
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〔秋田県教育委員会〕 
 

１ 事業実施期間   平成２４年４月６日から平成２５年３月２５日まで 

 
２ 拠点校及び連携校 

区分 学校名 学級数 児童生徒数 

拠点校（中学校） 湯沢市立湯沢南中学校 １３（３） ３４８ 

連携校（拠点校中学校区内

の小学校をすべて記入） 

湯沢市立湯沢西小学校 ２０（２） ５３９ 

湯沢市立三関小学校 ７（１） ８１ 

  ※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） 

 
  ※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 
 
４ 課題・目標・取組（年度当初に設定したもの） 

課題 周囲への依存傾向が見られたり、集団の中に居場所を見出せなかったりする児童生

徒がおり、学習や人間関係に不安を抱えている。 

目標 見通しと振り返りを基にした達成感のある学習等を通じ、協力し合いながら、互い

に楽しく学校生活を営むことができる児童生徒の育成。 

取組 小・中連携を軸に、明確な見通しと確かな振り返りを基にした達成感のある学習及

び児童生徒が相互に触れ合う活動を推進する。 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

第１回 343 56.3 33.5 7.6 2.6 66.2 26.2 6.4 1.2 38.8 49.0 10.5 1.7 32.7 54.8 10.5 2.0

第２回 342 47.7 42.7 7.9 1.8 60.2 33.0 5.3 1.5 29.2 58.2 10.5 2.0 22.8 55.8 19.6 1.8

第１回 134 47.8 38.8 7.5 6.0 61.2 27.6 8.2 3.0 35.1 46.3 15.7 3.0 23.1 59.0 13.4 4.5

第２回 134 47.8 43.3 6.0 3.0 59.7 32.8 6.0 1.5 32.8 53.7 11.9 1.5 22.4 50.7 23.9 3.0

第１回 110 53.6 32.7 12.7 0.9 60.9 31.8 7.3 0.0 33.6 55.5 10.0 0.9 30.0 60.9 8.2 0.9

第２回 110 48.2 41.8 8.2 1.8 57.3 37.3 3.6 1.8 26.4 60.9 8.2 4.5 20.9 63.6 14.5 0.9

第１回 99 70.7 27.3 2.0 0.0 78.8 18.2 3.0 0.0 49.5 45.5 4.0 1.0 48.5 42.4 9.1 0.0

第２回 98 46.9 42.9 10.2 0.0 64.3 28.6 6.1 1.0 27.6 61.2 11.2 0.0 25.5 54.1 19.4 1.0

第１回 209 77.5 19.1 2.9 0.5 88.5 11.5 0.0 0.0 53.6 41.6 4.8 0.0 67.9 28.7 3.3 0.0

第２回 209 70.8 27.3 1.9 0.0 82.8 16.3 1.0 0.0 55.5 40.7 3.8 0.0 65.1 31.1 2.4 1.4

第１回 100 75.0 19.0 6.0 0.0 83.0 17.0 0.0 0.0 52.0 43.0 5.0 0.0 62.0 36.0 2.0 0.0

第２回 99 69.7 28.3 2.0 0.0 80.8 19.2 0.0 0.0 58.6 40.4 1.0 0.0 64.6 34.3 1.0 0.0

第１回 109 79.8 19.8 0.0 0.9 93.6 6.4 0.0 0.0 55.0 40.4 4.6 0.0 73.4 22.0 4.6 0.0

第２回 110 71.8 26.4 1.8 0.0 84.5 13.6 1.8 0.0 52.7 40.9 6.4 0.0 65.5 28.2 3.6 2.7
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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〕 

① 明確な見通しと確かな振り返りを基にした「わかる授業」への授業改善を図る。 
② 自分の考えを表現したり、他の意見を聞くことで考えを深めたりすることができる児童生

徒を目指し、「話合い」や「学び合い」の充実を図る。 
③ 常時活動の中に「児童生徒がほめ合う」「児童生徒が認め合う」「教師がほめる」などの場

面を意図的につくり、自己有用感や自尊感情の醸成を図る。 
 

〔小学校〕 

④ 規模の異なる小学校の児童が、中学入学後に、互いにストレスを感じないよう合同の制作

活動や授業の場を設け、スムーズに中学校生活が送れるようにする。 

 

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 

・全項目において肯定的な回答 

が高い値で推移した。  

・中３の項目ア、イ、ウの肯定 

的な回答の割合が上昇した。 

・中２の項目ア、イの肯定的な 

回答の割合が上昇した。 

・小６の項目ア、ウ、エの肯定 

的な回答の割合が上昇した。 

・授業改善、児童生徒主体の学校行事や異学年交流を通じ、活動意

欲が喚起され、自己有用感の高揚につながった。 

・学級や学年の活動の充実を通じた友人との関係づくりにより、学

級･学年での所属感等が高まる取組となった。  

・課題やめあてを明確化した授業、グループ学習等による学び合い

の充実により、学習の達成感を向上させることができた。 

・拠点校教員の連携校への派遣により、教員間や教員と児童との関

わりを良好に保ちながら授業実践ができた。 

 

課  題 課題として残ったと考えられる主な理由 

・小･中全学年で項目イの「当て 

はまる」の割合が下降した。 

・中学校全体で項目エの肯定的 

な回答が下降した。 

・中３の項目エの肯定的な回答 

が下降した。 

・中２の項目ウ、エの肯定的な 

回答が下降した。 

・中１の全項目で肯定的な回答 

が下降した。 

・小６の項目アで肯定的な回答 

は上昇したが、「当てはまる」 

のポイントが低下した。 

・小５で全項目の「当てはまる」 

のポイントが低下した。 

・「学ぶこと」の意義を考えさせる機会の不足から、授業準備の学

習(予習や復習等）、学習規律の徹底が不十分な面があった。 

・年度前半、課題やめあてを明確化した授業づくり、グループ学習

等による学び合いの充実などの取組が不十分であった。 

・話合いや学び合いの中で個の考えをもたせたり深めたりするな

ど、個を生かす手立てが不十分であった。 

・学習と部活動の両立への支援や指導が不足していた。 

・クラス編成後の学級づくりに時間がかかってしまった。 

・入学後の学級づくりに時間がかかり、生徒相互の協力関係がうま

くいかず、生活や学習に円滑に取り組めない面があった。 

・協力し合うことやリーダーへの負担感を感じ、認められる機会も

十分でなかった。 

 

・「認められる」「ほめられる」場面が不十分で、自己有用感の高ま

りが乏しい。 

 
７ １年間の調査研究の成果と課題 

① 明確な見通しと確かな振り返りを基にした「わかる授業」への授業改善を図る。 
○ 児童生徒主体の学習で、「授業がわかる」意識を高めることができた。 

（課題やめあてを明確化した授業を展開することで、児童生徒の主体的な学習へと変化を

遂げてきた。その結果、小６では「授業がよくわかる」児童が増加し、中学校全体、小

学校高学年全体でも肯定的な回答が高い値で推移している。） 

● 学年により「授業がわかる」意識に差が見られた。 

（小５、中１、中２で調査項目エ「授業がよくわかる」に「当てはまる」と回答した児童

生徒が減少した。活用的な学習への対応の不足、自力解決する場面の不足、学習内容を

定着させる手立ての不足が要因として考えられる。） 

 
② 自分の考えを表現したり、他の意見を聞くことで考えを深めたりすることができる児童生徒

を目指し、「話合い」や「学び合い」の充実を図る。 



○ 主体的に授業に臨む児童生徒の姿が見られ、意識調査も好結果を維持できた。 

（小６・中３では、ペア学習やグループ学習による話合いや学び合いを充実させたことで

授業が活性化し、主体的に授業に臨む児童生徒の姿につながったと考えられる。中学校

全体、小学校高学年全体を見ても、肯定的な回答が高い値で推移している。） 

● 小５・中１・中２に主体的な学習意欲の低下傾向が見られた。 

（小５、中１、中２では、「認められる」「ほめられる」場面の不足が要因として挙げられ

る。学習規律の定着も不十分な面があり、自信がもてない、周りの視線が気になる等の

理由から、授業に主体的に取り組む児童生徒が減少したことが考えられる。また、協力

し合うことに負担感を感じている児童生徒も見受けられた。） 

 
③ 常時活動の中に「児童生徒がほめ合う」「児童生徒が認め合う」「教師がほめる」などの場面

を意図的につくり、自己有用感や自尊感情の醸成を図る。 
○ 学校を楽しいと感じている児童生徒の割合が高い数値で推移した。 

（学校行事や異学年交流、学級・学年での活動を通じ、互いに認め合う場面を意図的に作

り出すことができた。その結果、グループや学級・学年の雰囲気のよさを感じ、学校が

楽しいと肯定的に捉えている児童生徒数が高い割合になっていると考えられる。） 

●「学校が楽しい」と強く感じている層の減少傾向が見られる。 

（小５、小６、中１、中２では、難しくなった学習への対応、学習規律に対する意識の緩

み、学級や部活動（スポ少）での人間関係の問題等により、「学校が楽しい」と強く感

じている児童生徒が減少してきたと考えられる。） 

 
④ 規模の異なる小学校の児童が、中学入学後に、互いにストレスを感じないよう合同の制作活

動や授業の場を設け、スムーズに中学校生活が送れるようにする。 
○ 不安感を払拭し、中学校入学への期待感を高めることができた。 

（連携２校の小学校６年生が、合同で制作活動や理科授業を行った結果、話合い・学び合

いの場面が多くなり、協力性や信頼感が生まれ、「みんなと何かをするのは楽しい」と

感じる児童の割合が高くなったと考えられる。） 

 

８ 次年度の重点推進事項 

〔小・中共通〕 

①「学ぶこと」の意義や大切さの理解を深めさせるとともに、自力解決できる力が身に付く手

立てを工夫する。 
② 自分の考えを表現したり、他の意見を聞いたりすることで考えを深めることができる児童

生徒を目指し、「話合い」や「学び合い」の充実を図る。 

③ 明確な見通しと確かな振り返りを基にした「わかる授業」のための授業改善を図る。 

④ 常時活動の中に「児童生徒がほめ合う」「児童生徒が認め合う」「教師がほめる」などの場

面を意図的につくり、自己有用感や自尊感情の醸成を図る。 

 

９ 取組の実施状況 

（１）月別実施内容 
月 小学校で行う主な内容 

実施 

状況 中学校で行う主な内容 
実施 

状況 

４月 
  第１回運営委員会 

第１回部門別会議 
第１回連絡協議会（東京） 

○ 

○ 

○ 

５月 
第１回小･小連絡協議会 
縦割り班活動①(湯沢西小･全学年) 
縦割り班活動①（三関小･全学年） 
縦割り班活動②（三関小･全学年） 

○ 

○ 

○ 

◇ 

第１回小･中連絡協議会 
魅力集会（全学年） 
南風タイム講演会①（全学年） 
人権擁護集会（１年） 
第１回学校生活意識調査［小中合同］ 
第１回生徒による授業評価（全学年） 

○ 

◇ 

○ 

○ 

○ 

◇ 



第２回運営委員会 
南中体育祭（全学年） 

○ 

○ 

６月 
合同授業事前打ち合わせ会① 
縦割り班活動③（三関小･全学年） 
絵灯ろう制作活動(全小･６年)５回 

○ 
○ 
△ 

国立教育政策研究所総括研究官訪問 
拠点校教員の連携校授業への派遣 

［小中合同］３回 
第２回部門別会議 
第３回運営委員会 
第１回魅力ある学校づくり調査研究委員会  

○ 

△ 

 

○ 

○ 

○ 

７月 
縦割り班活動②(湯沢西小･全学年) 
学期末ＰＴＡ（全小） 

○ 
○ 

県教委及び市教委訪問、授業研究会 
（湯沢南中）［小中合同］ 

学期末ＰＴＡ（全学年） 
第１回保護者アンケート［小中合同］ 
第１回学習習慣、生活習慣実態調査 

［小中合同］ 
第２回学校生活意識調査［小中合同］ 
第２回生徒による授業評価（全学年） 
第４回運営委員会 

○ 

 

○ 

× 

× 

 

○ 

○ 

○ 

８月 
  第２回小･中連絡協議会 

「魅力」校内研修 
△ 

◇ 

９月 
合同授業事前打ち合わせ会② △ 第５回運営委員会 

第３回部門別会議 
職場体験学習（２年） 
拠点校教員の連携校授業への派遣 

［小中合同］５回 

○ 

△ 

○ 

○ 

１０ 

月 

縦割り班活動④（三関小･全学年） 
縦割り班活動⑤（三関小・全学年） 

○ 

△ 

南中合唱祭（全小参加）［小中合同］ 
南中祭（全学年） 

○ 

○ 

１１

月 

合同授業（全小・６年） 
第１回中１スタートダッシュ 

アンケート（全小） 
 
 
 
第２回小･小連絡協議会 

○ 

 

○ 

 

 

 

△ 

県教委及び市教委訪問、授業研究会 
（三関小）［小中合同］ 

南風タイム講演会②（全学年） 
県教委及び市教委訪問、授業研究会 

（湯沢南中）［小中合同］ 
ブロック別協議会（千葉） 
第３回小･中連絡協議会 
南ブロック研修会［小中合同］ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

△ 

○ 

１２

月 

縦割り班活動③(湯沢西小･全学年) 
学期末ＰＴＡ（全小） 

○ 

○ 

県教委及び市教委訪問、授業研究会 
（湯沢西小）［小中合同］ 

第３回学校生活意識調査［小中合同］ 
第３回生徒による授業評価（全学年） 
学期末ＰＴＡ（全学年） 
第２回保護者アンケート［小中合同］ 
小学生体験入学［小中合同］ 
第２回学習習慣、生活習慣実態調査 

［小中合同］ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

１月 
第２回中１スタートダッシュ 

アンケート（全小） 
 

△ 

第４回部門別会議 
第６回運営委員会 
リーフレットの完成および配布 

△ 

○ 

△ 

２月 
縦割り班活動⑥（三関小・全学年） 
 
 
 

△ 

 

 

 

秋田県教育研究発表会 
第２回連絡協議会（東京） 
第２回魅力ある学校づくり調査研究委員会  
県教委及び市教委訪問 

○ 

○ 

○ 

○ 



第３回小･小連絡協議会（全小） 
学年末ＰＴＡ（全小） 

△ 

○ 

第４回小･中連絡協議会 
新入生に関わる小中連絡会［小中合同］ 
拠点校教員の連携校授業への派遣 

［小中合同］３回 
第４回生徒による授業評価（全学年） 
学年末ＰＴＡ（全学年） 

△ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

３月 
縦割り班活動④(湯沢西小･全学年) △ 第４回学校生活意識調査［小中合同］ 

第７回運営委員会 
第５回小･中連絡協議会 
新入生１日入学［小中合同］ 
研究紀要の作成と配布 

△ 

○ 

× 

○ 

○ 

（２）重点推進事項の実施状況 
〔小・中共通〕 

① 明確な見通しと確かな振り返りを基にした「わかる授業」への授業改善を図る。 
［重点１：課題（めあて）とまとめの明確化］ 

（ⅰ）『明確な見通し』→何を目指して学習すればよいのかがわかる良質な「課題」や「め

あて」の提示により、軸がぶれない授業構成になる。 

（ⅱ）『確かな振り返り』→目指した学習に到達できているかがわかる「まとめ」を工夫す

ることで、教師と生徒が共に授業の評価ができ、次の授業へのつながりを明確にするこ

とができる。 

      

② 自分の考えを表現したり、他の意見を聞くことで考えを深めたりすることができる児童生

徒を目指し、「話合い」や「学び合い」の充実を図る。   ［重点２：考え・深め合う］ 
（ⅰ）『考えを表現』→児童生徒の実態に即した「考えのもたせ方・表現の仕方」の工夫 

（ⅱ）『考えを深め合う』→他の意見を聞いて理解し、自分の考えと比較し練り合わせるた

めの工夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 常時活動の中に「児童生徒がほめ合う」「児童生徒が認

め合う」「教師がほめる」などの場面を意図的につくり、

自己有用感や自尊感情の醸成を図る。 
［重点３：児童生徒が互いに認め合う場面づくり］ 

（ⅰ）教師の励ましで、子どもたちは元気になる。 

（ⅱ）教師が子どものよさをほめると、自信が生まれる。 

（ⅲ）授業や学級・学年活動、当番活動、係活動、委員会活

動などを通して、『やさしく話そう、あたたかく聞こう』

①「問題」から「課題」を見出す 

②「Let’s型」から「How to型」の課題 

③振り返りやすいまとめ方 

活動 １グループでの話合い  どこの部分を 

２全体での話合い    どのように表現したいか 

〈めあて〉 歌詞や旋律の動きから、表現のしかたを考

えて合唱しよう 

  ↑児童の考えを引き出す発問 

←児童が「話合い」を通し、導き出した

表現の仕方 

全員で取り組む表現の仕方  

①音の伸ばし方と歌詞との関わり方 

②最後のフレーズをゆっくりと 



を合言葉に互いに認め合える児童生徒の姿を求める。 
 

〔小学校〕 

④ 規模の異なる小学校の児童が、中学入学後に、互いにストレスを感じないよう合同の制作

活動や授業の場を設け、スムーズに中学校生活が送れるようにする。 

［小・小連携：絵灯ろう制作活動、理科合同授業］ 

《絵灯ろう制作活動》 

湯沢西小・三関小の６年生全員が集まり、以下の日程で湯沢市の夏祭り「七夕絵

灯ろうまつり」に市内に飾られる絵灯ろうの制作体験をした。（全 10時間） 

《理科合同授業》 

湯沢西小学校６年１組の児童と三関小学校６年の児童が、湯沢西小学校を会場に、

理科の合同授業を行った。【単元：水溶液の性質とはたらき】（全 10時間） 

    
【絵灯ろう制作活動】              【理科合同授業】 

〔中学校〕 なし 

 

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 

４（１）事業全般 

・湯沢市教育委員会との連絡調整及び調査研究推進状況

の報告 
・南風タイム講演会の実施計画作成と推進 
・教務主任や研究主任との日程や研修関係の調整 

４（２） 

小・中連携 

・運営委員会（実務担当者会）、部門別代表者会議及び 
小･中連絡協議会の計画と開催 

・中学校区ブロック研修会の内容の検討と開催 

小・小連携 
・小･小連携担当との連絡調整と共同事業に係わるコー 
ディネート 

４（３）データ収集・分析等 
・意識調査及び各種アンケートの内容の検討 

・各種データ処理・分析と事後の活用の立案 

４（４）取組の評価 
・成果と課題の取りまとめ及び内容の把握 

・課題への対応策案の策定 

４（５）資料作成、広報等 

・秋田県教育研究発表会における研究発表 

・リーフレットの作成 

・研究紀要の作成 

 

（２）事業推進上の成果と課題 

＜成果＞ 
・市教委担当者及び連携校担当者との連絡を緊密に行い、本事業の取組や実務者会議、調査研

究委員会等を、ほぼ年間計画通りに進めることができた。 
・指定３校の全教職員による部門別会議を組織し役割分担を行い、事業を円滑に推進できた。 
・連携校の事業担当者が小小連携事業の企画・運営を行うことで、小･小間の連絡調整が円滑

になり、充実した内容の事業になった。 



・学校生活意識調査のデータ収集がスムーズに行われ、分析及び事後の活用に素早く対応する

ことができた。 
・チェックシートを活用した成果・課題とその要因の分析に時間をかけたことなどにより、充

実した校内研修ができた。 
・リーフレット、生活及び学習習慣表などの作成と配布や、県内の研究発表により、県内学校

関係者及び地域、保護者等に、本事業の取組を知らせ、広めることができた。 
 

＜課題＞ 
・年間を通して連携校への定期的な訪問ができず、連携校の取組の把握が不十分であった。 
・計画の策定が遅れ、スタート時の研究主任や生徒指導主事との打合せが十分ではなく、全教

職員への周知も遅れた。 
・共通理解･共通実践のための手立てが不十分であったため、２学期以降の取組は十分にでき

たが、年間を通じた取組が不十分であった。 
 
11 教育委員会の取組 

（１）市町村教育委員会 

〔重点推進事項〕 

・学校訪問等による事業進捗状況の確認及び事業推進に関する指導 

・不登校の未然防止に向けた市教育委員会主催事業の開催 

 

〔成果と課題〕 

○定期的な訪問により、事業の進捗状況に合わせた指導を行うことができた。 

 ・県教委と連携し、指定校の事業内容に沿って生徒指導と学習指導の両面から指導を行った。   

  学校訪問時には、学校の全職員が参観し、他の指定校職員も参観できる特定授業を設け、

全体協議、指導主事による指導助言を通じて事業の方向性等について共通理解を図った。 

○児童生徒の登校意欲が高まり、事業への保護者の理解も進んだ。 

 ・夏季及び冬季休業終盤に合計５日間、指定校学区内施設を活用して市教委主催による学習

教室を実施した。市内小中学校からのべ６００名の児童生徒が参加したが、そのうち４割

が指定３校の児童生徒だった。児童生徒及び家庭から「宿題が進んでよかった」「生活リ

ズムを休業前の状態に戻すことができた」と好評を得た。 

●意識調査結果の下降傾向 

 授業改善を事業の柱に据えたが成果が十分とは言えない。事業内容に沿った授業展開の定着

に向け、指導を継続していく必要がある。 

●授業における小・中連携 

 年度中盤以降、指定３校の教員が相互に授業を見合う場面が増えたが、まだ十分とは言えな

い。授業改善に向けた共通理解のため教師の学び合いを一層進める必要がある。 

〔次年度の重点推進事項〕 

・一層の授業改善に向けた定期的な学校訪問による指導 

・事業の深化と市内小中学校への成果の発信 

 

（２）都道府県教育委員会 

〔重点推進事項〕 

・事業の趣旨に添った取組が行われるための学校訪問等を通した指導・助言 

・指定地域（学校）の取組が他地区（学校）へ広報されるための指導・助言 

 

〔成果と課題〕 

○定期的な訪問により、事業の進捗状況に合わせた指導・助言を行うことができた。 

○事業推進及びそのための研修や協議を進めることにより、関係教職員の理解が図られ同一の

歩調で研究が進められた。 

○重点推進事項に添った取組を進めることにより、児童生徒の変容が見られた。 

●計画時において児童生徒の実態や意識を十分に把握できなかったため、児童生徒が主体的に



取り組んでいるという意識が十分醸成されなかった（アンケート結果に表出） 

●すでに計画されている自校の研修計画と、本事業の重点実践事項をすり合わせていくことに

苦労し、教職員の十分な理解が図られないまま事業がスタートした。 

 

〔次年度の重点推進事項〕 

・重点実践事項を意識した事業推進のための湯沢市教育委員会及び学校に対する指導・助言 

・事業２年目を意識した事業の深化と県内小中学校への成果の発信のための指導・助言 

 

 

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） 

秋田県教育委員会 ３ 
義務教育課指導主事、南教育事務所指導主事 

南教育事務所雄勝出張所指導主事 

湯沢市教育委員会 ２ 学校教育課班長兼指導主事、指導主事 

湯沢市立湯沢南中学校 ７ 
校長、教頭、教務主任、研究主任、 

生徒指導主事、生徒指導専任、事業担当者 

湯沢市立湯沢西小学校 ５ 
校長、教頭、教務主任、研究主任、 

生徒指導主事兼事業担当者 

湯沢市立三関小学校 ５ 
校長、教頭、教務主任、研究主任、 

生徒指導主事兼事業担当者 

地域住民 ４ 学識経験者１・学校評議員３ 

 
（２）事業推進上の成果と課題 
＜成果＞ 
・「不登校の未然防止」「小規模校から進学する児童のストレス軽減」「学力向上」等、保護者

や地域の願いを確認し、事業展開に生かす場として会議が機能した。 
・授業参観を行い、事業の成果と課題を具体的に理解してもらった上で、次年度の方向性につ

いての提言を得た。 
 

＜課題＞ 
・課題を焦点化した上での協議の実施とそのための時間確保が難しい。 

 
13 作成資料等 

○ 事業リーフレット（１年目の取組） 

○ 平成 24年度研究紀要 

○ 南ブロックプラン「身に付けたい生活習慣」表 

○ 南ブロックプラン「身に付けたい学習習慣」表 

 

14 関連ＵＲＬ 

湯沢南中学校ＨＰ http://www.yutopia.or.jp/~minami/ 
 
【問い合わせ先】※都道府県・政令指定都市教育委員会担当者 

所属 秋田県教育庁義務教育課 電話 ０１８－８６０－５１４８ 

職名 指導主事 氏名 田 口 武 美 よみがな たぐち たけみ 
 


