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                        小中一貫教育だより  
            

平成28年7月29日    №28 

                     （小中一貫教育推進だよりから 通算№62） 
                         十日町市教育委員会学校教育課 

 

「夢は叶えるためにあると信じたい」 

～余談としての「サロス周期」の話～ 

十日町市教育委員会子育て教育部長 渡辺健一 

 

趣味の世界の話ではあるが、たまにはこんな話題で息抜きを。 

「サロス周期」と聞いてピンとくる方は、かなりの天文通。周期という

くらいだから数字で表すことができ、１サロス周期＝6585.3212日となる。これは、18年と11日

（または10日）ごとに、似たタイプの日食が繰り返されるという周期なのだ。古代バビロニア地

方に住むカルデア人たちは、紀元前、既にこの周期を見出していたというから驚きだ。 

なぜそのような周期が生じるのかということは「理センだより」に譲るとして、ここでは 

18年と11日（10日）という周期で、日食が繰り返し起こるということにのみ着目していただきた

い。 

で、早速調べてみる。来年（2017年）８月21日（日本時間では22日）に、北アメリカ大陸で皆

既日食が見られる。夏休み期間中のアメリカ方面ということで、日食フリークはもとより、世界

中から凄まじい数の観光客が押し寄せるだろうと見込まれている。これに18年と11日を足してみ

る。すると、2035年９月２日という日が導き出される。 

 ところで周期にある端数（0.3212）、これは１日の約1/3にあたり、地球上でいえば西へ120度

ほど動く（地球が自転する）ということを意味している。アメリカ大陸から西へ120度というと

・・・そこには日本列島が。再び調べてみると、あった！2035年９月２日に本州中部で観られる

皆既日食が。つまり来年のアメリカ日食の１サロス後の日食（兄弟日食？）ということになる。

そして、その日本で起こる皆既日食、実は十日町市に居ながらにして観察することができる。ア

メリカのヤングという天文学者によれば、地球上の１地点に留まった場合、皆既日食を見られる

確率は350年から400年に１回とのこと。人生80年と言われる中で、この情報を共有できている私

たちは、皆既日食という天文現象に限れば、実にラッキーということになる。 

 

さらに余談を重ねるが、私はこれまで皆既日食を観たくて２度、海外遠征を試みている。１度

目は1991年７月11日のハワイ島、２度目は2009年７月22日の中国大陸（上海）。日付と場所に注

目して欲しい。そう、この２つの日食も１サロス後の兄弟日食だったと後で気づいた。しかし、

ハワイでは雲に覆われ、中国では雷雨に見舞われて目的を達せられな

かった情けない奴として未だに仲間内でイジられ続けていることは、

この場では伏せておく。 

 

何事も目標を持った継続は力となる。そしていつかは大願成就。夢

は叶えるためにある・・・３度目の正直に期待したい。 
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■８月５日は小中合同発表会兼教職員研修会 
 

夏季休業中の８月５日（金）、下記の日程で「小中一貫教育中学校区合同発表会兼教職員研修会」

を開催します。川西中学校区、中里中学校区、松代中学校区の三つの代表中学校区の取組発表と、

文科省から講師を招いての講演会の２本立てです。 

本格実施３年目の振り返りと次年度の中学校区の方向づけ、及び十日町市の小中一貫教育の更な

る進展への意識づけを明確にする研修の機会にしたいと考えます。 

 

１ 日 時  平成２８年８月５日（金）１３：３０～１６：３０ 

 

２ 会 場  十日町市市民会館ホール（学校町１丁目 ℡025-757-5011） 

 

３ 日 程 
13:30       35               14:35 45                16:25        30 

 

 

受 

 

付 

開 会 発 表   

 

休 

 

憩 

講 演 閉 会 

・挨 拶 

 

教育長 

蔵品泰治 

 

 

(5) 

・実践発表 

川西中学校区 

中里中学校区 

松代中学校区 

 

 

15～20分×3 (60) 

・講師紹介 

・講 演 

「小中一貫教育制度導入の

ねらいと制度の中身」 

 講師：文科省 佐野壽則 様 

・質疑応答 

      講演90分 (100) 

・お礼の言葉 

閉会挨拶 

 

子育て教育部長 

渡辺健一 

 

(5) 

 

（１）講演題及び講師 

   講演題  「小中一貫教育制度導入のねらいと制度の中身」 

 

講 師  文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室 

室長補佐  佐野 壽則（さの としのり ）様 

 

（２）実践発表の概要 

発表中学校区 川西中学校区 中里中学校区 松代中学校区 

 

 

発表骨子 

「か感動体験 

わ分かる授業づくり 

に人間関係づくり 

ししっかりやりきる」 

を通した人づくり教育の成果、

課題の改善 

「中里の子育成プラン」の軌

跡 ～「関わり合って学び高

め合う子」の育成を目指す４

校職員の絆と取組 

 保･小･中･高連携組織 

「松代地区教育振興会」を基

にしたフットワークのよい連

携と３つの委員会の取組 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

                  ◆会場は市民会館大ホールです。正面入り口受付ホワイエ

で資料をおとりください。広く、一般市民、保育園・幼稚

園、郡市内高校、関係機関の皆様にも案内を出しています。 

 

 

 

 

 

          【昨年度の研修の様子】 

発表中学校区の資料は、 

スクールオフィス 

→ 職惜別→ 01学校間共通 

→ 小中一貫教育 

→ 合同発表会 

→ Ｈ28代表発表校 発表原稿 

のフォルダーに入れておきます。 

講師資料は当日受付でお渡しします。 

できれば

目を通し

てくださ

い。 
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■十日町市小中一貫教育連絡協議会メンバーのお知らせ 
 

十日町市小中一貫教育連絡協議会設置要綱に示された連絡協議会の平成28年度連絡協議会委員

（任期；平成27年４月１日から平成29年３月31日まで）をお知らせします。 

連絡協議会の所掌事項は、次の２点です。 

（１）中学校区の連携・交流活動など、小中一貫教育に関する情報を交換すること。 

（２）小中一貫教育に関する課題を摘出し、改善に向けて市教育委員会に提案すること。 

区分 氏名 所属職名等（備考） 

学識経験者 平野 久美  会長 元十日町市立西小学校長 

※前学校教育課小中一貫教育担当嘱託指導主事 

 市 

 立 

 小 

 ・ 

 中 

 学 

 校 

 教 

 職 

 員 

南中学校区 桜井  明 川治小学校  校長 

中里中学校区 市川 綾子 田沢小学校  校長 

中条中学校区 篠田 敏弥 中条中学校  校長 

下条中学校区 滝沢 貞夫 下条中学校校 校長 

松之山中学校区 久保田智恵美 副会長 松之山中学校 校長 

松代中学校 中村  裕 松代小学校  教頭（コーディネーター） 

水沢中学校区 廣川  統 水沢中学校  教頭 

十日町中学校区 飯吉 文弘 十日町小学校 主観教諭（コーディネーター） 

川西中学校区 加藤 雪子 川西中学校  教諭（統括コーディネーター） 

吉田中学校区 藤田 芳恵 吉田中学校  養護教諭 

保護者の代表 樋口 忠男 馬場小学校ＰＴＡ会長（市Ｐ連 副会長） 

樋口 伸一 下条中学校ＰＴＡ会長（市Ｐ連 副会長） 

 地 

 域 

 住 

 民 

 代 

 表 

十日町地域 太田 松雄 ＮＰＯ法人はぐくみの会代表 

（青少年育成十日町市民会議副会長） 

川西地域 春日 克美 まるっとりんく代表 

松之山地域 保坂美智男 松之山すこやか子育て委員会運営委員 

（松之山中学校ＰＴＡ会長） 

保育所 山本 直美 東小学校区内保育所代表（大井田保育園長） 

十日町市教育委員会事務局 

氏名 所属職名 氏名 所属職名 

蔵品 泰治 教育長 金﨑 隆行 学校教育課 課長補佐 

渡辺 健一 子育て教育部長 田村 英明 学校教育課 小中一貫教育係長 

川崎 正男 学校教育課 課長 丸山 公一 学校教育課 嘱託指導主事 

山岸 一朗 学校教育課 指導管理主事 樋口 孝義 学校教育課 嘱託指導主事 

 

■第１回十日町市小中一貫教育連絡協議会開催 

 連絡協議会メンバーのほぼ全員出席の中、７月13日（水）に第１回会議を開催しました。 

設置要綱第５条により、平野久美連絡協議会会長、久保田智恵美副会長を委員互選で選出し、小中

一貫教育の取組について意見交換、協議をしました。 

 

○義務教育という言葉の中で、保護者の教育への関心が学校依存を高め、薄くなっているのではない

か。保護者も、悩んだり、深く考えたり、発信したりすることが大切だ。 

○保護者を巻き込んだ小中一貫教育の推進が大切。 

○挨拶運動を小学生と中学生が一緒に行い、地域が明るく活性化している。 

○具体的な数値目標も大事だが、前向きな「姿勢」を示してもいいと思う。 

○中学進学に関わる児童生徒アンケートを、小６だけでなく、中１も行って検証したらどうか。 
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などのご意見をいいただきました。今後の小中一貫教育の取組に生かしたいと考えます。 

■中学校区の取組紹介（７月～８月） 
中学校区名 平成２８年度７月の取組 平成２８年度８月の予定 

拡大中学校区 

 

 

 

 

 

 

東小玄関前挨拶運動 

■７月５日（火）～７日（木）第３回あいさつ運動 

中学校３年生参加、各小学校校門前で実施 

■７月５日（火）１日異校種体験研修 

 飛一小：田邉教諭 →中条中学校 

■７月 13 日（水）コーディネーター会議 

 ・拡大中学校の日（８／８）の実施について 

 ・第２回推進会議 

□７月 25 日（月）～８月５日（金） 

 家読強調週間 

□８月８日（月）拡大の日 

 ・ 9:00～11:00 小中スポーツ教室 

 ・11:20～12:00 小中リーダー研修 

 ・13:15～13:45 第３回推進会議 

 ・14:00～16:45 小中間教科意見交流 

 ・15:00～16:00 小中養護教諭部会 

 ・18:30～   拡大教職員交流会 

南 中学校区 

 

 

 

 

 

【情報モラル講演会】 

■７月４日（月）生徒指導班情報交換会 

 中学校１年生の授業参観、及び情報交換 

■７月６日（水）学区教職員研修会 

川治小学校「算数」授業実施、研究協議会 

■７月 15 日（金）情報モラル講演会 

 「インターネットは善か悪か」 

 情報処理推進機構 石田淳一講師 

■７月中 「南中学校区一貫だより」の発行 

□８月５日（金）学区研修会 

 各班会議 9:00～ 

学区教職員協議会研修会 10:10～ 

 

 

 

吉田中学校区 

 

 

 

 

■６月 27 日（月）～７月１日（金） 

 第１回『パワーアップウィーク』 

～めざせ生活リズムの達人～の取組実施 

■７月８日（金）第１回漢字検定 

 小中合同で実施します。初めての試みです。 

■７月 17 日（日）吉田地区体育祭 

 小・中・高の児童生徒が参加を予定していたので

すが、雨のため開会式後に中止になりました。 

■７月 19 日（火）中学校区職員研修 

 鐙島小で算数の授業の研修をしました。 

□８月 22 日（月）吉田地区人権教育・

同和教育現地学習会（上越市白山会館） 

 吉田小、鐙島小、吉田中教職員 31 人参加 

 

 

 

 

 

 

【パワーアップ週間 養教のミニ講座】 

下条中学校区 

 

 

 

 

 

 

■７月 13 日（水）小中合同授業指導案検討会 

■７月 20 日（水）小中合同授業研究会・協議会 

■７月 22 日（金）小中合同職員会議 

 中学校体育祭、小中交流活動、部活動交流、新入

生アンケートの分析（※）、等について小中合同

の協議をしました。 

 

 

□８月１日（月）小中合同研修会 

□８月８日（月）～部活動体験 

□８月 22 日（月）下条地区教育講演会 

□８月 31 日（水）体育祭小中合同練習 

小６と中学生 ３限～ 

水沢中学校区 

 

 

 

 

 

 

 

【７／１全員研修会】 

■７月１日（金）中学校区第１回総合支援チーム 

計画訪問・中学校区全員協議会・研修会 

 13:05～16:40 水沢中 

■７月５日（火）進学指導委員会 水沢小 

■７月５日（火）～８日（金）小中あいさつ交流 

■７月８日（金）水沢地区明るい子どもを育てる会 

■７月８日（金）水沢地区学校保健委員会 

■７月 20 日（水）小中交流推進委員会 

 小中あいさつ交流の反省と次回の取組協議 

 

 

 

 

 

 

 

□８月２日（火）地区教職員研修会 

 ①同和教育現地研修 白山会館 

 ②小中一貫三部会  水沢中 

 ③教職員懇親会 

※新入生アンケートの分析 

小学校６年生３月時点での意識

と、中学校入学後の７月時点で

の１年生の意識を比較検討し、

実態を考察し、今後の指導の方

向を確認しました。参考になる

取組だと思います。 

連絡協議会提言の先取りです。 
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川西中学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

■７月 12 日（火）～13 日（水） 

中学校白倉キャンプ（１年生事業） 

■７月 12 日（火）１日異校種体験研修 

 千手小・尾身教諭→川西中 

■７月 13 日（水）１日異校種体験研修 

 上野小・武岡教諭→川西中 

※上記異校種研修は、白倉キャンプに合せて実施 

■７月 27 日（水）～29 日（金） 

・夏季休業数学補充学習（中学１年生） 

小学校の先生も指導に参加 

□８月４日（木）人間関係作り講習会 

□８月５日（金）かけはし講演会 

□８月 19 日（金）同和教育研修会 

 

 

 

 

 

【中学校１年生の「白倉キャンプ」に

小学校の先生も指導補助で参加】 

中里中学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【7/12 巨大書体験】 

■６月 30 日（木）～７月３日（日） 

第５１回なかさと交流 

■７月３日（日） 

 第 43 回十日町市津南町小中ＰＴＡ研究集会 

■７月６日（水）小小授業交流（中学年） 

■７月 12 日（火）６年生合同授業 

「巨大書体験」２～３限 

■７月 13 日（水）小小授業交流（低学年） 

■７月 13 日（水）保・小連携体力作り 

 中里保育園年長、田沢小１年、倉俣小・貝野小１

・２年参加 

14:00～15:00 中里アリーナ 

■７月 15 日（金）５年生合同ふるさと信濃川教室 

■７月 26 日（火）第３回中里・松代・松之山地区

合同小学校親善水泳大会 

□７月 27 日（水）～８月４日（木） 

 中里なかよし保育園参観 

□８月８日（月）地区教職員研修会 

 講師；新潟大学 古田島恵津子教授 

□８月９日（火）子育てフォーラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

【７巨大書実演 柳澤魁秀先生】 

松代中学校区 

 

 

■７月 10 日（日）吹奏楽部ミニコンサート 

 小学生、中学生保護者、地域の人が参加鑑賞 

■７月 11 日（月）１日異校種体験研修 

 松代中・山口教諭→松代小 

 ５年及び６年の社会科実施、水泳ＴＴ指導 

■７月 13 日（水）小中校長・教頭会 

■７月 22 日（金）一貫だより[まつだいの子]発行 

■７月 24 日（日）松代観音祭  

 中学校全校生徒が「農耕歴行列」を行った 

■７月 28 日（木）松代地区教育振興会 

 各委員会１学期の振り返りと今後の取組 

 全員研修会の発表準備 

□８月 22 日（月）松代・松之山中学校

区同和教育合同研修会 

□８月 24 日（水）中学校体育祭「小中 

交流種目」の打合せ会 

 今年度の交流種目について、小中学

生が意見交流しながら決めます。 

 

 

 

 

 

【7/10 ミニコンサート】 

松之山中学校区 

 

 

 

 

■７月４日（月）１日異校種体験研修 

 松之山小・髙附教諭→松之山中 

■７月 19 日（火）小中授業研修（小３年） 

■７月 20 日（水）学区教職員研修会 

 12:30～自然休養村センター 

 授業公開 100 分（中学２年「総合」） 

■７月 20 日（水）小中一貫校説明会・職員参加 

■７月 27 日（水）小中一貫準備会議 13:30～ 

 

□８月５日（金）「豊かな心」部会 

8:30～休養村センター 

□８月 22 日（月）松之山・松代中学校

区同和教育合同研修会 

 

夏季休業中に、各中学校区統括コーディネーターと学校教育課小中一貫教育係との連絡会を実施します。 


