
- 1 - 

 

                        小中一貫教育だより  
            

平成27年9月30日    №18 

                     （小中一貫教育推進だよりから 通算№52） 
                         十日町市教育委員会学校教育課 

 

   ２学期の学力向上に向けて 
                             学校教育課 指導主事 武田 篤 
 
 平成 27 年の２学期がスタートして１か月がたちました。各学校では４月に実

施されたＮＲＴ、全国学力・学習状況調査の結果分析や１学期の取組の成果と

課題をもとに、２学期の学力向上の取組を推進のことと思います。２学期も十

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のための更なる取組をお願いします。さ

て、平成 27 年度のＮＲＴや全国学力調査の結果について十日町市の概要をお知らせします。 

（１）ＮＲＴについて 
 小学校２年生から中学校１年生（６年生の

学習内容）までの偏差値は、全国平均（偏差値

50）を上回っており、小学校では全国と同等か

それ以上の学力を維持しています。中学校２年

生（中学校１年生の学習内容）から３年生（中

学校２年生の学習内容）にかけて偏差値の低下

が見られます。このことから、中学校で学年を

追うごとに学力が低下していく傾向がありま

す。しかし、低下の割合は年々減少しており、今年度の中学３年生の平均は過去３年間で最も高い

偏差値（49.0）となっています。 

（２）全国学力調査について 

 
 小学校では、国語・算数のＡ（基礎・基本）、理科は全国同等以上でしたが、国語・算数のＢ（活

用）は全国を下回りました。国語、算数とも活用力の育成が課題です。 

 中学校では、国語Ａ、数学、理科は全国同等でしたが、国語Ｂ（活用）は全国をやや下回りまし

た。数学Ｂが年々向上し（H24:88 H25:92 H26:98 H27:100)、全国に追い付きました。 

（３）総括 
 小学校では学習の基礎・基本がしっかりと指導され、子どもたちに定着しています。しかし、全

国学力調査のＢ問題の結果では、活用力の育成に課題が見受けられます。思考・判断・表現する学

習の機会を、授業に効果的に取り入れたアクティブラーニングを推進していくことが大切です。 

 中学校では、Ａ（基礎・基本）とＢ（活用）の学力のバランスがとれ、学年が上がることによる

学力の低下も減少してきています。話し合いや表現活動を重視した授業改善が着実に成果を上げて

きています。小中一貫教育の取組で推進するようになった教科や学校、学校種を越えた授業改善を

これからも継続・発展させていくことが大切です。 

 確かな学力を身に付け自立して地域社会に貢献できる人材を育成するために、義務教育９年間の

学びの「つながり」を意識した指導に心がけていきましょう。 
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■今後の小中一貫教育に関わる国の動向を学ぶ 
平成 26 年 12 月 22 日の中央教育審議会答申をもとに、平成 27 年３月衆議院及び参議院で計 17

時間 45 分の審議を経て小中一貫教育に関わる法案成立（６月 17 日）、法公布（６月 24 日）がさ

れました。※文科省資料参照 

審議の主な論点は 

（１）法改正の背景、意義・目的 （２）成果、課題とその解消策   （３）複線化、エリート校化への懸念 

（４）学校統廃合との関係    （５）地域や保護者との連携の在り方（６）教員免許、教職員定数関係 

その制度設計について、今後の教育の動向として、私たちも知っておくことが大切だと思います。 

小中一貫教育の全体の制度設計 

 

◎制度設計のポイント 

①一人の校長の下、原則として小中学校免許を併有した教職員が一貫した教育を行う新たな学校

種を学校教育法に位置付ける（義務教育学校） 

②独立した小・中学校が義務教育学校に準じた形で一貫した教育を施すことができるようにする

（小中一貫型小・中学校―仮称） 

 ③既存の小・中学校と同様、市町村の学校設置義務の履行の対象とする（市町村は全域で小中一

貫教育を行うことも可） 

④既存の小・中学校と同様、市町村教委による就学指定の対象校とし、入学者選抜は実施しない。 

 

◎小中一貫教育の２つの類型 

 義務教育学校 （仮称）小中一貫型小・中学校 

修業年数 ・９年 

（ただし、転校の円滑化等のため、前半６年と

後半３年の区分は確保） 

・小・中学校と同じ 

 

教育課程 ・９年間の教育目標の設定、９年間の系統性を確保した教育課程の編成 

 

・小・中学校の学習指導要領を準用した

上で、一貫教育の実施に必要な教育課

程の特例を創設 

（一貫教育の軸となる新教科創設、指導事項の

学年、学校段階間の入れ替え、移項） 

・小・中学校の学習指導要領を適用した

上で、一貫教育の実施に必要な教育課

程の特例を創設 

（義務教育学校と同じ） 

組  織 ・一人の校長 ・学校毎に校長 

・１つの教職員組織 

 

 

・学校毎に教職員組織 

（学校間の統合調整を担う者を予め任命、学校

運営協議会の合同設置、校長の併任等、一貫

教育を担保する組織運営上の措置を実施） 

・教員は原則小・中免許を併有 

（当面は小学校免許で小学校課程、中学校免許

で中学校課程を指導可能としつつ免許の併

有を促進） 

制度化に伴う主な支援策＝９年間を適切

にマネジメントするために必要な教職員

定数の措置 
 

・教員は各学校種に対応した免許を保有 

 

 

 

制度化に伴う主な支援策＝小中一貫教育の

円滑な実施のための教員加配を措置 

 

 

施  設 ・２つの類型とも施設の一体・分離を問わず設置可能 
 

今回学校教育法

等改正で措置 

今後政省令等

改正で措置 
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～プロに学ぶ～授業力向上研修 Part２から 

 ９月８日（火）筑波大学附属小学校白石範孝先生による

授業力向上研修を十日町小学校で開催しました。市内外か

ら 100 人近くの先生方が参会し、熱気のこもった研修会と

なりました。 

 白石先生の「用語、方法、原理原則を習得・活用させる

ことによって、考え、問題解決する国語にすることができる」という主張は、まさに目からウロコ

でした。参会した先生方からは、「身近なところでこんなすばらしい先生の授業を見たり講演を聞

いたりできて感動した」「明日からの実践にぜひいかしていきたい」という感想を多数いただきま

した。  

 さて、～プロに学ぶ～授業力向上研修 Part３は 10 月９日（金）＜会場；十日町中学校＞お茶の水

女子大学准教授の加々美勝久先生の中学校数学の授業と講演です。どうぞお楽しみに！ 

 「楽しい読書出前授業」で読書大好きな子どもに！ 

 読書は心と頭の栄養です。教育センターでは読書推進のための出前授

業を実施しています。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。読書旬間の取組の一つと

するなど、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。 

 

 

 

10月は「いじめ見逃しゼロ強調月間」です。 

  

県では、学校、家庭、地域が連携して、いじめをはじめと

する生徒指導上の諸問題の解消と未然防止に社会全体で取り

組むことを目標として、「いじめ見逃しゼロ県民運動」を展

開しています。「深めよう 絆 にいがた県民会議」では、こ

の運動の趣旨をより多くの皆様に理解していただき、県民総

ぐるみの運動になるよう取組を推進しています。 

十日町市では、平成27年４月に「十日町市いじめ防止基本

方針」を策定しました。（十日町市いじめ防止基本方針は、十日町市ホームページをご覧ください。）

市の関係機関で連携し、いじめ防止の取組を進めることや

いじめ防止のための組織を設置しました。 

また、各学校では、人権教育、社会性育成の取組をはじ

めとしたいじめを生まない学校づくりを行うとともに、子

どもたち自身が「いじめ見逃しゼロスクール集会」を開催

し、この運動を推進しています。 

写真は、平成27年５月26日に行われた「いじめ見逃しゼ

ロ川西集会」の様子です。川西中学校体育館に、千手小、

上野小、橘小の６年生全員と川西中の生徒全員が集い、い

じめ見逃しゼロ採択文を復唱し、いじめ見逃しゼロに向け

て意識を高め合いました。 
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■中学校区の取組紹介（９月～10月） 
中学校区名 ９月の取組 １０月の取組予定 

拡大中学校区 

 

 

 

 

 

 

【街頭挨拶運動】 

■９月１日（火）～９月３日（木） 

 第４回小中あいさつ運動 

■９月９日（水）～９月 15 日（火） 

 「家庭学習」＆「元気生活１２３」強調週間 

※長期休業明け、中学校体育祭明けての生活習慣や

学習習慣の定着を図るために実施しました。 

■拡大中学校区ＰＴＡ交流会 

 拡大中学校区の取組紹介と情報交換 

□９月 29 日（火）～10 月１日（木） 

第５回小中あいさつ運動 

 街頭に立ち挨拶運動を実施 

□十日町中学校説明会 

 10/22 東小、10/23 十日町小 

□中条中学校説明会 

 10/15 中条小、10/22 東小 

□10 月 29 日（木）拡大校区計画訪問 

南 中学校区 

 

 

 

 

 

 

■９月 ８日（火）「健康と体班通信」の発行 

■９月 14 日（月）１日異校種体験研修 

（西小恩田教諭→南中学校） 

■９月 24 日（木）小学校５，６年生徒と中学校陸

上部の活動交流 

■９月 28 日（月） 

１日異校種体験研修 

（南中平野教諭→川治小） 

【１年生徒マラソン練習】 

□10 月上旬 小中一貫教育だより№３

の発行 

□10 月 18 日（日） 

 川治小学校文化祭、西小学校文化祭

で南中吹奏楽部がそれぞれ演奏しま

す。 

□10 月 27 日（火）中学校説明会 

 川治、西小で６年生、保護者に対し

て中学校生活の概要を説明します。 

吉田中学校区 

 

 

 

 

 

【体育祭交流種目】 

 

 

 

 

【クリーン作戦交流】 

■９月 ５日（土）中学校体育祭。小中一貫種目「天

下分け目のしっぽ取り合戦」で、小中学生が一緒

に競技を行い交流を図りました。 

■９月 ８日（火）小中合同クリーン作戦 

 ※小中学生が縦割りのグループを編成しクリ－

ン活動や交流活動を行う予定でしたが、雨天のた

め、体育館で小中交流活動のみを実施しました。 

■９月 ８日（火）統括連絡会 

■９月 17 日（木）吉田中学校オープンスクール 

鐙島小、吉田小の６年生が授業体験や部活体験

を行いました。 

□吉田中学校区計画訪問（吉田小） 

①知育、徳育、体育の３部会で活動

を評価考察します。 

②中学校区で協議し作成した指導

案で授業を公開し、授業力の向上を

図ります。 

③小中合同子どもを語る会の実施。 

□10 月 15 日（木）中学校入学説明会

（鐙島小会場） 

□10 月 29 日（木）小中ＰＴＡ合同講

演会。「夢は牛のお医者さん」の上

映会を実施します。 

下条中学校区 

 

 

 

 

 

【小中一緒に入場行進】 

 

 

 

 

【小中交流活動】 

■９月 ５日（土）中学校体育祭 

 小学校６年生が開会式で挨拶したり、競技種目に

参加したりしました。 

■９月１７日（木）小中交流活動 

 ９月２日の打合せ会を経て、中２と小３・４年生

が交流活動を行いました 13:45～ 

■９月 25 日（金）小学校５年生の中学校給食体験 

■９月 29 日（火）小中交流活動 

９月１６日の打合せ会を経て、中３と小１・２

年生が交流活動を行いました。 13:45～ 

■小学生と中学校陸上部の部活交流を、９月 21 日

～９月 24 日、他２日行いました。 

□中学１年生と小５，６年生の交流活

動を、10 月８日（木）16 日（金）、

20 日（火）と行います。 

□10 月 24 日（土）文化祭 

 小学校の文化祭に中学３年生が、中

学校の文化祭に小学校６年生が参加

します。 

 

水沢中学校区 

 

■９月 17 日（木）中学校１日体験入学 

 授業参観、学校説明及び合同陸上練習 

 中学生が小学生に練習方法を教えました。 

■９月 28 日（月）地区教頭・教務主任合同会議 

グラウンドデザインの見直しを図りました。 

□10 月 27 日（火）～30 日（金） 

小・中・Ｐあいさつ交流 

  小中学生と保護者が一緒に街頭に

立ち、朝の挨拶を呼びかけます。 
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川西中学校区 

 

 

■８月 31 日（月）～９月４日（金） 

パワーアップ週間②小中合同生活改善の取組 

■９月 ５日（土）川西中体育祭 

 小中地域交流種目「玉入れ」を実施。今年も多く

の小学生や保護者、地域の方が参加しました。 

□９月 30 日（火）～10 月６日（火） 

 小中合同の家庭学習習慣の確立の取

組を中学校のテスト前に実施。 

□10 月 24 日（土）合唱コンクール 

 ６年生を中学校に招き、中学生の

合唱を鑑賞する。一緒に「ふるさと」

を歌う。 

□人権標語の募集をし、人権カレンダ

ーを作ります。 

中里中学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

【異校種体験研修】 

■９月 ５日（土）中里中学校体育祭 

 小学生参加種目「つなげピンポン！ダッシュでゴ

ール」を実施しました。 

■９月 11 日（金）小中合同陸上練習 

田沢小、倉俣小、貝野小の３校の５・６年生と

中学校陸上部員、野球部員が合同練習を実施 

■９月 17 日（木）１日異校種体験研修 

（中里中千野教諭→田沢小）理科授業実施 

■９月 18 日（金）１日異校種体験研修 

（中里中千野教諭→倉俣小）陸上競技指導 

※９月の続き 

■９月 24 日（木）３校集合学習 

 小学校３校が合同で大地の芸術祭を

鑑賞しました。 

 グループごとにオリエンテーリング

をし、交流を深めながら芸術作品を

堪能しました。 

□10 月 30 日（金）合同校外学習 

 ３小学校の２年生が校外学習として

電車で長野県塩﨑農園に行きます。 

松代中学校区 

 

■９月２日（水）中学校体育祭アピールのため、中

学生代表３人が小学校を訪問しました。 

■９月５日（土）松代中学校体育祭 

小中交流種目「松代のきずなをつなぐ障害物レ

ース」を実施。多数の小学生が参加しました。 

□10 月５日（月）中学校１日体験入学 

□10 月８日（木）異校種体験研修 

 （松代中中町教諭→松代小） 

□10 月 20 日（火）中学校合唱リハー

サルの公開（６年生参観） 

□10 月 24 日（土）学習成果発表会 

松之山中学校区 

 

 

 

 

【芸能祭に吹奏楽部】 

■９月７日（月）～11 日（金） 

 松之山いきいき週間 

 生活習慣の基礎づくり（就寝・起  

 床、朝食、運動、メディアについて） 

■９月 24 日（木）ネットトラブル防止小中合同 

ＰＴＡ総務役員会議を開催しました。 

□10 月 10 日（土）松之山湯鳥駅伝大

会、および健康マラソン大会 

小中とも振替授業日 

□10 月 31 日（土）小中合同文化祭 

 松之山体育館で合同実施。 

9:30～14:00 

 

 

◆文化の秋！10月は各学校とも文化祭 
期 日 小学校 中学校 

10月17日（土） 松代小学校 

 

 

10月18日（日） 十日町小学校・ふれあいの丘支援学校 

川治小学校  西小学校  倉俣小学校 

 

10月24日（土） 千手小学校  上野小学校 田沢小学校 

貝野小学校  下条小学校 

中条中学校  下条中学校、 

川西中学校  松代中学校 

10月25日（日） 中条小学校  飛一小学校 吉田小学校 

鐙島小学校  馬場小学校 橘小学校 

十日町中学校 南中学校 

吉田中学校   

10月31日（土） 水沢小学校  松之山小学校 水沢中学校  中里中学校 

松之山中学校 

11月１日（日） 東小学校  

※松之山小学校と松之山中学校は、松之山体育館で「小中合同文化祭」を実施します。 


