。   訪問日程は以下のとおりです。   １月２１日（水）松之山中学校区（松之山自然休養村センター）   １月２３日（金）吉田中学校区 （吉田小学校）   １月２６日（月）水沢中学校区 （水沢小学校）   ２月 ３日（火）南中学校区  （西小学校）   ２月 ４日（水）下条中学校区 （下条中学校）   ２月 ６日（金）川西中学校区 （橘小学校）   ２月 ９日（月）拡大中学校区 （中条中学校）   ２月１０日（火）中里中学校区 （田沢小学校） ２月１２日（木）松代中学校区 （松代小学校）    

□ 湯沢学園を視察しました。  １月２２日（木）南魚沼郡湯沢町の「湯沢学園」の校舎視察に、教育総務課と学校教育課の職員が行きました。今回の主目的は「校舎改築設計・工事」でしたが、湯沢学園の校舎の大きさ、広さ、教室の配置、最新設備の数々などに驚きました。今後、小中一貫教育のソフト面についても情報交換をしたいと考えています。 
   【階段状のホール】       【床が上下するプール】       【小中一緒の教務室】 

□ エフエムとおかまちで放送します。 小中一貫教育の取組概要（一般向け）について、１月３１日（土）１２：４５～１２：５５エフエムとおかまち「番組名；市報ラジオとおかまち」で放送します。 
□ 小中一貫教育フォーラムに参加します。   ２月２３日（月）文部科学省主催の標記フォーラムに学校教育課職員が１名参加します。 
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平成２７年度小中一貫教育の研修について ２つの重点目標 重点目標１ 不登校の減少  不登校児童生徒数の割合、不登校日数の学校内平均を２６年度以下 重点目標２ 学力の向上   ＮＲＴで、全学年全教科の平均点が全小中学校とも全国平均点以上   １月１３日の定例校長会で、平成２７年度の小中一貫教育取組概要（予定）をお示ししました。 予定でありますので、検討・協議を重ねる中で変更があるかもしれませんが、現時点の方向づけとしてお知らせします。１５項目の取組概要の中で、特に「各種研修」について説明します。  改（１）新任・転任教職員研修（１）新任・転任教職員研修（１）新任・転任教職員研修（１）新任・転任教職員研修      ４月３日（金）、６日（月）、９日（木）の３日間実施、情報館で実施。      小中一貫教育研修は悉皆、校務支援ソフト研修は希望者とする。      先に校務支援ソフト研修を行い（14:15～）小中一貫教育研修は後半（15:45～16:45）  改（２）コーディネーター・統括コーディネーター研修（２）コーディネーター・統括コーディネーター研修（２）コーディネーター・統括コーディネーター研修（２）コーディネーター・統括コーディネーター研修      ４月１５日（水）15:00～16:40 川西庁舎４階研修室。      中学校区統括コーディネーターと各校のコーディネーターの連携を図る。      中学校区毎の協議の時間を多く設定する。  改（３）中学校区合同発表会兼教職員研修会（３）中学校区合同発表会兼教職員研修会（３）中学校区合同発表会兼教職員研修会（３）中学校区合同発表会兼教職員研修会         ８月７日（金）13:30～16:30 市民会館と中央公民館を全館使用。      発表は南、水沢、下条の各中学校区。      全員参加の「小中一貫知恵出し会議（仮称）」で小中一貫教育へのフリートークの機会を予定。  新（４）１日異校種体験（４）１日異校種体験（４）１日異校種体験（４）１日異校種体験      小学校と中学校の職員が、互いに異校種で１日教育活動を行うことにより、相互理解を深め、より充実した９年間を見通した一貫性のある指導ができるようにする。 ① 市内の小中学校において、小学校の職員は中学校で、中学校の職員は小学校で１日体験研修を行う。 ② 体験は、各中学校区内で実施する。 ③ 学校や中学校の実情に合わせ、１年間で１校１人以上の職員の体験とし、対象は全職員とする。 ④ この取組は当分の間継続することとする。 ⑤ 「十日町市１日異校種体験研修実施要領」に基づいて実施する。      ※２月号で取組例などを紹介します。 新（５）第１０回小中一貫教育全国サミット（５）第１０回小中一貫教育全国サミット（５）第１０回小中一貫教育全国サミット（５）第１０回小中一貫教育全国サミットinininin三条大会への参加三条大会への参加三条大会への参加三条大会への参加         １０月２２日（木）～２３日（金）、会場は三条市内各施設に分散。      各中学校区１人（基本的に統括コーディネーター）が参加する。      参加費及び庁車での送迎を市教委が負担する。     改改改改（６）市教頭会での情報交換（６）市教頭会での情報交換（６）市教頭会での情報交換（６）市教頭会での情報交換         平成２６年度は校長会で実施。平成２７年度は教頭会で実施する。 教頭として、小中一貫教育にどのように関わるか意見交換する。     新新新新（７）不登校対策のための教育センター研修（７）不登校対策のための教育センター研修（７）不登校対策のための教育センター研修（７）不登校対策のための教育センター研修         重点目標である不登校対策のための新規の研修を開催する。       不登校児童生徒数の減少だけでなく、新たな不登校を生まない取組に重点を置く。 
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◆各中学校区取組紹介（１月～２月） 

 中学校区名 １月の取組 ２月の取組予定 拡大中学校区拡大中学校区拡大中学校区拡大中学校区           統括；中条中 久保俊幸教諭    
■冬季休業中１２月２７日（土）～１月４日（日）  家読強調週間 ■１月１３日（火）～１９日（月） 「元気生活１・２・３」 「家庭学習強調ウィーク」 ※長期休業明けの生活リズムの回復を目的に行いました。 

□２月９日（月）第３回市教委計画訪問 15:00～（中条中） 
 

 

 

 

 南南南南    中学校区中学校区中学校区中学校区     統括；南中 影山裕一教諭    ■１月１５日（木）コーディネーター班長会議 15:30～16:40（南中） ■１月２１日（水）中学校区教育推進会議 15:30～16:40（南中） □２月３日（火）第３回市教委計画訪問 15:00～（西小） □２月中  小中一貫だより（№６） の発行 吉田吉田吉田吉田中学校区中学校区中学校区中学校区    統括；吉田中 川合徹人教頭 ■１月１６日（金）中学校入学説明会（吉田小） ■１月２２日（木）中学校入学説明会（鐙島小） ■１月２３日（金）第３回市教委計画訪問（吉田小） □特に予定はなし 
 

 下条中学校区下条中学校区下条中学校区下条中学校区     統括；下条中 庭山敦教頭    ■１月２７日（火）下条小・中学校 合同避難訓練 
 

□２月４日（水）第３回市教委計画訪問 14:00～（下条中） □２月中 統括コーディネーター連絡会 水沢中学校区水沢中学校区水沢中学校区水沢中学校区     統括；水沢小 羽鳥賢太郎教諭    ■１月１９日（月）～１月２３日（金） 第３回元気アップ週間 ■１月２２日（木）性教育合同授業 14:05～14:50 水沢小 ■１月２６日（月）第３回市教委計画訪問 □特に予定はなし     川西中学校区川西中学校区川西中学校区川西中学校区          統括；川西中 高野昭一教諭    
■１月１３日（火）～１月１６日（金） 第３回小中共通パワーアップ週間、冬休み明けの生活リズムを取り戻すために実施。 ■市小学校親善スキー大会に向けて地域連携で練習 □２月６日（金）第３回市教委計画訪問 14:45～（橘小） □２月９日（月）～２月１６日（月） 家庭学習強調週間 □中越学童スキー大会に向けて練習 （小小連携、地域連携） □各部会で年間活動の総括と次年度の計画立案 中里中学校区中里中学校区中里中学校区中里中学校区        統括；田沢小 関谷昭夫教頭    ■１月１３日（火）地区校長会・評価結果審議 ■１～２月 教育課程班会議 ■１～２月下旬 各部会班会議 
 

□２月 ４日（水）中里地区校長・一貫教育グランドデザイン協議 □２月１０日（火）第３回市教委計画訪問（田沢小） 松代中学校区松代中学校区松代中学校区松代中学校区     統括；松代中 木澤純教頭    ■特記事項なし 
 

□２月１２日（木）第３回市教委計画訪問（松代小） □２月１７日（火）第２回中学校体験入学 13:30～15:15（松代中） 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      統括；松之山中 山碕孝幸教頭    ■１月７日（水）小中一貫教育推進会議 15:30～16:45（松之山中） ■１月２１日（水）各部会事業評価 15:15～16:45 （松之山休養村センター） □２月４日（水）小学生部活動体験 15:30～16:45（松之山中） 
 

 

 


