
中学校

実践
研究
課題

生徒指導に関する改善

実践
研究
のねら
い

「生きる力をはぐくむ小中一貫した生徒指導の在り方」
　基本的な行動様式の定着が十分でない子どもや自己実現に向けて自ら努力する力が不足している子ど
もも見られるところであり，小・中学校，家庭，地域が一体となって子どもたちをよりよく育てていくことが求
められている。
　したがって，小・中学校９年間を見通した「目指す子ども像」に基づいて，発達段階に応じた生徒指導の指
導内容を明確にするとともに，小・中の連携に基づく一貫した生徒指導の在り方について研究を進める。

福島市立蓬莱中学校
　

福島市立平野中学校

福島市立松陵中学校
　

 福島市立野田中学校

鉾田市立鉾田北中学校
　

鉾田市立鉾田南中学校

実践
研究
のねら
い

○児童生徒の学ぶ意欲を高め，基礎学力の定着と向上を図るための小・中一貫した指導方法の工夫・改
善に取り組む。
○児童生徒の豊かな心をはぐくむとともに，よりよい人間関係の構築や学校生活の充実に取り組む。
○地域の教育力の積極活用が図られるよう，教育環境の整備に取り組む。
○小・中教員の授業交流やティーム・ティーチング等の授業改善を試み，望ましい小・中連携の在り方に取
り組む。

実践
研究
課題

小・中間の連携によって達成される学校教育の改善に関する実証的な研究を行う。内容は，学習指導に関
する改善，生徒指導に関する改善，その他特に必要な研究課題。

実践

「学力向上」推進の視点に立った実践研究とする。
○授業公開や小・中相互の教員による授業交流を通した発達段階に応じた指導方法の改善。
○基礎的・基本的内容の確実な定着のための指導方法の開発。

小・中連携教育実践研究事業（平成18・19年度）推進地域・実践研究主題一覧

（１）
（２）

（１）
（２）

実践
研究
課題

【鉾田市】
　小・中の連携による確かな学力と豊かな心の育成の在り方
【北中学区】
　心豊かな児童生徒を育成するための小・中連携教育の在り方
【南中学区】
　児童生徒の確かな学力を育成するための小・中連携教育の在り方

実践研究課題等
課題
番号

1

実践研究協力校都道府県名
推進地域名

福島市立松川小学校
福島市立金谷川小学校
福島市立水原小学校
福島市立下川崎小学校

福島市立野田小学校

小学校

当別町立西当別中学校

北海道

当別町
（２）

鉾田市立徳宿小学校
鉾田市立大和田小学校

鉾田市立鉾田小学校

福島県

福島市
2

3
茨城県

鉾田市

日野市立日野第三小学校
日野市立東光寺小学校
日野市立日野第七小学校

福島市立西信中学校
　

日野市立大坂上中学校
 

小・中学校の連続する９年間を見通した指導を通して，「豊かな人間性の育成」と「確かな学力の向上」を図
る。
○中学校区内の小・中学校における目指す子ども像の共有
○教科等の指導内容，指導方法，子どもの見取り等についての実践交流
○生徒指導に関わる積極的な情報交換と一人ひとりへの継続的な指導
○地域や保護者との連携による子どもの健全な成長を支える基盤づくり

実践
研究
課題

実践
研究
のねら
い

学力面，特に数学における中学校１年生での落ち込みが見られること，また，不登校児童生徒が中学校１
年生で小学校６年生の約２倍になること等から，小・中学校が目指す子ども像を共有するとともに，保護者
や地域をも含めた交流の推進を図る。
○小・中学校における教科等の研修及び授業実践，交流
○小・中学校における発達の特性の理解等，生徒指導に関わる研修及び情報交換
○保護者や地域の方々への本事業の説明や交流の推進

4

東京都

日野市
（１）

当別町立西当別小学校

福島市立蓬莱小学校
福島市立蓬莱東小学校

福島市立平野小学校

福島市立佐倉小学校
福島市立佐原小学校
福島市立荒井小学校
福島市立土湯小学校

実践
研究
のねら
い

○基礎的 基本的内容の確実な定着のための指導方法の開発。
○小・中相互の教育内容と児童・生徒の発達段階を考慮し，小学校から中学校への進学時に円滑な適応
が図られるよう，教科・生徒指導の系統性，連続性の明確化を通じて９年間を見通した教育課程の編成を
行う。

実践
研究
課題

○ 小・中９年間を見通し，発達段階に応じた家庭・地域・学校それぞれの役割を明確にする。
○ 「自立・自律」をはぐくむために学校・地域・関係機関の効果的な「連携」と「かかわり」の在り方を明確に
する。

実践
研究
のねら
い

　塩沢地区大小七つの小学校から入学するため，中学校は20学級，生徒数668名の大規模校となる。地
域の産業は観光（七つのスキー場）と農業（うおぬまコシヒカリ），織物（越後上布）が中心である。生徒の問
題行動が大きな周期で発生し，そのたびに地域をあげて改善を図ってきた。また，中学校での不登校が多
く，小学校段階から人間関係能力の育成や家庭教育講座（子育て支援）が必要と考える。
　したがって，小・中９年間を見通した学校・家庭・地域・関係機関の「連携」を基盤とし，子育てにおけるそ
れぞれの「かかわり（役割）」を実践していく。
また，問題を抱える生徒や不登校の生徒に関して中学校の取組の改善を図る。

実践
研究
課題

学校・家庭・地域が連携し，生きる力を身に付けた児童生徒を育成するために，９年間を見通した教育の在
り方を明らかにする。

実践
研究
のねら
い

　阿久比町は，４小学校，１中学校，８保育所，１幼稚園がある人口25000人ほどの町である。問題行動は
少ないが，不登校の児童生徒がやや多い状況にある。町内の中学校が一つであるよさを生かし，４小学校
１中学校が協力して研究実践し成果を共有化すれば，目指す児童生徒を育成することができると考えた。
　平成17年の10月から阿久比町独自に幼・保・小・中一貫教育プロジェクトを立ち上げ，０歳から15歳まで
一貫した保育・教育を行うために，内容について研究を進めている。幼稚園･保育所･小学校･中学校の保
育士･教師，保護者，保健師，保護司，行政関係者等で研究部会が構成されている。小中学校の教育に一
貫性をもたせることを最重点とし，国語，算数･数学，英語，道徳，総合的な学習の時間，食育，健康教育
(性教育･薬物乱用防止教育)において，また，学習習慣や生活習慣においても小中学校間に一貫性をもた
せたいと考えている。

愛知県

阿久比町
6

日野市立日野第七小学校

南魚沼市立第一上田小学校
南魚沼市立第二上田小学校
南魚沼市立栃窪小学校
南魚沼市立塩沢小学校
南魚沼市立中之島小学校
南魚沼市立石打小学校
南魚沼市立上関小学校

南魚沼市立塩沢中学校

阿久比町立東部小学校
阿久比町立英比小学校
阿久比町立草木小学校
阿久比町立南部小学校

5
新潟県

南魚沼市
（２）

阿久比町立阿久比中学校 （１）
（２）
（３）

http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=4
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=5
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=14
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=15
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=25
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=26
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=36
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=37
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=47
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=48
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=58
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=59
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=5
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=15
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=26
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=37
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=48
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=59


中学校

小・中連携教育実践研究事業（平成18・19年度）推進地域・実践研究主題一覧

実践研究課題等
課題
番号

実践研究協力校都道府県名
推進地域名

小学校

実践
研究
課題

○小・中学校間の系統的な学習指導や自学自習力育成のための教材作成
○小・中学校間で連携した生徒指導体制の充実

実践
研究
のねら
い

（重点を置いて取り組むところ）
○小・中学校間の教員交流の推進
○各小学校における学習指導の充実と中学校との連携
○小・中学校継続して取り組む「総合的な学習の時間」や「道徳」「特別活動」等の実施に伴う連携
○小・中学校で系統的な自学自習力育成のための教材研究
○小・中学校で連携した生徒指導体制の充実

実践
研究
課題

○「めざす１５歳像」を明確にした総合的連携教育構想「走島プラン」の実践検証と改善（「キャリア教育」を
ベースに，「ことばの教育」，「心の教育」，「健康教育」の３つの視点で）
○「めざす１５歳像」を具現化する幼・小・中連携による教育課程，指導法及び評価法
○幼・小・中の連携をより深める学校運営組織，研究推進組織のあり方

実践
研究
のねら
い

　走島中学校区は福山市内唯一の離島の校区である。当該２校はいずれも小規模・少人数（小学校：２５
名・中学校：２１名）であり，小学校は複式を含む学級編制となっている。校区内の幼稚園を含めた２校・１
園は互いに隣接しており，必然的に合同行事・合同学習を実施する等連携をとりながら教育活動を進めて
きた歴史をもっている。
　児童・生徒は，幼・小・中１２年間をほぼ同じ仲間の中で過ごし，兄弟姉妹のような親密な関係にある。こ
のような生活環境・学習環境から，中学校を卒業するとほぼ全員が家庭を離れての単身での高校生活を
余儀なくされる。このため，中学校卒業時点で，学習・生活両面での自主自律を育成しておくことが求めら
れ，基礎・基本の定着，自律的な生活態度，将来への具体的な展望の育成が，幼・小・中１２年間を通して
の教育課題となっている。
　そこで，中学校卒業時点でのめざす生徒像をより明確にし，綿密な連携のもとに実践研究を進めていき
たいと考えている。

実践
研究
課題

小・中一貫校であるという本校の特色を生かし，児童生徒が互いに交流・連携し，教職員が相互乗り入れ
をし合いながら相互の連携を一層促進する。また，地域との連携・協力を深め，地域の特色を生かしたカリ
キュラムづくりを進める。このようなことを通して教員の児童生徒理解を深め，生徒指導についての改善を
進める。
　　○認め合い，はげまし合う児童生徒の育成をめざす教育の推進
　　○一人一人の自尊感情を高める教育の推進
　　○コミュニケーション能力を育む教育の推進

実践
研究
のねら
い

　小・中学校の連携教育では，児童生徒の発達段階を十分に考慮した９年間を見通した計画的・継続的な
教科指導や生徒指導を展開することにより，教職員の指導力の向上や意識の変革を図る。また，こうした
取組は，児童生徒にとっても，互いを思いやる心をはぐくみ，誰かのために自分が役立つことができたとい
う満足感や充実感を味わうことや，見通しをもって行動ができるようになることなど，多くの意義があると考
えられる。
　そのために，小・中学校の児童生徒の発達段階や教育内容を相互に理解し，一緒に行う様々な行事を通
して，児童生徒のどのようなかかわり方が相互の連携を進める上で大切なのかを研究する。また，地域の
特色を生かした９年間を見通したカリキュラムづくりを行い，個を生かす教育の推進を図る。さらに，保育所
が小・中学校に隣接していることから，様々な機会を通して保育所や地域の人々の意見をいただき，長期
的視野に立ち教育的課題に基づいた保・小・中連携教育を一層進めていく。

実践
研究
課

豊かな心と確かな学力を育む小中一貫教育の創造
～小中の教職員の指導体制の工夫改善を通して～

大阪府

島本町
7

島本町立第一小学校
島本町立第四小学校

福山市立走島中学校 （３）
福山市立走島小学校

（１）
（２）

島本町立第一中学校

9
高知県

須崎市
（２）須崎市立上分中学校須崎市立上分小学校

8
広島県

福山市

課題

実践
研究
のねら
い

小中併設型の特色を生かし，小中一貫教育の創造を通して，豊かな心と確かな学力を身につけた子どもを
育成する。
○小・中の接続を考慮し，豊かな心と確かな学力を育むため，義務教育6･3制は保持しながらも児童生徒
の発達特性を考慮して，小・中学校9年間を前期4年（小　1年から小4年），中期3年（小5年から中1年），後
期2年（中2年から中3年）に分け，各区分に応じた教育活動を推進する教育課程を編成・実施・評価する。
○各段階の教育活動が効果的に実施されるよう，小中の教職員の指導体制を工夫改善する。

（１）
（３）

宗像市立大島中学校宗像市立大島小学校10
福岡県

宗像市

http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=67
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=68
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=77
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=78
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=88
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=89
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=99
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=100
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=68
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=78
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=89
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/syoutyu_r18-19.pdf#page=100


小・中連携教育実践研究事業（平成２０・２１年度）実践研究課題
－平成２１年度－

No.
実践研究課題
 (都道府県）

推進
地域名

学校名
課題
番号

実践研究課題(地域別）

1 横手市 横手市立雄物川北小学
校
横手市立南小学校
横手市立福地小学校

（１）
（２）

９年間の一貫性のある指導を通して「自ら道を拓(ひら)く児童生
徒」を育成する小・小連携及び小・中連携の在り方を明らかにす
る

横手市立雄物川中学校

大潟村立大潟小学校

大潟村立大潟中学校

3 伊勢崎市 伊勢崎市立境采女小学
校
伊勢崎市立境剛志小学
校

（１） 中学校区を単位とした小中連携による９年間の一貫性のある教
育による確かな学力の向上

伊勢崎市立境北中学校
伊勢崎市立境西中学校

4 川場村 川場村立川場小学校 （１）
（２）
（３）

小・中学校の連携による確かな学力・豊かな人間性の育成

川場村立川場中学校

5 羽生市 羽生市立井泉小学校
羽生市立手子林小学校
羽生市立三田ヶ谷小学
校
羽生市立村君小学校

（１） 小・中連携によるコミュニケーション能力育成に関する研究

羽生市立東中学校

6 松伏町 松伏町立松伏小学校
松伏町立松伏第二小学
校

（１）
（２）

小･中連携による学習指導と生徒指導の円滑な移行のあり方に
関する研究
～児童生徒及び教職員の相互交流を中心として～

松伏町立松伏第二中学
校

10

11 埼玉県 昨年度開催した小中連携推
進会議担当指導主事会議で
確認した各地域の２１年度の
研究計画の支援を推進して、
今後より中一ギャップの解消
などの小中連携についての
課題解決に沿った研究を深
めることで、義務教育9年間を
見通した教育を支援していく

都道府県

学習指導，生徒指導等の充
実のため，小・中連携により
学校経営等の改善を図り，今
後の本県学校教育の充実を
目指した実践的研究を行う

群馬県 発達の特性を踏まえ９年間を
見通した豊かな心と確かな学
力をはぐくむ学習指導及び生
徒指導のあり方について明ら
かにする

小・中連携による９年間の一貫した指導を通して，「確かな学力を
身に付け，進取の気概をもつ子ども」を育成する

2

5 秋田県

大潟村 （１）
（２）

7 長浜市 長浜市立びわ北小学校
長浜市立びわ南小学校

（１）
（２）
（３）

長浜市立びわ中学校

8 多賀町 多賀町立多賀小学校
多賀町立大滝小学校

（１）
（２）
（３）

多賀町立多賀中学校

9 虎姫町 虎姫町立虎姫小学校 （１）
（３）

小学校と中学校のスムーズな接続を図るための, 教職員の児童
生徒の理解に立つ緊密な小・中連携と一貫した教育のあり方
～人権教育を基盤に道徳と特別活動との関連を図る教育実践研
究～

虎姫町立虎姫中学校

豊かな人間性やよりよい人間関係を構築するための能力, 規範
意識を育むため, 発達段階に応じた実践を通して, 小中連携した
指導方法, 指導内容のあり方などについての研究開発

学力向上に向けた美しい豊かな言の葉の町をめざして
～豊かな語彙力を身につけ，思考力の深化をはかるとともに，美
しい言葉遣いと美しい文字・書写の能力を育てる～

滋賀県25 小・中連携教育によるスムー
ズな接続と学習指導・生徒指
導・地域との連携の工夫改善
　・児童生徒理解に立つ教育
課程の確立
　・発達段階に応じた小・中連
携した指導方法のあり方
　・言語能力の育成などによ
る学力の向上と地域との連
携
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10 26 京都府 小・中連携による継続的で一
貫性のある学習指導や生徒
指導の在り方について

向日市 向日市立向陽小学校
向日市立第５向陽小学
校

（２） 小・中学校の「目指す子ども像」の共有化と９年間を見通した継
続的で一貫性のある生徒指導や学習指導の工夫・改善
～豊かな心や態度を育成する小・中連携のあり方～

向日市立勝山中学校

11 精華町 精華町立山田荘小学校 （１）
（２）

精華町立精華南中学校

12 南丹市 南丹市立園部小学校
南丹市立園部第二小学
校

（１）

南丹市立園部中学校

京都市立新林小学校
京都市立境谷小学校

京都市立洛西中学校

貝塚市立東小学校
貝塚市立津田小学校
貝塚市立中央小学校

貝塚市立第二中学校

『学校が変わり，地域が変わり，そして子どもたちの「育ち」と「学
び」に確かな足跡を！』
①学校が学校運営協議会など地域の人たちと一層緊密な連携を
図り，子どもたちの「確かな学び」と「健やかな育ち」に責任を担
い，将来の世界や日本・地域社会を託せる子どもを育む
②義務教育小・中学校が地域コミュニティの中核的な役割を担
い，「洛西ニュータウン創生推進会議」と連携を図り，洛西ニュー
タウンの地域活性運動をすすめる

京都市

・中学校区における校種間連携を通した小・中学校９年間の一貫
かつ継続的な指導による学習活動, 生徒指導のあり方の実践研
究を行う
・「小・中学校間いきいきスクール事業」の取組をもとに, 効果的な
教育活動を推進するための小・中連携のあり方を追求する
・研究課題の解決に止まらず，義務教育の９年間を見通した子ど
も像を共有し， 未来指向型の小・中連携の可能性を追求する

自他の存在を大切にする表現力・コミュニケーション力を培い，確
かな学力と豊かな人間性をはぐくむ児童・生徒の育成
－９年間を見通した指導方法の工夫・改善－

小中学校９年間の一貫した見通しの上に立って, 基礎・基本の確
実な定着と活用力を育成するなど「質の高い学力の向上」を図る

14 （１）
（２）

27 大阪府 ・小・中学校9年間の一貫した
指導による学習活動，生徒指
導の在り方
・「小・中学校間いきいきス
クール事業」の取組をふまえ
た，効果的な教育活動を推進
するための小・中連携の在り
方

貝塚市

13 （１）

15 36 徳島県 小・中学校のスムーズな接続
と連携の在り方について
 ―継続的・計画的な指導に
よる学力の向上と児童生徒
理解の推進―

板野町 板野町立板野南小学校
板野町立板野西小学校
板野町立板野東小学校

（１）
（２）

 中一ギャップを解消する方策について
―小・中学校の円滑な接続をめざした生徒指導や学習指導の在
り方―

板野町立板野中学校

16 武雄市 武雄市立若木小学校
武雄市立武内小学校

（１）

武雄市立武雄北中学校

17 大町町 大町町立大町小学校 （１）
（３）

大町町立大町中学校

小・中連携による基本的な学習習慣・生活習慣の定着・改善と指
導方法の工夫改善を図り, 学力向上をめざす

41 佐賀県 学びの連続性を踏まえ，学習
指導，生徒指導に関する改
善を図るための小・中連携の
在り方を探る

共に学び合い, 自己実現を図ろうとする児童・生徒の育成
～小・中９年間を見通した学習習慣の定着と生活習慣の確立の
取組を通して～
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