平成 25 年度

緑ヶ丘中学校区 小中連携・一貫教育

学校名 緑ヶ丘中学校 生徒数１年２４９名

２年２５３名 ３年２２７名 計７２９名

職員数：県費５０名

市費５名

松 尾小学校 児童数１年１１６名

非常勤（内数）２名

２年１３８名 ３年１３２名 ４年１３８名

５年１３２名 ６年１３１名
職員数：県費４６名
竜 丘小学校 児童数１年６３名

実施計画

計７８９名

市費５名

非常勤（内数）７名

２年６５名 ３年６１名 ４年８５名

５年５８名

６年８５名 計４１７名
職員数：県費２７名

市費４名

非常勤（内数）３名

下久堅小学校 児童数１年２３名 ２年２２名 ３年３４名
６年３３名

４年２４名 ５年２２名

計１５８名

職員数：県費１４名

市費４名

非常勤（内数）２名

＊児童生徒数、職員数は平成 25 年度見込み数
１ 研究課題
（１）職員相互の情報交換と課題共有の場としての小中連携会議の開催
（２）授業改善を目指した小中学校間の授業参観の実施
（３）分掌や係による連絡会の開催
２ 目 的
（１）中学校区の職員が知り合い、仲良くなり「地域の子ども・学校」のことを一緒に考えてい
く場として、緑ヶ丘中学校区「小中連携会議」のあり方を検討し、開催する。
（２） 小学校職員による中学校の授業参観及び中学校職員による小学校の授業参観を通して、児
童生徒の実態を把握し、授業改善への意識を高める。
（３）不登校や生徒指導上の諸問題等への早期対応や課題解決に向けて、分掌や係を特化した連
絡会を開催する。
３ 実施内容
（１）小中連携会議の開催
①第１回 小中連携会議

※詳細については４月１６日の第１回小中連携担当者会で協議する。

日時 平成２５年８月１日（木） ９：００〜１１：４５
会場 緑ヶ丘中学校

研 修

９：１５〜１０：３０

協 議

１０：４０〜１１：２０

会議室 及び

教室

＜会議室＞
＜普通教室に分散＞

・発達障害、中１ギャップ、学級経営の実情、生徒指導事例、不登校対応、地域との連携、
教科指導等のテーマ別のグループで各教室に分散。
②第２回 小中連携会議

日時 平成２５年１１月１９日（火）１４：００〜１６：４５会場
松尾小学校 竜丘小学校

下久堅小学校

授業参観

１４：００〜１４：４５

〈各教室〉

協 議

１５：００〜１６：３０

＜各教室に分散・教室環境参観を含む＞
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・小学校の授業参観を行い、児童の具体の姿を通して情報交換を行う。
・協議題例…授業規律で大事にしていること、家庭学習の様子、不登校傾向の児童生徒への
支援、学級の人間関係作り、発達障害児童生徒への支援、小から中へのつなぎ方（中１ギ
ャップ）、学級経営等の実情や悩み、学習に向かう子どもたちの姿や課題、友人関係やト
ラブルを巡って、家庭や地域との連携や課題、生徒指導事例

等

（２）学習指導に関わる改善
①小学校職員による中学校の授業参観及び中学校職員による小学校の授業参観
②研究授業・公開授業の案内の送付だけでなく、期間を決めて参加してもらえる態勢を作る。
③中学校職員による出前授業

理科と数学の教科担当が３小学校に出向き、授業を行う。

指導内容や単元展開によっては、小学校職員とＴＴで指導を行う。
（３）中学校体験入学での児童生徒の交流
・１１月に予定されている中学校体験入学では、３小学校の児童が７つのコースに分かれて、
中学校職員の授業を受ける。
・３小学校の児童同士がそれぞれのコースグループごとに自己紹介など交流を行う。
・中学生が小学生へ生徒会、部活動について説明したり、学校生活について発表する。
（４）不登校問題・生徒指導・特別支援教育等に関する改善
①分掌や係による連絡会・連携会の開催
連絡会の実施

②特別支援コーディネーター 生徒指導係 等の

③中学校教育支援指導主事による情報交換、ケース会議の実施

（５）小中連絡会の充実
①情報交換を綿密に行い、中学校生活適応への道筋を考える。
（６）４小中学校の校長・ＰＴＡ正副会長の会開催
①ＰＴＡ役員が情報交換をして、９年間を見通した願う子どもの姿を語り合う。
４ 地域との連携
（１）学校支援ボランティアの活用
①クラブ活動の講師として
・講師の募集、登録は松尾自治振興センターで行っていただいている。
（24 年度は 15 クラブに
35 名が講師として来校）また、予算面でのバックアップもある。
（松尾小）
・20 クラブ中 19 クラブが地域講師。竜丘公民館の仲介で公民館活動の経験者を講師に斡旋。
グループで支援してくれるクラブもある。
（竜丘小）
・調理クラブが「郷土食を学ぶ」授業で公民館の料理クラブの方を訪ねて、料理の作り方など
について教えていただくなど交流をしている。(下久堅小)
②文化スポーツ活動への協力
社会体育や社会音楽で、地域の方による指導やコーチなどをお願いしている。
（緑ヶ丘中）
③授業への支援
・総合的な学習の時間や生活科で米作り、水引、松尾の歴史、豆腐作りなどを学習する授業に
入って支援。また、家庭科ではミシンボランティアとして授業に関わってもらっている。
（松
尾小）
・５年生の総合的な学習の時間の米作り学習で「あぐりの田んぼ」の方が各学級に入って、も
みまき、田植え、稲刈、脱穀とそれぞれの作業工程で指導。収穫祭に招待するなど交流も行
っている。
（竜丘小）
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・５年生が子丑会の方に指導を受けながら、田植えから収穫まで米作り体験している。また地
域の方を招待し収穫祭を開いている。３・４年生の地域に関する学習の講師として、多くの
方が積極的に関わってくださっている。
（下久堅小）
・地域の方の学習支援ボランティアを導入。自閉症・情緒障害学級の生徒や特別に配慮を要す
る生徒などに個別に関わって、学習や活動を支援していただく。
（緑ヶ丘中）
（２）児童生徒の体験学習への支援
①水引体験学習（松尾小）
公民館や地域の方の支援を受けて、４学年が水引工場を見学したり、水引の体験をしたり
している。
②ひさかた和紙を使った活動（下久堅小）
ひさかた和紙保存会の方に指導していただきながら、和紙の作品を児童が作る。特に６年
生は自分の卒業証書用紙を漉く。
③梶曲の桜保存（下久堅小）
本校正門前にある桜の古木（樹齢７００年 知久平城址に残る桜の１本として大切にされ
ている）から４年生が種をとり発芽させ、保存会の指導を受けながら苗木を育てている。
その苗木は各地区へ配られている。
④丘のみちしるべ探索（竜丘小）
公民館編纂の「丘のみちしるべ」のコースを学年ごとに地域の方の案内していただき、歩
き、史跡や神社、公園などを見学する。
⑤古墳祭りに向けての埴輪作り（竜丘小）
公民館主催の古墳祭りに合わせて、６年生が古墳祭り実行委員会の方の指導を受けて、１
人ずつ粘土で埴輪を製作し、野焼きをしていただいた。
⑤キャリア学習（緑ヶ丘中）
２年生３日間の職場体験学習、３年生２日間の福祉体験学習

地域の企業や職場にお世話

になりながら地域や人と関わり、実際に働くことを通して勤労観や職業観の育成を目指し
ている。
（３）地域行事への参加
①松尾、竜丘、下久堅の各公民館主催の市民運動会に児童が参加し、地区の応援団として活
躍する。また、緑ヶ丘中生徒は運動会の企画段階から参画し、当日は競技の補助を行う。
②各地区公民館や分館の文化祭への作品展示や合唱団、
ブラスバンド、吹奏楽部の演奏発表。
③公民館やまちづくり委員会の要請に基づき、天竜川環境美化活動へ参加。
（４）放課後子ども教室の実施
・地域の子育て支援の一環として地域住民が、地域の子は地域で育てるという考えによりボ
ランティアで推進されている。
（下久堅小・竜丘小）
５ 公開の予定
《松尾小学校》
参観日

４月１９日（金）
（全校）
５月１４日（火）
（中）

５月２４日（金）（低）

５月２８日（火）
（高）

６月８日（土）
（全校）
８月２２日（木）〜８月３０日（金）
（プール参観）
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１０月１１日（金）
（全校）
１１月１４日（木）
（低

１〜３） １１月２１日（木）
（高

２月６日（木）
（５年）

２月１３日（木）（４年）

４〜６）

２月１８日（火）
（３年）

２月２０日（木）
（２年）２月２５日（火）（１年）２月２７日（木）
（６年）
まけるな相撲松尾場所

１０月２８日（月）
・２９日（火）

音楽会

６月２８日（金）

運動会

９月２１日（土）

《下久堅小学校》
参観日 ４月２６日（金）

６月１日（土）家族参観日

１０月９日（水）祖父母参観日
音楽会

７月 ５日（金）

運動会

９月２１日（土）

８月２８日（水）水泳参観日

１１月２０日（水）２月２７日（木）

《竜丘小学校》
参観日

４月１９日（金）
（全校）
６月６日（火）１・２・６年
１０月１日（火）５・６年

６月１１日(火)３・４・５年
１０月４日（金）３・４年

１０月１０日（木）１・２年
２月１３日（木）３・４年

１１月１７日（日）全校
２月１８日（火）１・２年

２月２１日（金）５・６年
音楽会

６月２８日（金）

運動会

９月２１日（土）

持久走大会

１１月１４日（木）

《緑ヶ丘中学校》
参観日

５月 ２日（木）６月１７日（月）８月２５日(日)
１１月１２日（火）２月 ３日(月）

文化祭

９月２７日（金）２８日（土）

６ 推進日程
４月１６日

第１回小中連携担当者会

５月２１日

第１回小中連絡会

６月中旬

第１回小中係会

７月下旬

中学校区４校の学校長とＰＴＡ正副会長の懇談

８月１日

第１回小中連携会議

１１月１９日

第２回小中連携会議

１１月２８日

３小学校中学校体験入学

１２月

第２回小中連絡会

３日

１２月中旬
１月３０日

第２回小中連携担当者会
第３回小中連絡会
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