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                        小中一貫教育だより  
            

平成28年8月31日    №29 

                     （小中一貫教育推進だよりから 通算№63） 
                         十日町市教育委員会学校教育課 

 

子どもたちの未来へ向かって ～ヒカリ～の思い 

学校教育課小中一貫教育係嘱託指導主事 丸山公一 

 

 下条中学校区の小中一貫教育推進曲「ヒカリ」を紹介させていただきます。 

平成26年度、十日町市で小中一貫教育が全中学校区で本格実施されたその年の

６月22日に、下条中学校区で「小中一貫教育推進大会」が開催され、その時初め

て披露された歌です。 

 下条小学校児童、下条中学校生徒そして小中学校教職員みんなで、未来へむけての思いや願いを

もって紡いだ言葉に、音楽家の池田芳幸氏が曲を付けたものです。 

 

ヒカリ ～未来に向かって～      

作詞 平成２５年度下条小学校・下条中学校児童・生徒・職員 

作曲 池田芳幸 

 

オレンジ色の 風に包まれて 

響く若葉の歌声が 思いをつなぐ 

みんなの笑顔が はじけてる 

力を合わせりゃ 何でもできる 

声を出そうよ 汗をかこう 

手を取り合って 進んで行こう 

 

あの桜の木 大きくなる頃 

ぼくらは何を してるかな 

きっと未来を 作っているさ 

ぼくらにできない ことはない 

夢を抱こう 進んでいこう 

新たな一歩を 踏み出そう 

さあ走り出そう 大きな夢へ 

つないでいこう みんなの思い 

希望あふれる この里で 

光り輝く 未来へ向かって 

 

 

 
子どもたちの未来を拓く小中一貫教育の推進に思いをかけるこの美しい歌は、子どもたち自身に

も地域の人にも参加者にも大きな感動を呼びました。 

何よりも、児童生徒が、「小中一貫教育」を意識していてそれを繋いでいこうとする姿勢を持っ

ていたことが素晴らしいと思うのです。 

 小学校１年生の感想です。「わたしはこのヒカリがだいすきで、このうたをうたっているとなに

かにつつまれているようなきもちになります。くものうえにのっているみたいに、ふわふわしたき

もちでうたいました。」 

 この歌は、小中交流等のいろいろな活動の機会に歌われています。“下条中学校区”の歌ですが、

ぜひ、ほかの中学校区の皆さんもお聞きください。 
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■中学校区合同発表会兼教職員研修会 
 平成28年４月１日に学校教育法が改正され、それに伴い新たな教育制度（義務教育学校、小中併

設型小学校、小中併設型中学校等、新たな学校を設置することが可能）が施行されました。このこ

とについて、市内全教職員が確かな理解をもち、これからの十日町市小中一貫教育の方向を考える

機会とすることを目的に、上記研修会を悉皆研修として実施しました。 

 前半の３中学校区の取組、成果、課題についての発表、後半の文科省；佐野壽則（としのり）制

度改革室長補佐の講演と２本立てで実施しました。 

 

（１）中学校区の発表 

川西中学校区 中里中学校 松代中学校区 

「感動体験、分かる授業づくり、

人間関係づくり、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 

関わり合って学び高め合う子の

育成を目指す４校教職員の絆と

取組 

保、小、中、高校の連携組織を

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人づくり教育をもとに多様な

取組を行った。学習意欲の向上、

中１ギャップの緩和、学校生活

への意欲の向上、人間形成力の

向上が図られた。 

一貫教育推進の組織や運営が

適切であったとの評価が年々高

まっている。中学校区フォルダ

ーの活用で部会を超えた関係が

生まれ職員の絆が深まった。 

チーム学校で、教育環境整備

の充実と継続を図った。校外学

習活動、社会貢献活動を高めた。 

発表の中で、中学校区のゆる

キャラが出て好評だった。 

 

（２）講演 

講演は、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（とても長い肩

書です）の佐野壽則氏から「小中一貫教育制度導入のねらいと制度の中身」についてお話いただき

ました。主な内容は次の４点でした。 

１ 小中一貫教育が求められる背景・理由 

２ 先行事例、成果と課題 

３ 制度化の具体的な内容 

４ 今後のスケジュール 

総数80ページ以上の資料を用意し、 

多様な項目について具体的な数値をもとにお話しいただき、小中一貫教育の制度化への基礎的知識

を学ぶことができました。 

※講演の資料については枚数が多いので、縮小し白黒印刷したものをお配りしましたが、原本のカラ

ー版があります。 

スクールオフィスの、「職責別」→「01学校間共通」→「08小中一貫教育」→「11合同研修会発表資

料」→「H28代表発表会」→「169805新潟県十日町講演資料」のフォルダーにいれてありますので、

今後の資料として活用ください。３中学校区のパワーポイント資料もあります。 

質疑応答の時間が多くとれませんでしたが、「小中一貫教育を簡潔に表すとどういう言葉」とい

う質問に対して佐野氏は「つながり」と答えましたが、それはまさにこの「小中一貫教育だより」

のタイトル「つながる」と同じです。 

 研修の内容の概要、成果、反省・考察等については、今後の一貫だよりに載せていきます。 
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学習指導班より 

■英語まるごと イングリッシュキャンプ 

 英語推進事業の一環として、今年度初めての事業「TEC～イングリッシュキャンプ」を８月９日、

10 日、松之山三省ハウスを会場に実施しました。小学生（E-kids）29 名、中学生（13 名）が参加

し、ALT・CIR や市内在住外国人を講師としてたっぷり英語に親しみました。 

「外国の人たち、先生方と間近で話せたのですごくためになった。しかも、学校の授業ではこんな

に外国の人たちとたくさんふれあえないのですごくよかった。（E-kids）」「活動全てが楽しく、また

とてもためになった。新しい友達や他校の先輩やALTの先生とも仲良くなれてよかった。（J-child）」

等の感想があり、有意義な時間を過ごすことができました。 

 

■中学校放課後寺子屋塾 
 １学期から実施していた「小学校ほうかご寺子屋塾」に引き続き、２学期からは「中学校放課後

寺子屋塾」がスタートします。（南中、吉田中、中里中は７月から開始） 

これにより市内19小学校，10中学校の全ての学校で放課後寺子屋塾が行われます。 

学校 教科 対象学年 開設曜日 開設 

十日町中学校 数学 ３年 月曜日 ３年目 

中条中学校 数学、英語 ３年 火曜日 新規 

南中学校 数学 ３年、２年 月曜日 ３年目 

吉田中学校 英語 ３年 水曜日 ３年目 

下条中学校 数学 ３年 木曜日 新規 

水沢中学校 数学 ３年 金曜日 ２年目 

川西中学校 数学 ３年 木曜日 ２年目 

中里中学校 数学、英語 ３年 木曜日 ２年目 

松代中学校 数学 ３年 木曜日 新規 

松之山中学校 英語 ３年 火曜日 ４年目 

 中学校放課後寺子屋塾は「もっと勉強したい」「分かるようになり

たい」という意欲や思いのある生徒に学校外における学びの場を提供

する教育センターの事業です。 

 「中学生を対象とした放課後寺子屋塾を開設することにより、希望

する生徒が補充発展的な学習に取り組めるよう指導・支援し、地域全

体で学力向上の気運を高める」ことを目的に実施します。 

 

平成 24年度に試行として市内３小学校で始まった寺子屋塾も、今年度全小中学校に広まりました。

小学校では 32.7%の４～６年生が、中学校では 65.6%の３年生が参加していることになります。こ

れまでの各校のご協力に感謝するとともに、児童・生徒の学力向上の一助となるよう今後もご協力

をお願いいたします。 

E-Kids「クイズ王は誰だ」 J-child「キャンプファイヤー

」 

J-child「歴史物語をつくろう

」 
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教育相談班より 

■２学期のスタートに、確かなみとりを 
 十日町市の小学校、中学校は、８月３０日（火）から一斉に２学期がスター

トしました（中条小、田沢小は８月２９日より）。雨の中でしたが、街中に子

供たちが元気に登校する姿が見られました。 

 楽しい体験、多様な経験を経て新たな意欲をもってスタートする２学期です

が、心ならず不安や悩みを抱えている児童生徒もいるかと思います。 

  

全国的には、この２～３日だけでも児童生徒に関わる悲しい出来事が何件もニュースで伝えられ

ています。 

８月30日付の朝日新聞の一面トップにも、「夏休み明け ＳＯＳに気づいて」と題した記事が大

きく載っています。文部科学省は夏休み明けに自殺を図る子どもが多いとして、全国の教育委員会

に、駅や踏切などでの見守り活動をする、ネットの書き込みのパトロールを強化する、さらに自殺

予防教育を実施する等の対策を求めています。 

 

 ２学期スタートのこの時期は、より一層子どもに寄り添い、わずかな心の動きを見逃さず、安心

して教育活動に取り組むことができるよう、しっかりと子供を見守っていきましょう。 

 

 

 

■中学校区の取組紹介（８月～９月） 
中学校区名 平成２８年度８月の取組 平成２８年度９月の予定 

拡大中学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【リーダー研修会】 

■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 

 ・小中スポーツ教室、小中リーダー研修 

 ・第３回推進会議 

 ・小中間教科意見交流、小中養護教諭部会 

 ・拡大中学校区教職員交流会 

 

 

 

 

 

【スポーツ教室】 

□８月 31 日（水）～９月２日（金） 

小中あいさつ運動（中３→各小学校） 

□９月７日（水）～13 日（火） 

「家庭学習、元気生活１,２,３」強

調ウィーク 

□９月 14 日（水）拡大中学校区ＰＴＡ

交流会 

□９月 14 日（水）１日異校種体験研修 

 信賀教諭→東小、星名教諭→十中 

□９月 20 日（火）１日異校種体験研修 

 西野教諭→中条小、南雲教諭→中条中 

□９月 29 日（木）１日異校種体験研修 

 西川教諭→飛一小 

南 中学校区 

 

 

■８月５日（金）中学校区教職員研修会 

9:00～学区研修会各班会議 

10:10～学区教職員協議会研修会 

教科連絡のための情報交換・意見交流 

 

←【学区教職員研修】 

□９月 13 日（火）１日異校種体験研修 

 川治小；小堺教諭→南中 

□９月 16 日（金）１日異校種体験研修 

 西小；植木教諭→南中 

吉田中学校区 

 

 

 

■８月１日（月）吉田中学校区学力部会 

 中越教育事務所小林徹哉副参事による、Web 配信

集計システムの効果的な活用についての講義 

 

※次ページに続く 

□９月３日（土）吉田中学校体育祭 

 「よしだ通学塾（地区公民館主催）」 

の児童が参加。 

□９月８日（木）「ちびっこ体操教室」 

 中学校３年生と鐙島保育園４，５歳
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■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 

児との交流（会場；吉田中学校） 

□９月 30 日（金）「吉田パワーアップ

作戦」地区合同保健指導 

下条中学校区 

 

 

 

 

 

■８月１日（月）小中合同研修会 

 「ファシリテーション研修」 

 講師；糸魚川中松風主幹教諭 

■８月８日（月）～部活動体験（バレー部、陸上部） 

■８月 22 日（月）下条地区教育講演会 

「下条地区教育の展望」 

講師；下条ＪＸＣ井川純宏代表 

■８月 31 日（水）体育祭小中合同練習 

小６と中学生 ３限～ 

□９月３日（土）下条中学校体育祭 

 小中交流種目実施（玉入れ、綱引き） 

□９月７日（水）中２－小３，４交流 

□９月 12 日（月）中３―小１，２交流 

□９月 15 日（木）中１―小６交流 

□９月 16 日（金）園小中合同学校保健

委員会（保護者対象） 

□９月 20 日（火）中２－小３,４交流 

□９月 23 日（金）中１－小５交流 

□９月 29 日（木）中３－小１,２交流 

水沢中学校区 

 

 

 

■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 

■８月 19 日（金）社会性育成研修会 

□９月 13 日（火）水沢中学校体験入学 

□９月 22 日（木）地区ＰＴＡ交流会 

 14:00～水沢小 

 

川西中学校区 

 

 

 

■８月１日（月）合同発表会リハーサル 

■８月４日（木）人間関係づくり研修会 

■８月５日（金）かけはし講演会 

「夢は牛のお使者さん」 

■８月 19 日（金）同和教育現地研修会（新発田市） 

■８月 24 日（水）学区コーディネーター会議 

□９月３日（土）川西中学校体育祭 

 小学校６年生を招待し地域交流種目

「玉入れ」実施 

□９月５日（月）～20 日（火） 

パワーアップ週間（生活習慣） 

□９月 29 日（木）～10 月４日（火） 

家庭学習強調週間 

中里中学校区 

 

 

 

 

 

 

【子育てフォーラム】 

■８月１日（月）～８月４日（木） 

 中里なかよし保育園参観 

■８月５日（金）全員研修会で実践発表 

■８月８日（月）地区教職員研修会講演会 

 講師；新潟大学 古田島恵津子教授 

■８月９日（火）子育てフォーラム講演会 

 講師；六日町高校 太平弥生養護教諭 

■８月 24 日（水）就学支援委員調査 

□９月６日（火）中里地区校長会 

□９月 14 日（水）地区教職員研修会 

 倉小（市教委計画訪問） 

□９月 28 日（水）小学校交流授業（低中） 

□９月 29 日（木）小学校交流授業（高） 

松代中学校区 

 

 

 

 

 

 

【体育祭意見交流】 

■８月２日（火）全員研修発表準備会（リハーサル） 

■８月５日（金）全員研修会で実践発表 

■８月 22 日（月）松代・松之山中学校区同和教育

合同研修会 新発田隣保館 

■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、 

小学校の児童代表と中学校体育祭実行委員が意 

見交流しながら決めました。 

□９月３日（土）松代中学校体育祭 

 ５月の小学校運動会と同様に、９月

は中学校を会場にして、幼児レース、

小中交流競技、地域交流競技等を実

施します。松代地域のすべての住民

を巻き込んだ体育祭にします。 

 

 

松之山中学校区 

 

 

 

■８月 22 日（月）松之山・松代中学校区同和教育

合同研修会  新発田・隣保館 

■８月 25 日（木）「豊かな心」部会 

あいさつ標語について協議 

■８月 30 日（火）小中一貫準備会議 

□９月１日（木）～７日（水） 

 第２回いきいき週間（生活習慣改善） 

□９月８日（木）１日異校種体験研修 

 松之山中；金城教諭→松之山小 

市内中学校体育祭  ９月３日（土） 中条中、吉田中、下条中、水沢中、川西中、中里中、松代中 

          ９月４日（日） 十日町中、南中     ※松之山中は７月に生徒会オリンBigを実施 

体育祭実施に伴い、市内中学校の多くは９月５日（月）が振替休業日になります。 


