
別紙１

平成２４年度魅力ある学校づくり調査研究事業実績報告書

都道府県・指定都市教育委員会名〔千葉県八街市教育委員会〕

平成２４年４月６日から平成２５年３月２５日まで１ 事業実施期間

２ 拠点校及び連携校

区 分 学 校 名 学級数 児童生徒数

八街市立八街中学校 ６２７拠点校（中学校） ２２（４）

八街市立八街東小学校 ８２７連携校 ３２（６）

八街市立八街北小学校 ３３７（拠点校中学校区 １４（２）

内の小学校） （ ）

（ ）

※学級数の（ ）には、特別支援学級数を内数として記入

※学級数及び児童生徒数は平成２４年５月１日現在で記入

３ 意識調査（アンケート共通項目）

学 学 実施 児童 ア 学校が楽しい イ みんなで何か ウ 授業に主体的 エ 授業がよく
校 年 時期 生徒数 をするのは楽しい に取り組んでいる わかる
種 等 （人）

２ ３ ４ １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４１ ２ ３ ４ １

528 38.4 41.3 14.4 5.9 50.3 34.3 11.4 4.0 28.4 49.1 18.7 3.8 28.6 48.5 17.3 5.6全学 第１回

543 39.6 41.1 12.3 7.0 51.7 35.0 8.5 4.8 32.2 51.0 13.8 3.0 22.6 51.5 18.5 7.4年計 第２回

181 19.9 6.6 38.0 41.9 15.6 4.5 25.4 49.2 23.2 2.2 24.2 48.9 21.3 5.6中 ３ 第１回 27.1 46.4
187 12.8 8.6 52.4 34.8 8.0 4.8 34.4 53.2 8.6 3.8 22.5 49.2 21.9 6.4学 第２回 36.9 41.7

45.5 37.7 25.7 48.2 19.6 6.5 22.6 45.3 23.3 8.8校 ２ 第１回 167 11.4 5.4 51.2 33.5 11.0 4.3

47.1 36.2 37.0 45.1 15.0 2.9 24.9 51.4 12.7 11.0第２回 174 9.2 7.5 55.2 29.3 9.2 6.3

43.1 39.8 11.6 5.5 61.5 27.5 7.7 3.3 33.9 50.0 13.3 2.8 38.0 51.1 8.2 2.7１ 第１回 180

35.2 45.1 14.8 4.9 47.8 40.7 8.2 3.3 25.3 54.4 18.1 2.2 20.4 54.2 20.4 5.0第２回 182

387 68.3 25.6 5.0 1.1 38.8 45.7 13.1 2.4 50.3 38.0 10.1 1.6高学 第１回 54.8 32.3 9.3 3.6

393 68.1 24.5 5.6 0.8 34.7 51.9 10.8 2.6 49.0 41.4 7.5 2.1小 年計 第２回 58.0 30.4 8.5 3.1
172 63.5 30.0 5.3 1.2 35.8 40.6 20.6 3.0 49.7 37.7 10.2 2.4学 ６ 第１回 50.6 36.6 8.7 4.1

175 61.1 29.7 6.9 2.3 24.6 58.9 13.1 3.4 45.1 45.7 6.9 2.3校 第２回 52.0 34.9 9.1 4.0
215 72.1 22.1 4.8 1.0 41.1 49.8 7.2 1.9 50.7 38.3 10.0 1.0５ 第１回 58.1 28.8 9.8 3.3

218 73.7 20.3 4.6 1.4 43.0 46.2 8.9 1.9 52.1 38.0 8.0 1.9第２回 62.9 26.8 8.0 2.3
※小学校は、連携校の合計

※実施時期の第１回は５月ころ、第２回は１２月ころに実施したもの

（年度当初に設定したもの）４ 課題・目標・取組

自分に自信がもてず，人間関係づくりも苦手なため，授業や諸活動への意欲をもつ課題
ことができない児童生徒が多い。

異年齢での活動，授業の改善，地域との連携により，児童生徒が期待をもって登校目標
し，満足感をもって下校ができる学校を創造する。

幼小中高連携の機能を活用して，仲間づくりや花と歌声を育む活動，学び合いの授取組
業，子どもを主体とした諸活動を実践する。



５ 重点推進事項（第１回意識調査結果を踏まえ設定したもの）

小・中共通〕〔

受け身の授業から，児童生徒主体の『学び合い』の授業展開へ改善。①

「黙働清掃」の取り組みを中心に，小中の生活連携の強化。②

児童生徒の存在感，自己有用感を育むために，小中交流を推進。③

〔小学校〕

児童主体の『学び合い』の授業を発達段階に応じて推進。④

存在感，自己有用感を育む。⑤幼小交流，小中交流，異学年交流を等して

⑥校内の歌声交流会を企画し，歌声活動を活発にし，絆づくりを推進。

〔中学校〕

学習ルールを徹底し，受け身の授業から生徒主体の『学び合い』の授業へ改善。⑦

行事等への兄弟学級の取り組みを通して，絆を深め，やる気と自信を育む。⑧

，良さを認め自信をもたせる。⑨生徒会や部活動等を生徒主体の活動にしていき

６ 意識調査結果の分析と考察(第２回意識調査結果を踏まえて）

成 果 成果があがったと考えられる主な理由

「学校が楽しい 「授業 ・児童生徒が主体的に学習に取り組めるように 『学び合い』の」 ，

に主体的に取り組んで 学習形態を取り入れてきたことで，主体的に取り組む児童生徒

いる」については，小 が増えてきたと考えられる。

中共に１回目よりもポ ・小中歌声交流会の実施や校内歌声交流会（小学校 ，合唱コン）

イ ン ト ア ッ プ し て い クール（中学校）の実施等，絆づくりの場を設ける取り組みを

る。 してきたことで 「学校が楽しい」ととらえる児童生徒が増え，

てきたと考えられる。

課 題 課題として残ったと考えられる主な理由

「授業がよくわかる」に ・授業に主体的に取り組む生徒が増え，中２・中３は授業内容も

， 。ついては，中２・中３は よくわかる生徒が増えてきたが 中１はやや下がってしまった

伸びてきたが中１が下が 授業への主体的な取り組みが理解と連動していくように，今後

ってしまった。 工夫していきたい。

「みんなで何かをする ・６年生の中学校への不安を解消するために，小中歌声交流会や

のは楽しい」は，６年生 交流授業，部活動体験などを行って中学校生活への希望や期待

が下がってしまった。 がもてるようにしてきたが，新しい中学校生活への不安は全て

解消とはならない。中１ギャップ解消の手立てをさらに工夫し

ていく。

７ １年間の調査研究の成果と課題

① 小中の学習連携で受け身の授業から，児童生徒主体の『学び合い』の授業へ

○小中共に『学び合い』の学習形態を取り入れ，児童生徒主体の授業をめざし

て展開するようになり 「授業に主体的に取り組む」児童生徒が増えてきた。，

●机の配置をコの字型にしたり，４人グループを取り入れたりして『学び合い』

の学習形態はできてきたが，形態だけで内容は一斉である授業も多く，まだ



学級が「学びの共同体」となっていないところが多い。

② 小中の生活連携が確かなものになりつつある。

○小中共に「黙働清掃」をめざして取り組んできた。小学校ではかなり定着し

てきている 「清掃・給食・朝の読書」について，小中共通のマニュアルを作。

成しつつある。

●小学校で身につけた良い習慣が，中学校で崩れてしまうことがあるので，生

活連携をより確かなものにして，継続できるようにしなくてはならない。

③ 小中交流を絆づくりの場としていき，児童生徒の存在感，自己有用感を育む。

○小中歌声交流会や部活動体験，中学校職員の出前授業等を通して，児童生徒

の交流や教師と児童の交流を深め，６年生が中学校生活への希望や期待をも

てるようにしてきた。６年生の中学校生活への不安が解消してきたことで，

中１の不登校が大きく減少した。

●小中交流が双方にとってより効果的なものとなるように，拠点校・連携校の

３校で日程の調整や事前・事後の指導等をさらに工夫していく必要がある。

８ 次年度の重点推進事項

小・中共通〕〔

①小中の学習連携を確かなものにしていく。＜児童生徒主体の『学び合い』＞

②小中の生活連携を確かなものにしていく。＜[清掃 給食 朝の読書]の共通化＞, ,

③絆づくりの場となる小中交流を推進。＜歌声交流・部活動交流・授業交流＞

〔小学校〕

①発達段階に応じた『学び合い』の授業展開で，学級を「学びの共同体」に。

②幼小交流，小中交流，異学年交流を通して存在感，自己有用感を育む。

③学級の歌声活動を活発にし，校内の絆づくりの場として歌声交流会を開く。

〔中学校〕

①学習ルールを徹底し受け身の授業から生徒主体の『学び合い』の授業に改善。

②行事等への兄弟学級の取り組みを通して，絆を深め，やる気と自信を育む。

③生徒会や部活動等を生徒主体の活動にしていき，良さを認め自信をもたせる。

９ 取組の実施状況

（１）月別実施内容

実施状況 実施状況月 小学校の主な実施内容 中学校の主な実施内容

４月 ○ ○第１回市教委指導主事訪問 魅力ある園・学校づくり調査研究事業（全学級参観）

研究組織作成＜毎月実施していく＞

○第１回幼小中連絡協議会（事業担当者）

＜毎月実施していく＞

○第１回八街中学校区全体研修会

（幼小中全職員）

○第１回幼小中連携担当者会議

＜隔月実施＞

○「合同体育・合同音楽」（兄弟学級）

＜毎月実施していく＞

○第１回連絡協議会参加

（東京都：各小中事業担当者）



○第１回市教委指導主事訪問

（全学級参観）＜毎月実施していく＞

５月 ○ ○第１回意識調査 第１回意識調査（各小学校５，６年） （全校生徒）

○ ○幼・小，小・小連携会議 第１回魅力ある学校づくり調査研究委

（幼小事業担当者）＜毎学期始めに実施＞ （事業担当者，学識経験者参加）員会

（東小５，６年） ＜学期 回実施＞わくわく体験教室 ○ 1

○ ○第１回市販の検査実施 小中歌声交流会打合せ会議（八街東小全学級）

（東小） （事業担当者/音楽/生徒会）『学び合い』の授業づくり研修 ○
○ ○花植え活動 花植え活動（各小高学年）順次中→低へ （３年）順次２→１年へ

○ △第１回幼小交流 第１回歌声交流会実行委員会（東小２年 第１幼稚園へ） （小中代表,

児童・生徒）６月実施

○第２回八街中学校区全体研修会

（幼小中全職員）

△魅力ある園・学校づくり調査研究事

業についてホームページにアップ（毎

６月実施月更新予定）

６月 △ ○歌声交流会の合同練習 学び合いの授業づくり研修会7月実施

（各小６年：中学校有志合唱部指導） (学級活動 連携校参観)/

○ ◇授業研究会 『学び合い』先進校視察研修（東小：拠点校・連携校参観）

○ △授業研究会 歌声交流会の合同練習（北小：拠点校・連携校参観） （各小へ：中学校

合唱部派遣）7月実施

◇東日本大震災サポートツアー

（生徒会，３年有志）１．２年は 月10

○「花ロード八中」プランターづくり

（地域住民，３年奉仕委員会）

７月 ○ ○東っ子塾 １学期いじめ調査（（東小５，６年） 学期末実施）

× ○北っ子塾 第１回授業評価（北小５，６年） （学期末実施）

○ ○１学期いじめ調査 第１回相互授業参観（全児童：学期末実施） （連携校参加）

○ ◇第１回授業評価 『学び合い』先進校視察研修（全児童：学期末実施）

８月 × ◇地域リーダースクール東塾 『学び合い』についての校内研修会

○（東小５，６年） 第３回八街中学校区全体研修会

（幼小中全職員）

×歌声交流会の合同練習（中高吹奏楽部)

９月 × ○運動会 花植え活動（各小学校へ卒業生参加） （３年）順次２→１年へ

× ×運動会 運動会(第一幼稚園 卒業生参加） （各小学校６年生を招待）/

○ ◇花植え活動 『学び合い』の授業実施についての（各小高学年）順次中→低へ

プレゼンテーション（全校集会で）

10月 △ ○歌声交流会の合同練習 『学び合い』の授業づくり研修会

△（各小６年：中学校合唱部指導）１１月実施 歌声交流会の合同練習 １１月実施

（各小へ：合唱部派遣）

○第２回歌声交流会実行委員会

（代表児童・生徒）

◇東日本大震災サポートツアー

( 年有志 名参加)1,2 50

11月 ○ ○中間発表会 魅力ある学校づくり調査研究事業ブロ(幼小中授業公開）

（千葉市：事業担当者第２回幼小交流（公開） ック協議会参加○
○（第一幼稚園年長組，東小２年と交流） リーフレットの作成完了

○ ○「しあわせ響く歌声交流会 （公開） 「魅力ある学校づくり調査研究事業」」

（東小・北小６年生八街中へ） (授業展開，歌声交流会，中間発表会

全体会，幼小中全職員）

○幼中交流（公開）

○中高交流（公開）中高職員でＴ・Ｔ授業

12月 ○ ○第２回意識調査 第２回意識調査（各小学校５，６年） （全校生徒）

○ ○２学期いじめ調査 ２学期いじめ調査（全校児童） （全校生徒）

× ○東っ子塾，北っ子塾 第２回授業評価（東小・北小５，６年 （全校生徒）

× ◇地域リーダースクール東塾 職員アンケート調査（幼小中全職員）(東小５，６年)



１月 ○ ○生活指導連携会議 『学び合い』の授業づくり研修会(高学年職員 事業担当),

（６年：事業担当者） （５年目までの職員：連携校参観）家庭教育学級 ○
○ ○花植え活動 花植え活動（各小高学年）順次中→低へ （３年）順次２→１年へ

２月 ○ ×中学校での部活動体験 第３回意識調査（全校生徒）

○（各小６年，八街中学校へ） （全小中）第３回授業評価

× △第３回意識調査 交流授業（各小学校５，６年） (中学校で６年生への授業)３月

○ △家庭教育学級(第一幼稚園年長組：事業担当 小中連絡会議(小６担任と中学校職員)３月

△ ○第２回市販の調査 第２回連絡協議会参加（東小 全学級） 月実施, 10

(年長組と東小１年と交流） （東京都：各小中事業担当者）第３回幼小交流 ○
３月 ○ ○送る会 卒業式での合唱発表 ３学期いじめ調査/ (園・各小) （全校生徒）

○ ○３学期いじめ調査 予餞会・卒業式での合唱発表（全校児童）

○ ○第３回授業評価 一日体験入学（全校児童） （各小６年が授業等体験）

○ ○一日体験入学 研究のまとめ(各小６年：八中へ） （事業担当者）

（２）重点推進事項の実施状況

①児童生徒主体の授業をめざし 『学び合い』の学習形態を取り入れてきた。順次先進，

校視察を実施し，数学科の職員がリーダーとなり，

全教科で『学び合い』の学習形態（コの字型や４人

グループ）を取り入れてきた。９月の全校集会で，

全校生徒に『学び合い』についてのプレゼンテーシ

ョンを実施した。生徒にも好評で，意識調査の「授

業に主体的に取り組んでいる」が，小中共に５月の

意識調査よりもポイントアップしてきている。

③１１月２２日に「魅力ある学校づくり調査研究事業」の中間発表会を行い，５校時

に幼小中学校で授業公開。６校時に絆づくりの場と

して八街中学校の体育館で「しあわせ響く歌声交流

会」を実施した 「歌で心をつなげよう」をスロー。

ガンに，統一テーマ曲『明日へ』を吹奏楽部の伴奏

で，八街東小・八街北小の６年生と八街中の生徒全

員で合唱した。総勢８５０名以上の大合唱が会場い

っぱいに響き渡った。実行委員の児童生徒の司会進行で歌声交流会が進められ，６

， 。 ，年生にとっては中学校への親しみやあこがれ 入学への期待につながった 今後も

八街中学校区の小中連携の絆づくりの場として継続していきたい。

⑤八街北小学校では，絆づくりを目的として，縦割り

班による異学年交流を行ってきた。毎月１回程度，

業間休みをふれあいタイムとして，縦割り班での遊

。 ，びを通して交流を深めている ６年生をリーダーに

。活動の計画から実践活動まで児童主体で行っている

全校児童によるふれあい集会も行っており，この集

＜八街北小＞会も児童が主体となって企画運営を行っている。



⑥「絆づくり」の取り組みとして，１２月１８日に「わくわく歌声集会」を企画，実施

した。学年毎に練習してきた合唱を発表し合い，全

校で鑑賞し，感想を交換し合った。全校合唱では，

８３０名の迫力ある歌声が体育館に響き渡った。

学級での朝の歌や学年練習を通して「絆づくり」

が推進でき，全校児童の歌声活動が活性化してきた。

＜八街東小＞

⑧３年生をリーダーに，兄弟学級として「合同体育 「合同音楽」を実施している。運」

動会に向かっての練習では，３年生の応援団長を中

心に兄弟学級の１～３年生が，６色の色ごとに応援

練習を行った。兄弟学級のチームワークを競い合う

ことで，生徒の絆がより深まった。

合唱コンクールに向けての合唱練習でも，兄弟学

級が合同練習をもち，先輩学級が手本を示し，３年

生が自信を深めることができた。

⑨今年度の「小中連携 部活動交流会」を２月１５日に八街中学校で実施した。八街

東小・八街北小の６年生を招いて，部長会による部

活動紹介の後に，希望する２つの部活動を体験して

もらった。右の写真は英語部の部活動体験を楽しそ

うにしている様子である 「小学生の中学校生活に対。

する不安を期待に変えること 「中学生のリーダーシ」

ップ・思いやりの気持ちを育てること」をねらいと

して実施している。部活動体験交流を通して，小中の絆が深まった。

10 事業担当者の活動

（１）活動内容
実施要項の該当箇所 活 動 内 容

事業組織の構築，年間活動計画作成
活動内容の周知徹底・実践指示，幼小中高の連絡調整４（１）事業全般
連携校の事業担当者との連絡調整
連携校の事業担当者と生活連携の進捗状況確認<清掃・給食等>

小 連携校の事業担当者と学習連携の進捗状況確認<学び合い>・中連携
連携校の事業担当者と環境連携の進捗状況確認<花と歌声>４ ２（ ）
連携校を訪問し，生活連携の進捗状況確認と連絡調整

小・小連携 連携校を訪問し，学習連携の進捗状況確認と連絡調整
連携校を訪問し，環境連携の進捗状況確認と連絡調整
意識調査内容の吟味・用紙作成・集計・分析
チェックシートの記入内容の確認４（３）データ収集、
分析結果の活用計画立案・実践指示分析等
取り組みについての職員アンケート（拠点校・連携校）作成
アンケート結果の評価・意見集約・活動の見直し４（４）取組の評価
次年度の計画立案にアンケート評価・意見を活用
活動の進捗状況を職員（拠点校・連携校）に周知
「魅力ある学校づくり」公開研究会の企画立案・運営４（５）資料作成、
ホームページの更新，リーフレットの見直し・作成広報等



（２）事業推進上の成果と課題

＜成果＞

・児童生徒主体の『学び合い』の授業へ小中の学習連携ができてきた。

・小中の生活連携（清掃・給食・朝の読書等）ができてきた。

・小中の環境連携（花と歌声）ができてきた。

・絆づくりの場として小中歌声交流会や部活動体験を実施できた。

＜課題＞

・活動が多岐にわたってしまい焦点化できなかった。

・ 学び・自立・共生」の３つの分科会の組織が十分に機能しなかった。「

・小中交流・連携はかなりできてきたが，小小連携が十分にできなかった。

・事業の進捗状況等を職員（拠点校・連携校）に周知してきたつもりであった

が，周知徹底が十分でなかったこともあり全職員を活動に巻き込めなかった。

11 教育委員会の取組

（１）市町村教育委員会

〔重点推進事項〕

・指導主事による学校訪問の機会を活用し，小中連携，小小連携を推進してい

くための指導・助言，事業のねらいや取組についての周知を図る。

〔成果と課題〕

○定期的に学校訪問（授業参観）を実施し，授業改善への指導・助言ができた。

○事業のねらいや取組についての周知を図り，共通実践が徐々にできてきた。

●研究組織が上手く機能しなかったので，事業担当者の負担が大きかった。

●学校間・学年間・教師間の意識・認識に温度差があった。

〔次年度の重点推進事項〕

・学校訪問（授業参観）を活用し 『学び合い』の授業改善への指導・助言。，

・各校における目標の意識化と共通実践の推進。

（２）都道府県教育委員会

〔重点推進事項〕

・小中交流・連携による，児童生徒主体の学習形態定着に向けた支援。

・不登校解消にため，あらゆる教育活動における児童生徒の自尊感情や自己有

ようかんを育む場づくりへの支援。

〔成果と課題〕

○授業改善や諸活動をとおして，徐々に児童生徒の主体的活動が行われるよう

になってきている。

○長欠児童生徒数について，高止まり傾向にあるが，前年度同月比で，新規不

登校児童生徒数は減少傾向を示している。

●児童生徒主体の学習活動による「わかる授業」の展開が十分に行われなかっ

た。

●不登校児童生徒数の減少のために，連携校相互の取組が十分ではなかった。



〔次年度の重点推進事項〕

・意識調査、実態調査による取組方法の修正に対する支援。

・定期的な拠点校・連携校の訪問と教育活動への支援。

・小小交流・連携を発達段階に応じて実施できるよう，授業・行事改善に向け

た支援の継続。

12 「魅力ある学校づくり調査研究委員会」

（１）構成

所 属 人数 備 考（主な職名等）

千葉県教育委員会 １ 事業担当指導主事

八街市教育委員会 ２ 学校教育課長，事業担当指導主事

八街市立八街中学校 ４ 校長，教頭，生徒指導主事，事業担当者

八街市立八街東小学校 ３ 校長，教頭，事業担当者

八街市立八街北小学校 ３ 校長，教頭，事業担当者

八街市立八街第一幼稚園 ３ 園長，教頭，事業担当者

（２）事業推進上の成果と課題

＜成果＞

・研究組織，年間活動計画，研究構造図，ホームページ，リーフレット，中間

発表会等について事業推進上重要な事項について研究委員会で検討してきた。

・県教委，市教委の事業担当指導主事の訪問指導をほぼ毎月実施することで，

活動内容についての支援 指導 助言をしてもらい研究委員会で報告してきた。, ,

・意識調査やアンケート結果について その都度活動の見直し研究委員会で報告し，

をしていくことができた。

＜課題＞

・研究委員会の開催が学期に一回ほどしか持てなかった。次年度は２ヶ月に一

回は開催していきたい。

・拠点校と連携校で温度差ができてしまった面がある。同じ意識で活動が推進

できるように研究委員会で呼吸を合わせていきたい。

13 作成資料等

○八街中のホームページに「魅力ある学校づくり」コーナーをアップ 毎月更新,

○「中間発表会」の案内（１１月２２日開催の「中間発表会 ）」

○リーフレット（１１月２２日開催の「中間発表会 ）」

○資料入れの封筒（１１月２２日開催の「中間発表会 ）」

○各校「学習指導案 （１１月２２日開催の「中間発表会 ）」 」

○「しあわせ響く歌声交流会」用パンフレット（１１月２２日「中間発表会 ）」

○全体会でのプレゼン用資料（１１月２２日開催の「中間発表会 ）」



（※本事業に関連するものがあれば、ご紹介ください ）14 関連ＵＲＬ 。

ymt.hs.plala.or.jp/yachi.yachi-j八街市立八街中学校

/

【問い合わせ先】※都道府県・政令指定都市教育委員会担当者

千葉県教育庁教育振興部指導課 ０４３－２２３－４０５４所属 電話

指導主事 伊世 亮 いせ りょう職名 氏名 よみがな


