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平成25年度 竜峡中学校区 小中連携・一貫教育 実施計画 

 

 

学校名 竜峡中学校 生徒数１年 ４３名 ２年 ６３名 ３年 ６２名  計 １６８名 

 職員数：県費 ２０名  市費 ３名  非常勤（内数） 名 

川路小学校 児童数１年 １７名 ２年 １５名 ３年 １６名 

         ４年 １７名 ５年 ２０名 ６年 １９名  計 １０４名 

  職員数：県費１３名 市費  ３名  非常勤（内数） ２名 

龍江小学校 児童数１年 ２５名 ２年 ２０名 ３年 ２０名 

          ４年 ２０名 ５年 ２１名 ６年 ３９名（竜峡中へ３４名） 計１４５名 

職員数：県費１４名 市費  ３名 

三穂小学校 児童数１年 １１名 ２年  ８名 ３年 １４名 

 ４年 １０名 ５年 １１名 ６年 １６名  計  ７０名 

  職員数：県費１２名 市費  １名  非常勤（内数） １名 

＊児童生徒数、職員数は平成25年度見込み数 
 
１ 研究課題 
 ○ 心身ともにたくましく、地域とともに歩む子どもを育てる教育活動の工夫と実践 
 
２ 目 的 
 （１）めざす子どもの姿を教職員・保護者・地域・児童生徒で共有しながら、これまでの交流・連携活動を見

直して更なる充実を図るとともに、小中間のスムーズな移行に向け、不登校の未然防止及び生徒指導の

充実を図る。 
（２）中学校卒業までを見通した学び方や学習指導の工夫改善を推進し、一層の児童生徒の学習意欲の向上と

教師の指導力向上を図り、学力向上に反映させる。  
 
３ 実施内容 
 （１）小小連携による活動 

①３校合同による交流学習や学年行事の実施 
    ・交流学習や学年行事を３小学校合同で実施することを通して、児童相互の親睦を深める。 

②３小学校連携学年会の開催 
    ・各学年行事の確認と合同実施の打ち合わせ 

・竜峡中学校の１学年担任は６学年会へ、養護教諭、特別支援担任は、それぞれの会場へ参加し、小学

校間および小中学校間の情報交換を通して、児童理解を深める。 
（２）小中連携による活動 
   ①竜峡中学校区校長会、小中連携・一貫教育推進委員会 
    ・代表校長及び事務局の確認（決定） 
    ・前年度の取り組み及び今年度の推進計画を確認し、次年度の推進計画を立案する。 
    ・竜東地区との日程調整を行う。 
    ・小中合同職員会、小中合同研修会の企画、立案をする。 
   ②小中合同職員会 
    ・組織、年間計画の確認 
     ・日常の教育活動の小中一貫した指導を実践するため、「目指す子どもの姿」の共通理解を図るとともに

具体策を協議する。また、「結いタイム」の取り組みについても情報交換する。 
    ・授業参観を通して、小中相互に指導法や学習活動の実際を学び、自校における指導上の課題を明らか

にする。 
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③小中連絡会、養護教諭連絡会、特別支援教育コーディネーター連絡会、保小中連携推進委員会 
・保小中連携した連絡会を開催し、児童生徒の個々の状況に応じた指導・支援ができるようにするとと

もに、不登校や生徒指導上の諸問題の解消と事前防止を図る。 
・新入生の学級編成にあたり、指導を要する生徒等についての情報交換を各学校ごとに実施して、中学

校で個に応じた指導や支援ができるように準備する。 
   ④小中合同研修会 
    ・３地区の文化財等の見学を通して、地域の文化や歴史を学ぶとともに、その地域に育つ児童生徒理解

の一助とする。 
    ・教育課題に関する講演会やワークショップ等を通して、教職員の資質向上を図る。 
    ・４校の教職員が一堂に会することにより、教職員相互の親睦を深める。 
   ⑤中学校職員による６年生の授業参観と出張授業 
    ・中学校の新入生担当者が６年生の授業を参観し、入学後の指導の参考資料を作成する。 
    ・中学校の教科担任が６年生に授業を行い、中学校生活への期待を持たせるとともに、中１ギャップ解

消の一助とする。 
（３）児童・生徒の交流 
   ①竜峡中学校文化祭への６年生招待 
    ・文化祭での学習成果のステージ発表や展示作品の見学を通して、中学校の学習の様子を知るとともに

中学校での学習や生活への期待を持たせる。 
    ・できれば、６年生も交えた交流活動を企画する。 

②６年生体験入学 
    ※竜東地区と日程、内容について調整する。 
    ・中学校での模擬授業を通して、中学校での学習の様子を知る。 
    ・中学校１年生のプレゼンテーションや説明を見たり聞いたりして、中学校生活の様子を知るとともに、

入学への不安を解消する一助とする。 
    ・中学校１年生とレクリエーション等を一緒に行うことを通して、相互の親睦を深め、入学後の集団づ

くりに役立てる。 
   ③特別支援学級交流会 
    ・４校の在籍児童生徒が活動をともにすることを通して、中学校の学習や活動の一部を理解するととも

に、相互の親睦を深める。 
（４）小学校における教科担任制の実施 
   ・可能な教科について、高学年で実施を考えたい。（教員配置等により可能な学校で） 
（５）地域・保護者の理解を深める取り組み 
   ①地域の皆さんへの学校開放（日曜参観日の実施） 
    ・地域の皆さんだけでなく６年生の保護者にも案内を出し、中学校の学習や活動に対する理解を深める

機会とする。 
   ②地区連絡協議会や地区懇談会において、学校での取り組みを報告し、理解と協力を求める。 
  
４ 公開の予定 
１０月２７日（日） 日曜参観日（終日学校開放） 

             ○組合回覧で地域の皆さんに案内するほか、地区連絡協議会、民生児童委員、学校

評議員、３小学６年生の保護者の皆さんにも案内状を出す。 
             ○内容 
              ・１～４校時 全学年全クラス公開授業 
              ・給食   （ＰＴＡバザー） 
              ・５校時   全学年全クラス公開授業 
              ・短学活 
              ・学年、学級ＰＴＡ 
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  １１月２１日（木） 新入生体験入学 
             ○組合回覧で地域の皆さんに案内するほか、１学年及び３小学６年生の保護者の皆

さんにも案内状を出す。 
             ○内容 
              ①全体会 ・中学校長あいさつ 
                   ・日程説明 
              ②体験模擬授業…各校ＡＢ２グループに分かれ、それぞれのグループごとに数学

と英語の体験授業を行う（２０分間） 
              ③中学１年生による学校説明会 
               ・中学校での授業の様子紹介 
               ・部活動の紹介 
               ・小中学生合同での交流会（竜峡ギネス…大縄跳び） 
 
５ 推進日程 
   ４月１０日（水） 竜峡中学校区校長会 
             ○代表校長及び事務局を決定する。 
             ○前年度の取り組み、今年度の推進計画を確認する。 
   ４月２５日（木） 竜峡・竜東地区教頭連絡会 
             ○前年度の取り組み、今年度の推進計画を確認する。 

５月 ２日（木） 小中連携・一貫教育推進委員会① 
             ○組織、年間計画の確認をする。 
             ○第１回合同職員会議の計画を立案する。 
             ○合同研修会の計画案を作成する。 
   ５月１５日（水） 小中合同職員会議①（会場…竜峡中学校） 

小学校連携学年会、養護教諭連絡会、特別支援教育コーディネーター連絡会 
             ○授業参観、全体会、分散会（各校の学力・生活等の課題や取り組み等の情報交換） 
             ○組織、年間計画の確認をする。 
             ○本年度の交流計画を立案する。（小学校連携学年会） 

７月 ５日（金） 小中連携・一貫教育推進委員会② 
             ○小中合同研修会の具体的な運営計画を立案する。 
   ７月 ９日（火） 竜峡中学校地区懇談会 
             ○３地区へ学校職員が出向き、学校生活や夏休みの生活について懇談するとともに、

竜峡中学校区の児童生徒の育成全般についても懇談する。 
             ○参加者…保護者、まち（地域）づくり委員会、民生児童委員、学校評議員、ほか

地域の皆さん 
８月 ６日（火） 小中合同研修会（会場…龍江小学校） 

             ○地域研修 
             ○共通課題についての情報交換（研修） 
  １０月２７日（日） 日曜参観日（終日学校開放） 
             ○小学校６年生保護者にも案内を出す。 
１１月１１日（月） 小中連携・一貫教育推進委員会③ 

             ○実践を振り返り、成果と課題について検討する。 
             ○第２回合同職員会議の計画を立案する。 
  １１月２１日（木） 新入生体験入学 
１２月２５日（水） 小中合同職員会議②（会場…三穂小学校） 

             ○授業参観、全体会、分散会（取り組みの見返しと情報交換） 
             ○「目指す子どもの姿」に基づいて、今後の具体的な活動について検討する。 
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   １月  日（ ） 中学校職員による６年生の授業参観と出張授業 
１月２８日（火） 竜峡中学校区校長会 

             ○本年度の取り組みの成果と課題 
   ２月  日（ ） 個別の情報交換会 
             参加者 小学校…６学年担任 

中学校…校長、教頭、新入生担当、養護教諭、特別支援コーディネーター 
２月１４日（金） 竜峡･竜東地区教頭連絡会 

             ○来年度の推進計画を立案する。 
             ○竜東中学校区と日程等の調整をする。 

２月２０日（木） 小中連携・一貫教育推進委員会④ 
             ○来年度の具体的な推進計画を立案する。 
 
   ※その他の継続する小中連携の取り組み            （◎推進の中心となる学校） 
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備  考 

小中連絡会（５月、１２月） ◎ ○ ○ ○  
竜峡中学校文化祭への６年生招待（９月２７日） ◎ ○ ○ ○  
養護教諭連絡会 ○ ○ ○ ○ 当番校（輪番） 
特別支援教育コーディネーター連絡会 ◎ ○ ○ ○  
特別支援学級交流会 ◎ ○ ○ ○  
講演会・研修会・研究授業等への相互参加 ○ ○ ○ ○ 開催校 
小学校交流学習、合同行事  ○ ○ ○  
小学校連携学年会 ○ ○ ○ ○ 当番校（小学校） 

 
６ 地域との連携 
 ①地区連絡協議会、学校評議員会等での小中連携・一貫教育構想の説明と支援の依頼 
 ②「安全を守る会」（中学校）、「健全育成連絡会議」等（小学校）での情報交換 
 ③キャリア教育（農業体験学習、学有林作業、福祉施設との交流等）への協力要請と情報交換 
 ④学区内の保育園との情報交換 
 ⑤地域行事への積極的な参加 
 ⑥竜峡中学校地区懇談会 
・地域、保護者、学校が願う「竜峡地区の子どもの姿」の共有と連携した指導 


