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は じ め に

国立教 育政策研 究所 教育課 程研 究セ ンター では，全 国学力 ・学習状況調査 ，

特定 の課題 に関す る調査 等の調 査や各種指導資料の作成等 を行 うとともに，研

究指定事業 を実施 し，各 学校 において学習指導要領 に基づ く教育課程 が 円滑 に

実施 され るために，特 に重要 な課題 について研 究テーマ を示 し，指定校や 指定

地域での実践的研究 を進 めています。 その成果 は，各学校 にお ける教 育課程 の

編成，指導や評価 の改善 な どのため に提供す るとともに，今後 の教育課程 や指

導方法の改善 に向けた資料 ・デー タ として，中央教育審議 会への報告等 を行 っ

てい るところです。

「小 ・中連携 教育実践研究事業」 は，義務教育段階 の小 ・中学校 間で，相互

の連携 を一層促進 し，継 続性や 接続 の円滑化 な どを図 る ことに よ り，教員 の児

童生徒理解 を深 め，学習指導，生徒指導，学校運営な どにつ いて改善 をすす め

るため，都道府 県教育委 員会 との連携 ・協力の下で，小 ・中学校連携 教育の在

り方等 につ いての実践 的な研 究 を行 うこ とを通 して、今後の小 ・中連携 教育の

推 進 に資す るもの であ ります。

本冊子 に掲載 した研究報告 には，小学校及 び中学校 において学習指導及 び生

徒 指導 に関す る改善又 はその他特 に必 要な課題 につ いて，具体的 な研 究課題 を

設 定 し，小 ・中学校間の連携 に よって達成 され る学校教育 の改善に関す る実証

的な取組 の要点が ま とめ られて います ので， これ らの事例 が全 国の学校や教 育

委員会等 の参考 とな り，今後の学校教 育の改善充実 に資す る ことを期 待 してお

ります。

最後 に，2年 間の調査研究 に熱心 にお取組 みいただいた研 究指定校 の方 々，

関係 教育委員会等 の方 々に心 か ら感謝 の意 を表 します。

平成21年3月

国 立 教 育 政 策 研 究 所

教育課程研究センター長

中 岡 司
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平成18・19年 度小 ・中連携教 育実践研究事業研究成果報告書

小 ・中連携教 育実践 研究事業 【平成18・19年 度】 における研究の要 点― 平成19年 度―

都道府県名 北海道 市町村名 当別町 実践研究協力校名 当別町立西当別小学校 当別町立西当別中学校

実践研究課題 都道府県
教育委員会

生徒指導に関する改善
～9年 間を見通 した一貫 した生徒指導の工夫改善～

推進地域 生徒指導に関する改善

A地 域の特色や課題 新興住宅地 を抱 える本地域では、家庭環境の変化 に伴い、子 どもたちに基本的な行動様式を身に付 けた り、 自己実現に向けて意欲 をも
って努力する態度 を育成す ることに課題がみ られ、地域が一体 となって子 どもたちを健全 に育てていくことが求められ

てい る。
こ うした ことか ら、小 学校1校 、 中学校1校 を有 す る本 地域 にお いて は、小 ・中学 校 の連携 はもと よ り、地 域 にも 働き か け

なが ら9年 間を見通 した生徒指導の充実に努める必要がある。

B実 践研究のね らい Cね らい実現のための
研究の方針や方向性

D具 体的な手だて E取 組による具体の成果 ・効果 F今 後の課題

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、
「目指す子 ども像」

の実現 に向けた小 ・

中の連携 に よる一貫
した生徒指 導の在 り
方 につ いて明 らか に
する。

○ 「目指す子 ども像」
に対 す る教職員 の共
通理解 を深 め る取組
の推進

○ 「小 ・中学校 の連続性 に配慮
した生徒指導 の全体計画」の改

善を図 る小 ・中合同研修会 の開
催

○ 小 ・中学校 の教職 員が共通 の
課題 の解決 に向けて話 し合 う定
期 的な合 同研修会や グル ープ会
議の実施

○ 小 ・中相互 の児童生徒理解 を
深める授業交流 日の実施

・合同で見直 しを行った ことによ り
、

一人一人 の教職 員が 「目指す子 ども

像」の実現 に向 け、 自分 が担 当す る
児童 生徒 に どの よ うな力を身 に付 け
させれ ばよいか を意識 しなが ら指導
を行 うことができた。

・小 ・中学校 の教職 員がお互い を理解

しなが ら課題の解 決に向けて よ りよ
い方 向で話 し合お うとす る雰囲気が
醸成 された。

・「目指す子 ども像」 を

児童生徒 自身が意識
できるよ う、学級での
指導の場面を充実 させ
る必要がある。

・合同研修会や グループ

会議を事業終了後 も継
続できるよう、小 ・中
学校に担当者を置 くこ
とが必要である。

○ 自ら学ぶ意欲 を高
め、 自己決定力 を培
う学 習指導 での連携
の推進

○ 児童生徒の学習状況 を把握す
るための 「勉強に関す るアンケ
ー ト」の実施

○ 学び方 を示 し、 自ら学ぶ意欲
を高 める 「家庭学習啓発 プ リン
ト」の作成 ・配布

○ 家庭学習の定着 を図る学習計
画表 の作成

・アンケー ト結果 を踏 まえ、重点的な
指導 を行 った結果 、学習準備 や授 業
に臨む姿勢に向上が見 られた。

・小学校では与え られ た課題 に取 り組

み、中学校 では 自ら課題 を見付けて
取 り組むな ど、発達段階 に応 じた家
庭学習が定着 しつつ ある。

・学習指導における連携

を図るために、学習意
欲を高める指導計画の
作成 などに今後取 り組
む必要がある。

○ 共感的な人間関係
を醸成する生徒指導
での連携の推進

○ 小 ・中相互の児童 生徒理解 を
深 める小 ・中学校 の教職員合同
による 「朝の街頭指導」の実施

・小 ・中学校の教職員 が相互に直接児

童生徒 と触れ合 う機会 を設定 した こ
とによ り、特に小学生 に とって中学

・小 ・中学校両方の児童

生徒 に教職員がかかわ
る場 を一層充実 させる



○ 協働 の心を育 てる清掃 活動 の
実施

○ 時 と場所に応 じた節度 ある生
活態度 をは ぐくむ 「あい さつ運
動」の実施

校を身近 に感 じることにつ ながって
いる。

・小 ・中学校 ともに 「あい さつ運動」

を実施す る ことによ り、時 と場所 に
応 じた生活態度がはぐくまれている。

必 要 が あ る。

○ 自己決定力を育成
す る交流活動での連
携の推進

○ 児童生徒 自身が 自分 たちの生
活 につ いて考 える小 ・中書記局
会議の開催

○ 小 学生や保護者が中学校生活
への理解 を深 める 「部活動見学

会」の実施
○ ク リー ン作戦、清掃ボランテ

ィアの実施

・小 ・中合同の書記局会議 を行 うこと

によ り、 これまで実施 されていたク
リー ン作戦やボ ランテ ィア活動の意
義 を理解 しなが ら取 り組む こ とがで
きるよ うになった。

・部活動見学会の実施に よ り、小学生
が中学校へ の具体的なイメー ジをも
つ ことができるよ うになった。

・部活動だけでなく、授
業や生徒会活動な どの
見学の機会 をさらに充
実 させ る必要がある。

G他 の地域の参考 となること H今 後の展望

○ 連携 に当たって、合同研修会は もとより、 「学習指導」「生徒指導」
等のグループ会議 を組織 し、ね らいの実現に向けた協議や 目指す子 ど
も像の作成を行 うな ど、組織体制 を工夫 した。

○ 小 ・中共通の視点でアンケー トを実施 し、共通の取組 を行 ったこと
により、児童が中学校 の生活 にスムーズに移行できた。

○ 連携協議会の組織にPTA役 員 を位置付 けた ことによ り、地域や保
護者にも小 ・中連携の大切 さを理解 しても らい、協力 を得 ることがで
きた。

○ 本事業で作成 した 「目指す子 ども像」の実現に向け、継続 した指導 を
行い、児童生徒の変容 を促す。

○ 本事業で醸成 された小 ・中学校 で合同で取 り組む雰囲気を大切に しな
が ら、地域の児童生徒の実態 に応 じた共通課題を明確 に し、連携を図っ
てい く。

○ 合同研修会や グループ会議等の組織 を無理 な く継続す ることができる
よ う、小 ・中両校の担 当者 を明確にす る。

○問い合わせ先

担当課 北海道教育庁学校教育局義務教育課義務教育指導グループ 電話番号 011－204－5771



平成18・19年 度小 ・中連携教 育実践研究事業研究成果報告書

小 ・中連携教育実践研究事業 【平成18・19年 度 】研究の まとめ

都道府県名 北海道 市町村名 当別町

Ⅰ 実践研究協力校の概要
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Ⅱ 事業の概要

12年 間の主な取組

（1）平成18年 度の主な成果 と課題

○ 事前アンケー トの実施により、児童生徒の実態や保護者 ・地域住民の願いを把握 し、9年 間を見通 した

目指す子ども像を設定することにより、発達段階における目指す子ども像を明確にすることができた。

○ 好ましい人間関係を築 くため、あいさつや清掃活動、時間に対するけじめを重点項 目に設定す る取組を

進めた。特に、あいさつについては児童会 ・生徒会のリーダーが中心となって推進運動を実施 し効果を上

げた。

○ 小学校6年 生を対象に実施 した部活動見学会を通 し、参加児童は部活動への関心や中学校生活に対す る

期待を高めた。

○ 小 ・中学校合同の書記局会議や清掃ボランティア活動などを通し、児童生徒の交流が深ま り、異校種間

の理解が深まった。

○ 夏休みに実施 した児童生徒交流会は、小 ・中学校の教職員が児童生徒や保護者の情報を共有することが

できた。

○ 今後は小 ・中学校双方の児童生徒の理解に基づ く研究を進めるために、授業参観 による交流を計画的に

実施する必要がある。

（2）平成19年 度 の取組

時期 取 組 実施 した学校，組織等 取組についての説明等

4月4日 研究推進委員会 小 ・中学校代表 今年度の研究計画の確認

4月6～10日 朝の街頭指導 小 ・中学校教職員

4月11日 第1回 合同研修会 研究推進委員会 今年度の研究計画の確認

5月7日 ク リー ン作戦 児童生徒交流グループ

が主催

児童生徒が合同で、町内の ゴ ミ拾い を行 った。

5月21日 第1回 研究会議

グループ会議①

研究会議 今年度の研究計画の確認

6月7日 部活動見学会 児童生徒交流グループ

が主催

小学6年 生 （個人）が希望す る部活動を1時 間程度

見学 した。

6月13日 グループ会議② 各研究グループ 進捗状況の確認 と交流

6月14日 小 ・中書記局会議 児童生徒交流グループ

が主催

児童 会の リーダー と して の 自覚 を高 め る とともに、

今後 の連携活動の在 り方 について話 し合 った。

7月19日 公園清掃ボ ランティア 児童生徒交流グループ

が主催

児童会及び生徒会の書記局員が中心 となって、公園

遊具の落書き消 しを行い、公共施設 を大切にする意

識を高めた。
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7月20日 グループ会議③ 各研究グループ 進捗状況の確認 と交流

8月10日 第2回 研究会議

研究推進委員会

研究会議

小 ・中学校代表

研究実践の進捗状況の報告 と助言

日常実践の進捗状況確認 と合同研修会に向けて

8月17日 第2回 合同研修会 研究推進委員会 実践研究の報告 （各グループ）

生徒指導交流会の実施

9月3日 リングプル収集に

よる車いす授与

児童生徒交流グループ

が主催

11月19日 第3回 研究会議

グループ会議④

研究会議 研究実践の進捗状況の報告 と助言

進捗状況の確認 と交流

1月25日 第4回 研究会議 研究会議 研究事業のまとめに向けて

2月1日 小 ・中書記局会議 児童生徒交流グループ

が主催

児童会 の リー ダー と して の 自覚 を高 める とともに、

今 後の連携活動 の在 り方について話 し合 った。

2月27日 第3回 合同研修会 研究推進委員会 研究事業のまとめ （報告）と今後に向けて

2月28日 第4回 研究会議 研究会議 研究事業のまとめ （報告） と今後に向けて
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2地 域全体としての実践事例等

（1）平成18年 度の成果 と課題

○ 児童生徒の実態をとらえる事前アンケー

トを実施することにより、9年 間でどのよ

うな子 どもを育てるのかが、明確になった。

○ 好ましい人間関係を築 くため、あいさつ

や清掃活動、時間に対するけじめを重点項

目に設定する取組を進めた。特に、あいさ

つについては児童会 ・生徒会の リーダーが

中心となって推進運動を実施 し効果を上げ

ている。

○ 小学校6年 生を対象に実施 した部活動見

学会を通 し、参加児童は部活動への関心や

中学校生活に対する期待を高めた。

○ 小 ・中学校合同の書記局会議や清掃ボラ

ンティア活動などを通 し、児童生徒の交流

が深まり、異校種間の理解が深まった。

○ 夏休みに実施 した児童生徒交流会は、小

・中学校の教職員が児童生徒や保護者の情

報を共有することができた。

○ 今後は小 ・中学校双方の児童生徒の理解

に基づ く研究を進めるために、授業参観に

よる交流を計画的に実施 していきたい。

（2）平成19年 度の実践研究 のね らい

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、 「目指

す子 ども像 」の実現に向 けた小 ・中の連携 に

よ り、一 貫 した生徒指導の在 り方について明

らかにす る。

（3）ね らい実現のための研究の方針や方向性 と

具体的な手立て

① 教職員の共通理解を深める取組の充実を

図る。

② 自ら学ぶ意欲を高め、 自己決定力を培 う

学習指導での連携を図る。

③ 共感的な人間関係 を醸成する生徒指導で

の連携を図る。

④ 自己決定力を育成する交流活動での連携

を図る。

（4）実践研究協力校における取組の例

① 合同研修会等の開催

・小 ・中学校の教職員が共通の課題につい

て意見を率直に出し合える雰囲気を醸成

するために、「児童生徒の実態交流」や

「特別支援教育」をテーマに研修を行 う

ことから研修をスター トさせた。

・グループ会議は本事業の取組内容 ごとに

設定 し、各グループごとにね らいの実現

に向けた手立てを明確にするための協議

を行った。特に、グループごとに 「目指

す子ども像」の設定に向けた話 し合いを

行ったことは、小 ・中相互の学習指導や

生徒指導等にかかわる教職員の意識の違

いを知 るよい機会 となった。

② アンケー トの実施

・児童生徒の学習にかかわる意識 を把握す

るために学習に関するアンケー トを実施

した。アンケー トについては、昨年度 と

同 じ項目で実施 し、全体的な児童生徒の

変容を把握す るとともに、結果から重点

的に指導すべき内容を明 らかにした。

・特に、学習準備や授業に臨む姿勢の面で

変容が見 られた。

グループ会議の様子
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（5）取組 に よる具体 の成果 ・効果 と今後 の課題

（○成果 ，●課題）

○ 小 ・中合 同のグループで 「目指す子 ども

像 」の見直 しを行 ったことに よ り、一人一

人の教職 員が 「目指す子 ども像 」の実現 に

向け、 自分が担 当す る子 どもに どの よ うな

力を身に付け させれ ばよいかを意識 しなが

ら指導を行 うことができた。

○ 小学校 では与え られた課題に取 り組 み、

中学校 では 自ら課題 を見付 けて取 り組 むな

ど、発達段階に応 じた家庭学習が定着 しつ

つ ある。

● 「目指す子 ども像」を子 ども自身が意識

できるよう、学級での指導の場面を充実さ

せる必要がある。

● 学習指導における連携を図るために、学

習意欲を高める指導計画の作成などに今後

取 り組む必要がある。

図1（ 目指す子 ども像 ）
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3小 ・中連携教育研究会議，市町村研究委員会の取組

（1）小 ・中連携教育研究会議，市町村研究委員会の組織図

（2）小 ・中連携教育研究会議，市町村研究委員会の構成員

（3）成果と課題

○ 合同研修会の他に 「広報 ・データ」「学習指導」「生徒指導」「児童生徒交流」の4つ のグループを設定

し、グループごとにねらいの達成に向けた具体的な方策を検討す ることにより、教職員一人一人の連携に

対する意識が高まった。

○ 協議会の構成員にPTA関 係者を位置付けたことにより、保護者や地域のニーズを踏まえた り理解を得

た りしなが ら事業を推進す ることができた。

● 合同研修会やグループ会議を事業終了後も継続できるよう、小 ・中学校に担当者を置 くことが必要であ

る。

小 ・中連携教育研究協議会の構成員 市町村研究委員会の構成員
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4研 究のまとめ

（1）他の地域の参考 となること

○ 連携に当たって、合同研修会はもとより、「学

習指導」 「生徒指導」等のグループ会議を組織

し、ね らいの実現に向けた協議や 「目指す子 ど

も像」の作成を行 うなど、連携の組織を工夫 し

た。

○ 小 ・中共通の視点でアンケー トを実施 し、共

通の取組 を行ったことにより、児童が中学校の

生活にスムーズに移行できた。

○ 連携協議会の組織にPTA役 員を位置付けた

ことにより、地域や保護者にも連携の大切 さを

理解 してもらい協力を得ることができた。

（2）今後の展望

○ 本事業で作成 した 「目指す子ども像」の実現

に向け、継続 した指導を行い、児童生徒の変容

を促す。

○ 本事業で醸成 された小 ・中学校で合同で取 り

組む雰囲気を大切にしなが ら、地域の児童生徒

の実態に応 じた共通課題を明確にし、連携を図

っていく。

○ 合同研修会やグループ会議等の組織を無理な

く継続 させることができるよう、小 ・中学校の

担当者を明確にする。

13



福島県 福島市
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平成18・19年 度小 ・中連携教育実践研究事業研究成果報告書
小 ・中連携教育実践研究事業 【平成18・19年 度】における研究の要点 ―平成19年 度―

都道府
県名

福島県 市町村
名

福島市 実践研究
協力校名

蓬莱 小， 蓬莱 東小 ，蓬 莱 中，土 湯小 ，荒 井小 ，佐 倉 小 ，佐原 小 ，西信 中， 平野小 ，

平野 中， 松川 小，水 原 小 ，金 谷川 小 ， 下川 崎 小 ，松 陵 中，野 田小 ，野 田中

実践研
究課題

都道府県
教育委員会

○ 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。

推進地域 ○ 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 どもの姿の共有
・教科等の指導内容，指導方法，評価方法 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 と一人一人への継続的な指導
・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

A地 域の特色や課題 ☆ 同 じ子 どもを育てる小 ・中学校が，連続す る9年 間の子 どもの育 ちを見通す視点 をもつ ことで新たに学校教育を見つめ
直す必要がある。

○ 学校教育をめぐる現状 と課題 ・・・・授業の質的改善 と，い じめ，不登校等の生徒指導上の課題の未然防止
○ 小 ・中学校 のつなが りへの課題 ・・・学習意欲や学び方のつなが り等，小 ・中が連続 した育ちを見通す必要性

B実 践研究のね らい Cね らい実現のための研
究の方針や方向性

D具 体的な手だて E取 組による具体の成果 ・効果 F今 後の課題

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
の姿の共有化 と具現化

○ 市 内の児童生徒の実態調査
か ら， 「元気 にあい さつのでき
る子 ども」 「話を しっか り聞 く
ことができる子 ども」の二つ
を 目指す子 どもの姿 と して設
定 し，実践す る。

○ 各中学校 区ご とに，福島市で
目指す子 どもの姿 を基盤 としな
が ら，各中学校区で共通する 「目
指す子 どもの姿」や 「約束 ・め
あて」を設 定 し，家庭や地域社
会の理解 と協力 を得なが らその
具現化 に努 めることができた。

○ 「目指す子 どもの姿」の
実践化 を継続するととも
に，その変容について検
証 の仕方を検討 して，小
・中の連続 した中で，子
どもの育ちを見ていく必
要がある。

○ 小 ・中学校の教員相互
の具体的な連携 の推進

○ 年間計画の中に授業参観や
授業研究会等 を位 置づ け，積
極的な実践交流を図る。

○ 小 ・中学校間の学習 の仕方
や生活 の リズムな どの段差 の
解 消に努 める。
・ 基本的 な生活習慣 の確立

と確 かな学力，問題行動等
への共通理解 と対応

○ 授業参観 はもちろん授業研 究
会 を積極的に実施 し，教科指導
や子 どもの見取 りについて話 し
合 う中で，指導 内容 の系統性や
指導方法等 につ いて理解 を深 め
ることができた。そ の中で小 中
教員に よる指導案作成やT・T
授業の試み も多 く見 られてきた。

○ 各中学校 区ご とに学習や生活
面での課題 をも とに，小 ・中学
校で共通 に取 り組む事項等 を決
め，実践 している。

○ 授業参観 ・研究会での
得た ことや気づきを教師
一人一人が どう自分の授

業実践 に生か し評価する
かを明確に し，授業の質

的改善を図ってい く必要
があ る。

○ 今後，学習指導面 とあ
わせ て不登校やい じめ，
問題行動等の生徒指導面
での連接を一層強化 して
いく必要がある。



○ 児童生徒の様々な交流
活動の積極的な推進

○ 教科，総合的な学習の時間，

学校行事等 の教育活動にお け
るね らいに応 じた交流活動 を
工夫す る。

○ 地域社会 にお ける様 々な交
流活動 を工夫す る。

○ 小学校6年 生 と中学校 とのス
ムーズな連接 のため，部活動見

学会や 中学校体験入学等各 中学
校区の実情 に応 じた交流が積極
的に行 われ た。その結果，6年 生
が中学校入学への期待を高めている。

○ 地域行 事や小 ・中合同の発表
会等，同 じ学 区な らではの小 ・
中一体 となった取組 が数多 く見
られ，地域の人 々 とのふれ あい
や児童生徒 同士の交流 を深 めて
お り，幅広い円滑な人間 関係 の
形成に役立っている。

○ 児童生徒の交流の時間
と場を年間計画の中で位
置づけ，計画的，継続的
に取 り組む とともに，評
価項 目を明 らかに した見
取 りをす る。

○ 社会体験活動の吟味や
小 ・中学校共通教材の作
成等による教師同士の交
流を基盤 として，子 ども
同士の交流に発展 させて
い く創意工夫が求められ

ている。

○ 家庭や地域社会，関係
機関等 との実効 ある連携
の工夫

○ 児童生徒 の健全 な成長 を支
え，家庭や地域社会 と連携 して
子 どもを育 て，見守る体制づ く
りを推進する。

○ 市，各 中学校 区 ごとに，本事
業のね らいや 取組等 を紹介す る
広報活動が幅広 く展開され，連接
への理解が広まってきた。

○PTA活 動や登 下校時 の児童
生徒 の安全確保等 で，小 ・中の
保護者が協力 して取 り組む実践
が数多 く見 られ てきた。 また，

市全体 の研 究公 開時に，PTA
の分科会が設定 され るな ど，連
接参画への気運が高まっている。

○ 推進委員会の保護者代
表者の方々 とともに更 に
保護者や地域への働きか
け，地域等の意見の受 け
止めを工夫 し，保護者，
地域参画の連接を一層強
化 していかなけれ ばな ら
ない。

※小 ・中連接 とは （小 ・中学校を貫 く共通理念の下に，校種間の連携 ・共通実践 を強化 し，小 ・中学校 の円滑な接続 を図ること）

G他 の地域の参考となること H今 後の展望

○ 全市で取 り組む に当たって，保護者 の代表 も加 わった市推進委員会 を
設置 し，推進母体 としての活動 を推進委員長 を リーダー に，＜広報班 ＞
＜研究推進班 ＞， ＜理論 ・調査班 ＞の班長 を中心 に進 めた。
・ 各中学校区及び各学校 ごとの組織の中にも保護者の参画 を得て

，組織づ
くりがな されている。

○ 市の研究委託校 として小 ・中連接 の視点か ら二つの中学校 区を選定 し，

年次 ごとに研究公開を実施 し，その実践成果 を各 中学校区に広 げてい る。
○ 市の連接推進委員会主催 で，年数回の授業研究会や講演会 を実施 し，

小 ・中連携に向けての意識改革や教員の資質の向上を図っている。

○ 各 中学校 区の課題の一層の焦点化 と地域性 を生か した取 り組みの
充実を図る。

○ 活発になってきた授業研究会 ・交流等 を日々の授業 の充実に生か
し， 「授業改善」に向けての教師の意識改革 を図る。

○ 各 中学校 区の取組 を尊重 しなが らも，市全体 と して共通 して取 り
組む事項の充実を図る。

○ 小 ・中連 携の考えや取組みが学校 ，保護者 ，地域に浸透 されてき
てお り，今後，教育課程の中で，その実践の場 を明確 に位 置づけて
い く必要がある。

○ 問い合わせ先

担当課 福島県教育委員会教育指導領域企画学力向上グループ 電話番号 024－521－7762



平成18・19年 度小 ・中連携教育実践研究事業研究成果報告書
小 ・中連 携教 育実 践 研 究 事 業 【平 成18・19年 度 】 研 究 の ま とめ

都道府県番号 7 都道府県名 福島県 推進地域名 福島市

Ⅰ 実践研究協力校の概要
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Ⅱ 事業の概要

12年 間の主な取組

（1） 平成18年 度の主な成果 と課題

○ 成果
・ 各中学校 ごとに連接に向けての組織，体制づ くりが進められ，推進基盤が確立された。
・ 各中学校区ごとの課題をもとに，福島市で共通に取 り組む 「目指す子 どもの姿」が設定された。
・ 各中学校区ごとに授業参観や授業研究会が実施 され，指導内容の系統性や指導法の理解等についての

教員の交流が始まった。
・ 保護者や地域への連携に向けての様々な取組がなされるようになり，地域全体で子 どもを育て，見守

る契機 となっている。

● 課題
・ 各中学校区の課題 と解決に向けての具体策の焦点化を図 り，実態を踏まえた特色ある連接を展開する。
・ 各中学校区の実践の取組に温度差が見 られることから，推進委員会の支援の在 り方や教員の意識改革

を図る手立てを一層工夫す る必要がある。
・ 福島市で 目指す子 どもの姿の具現化に向けて，各中学校区ごとに創意ある取組が求められている。
・ 保護者や地域を巻き込んだ連接に向けて，広報活動等の啓発活動をさらに強化する必要がある。

（2） 平成19年 度の取組

時期 取 組 事 項 実施した学校，

組織等

取組についての説明等

4月

＜推進委員会 ・研究協議会＞

○ 市小 ・中連接推進委員会①
・ 取 り組み事項の決定 と事業

の推進計画立案および組織作

り

市推進委員会 ◆ 各中学校区ごとの特色ある連接事業の推進

○ 目指す子 どもの姿の具現化を図る手立て

福島市で 目指す子どもの姿に向けての実践と

検証
・元気にあいさつができる子 ども

・話をしっか り聞 くことができる子 ども

○ 教員同士の実効ある連接

○ 児童生徒の交流活動の一層の推進

○ 地域，保護者を巻き込んだ連接の推進

5月 ○ 市小 ・中連接研究協議会①

・ 事業内容，推進事項につい

ての協議

市 内 全 小 ・中

学校 （68校 ）

◆ 組織作 り

○ 市推進委員会に広報班，研究推進班，理論 ・

調査班を組織 し，各中学校にも同様の組織を作

り，連動 して事業が推進できるようにする。6月 ○ 臨時推進委員会
・ 具体的な推進事項

・ 各班 ごとの推進計画

市推進委員会

◆ 各中学校区別に推進事項についての協議

○ 各中学校区課題の共通理解

○ 臨 時推進 委員会

・ アンケー ト結果の考察

・ 広報紙 の仕 上げ

・ 学力テ ス トの分析，考察

市推進委員会 ◆ 各中学校区の推進状況 と本市児童生徒の実態に

ついて協議

○ 学力テス トの分析 と考察，及び広報紙作成につ

いて協議する。

7月 ○ 市小 ・中連接推進委員会②

・1学 期の推進状況情報交換

・推進上の課題
市推進委員会

◆ 授業を通 した子 どもの見とり，発達段階に応 じ

た適切なかかわ りと学び方等について協議

○ 発達段階による授業の構築，学び方の違い
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8月 ○ 市小 ・中連接推進委員会③

○ 市小 ・中連接研究協議会②

市推進委員会 ◆ 先進地区の実践に学ぶ講演 会

○ 新潟県聖籠町の取組について
・講師 聖籠中学校研修主任 松原大介先生

「小 ・中の円滑な接続を目指 して」

◆ 各中学校区の特色ある取組の広報，推進委員会

としての支援のあ り方について協議

○ 広報紙 「ジョイン トア ップ4号 」の発行

10月 ○ 連接事業授業研究会①算数科

（会場 ・授業提供 ：瀬上小学校）

市推進委員会 ◆ 小学校算数科 と中学校数学科における学びの連

続性や指導法についての協議11月

○ 市委託研究校 ・園公開

（会場 ・授業提供 ：ほうらい幼）

蓬莱小学校

蓬莱東小学校

蓬莱中学校

研究委託園1

研究委託小2

研究委託中1

◆ 各委託校公開を通 しての成果 と課題の共有化

○ 授業研究を通 しての交流

○ 各校種への理解 と情報交換

○PTA分 科会での保護者同士の交流

○ 連接事業授業研究会②算数科

（会場 ・授業提供 ：福島四小学校）

市推進委員会 ◆ 小 ・中教員によるTT授 業における協議

○ 市小 ・中連接推進委員会④

○ 市小 ・中連接研究協議会③

市推進委員会 ◆2学 期の反省 と今後の取組についての協議

○ 講演会の内容

○ アンケー トの実施 と分析

○ 推進状況の確認 と支援の方向

○ 広報紙 「ジョイン トア ップ5号 」の発行

◆ 実践報告 と各中学校区ごとの特色ある連接の取

組についての情報交換

2月 ○ 市小 ・中連接推進委員会⑤ 市推進委員会 ◆2年 次の評価 と次年度の計画についての協議

○ 広報紙 「ジ ョイ ン トアップ6号 」の発行

◆ 講演 会 講師 ：宮前 貢先生（福大総合研セ）

「学びの質を高める授業改善サイクルの確立」

年間 ＜各中学校区 ・各学校＞

○ 各中学校区推進委員会

・各中学校区の推進計画と組

織作 りおよび事業の推進

各中学校区推

進委員会およ

び研究協議会

○ 市推進委員会 と連動する組織作 り

○ 各中学校の課題協議とめざす子どもの姿の共有化

○ 推進計画作成 と情報交換

○ 各中学校区別取 り組み

① 全員協議会の実施

② 実態把握

③ 授業研究会と交流授業の取組

④ 地域 ・保護者への啓発

⑤ 目指す子 どもの姿の共有

⑥ 児童 ・生徒の交流等

各実践研究協

力校

◆ 各中学校区の創意ある取組

① 全員協議会の実施

○ 教科部会，生徒指導部会，特別支援教育部会

等にわかれての情報交換

② 学力や家庭 ・学校生活のアンケー ト，児童 ・生

徒及び教員の意識調査等

③ 年間計画に位置づけての継続 した取組

④ 広報紙による啓発 と協力依頼等

⑤ 各中学校の実態 を踏まえた 目指す子 どもの姿の

設定と具現化に向けての取組

⑥ 学習発表会，フェスティバル，音楽発表会，中

学校授業体験 （小6） 等の交流活動

○ 各中学校区推進委員会
・ 課題解決についての評価

◆2年 次の評価 と次年度の計画

○ アンケー ト調査
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2地 域全体 としての実践事例等

（1）平成18年 度の成果 と課題

1年 次の昨年度は，小 ・中連接に向けての

組織作 り，体制づ くりが進められ，連接事業

推進の基盤が出来上がった。 しかし，各中学

校区ごとの実態を踏まえた取組や，教員の意

識改革や保護者や地域を巻き込んだ連携の工

夫等で課題が残された。

（2）平成19年 度の実践研究のね らい

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」に向けて各中学校区ごとに

特色ある連接事業を展開する。

（3）ねらい実現のための研究の方針や方向性 と

具体的な手だて

① 各中学校区内における目指す子 どもの姿

の共有化 と具現化

ア 児童生徒の実態調査

イ 中学校区での共通課題 と解決策の設定

② 小 ・中学校の教員同士の実効ある連接の

推進

ア 年間計画への授業参観や授業研究会等

の位置づけと積極的交流

イ 異校種の学習指導要領や教科書に関す

る研修

ウ 基本的な生活習慣の確立や問題行動等

への共通理解 と対応

③ 児童生徒の様々な交流活動の一層の推進

ア 教科，総合的な学習の時間，学校行事

等での体験活動を中心とした交流活動の

工夫

イ 地域社会における様々な交流活動の工

夫

④ 家庭や地域社会，関係機関等 との実効あ

る連携の工夫

ア 児童生徒の健全な成長を支える基盤づ

くりの推進

イ 地域社会全体で子 どもを見守る体制づ

くりの推進

（4）実践研究協力校における取組の例

① 目指す子 どもの姿の共有化と具現化

ア 共通実践事項 （例 ：「○○小中6つ のめ

あて」）の推進 と意識変容調査の実施

・共通実践事項の全戸配付

・児童生徒，教員，保護者を対象にした

向上的変容を把握するアンケー ト調査

の実施

イ 児童生徒によるあいさつ運動の展開

ウ 「学習の手引き」や 「シラバス」の作

成による学習習慣や学習方法の確立

② 小 ・中学校の教員同士の実効ある連接の

推進

ア 全員協議会の実施

○ 学習指導における情報交換 と共通実

践事項の確認

・学びの様子がわかるノー ト指導

・個人差に対応する個別指導の強化

・発達段階に応 じた家庭学習の指導等

○ 生徒指導に関する情報交換と指導の

一貫性についての確認

・いじめ，不登校等に関す ること

・虐待に関すること

・問題行動に関すること等

イ 授業参観や授業研究会の実施

○ 小 ・中教員による指導案作成やTT

授業の実施

○ 小 ・中の学習内容の系統性や指導法

の違いについての研修

ウ 専門性に基づ く指導法の研修

○ 体育実技講習会の実施

エ 地域懇談会や生徒指導協議会への相互

参加による情報交換と共通理解

③ 児童生徒の交流活動の推進

ア 中学校生活への不安を取 り除き，期待

や夢を持たせる交流

○ 中学校体験入学による英語の体験授

業や部活動見学会の実施

○ 新入生用ガイダンス冊子の作成
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・どうしてその教科 を学習す るのか （目的）

・どん なこ とを学習 をす るのか （内容）

・どの よ うに学習す るのか （方 法）

・入学前にや ってお くとよい こと 等

イ 各教科，総合的な学習の時間等での交

流授業

○ 音楽科における合奏の交流学習

○ 総合的な学習の時間における英語活

動

○ 特別支援学級での共同制作活動

ウ 各種行事や部活動での交流

○ 中学生の小学校での職場体験の実施

○ 学習発表会，文化祭への参加

○ 合唱，合奏での合同演奏会の実施

エ ボランティア活動での交流

○ 地域のクリーン活動

オ 地域行事での交流

○ 郷土理解学習 （祭礼や地区運動会，

稲刈 り，連縄づくり等）

④ 家庭や地域，関係機関との実効ある連携

の推進

ア 地域懇談会の開催による連携に向けて

の共通理解

○ 連携を充実 させるための家庭の役割

○ 家庭や地域が抱えている課題の共有

化 と解決に向けての具体策（早寝 ・早

起き ・朝ご飯等）

イ 児童生徒の安全確保に向けての協力

○ 中学校区の見守 り隊結成による登下

校時の巡回パ トロールの実施

○ 全戸での 「子ども避難の家」の指定

ウ 小 ・中PTAの 合同事業の実施による

保護者同士の交流

○ 小 ・中文化祭への保護者，地域の方

々の協力参加

○ 学校が行 う地域の清掃活動やボラン

ティア活動への参加

○ 廃品回収の実施

○ 教養講座や教育講演会，球技大会の

合同開催

エ 各学校PTA広 報紙による小 ・中連接

活動の紹介や啓発活動

オ 開かれた学校づくりの推進

○ フリー参観 日

○ 各小 ・中学校のPTA活 動の紹介や

行事の周知

⑤ その他（教育課程の工夫，広報活動等）

ア 授業参観，授業研究会，PTA行 事等

の各種行事を連接の視点から見直し，教

育課程を編成，実施

イ 小 ・中学校での体験活動の見直し

○ 児童生徒の発達段階の特性の把握

○ 活動のねらいの明確化

○ キャリア教育を踏まえた体験活動の

系統性の検討

ウ 広報活動の展開

○ 市連合PTA協 議会への連接事業に

対する理解 と協力の依頼

○ 町内会への 「連接だより」の配付

（5）取組による具体の成果 ・効果 と今後の課題

① 連接事業も2年 目をむかえ，各中学校区

ごとに1年 目の成果と課題を踏まえ，事業

の重点化が図られ，その中学校区ならでは

の特色ある取組が展開されてきた。

② 教員同士が，日常的に，9年 間を見通 し

た子 どもの育ちや学びを見つめ，ともに研

修を深める土壌づ くりが進んできた。

③ 研究委託校や協力校だけでなく，市内全

ての中学校区での取組により，学力向上や

生徒指導面での課題に対する効果的な取組

と成果を幅広く共有化することができた。

④ 「授業改善 ・充実」を柱 とする連接の取組

の一層の強化に向けて，全国学力 ・学習状

況調査結果の成果や課題を必要に応 じて，

小 ・中学校の教員が共有化していくなどの

取組が望まれる。
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3小 ・中連携教育研究協議会，市町村研究委員会の取組

（1）小 ・中連携教育研究協議会，市町村研究委員会の組織図

（2）小 ・中連携教育研究協議会，市町村研究委員会の構成員

（3）成果と課題

○ 市推進委員会 （校長，教頭，教諭，保護者代表）を設置 し，各中学校の取組を支援 していくとともに，

各中学校区がそれぞれ連接にかかわる課題を明確に して，共通に取 り組む内容や具体的な手立てを決め

るなどして，その解決に取り組むことができた。

○ 定期的に市全体の研究協議会を開催 し，各中学校区の取組の情報交換を図 り，成果や課題の共有化を

図ったことは，各中学校区の連接推進の意識づけとともに，その中学校区ならではの特色ある取組につ

ながった。 さらに，各推進班の授業研究会や講演会，アンケー ト実施，広報紙発行等の取組は，連接の

重要性の理解 と具体的な取組の契機 となった。

● 各中学校区の課題の一層の焦点化と地域性を生かした取組の充実を図るうえでも，実効ある推進組織

の構成や取組について検討 していく必要がある。

小 ・中連携教育研究協議会の構成員 市町村研究委員会の構成員
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4研 究のまとめ

（1）他の地域の参考 となること

① 福島市では，研究協力校や研究委託校を

中心に，市内全中学校区（20学 区）で連接

事業に取 り組んできた。各学校，各中学校

区ごとに，推進母体である市推進委員会 と

同じ組織で，研究推進班，理論 ・調査班，

広報班を設置し，保護者の参画を得なが ら，

活動を推進 している。

② 本市では，毎年研究委託校（2年間継続）

として，幼稚園1園 ，小学校2校 ，中学校

1校 を指定 し，研究の成果や研究の手法を

市内の学校園に普及 ・活用することを目的

として継続 し，成果を上げてきた。昨年度

より，小 ・中学校の委託校については，小

・中連接事業の推進の一環 として委託 し，

その取組を広 く市内小 ・中学校に広げるこ

とで，小 ・中連接の研究を深めることに大

きく寄与することができた。平成20年 度

まで小 ・中連接に係わる研究委託校の指定

を予定 している。

③ 共通実践事項 として，本市で目指す子 ど

もの姿 （「元気にあい さつをす ることので

きる子 ども」「話を しっか り聞くことがで

きる子 ども」）を設定 して進めたことは，

市内の全小 ・中学校が小 ・中連接事業推進

に向けて一体 となって取り組む契機 となり

研究の連帯感が生まれた。

④ 市の連接推進委員会主催で，年数回の授

業研究会や講演会を実施 し，小 ・中連接に

向けての教員の意識改革や資質の向上を図

ってきたことで，小 ・中連接に対す る考え

方が浸透 し，各中学校区ごとに，特に授業

の質的改善に向けた研修が充実してきた。

（2）今後の展望

① 各中学校区の学力向上や生徒指導等に係

る課題の一層の焦点化を図 りながら，その

解決に向けて地域性を生かした取組が求め

られている。小 ・中連接の考えや取組が，

保護者や地域に浸透 してきていることから

それ らの教育力を取 り込んだ体制づ くりを

さらに推進 していく必要がある。

② 日常的な小 ・中学校の教員の交流を基盤

としながら，教科に関わる指導内容や，指

導方法，子どもの見取 り等について，実践

交流を積極的に推進 していく必要がある。

その中で，教師一人一人が どのように自分

の授業実践に生か し，評価するのかを明確

にして授業の質的改善を図っていく必要が

ある。

③ 中学校区内の小 ・中学校で連続性，接続

性の視点からの教育課程の編成と実施を検

討 していかなければならない。 さらに，小

・中連携だけでな く，幼稚園と小学校との

連携も視野に入れなが ら，それぞれの発達

の特性，指導目標 ・内容の系統性等を踏ま

えた取組が求められている。

④ 各中学校区ごとの取組 を尊重 しながらも

市全体で共通に取 り組む事項の充実を図 ら

なければならない。特に， 目指す子 どもの

姿の具現化に努めるとともに，その変容に

ついて検証の仕方を検討 していく必要があ

る。
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実 践研 究 協力校17校H20．1．28実 施

1小 ・中連携教育 を実施 してよか ったこと、効果が実感できたことは何ですか。

（複数選択可）

小 ・中 連 携 教 育 の 成 果 上 段 ：小 学 校 下 段 ：中 学 校

小 ・中連携教育の効果が実感で きた項 目では、接続 に関す る課題 の 「中1ギ ャップの

解消」への効果 を実感 してい る学校 がほ とん どである。また、学校種の特性 を理解 し教

職員の意識 の改善も実感 されている。小 ・中学校別 ではほとん どの項 目に差がない。

2小 ・中連携教育 を推進する上で課題になった ことは何 ですか。 （複数選択可）

小 ・中 連 携 教 育 の 課 題 上 段 ：小 学 校 下 段 ：中 学 校

小 ・中連携 の推進上の課題 としては、相互交流や合同研修の時間確保 が圧倒的に多い。

小 ・中学校間の課題 の差をみる と小学校 では、学校経営上の調整 、地理的な条件 をあ

げてお り、中学校では、地域や保護者の理解 をあげている。

26



茨城県 鉾田市
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平成18・19年 度小 ・中連携教育実践研究事業研究成果報告書
小 ・中連携教育 実践研究事業 【平成18・19年 度 】における研究 の要 点 ― 平成19年 度―

都道府
県名

茨城県 市町村名 鉾田市 実践研究
協力校名

鉾 田市立大和 田小学校 ・鉾 田市立徳宿小学校 ・鉾 田市立鉾田北中学校
鉾 田市立鉾田小学校 ・鉾 田市立鉾田南中学校

実践研
究課題

都道府県
教育委員会

義務教育段階での学校連携 に
よるカ リキュラムの構成
― 学習指導 ・生徒指導 の一貫

性をもった学校運営の方策―

推進地域 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

A地 域の特色や課題 鉾田市は，平成17年 に旭村，大洋村，鉾田町が合併 し， 日本でも有数の農業生産市となった。明るく素直な子 どもが多 く，地域 も学校教育に協力的
である。小学校の多くは単学級の小規模校であ り，中学校で初めて複数学級 となるため，数年前には中学校での不登校の割合が増加する傾向が見られた

。これは，小学校時代の人間関係が固定化され，人間関係が醸成 されないことが大きな要因といえる。また，中学校へ進学してからの学習環境や生活環境
の変化が大きい点も挙げられる。今後，小 ・中一貫 した継続的な学習指導や，児童生徒のよりよい人間関係づくりに取り組む

必要がある。

B実 践研究のね らい Cね らい実現のための研
究の方針や方向性

D具 体的な手だて E取 組による具体の成果 ・効果 F今 後の課題

鉾
田
北
中
学
校
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

○生き生 きと明 るい気持 ち
で学校生活 を送 り，主体
的に行動できる児童生徒
の育成 を目指す。

（生徒指導研究部）

○生徒 会や児童会 を中心 と した
生活のきま り 「プライ ド」作
成

○マナーア ップ運動の共同実施
○連携 だ よ り 「かけは し」の発

行 による，保護者への啓発

・マナーア ップ運動等 の共 同実施

によ り児童生徒 の交流や地域 と
の交流が広がった。

・連携 だよ りを発行 した ことで
，

保護者への連携 に関す る意識 が
高まった。

・生活 のきま りを見直す に

当た り，連携 を意識 した
もの とす る とともに，児
童生徒 の主体的 な取組 を
促 したい。

○小 ・中にお ける多様 な交
流活動を工夫 し，児童生
徒 の心の交流を深め，豊
かな心の育成 を 目指す。
（交流活動研究部）

○運動会 ，文化祭，学習発表会
等での児童生徒 の相互参観 ・
参加

○交流 に視点 を置いた 中学校入
学説 明会 ・部活動見学会の開
催

・中学校 の文化祭 に小学生 が，小
学校の運動会や学習発表会 に中
学生が参加す るこ とで，児童 は
中学校 生活 に対す る期待感 を高
めた。 また，保護者 も中学校 に
対する理解 を深 め られた。また，
中学生は出身小学校へ の愛校心
を高めることができた。

・参観 だけで な く，参加で
きるよ うな交流会 を推進
す るこ とで， さらに心の
交流を深めていきたい。

○小 ・中教員の相互授業参
観や学習のきま りの見直
し等 を通 して，連携 を踏
まえた学習指導の改善 を
図 る。
（学習指導研 究部）

○相互授業参観の実施
○学習 のきま りの見直 しと共通

理解
○ALTの 効果的な活用

・小 ・中教員 が互 いの授業 につい

て話 し合 い，相互の授業観 ・指
導観を理解 し合 えた。

・学習のきま りの共通理解によ り
，基本 的な

学習指導の在 り方 を確
認できた。

・連携 の意義 を明確 に して

授 業参観 を行い，感想や
反省 を共有す ることで，
今 後の学習指導に生か し
ていきたい。



鉾
田
南
中
学
校
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

○学び を深 めるための児童
生徒の実態把握や計画づ
くりを目指す。
（学びの楽 しさ研究部）

○学力診断のためのテ ス ト （茨

城 県教育委員会 ・茨城県教育
研究会主催）の分析

○児童生徒 の意識調査の実施 と
分析

・学力診断のためのテ ス トの結果

か らみた 「指導上 の問題点 とそ
の改善策」 を基 に した指導法の
改善 を図れた。

・意識調査 と学力診断のた めのテ

ス ト分析か ら，児童生徒の課題

が明確になった。

・よ り一層小 ・中学校 の接

続 を意識 した指導 内容 を
整理す る必要がある。

・実施 時期 を考慮 した，児
童 生徒 の意識調査 を検討
し，実施する必要がある。

○楽 しく学ぶための分かる
授業づ くりを 目指す。

（学びの場研究部）

○中学校教 師による専門性 を生
か した出前授業

○児童の学習 のつ まず きに対 し
て，生徒が支援するペア学習

○分 か る授業 の手だて と して，
導入 時の単元オ リエ ンテーシ
ョン （学習 内容確認 ）の位置
付 け

・出前授業や児童生徒 によるペア

学習の実践計画を立てるこ とに
よ り，児童生徒 の学習意欲 を高
めることができた。

・他校種または他校 の学習指導法

を学ぶことができた。

・単元オ リエ ンテー シ ョン

を，学習内容確認 に とど
ま らず，児童生徒一人一
人 が課題 意識 をもって学
習 に取 り組 め るよ うに し
たい。

○児童生徒の学びの基礎や
環境づ く りを 目指す。
（学びの機会研 究部）

○学習学習の手引きによる学習
習慣の定着

○読書や ドリル学習等による朝
の学習活動の取組

・小 ・中学生の児童生徒 とそ の保

護者 に向 けて，家庭学習 の手 引
きを発行す ることで，学習 の習
慣化 について啓発す ることがで
きた。

・家庭学習の手引 きによっ

て時間や心得が啓発で き
たが， さらに教科 の特性
に合 わせて手 引き となる
ように したい。

G他 の地域の参考となること H今 後の展望

○ 鉾田市では，2つ の中学校区の5校 で小 ・中連携教育実践の研究に取 り組んできた。鉾田
北中学区では 「豊かな心の育成」，鉾田南中学区では 「確かな学力の育成」を主なね らいと
して2年 間にわた り研究を行 ってきた。この2年 間の様々な交流活動の実践を通 して，小学

生の中学校に対する不安を軽減 し，中学校生活に対 しての期待感 を高めることができるとい

うことが分かった。
○ 鉾田北中学区における，小学校2校 と中学校は距離的に離れてお り， 日常的な交流は難 し

いが，学校行事を含めた児童生徒の交流を1年 間の中で積み重ねていく中で，中1ギ ャップ

を改善できることが分かった。鉾田南中学校 と鉾 田小学校の2校 のように距離的に非常に近
い学校同士では一層連携を深めやすいとい うことも分かった。

○ 茨城県は，以前か ら教員の小 ・中間人事交流は盛んで，小学校 ・中学校 ともに経験のある

教員も多く小 ・中連携をする上では有効である。

○ 今年度で小 ・中連携の指定は終わるが，この2年 間の取組を出発点 と
して，今後 も小学校 との連携を深める努力を続けてい く必要がある。中

1ギ ャップを改善するためには小 ・中の教員が交流を図りながら，連携

を密にしていくのはもちろんであるが，小 ・中学生の行事等での交流活
動を継続 していかなければならない。

○9年 間を見通した，確かな学力や豊かな心の育成が実践できるように，
取 り組む内容を具体的かつ焦点化 していきたい。

○ 鉾田北中学区と鉾田南中学区のそれぞれの実践についての共有化を図
り，連携の在り方について考えていきたい。

○ 鉾田北中学区 ・鉾田南中学区で指定を受けなかった学校にも広めてい

きたい。また，鉾田市内の他の2つ の中学校にも広めていきたい。

○問い合わせ先

担当課 茨城県教育庁義務教育課 電話番号 029－301－5226



平成18・19年 度小 ・中連携教育実践研究事業研究成果報告書

小 ・中連 携教育実践研究事業 【平成18・19年 度 】研究 のま とめ

Ⅰ 実践研究協力校の概要

都道府県名 茨城県 市町村名 鉾田市
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Ⅱ 事業の概要

12年 間の主な取組

（1）平成18年 度の主な成果と課題

成果

○ 授業参観等を通 して，小 ・中の教員の親密度が高まり，相互の学習内容や授業の進め方について関心

をもつようにな り，系統性を踏まえた学習活動の重要 さが理解できた。

○ 生徒指導上の情報交換が密にな り，児童生徒の成長を9年 間を見通 して理解 しようとする意識が高ま

った。

○ 小 ・小交流による仲間づ くりや中学生 との異学年交流を通 して中学校入学に対する児童の不安が徐々

に解消されつつある。

課題

○ 小 ・中の共通 した課題 として学習習慣や基礎学力の定着がまだ不十分である。今後，小 ・中の共通実

践事項をさらに具体的に設定 し，連続性 ・継続性のある指導の在 り方を研究する。

○ 中学校の入学説明会についての充実を図るために，小 ・中の協力体制をさらに確立 し参加体験型の中

学説明会にしていきたい。

○ 共通実践 ・行動連携を進めるために，PTA等 関係機関との連携が不可欠である。来年度は， さらな

る連携強化を図 り，積極的な生徒指導に努めていきたい。

○ 北中学校学区と南中学校学区との連携の在 り方について，南北中学区連携会を開催 し，連携強化を図

っていきたい。

（2）平成19年 度の取組

時期 取 組 実施 した学校
組織等

取組についての説明等

5月 第1回 小 ・中連携教育実践研究事業連絡協
議会

国立教育政策
研究所

事業概要の説明

第1回 茨城県小 ・中連携教育研究協議会 県庁 今年度の事業計画，講師指導
小 ・中学校に関す る意識調査 小 ・中学校 児童生徒を対象 とした意識調査

6月 第1回 鉾田市小 ・中連携教育推進委員会 鉾田市旭総合
支所

第1回 小 ・中連携教育実践研究事業連絡協
議会報告，研究の趣旨説明及び運営計画協
議

相互授業参観 各学校
7月 第1回 鉾田北中学区連絡協議会 鉾田北中学校 今年度の事業計画

第1回 鉾田南中学区連絡協議会 鉾田南中学校 今年度の事業計画
相互授業参観 各学校

8月 第1回 鉾田市小 ・中連携教育担当者会 鉾田市旭総合
支所

1学 期の取組 と今後の見通 し

9月 運動会 ・体育祭での交流 小 ・中学校 小学生の見学，中学生による参加
10月 小 ・中学校に関する意識調査 小 ・中学校 児童生徒を対象 とした意識調査
11月 いばらき教育の 日マナーアップ運動 小 ・中学校 あいさつ運動の共同実施

相互授業参観 各学校
文化祭，収穫祭での交流 北中学区 相互参観
第2回 鉾田市小 ・中連携教育担当者会 鉾田市旭総合

支所
研究のまとめ

第2回 茨城県小 ・中連携教育研究協議会 鉾田市旭総合
支所

研究のまとめ，講師 指導

12月 第2回 鉾田北中学区連絡協議会 鉾田北中学校 研究のまとめ
第2回 鉾田南中学区連絡協議会 鉾田南中学校 研究のまとめ
相互授業参観 各学校 相互参観

1月 第2回 鉾田市小 ・中連携教育推進委員会
第2回 鉾田市小 ・中連携教育担当者会

鉾田市旭総合
支所

研究のまとめ

鉾田教育部会研究発表会 旭中学校 研究発表
2月 中学校入学説明会，部活動見学会 中学校 参加体験型

第2回 小 ・中連携教育実践研究事業連絡協
議会

都 市 セ ン タ ー
ホテル

指定事業研究発表会

3月 小 ・中学校に関する意識調査 各小 ・中学校 児童生徒を対象 とした意識調査
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2地 域全体 としての実践事例

【鉾田北中学区の取組】

（1）平成18年 度の成果 と課題

マナーアップ運動，文化祭や学習発表会等

の共同実施により，児童生徒の交流が広がり，

中学校に対する小学生の期待感を高めること

ができた。

19年度は，児童会と生徒会の連携を図 りな

がら，自分たちで生活の決まりを作 り，それ

を守ることで学校生活を改善する取組 「プラ

イ ド」を推進するとともに，鉾田北中学区内

の残 りの3校 とも連携を図っていきたい。

（2）平成19年 度の実践研究のね らい

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

（3）ね らい実現のための研究の方針や方向性 と

具体的な手だて

ね らい1・ ・生き生きと明るい気持ちで学校

生活を送 り，主体的に行動でき

る児童生徒の育成を目指す。

○生徒指導研究部による取組

・小中での 「プライ ド」の作成

・マナーアップ運動の共同実施

・連携だより 「かけはし」の発行

ねらい2・ ・小 ・中学校における多様な交流

活動を工夫 し，児童生徒の心の

交流を深め，豊かな心の育成 を

目指す。

○交流活動研究部による取組

・運動会 ・文化祭 ・収穫祭での交流

・中学校入学説明会での授業交流

ね らい3・ ・小 ・中学校教員の相互授業参観

や学習の決ま りの見直し等を通

して連携をふまえた学習指導の

改善を図る。

○学習指導研究部による取組

・職員の相互授業参観

・基本的な学習の決まりの作成

（4）実践研究協力校における取組の例

① 生徒指導研究部

中学校で行われてきた 「プライ ド」の取

組 を徳宿小学校 と大和田小学校の実態に合

わせて実施 した。 自分たちで決まりを作 り，

学校生活を改善 しようと試みた。

中学1年 生 と2年 生が6月 と11月に出身

小学校に行き，校門前で登校する小学生に

あいさつとマナーの大切 さを伝えた。

児童生 徒や保護

者 に小 ・中連 携の

意 義や 活動 の内容

を紹介 とす る とも

に地域や 家庭 の協

力を得 ようと考え，

小 ・中連 携 だ よ り

「か けは し」 を発

行 した。

中学校の 「プライ ド」徳宿小学校 「5つ の約束」

マナー アップ運動 の小 ・中共同実施

連携だよりの発行
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② 交流事業研究部

小学校運動会での中学生による 「よさこ

いソーラン」の演技披露，学習発表会への

中学生の参加，中学校文化祭での小学生の

見学 と合同合唱などの活動を通 して，互い

の交流を一層深めることができた。

入学説明会 では，2年 生の選択授業に6

年生が参加 し，中学生 と一緒 に活動す るこ

とで，交流 を深 め ることがで きた。

③ 学習指導研究部

小学校の授業を中学校教員が，中学校の

授業を小学校教員が参観 し，互いの教育方

法や指導観を知る機会となった。

大 和 田小 学 校

で は 生 活 面 の

「プ ライ ド」 に

な らい ，学 習 面

で も 基 本 的 な

「学 習の決ま り」

を 考 え る こ と

で ， 学 習態 度 の

改 善 に努 めた 。

（5）取組による具体の成果 ・効果 と今後の課題

＜研究の成果 ＞

年2回 のマナーアップ運動，運動会や文化

祭，学習発表会等の共同実施により，児童生

徒の交流が一層深まった。また，中学校に対

する小学生の親近感の高まり，中学生の出身

小学校への愛校心の高まりを感 じることがで

きた。

生活の決まりを自分たちで考え，守 ること

で学校生活を見直す 「プライ ド」の取組を小

中の両方で行 うことで，学校生活を改善しよ

うとす る態度を養 うことができた。

今年度 も相互授業参観の実施により小 ・中

学校教員が互いの授業について話 し合い，授

業観 ・指導観を理解 し合 うことができた。

＜今後の課題＞

平成19年 度でこの小 ・中連携の指定は終わ

るが，今後も連携校の2校 の小学校はもちろ

んのこと，その他の3校 の小学校とも連携を

図 り，継続可能な取組を行いながら中1ギ ャ

ップの改善に取 り組んでいくことが必要であ

ろう。

運動会 ・文化祭 ・学習発表会の参加 ・参観

授業参加型の中学校入学説明会

相互授業参観

大和田小学校 「学習の決まり」
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【鉾田南中学区の取組】

（1）平成18年 度の成果と課題

学習指導要領の洗い出しにより，9年 間を

見通して求められる基礎 ・基本の定着を意識

した学習指導法の工夫改善に向けて課題意識

をもつことができた。

今後，継続性のある学習指導を展開 し，よ

り効果的に 「確かな学力」の育成を図ってい

きたい。

（2）平成19年 度の実践研究のねらい

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 り方についての実践研究

を行 う。

（3）ねらいの実現のための研究の方針や方向性

と具体的な手だて

① 学びを深めるための児童生徒の実態把

握や計画づくりを目指す。

【学びの楽 しさ研究部】

ア 学力診断のためのテス ト （茨城県教育

委員会 ・茨城県教育研究会主催）の分析

イ 児童生徒の意識調査の実施 と分析

② 楽 しく学ぶための分かる授業づ くりを

目指す。 【学びの場研究部】

ア 中学校教師による専門性を生か した出

前授業

イ 児童の学習のつまずきに対 して，生徒

が支援するペア学習

ウ 分かる授業の手だてとして，導入時の

単元オ リエンテーション（学習内容確認）

の位置付け

③ 児童生徒の学びの基礎や環境づ くりを

目指す。 【学びの機会研究部】

ア 家庭学習の手引による学習習慣の定着

イ 読書や ドリル学習等による朝の学習活

動の取組

（4）実践研究協力校における取組の例

① 【学びの楽 しさ研 究部 】の取組

ア 社会科 の学 習 を 「大変苦 手」 「や や苦

手」 と答 えている中学校1年 生が50．6％

と多い。また，学力診断 のためのテス ト

の結果か ら，政治 につ いての知識 ・理解

の定着が低 い結果 となっている。

→ 【学びの場研究部 】へ の課題①

イ 算数 ・数 学科の学習 を 「大変苦手」「や

や 苦手」 としてい る小 学校5年 生が5月

の時点 で40．9％ と高い。 また，学力診断

のためのテ ス トの結果 か ら，小学3年 生

か ら中学3年 生 にかけて数学 的な思考力

の定着が低い結果 となっている。

→ 【学びの場研究部 】へ の課題②

ウ 理科 の学習 を 「大変 苦手 」「やや苦手」

としてい る中学校1年 生の生徒が多い。

また，中学校1年 生の学力診断の ための

テス トの結果 か ら，「物質 とエネル ギー 」

の領域 の定着 が低 い結果 となってい る。

→ 【学 びの場研 究部】への課題③

エ 意識調査か ら，家庭学 習を苦手 と して

い る児童生徒 の割合 が高 い。 苦手な理由

として， 「や り方 が分 か らない」 「面倒 く

さい」「時間 がない」等が 出されていた。

→ 【学びの機会研究部 】へ の課題④

② 【学びの場研究部】 の取組

ア 【学びの楽 しさ研究部 】か らの課題①

→ 中学校 教師に よる社会科出前授業 を実

施 （6月14日 第6学 年 「鎌 倉幕府 」）

社会科出前授業の様子
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歴史的な事実にふれた り，感 じたことを表現

した りすることで，社会科学習の本来の楽 しさ

を感 じ取ることを重視 した授業を実践 した。

イ 【学びの楽 しさ研究部】からの課題②

→中学校数学科教師が2年 生徒 とともに

ペア学習を実施（10月5日 第4学 年「お

よその数」）

数学的な思考 を特 に必要 とす る学習内容 にお

いて，生徒 とのペア学習 を行 うことで，児童 の

つまず きの改善 を図 った。

また，生徒 が児童への支援 を行 うために， 自

ら学び直す ことに よって，基礎 ・基本 の定着 と

学習意欲 の高揚 をね らった。

→算数 ・数学科の実践 として，小学校に

おける 「楽しく学ぶための分かる授業

づ くり」の研究

学力診断のためのテス トの結果から

定着の低い単元を扱 う際に，学習の見

通 しをもてるように単元オ リエンテー

ション （学習内容確認）を実施。

ウ 【学びの楽 しさ研究部】からの課題③

→中学校2年 選択理科でペア学習の実施

（7月2日 ，9日 第6学 年 「振ると色

変わ りする液体」）

算数 ・数学科の実践のねらい と同様に，物質

の変化に対する興味 ・関心を高める実験を実施

した。

③ 【学びの機会研究部】の取組

ア 【学びの楽 しさ研究部】か らの課題④

→家庭学習のや り方が分か らない等の理

由か ら，「家庭学習の手引」を作成

児童生徒や保護者に家庭学習の取組方等を紹

介 し，学習の習慣化を図った。

（5）取組による具体の成果 ・効果と今後の課題

① 研究の成果 ・効果

ア 意識調査と学力診断のためのテス ト分

析から，児童生徒の課題を明確にできた。

イ 出前授業や児童生徒によるペア学習の

実践計画を立てることにより，児童生徒

の学習意欲を高めることができた。

② 今後の課題

ア 単元オ リエンテーションを，学習内容

確認にとどま らず，児童生徒一人一人が

課題意識をもって学習に取 り組めるよう

にしたい。

イ 家庭学習の手引によって，時間や心得

が啓発できたが，さらに教科の特性に合

わせた手引きとなるよ うにしたい。

児童の ノー ト

ペア学習の様子

家庭学習の手引 抜粋

36



3小 ・中連携教育研究協議会，市町村研究委員会の取組

（1）小 ．中連携教育研究協議会，市町村研究委員会の組織図

（2）小 ・中連携教育研究協議会，市町村研究委員会の構成員

（3）成果と課題

成果

○ 授業参観等を通 して，小 ・中の教員の親密度が高まり，相互の学習内容や授業の進め方について関心

をもつようにな り，系統性を踏まえた学習活動の重要さが理解できた。

○ 生徒指導上の情報交換が密になり，児童生徒の成長を9年 間を見通 して理解 しようとする意識が高ま

った。

○ 小 ・小交流による仲間づ くりや中学生 との異学年交流を通 して中学校入学に対する児童の不安が徐々

に解消 されつつある。

課題

○ 小 ・中の共通 した課題として学習習慣や基礎学力の定着が不十分である。今後，小 ・中の共通実践事

項をさらに具体的に設定 し，連続性 ・継続性のある指導の在 り方を研究する。

○ 中学校の入学説明会についての充実を図るために，小 ・中の協力体制をさらに確立し参加体験型の中

学説明会にしていきたい。

○ 共通実践 ・行動連携を進めるために，PTA等 関係機関との連携が不可欠である。来年度は，さらな

る連携強化を図 り，積極的な生徒指導に努めていきたい。

○ 北中学校学区と南中学校学区との連携の在 り方について，南北中学区連携会 （鉾田市小 ・中連携教育

担当者会）を開催 し，連携強化を図っていきたい。

小 ・中連携教育研究協議会の構成員 市町村研究委員会の構成員
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4研 究のまとめ

（1）他の地域の参考 となること

○ 鉾田市では，確かな学力 と豊かな心の育

成を目指 し，2つ の中学校区の5校 で小 ・

中連携教育実践の研究に取 り組んできた。

鉾田北中学区では 「豊かな心の育成」，鉾

田南中学区では 「確かな学力の育成」を主

なねらいとして2年 間にわたり研究を行っ

てきた。

この2年 間の様々な交流活動の実践を通

して，小学生の中学校に対する不安を軽減

し，中学校生活に対 しての期待感を高める

ことができるとい うことが分かった。

○ 鉾田北中学区における，小学校2校 と中

学校は距離的に離れてお り， 日常的な交流

は難 しいが，学校行事を含めた児童生徒の

交流を1年 間の中で積み重ねていく中で，

中1ギ ャップを改善できることが分かっ

た。

○ 鉾田南中学校 と鉾田小学校の2校 のよう

に距離的に非常に近い学校同士では一層連

携を深めやすい とい うことも分かった。

○ 茨城県は，以前から教員の小 ・中間の人

事交流は盛んで，小学校経験のある中学校

教員，あるいは中学校経験のある小学校教

員も多い。

（2）今後の展望

○ 今年度で小 ・中連携の指定は終わるが，

この2年 間の取組を出発点 として，今後も

小学校 との連携を深める努力を続けていく

必要がある。中1ギ ャップを改善するため

には小 ・中の教員が交流を図 りながら，連

携を密にしていくのはもちろんであるが，

小 ・中学生の行事等での交流活動を継続 し

ていかなければな らない。

○9年 間を見通 した，横確かな学力や豊かな

心の育成が実践できるように，取 り組む内

容を具体的かつ焦点化 していきたい。

○ 鉾田北中学区と鉾田南中学区のそれぞれ

の実践 につ いての共有化 を図 り，連携 の在

り方 につい て考 えてい きたい。

○ 鉾 田北 中学 区 ・鉾 田南 中学 区で指定 を受

けなか った学校 にも広 めてい きたい。また，

鉾 田市内の他の2つ の 中学校 にも広 めてい

きたい。
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東京都 日野市

39



平成18・19年 度小 ・中連携教育実践 研究事 業研 究成果報告書

小 ・中連携教育実践研 究事 業 【平成18・19年 度 】における研究の要点 ― 平成19年 度―

都道府
県名

東京都 市町村名 日野市
実践研究
協力校名

日野市立大坂上中学校、 日野市立 日野第三小学校、 日野市立 日野第七小学校、

日野市立東光寺小学校

実践研
究課題

都道府県
教育委員会

「学力向上」推進 の視点に立った学習指導 （各

教科、道徳 、特別活動及び総合的な学習の時間）
に関する学校教育改善についての実践研究

推進地域

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

実践的な研 究を行な う。内容 としては、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。

A地 域の特色や課題
学習に対する意識が低い児童生徒が見 られる。 また、学齢が上がるに従い、学習意欲 を低 下させ る生徒が増加する傾 向

にある。

B実 践研究のねらい Cね らいや実現のための研

究の方針や方向性
D具 体的な手だて E取 組による具体の成果 ・効果 F今 後の課題

（1） 小 ・中相互理解 を図
る

（2）18年 度、小 ・中あ
わせ て9年 間を見

通 した指導計画 を

作成す ることがで
きた。

（3）19年 度、作成 した

指導計画 に基づい
て実践 （授業等）検

証 をし、改善・工夫
をする。

（4）研究終了後の連携 の

継続の手だて を確

認す る。

・研 究のベ ース とな る実態

を把握す る。
・児童 生徒 の意識 を把握す

る。

・日野市が実施 しているC

RTや 都 の学力調 査 の結

果を分析する。
・アンケー ト調査 をす る。

・学習指導の中で、重点化すべ

き指導 内容 を教科 ごとに把握 す
ることができた。
・部会 ご とのア ンケー ト調査 に

よ り実態や意識 を探る ことがで

き、研 究の資料 とす ることがで

きた。

・重点化すべき内容を 日

常の授 業活動の中に反映
させ ること。
・把握 した実態や児童生

徒 の意識 を研究に生かす
こと。

・児童 ・生徒の学習状況を把

握す る。
・小 ・中の教員がお互いに課

題 を共有する。

・日常の授業活動や研究授

業を通 して実態の把握に
努める
・合同研究部会や研究授業

後の検討会や研究協議会
で課題を明確にする。

・小 ・中連携の意識 を持って授業

を振 り返 ることができている。
・小 ・中の教員 が共同で学習指導

案を作成 し、共通のテーマで協

議を深めることができた。また、

研 究部会や研究協議を重ね るこ

とによって、小 ・中の教員同士が

親 しくなってきた。

・中学校では、 日常の学

習指導の中で、小学校の

学習内容 を踏まえなが ら

指導す ること。
・小 ・中の教員同士のさら

なる相互理解 とお互いの

持 っているノウハ ウを学

習指導や生活指導 に生か

す こと。
・教員だ けでな く、保護者
の協力 も得 る。

・食育、生活指導に関す る
部会に参加 してもらう。

・保護者 の意見が
、児童生徒 の

家庭 ・地域 での実態が研究 の取
り組みに生か され る。

・継続的に保護者委員 を

確保 してい くこと。



G他 の地域の参考となること H今 後の展望

（1） 研究を機会に改めて 自校や学区の連携校 をお互いに振 り返 るこ

とができたこと。

（2） 昨年度 中に、実態把握、研究部会、授業研究で明 らかにされた

課題 に基づいて、課題解決 を目指 し、学力向上につながる 「年間

指導計画」を作成 したが、本年度 は検証授業をもとに見直 し改善

した 「年間指導計画」を作成 した。

（3） 小 ・中の教員同士の相互理解が進 めば、児童生徒の指導に効果が

あることを再認識す ることができた。（特に中1ギ ャ ップの解消に

向けて。）

（4） 小 ・中連 携の研究が教員の指導力の向上、資質の向上を図る うえ

で有効な研修であることが確信できたこと。

（5） 研 究組織 の中に保護者委員 を入れ ることが、学校 と家庭 ・地域

の一体感 をつ くることができた こと。

（1） 協力研究後の小 ・中連携の継続 （部会等の改変や組織 の維持）のた
めにシステムの構築

小・中連研 究推進委員会 を実効的なもの とす るため、少人数で編成

す る。その中で予定 を作成 してい く。 （携翌年度 に向けて、前年度 中
に）

（2） 指導計画の実践 と検証 ・見直 し

研究期間中に作成 した授業改善プランや年間指導計画を実践 し、毎

年見直 し改善 していく。
（3） 子 どもたちの達成状況 （学力向上）の把握

各グループ （教科等）が設定 した課題の達成状況 を把握す るための

評価方法の再確認 を行い、変容 ・変化を数値化する評価方法 を継続的
に研究す る。 （特に小6か ら中1へ の変容）

（4） 小・中連 携の意義の確認

小・中連携 の必要性や効果を さらに具体的 に示す ことが必要。各教

科や領域 における小学校段階での課題や小・中接続時における課題 を

常に明らかに し、その課題解決 のための具体的な連携策をさぐり、小・

中で共有化す る。

（5） 今後 も小・中の保護者 の協力 を得ることで学校 ・家庭 ・地域の連携 を

図る。

○問い合わせ先

担当課 東京都教育庁指導部指導企画課 電話番号 03－5320－6869



平成18・19年 度 小 ・中連携教育実践研究事業研究成果報告書

小 ・中連携教育実践研究事 業 【平成18・19年 度 】研究 のま とめ

都道府県名 東京都 市町村名 日野市

Ⅰ 実践研究協力校の概要
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Ⅱ　事業の概要

12年 間の主な取組

（1）平成18年 度の主な成果 と課題

■成 課

・小 ・中相互の研究授業等 を通 して、小 ・中の教員 がお互いに知 り合 うこ とが できた。

・研 究部会を通 して、小 ・中共 同で取 り組 んで行 こ うとす る意識 が高ま った。

・日野 市独 自で実施 して いるCRTや 都 の学力調査 、各部会 のア ンケー ト調査 な どによ り、研 究を推進す る

ための実態把握 がで きた。

・9年 間 を見通 したカ リキュラムをつ くる ことが できた。

■課 題

・学力の定着 ・向上を図 るた めの指導法 の工夫。
・9年 間 を見通 したカ リキ ュラムの実践 と検証。

・保護者 、家庭、地域 との連携 。

・人的 （児童、生徒、教員 、保 護者 等）交流の さらな る推進。

・新 たな小 ・中連携教育 の開発。

（2）平成19年 度 の取組

時期 取組事項
実施 した学校，

組織等
取組についての説明等

4月

7月

・研究組織、研究の方向性等の検

討。
・新 しい指導計画による授業実践

・4校 合 同部 会

・研 究推進委員

会

・各分科会

・研 究組織、研究 の方 向性 、ね らい、研 究構想 図

等の検討。

・オ リエ ンテー シ ョン合宿の実施。訪 問授業 、交

流授 業、検証授業の実施。

・小 ・中合 同に よる体験的な学習の実践。

8月

10月

・新 しい指導計画の評価 と改善

・公開授業時の指導案検討

・研究紀要の作成

・4校 合 同部会

・研究推進委員

会

・各分科会

・仮説の検証及び成果 と課題の整理

・検証授業の評価

・公開授業時の指導案作成に向けて各分科会、教

科部会内で検討
・研究紀要掲載事項の検討

・分科会、教科部会毎の研究成果のまとめ

11月

3月

・研究発表に向けての準備

・研究発表

・研究の総括

・次年度連携に向けての教育課程

の編成

・4校 合同部会

・研究推進委員

会

・各分科会

・研究発表原稿作成

・研究発表

・研究全体のまとめと連携継続のための改善策の

検討、連携継続のための校内分掌組織の検討
・4校 教務部による調整
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2地 域全体としての実践事例等

（1）平成18年 度の成果と課題

成 果

① 研究授業や研究会を通して、小 ・中の教員同士

が顔見知 りにな り親 しくなることができた。

②連携校間を行 き来す ることによって、小 ・小間

の横の連携、小 ・中間の縦の連携の大切 さを認

識することができた。

③4校 が連携 して研究を進めていることで、4校

の保護者間にも一体感が従来に増 してできてい

ることを感 じることができた。

④小 ・中の教員が共通のテーマのもとに共同して

研究に取り組む ことができた。

⑤教員だけでな く、栄養士、保護者の三者で研究

に取 り組むことができた。

⑥ 日野市が独 自に実施 しているCRTの 分析結果

や 日々の学習指導の振 り返りの中で、重点化す

べき指導内容を教科毎に明確にすることができ

た。

⑦研究の部会毎のアンケー ト調査により、児童生

徒の実態や意識を探ることができ、研究の資料

とすることができた。

⑧小 ・中の教員が相互に授業を参観 した り、共同

で参観をし、共同で作成した指導案による授業

を行った りすることで、授業改善に向けてのヒ

ン トを得ることができた。

⑨研究授業を重ねるごとに指導主事をは じめ多く

の助言者か ら専門的な指導を受けることができ

た。

⑩学力の向上を目指すにあたって、学習指導の視

点からだけでなく、学力向上を支えるものとし

ての 「こころ」 「からだ」の育成にも視点を当

てて研究することができた。

⑪ 「からだ」研究部では、体育の面からと食育の

面から研究テーマに迫 ることができた。

⑫9年 間を見通 した指導計画を作成すること

ができた。 （特定の課題 に重点化 した指導計画）

課 題

①教育課程編成時における各学校の独 自性 と共通

性の両立を図る。

②小 ・中連携による学力の定着 ・向上を図るため

の指導法を工夫する。

③重点化すべき指導内容を日常の授業活動の中に

効果的に反映させる。

④ 日常の学習指導の中で、小学校では、中学生の

学習状況を理解 しながら指導法を工夫し、中学

校では小学生の学習状況を踏まえた指導法を工

夫する。

⑤把握 した児童生徒の実態や意識、 さらに保護者

の意見や要望を研究に有効に反映させ、実践

性の高い指導方法を創出すること。

⑥ より機能的な研究組織の編成を行 うこと。

⑦保護者、家庭への啓発 を図る。

⑧学校、保護者、地域が一体となるような連携体

制を構築す る。

⑨人的 （児童生徒、教員、保護者）交流の さらな

る推進を図る。

⑩9年 間を見通したカ リキュラムに基づ く具体的

な指導の実践 と実践の効果を測る検証方法の確

立を図る。

（2）平成19年 度の実践研究のね らい

「学力向上」推進の視点に立った実践研究とする。

①授業公開や小 ・中相互の教員による授業交流を

通 して、指導方法の工夫 ・改善を図る。

②基礎的 ・基本的内容の確実な定着のための指導

方法を開発す る。

③小学校から中学校への円滑な適応を図るために

教科、児童生徒指導の系統性、連続性 を明確に

4校 の教員による研究協議

45



して、9年 間を見通 した教育課程の編成を行 う。

（3）ね らい実現のための研究の方針や方向性 と具

体的な手だて

○研究の方針 ・方向性

研究を進めるに当た り、「まなび部会 （各教科）」

「こころ部会 （生活指導）」 「か らだ部会 （食

育 ・体育）」の三つの分科会を編成し、それぞ

れに研究の方針 を立てた。

①まなび部会

・9年 間を見通した指導計画の作成 と授業改善

プランへの反映。

② こころ部会

・9年 間を見通 した規範意識の醸成 と基本的な

生活習慣の確立。 （保護者の参加）

③からだ部会

・9年 間を見通した健康についての理解 と保持、

増進。 （栄養士 ・保護者の参加）

○具体的な手だて

①研究推進委員会を4回 開催 し研究の推進 を図

る。

②4校 全体会を5回 開催 し、推進委員会での検討

事項の周知を図る。

③公式の研究グループ部会を7回 開催 し、研究の

進捗状況によって随時各グループが判断して開

く。

④都教委へ指導訪問を依頼 し、指導部指導主事よ

り、各グループの研究の方向性への指導 ・助言

を受ける。

（4）実践研究協力校における取組の例

①連携小学校3校 が横の連携を深め、英語活動の

6年 間共通の指導計画を作成 した。これによって、

中学校で英語の授業を始めるとき、小学校間での

指導内容、指導時間等のばらつきが解消 されるの

で、英語の授業が進めやす くなることが期待でき

る。

②生活指導における 「あいさつ運動」は学校ばか

りではなく、PTAや 地域育成会 とも連携 を図 り

なが ら取 り組んだので、児童生徒への広が りがス

ムーズであった。また、あい さつ をすることで社

会性が身に付き、規範意識の醸成にもつながつた。

さらに、学校全体が和やかな雰囲気になってきた。

③食育では、児童や生徒が野菜や大豆を栽培 し、

それを収穫 し、漬け物や豆腐に加工 して食べると

い う体験を通 して 「食」の大切さについて気づか

せ るとい う指導を実施 した。

その結果、自ら栽培 したものを自ら収穫すると

い う喜びや感動を通 して 「食」に対する関心を高

めることができた。

さらに、食育の研究に携わった保護者が、短時

間でできる簡単 レシピ集 をつ くり、朝食への関心

を高めた。

④オ リエンテーション合宿の実施

大坂上中学校では、三つの小学校か ら入学 した

新入生がスムーズに中学校生活に入っていけるよ

うに、入学 して間もない4月 中に 「中学生への変

身プログラム」 と名付けて1泊2日 のオリエンテ

ーション合宿を実施している。

合宿での指導内容は、中学校での学習の仕方の

説明、部活動についての説明、望ましい生活習慣

や友達関係の在 り方の説明などのプログラムや三

つの小学校から入学 した生徒たちが早い時期に学

級や学年に所属意識 をもてるように、大縄飛びや

ゲーム、校歌コンクールなどのプログラムもある。

この合宿の実施によって、生徒たちの中学校生

活へのとけ込み、生徒同士のな じみが、合宿を実

施 していなかった頃と比べると約2ヶ 月早まって
パ ワー ポイ ン トの検討
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きてい る とい う効果が出てい る。

（5）取組 による具体の成果 ・効果 と今後 の課題

①児童生徒の変容

・学 力向上 のために各教科 の視 点を絞って、指導

計画や指 導案 を作成 し、授業実践 を行 い、指導法

の改 善を図 った。 その結果、児童 生徒 に学び方が

身 に付 き、学習 を深め ることがで きた。

・小 ・中連 携教育 を通 して、継続的 な指導 を実施

す るこ とで、6年 生 の中学校への不安 が取 り除か

れ 、 中学校 への不安 が取 り除かれ、 中学校 への滑

らかな適応 ができるよ うにな った。

②教 師の変容

・研 究授業 を通 して、小 ・中の教員が互い に良 さ

（例 小学校 ：丁寧 さ 中学校 ：専門性 ） を学ぶ

こ とで、 自らの授業 に生かす ことができた。

・研 究部会 を通 して、小 ・中共 同で指導計画 を作

成 したので、系統性 や発達段階 が よく分 か り、学

習指導に生かす ことができた。

・実践交流 の場 面か ら、他校 の よさ （各校 の特色 ：

英語活動、食 育な ど） を学ぶ ことがた くさん あ り、

各連携校 に とって 、指 導法の レベル ア ップにつな

がった。

③グル －プ部会 ごとの成果

・国語は辞書 を引 くこ とが好 きにな り、言葉 に対

して敏感 になった。

・社 会は、統 計資料 を意図的 に活用 させた。そ の

結果 、身の回 りの社会的事象 に興味や関心 を持 ち、

学習意欲が高 まった。

・算数 ・数学 は、指導計画 の作成 や検証授業 を通

して、数直線 や図 を用いた指導がで きた。

・理 科は、 「予想→ 実験→ ま とめ」 と学習 の流れ

を繰 り返 し指 導 したので、学 習へ の見通 しが もて、

学習 に意欲的に取 り組 む よ うになった。

・音楽 は、伝 統音楽 の指導 を実践す る ことで伝統

音楽へ の理解 が深 ま り、意欲 的に取 り組 む よ うに

な った。

・図画工作 ・美術 で は、児童生徒 が多様 な表現技

術 を学ぶ こ とで、表現す るこ との楽 しさを味 わい、

表現す るこ とに自信が持 てるよ うになった。

・英 語活動 ・英語 は、 コ ミュニケー シ ョン活 動を

通 して英語 の楽 しさを味 わった。 その結果 、児童

は中学校への進 学を楽 しみに してい る。

・生 活指導 は、 「朝の あい さつ運動 の指導」 を取

り組 んだ こ とで 、集 団へ の帰 属意識 が生まれ て、

社会性 が向上す るきっか けにな った。保護 者や地

域 の方 とも協力 して実践 した ことで人 と人 との交

流が深 まった。

・食 育では、食育 の授 業 をす ることで、栄養 バ ラ

ンスを考 えて食 べ る よ うになった。 また、 「好 き

嫌い をしない」 とい う食 習慣 が身に付いてきた。

オ リエ ンテー シ ョン合宿の様子

社会科 （資料の活用）

小学5年 生と中学2年 生による英語 ・英語活動

47



・体 育は、9年 間 のマ ッ ト運 動の仕方 をわか りや

す くカー ドに作成 し、児童生徒 が意欲 を持 って学

習す ることがで きた。

今後の課題

・学力向上を図るためには さらに小 ・中共同 して、

指導方法の工夫 ・改善に努 め る。

・小 ・中9年 間 を見 通 した指 導計画 の実践 を通 し

て、見直 しと改善を図 る。

・学校 と保護 者 ・家庭 との連携 強化 と啓発 を進 め

る。

・さ らな る人的交流 （小 ・小 間、小 ・中間） の推

進 を行 う。

・息の長 い小 ・中連 携教 育の実践 を行 う。

食育部会 （家庭科調理）
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3小 ・中連携教育研究会議，市町村研究委員会の取組

（1）小 ・中連携教育研究会議，市町村研究委員会の組織図

（2）小 ・中連携教育研究会議，市町村研究委員会の構成員

（3）成果と課題

東京都教育庁指導部を中心 とした小 ・中連携教育研究協議会担当者 と、推進地域を中心とした市町村

研究委員会の担当者が十分な連携を図ることにより、実践研究協力校への指導 ・助言をより効果的に行 う

ことができている。

また、実践研究協力校の取組を主体 としたものとなるよう、研究協議会と研究員会の在 り方について

十分考慮 して研究を進めることができた。

小 ・中 連 携 教 育研 究 会 議 の 構 成 員 市町村研究委員会の構 成員
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4研 究のまとめ

（1）他の地域の参考となること

① 研究を機会に改めて自校 を振 り返 ることと、連携校のお互いが持つ良さを発見し、見習うべき

指導事例、取 り入れるべき実践事例が実は身近な学校にあったということに気づいたことは収穫

であった。

② 小 ・中の教員同士の相互理解が進めば、児童生徒への学習指導のみならず、生活指導面でも効

果を挙げることができるということを認識することができたこと。

③ 小 ・中連携の研究で小 ・中教員間の風通しがよくなり、児童生徒の育成に関する意見交換や情

報交換がよりスムーズになった。

④ 小 ・中連携の研究が教員の指導力の向上、資質の向上を図る上で有効な研修につながるという

ことを 確信 した。

⑤ 研究組織の中に栄養士及び保護者委員を入れることによって学校 と保護者の一体感を作るこ

とができた。また、連携校4校 の保護者間の連携意識が醸成 されつつあることは、児童生徒を学

区内全体で見て行こうとする態勢の構築につながってい くものと期待できる。

（2）今後の展望

①2カ 年間の研究の結果、小 ・中の教員がともに連携が必要であることに気づいた。中学校では、

研究で得た成果を次年度教育課程の編成、特に小学校 との接続学年である1年 次の教育課程編成

にに生か してい く。

②2カ 年間の研究を通して作成 した 「9年間を見通 した指導計画」を実践 し、年度 ごとに工夫改

善を加えよりよい指導計画を作成する。

③ 小学校3校 が、横の連携を生かして作成 した3校 共通の英語活動指導計画に基づ く学習成果を

中学校の英語の学習に効果的につないでいくための年間学習指導計画を作成する。

④4校 の連携を継続 していくためのシステムをつくる。

⑤4つ の学校の連携を中心に、広 く4校 の保護者、PTA、 地域が大きくまとまって児童生徒の成

長を見守ってい く体制を形成 していく。
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新潟県 南魚沼市
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平成18・19年 度小 ・中連携教育実践研究事業研究成果報告書

小 ・中連 携教 育 実践 研 究事 業 【平 成18・19年 度 】 にお ける研 究 の要 点 ―平成19年 度 ―

都道府

県名
新潟県 市町村名 南魚沼市

実践研究

協力校名

南魚沼市立 第一上田小学校 ・第二上 田小学校 ・栃窪小学校 ・塩沢小学校

中之島小学校 ・石打小学校 ・上関小学校 ・塩沢 中学校

実践研

究課題

都道府県

教育委員会

小 ・中学校9年 間を通 して児童生徒 に 「自立 ・自律」をは

ぐ くむための、学校 ・地域 ・関係機関 の 「連携 」 と 「かかわ

り」 は どうあ るべ きか

～教育サポー ト体制づ く りと個 に応 じたチー ム体制づ くり～

推進地域

○ 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 との

効果的な 「連携」 と 「かかわ り」の在 り方 を明確にす る。

A地 域の特色や課題

塩沢地 区大小7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 （7

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。観光産業等が影響 し、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。

B実 践研究のね らい
Cね らい実現のための

研究の方針や方向性
D具 体的な手だて E取 組による具体の成果 ・効果 F今 後の課題

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。

1小 ・中共通課題の洗い

出 しと年 間 共通 実践 事

項の設定

・年2回 の生活 （学習）アンケ

ー トを実施す る。
・研究委員会 と保護者代表でア

ンケー ト分析 と共通課 題 の

洗い出 しをす る。
・共通実践事項 をリーフ レッ ト

にま とめ小 ・中全保護者 に配

付す る。

・小 ・中共通 のアンケー ト内容 を

分析 し、地域 の課題 を明 らかに

して きた。 また、各校が共通実

践す ることで地域 ・保護者に も

よ り浸透 している。
・取組 の継続 ・評価 に より、学年

間の違いや発達段階 での変化 な

どを読み取 ることができた。

・小学校低学年 に対す

るア ンケー ト内容 の

吟味

2中 学校 区生 徒指 導 対

策会議、PTA代 表者会

議 、小 ・中合同地 区PT
A、 民生児童委員連絡協

議会等の充実

・各種健全育成会議で現状 と課

題、それぞれの役割について

話 し合 う。
・中学校主催の地区PTAに 小

6保 護者、小学校教員の参加

を求め、小学校主催の健全育

成会議 に中学校職 員 が参加

し、生活面の協議 を行 う。
・月1回 の民児協に出席 し、児

童 生徒 の現状 と課題 を説 明

す る。民児協の役員がモニタ
ー となる

。

・各小学校 区育成委員会 の活動や

各学校 の生活指導、PTA活 動

が公 開 され るた め、互いの よい

面を取 り入れ ることができた。
・不安 を抱 えている小6の 保護者

に とって、中学生活 を具体的に

知 る機会 となった。
・児童生徒の情報 を直接、地域 と

交換で きる場 となる。 また、個

別 に情報がほ しい とき、依頼 し

て詳 しく知 ることができた。

・会議及 び会議 内容 の

精選

・時期や参加人数

・個人情報保護の徹底



3小 ・中学校 にお ける家

庭教育講座の充実

・各学校の重要課題にかかわっ

て家庭教 育講座 を行 う。 ま

た、可能な限 りCAP（ 暴力

防止／人権教育プログラム）を

活用 した取組 を行 う。

・CAPワ ー ク シ ョ ップや 食 育 、

思 春期 の対 応 等 、 タイ ム リー な

ものが 多 く、好評 で あ った。

・講 師 の選 定、 費用 面

「自立 ・自律 」 をは ぐ

くむ た めに学校 ・地 域 ・

関 係 機 関 と の 効 果 的 な
「連携 」 と 「かか わ り」

の在 り方 を明確 にす る。

4塩 沢地区小 ・中教員研

修会、小 ・中連絡会、い

じめ不 登校 等 対 策会 議

の充実

・年3回 の小 ・中教員合同研修

会 を実施す る。公開授業 と協

議会 を行 う。
・中学校入学のために中学教員

によ る出前授 業や 説 明会 を

実施する。
・週1回 の校内い じめ不登校会

議 に、関係機 関 （市育成セ ン

ター ・スクール カ ウンセ ラ
ー）か らも参加す る。

・児童生徒の知 ・徳 ・体 にかかわ

って分科会で様 々な角度か ら協

議す るこ とで、共通 の課題 や取

組 内容が明 らかになった。
・中学入学に対 しての児童や親の

準備 ができ、戸惑いが見 られな

くなった。
・その場です ぐに情報交換ができ、

変化や今後 の役割 分担等、早 め

の対応ができた。

・事務局校の負担

（計画か ら報告書作成

まで）
・参加職員の制限

・小学校 との 日程調整

・出前授業 の時期 と内

容
・資料づ くり

・時間制限

・情報の共有化

5教 育サポー ト体制 、個

に応 じたチ ー ム体 制 の

充実

・読み聞かせ等、様々な教育活

動場 面 で地域住 民 がサポー

トする。
・問題 を抱 える生徒個々にその

生徒に応 じたチームを組み、

対応す る。

・学校 に対する地域、家庭の意識

の変化が見 られ、共 に育て よ う

とする姿勢が強まった。
・問題行動、不登校 の生徒が大幅

に減少 した。 事故処理 か ら未然

防止の取組 に変化 した。

・サポー ト人材の固定

化
・職員の負担

・共通理解

・相談会の時間不足

G他 の地域の参考となること H今 後の展望

○ 小 ・中共通アンケー トを分析 し、生活面や学習面での共通の取組 をリーフレ

ッ トにま とめ、保護者に配付 して啓発 を進めている。中学校に入学 してきたと

きにどの学校でも取 り組んでいるため、指導 しやすい。

○ 中1ギ ャップを解消す るために、中学校教師 による出前授業や引継カルテ、

問題 を抱 える保護者 との事前相談会、6年 生保護者 を交 えた地区PTAは 効果

があった。また、小 ・中で行っているCAPワ ークショップは人間関係能力 を

高めるとともに、生徒か らの相談が大幅に増 え、不登校の減少につながった。

○ 多 くの取組 は十分定着 し、今後 も問題 な く継続 していくと思わ

れ る。 しか し、い くつかは主 旨や活動内容 において共通理解不足

であった り、精選化が必要であった りす るものがある。 また、危

機感 をもって取 り組んだ時期 からす るとやや緊張感 に欠け、形骸

化 しそ うな取組 もあるので さらなる充実や継続 を 目指 して改善

を加 えてい く必要がある。

○ 問い合わせ先

担当課 新潟県教育委員会義務教育課 電話番号 025－285－5511（ 内 線3861）



平成18・19年 度小 ・中連携教育実践研究事業研究成果報告書

小 ・中連携教育実践研究事 業 【平成18年 ・19年 度】研究 のま とめ

都道府県名 新潟県 市町村名 南魚沼市

Ⅰ 実践研究協力校の概要

55



Ⅱ 事業の概 要

12年 間の主な取組

（1）平成18年 度の主な成果 と課題

＜成果 ＞

（1）学校、家庭、地域がそれぞれの役割を果た しながら協力 して児童生徒の健全育成 に努 めるよ

うになった。小学校では育成会や地域ボランティアによる登下校のパ トロール隊、学習や行

事 におけるサポー ト体制、中学校では育成会 と協力 して行 う夜間パ トロール、道徳の時間や

総合的な学習の時間、各教科における外部講師を活用 した授業、民生児童委員によるモニタ
ーな ど様 々な場面で行動連携 している

。 この結果、中学校の深夜俳徊や不純異性交遊な どの

問題行動 は皆無になった。 また、不登校 も大幅 に減少 し、改善が図 られた。学校に多 くの地

域住民や保護者 の方々が出入 りし、元気な挨拶で学校が明るくなった。また、校外生活にお

いて地域住民や保護者か らの通報が多 くな り、問題 を未然に防 ぐことができるよ うになった。

（2）小 ・中学校間のきめ細かな連携 によ り、中1ギ ャップの解消につながっている。中学校教員

による出前授業、小6保 護者 を交えた地区PTA、 心配な児童のカルテ作成や保護者 との相

談会 によ り児童 ・保護者 の不安 を取 り除 くことができた。 また、小学校、中学校で行 うCA

Pワ ークシ ョップによ り、児童生徒に 「安心 ・安全 ・自信」の意識が芽生え、人間関係能力

を高めることができた。

（3）チーム対応は一人一人の問題内容や程度 に応 じて幅広い人選をす るため、一旦動 き始 めると

短期間で効果 が現れることが多い。特に問題行動の生徒に対 しては効果的である。

＜課題 ＞

（1）小 ・中連携事業にかかわって多 くの組織及び会合があ り、内容や回数の精選が必要である。

また、統合できる組織 を検討 し、活動での多忙化 を防 ぐ必要がある。

（2）中学校教員の出前授業の回数 を増や した り、専門教科 （体育や美術な ど）のクラブ活動指導

な どまで交流 を広げた りす ることができないか。 また、小学校教師による中学校における授

業ができないか。 これ も多忙化につながらないよ うに工夫す る必要がある。

（3）学校が落ち着 くと保護者が安心 し、地区PTAや オープンスクールなど参加者が少な くなる。

保護者 ・地域 の意識や関心が、できるだけ学校 に向 くよう工夫の必要がある。

（2）平成19年 度の取組

時期 取組事項
実施 した学

校、組織
取組についての説明等

5月

9月

1月

2・3月

●生活 （学習）アンケー ト

① 共通 ア ンケー トの内容

検討 （※資料1）

②1学 期ア ンケー ト

結果分析 と共通課題

③2学 期アンケー ト

結果分析 と共通課題

●次年度の共通取組事項

① 中学 校入 学 ま での具 体

的 目標

② 中学校 卒 業 まで の具体

的 目標

教務主任会

研究委員会

研究委員会

研究委員会

・教務主任会でアンケー ト内容 について協議

した。小学校低学年のために共通基本項 目

以外は学校の裁量に任せた。
・アンケー トの結果の分析か ら家庭学習時間

やテ レビ ・ゲームの時間、起床時間、学習

規律等の共通課題が見え、各学校や生徒指

導対策会議で検討す る。
・共通実践項 目を 「さわやか塩沢っ子」（資料）

としてま とめる。今年度は研究委員 のほか

保護者代表 も参加 し内容（学習 ・生活）を協議

す る。併せて、各学校での取組を紹介 しリ
ーフ レットにまとめ全戸配付を行 う。

6月

●健全育成の会議

①小 ・中合同地区PTA 中学校主催

①6年 生保護者 を交えた地区PTAを7つ の

小学校 区で実施 し、中学校入学を控えた親

の不安解消につながった。また、小学校の

育成会議に中学校職員が中学校の地区PT

Aに 小学校職員が参加す るようにな り、 よ

り一層充実 した協議が行われた。
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10・3

月

7月

毎月

② 中学校 区生徒 指導 対策

会議 （2回）

③PTA代 表者会

④民生児童委員連絡協議

会への参加

事務局主催

事務局主催

管理職参加

②小 ・中生活指導担 当、地区育成会、児童相

談所 ・育成セ ンター ・警察署の担 当者 が集

まる。現状や事案を もとに問題点を協議 し、

対応に当たる。

③小 ・中8校 の校長 とPTA三 役 が集 ま り、

小中連携の諸行事について協議 した。また、

各学校の現状、問題点を協議 した。

④ 毎月の連 絡協議 会 に中学校 管理職 が出席

し、学校の現状や問題点 を話題提供 した。

また、年に1回 、地域モニター を依頼 した

民生児童委員か ら、情報収集 を行 った。

5月

5月

5月

6月

6月

7月

9月

9月

●家庭 教 育講座

①CAPワ ー クシ ョ ップ

②CAPワ ー ク シ ョップ

③ お 話会

④ 子 ど もの メ ッセ ー ジ を

のが して いませ んか

⑤CAPワ ー ク シ ョップ

⑥CAPワ ー ク シ ョップ

⑦CAPワ ー クシ ョップ

⑧CAPワ ー クシ ョップ

塩沢中

第二上田小

栃窪小

塩沢小

第一上田小

上関小

石打小

中之島小

・それぞれの学校で抱 えている課題解決のた

めの家庭教育講座 を実施 した。全学校に共

通 しているのは、「発達段階に応 じた親のか

かわ り方 ・役割」である。
・小 ・中連携 の一環 として、大人CAPワ ー

クシ ョップを小 ・中で実施 してきた。 この

取組が市が評価 され、今年度か ら補助金の

交付 を受けることができた。

11月

12月

2月

3月

次5月

6・11

1月

毎週

通年

通年

8月

●連携 とかかわ り

①小 ・中連絡会
・小 ・中連絡会概要説明

・出前授業 と学校説明会

・1日 体験入学

・小 ・中引継会

・中学校生活公開授業

②小 ・中教員合同研修会

学期1回 の公開授業、協

議会

③いじめ不登校対策会議

④教育サポー ト体制

⑤チーム対応

⑥小 ・中連携教育講演会

塩沢中学校

各小学校へ

塩沢中学校

塩沢中学校

塩沢中学校

塩沢中 ・中

之島小 ・栃

窪小

塩沢中学校

全小中学校

塩沢中学校

市研究委員会

①年間5回 の小 ・中連絡会 を通 して、中1ギ

ャップの解消に努 めた。特に中学校教師に

よる出前授 業 は小6児 童 や保護者 に好評

で、今年度 はよ り多 くの中学校教員 を授業

者 として派遣 した。

②小 ・中8校 の教職員が集 う合同研修を、年

間に3回 （小2回 、中1回 ）行 う。授業参

観だけでな く、健康 ・安全 ・家庭生活など

多方面の協議 を した。

③対策主任 が中心 となって管理職 、各学年担

当、養教、育成センター職員、スクールカ

ウンセ ラー と毎週1時 間、現状 と対策 を協

議 した。

④小 ・中でほぼ同 じ体制を とっている。特に

小学校で活動経験がある保護者 ・地域の方

は、中学校で も協力的で、学習 のみならず

様 々な活動 （体験学習 ・部活動等） に参加

している。

⑤不登校や問題 を抱 える生徒 に対 して、個 に

応 じたチームをつ く り、役割分担 して対応

に当たった。 チーム対応 したケースは大部

分大きな進展が見 られた。

⑥国立教育政策研究所生徒指導研 究センター

三好仁司 総括研究官 よ り 「生徒指導上の諸

問題 の予防 ・解決 と学校 ・家庭 ・地域の連

携」 と題 して講演会を行った。
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2地 域全体 と しての実践事例等

（1）平成18年 度の成果と課題

＜成果＞

① 学校、家庭、地域がそれぞれの役割を

果た しながら協力 して児童生徒の健全育

成に努めるようになった。

② 小 ・中学校間のきめ細かな連携により、

中1ギ ャップの解消につながった。

③ チーム対応は一人一人の問題内容や程

度に応 じて幅広い人選 をするため、短期

間で効果が現れることが多い。特に問題

行動の生徒に対 しては効果的であった。

＜課題 ＞

① 小・中連携事業の内容や回数の精選が必

要である。また、統合できる組織を検討 し、

活動での多忙化を防ぐ必要がある。

② 中学校教員の出前授業の回数を増や し

た り、専門教科 （体育や美術など）のクラ

ブ活動指導な どまで交流を広げた りする

ことができないか。また、小学校教師によ

る中学校における授業ができないか。これ

も多忙化につなが らないよ うに工夫する

必要がある。

③ 体育祭や合唱 コンクールなど学校行事

への保護者の参加 は目を見張るものがあ

るが、学校が落ち着 くと安心 し、地区PT

Aや オープンスクールなど参加者が少な

くなる。保護者 ・地域の意識が、学校に向

けられるような働きかけが必要である。

（2）平成19年 度の実践研究のねらい

① 小 ・中9年 間を見通 し、発達段階に応じ

た家庭 ・地域 ・学校の役割を明確にする。

② 「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

を進める。

（3）ね らい実現のための研究の方針や方向性

と具体的な手だて

① 小 ・中共通課題の分析と共通実践事項の

設定

年2回 の小 ・中共通の生活アンケー トを

分析 し、塩沢地区の実践事項を研究委員 と

保護者代表で設定 し、「さわやか 塩沢っ

子」（リーフレット）と題 して全戸配付する。

この活動を通 して家庭 ・地域 と連携 し共通

課題克服に努める。

② 健全育成会議の充実

中学校区生徒指導対策会議、PTA代 表

者会議、小 ・中合同地区PTA、 民生児童

委員連絡協議会等を活用して家庭 ・地域 ・

学校の役割を明確にする。

③ 小 ・中学校における家庭教育講座の充実

各学校の課題に合ったテーマで家庭教育

講座を行 う。小学校には可能な限 りCAP

大人ワークショップを実施 してもらう。

④ 塩沢地区小 ・中教員研修会、小 ・中連絡

会議、 いじめ不登校対策会議の充実

年間5回 の小 ・中連絡会議 （出前授業 ・

中学校体験入学含む）で円滑な引き継ぎを

実施する。また、年3回 の塩沢地区小中教

員研修会では授業参観 と様々なテーマで協

議を行 う。その他、毎週開催するい じめ不

登校対策会議において関係職員 （育成セン

ター ・スクールカウンセラー）を交え、未

然防止や対策、互いの役割を協議する。

⑤ 教育サポー ト体制、個に応 じたチーム体

制の充実

様々な教育活動場面で保護者 ・地域 ・関

係機関がサポー トする。また、問題を抱え

る生徒に対しては、生徒個々に応 じたチー

ムを編成 し、役割分担 して対応する。
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⑥ 小 ・中連携教育講演 会の実施

協力校の取組を市全体に啓発することと、

その取組を共有するために国立教育政策研

究所より講師を招いて講演会を行 う。

（4）実践研究協力校における取組の例

①CAPを 活用 した取組

中学校及び小学校6校 がCAPワ ークシ

ョップを実施 した。これで昨年度を含めて

全ての小学校がこの事業を実施 した。 この

取組は児童生徒だけでなく、必ず大人 （保

護者 ・教職員）も体験する。「安心 ・安全 ・

自信」を合い言葉に 「逃げていい」「友達や

先生、親に話 していい」「ダメと言っていい」

ことを児童生徒に意識付けさせている。

また、保護者も同時に問題発生時の対応

や親 としてのかかわ り方な どについて研

修 を受 ける。CAPを 取 り入れてか ら、

小 ・中学校のスクールカウンセラーに、子

どもや親 自身の教育方法について相談す

る保護者が多くなっている。これはカウン

セ リングの意義や役割 を身近に感 じ活用

した証であり、保護者が気軽に学校に出向

くようになった。

②6年 生受け入れのための年間5回 の小中

連絡会

11月 に1回 目の小中連絡会を開催 した。

今年度の引き継ぎ会の方法やクラス編成の

仕方等について説明 した り、協議 した りする。

12月 に各小学校の全クラスで、中学校の教

師が出前授業を行 う。その後、入学説明会を

開催する。2月 に7小 学校の児童が中学校に

来て、中学校の授業参観 と生徒会役員による

学校についての説明を聞 く。3月 に引き継ぎ

カルテを利用 した小6担 任によるクラス編

成連絡会を行 う。そして、新年度5月 に新1

年生の授業を参観 してもらい、入学後、二ヶ

月経過 した生徒の生活の様子について意見

交換を行 う。

（5）取組による具体の成果・効果と今後の課題

＜成果＞

① 塩沢地区実践事項 「さわやか 塩沢っ

子」（リーフレット）を作成するに当たっ

て、保護者代表を作成委員 として位置付

けたことで家庭 ・地域への啓発が一層強

化 された。

② 中学校の地区PTAに 小6保 護者 と小

学校職員、小学校の育成委員会に中学校

職員が出向き意見交換できたことは、児

童生徒の情報を直接、地域 と交換でき、

保護者 ・地域 ・学校の役割を明確にする

ことができた。

③ 教育サポー ト体制を小 ・中で構築 して

いるため、保護者や地域の方が小 ・中双

方の様子を把握でき、指導の系統性や情

報交換がスムーズに行えた。

＜課題＞

① 塩沢地区実践事項 「さわやか 塩沢っ

子」（リーフレット）を継続的に作成する

ための予算的な手だてをどうするか。

② 中学校の地区PTA及 び小学校の育成

委員会の開催時期がほぼ同じで日程的に

無理がある。年間事業計画のす り合わせ

が今後必要である。

③ サポー トの人材が、年々固定化 される

傾向にある。 より幅広い人材を小 ・中で

確保する必要がある。
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3小 ・中連携教育研究会議、市町村研究委員会の取組

（1）小 ・中連携教育研究会議、市町村研究委員会の組織図

（2）小 ・中連携教育研究会議、市町村研究委員会の構成員

（3）成果 と課題

① 成果

・ 平成17年10月 の合併で塩沢町か ら南魚沼市 とな り
、学校間及びPTA等 の様々な組織が

拡大 した。その結果 、各組織間のきめ細かな連携が難 しくなっていたが、国立教育政策研究

所の事業を通 して上記（1）の組織を構築でき、従来以上の連携が図られた。

・ 小 ・中連携教育研究協議会 と市教育研究委員会の連携により
、国立教育政策研 究所生徒指

導研究センター 三好仁司 総括研究官か ら 「生徒指導上の諸問題の予防 ・解決 と学校 ・家庭 ・

地域 の連携」と題 した講演 会 を開催することができた。また、協力校だけでな く、市内各小 ・

中学校の教員 ・保護者 ・関係機関合わせて200名 以上に、小 ・中連携及び学校 ・家庭 ・地域

の連携 の必要性 ・重要性 を啓発できた。

・ 学校
、家庭、地域 がそれぞれの役割を果た しなが ら協力 して児童生徒の健全育成に努める

ようにな り、不登校や問題行動など中1ギ ャップの解消につながった。

② 課題

・ 小 ・中連携事業にかかわって多 くの組織及 び会合がある
。事業の継続、多忙化を防 ぐ観点

か ら、組織や 内容、会議開催数等の検討、見直 しが必要である。

・ 夏季休業中に小学校か らクラブ活動 （陸上競技）の指導要請があった
。 日程的に調整がで

きず実施できなかったが、小学生が中学校の部活動に参加するな ど、従来の出前授業だけで

な く、専門教科 （体育や美術な ど）のクラブ活動指導まで交流を広 げることができないか検

討する。

・ 学校が落 ち着 くと保護者が安心 し
、地区PTAや オープンスクールなどへの参加者が少な

くなる。保護者 ・地域 の意識や関心が、できるだけ学校 に向けられ るよ う工夫 してい く必要

がある。

小 ・中連携教育研究協議会の構成員 市研究委員会の構成員
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4研 究 のま とめ

（1）他の地域の参考 となること

① 小 ・中共通アンケー トを分析 し、塩沢地 区共通実践事項を設定 し全保護者 に リー フレッ トと

して生活面や学習面での共通の取組 を啓発 している。また、各小学校で同 じ取組 を しているた

め、中学校に入学 してきた とき非常に指導 しやすい。

② 中1ギ ャップを解消す るために、中学校教師による出前授業や引継 カルテ、問題を抱える保

護者 との事前相談会、6年 生保護者を交えた地区PTAは 効果があった。また、小 ・中で行っ

ているCAPワ ークショップは人間関係能力を高めるとともに、生徒か らの相談が大幅に増え、

不登校の減少につながった。

③ 毎週行 われているい じめ不登校対策会議に市育成センター職員やや スクールカ ウンセラー

を招いた り、毎月の民生児童委員連絡協議会に管理職が参加 した りしたことで、幅広 く情報を

収集す ることができた。また、その ことが、行政 （子育て支援課な ど）や専門機 関 （病院や児

童相談所 など） との円滑な連携を推進す ることにつながった。

（2）今後の展望

① 多 くの取組は十分定着 し、今後 も問題な く継続 してい くと考 えられ る。 しか し、い くつかは

主旨や活動内容において改めて共通理解 を深 めた り、精選が必要であった りす るもの もある。

また、危機感をもって取 り組んだ時期か らするとやや緊張感に欠け、形骸化 しそ うな取組 もあ

るので、 さらなる充実や継続を目指 して改良を加 えてい く必要がある。

② 事業による予算的な裏付 けがなくなる来年度以降、リーフ レッ トの作成な どを継続的に実施

できるよ う組織の再構築を行 う必要がある。

＜資料 ：共通実践事項小学校版 ＞

～ さ わ や か 塩 沢 っ 子 ～

塩 沢 地 区 児 童 の 中学 校 入 学 ま で の具 体 的 目標

○ 平 成20年 度 共 通 事 項

☆ 学 習 にか か わ る こ と

1学 習の意欲や心構え

○授業の前に学習に必要なものを準備 しよう

○忘れ物 をなくしよう

○ ノー トの取 り方を工夫 しよう

○最後まで努力 し、分か らないところは積極的に聞こ う

2授 業態度や活動

○チャイムまたは、時計を見て着席 しよう

○正 しい姿勢で学習 しよ う

○明るいあいさつと返事をしよ う

○話す人を見て、最後まで聞こ う

○自分の考えをもとう

○ 自分の考えを相手に伝わるように話そ う
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3家 庭 学習

○ 「学年 ×10分 」 以上の家庭学習 を しよ う

○宿題 以外 に 目標 を決 めて学習 しよ う

○時 間割表や 連絡帳 を見て翌 日の準備 を しよ う

☆ 生 活 に か か わ る こ と

1生 活の意欲 や心構 え

○学校 や学級 のきま りを守 ろ う

○友 だち となか よ く しよ う

○ めあてや 目標 を もって生活 しよ う

○ 自分 の行動 に責任 をもち、間違 いは素直 に認 め よ う

2基 本 的生活習慣

○早寝 ・早起 き ・朝 ご飯 を実行 しよ う

○ あい さつ を しよ う

○時 と場 面に応 じた言葉 の使 い分 けを しよ う

○ ものを大切 に しよ う

※ 上記共通実践事項を リー フレッ トとして全保護者に配付す る。なお、各学校単位で実践事項のほ

かに、年間行事計画を盛 り込むな ど、保護者のニーズに対応 している。
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愛知県 阿久比町
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平成18・19年 度 小 ・中連携教育実践研究事 業研究 成果報告書

小 ・中連携教育 実践研究事業 【平成18・19年 度】 における研究の要 点 ― 平成19年 度―

都道府
県名

愛知県 市町村名 阿久比町 実践研究
協力校名

阿久比町立東部小学校 ・英比小学校 ・草木小学校 ・南部小学校 ・阿久比中学校

実践研
究課題

都道府県
教育委員会

「生きる力」をは ぐくむ小中連携教育について研究を深 め，

義務教育9年 間を見通 した教育課程 の編成 を進める ととも
に，学習習慣や生活習慣な どの連携の在 り方 を探 る。

推進地域 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。

A地 域の特色や課題 阿久比町は，4小 学校，1中 学校，8保 育所，1幼 稚園の人 口25000人 ほ どの小 さな町であ り，近年 は新興住宅地や団地に
は子育てや教育に関 して条件が十分整 っている とはいえない世帯 もある。農業が中心で地域の結びつ きが強 く，学校への理解
もある。 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。

B実 践研究のね らい Cね らい実現のための研
究の方針や方向性

D具 体的な手だて E取 組による具体の成果 ・効果 F今 後の課題

15歳 の阿久比町の
すべて の生徒 に求 め
る姿 （目指す生徒像）
を設定 し，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。
※ 目指す15歳 像
◎ 自らを律 し， 自ら

実践 していく生徒

◎生 きる力 （社会 で
役 立つ学力 ，生 き
てい く上で必要な
人間性，健康な体）
を身に付けた生徒

平成18年 度までの活動
をまとめた 「2006プロジェ
ク トin阿久比」 を用いて，
提言 され た内容や活動 を町
内全ての幼稚園，保育所 ，
小学校，中学校で全面実施
する。

○阿久比子育て10か 条 を作成 し，
小学校3年 生以下の幼児 ・児
童がいる家庭に配付す る。 （10
か条 目は各家庭で記入）

○小学校6年 生で，一部教科担
任制 を導入 し，いわゆる 「中
1ギ ャップ」の解消を図る。

○ 「家庭，学校が ともに育ち合
うための手引き」を作成する。

○小 ・中学校の教員が夏季休業中
に一 日保育所体験研修 を行 う。

○読書 カ レンダー を作成 し，親
子ふれ あい読書 キャンペーン
を行 う。

○児童会サ ミッ トを開催す る。

○各家庭で決めた10か 条 目を募集 し
た ところ，多 くの参加 があ り，実
践発表会や町の広報誌 にも紹介 し
た。

○多 くの教員の 目で子 どもを見守 る
ことができ，学習形態や方法の段
差 を低 くす ることにつながった。

○各年齢 における生活習慣 ，学習習

慣，食育について，めざす姿 と働
きかけが明確になった。

○全員行 うことで，幼 ・保 と小，小
と中の連携 と接続が理解 された。

○読み聞かせ を した り，読んだ本に
ついて会話をす るなど読書の習慣

や親子のふれ あいが深 まった。
○町一斉あい さつ運動が実現 した。

○保護者の意識啓発を引き
続 き行い，子育てや教育
の主体 としての 「自分意

識」を さらに高める。
○小学校高学年教科担任制

の在 り方 について研究 を

続 ける。
○各年齢での 目指す姿の共

通理解 をさらに深める。

○小 ・中の職員交流を授業
場面で活発にす る。

○各園 ・校が取 り組みに工
夫を加える。

○定期的開催 を検討す る。

町民憲章制定の11月2日
を 「あぐい教育の 日」とし，
町内全ての幼稚園，保 育所，
小学校，中学校が地域 ・保
護者 を巻き込んだ活動 を行
う。

○阿久比町幼保 小中一貫教育実
践発表会 を行 う。

○幼保小中作品展を行 う。

○県内外か ら多 くの参観者 を迎 え，
た くさんの示唆 を得 ることができ
た。各校 の教育力 も向上 した。

○町内の全ての園 ・校が連携 してい
ることを形で示す ことができた。
多 くの地域 ・保護者が来場 した。

○地に足のついたものとな
るよう，各校 の経営方針
や教育計画に入れ， 自立
的に活動が展開できるよ
うにす る。

○今後の取組 を検討する。



親や指 導者 がそれ
ぞれの役割 と責任 を
果た し，町 あげての
子育て ・人づ く りを
してい ける環境 や風
土を醸成する。

実践発表会や これ までの
活動 をもとに，小学校 と中
学校の より円滑な接続を図
り，学校 ・家庭 ・地域がそ
れぞれの役割 と責任 を果た
すための連携 を図 る。

○小学校4年 生の総合的な学習
の時間 において，全小学校合
同の1／2成 人式を行 う。

○ 「家庭，学校 が ともに育 ち合
うた めの手引き」を活用 し，
生活習慣 ・学習習慣 ・食育 に
ついての意識 を高 める。

○ これ までの活動を小 ・中連携
教育研究協議会や市町村研究
委員会で協議する。

○町内の全体研修会 を実施す る。
○平成20年 度 の実施計画をつ く

り，町 内の各校 ・園へ浸透 を
図 る。

○育 てて も らった感謝 と，全員 が
同 じ中学校に入学す るこ との喜
びを感 じることができた。

○ 日常の指導が， どう結びついて
い くかの連続性 と関連性 を確認

す ることがで き，意識 して指導
に取 り組 めた。

○町内すべ ての関係者 に よって活
動がな され てい ることを確認す
ることができた。

○今後の活動 の意識啓発ができた。
○幼保 と小学校 の接続や，小学校

と中学校 の接続 の重要性 ，家庭
生活や 家庭教育 の果たす役割 の
大きさをつかむ ことができた。

○活動が続 くことによって
生み出 される効果 もた く
さん あるので，引き続 き
継続できる態勢づ くりを
す る。

○実施 に当たって，必要 と
な る物資や協力体制を明
らかに し，連絡調整 を図
る。

○今後新たなアイデアや提
言が出された場合の対応
についてシ ミュレーシ ョ
ン してお く。

G他 の地域の参考 となること H今 後の展望

○小学校 と中学校の教員の交流 が大切である。授業交流はもちろん，部会
所属 も多 くの小 ・中の教員がかかわることによって，いわゆる知 ・徳 ・
体それぞれの連続性や接続性 の大切 さが分か る。

○中学校 区内の小 ・中学校で一貫 した教育課程の編成 と実践 を進 めていけ
ば，連携教育体制が構築できる。

○学習習慣や生活習慣 の改善 をもとにした生 きる力の育成には，家庭 （親
・保護者）や地域 を巻き込んだ活動が大切である。

○活動の振 り返 りを各部会で しっか り行 い，問題点 はないかな どを検
討 し，次年度の取組 の改善を図る。

○実施に当たって，必要 となる資料 ・備 品や協力態勢 を明 らか にし，
連絡調整 を図る。

○教育委員会管轄外 の保 育所 をど う組み入れてやってい くか，いわゆ
る幼保 の連携 と，機構改革 をさらに考えてい く。

○小 ・中学校間にお ける職員の兼務について考えてい く。

○問い合わせ先

担当課 愛知県教育委員会義務教育課 電話番号 052（954）6799



平成18・19年 度小 ・中連 携教育実 践研究事 業研究成果報告書

小 ・中連携教育実践研究事 業 【平成18・19年 度】研究の ま とめ

都道府県名 愛知県 市町村名 阿久比町

Ⅰ 実践研究協力校の概要
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Ⅱ 事業の概要

12年 間 の主 な取組

（1）平成18年 度 の主 な成果 と課題

・町 内の小学校 ・中学校 ・保 育所 ・幼稚 園の教諭 ・保育士全員 と，各校 ・園の保護者代表 に5つ の部 会に所属

しても らい活動 した ところ，家庭 を巻き込んで取 り組む機運 が生まれ た り，同 じ歩調 で活動推進 がで きた り

と，共 通理解 が深 まった。 また，阿 久比町の教育指針の大 きな柱 と して， 「不易 と流 行」の両面 に迫 ること

が できた。 さらに，小学校 ・中学校 ・保 育所 ・幼稚園 の教諭 ・保 育士の交流 が深 ま り，互 いに行 き来 しやす

くなった。情報の共有化 も図れ るよ うになった。

・「中1ギ ャ ップ」の解消 に向 け，小学校 と中学校 の連携 も図 って きた。小学校 での一部 教科担任制 の試行や

中学生が小学校 に出向いて活動す るな ど， 目に見 える取組 が効果 を上げている。 また，4つ の小学校 に よる

「児童会サ ミッ ト」を開 き，い じめ問題 を考 えた り，あい さつ運動 を呼びか けた りな ど，町全体 で活動 を提

案す る元になってい る。

・学校 現場 には，小 ・中連 携だ けで は解決で きない問題 が 山ほ どある。その一つ に家庭教育が ある。小学校 に

入学す る以前 か ら抱 えてい る問題 も少 な くない。 その視 点か ら阿久 比町は，幼稚園 ・保 育所 も入れ て，小学

校 との連携 も行 ってい るが，現実 には親 （家庭教育）の影響 に よる ところも多い。 これは，全国 どこの地域 に

もあるこ とである。 この よ うな課題 にどの よ うにかかわ るのかが大 きなポイ ン トにな る。

・今行 っている教育活動 を， も う一度 原点にかえって足元 か ら見つ め直 し，指導や 活動の一つ一つの意味づ け

がはっき りした。また，確実 に身に付 けさせ るべ きこ とが確認 で き，町 内の どの学校で も しっか りと指導 し，

幼 ・保か ら小学校へ，小学校 か ら中学校 への段差 を解消 しよ うとす る連携 が始 まった。 いわゆ る大人の連携

がで きつつ ある。子 どもの育ちを大人の連携 で支 えてい くこと，つま り，大人 の連携 と成長 が，子 どもを成

長 させ るとい う結論 に行 き着 いた。 今後の課題 は，協働す る組織 づ く りと活動 の定着化 であ る。

（2）平成19年 度 の取組

時期 取 組 実施 した学校，

組織等

取組についての説明等

1

学期

〈2006プ ロジ ェク トin阿 久比 を用

いて，幼 ・保 ・小 ・中で活 動 を全面実

施す る〉

研究委員会 で，

町 内全 て の幼 ・

保 ・小 ・中で実施

す る活動 を確認

・町 の学 校教育指針 の筆頭 に，阿久比 町幼 ・保 ・小 ・

中一貫教育プ ロジェク トの活動推進 を掲 げ，校長

会な どで徹底 を図 る。 また，教育委員会のホー ム

ペ ー ジや町の広 報に も掲載 し，保 護者 や地域に啓

発 と協力を促す。

・「2006プ ロジェク トin阿 久比」や 中間報告会の内容

な どをCDに 保存 し，各校 に配付す る。

・「入門期 カ リキュラム」を使 って，全 ての小学校

で実践す る。職員交流 もすす める。

・小学校1年 の学級で，昨年度の幼稚園 ・保 育所 の

年長組担任に よる学習指 導補助活動 を行 う。

・「阿 久比町 め ざす 子 ども像」を，幼 稚園 ・保 育所

・保健セ ンターを通 して，6歳 未満の子 どものい

る保護者 に配付する。

・実践研 究発 表会 にむ けた組織づ く りをす る。

・町内一斉の取 り組み として 「幼保小 中作品展」の

計 画 を立てる。
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・町PTA連 絡協議会 と連携 し，今後 の活動 の協力

と 「あ ぐい教 育の 日」に向 けた協力態勢 をつ くる。

・保育所一 日体験研 修 を企画 し，町内 の小 中学校教

員全員 を対象 に実施 す る。

・「子育 て10か 条 」 を作成 し，家庭配 付す る計画 を

立てる。

・「親子ふれ あい読 書キ ャンペー ン」の企画 をす る。
・「町1／2成 人式 」の計 画づ く りと各 小学校 での

活動 内容 の確認お よび調 整 を行 う。

・町小学校児童会サ ミッ トを開催す る。

・小学校で，中学 生が 「中学校 生活説明会」を開 く。

・中学生が，小学校除草作 業に参加 す る。

・実践研 究発表会に向 け，各 園 ・校 でパネルづ く り

をは じめ る。

・「あ ぐい教 育の 日」 町一 斉公 開授 業 ・保 育の 計画

を立て る。

2

学期

・「あ ぐい教 育 の 日」 に 阿久 比 町

幼 ・保 ・小 ・中一貫教育実践発表会

を行 う。

研究協議会と研

究委員会で，町

内全ての幼 ・保 ・

小 ・中で実施 し

た活動の経過の

まとめ

・「親子ふれ あい読 書 キャ ンペー ン」を実施 す る。

・「親 子ふれ あい読 書 キ ャンペー ン」の 総括 を し，

町の広報 に載せ る。

・保育所一 日体験研修 の総括 を し，次年度 の活動 に

つ なげる。

・小 中教員 を対象 に した道徳 教育講演会 を開 く。

・「幼保小 中作品展」 を中学校 を会場に行 う。

・「子 育てQ＆A」 や 「阿久比 町め ざす 子 ども像 」

等の再編集 を し，実践研究発表会用 を作成 す る。

・「幼保 小中一斉 あい さつ運動」 を行 う。

・5部 会を開き， これまでの活動 の振 り返 り及 び検

証 を行 う。

・全小学校 ・中学校 ・保 育所 ・幼稚 園の一斉公 開 と

基調発表 ，パ ネル デ ィスカ ッシ ョン等 を行 う。

・あいちの教育 に関す るア クシ ョンプ ラン 「ノーテ

レビデー ・ノー ゲームデー」の啓発活動 を行 う。

・実践研 究発表会 の総括 を し，今後の活動指針 をつ

くる。

・「町1／2成 人 式」 に 向 け，小学 校4年 生 統一 単元

の総合的 な学習 の時間の最終準備 と調整 を行 う。

3

学期

・今後 の活動 につ いて共通 理解 を

図る。

研究委員会で，

次年度の活動指

針を作成

・「町1／2成 人式」 を実施す る。

・町のWebペ ージ に，活動 のま とめを載せ る。

・中学生が，幼 ・保清掃 ボランティアを行 う。

・町全体の研 修会 を行い，共通理解 を図る。
・市町村研 究委員会 を開 き，活動 の総括 と今後 の活

動 についてま とめる。

・町PTA連 絡協議会で今後 の活動 の確認 をす る。
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2地 域全体 と しての実践事例等

（1）平成18年 度 の成果 と課題

今行 って いる教育活動 を， も う一度原点に

か えって足元か ら見つ め直 し，指導や活動の

一つ一つの意味づ けが はっき りした。 また，

確実 に身に付 けさせ るべ きこ とが確認でき，

町内の どの学校で も しっか りと指導 し，幼 ・

保か ら小学校 へ，小学校 か ら中学校への段差

を解 消 しよ うとす る連携 が始ま った。 いわゆ

る大人の連携 ができつつあ る。今後の課題 は，

協働す る組織 づ くりと活動 の定着化である。

（2）平成19年 度 の実践研 究のね らい

町 に中学校 が1つ しかない良 さを生 か し，

0歳 か ら15歳 まで を通 し，学校 ・家庭 ・地域

が連携 し，生 きる力 を身 に付 けた児童生徒の

育成 を 目指す。幼 ・保 ・小 ・中の連携 と接続

を基調 とす る一貫性の ある教育 を展開す る。

（3）ね らい実現のための研究の方針や方向性 と

具体的な手だて

○ 「2006プ ロジェ ク トin阿 久比」 を用いて，

幼 ・保 ・小 ・中で活動 を全 面実施す る。

○ 「あ ぐい教 育の 日」に阿 久比町幼保小 中一

貫教育実践発表会 を行 う。

○教育委員会 のホー ムペー ジや 町の広報 にも

掲載 し，保護者や地域 に啓発 と協力 を促す。

○保護者 ・家庭 に協力 して いただ くために

「阿久比 町め ざす子 ども像 」 「子育 て10か

条」な どを配付す る。

○ 「親子ふれ あい読書 キャンペー ン」 を実施

す る。

○児童会サ ミッ トを開催す る。

（4）実践研究協力校 にお ける取組 の例

① 保育所体験研修

夏季休 業 中に，小 中学校 と幼稚園 の教諭

全員が一 日，保育所 で 「勤務」 した。

② 親子 ふれ あい読書 キャンペー ン

10月15日 か ら11月10日 までの4週 間，読

書 カ レンダー にシールをは るな どして親子

がふれ あ う時 間の大切 さを確認 した。

③ 幼 ・保 ・小 ・中作 品展

町 内の全 ての幼児 ・児童生徒 の作 品を，

中学校 の体育館 に掲示 し，町民 に公 開 した。

④ 小・中合同授業の実施

中学生が小学校に出向き，一緒に授業に

参加する。

（5）取組 による具体の成 果 ・効果 と今後の課題

「2006プ ロジ ェク トin阿 久比」に沿 って，

全ての園 ・校で活動を全 面実施 して きた。 ま

た，阿久比町幼 ・保 ・小 ・中一貫教 育実践発表

会 を開催 した。多 くの保護者や地域 の方 々，

全 国か ら教 育関係者 に参加 をいただ き，多 く

の意見をいただいた。各園 ・校の教員 の意識

が高ま り，保護者に堂々 と啓発 を促 す取組が

で きつつ あ り，成果 が上 がってきてい る。 小

学校 と中学校の さらに円滑な接続 をめざして，

幼 ・保 か ら小学校へ，小学校 か ら中学校へ の

段差 を解 消 しよ うとす る連携が続い ている。

大人の連携 が大切で あることも確認で きた。

各園 ・校 が独 自に保護者や 地域 を巻 き込んだ

活動 を展 開す ることが今後 の課題 であ る。

作品を見学する保育所の子ども

食育の授 業 （カ ロ リー計算 ）

70



3小 ・中連携教育研究会議，市町村研究委員会の取組

（1）小 ・中連携教育研究会議，市町村研究委員会の組織図

※町内幼 ・保 ・

小 ・中の教

員 ・保 育士

は5つ の部

会 のいずれ

か に所属，

各校 ・園の

保護者代表

も5つ の部

会のいずれ

かに所属

（2）小 ・中連携教育研究会議，市町村研究委員会の構成員

（3）成果 と課 題

・いろいろな立場か ら多 くの意見 をいただき，学校 だ けでな く，保護者 や家庭 と双方 向の取組 ができるよ う

になった。

・「小1プ ロブ レム」や 「中1ギ ャップ」の解 消だけでな く，それぞれ の年齢や学年 で身に付 け させ なけれ

ばな らない事柄や 内容 について，生活習慣 ・学習 習慣 ，食 育の3つ の視 点で明 らか にす るこ とが できた。

・連携 をすす める中で，家庭 での教 育の在 り方 が とて も重要 であるこ とが明 らかにな り，町の広報誌で シ リ

ーズで記事 を載せ ，親や保護者 の啓発 をすす めるこ とができた。町の広報担 当課 との意思疎通がで きるよ

うにな った。

・阿久 比町幼 ・保 ・小 ・中一貫教育実践発表 会 を実施 したこ とで，それ ぞれの立場 で役割 と責任 を果 たす こと

や，一貫教育 には大人の連携が大切だ とい うことが，町民に広 く浸透 させ るよい機会 となった。

・町内の教職 員一人一人の存在感 が増 し，顔 が見 えるよ うになった。

・市町村研 究委員会での話 し合いその ものが，大人の連携につながった。 構成員選び の良 さだ と思 う。

・各 園 ・校 で 自立 した取組がで きるよ うに してい くことが課題 である。

小 ・中連携教育研究協議会の構成員 市町村研究委員会の構成員
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4研 究 のまとめ

（1）他 の地域 の参考 となるこ と

○小学校 と中学校の教員の交流 が何 よ り大切

で ある。授業交流は もちろん ，各部会 にも

多 くの小 ・中の教員がかかわ るこ とによ

り，いわ ゆる知 ・徳 ・体それぞれ の連続性

や接続性の大切 さが分か る。

○ 中学校 区内の小 ・中学校 で一貫 した教育課

程の編成 と実践 を進 めていけ ば，連携教育

体制が構 築でき る。

○大 きな負担 な く続 けていけ る連携 ・交流づ

く りが大切 である。 子 どもの成長は長いス

パ ンで考える必 要があ る。

○子 ども同士 の交流活動 も大切 であ る。 そこ

か ら大人 の連携 が始 まる ことに もなる。 し

か し，大切 なこ とは教育 に対す る大 人のス

タンスを一致 させ るこ とであ る。

（2）今後の展望

○今年度か ら全面実施 した内容 の振 り返 りを

着実 に行い，次年度への橋渡 しとす る。

○実施に 当た って，必要 となる資料 ・備品や

協力体制を明 らかに し，連絡調整 を図 る。

○教育委員会管轄外 の保育所 を どう組み入れ

てやってい くか，いわ ゆる幼保の連携 と，

機構 改革を考えてい く。小 ・中だけでな く，

幼 ・保 と小 の連携 か ら考 えたい。

○小 ・中学校 間にお け る職 員の兼務について

考えてい く。 しか し，現実には移 動や保障

等 の関係 で難 しい面が多い。

○町 民を巻 き込 んだ 「あ ぐい教育の 日」の取

組 について，全幼 ・保 ・小 ・中が実施 主体 と

なるものに してい く。

（3）共通の土俵 を

阿 久比町 民 の方 々は 「阿久 比の子 どもの

健やかな育 ち」 に対 して強 い思いを持 ってい

る。それ は，町内の どの小学校 を卒業 しよ う

と，町内に一つ しか ない 中学校 に全員がすす

む ことも大 きな要因 と考 え られ る。そ うした

中，各年齢に応 じた 「欠落 なき教育」がな さ

れてい るか，同 じ学校で クラスに差のない 「落

差 なき教育」がな され てい るか，家庭 か ら幼

稚 園 ・保育所へ，そ して小 学校 へ， さらに中

学校へ進んでい くときに 「段差 なき教育」が

な されてい るか を常に念頭 にお き教 育を進 め

な ければな らない。 そ こで，町内に1つ しか

ない 中学校の よさを生か し，0歳 か ら15歳 ま

でを通 した学校 ・家庭 ・地域社会 が連携 を し

た幼 ・保 ・小 ・中の一貫性 のあ る教 育 を展開す

ることが必要 である と感 じて実践活動 を行 っ

てきた。 「学 習指導 の一貫性」 「阿久比町の特

色 あ る教育」 「基 本的生活 習慣 の確 立」の3

つ の 目標 を一 とし，幼 ・保 ・小 ・中の保 育士や

教員 だけで な く，保護者 や地域で活躍す る各

種 団体 の方 な どをメンバ ーに，阿久比町の子

どもた ちが真 に生 きる力を身に付 けて義務教

育 を終 了で きるよ う話 し合 いや全 町的な取 り

組み を して きた。

感 じつつ あ る手応 え と して 一番大 きな も

のは，保護者や教員 が ともに 「共通 の土俵」

で子 どもたちを支 え合 うこ とが大切 である と

実感 で きた ことである。立場 の違い はあるが，

願 いや思い，め ざす姿 を共通 のもの として提

示 して実践 してきたこと，その 中で も小 ・中

学生の各年齢 にお けるめ ざす姿 を，学習習慣，

生活 習慣 ，食育の3つ の視 点か らま とめるこ

とができ，町民 に提示できた ことが何 よ りで

あ る。 また，町内の保育士や 教諭 一人ひ と り

の顔 が見 えるよ うにな り，存在感 が増 した こ

とも事実 である。 活動を仕組 む ときに，気軽

に相談 した り行 き来 するよ うに もなった。教

員 同士の結びつき も良 くなった。

これまで紆余 曲折 はあったが，幼稚園，保

育所，小学校 ，中学校の教職員，そ して保護

者や地域の方々が，15歳 の阿久比の子 どもを

育て るとい う点 で同 じ方向 を向いて進 めるこ

とができたこ とは，今後の活 動に対 してひ と

つの 自信 となってい る。 これ か らも焦 ること

な く幼 ・保 ・小 ・中一貫教 育を進 めてい きたい。
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平成18・19年 度小 ・中連携教育実践 研究事業研究成果報 告書

小 ・中連携教 育実践 研究事業 【平成18・19年 度】 における研究の要点 ― 平成19年 度―

都道府
県名

大阪府 市町村名 島本町 実践研究
協力校名

島本町立第一小学校 ・島本町立第四小学校 ・島本町立第一中学校

実践研
究課題

都道府県
教育委員会

・中学校区にお ける学校 間連携 を通 した小 ・

中学校9年 間の一貫 した継続的な指導によ
る学習活動，生徒指導等の在 り方の実践研
究

・「小 ・中学校間いきいきスクール」の取組 を

もとに，効果的な教育活動を推進す るため
の小 ・中連携の在 り方

推進地域 教科担任制の推進等小学校における学習指導の充実，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，生徒指導体制
の在 り方について，小 ・中学校の教諭等で協議 し，教科や生活指導に
かかわる指導内容や方法及び体制等をより充実したものとなるよう研
究する。

A地 域の特色や課題 第一小学校は児童生徒支援加配校であり，家庭の状況により生活面や学習面で課題のある児童が少なからず在籍 している。第四
小学校は，要保護 ・準要保護率及び単身家庭率がかな り高い状況があり，生徒指導面や学力保障の面からも様々な課題に対 して学
校 として取組んでいるが，なお課題が残る。その二つの小学校を校区にもつ第一中学校では小学校の課題をそのまま引き継 ぐこと
とな り，『知』『徳』『体』の調和のとれた 『生きる力』をさらにはぐくむためには，学力保障や生活指導面での義務教育9年 間を
見据えた取組 を行 う必要がある。

B実 践研究のねらい Cね らい実現のための研
究の方針や方向性

D具 体的な手だて E取 組による具体の成果 ・効果 F今 後の課題

中学校区における
学校間連携 を通 し
た小 ・中学校9年

間の一貫 した継続
的な指導による学
習活動，生徒指導
等の在 り方

各小 学校 にお ける学習指
導の充実 と中学校 との連
携 を図る。

・小学校の英語の授業 を中学校の英

語教員が参観 し，協議する。
・中学校教員の授業を小学校教員が

参観 し，協議する。
・小中で読書活動の充実を図る。

・小学校英語の参観や英語学習の継続性

を協議することにより、英語学習に係

る9年 間の流れを共通認識できた。
・教科の授業内容に係 る協議を通 して，
課題解決の取組を進めることができ

た。 （国語科 「書く力」等）
・小 ・中で朝読書を実施 し児童生徒の読

書習慣がさらにはぐくまれた。

・小 ・中9年 間を見据えた英

語のコミュニケーション活
動のカ リキュラムの作成 と

継続 した取組。
・小 ・中学校間における授業

参観や協議の継続。

小 ・中継続 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 を図る。

・小 ・中 で 系 統 化 し た キ ャ リア 教 育

の取 組 を行 う。
・小 ・中 の合 同行 事 を 実施 す る

。

・小 ・中でカリキュラムを互いに意識す

ることにより小中のキャリア教育の継

続性を進めることができた。
・小 ・中の合同行事，地域行事の合同参
加を実施することにより，児童生徒の
交流が深まった。

・キャ リア教育に関する交流

授業の実施。
・合同行事における児童生徒

の交流がよ り深まる手立て

の検討。

小 ・中で系統 的な 自学 自習
力の育成 のための教材研 究
を行 う。

・国語 と算数 ・数学の系統立てた補

充教材を作成 し，活用する。
・小 ・中共通 した 「家庭学習の手引

き」の活用を図る。

・算数 ・数学の補充教材を小 ・中学校の

学習会等で活用することができた。
・家庭学習の手引きを活用し，家庭学習
の支援，家庭への啓発を行った．

・算数 ・数学の補充教材のさ

らなる充実。
・国語の補充教材の作成。



小 ・中で連携 した生徒指導
体制の充実を図 る。

・小 ・中共通の生活指導 目標の作成

及び達成のための取組の検討 を行
う。

・不登校やい じめ防止 に向けて，会
議の在 り方の検討及び小 ・中合同
の研修会を実施する。

・児童生徒の現状から，小 ・中9年 間の
生活指導 目標を作成 し，取組を行えた。

・い じめ防止に向けて，活用する諸活動
に関する研修及び研究協議 を行い，見

識を深めることができた。

・不登校防止に向けての小 ・

中連携 した定期的な会議の
継続。

＊
「小 ・中学校間いき

いきスクール」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
在 り方

小 ・中学校 間にお け る教
員交流の推進 を図る。

・小 ・中の接続を意識 したいきいき

スクールを実施する。
・小学校教員 による中学校生活の実

態把握及び学習支援を行 う。

・児童の中学校の学習への不安の軽減及

び児童の様子の把握を図ることができ

た。

・小 ・中の接続を意識 した効

果的ないきいきスクールの

在 り方の追求。
・小学校教員の有効な活用。

小 ・中連携教育の取組 の検
証 を行 う。

・児童 ・生徒 ・保護者 ・教職員のア

ンケー トから，課題を分析する。
・研究委員会や研究会議において検

証を行 う。

・児童 ・生徒 ・保護者 ・教職員のアンケ
ー トから小 ・中連携教育の取組の効果

を確認することができ，課題を明確化

することができた。

・検証の課題をもとに，今後
の小中連携教育の在 り方及

び取組内容の策定。

他校種 の指 導法の交流及
び共通認識 の醸成 を図る。

・合同研究授業 （相互授業参観）を実

施する。
・3校 合同研修会を実施する。

・参観の人数が増え，他校種 ・他校の学
習指導を学ぶ ことができた。

・3校 合同研修会の取組により共通認識

の醸成を図ることができた。

・小 ・中合同の授業研究会の

在 り方及び実施。
・継続的に合同で取 り組 める

課題の絞込み。

G他 の地域の参考 となること H今 後の展望

・共通課題を中心 とした取組を ：小 ・中連携に関す る取組内容は多岐に渡る
。取組内容

が多ければ教職員の負担 も大きくなる。取組の割に効果が少なければ継続は望めない。

そこで，小 ・中学校の教職員が共通の課題を見つけ出 し，それを中心とした取組であ
れば，取組が効果に見合い，継続性も期待できる。

・各校にコーディネーターの配置を ：各校を結び付ける 「キーパーソン」が必要である。
多くの教職員は小 ・中連携教育の必要性 を感 じながらも各 自では動きづらく，コーディ
ネー トを行 う 「人」が必要である。また，コーディネーターは調整役 も兼ねているの
で，教務関係に携わっていることが望ましい。

・先進地域から学ぶ ：試行錯誤で取組を推進 してきた地域には多 くのノウハウが蓄積 さ

れてお り，取組の中で課題 も明確化 されている。取組を効果的かつ効率的に進めるた

めには先進地域の取組が多いに参考になる。

・コーディネーターの配置及び組織の再編成 ：小 ・中連携を進める上で，その調
整 ・推進役であ り，各校を結びつける 「キーパーソン」であるコーディネータ
ーは欠かせない。また，町教育研究組織の部会，生徒指導関係組織に取組を引
き継いでいく。

・取組内容の絞込み ：2年 間の取組の中で一定のノウハウは確立 してきた。今後
は，内容の質的な向上を図るとともに，国語の 「書く力の育成」等，核 となる

取組の策定を行っていく。
・教科指導の充実 ：継続的に小 ・中学校が互いのカ リキュラムを把握 し，小学校
は中学校を，中学校は小学校を意識 した教科指導の充実を図っていく。

＊ 「小 ・中学校間いきいきスクール」 とは、中学校区の教員の協働関係を構築 し、小 ・中学校間の一貫性を図り、個に応 じたきめ細かな指導、生徒指導 ・進路指導を推進
するために小 ・中学校間での人事発令や兼務発令の措置を講ずるものである。

○問い合わせ先

担当課 大阪府教育委員会市町村教育室小中学校課 電話番号 06－6944－6889



平成18・19年 度 小 ・中連携教 育実践研究 事業研究成果報 告書

小 ・中連携教育実践研究事 業 【平成18・19年 度 】研究 の まとめ

都道府県名 大阪府 市町村名 島本町

Ⅰ 実践研究協力校の概要
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Ⅱ 事業の概要

12年 間の主な取組

（1）平成18年 度の主な成果 と課題

①成 果

○職員の意識の向上 ：小 ・中合同行事やいきいきスクールをは じめ，小 ・中連携教育を進める中で，小 ・中

学校の教職員の交流を図ることができた。また，児童生徒の変容や合同研修各部会での協働の取組を行 う

中で小 ・中連携教育の必要性等，教職員の意識の向上が見られるようになってきた。

○児童 ・保護者 ・地域の方の変容 ：児童のアンケー トや感想から，合同行事やいきいきスクールの取組によ

って中学校生活に対する不安が少なくなってきたことが伺える。また，他校種の教職員が行 き来する光景

が保護者に安心感を与えている。地域の方々の温かい協力 も得 られるようになってきた。

②課 題

●取組の拡大 ：研究指定校区では，協力小学校か ら隣の中学校校区へ も進学する。そこで，研究指定校区で

の取組を隣の校区にも広げ，島本町全体で取 り組む必要がある。

●早期の取組計画の策定 ：多忙な 日常の中，合同研修会やいきいきスクール等， 日程の調整や人的な確保を

行い，負担増にならないように計画的に進めていく必要がある。

●小・中のカリキュラムを意識 した授業改善 ：小から中への円滑な接続のために，小・中が互いのカリキュラ

ムを把握 し，意識 した授業づくりを行っていく。

（2）平成19年 度 の取組

時期 取組事項 実施した学校，

組織等

取組についての説明等

4月 小 ・中連携教育の 「教員必携」の

作成及び活用

事務局 各校を互いに理解するために3校 の日課 ・行事 ・

時間割等を冊子にし，全教職員に配布 し活用する。

5月 合同研修 （全体会 ・部会） 3校 合同研修会 ・今年度 の方 向性や取組 につ いての共通認識 を図

る。 （講演 「今後 の小 ・中連携 の在 り方」）

・部会 に分かれ て，テーマ別 に協議。

5月 合同授業研究 （相互授業参観） 第一 ・二中学校 他校種の授業参観から教科指導を研究する。

6月 研究委員会 （今年度の取組の方向

性 ・内容の報告）

研究委員会 平成19年 度の取組の方向性及び内容を報告 し，研

究協議を行った。

6月 合同授業研究 （相互授業参観） 第一～三小学校 他校種の授業参観から教科指導を研究する。

7月 合同行事 （町内一斉清掃） 町内の小学校

中学校

中学生 の リー ダー シ ップの も と，小 ・中学生 が協

力 して町 のボランテ ィア活動 に参加 した。

7月 中1生 徒 ・保 護者 対象 の ア ンケー

トの実施

第一中学校 生徒の中学校生活に対する不安の軽減，保護者の

小 ・中連携教育の必要性が分かった。

8月 夏休み部活動体験 町内の小学校

中学校

夏休みの一定期間 （5日間）小6児 童を対象に中

学校の部活体験を町全体で実施する。
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8月 合 同研 修 （全体会 ・部会） 3校 合同研修会 講演 「子 どもの学力 向上 のための小 ・中連携の在

り方」及 び部会に分かれ て，テーマ別 に協議。

9月 合同行事 （小学校運動会へ中学生

が参加）

町内の小学校 小学校の運動会で第一中学校 ・第二中学校陸上部

が リレー演技及び交流 リレーを行った。

9月 教職員アンケー トの実施 第一 ・四小学校

第一 中学校

教職員の交流が進んだことや小 ・中連携教育の必

要性を感 じていることが分かった。

10月 合同行事 （中学校体育祭で小中合

同種 目を実施）

第一 中学校

第一 ・四小学校

小 ・中学生の混合チー ムで綱引 きを実施 した。

10月 研究委員会 （研究発表会に向けて） 研究委員会 研究発表会に向けて，内容等の検討 を行った。

11月 小6児 童 ・保護 者ア ンケー ト実施 第一 ・四小学校 小 ・中連携教育の受け止めに関す るアンケー ト

11月 先進地域 （東京都品川区）視察 研究委員会 小 ・中一貫教育 の成果や 課題，在 り方 を学ぶ。

11月 合同研修 （部会） 3校 合同研修会 部会 に分かれ て，テーマ別 に協議。

11月 研究発表会

（合同研修全体会）

研究委員会

3校 合同研修会

成果を発表 し，他 地域に発信するとともに意見等

を参考にして今後の取組に生かす。

12月 合同行事 （町内一斉清掃） 町内の小学校

中学校

中学生の リー ダー シ ップの もと，小 ・中学生が協

力 して町のボ ランテ ィア活動 に参加 す る。

1月 合同授業研究 （相互授業参観） 第四小学校 他校種の授業参観か ら教科指導を研究する。

2月 オープ ンス クール （島本町全校） 町内の小学校

中学校

小6児 童を対象に中学校授業の体験 ・児童会生

徒会交流 ・部活動見学を体験す る。

2月 研究委員会 （今年度の取組 ・課題

の整理 ・次年度の方向性の検討）

研究委員会 2年 間の取組を踏まえ，課題を整理 し，次年度以

降の取組の方向性及び組織の在 り方を検討する。

2月 合同研修 （全体会 ・部会） 3校 合同研修会 2年 間の取組を踏まえ，課題を整理 し，次年度以

降の取組の方向性及び組織の在 り方を提示する。

通年 い きいきスクール 第一 ・四小学校 算数，英語を中心に他の教科においても小 ・中接

続を視野に入れた授業を展開 した。（のべ48時 間）

通年 小 ・中連携教育通信の発行及び小

・中連携教育ホームページの更新

事務局 本校区の小 ・中連携教育の取組 を保護者 ・地域の

方々に理解を図るとともに，他地域に発信する。

通年 事務局会議 事務局 小 ・中連携教育 に関す る企画 ・立案 を行 うととも

にその取組 にお いての連 絡 ・調 整 を行 う。
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2地 域全体としての実践事例等

（1）平成18年 度の成果 と課題

【成果】

①小 ・中合同行事やいきいきスクール をは じ

め，小 ・中連携教育を進める中で，小 ・中

学校の教職員の交流を図ることができた。

また，児童生徒の変容や合同研修各部会で

の協働の取組を行 う中で小中連携教育の必

要性等，教職員の意識の向上が見られるよ

うになってきた。

②児童のアンケー トや感想から，合同行事や

いきいきスクールの取組によって中学校生

活に対する不安が少なくなってきたことが

伺える。また，他校種の教職員が行き来す

る光景が保護者 に安心感を与えている。地

域の方々の温かい協力も得 られるようにな

ってきた。

【課題】

①研究指定校区では，協力小学校か ら隣の中

学校校区へ も進学す る。そ こで，研究指定

校区での取組を隣の校区にも広げ，島本町

全体で取 り組む必要がある。

②多忙な 日常の中，合同研修会やいきいきス

クール等，日程の調整や人的な確保を行い，

負担増にならないように計画的に進めてい

く必要がある。

③小から中への円滑な接続のために，小 ・中

が互いのカリキュラムを把握 し，意識 した

授業づ くりを行っていく。

（2）平成19年 度の実践研究のねらい

① 中学校区における学校間連携を通 した小 ・

中学校9年 間の一貫 した継続的な指導によ

る学習活動，生徒指導等の在 り方

② 「小 ・中学校間いきいきスクール」の取組を

もとに，効果的な教育活動を推進するため

の小 ・中連携の在 り方

（3）ねらい実現のための研究の方針や方向性 と

具体的な手だて

①各小学校における学習指導の充実 と中学校

との連携を図る。

②小 ・中継続 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

う連携を図る。

③小 ・中で系統的な自学 自習力の育成のため

の教材研究を行 う。

④小 ・中で連携 した生徒指導体制の充実を図

る。

⑤小 ・中学校間における教員交流の推進を図

る。

⑥小 ・中連携教育の取組の検証を行 う。

⑦他校種の指導法の交流及び共通認識の醸成

を図る。

（4）実践研究協力校における取組の例

①3校 教職員による3校 合同研修全体会の実

施及び 「国語部会」「算数 ・数学部会」「英

語活動部会」「合同行事部会」「生徒指導部

会」の合同部会の開催と協議

②小 ・中学生の交流が深まる合同行事の実施

▲3校 合同研修全体会 ▲合同部会

▲小学校運動会

（交 流 リ レ ー ）

▲中学校体育祭

（3校 合 同種 目）

▲夏休み部活動体験 ▲町内一斉清掃
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③ 算数 ・英語 を中心に した中学校教諭等に よ

る 「いきい きスクール の実施」

④ 「算数 ・数学部会」による自学自習プリン

トの作成及び学習会等での活用

⑤ 「家庭学習の手引き」の作成及び活用

⑥取組の検証を行 う児童生徒，保護者，教

職員を対象とした 「アンケー ト」の実施

（5）取組 に よる具体 の成果 ・効果 と今後の課題

【成果 ・効果 】

①児童 ・生徒 ・保護者のア ンケー トか ら小 ・

中連携教育 の必要性 を確認 で き，また，児

童生徒 の中学校生活の不安が確実に軽減 し

てい る。

②小 ・中合 同行事や 「い きい きス クール 」，「3

校合同研修会」 を進める 中で，小 ・中学校

教職員の交流が深ま り，小 ・中の接続 を意

識 し，授業等， 日常の取組 が行 われ るよ う

にな って きた。

③小 ・中学校 の授 業改善 をは じめ，児童生徒

の 「書 く力 の育成」等今後取 り組 んでい く

課題 が明確 化 され て きた。

【今後の課題 】

①小 ・中連携 を進 め る上で，その調整 ・推進

役 であ り，各校 を結 びつ ける 「キーパー ソ

ン」である コーデ ィネー ターが必要であ る。

また，町教育研 究組織 の部会，生徒指導関

係組織 に取組 を引き継 いでい く等，組織 を

再編成す る必要 がある。

②2年 間の取組の 中で一 定の ノウハ ウは確 立

して きた。 今後 は，内容 の質的 な向上を図

るとともに，国語 の 「書 く力 の育成 」等、

核 とな る取組 の策定 を行 ってい く必 要があ

る。

③継続 的に小 ・中学校が互い のカ リキュラム

を把握 し，小 学校 は 中学校 を， 中学校 は小

学校 を意識 した教科指導の充実 を図 ってい

く必要 がある。

▲ 「い きい きスクール」

（左 ：英語 右 ：算数のグル ープ学習 ）

▲中学校生活に対す る不安の移 り変わり
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3小 ・中連携教育研究会議，市町村研究委員会の取組

（1）小 ・中連携教育研究会議，市町村研究委員会の組織図

（2）小 ・中連携教育研究協議会，市町村研究委員会の構成員

（3）成果 と課題

【成果 】

①児童 ・生徒 ・保 護者 のア ンケー トか ら小 ・中連携教育 の必要性 ・継続性 を確認す るこ とが できた。 また，

児童生徒 の中学校 生活の不安 が確 実に軽減 し、それ を保護者 ・教職員 も実感 してい る。

②小 ・中合 同行 事や 「いきい きス クール」， 「3校 合同研修会 」 を進め る中で，小 ・中学校教職 員の交流が

深 まっただけではな く，小 ・中の接続 を意識 し，授業等，日常の取組 の中で生 か され る よ うにな って きた。

③小 ・中学校 の授 業改善 をは じめ，児童生徒の 「書 く力の育成」等，今後取 り組んでい く課題が明確化 され

て きた。

【今後の課題 】

①小 ・中連携 を進 める上で，その調整 ・推進役 であ り，各校 を結びつけ る 「キーパー ソン」であ るコーデ ィ

ネー ター を各校 に配置す るとともに町教育研 究組織 の部 会，生徒指導関係組織 に取組 を引 き継 いでい く体

制 を図 ってい く。

②2年 間の取組 の中で一 定の ノウハ ウは確立 してきた。今 後は，内容 の質 的な向上 を図 る とともに，国語 の

「書 く力の育成」等 ，核 とな る取組の策定を行 ってい く。

③継続 的に小 ・中学校が互 いのカ リキュラムを把握 し，小 ・中の円滑 な接続のた めに，小学校 は中学校 を，

中学校 は小学校 を意識 した教科 指導の充実を図 ってい く。

小 ・中連携教育研究協議会の構成員 市町村研究委員会の構成員
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4研 究 のま とめ

（1）他 の地域 の参考 となること

【共通課題 を中心 とした取組 】

小 ・中連携 に関す る取組 内容 は多岐 に渡

る。 取組 の内容が多けれ ば教職員 の負担 も大

き くな る。 取組 の割 には効果 が少 なけれ ば継

続 は望めない。 そ こで，小 ・中学校の教職員

が共通 の課題 を見つ け出 し，それ を中心 と し

た取組で あれ ば，取組が効果に見合い，継続

性 も期待で きる。

【各校 にコーデ ィネー ターの配 置】

各校 を結びつけ る 「キーパ ー ソン」が必要

であ る。 多 くの教職員 は小 ・中連携教育 の必

要性 を感 じなが らも各 自で動 きづ らく， コー

デ ィネー トを行 う 「人」が必要で ある。また，

コーデ ィネー ター は調整役 も兼ねてい るの

で，教務関係 に携わ ってい ることが望ま しい。

【先進地域か ら学ぶ】

試行錯誤で取組 を推進 して きた地域 には多

くの ノウハ ウが蓄積 されてお り，取組 の中で

課題 も明確 化 され てい る。 取組 を効果的かつ

効 率的に進 めるためには先進地域 の取組が大

いに参 考になる。

（2）今後 の展望

【コーデ ィネー ター の配置及び組織の再編成 】

小 ・中連携 を進 める上で，その調整 ・推進

役で あ り，各校 を結 び付 ける 「キーパー ソン」

であ るコーデ ィネー ターは欠 かせ ない。また，

町教育研 究組 織の部 会，生徒 指導関係組織 に

取組 を引き継 いでい く。

【取組 内容 の絞 込み 】

2年 間の取組 の中で，一定 の ノウハ ウを確

立 してきた。今後 は，内容 の質的 な向上 を図

る とともに， 国語の 「書 く力 の育成」等，核

とな る取組 の策定 を行 ってい く。

【教科指導の充実】

継続的に小 ・中学校が互いのカリキュラム

を把握 し，小学校は中学校 を，中学校は小学

校を意識 した教科指導の充実を図っていく。
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広島県 福山市
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平成18・19年 度 小 ・中連携教育実践研究事 業研究成果報告書

小 ・中連携教育実践 研究事業 【平成18・19年 度 】における研究 の要 点 ― 平成19年 度―

都道府県名 広島県 市町村名 福山市
実践研究
協力校名 福山市立走島小学校 福 山市立走島中学校

実践研
究課題

都道府県
教育委員会

○確かな学力，豊かな心の育成を目指す一貫し
た指導体制の確立
・授業交流や合同授業などにより，学習状況
や学力の定着状況について小学校 と中学
校の連携を図 り，9年 間を見通したカ リキ
ュラム開発など，系統性を持たせた効果的

な指導方法を確立する。

推進地域

○ 「目指す15歳 像」を明確にした総合連携教育構想 「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）
○ 「目指す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，研究推進組織の在

り方

A地 域の特色や課題

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，
小学校は複式を含む学級編制である。児童生徒は，幼 ・小 ・中12年 間をほぼ同じ仲間の中で，兄弟姉妹のように過ごす。このよ
うな生活環境 ・学習環境か ら，中学校卒業後は，ほぼ全員が家庭 を離れての単身での高校生活をお くらなければな らない。このた
め義務教育終了時点に，学習 ・生活両面における自主自律の育成が必要であり，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 しての教育課題である。

B実 践研究のねらい Cね らい実現のための研
究の方針や方向性

D具 体的な手だて E取 組による具体の成果 ・効果 F今 後の課題

豊かなことばの力の
育成

【教育研 究部 】

《方向性》
12年 間を見通 した教育課

程の連携を図ることで，伝え

合 う力をよりよく身に付け，
ことばの力や主体的に学ぶ力

を育成する。

《重点課題》

思いを伝え合 うことばの力
を育成する。

・言語スキル学習を計画的に進める。
・論理的な思考力を付けるための授業

を工夫する。

（問題解決型の授業 ・合同授業）
・学習 したことを日常生活で生かすた

めに，全教職員が意識統一をして場

に応 じた言葉づかいを児童生徒に
させるように取 り組む。

（職員室への出入 り）
・評価の場面を決め，継続的に評価 ・
改善していく。

（集会 ・儀式での決意発表等）

・必要な場面 （授業 ・決意発表等）では

言語スキルを入れて，話 したり書いた

りできるようになり，論理的に考えた

表現ができるようになった。
・異年齢での合同授業を通 して，相手意
識を持って伝えることを意識させるこ

とができた。
・職員室への出入 りでは，幼 ・小 ・中で
共通 して取 り組むことで，それぞれに

あい さつや用件などその場に応 じた言

葉づかいができるようになった。

・学校の全教育活動で， 「こと
ばの力」を育成する実践を行
いながら12年 間を見通した

言語スキルのカ リキュラムを

開発する。
・異年齢集団を生か した，効果
的な授業を創造する。



豊かな心を持ち，進
んで社会 とかかわる
ことができる子 ども
の育成

【教育活動部 】

《方向性》
幼 ・小 ・中の縦割 り集団を

取 り入れ，学齢差を生かした

活動を展開 し，主体的に活動
する態度及び豊かな心や社会

性を育成する。

《重点課題》

協力 ・リーダーシップを育

成する。

・合同行事 （合同運動会 ・合同防犯教

室 ・合同クリーン活動 ・あいさつ運

動等）の自主的な運営 と子 どもが活
動する場面を工夫する。

・児童会生徒会合同会議の自主的な進

行により合同行事の計画を立て，行
事終了後に反省会をする。

・合同集会を企画する。

・少人数の異年齢縦割 りグループで活動

させることで，それぞれの役割を果た
し，リーダーシップを発揮することが

できた。
・児童会生徒会合同会議により， リーダ
ー としての意識が高まった。

・幼 ・小 ・中が同じ意識で取組

を進めるようさらに連携を取

り，子 どもたち個々の状況を

把握 し，場に合った役割や責

任を課 し，リーダー性を高め
ていく。

自ら進んで健康づく
りに取 り組む態度の
育成

【健康教育部 】
《方向性》

幼 ・小 ・中が連携 して 「食

」を中心とした健康づくりに
取 り組むことで， 自ら進んで
健康づくりに取 り組む態度を

育成する。

《重点課題》
望ま しい食習慣を見につけ

健康的な生活を送ることがで

きる力を育成する。

・系統的な 「食育」の年間計画を作成

し，教科 ・特別活動 ・日常生活の場

面で取 り組んでいく。
・ 「食」と 「健康」との関係を科学的

・論理的に理解 させる授業の工夫を

していく。
・アンケー トや生活点検により，自分
の生活を振 り返らせる。

・食事に関心を持たせ，実際に調理す
ることで技術を身に付けさせ る。

・教科や特別活動での学習により3つ の

食品群についての理解度が高まった。
・小学校高学年，中学生はバランスのよ
い朝食メニューを考え，食事づくりを

することができた。
・食事の大切 さを知 り，朝食を毎日食べ
る生徒が増えた。

・何回も調理実習をすることで，上手に
なった。また，家で食事づくりを手伝

う子も増えた。

・バ ラ ン ス の よ い朝 食 を全 員 が

食 べ て くる た め に ， 早寝 ・早

起 き とい っ た基 本 的 生活 習 慣

を定 着 させ る取 組 を継 続 す る、
・ 「15歳 の 出 口」 に 向 け て

，
「食 育 」 と 「朝 食 ・弁 当づ く

り」 を継 続 す る。

G他 の地域の参考 となること H今 後の展望

○何のために連携教育を行 うのか，何 を行 うのか等，連携教育のね らいを教職員全員が
共通理解 し，そのね らいを達成す るための具体的な手だてを早い段階で明確にしてお

く。特に重点課題は最 も効果的な課題に絞 り込み焦点化 した方が，教育研究を充実さ
せることができ，取組の成果や効果の信頼性を高めることができる。

○合同研修や合同授業で幼 ・小 ・中の教職員がふれあう機会が多くなればなるほどお互
いの文化の違いが理解でき協働意識が高まる。教職員にも，12年 間のスパンで教育

するという意識が出てくる。

○幼 ・小 ・中教育連携構想 「走島プラン」の柱になっている指導内容の系統表に基
づいて，12年 間の全体指導計画を作成 し，日常実践を繰 り返 しながら改善して

いくことで，園児児童生徒の発達段階にあったカリキュラムの編成を行 う。

○幼 ・小 ・中教育連携構想 「走島プラン」の実践 ・検証 という視点から，本研究の

仮説から結果までの検証をより客観的に行い， 「走島プラン」の改善を行 う。こ
のことによって，連携教育の有効性を確実に把握 していく。

○子どもにつけたい力，そのための手だてを常に明確にして取 り組む。

○離島へき地小規模校における特性を生か した連携教育の在 り方を追求 していく。

○問い合わせ先

担当課 広島県教育委員会 指導第一課 電話番号 082－513－4974



平成18・19年 度小 ・中連携教育実践研究事業研究成果報告書

小 ・中連携教育実践研究事 業 【平成18・19年 度】研究のま とめ

都道府県名 広島県 市町村名 福山市

Ⅰ 実践研究協力校の概要
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Ⅱ 事業の概要

12年 間の主な取組

（1）平成18年 度の主な成果と課題

【成果】
・連携教育全体構想を再構築 し

， 『15歳 の出 口』で付 けたい力 を明 らかにするとともに，それ をもとに

各部の取組 を焦点化することができた。
・各部 とも，焦点化 した課題 について，発達段階に応 じた力が付いたか どうか評価するために，12年 間

を通 した評価規準を設定 し，取 り組む ことができた。
・授業における連携 （幼 ・小合同授業 ・小 ・中合同授業 ・協力授業）を進めることができた。

【課題】
・取組方法や評価の場面 ・方法を さらに工夫 し，成果 を具体的な数値 に基づき検証 していく。
・各部か ら出された課題 を発達段階に応 じて組織的に組み込んでい く。
・系統表 （ことば ・健康な ど）をカ リキュラムに組み込み， 日常的な実践に活か しなが ら，改善を図る。
・互いの授業を交流 ・検証す る場である合同授業研究や，各園校の研究授業への参加体制や研究協議につ
いて，より成果が上がるよ うに計画 ・実行する。

（2）平成19年 度の取組

時期 取組事項
実施 した学校，

組織等
取組についての説明

4月 ●第1回 連携教育推進協議会 幼 ・小 ・中連携

教育推進協議会

・全員で全体構想 と各部の重点課題 を確認 し，共通課

題 に立 って取組 をスター トさせ る。

5月 ●幼 ・小 ・中合同運動会 走島幼稚園

走島小学校

走島中学校

・異年齢集 団で活動す ることを通 して，リーダーシ ッ

プ を育て るとともに，協力 して競技や係 の仕事 を さ

せ る。児童生徒 の 自主的な活動を促 す。

6月 ●合同授業研究交流

○幼 ・小合同授業 （英語）

走島幼稚園

走島小学校

走島中学校

・異年齢集団での英語活動を通 して，相手に伝わる表

現やかかわり方を考え実行 させる。
・全員で授業を参観 し，研究協議する。

7月 ●合同防犯教室

●第2回 連携教育推進協議会

走島幼稚園

走島小学校

走島中学校

幼 ・小 ・中連携

教育推進協議会

・中学生が幼稚園児 ，小学生 にわか りやす く寸劇 でア

ピール し，みんなで防犯意識 を高 める。

・各部 の重点課題 が有効 に実施 されてい るか，1学

期の取組 をま とめ，検証す る。

8月 ●食事づくり

○ 「キッズインザキ ッチン」など

● 「ことばの教育」 「問題解決型の

学習」の研修

●第3回 連携教育推進協議会

走島小学校

走島中学校

幼 ・小 ・中連携

教育推進協議会

・朝食 ・昼食 ・夕食の献立を知 り，調理 す る。 また，

自分で献立を立て，それを 自分で調理す る。

・講師を招聘 して研修 を行 い，今 までの実践 を見直

し今 後の取組 に生かす。

・2学 期の取組確認。及 び公開研究会 に向けて これま

での研 究の成果 ・課題 をあき らか にす る。

9月 ●中学校文化祭

○決意発表 ・全校劇等

走島中学校 ・自分 の考 えを相手に伝 え られ るよ うに表現 させ る。

・実行委員や3年 生が リー ダー とな って計画 ・練 習

を進 める。
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10月 ●合同授業研究交流

○中学校授業 （道徳）

○幼 ・小合同授業 （英語）

○小 ・中合同授業 （国語）

●食についての授業 ・調理実習

●小学校学習発表会

走島幼稚園

走島小学校

走島中学校

走島中学校

走島小学校

・全員で授業を参観 し研 究協議す る。

・異年齢集団での英語 ，国語 の授 業 を通 して，相 手

に伝わ る表 現や かかわ り方 を考え実行 させ る。

・献立の立て方 を学び ， 自分 で献 立を立て，朝食や

弁 当を調理す る。

・全校での合唱 ，合奏 ，学年での発表 を通 して，自分

の役割 を果 た し，場 に応 じた表現 を させ る。

11月 ●合同クリーン活動

●第4回 連携教育推進協議会

走島幼稚園

走島小学校

走島中学校

幼 ・小 ・中連携

教育推進協議会

・児童会，生徒会が自主的に目標や活動内容を決め，

異年齢集団で自分の役割を果た しなが ら活動する。

・公開研究会に向けて，実践発表について意見交流す

る。

12月 ●芸能大全出演

幼小 ・・よさこいソーラン

中・・・ソーラン

●第5回 連携教 育推進協議会

走島幼稚園

走島小学校

走島中学校

幼 ・小 ・中連携

教育推進協議会

・講師の先 生に助言 をいた だきなが ら，中学3年 生 が

中心 とな り隊形や 内容 について考え，練 習を積み重

ね，出演す る。

・2学 期の成果 ・課題 をふ まえ，3学 期 の取組 を具体

的 に示す とともに，次年度 の取組 を考える。

1月 ●合同防火訓練 ・防火教室 走島幼稚園

走島小学校

走島中学校

走島防火協会

・小学校か ら出火 とい う設 定で，幼 ・小 ・中合 同で避

難訓練 を行い，子 どもたちの安全確保 と，教職員，

地域の連携 ・協力体制の確立 を 目指す。また，AE

Dの 実習 をす る。
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2地 域全体 としての実践事例等

（1）平成18年 度の成果 と課題

① 成果

・各部 の取組 を焦点化で きた。

・12年 間 を見通 した評価規準 を設定 し取

り組 めた。

・授業での連携 （合 同授業 な ど）ができた。

② 課題

・取組方法や評価 の場面，方法 の工夫 と成

果 を具体的な数値 で検 証す るこ と。

・各部 か ら出 され た課題 を組織的 に取 り組

んだ。

・系統表 （こ とば ・健康な ど）をカ リキュ

ラムに組み込み改善 してい く。

・合 同授業研究 にお いて，よ り効果 が上が

るよ う計画，実行す る。

（2）平成19年 度 の実践研 究のね らい

「15歳 の出 口」で付 けたい力を明確 に し，

各部で取組 を焦点化 し，連携 を進 めなが ら，実

践 してい く。

（3）ね らい実現 のための研 究の方針や方 向性 と

具体的 な手 だて

① 思 いを伝 えあ うことばの力 を育成す る。

・言語 スキル学習 を計画 的に進 める。

・論理的 思考力 を付 け るための授業 を工夫

す る。

・日常生活 に生 かす 取組 を統一 して進 める。

・評価場 面を決 め，継続 的に評価 ・改善 し

てい く。

② 協力 ・リー ダー シ ップ を育成 する。

・合同運動会で子 どもの活動の場面 を工夫

す る。

・合 同ク リー ン活動 を 自主的 に運営 させ る。

・合 同集会 を企画 させ る。

・児童会，生徒会合 同会議 を自主的に進行

させ る。

③ 望ま しい食習慣 を身 につ け，健康的 に生活

を送 ることができる力 を育成す る。

・系統的な 「食教 育」 の年 間計画 を作成 し，

教科，特別活動 ，生活 で取 り組む。

・ 「食」 と 「健康」の関係 を科学的 ，論理的

に理解 させ る授 業を工夫す る。

・生活点検で 自分の生活 をふ り返 らせ る。

・料理 教室で食事 に関心 を持たせ，技術 を身

につ けさせ る。

（4）実践研究協力校における取組の例

① 思いを伝えあうことばの力を育成す る。

ア 「全校の前で話す取組」

小学校では学期に1回 ，

中学校では始業式 ・終業

式，壮行式，文化祭などの

行事ごとに，自分の決意や

反省を 「相手に伝わるよう

に発表すること」に取 り組

んでいる。

イ 「新聞記事の取組」

中学校では，学活で新聞記事を要約 して

感想を言 う取組 をしている。新聞を読む

力，要約 す る力，伝 わ

るよ うに発表す る力 を

付 ける こ とを 目指 して

い る。

ウ 「職員室の出入 りの取組」

学習 したスキルを生活の中で生かすた

めに，幼小中が共通に取 り組んでいる。幼

稚園では，健康観察簿を持っていくときに

指導 し，小 ・中学校では，出入 りの仕方を

職員室前に掲示 して子 どもに意識させ，そ

の都度指導 してい る。

決意発表

学活で新聞記事を紹介

出入 りの仕方 とその様子
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エ 「異年齢交流による取組」

小学生が幼稚園児に 「絵本の読み聞か

せ」をすることで，相手に伝わるような言

い方を工夫す るなどの力を付けている。ま

た，幼 ・中合 同授業や

小 ・中合 同授業 でも，

同 じよ うに相 手意 識

を 持 って 表 現 す る 力

を授業の 中で付 けようと取 り組 んでい る。

② 協力 ・リーダー シ ップを育成す る。

ア 「合 同運動会 の取組 」

児童会，生徒会 を中心 とする リーダー会

で 目標 を設 定 し，それぞれ の役割を確認す

ることで，運動会の練習で リー ダー として

活 動 で き る よ う意

識 させ た。その こと

で 自覚 を持 っ て活

動 できた。

イ 「日常の取組」

・幼稚園では，年長児が年中児や年少児

に対 して，気 を配 って行動 してい る。

・小学校 では，給食 当番 を縦割 りの グル

ープで行 うほか
，委員会活動や部活動

で5・6年 生が企 画運営 をす るな どリ

ー ダーシ ップを発揮 している。

・中学校で は，全校合宿 ・総合的な学習

の縦割 りグループでの活動な ど，3年

生 を中心 に取組 を している。

ウ 「その他 の取組」

合同防犯教室で中学生が幼稚園 ・小学生

に対 し，寸劇 で防犯 の大切 さを訴 えた。 ま

た，合 同ク リー ン活動では， リー ダー会 で

目標 を設 定 し，活動内

容 を決 定す る。また，異

年齢集 団で活動す るとき

も役割 を果 た している。

③ 望ましい食習慣を身につけ，健康的に生活

を送ることができる力を育成する。

ア 「知る取組」

幼稚園では 「たべも

の列車」の教材で，小

学校では献立掲示や

献立放送 ・委員会か

らの発表などで，中学

校 では振 り返 りカー ドや授 業 ・学活での学

習で，3つ の食 品群 につ いて知 らせ，意識

させてい る。

イ 「作 る取組 」

・幼稚 園では，中学生

と一 緒 にカ レー を

作 り，お兄 さんお姉

さん の様 子 に 感 動

しなが ら，料理 をす る楽 しさを体験 し

た。

・小学校では， 「キ ッズイ ンザ キッチ ン」

で全員が朝食 ・昼食 ・夕食 （フル コー

ス） を作 り，家庭科 の授 業で5・6年

生 が 朝食 メ ニ

ュー を考 え て

調理 した。

・中学校では，全員 が 自分 の考 えた朝食

メニュー を授業 で作 り，3年 生はお弁

当づ くりに も挑戦 した。また，夏休み

に も朝食 メニ ュー を宿題 に し，それを

「ヘル シー メニ ュー コンテス ト」に出

品 し，見事 「最優秀賞」を獲得 した。

ウ 「食べ る取組 」

毎 日朝食 を食べ るこ とを 目標 に して取

り組 んでい る。 栄養のバ ラ ンス を意 識 さ

せ，保護者 とも連携 を とってい る。 また．

中学生は 自分 で作 るこ とも勧めてい る。

小学生による絵本の読み聞かせ

防犯の寸劇

「たべ もの列車」に よる学習

中学生とのカ レー づ くり

フル コースの献立

3年 生が作 ったお弁 当 最優秀賞 を取 った メニュー
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（5）取組に よる具体 の成果 ・効果 と今後の課題

① 成果 ・効果

・こ とばのスキル を しっか り学習 させ ，そ

れ を使 う場を授 業 ・学活 ・日常生活 など

で多 く設 定す る ことで，相 手に伝わ るよ

うに発表 できるよ うになってきた。

・異年齢での合 同授 業をす ることで，自分

の学習 した ことを確認 で き，相手意識 を

持 って行動 でき るよ うになった。また，

お兄 さんお姉 さんへ の憧れ や夢 を持 た

せ る ことがで きた。

・異年齢集団での合 同行事 に向けて，児童

会生 徒会 な どの リー ダー会 を意 図的に

動かす ことで，リーダー としての意識が

高ま り，自主的 に行動 した り，積極的に

自分の役割 を果 たす ことができ始 めた。

・「食」の3つ の栄養素 に対 して学習する

ことで栄養 のバ ラ ンスを意識 して食べ

るよ うになった。また，学習 した ことを

も とに献 立 を立 てそれ を調理す るこ と

で，学 習 したこ とが身 につ き，自分 でも

で きると うい う自信になった。

② 今後の課題

・多角的な見方ができる言語スキル学習

を実施する。

・学習 したスキルを日常的に生かせる力

を付ける。

・子どもたち個々の特質や長所や成長の

様子を把握 し，場にあった役割や責任

を課 して個々の リーダー性を育ててい

く。また，自主的に問題解決ができる

よう取 り組んでいく。

・全員 が毎 日バ ランスの よい朝 ごはんを

食 べて くるよ うな，個への取組 を して

い く。そのた め，早寝早起 きの生活習

慣 も身 に付け させ てい く。

食事 に関す るアンケー ト
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3小 ・中連携教育研究会議，市町村研究委員会の取組

（1）小 ・中連携教育研究会議，市町村研究委員会の組織図

（2）小 ・中連携教育研究会議，市町村研究委員会の構成員

（3）成果

① それぞれの部 （教育研究部，教育活動部，健康教育部）で，重点課題に対す る具体的な取組を評価場面，

評価項 目等を明確に し，具体的に評価 しなが ら進めること （指導と評価の一体化）で 目標 と実践の連鎖が

容易 とな り，子どもの学びや育ちを保証する教育課程が充実 していった。

② 計画的 ・組織的に推進委員会や全体会を持つことで各部の重点課題を共有化できた。そのことで各部と

も横断的，総合的な 『走島プラン』の実践が着実に実行できた。

③ 合同授業や協力授業，合同行事や合同集会等，異年齢集団で係わる場づ くりを計画的 ・継続的に工夫す

ることで，子 どもの主体的な学びが促進 される効果があった。

（4）課題

① 改善を図 りながらの今年度の取組であった。今後 とも走島プランの視点や評価の規準をより精度の高い

ものへ と改善を進めるためにも，個々の観察 ・記録をきめ細かくとり，一人一人の変容を丁寧に見とって

いくことが必要である。

② 部会ごとの連携を今後 とも更に密にし，全体での方向性や修正点を明確に しながらPDCAサ イクルを

生か して教育課程や教育活動の組織的で効果的な幼小中連携を図ってい く。

小 ・中連携教育研究会議の構成員 市町村研究委員会の構成員
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③ 家庭や地域への発信 と連携が弱かった面がある。 『走島プラン』を着実に実行 し，夢 と目標を持ち主体

的に活動する子 どもを育成するためには，家庭や地域 との連携も不可欠である。今後， この点についても

改善を図ってい く。

4研 究のまとめ

（1）他の地域の参考となること

① 何のために連携教育を行 うのか，何を行な うのか等，連携教育のねらいを教職員全員が共通理解 し，

そのね らいを達成するための具体的な手だてを早い段階で明確にしてお く。特に重点課題は最も効果的

な課題に絞 り込み焦点化 した方が，教育研究を充実させることができ，取組の成果や効果の信頼性を高

めることができる。

② 合同研修や合同授業で幼 ・小 ・中の教職員がふれあ う機会が多くなればなるほどお互いの文化の違い

が理解でき協働意識が高まる。教職員にも，12年 間のスパンで教育するとい う意識が出てくる。

（2）今後の展望

① 幼 ・小 ・中教育連携構想 「走島プラン」の柱になっている指導内容の系統表に基づいて，12年 間の全

体指導計画を作成 し，日常実践を繰 り返 しながら改善 してい くことで，生徒の発達段階にあったカ リキュ

ラムの編成を行 う。

② 幼 ・小 ・中教育連携構想 「走島プラン」の実践 ・検証とい う視点か ら，本研究の仮説から結果までの検

証をより客観的に行い， 「走島プラン」の改善を行 う。 このことによって，連携教育の有効性を確実に把

握 していく。

③ 子 どもにつけたい力，そのための手だてを常に明確にして取 り組む。

④ 離島へき地小規模校における特性を生かした連携教育の在 り方を追究 していく。
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平成18・19年 度 小 ・中連携教育実践研究事業研究成果報告書

小 ・中連携教 育実践 研究事業 【平成18・19年 度 】における研 究の要 点 ― 平成19年 度―

都道府
県名

高知県 市町村名 須崎市 実践研究
協力校名

須崎市立上分小学校，須崎市立上分中学校

実践研
究課題

都道府県
教育委員会

生徒指導に関する改善 推進地域 児童生徒の発達段階を考慮 し，9年 間を見通 した計画的 ・継続的な生徒指導

A地 域の特色や課題 上分地区は小学校 ，中学校 ，保育所が一つずつ ある。小規模校のため，子 どもたちは小さな頃か らほ とん ど同 じ集団で過
ご している。小 ・中学校が同 じ敷地内にあ り，保育所 も隣接 してお り恵 まれ た条件 の中で一貫的な教育を行 うことができる
とい う特色がある。保護者や地域の学校への関心は高 く，いろいろな行事や活動に も積極的な参加 があ り，協力的である。

B実 践研究のね らい Cね らい実現のための研
究の方針や方向性

D具 体的な手だて E取 組 による具体の成果 ・効果 F今 後の課題

地域 の特色 を生 か し
た小 ・中連携の中で，
9年 間 を見通 したカ
リキ ュラムづ く りを
行い，児童生徒 一人
一人の よ さを見つ け

て伸 ば し，友 達同士
が互い に認 め合い共
に成長 し合 え る集団
づ くりを目指す。

○ 自尊感情を高 めるために
は仲 間 づ く りが大 切 で あ
り，その意識 が高まるよう
学校行事の内容 を検討 し充
実を図 る。
○様 々な活動において，一
人一人が 自分で考 え，場に
応 じた コミュニケーシ ョン
を発揮できる力を育成す る
ための学校行事の充実。

【仲間づ く りを意識 した学校行
事の実施 】
○仲間づ くり部 で学校行事 ご と
にこれまでの総括 と検証 を行い，
評価を し，今年度の計画を立て，
職員会 に提案，協議 した うえで
実施す る。
○異学年交流 の意図 ・目的を明
確 に し， コミュニケー シ ョン能
力を育成できるよ うに した。
○各種 ア ンケー トを実施 し小 ・

中全教職員でクロス分析を行 う。

○児童生徒 が活躍す る場 を多 く設
けることで， 自尊感情が高ま り，
意欲をもって活動できた。
○行 事のたび に 「認 め合い励ま し
合 う児童生徒の育成」「一人一人の
自尊感情の高揚」「コミュニケー シ
ョン能力の育成」 の3本 柱 と，そ
のた めの教師の手だてを確認 し合
うことで， 「子 どもを育てる行事」
「行事等の中での コミュニケー シ

ョンの高ま り」が見 られ てきた。

○小 ・中連携のよさを生か
し児童生徒の交流 を多く取
り入れたことで，自尊感情
は育 ちつつあるが中学生に
頼 りす ぎ る部 分 が あ るた
め，今後は小 ・中の役割分
担を明確 に してい く必要が
ある。
○アンケー ト結果が具体的
に次の活動に どう生か され
たかが分か りに くかった。

○地域 との交流による体験
活動の機会の充実。
○地域 を生か した教材研究
やカ リキュラムづ くり。

【地域 の特色 を生か した活動の
実施】
○授 業や行 事の中で地域の 自然
や人々の よさを生か した体験活
動 を多 く取 り入れ ，そのこ とを
体感で きるよ う，内容 の充実 を
図 る とともに，計画的 に実施で
きるよ うにする。

○小学4・5年 の一週間の通学合

宿や ，小 ・中 と地域 で実施 してい
る清流 を守 る事業な どを通 して，
保護者や地域の人々の よさ，地域
の素晴 らしさを学んだ。 また，活
動の中で一人一人が活躍す る場を
設 ける ことで， 自信 をもって活動
することにつながった。

○連携 を深 める中で必要な
コ ミュニケーシ ョン能力の

充実を図 る。
○今後 も児童生徒が活躍す
る機会 を多 くすることで，
自尊感 情 をは ぐくん でい
く。

小 ・中学校 が同 じ敷
地 内にある ことを生
か し，小 ・中学校教

○小 ・中学校教職員が共通
に児童 生徒 理 解す る こ と
で，相互理解をよ り深 め，

【教職員の連携 の強化】
○年 間を通 して全校の校 内研，
ブ ロックや グループでの授業研

○小 ・中学校 の職員室 を一つに し
た ことで 日々の打 ち合わせや連携
が深ま り，教職員 の意識が一つ に

○研 究成 果 の客観 的 な分
析，学校評価アンケー ト等
の評 価方 法 を確 立 してい



員 が児童生徒 の発 達
段階を十分に考慮 し，
計画 的 ・継 続的 な教
科指 導や生徒指導 を
行 うことに よ り，小
・中学校 の違い を理

解 し，共 に育て る と
い う意識 の変革 を 目

指す。

実践に生かす。 を実施 し，小 ・中学校教職員 が
互 いにかかわ りなが ら実践 を深
めていけるよ うにす る。
○小 ・中の合同職員会や 二部会
（企画研究部会 と仲間づ くり部

会）のよ り一層の活性化を図 り，
小 ・中学校の教務主任や研究主
任 同士の連携の充実を図る。

な り，一貫 した指導体制が組 め，
取組が深 まった。
○保育所 を含む 「特別支援校内委
員会」 を組織 し，毎月会 を実施 し
た ことで，15年 間を見通 した教育
が行 いやす くな り，児童生徒理解
につながった。

く。
○保育所 も含んだ特別支援
校 内委員会を実施 している
が，保育時間等の関係で定
時に揃 うことが難 しく，今
後も密 な打ち合わせが必要
である。

○交流授業，相互乗 り入れ
授業を実施す ることで小 ・
中学校のスムーズな移行を
行い，9年 間を見通 した教
育の推進を行 う。

【授業形態の工夫】
○小 ・中学校教職員の相互乗 り
入れの授業 を密 にしてい くため，
校時表 の統一 を し，小 ・中学校
の授業時間を45分 に した。 （中学

校 は7校 時の有効活用を図る）
○小 ・中学校の児童生徒 による
交流学習の実施。
○小学校教員 による中学1年 へ
のTT授 業の実施 （数学 ・英語）。
○中学校教員の専門性 を生か し
た小学校での授業の実施 （音楽，
図画工作）。
○小学校教員 と中学校教員によ
るTT授 業 の実施 （小学校 中学年
での算数）。

○校 時表 を同 じに したこ とで，相
互乗 り入れ授業や交流授業 を組み
やす くな り，様 々な授業が可能 と
なった。
○交流授 業や教科担任制授業，小
・中学校教員 によるTT授 業 を行 う

ことで，児童生徒 の理解 につなが
り，9年 間を見通 した教育の推進
が図 られつつ ある。
○様 々な形態 の授業 を実施す るこ
とで，小 ・中学校教職員が児童生
徒理解 を しやす くな り，児童生徒
も交流 を通 して自尊感情が高ま っ
てきた。

○授業研究や交流授業が盛
んに行われ始 め，児童生徒
に変化が見られ るようにな
ったが，授業の中で自尊感

情をは ぐくめたか とい う視
点 で の授 業 分析 が弱か っ
た。
○小 ・中学校教員が共に授
業にかかわるため，互いの
学習指導要領 の理解 と9年
間を見通 したカ リキュラム
の充実を図る。

G他 の地域の参考 となること H今 後の展望

1教 職員の連携の強化
小 ・中学校 の連携のためには，教職員の意識の変革 と打ち合わせ時間
の確保が必要であ る。職員室 を統一 した り，研究部 な どの組織 を一体

化 することで，連携が深 まる。
2校 時表の統一 と様々な授業形態の実施

小 ・中学校の校時表 を統一す ることで，児童生徒 と教員 の動きが一緒
にな り，様々な授業形態が可能 となる。

3地 域 を巻き込んだ学校行事

地域のよ さを体感す る活動の中で地域の素晴 らしさを感 じ，その中で
児童生徒が交流 し合 うことで 自尊感情が高まる。

本校 は小 ・中学校 が同一建物内にあ り，職員室 も一緒に した とい う
利点を生 か し，指定期間終了後 も小 ・中学校教職員 が連携 を続 け，
児童生徒 の交流活動や相互乗 り入れ授業 ，中学校教員 による教科専
門性 を生か した授業な どを続 けていきたい。そ して，地域 を巻き込
んだ実践 を深 め，地域 に開かれた学校づ く りの推進 を図 りたい。
また，隣接す る保育所 も絡 めた授 業や学校行事 を実施 し，研究発表
会についても今後 も引き続 き実施 してい くとともに，ホー ムページ
などを利用 し，研究 を広 めてい きたい。

○問い合わせ先

担当課 高知県教育委員会 小中学校課 電話番号 088－821－4638



平成18・19年 度 小 ・中連携教育 実践研究事 業研究成果報告書

小 ・中連 携教育実践研究事業 【平成18・19年 度 】研究 のま とめ

都道府県名 高知県 市町村名 須崎市

Ⅰ 実践研究協力校の概要
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Ⅱ 事業の概要

12年 間の主な取組

（1）平成18年 度の主な成果 と課題

学校教育目標実現のための柱を仲間づくりの観点か ら立て，各行事 ごとにその内容を充実させた。様々な行

事の中に乳幼児児童生徒の交流を取 り入れたことで，仲間づ くり意識が進み，一人一人のコミュニケーション

能力が育ってきている。また，校時表を統一 したことで小 ・中学校教員の相互乗 り入れ授業やTT授 業，児童生

徒の交流授業が可能 とな り，教職員にとっては児童生徒理解が進み，児童生徒にとっては互いに認め合い成長

し合える集団づ くりができた。

しかし，互いの交流活動は進んでいるが，9年 間を見通 した交流活動 として年間指導計画に位置付けるとこ

ろまで進んでお らず，交流授業における互いの学年の支援の在 り方や評価について研究するところまで至らな

かった。今後，行事等における児童生徒の意識の変容をチェ ックし， 日々の指導に生か していきたい。

（2）平成19年 度 の取組

時期 取組事項 実施 した学校，

組織等

取組についての説明等

4／2，

4／3

小 ・中合同組織職員会 上分小 ・中学校 ・学校教育 目標の確認 と，教職員の一貫教育に関する

共通認識を深める。
・交流授業や相互乗 り入れ授業，教科担任制授業の計

画と立案。

4／24 小 ・中一貫教育推進委員会 上分小 ・中学校

推進委員会

・今 までの取組の確認 と今年度の研 究計画の立案。

・上分 小 ・中学校 の 教職員 で ， 「企 画研 究部 ・仲 間づ

く り部 （以後 二部会 ）」 の 二つ の組 織 づ く りを し，

学期 に何度 か部会 を実施す る。

・教 科担任 制，小学校 中学年算数 のTT， 中1数 学 と，

英語 に小学校教員 のTT等 の計画。

・月1回 の割合で小 ・中一貫教育推進委員会 を実施。

5／9 上分小 ・中学合同職員会 上分小 ・中学校 ・校 内支援 にかかわ る児童 生徒理解 のた めの職員会 を

実施 し，共通理解 を図 る。

・今 後の計画 について。

5／17 校内支援委員会 校内支援委員会

（上分小 ・中学

校，上分保育所

の代 表 者 で組

織）

・保 育所、小 ・中学校 にお ける合 同の委員会 を組織 し，

乳 幼児 ・児童 ・生徒の理解 をはか る。

・校 内児童 生徒 カ ウンセ ラー （週1回 の割 合 で学校 に

入 って くれ てい る） も，校 内支 援委員 会へ参加 し，

児童生徒理解 につ いてのア ドバイ スをいただ く。

・今後 ，月1回 の割合で実施の予定。

5／22 小 ・中一貫教育推進委員会 上分小 ・中学校

推進委員会

・1学 期 にお ける校内研修等につい ての確認 ，協議。

・夏季休業 中にお ける校内研 修の計画づ くり。

6／19 上分小 ・中学校校内研修 上分小 ・中学校 ・Q－Uに ついての校内研修 を実施 。

・公 開授業 （中3 ，小6） 。

・高知県教育セ ンター指導主事に よる指導助言。

6／25 公 開授業の実施 （他校から

視察に来る）

上分小学校

県内の公立小学

校教員

・小 学生 に よ る英語活 動 （5年 ）， 小 ・中学 生の英 語

の交流活動 （中2と 小3） 。

・研究 実践 の発表 と研究協議 。
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7／4 上分小 ・中学校校内研修 上分小 ・中学校 ・研 究授業 ：担 任 と中学校教 員 によ るTT授 業 （小4算

数），研究協議。

・高知 県中部教育事務所指 導主事に よる指導助言。

7／18 上分小 ・中学校合同職員会 ・1学 期の反省。

・研究発表会実施案づ く り。

8／9 上分小 ・中学校合同職員会 ・一貫教育における学校評価 「学校の 自己点検 ・自己

評価」の作成 と進め方について。
・自尊感情を育てる授業評価の作成 と進め方について。
・高知県中部教育事務所指導主事による指導助言。

8／29 上分小 ・中学校合同職員会 上分小 ・中学校 ・CRT分 析 と他調査 とのク ロス分析か らの今後の取組 に

つ いて。

9／12 二部会の実施 上分小 ・中学校 ・2学 期の研究や行事 につい ての話 し合 い。

10／10 二部会の実施 上分小 ・中学校 ・12月 の研 究発表会 に向 けて ，準備等 の計画づ く り。

10／24 上分小 ・中学校校内研究 上分小 ・中学校 ・研究授業 （中2社 会科），研究協議。
・外部講師に よる講話。

10／25 第1回 小 ・中連携教育研究

会議

小 ・中連携教育

研究会議，須崎

市研究委員会

・研 究の概 要についての説明。
・昨年度の実践 について。

・今年度 の取組 と現状 につ いての説明。

11／9 国立教育政策研究所教育課

程調査官，高知県教育委員

会訪問

上分小 ・中学校 ・全 クラスに よる公 開授 業 （交流授業 ，英語 活動，教

科担任制授業 ，相互乗 り入れTT授 業等）。

・国立教育政策研 究所 ，県教 育委員会 と学校 との協議

等。

11／14 上分小 ・中学校合同職員会 上分小 ・中学校 ・研究発表会 について。

12／2 研究発表会 上分小 ・中学校 ・全 クラス による公開授業 の実施。

・児童生徒発 表 とア トラクシ ョン。

・千葉 大学教授 に よる講話 「小 中一貫教 育の意義 と課

題 」。

12／12 第2回 小 ・中連携教育研究

会議

小 ・中連携教育

研究会議，須崎

市研究委員会

・12月2日 の研 究発 表会 に参加 して，今 後の実践 に，

ど う生か してい くか を協議。

・小 ・中一貫校 としての在 り方や方法 を検討。

・交流，相互乗 り入れ授 業の在 り方や指導方法。

12月 上分小 ・中学校校内研修 上分小 ・中学校 ・研 究発表会 の反省。

・研 究の成果 のま とめに向けて。

1月 小 ・中合 同校 内研 修， 二部

会

上分小 ・中学校 ・研 究授業の実施 と，研究 の成 果のま とめに向けて。

2／1 上分小 ・中学校校内研修 上分小 ・中学校 ・研究授業 （特別支援学級）。
・愛媛大学教授による講話 と指導助言。

2月 上分小 ・中学校校内研修 上分小 ・中学校 ・今年度の総括。

・来年度 に向 けての計画づ くり。
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2地 域 全体 と しての実践事例等

（1）平成18年 度の成果 と課題

昨年度 は職 員室 を一つ に し，校時表 を統一

した ことで，交流授業や相互乗 り入れ授業が

行いやす くなった。 このこ とによ り，互いに

児童 生徒理解 が進 み，子 どもにきめ細やかに

かかわ ることがで きは じめた。 しか し，様 々

な形 態の授 業の 日常化 にまで至 ってい ない。

また，学校 教育 目標 の実現のための柱を仲

間づ くりの視 点か ら立て，各行事 ごとにその

内容 を充実 させ た。 そ して様 々な行事 を通 し

て児童生徒 の交流 を取 り入れた ことで，仲間

づ くり意識 が進み ， コ ミュニケーシ ョン能力

が育 ってきた。

このよ うに様 々な機会 を設 けて小 ・中学生

の交流 を行 ったが ，9年 間を見通 しての年間

指導計画の作成 には至 らず ，今 後は児童生徒

の発達段階 を考慮 した系統的 ・継続的 な教育

を一層推進 し，教員の授業力 ア ップを図って

い きたい。

（2）平成19年 度 の実践研 究のね らい

小 ・中学校 が同 じ敷地内に あ り， 日々触れ

合 える環境 にある ことや，小 ・中一体 となっ

て研究で きる よさを生か し，9年 間を見通 し

たカ リキュラムづ くりを行 い，児童生徒一人

一人の よさを伸 ば し
，友達 同士が互 いに認め

合い，共に成長 し合 える集 団づ く りを 目指す。

また，児 童生徒 の発達段階 を十分 に考慮 し

た，計画 的 ・継続 的 な教科指導や生徒指導を

行 うこ とで，小 ・中学校の違い を理解 し，共

に育てる とい う意識 の変革 を 目指す。

（3）ね らい実現 のための研 究の方針や方 向性 と

具体的な手 だて

① 仲間づ く り意識 の高揚

昨年度 に引 き続 き，仲間づ くりを意識 し

た学校 行事 を実施す るため， 「認 め合 い励

ま し合 う児童 生徒 の育成 」 「一人一人 の 自

尊感情 の高揚 」 「コ ミュニケー シ ョン能力

の育成」を学校行事の目標に掲げ，児童生

徒が活動の中で主体的に取 り組み，場に応

じたコミュニケーシ ョン能力を育成できる

ような学校行事を目指 した。

② 地域の特色を生かした活動の充実

生活科や総合的な学習の時間，学校行事

等に地域の自然や人々のよさを生か した体

験活動を多 く取 り入れることで，そのこと

が実感できるよう，内容の充実を図る。ま

た，行事の前後にアンケー トを取り，活動

を通 しての子 どもの成長や心の変化を検証

していくようにする。

③ 小 ・中学校教職員の連携の強化

小 ・中学校教職員が互いにかかわ り合い

ながら実践を深めていくために，組織 ・機

能の一体化を図 り，校内の研究組織である

「企画研究部」「仲間づ くり部」の組織の

強化を図るとともに，保 ・小 ・中で組織 し

ている校内特別支援委員会の内容の充実を

図る。

④ 授業改革

昨年度に引き続き，小 ・中学校教員によ

る相互乗 り入れ授業や，教科担任制，小 ・

中学校教員によるTT授業の充実を図る。ま

た，授業や活動の中で，児童生徒の交流を

取 り入れ，交流の日常化を目指す。

（4）実践研究協力校における取組の例

① 学校行事で満足感や達成感を味わう

小 ・中学校で実施 している文化祭では，

出し物の練習を通 し，協力 してや り遂げる

中で満足感や達成感 を味わい，みんなが一

つになる喜びを味わえるように している。

中でも児童生徒全員による合唱合奏 「ビリ

ーブ」の語 りの部分に友達の大切 さが込め

られている。

小学校では低 ・中 ・高学年のブロックご

とに出し物を行った。事前 ・事後のアンケ

ー トの結果からも，文化祭に向けて練習す

る中で友達のよさや協力 し合 う喜びを感
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じ，頑張 ってや り遂げた 自分が好 き とい う

子 どもが増加 していた。 また，中学校 の各

学年の出 し物であ る創 作劇 は，総合 的な学

習の時間での福祉 の学習や職 業体験 を取 り

入れ た内容であ り， これ まで学 んできたこ

とを ど う自分 の将来 に生 か してい くのか を

問いかける内容 であった。

このよ うに，学校行事 を 「子 どもを育て

る行事」 と位置付 け，行事の 中で 自尊感 情

を高 めていけるよ うに した。

また，地域 にとって も学校の存在 が大 き

な もの とな り，学校行 事には昨年度 に増 し

て，多 くの参加 が得 られ るよ うになった。

② 地域の特色を生か した活動

小学校5・6年 生は一週間の間，公民館

に宿泊 し学校に通 う通学合宿を行った。 こ

の間子どもたちは地域ボランティアの方々

の協力を得て，自分たちで協力し合いなが

ら，食事づ くり，洗濯，ドラム缶風呂炊 き，

学校の前を流れる新荘川でのカヌー，地域

の川漁師 さんに習ってのはえなわ漁など，

普段の生活では味わえない体験の活動を行っ

た。こうした体験を通 して，子どもたちは

地域の方の自分たちへの思いや，地域の自

然の素晴らしさを感 じ，一人一人が自信を

もって活動できるようになった。

この他にも，学校のす ぐそばを流れる清

流新荘川を大切にしようとい う活動 「清流

を守る事業」では，保護者や地域を巻き込

んで水棲生物調査や清掃活動，鮎の放流活

動などを行っている。

この中で小学生はシュプ レヒコールを行

い，小学校高学年 と中学生は環境への願い

を描いた班旗を作成 し，その思いを伝える

ことで地域 の宝物 であ る新荘川 を大切 に し

てい こ うとい う決意 を強めた。 この ような

活動 を通 して，学年 を越 えたつ なが りと，

地域 のよ さを大切 に してい こ うとい う気持

ちが強ま って きた。

③ 小学生 と中学生の交流活動

中学校の選択教科では，小学生の国語の

教材であるお話 「にゃー ご」を絵本にし，

小学生に読み聞かせを行った。2年 生の児

童たちは，国語で勉強 したお話の絵本に目

を輝かせて聞き入っていた。

また，中学校2年 生 と小学校3年 生の交

流活動では，漢字の 「つ くり」や英語活動

で様々なゲームを取 り入れて楽 しく教える

などの交流を行った。そ して総合的な学習

の時間には防災教育について一緒に学習 し

た。また，中学校の特別支援学級の子 ども

と小学校2年 生は，畑 を通 した交流を行い，

ジャガイモ掘 りや案山子のプレゼ ン トなど

を行った。このよ うに様々な学年の交流活

動が日常化 し始めた。

授業以外でも給食を一緒に食べたり，お

児童生徒による合唱

はえなわ漁

体験

児童生徒の交流活動 絵本「にゃーご」
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昼休 みに一緒に遊んだ りと，学校の 中の様

々な場 面で小 ・中学生がかかわ りあってい

る姿をよ く目にす るよ うにな った。 この よ

うな交流 の中で，小 学生は中学生 と触れ合

うこ とで上級生 の優 しさに触れ ることがで

き，中学生 に とっては，かわいい小 学生 と

触れ合 えるこ とで 自尊感情 が高ま り，心 の

安定 につ なが って きている。

④ 相互乗 り入れ授業やTT授 業

本校で は少 し授業 が難 しくな り，個人差

が出て き始 める小学校3・4年 生 の算数の

授業に中学校教員がTTで 入 っている。また，

中1ギ ャップ をな く し，小学校か ら中学校

へ とスムーズな移 行がで きるよ うに，小学

校 高学年 の教員 が中学校1年 生の英語 と数

学 にTTで 入 ることを昨年度か ら行 ってい

る。

こ うしたこ とで，きめ細やかな指 導が可

能 とな り，基礎 ・基本 の定着 につながって

きてい る。

また，小学校5・6年 生の図画工作 と音

楽は，中学校教員の専門性を生かした教科

担任制を取 り入れるほか，総合的な学習の

時間に実施 している小学校の英語活動では

中学校の英語教員がTTで 入るなど様々な取

組 を行 ってい る。

この ような取組 を行 うことで，互いの教

育内容や教科 の系統性 が理解 でき るととも

に，授業改善 に もつ ながった。

（5）取組による具体の成果 ・効果 と今後の課題

① 認め合いともに成長 し合 う集団づ くり

様々な場を活用 して児童生徒が交流 し活

躍する場を多 く設けたことで，意欲をもっ

て活動することができ，その結果、児童生

徒の自尊感情が高まったことがアンケー ト

の結果から分かった。また地域のよさを生

かした活動を行った り学校行事の内容を充

実させた りしたことで，地域にとってより

身近な学校 とな り，行事のたびに学校に足

を運んでくれる地域の方が増えてきた。

今後 も取組の前後にアンケー トを実施す

るなどし，効果的な活動の在 り方について

研究 していきたい。

② 相互乗 り入れ授業や交流授業の 日常化

小 ・中学校の職員室が一つにな り，約1

年が経過した。 日々の打ち合わせなど連携

が取 りやす くなり，教職員が互いに身近な

存在 となってきた。また，相互乗 り入れ授

業や交流事業などが 日常的に行われ始め，

互いの児童生徒 とかかわる機会が増えた。

そのため児童生徒理解が深まった。

今後も更に研究を深め，授業力アップに

つなげたい。

一緒に給食

小 ・中学校教員による算数のTT授 業

小学校3年 生と中学校2年 生の交流授業
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3小 ・中連携教育研究会議，市町村研究委員会の取組

（1）小 ・中連携教育研究会議，市町村研究委員会の組織図

県の小 ・中連携教育研究協議会は，須崎市研究委員会も含めた拡大組織として開催する。

県の組織 と市町村の組織の重なる部分である学校関係者 （PTA， 地域 も含む）は殆 どが 「開かれた

学校づ くり推進委員会」の委員でもあり，学校が必要に応 じて協議できるような体制 とする。

（2）小 ・中連携教育研究会議，市町村研究委員会の構成員

（3）成果 と課題

＜成果＞

○推進地区の保護者や地域の方を会議の構成員 とすることで，就学前 ・小 ・中の接続の重要性や本事業の

趣旨について，学校と保護者 ・地域の共通理解をさらに強めることができた。

○学校や家庭 ・地域が一体とな り，子どもたちの教育を行っていくうえで，それぞれの役割 と責任 を改め

て考える機会 とな り，連携 して取 り組む視点を確認することができた。

＜課題と今後の方向性 ＞

○コミュニケーション能力の育成については学校，家庭，地域で連携を強化 して取 り組むべき具体的な方

策を，今後 さらに検討 していく。

○自尊感情を高めるためにも体験は大切である。本来ならば地域や家庭で体験 させるべきものもあるが，

難 しい状況を考え，学校や地域の行事 として意図的 ・計画的に取 り入れていくようにしたい。

○大人が社会のルールを守れなければ，子 どもは育たない。保護者同士のつなが りを強めながら，子 ど

もを取 り巻 く大人の姿を変えていくことが重要である。

○今後は，異校種間での交流学習をしたときのねらいを明確にしていく。

＜小 ・中連携研究協議会＞ ＜須崎市研究委員会＞

小 ・中連携教育研究会議の構成員

※注1か わうそ未来塾

上分小学校4・5年 生が地域のボランティアの方の

協力の元で行っている宿泊通学合宿

※注2セ ンターママ

児童生徒の健全育成や公民館活動の推進のため協力

している地域の女性グループの リーダー

市町村研究委員会の構成員
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4研 究のまとめ

（1）他の地域の参考となること

① 教職員の連携の強化

小 ・中連携を実施するうえで，一番大切

なのは教職員の意識の変革と打ち合わせな

どの時間の確保である。本校は小 ・中学校

が同一敷地内にあり，しかも小 ・中学校の

建物がつながっているという利点を生か

し，昨年度職員室を一緒にした。一つにな

る前には打ち合わせをするにも相手の都合

が分か りにくく時間を合わせるのに大変で

あったが，職員室が一つになったことで相

手の状況も把握できやすく日々の細かな打

ち合わせが可能 とな り，連携が深まった。

こうして連携が進む中で，9年 間を見通

したカ リキュラムの必要性を強く感 じ，そ

の確立に向けて取 り組んでいる。

また，小 ・中学校教職員が互いにかかわ

りなが ら実践を深めていけるよう，合同職

員会の実施とともに，企画研究部 と仲間づ

くり部の二部会を設置 した。このことによ

り，合同で調査研究を進められるようにな

り，活動が活性化 してきた。

② 校時表の統一

本校は，昨年度から中学校の授業時間を

45分 とし，30分 間の7校 時 目を設けた。

昨年度までは校時表が統一 されていなか

ったため，相互乗 り入れ授業や交流授業を

実施 しにくい状況にあった。 しか し，昨年

度，小 ・中学校の校時表を統一 したことで，

児童生徒及び教職員の動きが同一化 され，

様々な形態の授業が行いやす くなった。

③ 様々な授業形態の実施

小 ・中連携のよさを生かし，小学校教員

が中学校1年 生の数学 と英語にTTで入った

り，中学校教員が小学校中学年の算数にTT

で入った りすることとした。また，小学校

高学年の図画工作 と音楽には中学校教員の

専門性を生かして教科担任制とした。その

他にも，授業の内容によって連絡を取り合

いTT授 業を取 り入れた授業を実施 した。こ

のような授業の実施で小 ・中学校教員が互

いの教育内容を理解することができ，児童

生徒理解も進んだ。

また，小 ・中学生による交流授業も実施

した。各教科や総合的な学習の時間を利用

して共に活動 した り，給食 を一緒に食べた

りする中で自尊感情も高ま り，小学生にと

っては中学生のよさを感 じることができ，

中学生にとっては小さな子 どもと接する中

で優 しい気持 ちが生まれた。このように，

交流活動は児童生徒相互によい影響を及ぼ

した。

④ 地域を巻き込んだ学校行事の実施

地域のよさを生か した活動や，地域を巻

き込んだ活動を実施することで，保護者や

地域の人々のよさ，地域の素晴 らしさを学

ぶことができた。また，児童生徒にとって

そのような場で活躍する場を設けることで

自尊感情も高ま り，自信をもって活動する

ことにつながった。

（2）今後の展望

本校は小 ・中学校が同一敷地内にあ り，

職員室も一つであるとい う特色がある。そ

の特色を生か し，指定期間終了後 も小 ・中

学校教職員が連携を続け，児童生徒の交流

活動や相互乗 り入れ授業，中学校教員によ

る専門性を生かした小学校での教科担任制

授業など様々な取組を進めていきたい。ま

た，児童生徒の交流活動や保育所や地域を

巻き込んだ実践を進め，地域に開かれた学

校づ くりを推進 していきたい。

また，研究発表会などについても引き続

き実施 していくとともに，ホームページな

どを利用し，研究を広めていきたい。
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平成18・19年 度小 中連携 教育実践研究事業研究成果報告書

小 ・中連携教育実践研究事業 【平成18・19年 度】における研究の要点 ―平成19年 度―

都道府

県名
福岡県 市町村名 宗像市

実践研究

協力校名
宗像市立大島中学校 宗像市立大島小学校

実践研

究課題

都道府県

教育委員会

小中の接続性を考慮 し、確かな

学力を育む教育課程の創造
推進地域

「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～

A地 域の特色や課題
大島は福岡県の北端，玄界灘に浮かぶ島である。平成16年2月27日 に、現在の小 ・中合同校舎が完成 し、小 ・中学校が同一の校舎で一緒に学校生
活を送る教育環境が整っていて、小 ・中一貫教育を推進するのに適 している。 目下の課題はいかに小 ・中の接続をスムーズにして，学力向上を図
るかである。

B実 践研究のねらい
Cね らい実現のための

研究の方針や方向性
D具 体的な手だて E取 組 による具体の成果 ・効果 F今 後の課題

小 ・中一貫教育の創造

を通 して，小学校1年

生から中学校3年 生

まで しっか り学ぶ子

どもを育てる。

考 える力 を伸ばす授業づ

くりを行 う。

● 考える力を育むための指導過程の

工夫を、問題解決型と習熟型の学習

で整理する。

● 小学校1年 生から中学校3年 生ま

で，考える力の具体的な到達目標を

改善する。

● 公開授業を通 して，中学校教員の高い

専門性，小学校教員の緻密な授業づく

りをお互いに学びあい、学習過程の工

夫に活かすことができた。
● 子 ども自身の授業評価を実施 し，子 ど

もの意識 と授業の改善に役立てるこ

とができた。

● 小 ・中合 同研修会 で学力意

識調査や 統一 テス トなどに

よる学 力分析 と結果 の検証

を行 い効果的 な活用 を図 り

たい。

● 小 ・中一貫 した基本的 な指

導過程 を充実 させ たい。

● 小 ・中を繋 ぐ年間指導計画の重点化

を図るカリキュラムづ くりを行 う。
● 小 ・中を繋ぐ特別活動の内容づくり

の工夫を更に行 う。

● 特色ある総合的な学習の時間の内

容づ くりを工夫する。

● 指導内容の重点化に向けて、小 ・中の

教科部会を開き、指導内容一覧を作成

することができた。
● 小中連携 して行った学校行事では、中

学生が違和感なく小学生を指導でき

円滑な活動ができた。

● 教科指 導プランを活用 した

、考 える力を伸 ばす指導方

法 の工夫 ・改 善を更に進 め

たい。

● 「ふ るさ と」 をキー ワー ド

に、総合的 な学習の時間の

単元開発 を進展 させたい。

● 発表の仕方とともに板書カー ドの

統一などの学習環境を整える。

● 学習規律の系統化を進め、望ましい

態度を前期から中期、後期へと円滑

につなぐ指導体制の確立を行 う。
● 学習習慣定着のため、家庭への啓発

活動を行 う。

● 学習環境や学習規律の統一が全学級

や全教科で整い共通した流れで授業

が進められるようになった。
● 子どもの学習に向きあ う姿勢にも積

極性が見られるようになった。

● 小・中学校職員の意識の一体化が進ん

だ。

● 「発表 の仕方」 などの学習

規律 をよ り一層充実 し、小
・中一貫 した 「学びの姿」

をさらに充実 させたい。

● 家庭学習の習慣 を定着 させ

るた めの工夫 を保護者 と一

緒 に行 ってい きたい。。



小 ・中一 貫 した運 営体 制 づ

く りを行 う。

● 小 ・中協働体制づ くりに向けての

意識の醸成
● 前期4・ 中期3・ 後期2の 区分に

おける一貫教育を推進する職員組

織の在 り方を研究する。

● 校務分掌の一体化、二校校務会議、

合同職員会議等の開催

● 職員会議 ・職 員朝礼 ・職員研修等の各種

会議 を小中合同で開催 し、協働体制 がで

きてい る。

● 小 ・中の校長 ・教頭 ・教務主任 による六

者会議 を週一回定期的 に実施 している。

● 研究組織 を合 同で組織 し、研 究部会や 推

進委員会 、教科部会 を実施 している。

● 準備段階での共通理解 を十分

に図 る必要があ り、会議等 に

向 けた手順を踏むのに時間 を

要す る。

● 小 ・中の職員の職務内容の異

なる部分 もあ り、放課後 も含

めて、各種 の会議時間の設定

に苦慮 している。

● 一部教科担任制の試行改善

● 日課表 （校時制）の工夫による

兼務授業の円滑化

● 小学校5，6年 の音楽、体育、社会 の授

業 を中学校教師 が担 当 し実施。小学生の

活動へ の興味 と中学校へ の親 近感 が高

まる。

● 兼務部会 を月行事や 週行 事に位 置づけ

て、定例化 を図 り課題改 善を図った。

● 小学校 は全 員学級担任 であ り

中学校 への兼務授業 のために

は、担任外 の定数が必要 であ

る。

● 中期 における一部教科担任制

を一層充実 させる必要がある

G他 の地域 の参考 となること H今 後の展望

1． 考 える力を伸 ばす授業 づ くりに関 して
・小 ・中学校 の授業公 開や 交流授 業 を行 うことで、お互いの観点の違いが明

らかになってきた。
・小 ・中を繋 ぐ年 間指 導計画の重点化 に向 けた会議 は、これか らの授業づ く

りを行 う上で有効 だった。

2． 小 ・中一貫 した運営体 制づ くりに関 して

・前期中期 後期 の区分にお ける一貫教育 を推進す る職員組織 を編成 し、小 中

の協働 体制づ く りと運営実施がで きるよ うになった。

中期 を中心 と して、小 中兼務教師 の活用 を図る兼務部会 の定例化や教科部

会の実施がで きるよ うにな った。

1今 までに整 った運営体制 の 日常化 を基盤 に、学力テス トの分析 と併せ て

、到 達 目標や指 導内容 一覧を具体化 し、 どの よ うな取 り組みが 「考え る

力」の育成 に結 びついてい るか、子 どもの姿の変容 を通 して、更に検証

してい く必要があ る。 そのため、次の点 を重点化 して取 り組んでいきた

い。

（1）本校 の 目指す 「考 える力」の よ り一層 の焦 点化 を行 い、「めあて」 と

「ま とめ」をもった基本的な学習過程 を全学年 、全教科 で共有化 し、9

カ年 を通 じた学力向上 に結びつ けてい きたい。

（2）小 ・中一貫 した学習規律 と学習 習慣 に基づ く 「学びの姿」の定着 を

推進 したい。

（3）個 人に焦点 を当てた 「個 人カル テ」を作成 したい。

2． 週時制や 日課表 の改善、小 ・中学校 の学校行事の工夫 を図 り、中期 を

中心 に小 中が一体 となった子 どもの活動づ く りに取 り組む。

○問い合わせ先

担当課 福岡県教育庁教育振興部義務教育課指導班 電話番号 （直 通 ）092－643－3910



平成18・19年 度 小中連携 教育実践 研究 事業研究成果報 告書

小 ・中連 携教育実践研究事業 【平成18・19年 度】研究の まとめ

都道府県名 福岡県 市町村名 宗像市

Ⅰ 実践研究協力校の概要
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Ⅱ 事業の概要

12年 間の主な取組

（1）平成18年 度の主な成果 と課題

〔成果〕

小 ・中学校の運営組織の一体化を進めることができた。また，小 ・中学校相互の文化を知ることに

よって，相互理解が進んだ。

〔課題〕

年間を見通した各部会の定例化 と学校評価を生かした改善策の具体化を図ること。

（2）平成19年 度 の取組

期 日 研 究 内 容

4月

実態調査

研究の見通 し審議

5月

研究構想の審議

部会計画の作成

提案授業

6月

部会方針の審議

研究構想の審議

検証授業及び検証記録の整理

7月

大島地区小 ・中一貫教育研究協議会

各部会の作業

提案授業

検証授業及び検証記録の整理

8月

各部会の作業

検証授業の準備

一般研修 （特別支援 ・人権同和）

9月

検証授業及び検証記録の整理

研究紀要の作成

期 日 研 究 内 容

10月

検証授業及び検証記録の整理

国立教育政策研究所指定委嘱校発表会及び

宗像市研究指定委嘱校発表会 （中間発表会）

に向けての準備

11月

国立教育政策研究所指定委嘱校発表会及び

宗像市研究指定委嘱校発表会 （中間発表会）

及び，その発表会のまとめ

12月

次年度の方向性の確認

大島地区小 ・中一貫教育研究協議会

1月

成果と課題の検討

研究のまとめ

2月

研修の評価 と反省

研究のまとめ

3月

（予定）

来年度の方向性審議

大島地区小 ・中一貫教育研究協議会
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2地 域全体としての実践事例

（1）平成18年 度の成果と課題

〔成果〕

小学校 と中学校の運営組織の一体化を進め

ることができた。また，小中お互いの学校文化

を知ることによって，相互理解が進んだ。

〔課題〕

年間を見通 した各部会の定例化 と学校評価

を生かした改善策の具体化を図ること。

（2）平成19年 度の実践研究のねらい

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。

（3）ね らい実現のための研究の方向性 と具体

的な手だて

① 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。

② 小 ・中の教職員の指導体制を次のよう

に工夫改善 した。

・前期 ：学級担任による指導を中心に，担

当教員による交換授業を可能な限 り実施

する。

・中期 ：兼務教員による一部教科担任制を

実施，早い段階から中学校の教育環境に

慣れ させ小 ・中の接続を強化する。

・後期 ：小・中学校の教員が，生徒の日常の

学習や進路選択に関する不安や悩みに応

えるシステムをつくる。

（4）実践研究協力校における取組の例

考える力を伸ばす授業づくりを行 う。

① 「考える力」をはぐくむための学習過程

の工夫

② 小 ・中をつなぐ年間指導計画の重点化

を図るカリキュラムづくり

③ 学習規律の系統化を進め，望ましい態

度を前期から中期，後期へ と円滑につなぐ

指導体制の確立

④ 学習習慣定着のため，家庭への啓発活

動

⑤ 前期4・ 中期3・ 後期2の 区分におけ

る一貫教育を推進する職員組織の工夫

⑥ 校務分掌の一体化，二校校務会議，合

同職員会議等の開催

⑦ 一部教科担任制の試行，改善

（5） 取組による具体の成果 と今後の課題

〔成果〕

① 公開授業を通 して，中学校教員の高い

専門性，小学校教員の緻密な授業づ くり

をお互いに学びあうことができた。

② 到達 目標に基づいたアンケー トを実施

し，その達成に向けた授業ができた。

③ 指導内容の重点化に向けて，小 ・中の

教科部会を開き，指導内容一覧を作成す

ることができた。

④ 小・中連携 して行った学校行事では，中

学生が小学生を指導する場面が見られた。

⑤ 前期，中期，後期の発達段階に応 じた

「発表の しかた」を提案することができた。

⑥ 職員会議 ・職員朝礼 ・職員研修等の各

種会議を小 ・中合同で開催 し，協働体制

ができている。

⑦ 小 ・中の校長 ・教頭 ・教務主任による

六者会議 を週一回定期的に実施 してい

る。

⑧ 研究組織 を合同で組織 し，研究部会や

推進委員会，教科部会を実施 している。

⑨ 小学校5，6年 の音楽，体育，図工，

社会，英語活動の授業を中学校教師が担

当して実施 している。

⑩ 中学校1年 の数学の授業を小学校教師

がTTと して担当している。
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〔課題〕

① 指導内容一覧を具体化する教科指導プ

ランを作成 し，考える力を伸ばす指導方法

の工夫 ・改善を行 う。

② 「ふるさと」をキーワー ドに総合的な

学習の時間の単元開発を進展 させる。

③ 個人カルテの様式改善と効果的な活用

の在 り方を探る。

3小 ・中連携教育研究協議会，市町村研究委員会の取組

（1）小 ・中連携教育研究協議会の組織図

（2）小 ・中連携教育研究協議会，市町村研究委員会の構成員

（3）成果と課題

〔成果〕

小 ・中学校の運営組織及び研究組織の一体化が進み、小 ・中一貫 した教育活動を行 うシステムを整え

ることができた。

〔課題〕

学校評価を生か した改善策の具体化及び日常化

小 ・中連携教育研究協議会の構成員 市町村研究委員会の構成員
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4研 究のまとめ

（1） 他の地域の参考となること

① 大島小 ・中一貫教育の特色

ア 本校の特色は，施設一体型である。

イ 本校に通 う子 どもたちは，保育所の時代

から中学を卒業するまでの間，一つの学

年という固定した人間関係ができてい

る。

② 研究の仮説

各教科 ・領域の学習において，次のよう

な手だてを仕組めば，子どもたち一人一人の

考える力が高ま り，しっかり学ぶ子 どもが育

つであろう。

ア 指導の系統化 ・重点化を図った年間指導

計画一覧表の活用

イ 問題解決学習における学習過程の工夫

ウ 学習過程 に応 じた子 どもによる自己評

価の設定

エ 子 どもの学びの基礎づくり

オ 小 ・中一貫教育を支えるシステムづくり

③ 研究の運営体制

本校では，本研究を始めるに当たって，小

学校 と中学校の職員が協働で前ページのよ

うな運営体制をつくっている。

ア 一貫教育体制の中の 「教務部」， 「研

究部」， 「各種教育 ・指導部」， 「教科

等推進部」においては，小学校の教員と

中学校の教員がそれぞれ最低一人は担当

として入る。

イ 各組織で 「小 ・中共通の重点 目標」を決

めた。前期 ・中期 ・後期とそれぞれの目標

も整理 した。

ウ 職員朝礼，職員会議も一緒に行 うことに

より，教師同士が情報交換や意見交換がで

き，小学校 と中学校の日常的な教育課題の

共有化 を図 り協働意識を深めなが ら教育

活動に当たることができるようにしてい

る。

エ 【四者会議】は各校長 ・教頭の4名 で，

【六者会議】は4者 に各教務主任を加えた

6名 で， 【研究推進委員会】は六者会議に

研究部を加えた10名 で， 【兼務部会】は

兼務授業にあたっている兼務教師の6名 で

構成 し，定期的に開催 している。

④ 研究の構想図

⑤ 研究の内容

ア 授業づ くり （授業改善）

a各 教科における解決学習，定着学習の

学習過程を創造する。

b子 どもによる自己評価の基準設定を

行 う。

c年 間計画に基づいた指導の重点化 を

図る。

イ カリキュラムづくり （小・中一貫の教育

課程 《教科，総合，特別活動など》の創造）

a教 科 ・総合において，9年 間を見通 し

た年間計画の作成を行 う。

b特 別活動において，小 ・中一貫 した行

事の系統化を図る。
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ウ 学びの基礎 づ くり （学習規律 ・学習習

慣 ・基礎学力向上）

a前 期 ～後期 の各段 階にお け る学習規

律 を提案す る。

b学 習習慣の定着方法 （保護者 との連携

した家庭学習の取組 な ども含む）を提案

す る。

c基 礎 ・基本の学習 の促進及び評価 を行

う。

エ システ ムづ く り

a兼 務教 員の活 動 を推 進す る体制づ く

り

b小 ・中一貫 と しての組織運営づ くり

c校 務運営体制づ く り

オ 個人カル テの検討

⑥ 各部の取組お よび成果 （○）と課題 （●）

ア 授業づ く り部

本校で は，学習 を2パ ター ン （解決学習

・定着学習）に集約 し，授業 を行ってきて

い る。解決学習 とは，問題解決 を目的 とし

た学習の ことで，定着学習 とは，スキル を

中心 とした学習の ことで ある。

この2パ ター ンを1年 生か ら9年 生 ま

での全学年，全教科 に取 り入れ ることで，

子 ども達の思考パ ターンが形成 され ，考え

る力を十分 に引 き出す ことができる。さら

に，小 ・中一貫 した学習過程 をとることで，

小 ・中の枠 を超 えた学習習慣の定着 が可能

にな ると考 えた。

○ 学習 を2パ ター ンに分 けるこ とに よ

り，教師が 「解決学習 」なのか 「定着な

のか」 を意識 して教 え ることができてい

る。 また ，子 ども達が学習の流れ を理解

しやす くなった。

○ 合 同授業，交換授業 ，兼務授業等で，

担任以外が授業を して も，同 じ学習の流

れ なので，分か りやす い。

○ 子 どもが学び方を理解 し，見通 しをた

て る力が徐々についてきてい る。

○ 見通す活動 を重視す るこ とによ り，解

決 の糸 口を見つ けることができ，その後

のめ あてづ く りや 自力解 決の場 面で の

積極的 な活動につ ながってい る。

○ ホワイ トボー ドに考 え を書 かせ るこ

とに より，自分 の考 えを整理で きるよ う

になった。 （分 か りやす く説 明す る工夫

がで きるようになった。）

○ 机間巡視の際，一人ひ と りに○ を付 け

た りア ドバイス した りす ることによって，

自分 の考 えに 自信 をもつ ことが でき るよ

うになってきている。

○ 自己評価 を行 うことに よって，学 習内

容や学び方 を振 り返 ることがで き， よ り

定着 させ るのに有効 であった。

● 定 着 学 習 の 研 究

● 自 己 評 価 す る 際 の 評 価 基 準 の 作

成 。

● まだ，自分の意見 を発表す る力 を十分

つ けきれ ていない。

イ カ リキュラムづ くり部

年間指導計画の系統化 ・重点化に取 り組

んだ ことによ り，

○ 小 ・中合同の教科別 会議 は，系統表作

りの点で効果的であった。さらに，日常

の学 習活動 での悩みや 打開策 につ いて

の意 見交流 がで きた 点で も有 意義 であ

った。また，その交流 の中か ら，重点化

に向けての手がか りも得 られた。

○ 重点化 （案）が作 られた教科 の 中か ら

い くつかは，小 ・中で協力 して実践活動

に着手 し始めた。この結果 を基 に今年度

末まで には重点化表 と してま とめ られ

そ うである。

● 重点化 （案）の実践過程 を，小 中合 同の

教科別会議で検討できれ ば と思 う。ただ

し，小学校職員は全教科 に出席 しなけれ

ば な らない等の現 実的問題 を解 決す る

必要がある。

● すでにまとめ られてい る系統表 でも，
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これか らの重点化表で も，言葉や表記方

法の統一等，作成上の問題点 を解 決す る

必要がある。

また，小 ・中をつ なぐ特別活動を見直 し

た ことに より，

○ 行事 とい う点では，小 ・中一貫 の利点

が生か されてきた。1つ1つ の行 事で，

小学校 時代の経験 が 中学生 にな ってか

らの取組 に生か されてきた。

● 最大の課題 は，総合的な学習の時間 と

しての教育課程 を整理す ることである。

特 に 「ふ るさと学習」の単元化 と，4年

～7年 までの系統性 のある 「ふ るさと学

習」 とす ることが急務であ る。

ウ 学びの基礎づ くり

昨年度 まで 「環境作 り部」と言 う名称 で取

り組 んでいたが，今年度は学習の基礎 ・基本

の充実 を研究 のキー ワー ドのひ とつ に置 い

た こともあ り，名称 を 「学びの基礎づ くり部」

と改め，子 ども達の学習を支 える学習環境 ，

学習規律，家庭学習，補充学習について企 画

検討す る部会 として取 り組んだ。

小 ・中一貫教育の中で，兼務授業な どで中

学校の先生が小学校へ来た り，小学校 の先生

が 中学校 へ来た りす る中で，小 ・中学校統一

でお こな っていった方がよい こと，発 達段階

に応 じて系統 立てて行 った方が よい ことを

検討 しなが ら，少 しずつではあるが意思の統

一や意識 の改革 をしてい る。

○ 少 しずつではあるが，学習環境 ，学習規

律 が全 クラス，全教科でそろえ られた こと

は小 ・中教職員の意識 をそろえる上で もと

て も有効だった。

○ 学習の流れ ・自己評価 のポイ ン トが教室

の見 えるところに掲示 してあ るこ とは，子

どもが授 業 を進 めて い く上で も ヒン トと

な り効果 があった。

○ 補充学習では小 ・中学校 ともに基礎的な

計算な どで，効果 が上がっている。

○ 小学校の補充学習では，子 ども達の意識

調査でもみんなで学習す ることが好きと

答える子や効果を感 じている子が多かっ

た。

● いろんな事を揃えていく上で，小学校と

中学校のこれまでのや り方 とのギャップ

がかなりあ り，統一 しにくい面もある。

● 自宅学習のや り方については早急に事

例を提示 し，子 ども達に定着 させる必要が

ある。

エ システムづくり部

小 ・中一貫教育推進校 として2年 目を迎え

た。それまで，小 ・中連携に取 り組んできた

が，小学校 と中学校が同じ校舎内で生活 して

いるにもかかわ らず，組織 としての考え方の

違いや職員の意識に温度差があった。

そこで，昨年度から組織 をひとつと考え，

「教育課程の編成」や 「システムの構築」に

取 り組んできた。

〔職員朝礼 ・職員会議の一体化〕

それまで別々に行っていた職員朝礼 と職

員会議を一緒に行 うことで，それぞれの教

育活動が共有でき，小 ・中職員の情報交換

や意見交流の場 となっている。

〔校務分掌の一本化〕

組織運営がスムーズにできるように校務

分掌を一本化 し，1学 年から9学 年の子ど

も達の教育に一体となって取 り組むことが

できるようになった。また，昨年度の取組

を生か して，今年度はさらにスリム化と機

能化を図ることができた。

〔時制の見直し〕

小 ・中で連携授業や兼務授業を行っている

ため，教師や生徒の行き来をスムーズに行

うことができるようにする必要があった。

そこで，授業の始まりを揃えることを第1

に考えて時制の見直 しを行った。

〔六者会の充実〕

小 ・中学校の管理職と教務主任による校
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務運営会議を毎週火曜 日に開いてお り，充分

な情報交換を行っている。

〔兼務授業の推進〕

小学校から中学校への接続がスムーズに

いくよう，中期 （5・6・7年 生）で兼務

教師 （音楽 ・体育 ・図工 ・社会 ・英語活動

・数学）が授業を行っている。

〔兼務会議の定例化〕

今年度は特に，兼務教師 と担任 ・管理職

による兼務部会を毎月1回 と定例化 した。

そこで，授業の内容や子 ども達の実態 ・様

子について情報交換を行っている。

〔時間割の明確化〕

中学校の時間割に兼務授業を加え， どの

時間に何の兼務授業が行われているかを誰

もが確認できるようにした。

（2） 今 後 の 展 望

① 成 果 と課 題

ア 子 ど も の 変 容 か ら

（調 査 対象 ：5～9年 生 、H18：34人 、H19：31人 ）

〔見通す〕

〔比べる〕

〔まとめる〕

【分析】

上のグラフは，昨年度 より本校で実施 して

いる学習アンケー トの一部 （5～9年生）を1

8年 度1学 期 と19年 度4月 ，7月 で比較 し

たものである。 〔見通す〕の結果では，昨年

度か ら今年度4月 の部分で評価が下がって

いるが，これは新 しい学年での授業がスター

トした時期であることが影響 したためでは

ないかと思われる。今年度はこの評価が改善

されているが，教師側の授業における見通し

を持たせ る活動の積み重ねの結果であると

考えられる。また， 〔比べる〕の 「自分の考

えを相手に分か りやすく伝える」部分もでき

ない子 どもの割合が減少している。 〔まとめ

る〕の 「調べてわかったことをまとめる」活

動ができない子 どもが減少 していることも，

学習活動において子 どもが積極的に取 り組

んだ結果であると考える。

これ らのことから共通 した学習過程のも

とに行 う学習の積み重ねによって考える力

が育ってきていることが分かる。

本校では昨年度，考える力を伸ばすために

各教科ごとに授業の中で子どもの思考力 ・表

現力を高める手だてを考え，実施 してきた。

また実施にあたっては，前期から後期の各段

階における達成 （到達）目標を設定 して，手

だてが最終的に考える力の向上に結びつい

たのか実態調査 （CRT）による検証を行った。

その結果，昨年度は教科 ・学年のばらつきが

あるものの，全体を通して考える力 （思考力

・判断力）に大きな伸びを見るまでには至ら

なかった。

このことから，本年度は昨年度の反省にた

って，各教科の年間指導内容をさらに発展 さ

せ，9力 年の重点指導内容を定めるともに，

全教科，全学年で共通した学習過程のもとに

考える力 を伸ばす授業づ くりに取 り組むこ

とにしている。
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イ 兼務授 業か ら見たシステ ムづ く りア ンケ

ー トか ら （調査対象 ：5～7年生、17人 ）

【分析】

上のグ ラフは，今年度の兼務授業 （中学校

か ら小学校 ；体 育 ・音楽 ・図工 ・社会 ・英会

話，小学校 か ら中学校 ；数学 ）につ いてのア

ンケー トの結果 である。a～cの いずれ の項

目を通 してみて も 「とて も」 「まあ」のみで

兼務授業が子 どもたちに大変好評で あるこ と

がわかる。加 えて， 「た くさんの先生 と勉強

す ることが楽 しいです。」 「わか らない問題

をわか りやす く教えて くれて，わか らない問

題がわか るよ うになった。」 「基本の学習を

こえて応 用の学習を教 えて くれ るところが良

いです。 」 （小学生） とい う子 どもの声か ら

中学校の教師 との授業 を楽 しみに してい る様

子が伺われ る。 また， 「説明す る時に分 か り

やす く，お もしろ く教 えて くれ るところが楽

しいです。 」 「数学だ けでな く小学校 の時の

復習をす べて ものす ごく して もらいたい。」

とい う中学生 か らの声 もあがっている。 この

ことか ら，小学校か ら中学校 への兼務授業 も

中学生 は良さを感 じているこ とが分 かる。

ウ 本校職員へ のア ンケー トの結果か ら

本校職 員 に対す るア ンケー トの結果 で

は， 「授業 のめあて を考えるこ とに時間を

かけるよ うにな り，子 どもも意識す るよ う

になった。」 「授 業が終 わるご とに自己評

価 に よ り授 業 を振 り返 る ことで子 どもに

とって も教 師に とって も授 業 を振 り返 る

機会があ りよか った。」 「同 じパターンで

繰 り返 し学習 し，ある程度学習の進 め方が

つかめたことで，見通 しをもって最後まで

意欲的 に取 り組 めた。」な ど，職員 の授業

改善が進 んで い るこ とがわか る。 このた

め，子 どもの考 える力は 「とてもよくなっ

た」， 「少 しよくなった」を合わせてすべ

ての職員が 「変容が見 られ る」と答 えた。ま

た， 「子 どものつまず きについて小中の教

師が検討す る事や，重点指導項 目を9年 間

を通 して教科 ご とに検 討す るこ とな どは

見方や 考 え方 が広 がった点 とみ られ ると

思 う。」 「小学校で教 えてい る内容が 中学

校 に ど うつ なが って い るの かが少 しず つ

何 とな く見 えるよ うになった。」 「教科 ご

との重 点指導 内容 の系 統表 をつ くるこ と

で，1年 か ら9年 までのつ なが りや学習の

範囲がわか るよ うになった。」な ど，教育

課程 の捉 え方 の広 が りについ て9割 以上

の職員か ら肯定的 な意見があがった。この

他 ， 「学習規律の系統化 な どを含めて，小

中同 じ方式 でで きる とい うことは本 当 に

大切だ と思います。」 「小が中を見 る。中

が小 を見 る。一緒 に生活 を しているこ とは

お互い （子 どもも教師 も）刺激があ るし，

意識 もす るのでい ろい ろな意 味で広 が り

が あった と思います。」な ど，教育課程や

学習規律 の系統 化 も含 めた本校 の一 貫教

育活動が，職員 の子 どもに対す る見方や考

え方 の広 が りにつ ながって い るこ とがわ

か る。

a

b

C
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【成果】

○ 教科部会における重点指導内容の作成を

通 して，小 ・中お互いの授業内容の理解が進

んだ。

○ 共通 した指導過程のもとに行 う学習の積

み重ねによって，子 どもたちの思考パターン

が形成 され，考える力の一部である自らの疑

問や興味 ・関心から課題をつくり，主体的に

追究していこうとする力が育ってきた。

○ 学習規律や学習習慣など，9カ 年を見通し

た系統的な学びの基礎 をつ くることができ

た。

○ 小 ・中職員が授業交流を行 うことで，授業

の進め方や子 どもの見方に広がりが出てき

た。

○ 小 ・中一貫教育活動を行 うためのシステム

が整ってきた。

【課題】

○ ふるさと学習やセ レク ト学習のカ リキュ

ラムの系統化及び，各教科ごとの重点指導内

容系統表 を有効 に活用す る手だてを組織的

に講 じる必要がある。

○ 考える力の一部である課題を追究 し，他者

との交流によって深化 していこうとする力

や，自分の考えをまとめ，相手に分か りやす

く伝える力を今後育成する必要がある。

○ 子 どもの自己評価の基準を研究する必要

がある。
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小 ・中連携教育実践研究事業実施要項

平 成18年4月1日

国立教育政策研究所長決定

1趣 旨

義務 教育段階 の小 ・中学校 間で，相互 の連携 を一層促進 し，継続性 や接続 の 円滑化 な

どを図 るこ とに よ り，教員 の児童生徒理解 を深 め，学習指 導，生徒 指導 ，学校 運営 な ど

につ いて改善 を進 める ことが求 め られてい る。

このため，都 道府県教育委員会 との連携 ・協力 の下で ，小 ・中学校連携 教育 の在 り方

等 につ いての実践的 な研究 を行 うことに よ り，今後 の小 ・中連携 教育 の推 進 に資す る。

2事 業の委嘱

（1）委嘱 を受 け よ うとす る都 道府県教 育委員会は，別紙様 式 に よ り，国立教育政策研 究

所に提 出す るもの とす る。

（2） 国立教育政策研 究所 は，上記 （1） に よ り提 出のあ った 内容 を審査 し，本事業 の委

嘱が適 当 と認 めた場合 ，別 途定 める実施計 画書 の提 出 を求 める。

（3） 国立教 育政 策研 究所 は，上記 （2） に よ り提 出のあった実施計 画書 が適切 で ある と

認 めた場合， 当該都道府 県教育委員会 に対 し実践研究 を委 嘱す る。

3研 究期 間

原則 と して2か 年 とす る。

4実 践研究 を行 う都道府県数

5都 道府 県程度

5実 践研究課題

都道府 県教育委員会 は，以下 の観点 を踏 ま えて具体的な実践研 究課題 を設 定 し，小 ・

中学校 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 うもの と

す る。研 究 に当たっては，小 ・中連携 に留意 した学校運営 の改善 に も配慮す るもの とす

る。

（1） 学 習指導 （各教科 ，道徳 ，特別 活動及び総合的 な学習 の時間） に関す る改善

（2） 生徒指 導に 関す る改善

（3） そ の他特 に必要 な研究課題

6事 業の運 営等

（1）委嘱 を受 けた都 道府県教育委員会 は，国立教育政策研 究所 と密接 な連 携 を と り，そ

の援助 と助 言 を受 けて実践研究 を行 うもの とす る。

（2）委嘱 を受 けた都 道府 県教 育委員 会は，1又 は複数 の市町村 におい て学校 の協力 を得

て行 うもの とす る。 （この場合 ，実践研 究に協力す る学校 を 「実践研 究協力校 」 とい

う。以 下同 じ。）
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（3）委嘱 を受 けた都道府 県教育委 員会 は，実践研 究 を円滑 に進 め るた めに，学識 経験者 ，

PTA関 係者及 び実践研 究 協力校 教職員等 か らな る小 ・中連携教育研 究会議 を設 け る

もの とす る。

（4）委嘱 を受 けた都道府 県教育 委員 会 は，上記5に よ り設定 した実践研 究課題 に即 して，

実践研 究協力校 にお ける研 究着 手前の実態及び 実践研 究の成 果 の的確 な把握 を行 うも

の とす る。

（5） 市町村 教育委員会 は，実践研 究 を円滑に進 め るた め，PTA関 係者及 び実践研究協

力校教職員 等か らな る市町村研 究委員 会 を設 ける もの とす る。

（6） 国立教 育政策研究所 は，本 事業 の円滑 な実施 に資す るた め，連 絡協議会並 び に研究

協議会 を開催 す る。なお，研 究協議 会は成 果 の普及 のために公 開 とす る ことも検討す

る。

7報 告書等 の提 出

（1） 実践研 究協力校 は，当該市 町村 におけ る研 究体制 を整備 し，計画 的，継 続的 に研 究

を進 め るために，各年度 の初 めに実施計画書 を，各年度の終 わ りに研究成果 報告書 を

都道府 県教育委員会 に提 出す るもの とす る。

（2）委嘱 を受 けた都道府 県教 育委 員会 は，当該教 育委 員会や実践研究協力校 の実施計画

書及 び研 究成果報告 書 を と りま とめ，国立教育政策研 究所 に提 出す る もの とす る。

なお，研 究成果報 告書 につ いては，第1年 次 の終 了時に 中間報告書 を，研 究の終 了

時に最終 の報告書 を提 出す る もの と し，これ らの様式 ，その他必 要な事項 につ いては，

国立教 育政策研 究所 か ら別途連絡す る もの とす る。

8成 果の普及

（1）研 究成 果報告 書につ いては，国立教 育政策研 究所 にお いてその集録 を編集 し，書籍，

イ ンターネ ッ ト及 びそ の他 の媒体 によ り公表す るこ とがで きるもの とす る。

（2）委嘱 を受 けた都道府 県教 育委員会 と実践研究協力校 は，地域や 学校 の実態 に応 じて，

成果発 表会 ，公 開授 業 ，研修 会等 の開催 ，イ ンターネ ッ トに よる情報提供 な どの取組

を実施 す るこ とに よ り，本事 業の成果 を他校 や他地域 と共有 し成 果の普及 を図 るよ

う，積 極的 な情報提 供 を行 うもの とす る。

9経 費

（1） 国立教 育政策研究所 は，予算の範囲内で，各年度毎 に研究 に必要 な所 要額 を都道府

県教育委員 会か らの請 求 に基づ いて支払 うもの とす る。

（2）委嘱金 の支払い の対象 となる経費及び各経費 項 目への配分額は，実施 計画書の とお

りとし，変 更す る場合 は あ らか じめ国立教育政策研 究所 に報告 し，その指示 を受 ける

もの とす る。ただ し，各経 費項 目にお ける配分額 の変更増減が委嘱金額 の20％ 以 内，

も しくは，5万 円以 内の場合 には， この限 りでない。

（3）委嘱 を受 けた都 道府県教 育委員会は，各年度終 了後速や かに別 途定 める収支精算 書

を，国立教育政策研 究所 に提 出す るもの とす る。

10そ の他

国立教 育政策研究所 は，必 要に応 じ，この事 業の進捗状況及 び経費 の処理 状況 につ い

て，実態調査 を行 う。
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小 ・中連携教育実践研究事業 （平成18・19年 度）推進地域 ・実践研究協 力校一覧

― 平成19年 度 ―

担当官

宮崎 活志 文部科学省初等中等教育局視学官

森嶋 昭伸 文部科学省初等中等教育局視学官

工藤 文三 国立教育政策研究所初等中等教育研究部長

田村 学 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

安野 功 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

岡 陽子 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

杉田 洋 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

大熊 信彦 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

添野 龍雄 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

この研究報告書を刊行するにあたり、平成20年4月1日 から関わった担当官

日置 光久 文部科学省初等中等教育局視学官

三好 仁司 国立教育政策研究所生徒指導研究センター総括研究官
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