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                        小中一貫教育だより  
            

平成28年9月30日    №30 

                     （小中一貫教育推進だよりから 通算№64） 
                         十日町市教育委員会学校教育課 

 

いじめ・不登校の状況と今後の取組について 

十日町市教育委員会子育て教育部学校教育課 

指導主事 宮澤 均 

１ いじめの状況について 

認知件数は、平成 28 年度 1 学期末現在、小学校 12 件、中学校 13 件認知さ

れています（昨年同時期、小学校 5 件、中学校 9 件)。 数は増加していますが、

各学校の報告から、冷やかし、からかいといった軽微なものを見逃さず、早期

にいじめとして認知して対応している様子が伺えます。 

一方、ズボンおろし、パンツおろしなど重大な人権侵害につながる事案が、複数件起きています。

小学校で、遊びやふざけ半分で行われていたものが、そのまま中学校で行われた事案もあります。

小学校、中学校で起こったいじめ、生徒指導上の問題は小・中で情報共有を行うとともに、小学校

から早期の指導、継続的な指導を行うことが大切です。 

【指導のポイント】 

いじめについては、早期発見・即時対応が大切です。以下の点を再度確認してください。 

①複数の目で児童生徒を見ていくとともに、定期的なアンケート、保護者・地域との連携を密に

して早期発見し、全校体制で組織的に対応する。 

②解決は形だけでなく、児童生徒が真に自分の行為を反省し、二度と同じ行為を起こさないよう

心からの反省を促す指導を行う。そのためには、事実確認をしっかりと行う（うやむやにしな

い）。また、保護者と連携し、継続して見守りを続けていく。 

③傍観者(第３者)への指導を行い、「いじめを知らせる勇気」「させない勇気」をもたせる。 

 

２ 不登校児童生徒の状況について 

 平成 28 年度 1 学期末現在、病気欠席を除く 30 日以上不登校の児童生徒は、小学校は 3 人、中学

校は 26 人です。昨年同時期と比べると小学校は、±０人、中学校は、－８人です。小学校では、ほ

ぼ昨年並みとなっています。中学校は、やや減少となっていますが、予断を許さない状況です。 

小・中学校で連携し、細やかな引継ぎ、個別の支援を行った結果、不登校の児童生徒の不登校の

状況は改善されつつあると感じています。今後とも、新たな不登校を出さない取組をお願いします。 

【指導のポイント】 

①不登校の未然防止のためには、早期発見・即時対応が大切です。児童生徒の欠席、登校しぶり

が見られたときには、その初期段階(1 日～3 日目)に担任を中心に職員が組織的に対応し欠席が

長期化しないようにする。→「子どもとともに１・２．３運動 

②その子の不登校の要因となるものを可能な範囲で取り除いて、本人が、学校に来やすい環境を

つくる。(学習面、部活動、人間関係の配慮) 

③定期的に校内委員会を開いて、情報の共有、手立ての有効性等について協議する。 

小学校で有効だった手だてを中学校でも実践してみる。必要に応じて、関係機関と連携して対

応する。 

④保健室、校内適応指導教室等を活用し、本人が可能なところから教室復帰を目指していく。(ス

モールステップで) 

⑤市の適応指導教室(にこやかルーム)が中央公民館に移転しました。(9 月 1 日) 

スタッフも複数で対応します。学校復帰の一歩として活用ください! 
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■中学校区合同発表会兼教職員研修会の総括と次年度の方向づけ 
 前号に、中学校区合同発表会の発表内容（概要）を掲載しましたが、今回アンケートの集計結果

と研修会の総括を載せます。 

 

１ 研修会の実施時期 

 

 

２ 代表中学校区の実践発表について 

 

 

３ 文科省担当者の講演について 

 
 

４ 課題・考察・次年度の方向性 

 夏季休業中の研修会は、学校、教職員の負担にならないようにと「悉皆」という言葉をここ数年

無くしてきたところであるが、今年度は新しい「大きな教育制度の変革の理解」ということで悉皆

研修とした。態様は研修の内容によるものとする。 

小中一貫教育が全中学校区で始まって３年がたつ。今年度は総括と今後の方向性を探る年である。 

 中学校区合同発表会の在り方も、今まで通りでなく、新しい視点での研修を計画していく必要が

ある。 

 小中一貫教育の推進に、既存の体制による話し合いだけでなく、学区や部会の枠を超えた自由討

論が前回好評であった。今後もそのように参加者が主体的に取り組めるような研修にしていくよう

検討する。 

○夏季休業中なので安心して参加できた。 

○閉庁措置で、日直等気にすることなく参加できた。 

○夏季休業中の研修は臨時職員の参加がきつい。 

○金曜午後の研修はやめて欲しい。 

○研修は１年おきにしたらどうか。 

○盆明けであれば、プール開放等に影響がでない。 

○この時期しかないのでアンケートの必要はない。 

○研修の必要性は理解できるがあまりに多忙である。 

○発表内容を中学校区ごとに焦点化し、より具体的な

発表にすると参考になる。 

○それぞれの取組に対する工夫や苦労などを発表内

容に盛り込むと参考になる。 

○成果だけでなく今後の課題や方向性を示されると

良い。さらなるグレードアップを期待する。 

○発表は重点学区を決め１中学校区だけでいい。 

○「無理なく穏やかに」が大切だと感じた。 

○小中一貫教育の背景や方向が明確になった。 

○運用上の取組は限界があり、今後は制度化の枠組

みで進めていくことが必要と感じた。 

○つながるという国のねらいは十日町市と同様であ

り、今後意識していきたい。 

○仕組みを学ぶだけでなく、講演後に話し合う時間

の確保が必要だ。 

○キャリア教育の必要性を感じた。 

○９年間のカリキュラムの一層の改善工夫が必要。 
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■学習指導班より 

野中先生から、「味噌汁・ご飯」授業を学ぶ ～プロに学ぶ～授業力向上研修Part１から 

 ９月15日（木）元横浜市立小学校教諭・野中信行先生をお招

きし、西小学校を会場に４年１組国語「なくぞ（谷川俊太郎の

詩）」の示範授業と「日常授業の改善を考える」と題した講演

会を行いました。研究授業（ご馳走）ではなく、日頃（味噌汁･

ご飯）の授業づくりとして、貴重なご示唆を頂戴しました。市

内外から63名の教職員が参加し、明日からの授業づくりのヒン

トをたくさん持ち帰りました。 

 

指導力向上にかかわる今後の授業公開の予定 

１０月 ３日（月） 

 

14:05～16:30 東小学校 

～プロに学ぶ～授業力向上研修PartⅡ「学級活動」 

上越教育大学教授     赤坂 真二 様 

 

案内配付 

済み 

１１月 ９日（水） 

 

13:45～16:30 南中学校 

英語科授業力養成講座Ⅱ 

埼玉県秩父郡皆野町立皆野中学校教諭  

瀧沢 広人 様 

案内配付 

済み 

１１月３０日（水） 

 

13:45～16:30 南中学校 

エキスパート教員研修Ⅱ「中学校国語」 

十日町市立南中学校教諭  佐藤 孝幸 様 

 

10月中旬 

発送予定 

 

 

 

■小中学校の文化祭 
文化の秋です。学習成果の発表会として市内各小中学校では１０月中旬～下旬にかけてに「文化

祭」をします。 

月日（曜） 小学校 中学校 

１０月１６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２２日（土） 中条小学校、 下条小学校、水沢小学校、千手小学校、 

上野小学校、 田沢小学校、貝野小学校、松代小学校 

松之山小学校※ 

下条中学校、 松之山中学校※ 

１０月２３日（日） 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、 川西中学校 

１０月２９日（土）  中条中学校、 水沢中学校、 

中里中学校、 松代中学校、 

１０月３０日（日） 東小学校、飛一小学校 

 

 

 

松之山小学校と松之山中学校は、同一会場で「合同文化祭」を行います。 

下条中学校区は、小学校の文化祭で中学生３年生が合唱発表を行い、中学

校の文化祭で小学校６年生が合唱発表を行います。 

 松代中学校区では、中学校合唱コンクールを作り上げる過程（リハーサル）

を小学校５，６年生が参観します。そのほかの中学校区でも、小中一貫を意

識した文化祭の取組を工夫しています。 
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■中学校区の取組（９月～10月） 
中学校区名 平成２８年度９月の取組 平成２８年度１０月の予定 

拡大中学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【異校種体験研修】 

■８月 31 日（水）～９月２日（金） 

小中あいさつ運動（中学３年生→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 

 十中・信賀教諭→東小、東小・星名教諭→十中 

■９月 20 日（火）１日異校種体験研修 

 中中・西野教諭→中小、中小・南雲教諭→中中 

■９月 23 日（金）１日異校種体験研修 

 十中・古川教諭→十小、十小・唐澤教諭→十中 

■９月 29 日（木）１日異校種体験研修 

 中中・西川教諭→飛一小 

□10 月 11 日（火）～13 日（木） 

 第５回あいさつ運動 

□10 月 18 日（火）～20 日（木） 

 第６回あいさつ運動 

□学校説明会 

 中条小会場  10 月 18 日（火） 

 東小会場   10 月 20 日（木） 

 十日町小会場  10 月 26 日（水） 

 

南 中学校区 

 

 

 

 

 

【小中挨拶運動】 

■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 

■９月 26 日（月）～10 月７日（金）あいさつ運動 

 中学校のＰＴＡ挨拶運動期間に併せて、生徒会役

員が小学校で実施。 

□10 月 16 日（日）文化祭参加 

 川治小、西小のそれぞれの文化祭に、

中学校吹奏楽部が参加し、演奏を披

露。 

□10 月 28 日（金）南中学校説明会 

 川治小、西小を会場として実施。 

吉田中学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【体育祭・交流種目】 

■９月３日（土）吉田中学校体育祭に小学生が参加 

■９月７日（水）～８日（木）小中挨拶運動 

■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歳児との交流（ 

■９月 15 日（木）小中合同クリーン作戦 

 

 

 

 

 

【ちびっこ体操教室】  【小中合同クリーン作戦】 

□10 月 26 日（水）１日異校種研修 

 吉田中・中川教諭→鐙島小へ 

□10 月 27 日（木）１日異校種研修 

 吉田小・関教諭 →吉田中へ 

□10 月 31 日（月）１日異校種研修 

 鐙島小・藤田教諭→吉田中へ 

 

 

 

 

【小中あいさつ運動】 

下条中学校区 

 

 

 

 

 

 

■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５交流 

■９月 16 日（金）園小中合同学校保健委員会講演 

保護者対象、ＬＩＮＥ紹介インターネット注意 

■９月 20 日（火）中２－小３,４交流 

■９月 23 日（金）中１－小６交流 

■９月 29 日（木）中３－小１,２交流 

■９月 26 日(月）～30 日(金）エコメディア週間 

□10 月 10 日（月）下条地域行事 

 芝生に触れようラジオ体操大会 

□10 月 22 日（土）小、中とも文化祭 

 小６と中３がそれぞれの文化祭交流

ステージで合唱発表を行います。 

□10 月 28 日（金）小中交流活動 

終わりの集い 8:30～ 

 

 

 

水沢中学校区 

 

 

※次頁に続く 

■９月９日（金）１日異校種体験研修 

 馬場小・三代教諭→水沢中学校 

■９月 13 日（火）水沢中学校体験入学（説明会） 

■９月 20 日（火）クロアチアに親しむ授業 

□10 月 18 日（火）～21 日（金） 

 小中Ｐあいさつ交流 
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【９月中学校説明会】 

 水沢中１年と水沢、馬場小６年生が参加 

■９月 21 日（水）小中一貫教育体育部会 

■９月 22 日（木）水沢地区ＰＴＡ交流会 

 バレーボール、懇親会 

■９月 23 日（金）中学校区絆交流担当者打合せ 

■９月 30 日（金）特別支援学級小中交流会 

 

 

 

 

 

 

川西中学校区 

 

 

 

■９月３日（土）川西中学校体育祭 

 小学６年生を招待。地域交流種目玉入れに参加。 

■９月５日（月）～20 日（火） 

パワーアップ週間（生活習慣を整える） 

■９月 14 日（水）ＳＡＱトレーニング 

■９月 29 日（木）～10 月４日（火） 

家庭学習強調週間 学習習慣の形成に取り組む。 

□10 月６日（木）１日異校種体験研修 

 橘小加藤養護教諭→川西中 

 ※川西中「俳句遠足」に参加 

□10 月 23 日（日）川西中文化祭 

 合唱コンクールに小学６年生を招待 

□10 月 28 日（金）越後語り座公演 

 プロの公演の鑑賞を通して豊かな心

を育てる。 

中里中学校区 

 

 

 

 

 

 

 

【学区職員研修】 

■９月３日（土）中学校体育祭で小学生種目実施 

■９月 14 日（水）地区教職員研修会 

 倉俣小（市教委計画訪問）３校職員参加 

■９月 28 日（水）小学校交流授業（低・中学年） 

■９月 29 日（木）小学校交流授業（高学年） 

■９月 30 日（金）異日異校種体験研修 

 田沢小・樋熊教諭→中里中 

□10 月  中里地区あいさつ強調週間 

□10 月 11 日（火）１日異校種研修 

 中里中・渡邊教諭→田沢小 

□10 月 16 日（日）倉俣はつらつ学習

発表会に、中学校吹奏楽部参加 

□10 月 18 日（火）～20 日（木） 

 中学校区あいさつ運動 

□10 月 22 日（土）田沢小ポプラまつ

りに中学校吹奏楽部参加 

□10 月 22 日（土）貝野小若草発表会

に中学校吹奏楽部参加 

□10 月 25 日（火）中里中学校説明会 

 13:45～中里中 ３小５、６年参加 

松代中学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学校体育祭】 

■９月３日（土）松代中学校体育祭 

 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、お越しいただいた方々

の参加を含め、全員で作り上げた体育祭になりま

した。 

■９月 13 日（火）小中授業交流 

 松代小２年生国語授業研究を実施。中学校職員も

参加。 

 

 

 

 

□10 月４日（火）１日異校種体験研修 

 松代小・島田教諭→松代中 

□10 月７日（金）松代中体験入学 

 数学体験授業、部活動体験 

 保護者はインターネット安全講演 

□10 月 22 日（土）松代小文化祭 

 吹奏楽部が演奏出演します。 

□10 月 25 日（火）中学校音楽発表リ

ハーサル 本番を前に小学校５，６

年生が中学生の合唱の練習やリハー

サルの練習を見学。 

□10 月 29 日（土）中学校学習成果発表会 

松之山中学校区 

 

 

 

 

 

 

【異校種体験研修】 

■９月１日（木）～７日（水） 

 第２回いきいき週間（小中同一に生活習慣改善） 

■９月２日（金）小中一貫準備会議 

■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 

■９月 26 日（月）小中一貫準備会議 

■９月 30 日（金）小中一貫全体会議 

 

 

□10 月８日（土）湯鳥駅伝、健康マラ

ソン大会に全児童生徒が参加する。

（振替授業日） 

□10 月 12 日（水）小中一貫準備会議 

□10 月 19 日（水）小中ＰＴＡ合同合

唱練習  

□10 月 22 日（土）小中合同文化祭 

作品展示 9:00～14:10 

学習発表 9:30～14:10 

 


