平成 25 年度

飯田市小中連携・一貫教育

飯田東中学校区「実践の成果と課題」
１ 研究課題
地域に愛着を持つ子どもを育てるために、小中学校の教師間の連携意識の高揚を図り、学校生活への適
応を円滑にする小中連携活動に取り組む。
２ 目的
（１）児童生徒が望ましい学校生活を送るために、小中学校の教師が互いに生徒指導面や学習面での情報を
共有しあうとともに、地域に愛着を持つ児童生徒を共に育てていこうとする意識を持つ。
（２）児童生徒が共に活動し体験を共有する機会を意図的・計画的につくることによって、児童生徒の人間
関係づくりを促す。
（３）小中で連携・一貫した指導・支援で、不登校の未然防止と学力向上を図る。
３ 実践の具体
（１）教師間の連携意識の高揚
① ３校合同職員会議の開催(５月２２日、８月１９日)
ア 第１回小中合同職員会議（研修会）５月２２日
・講演会「飯田大火と市街地の復興について」
講師
櫻井 弘人先生（飯田市美術博物館 学芸係長）
・小中連携・一貫教育の方向についての意見交換
イ 第２回小中合同職員会議 ８月１９日
・研修Ⅰ 各学校のアンケートのまとめ発表
北澤教育支援指導主事からの指導（各学校の様子と中１アンケートより）
・研修Ⅱ グループ討議
各校のアンケートや学力などの資料からわかる児童生徒の実態把握
めざす子どもの姿実現のための活動や手立ての考察 グループでの検討内容の発表
②小中連携職員会議準備会 ４月３０日 ７月２２日
合同職員会議（研修会）の内容検討をするための会議（校長 教頭 連携担当者出席）の開催
③ 小中連携・一貫教育推進委員会 １２月１０日
・本年度の実践状況の振り返りや次年度への中学校区での取り組みの方向について協議
（２）児童生徒の人間関係づくり
① 総合的な学習の時間等での連携
・小６年生と中学合同のりんご並木活動を実施し（摘果作業、除草作
業、収穫作業 等）地域への愛着を深めた。摘果作業（5 月 31 日）
収穫作業（10 月 8 日）収穫作業（11 月 26 日）
収穫作業については、１０月に追手町小学校・浜井場小学校と共に、
１１月には丸山小学校児童と共に行い、汗を流すことができた。
② 中学校の学校行事への参加
・並木 60 周年記念学芸会の、開会式・記念式典 9 月 27 日（金）への参加
式典の中で「並木フォーエバー」（本年度編曲）を全体で合唱する機会を設け、気持ちを一つにすること
ができた。また、合唱での小中連携を期待できるものとなった。
・学芸会の展示見学（9 月 27 日）
・りんご収穫記念式典（１１月２６日）への参加
りんご並木６０周年記念として行った収穫記念式典。丸山小６年生
１２０名も参加し、寒い中ではあったが、中学生とともに合唱する
ことができた。
③ 中学校見学や授業体験
（小学校から中学校への円滑な接続 1 月 22 日）
・小学校休業日（小教育課程研究協議会日）に中学校見学実施（10 月
15 日）授業 清掃 部活動など参観
・アンケートを出してもらう。
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・浜井場小児童 29 名 保護者 3 名 追手町小児童 35 名 保護者 4 名 丸山小児童 10 名保護者 9 名 計児童
74 名 飯田西中学校でも本年度より実施した。
・体験入学 １月２２日実施予定（数学 英語 理科 国語）
④ 特別支援児童の中学校見学
児童の実態に応じ、中学校見学を受け入れ、現在まで２名来校した。
⑤ 飯田学校（追手町小・浜井場小）交流での連携
・特別支援学級同士の交流（１１月）活動実施。児童が知り合い、活動の良さを味わう。
（３）学習指導や生徒指導の充実と健康・安全・管理の推進
① 職員の授業参観の実施
・特別支援学級授業参観の実施（１０月～） 出前授業（理科）の実施（１０月）
② 養護教諭連絡会等の実施（２月予定）
③ 特別支援学級担任連絡会（１月～２月予定）
④ 小中連絡会（５月 １１月 １月）
⑤ 部活動交流 吹奏楽部が小学校吹奏楽部と交流。演奏を教える機会となった。
（４）開かれた学校づくりと地域との連携
① 小中連携の取り組みの紹介
・学校だより、学年・学級だよりなどで取り組み、機会あるごとに生徒の感想とともに紹介。
② まちづくり委員会、丘の上の子どもを守る地域の会との連携
・公民館事業への参加・協力（東野：運動会 10/6 芸能発表会 10/20 展示発表会 11/2･3 等）
（橋南：運動会 10/6
文化祭 11/9･10 等）
（橋北：文化祭 6/29･30 運動会 10/13 等）
③飯田西中学校区との連携
・学校見学日を東中と同じ日に位置づけ、小学生と保護者が中学を自由に見学できるようにした。

４ 今年度の成果
（１）教師間の連携意識の高揚
①丘の上の子どもたちの良さと課題（つけたい力 その方策）を各校からだされた資料をもとに話し合い、は
っきりさせたことから、来年度に向けた方向がみえてきている。
②飯田大火とりんご並木について研修したことで、職員同士が共通基盤にたって今後の方向付けをすることが
できた。
（２）児童生徒の人間関係づくり
①りんご並木の体験活動や記念学芸会への参加は、６年生ばかりでなく中学生にも好影響をあたえた。
小学生が来ることで緊張感を得、もてなしの準備などを行えた。
②中学校参観のアンケートには、「静か、真剣、メモ、をしっかりできるように今から努力していきたい」な
どの感想があり、心の準備となる経験ができたようであった。
（３）学習指導や生徒指導の充実と健康・安全・管理の推進
① 特別支援学級の児童が何度も中学を訪れ、校内の様子や授業を見学し、不安解消の一助となった。
② 吹奏楽部が小学校吹奏楽部と交流。演奏を教える機会となった。教えることの難しさを感じた時間であっ
たようだ。小学生にとっては、中学へのあこがれを持つ機会となった。
（４）開かれた学校づくりと地域との連携
①りんご並木活動でのりんご並木後援会やまちづくり委員会からの支援をはじめとして、地域に支えられてい
る。
②公民館活動への参加は、小学校中学校ともできるだけの範囲ではあったができた。
５ 今後の課題
（１）丘の上の子ども達が、地域に愛着をもち、自主・愛他の精神に満ちた子どもに成長するため、教師間の指
導観や教育観の共有を図ること。
（２）学力・体力が向上し、「自己肯定感」を得てよりよい人間関係づくりが進められるようにすること。
（３）地域や家庭とともに、不登校の未然防止と学力向上を図ること。
（４）飯田西中学校区との連絡調整を図り、丸山小学校の児童が無理なく両校への進学ができるようにすること。
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平成 25 年度

飯田市小中連携・一貫教育

飯田西中学校区「実践の成果と課題」
１ 研究課題
ふるさとを愛し、ふるさととともに生きている自分を見つめ、ふるさとの未来と自分の夢を主体的に創
造していける児童・生徒の育成に向け、キャリア教育を中核とした小中連携・一貫教育の実践を推進する。
２ 目的
（１）小中一貫したキャリア教育を推進し、「ふるさと意識」「自己肯定感」を育むとともに、「学習意欲」
の向上に努める。
①地育力を活用した「かざこし学習」（ふるさと学習）の実践を充実させる。
②教科等に於けるキャリア教育の実践を推進する。
（２）「結い交流プログラム」（児童生徒の交流）や「教職員結いプログラム」（教職員連携プログラム）
を充実させることを通して、児童の小学校から中学校へのスムーズな移行を図るとともに、不登校や
いじめ問題、生活指導等の解消と防止を図る。
（３）地域や家庭と連携したキャリア教育を推進し、「人間関係形成力」や「地域貢献意識」を育くむ。
３ 実践の具体
（１）小中一貫したキャリア教育の推進
①平成２３年度に作成した「小中一貫キャリア教育年間指導計画」について、実践を通しながら修正を
加えた。
②キャリア教育の願いにそった「かざこし学習」の実践
○地域資源を活用し、特に人との出会いの場を工夫した。
○学んだことを地域に発信するなど、表現活動を大切にした。
○活動を通して、常に自分を見つめ、将来へむけての自分のあり方を考えさせた。
③「飯田型キャリア教育」で育む「５つの力」の視点を大切にした教科等の実践
④アンケート調査等を通して成果の確認(対象児童・生徒小 6､中 1･2)
⑥キャリア教育小中連絡協議会の開催 6/6 10/28 2/28
（２）中学校へむけての夢や心構えを育む「結い交流プログラム」
（児童生徒の交流）の推進
①「かざこし学習発表会」の合同開催
11/23 日曜参観日として実施。
【堂々と発表する６年生 全体会】
＜全体会＞ 小６～中３ 学年ごと取り組み学びの発表
＜分科会＞ 18 分科会に分かれ中学生個々の体験学習の発表
小学生の質問コーナー
②中学校行事への参加への呼びかけ
（かざこし祭 9/28、冬の探鳥会 12/14…小 5 名参加）
③中学校生活の体験活動の実施
【成果を発表する中学生 分科会】
1) 児童会と生徒会の交流
○丸山小西中清掃参観 6/20 …丸山小清掃委員会の児童が西中清掃を参観、意見交換会
○西中生あいさつ運動 2/10 予定 …西中生数名が丸山小校門にてあいさつ活動を展開
2)小学校教育課程研究協議会を利用した新入生への学校開放 10/15 児童 85 名来校
3)部活動体験 11/12、
4)一日体験入学 1/22 予定 （西中清掃体験、授業体験）
③小６アンケートを活用しての中学校の先生による出前授業の実施
（３）中学校へのスムーズな移行や不登校・いじめ問題の解消と未然防止
生徒指導の問題への適切な対応を目的にした「教職員結いプログラ
ム」（教職員プログラム）の展開
①小中合同研修会
【西中清掃参観 児童会・生徒会連携】
第 1 回 5/15
・昨年度研究の成果と本年度の方向
・講 演 「キャリア教育とは」 講師 飯田市教育委員会 北澤 明先生
・丸山小、西中 願う生徒の姿と本年度の重点活動
・分科会での協議 テーマ①「キャリア教育で見える子どものよい姿」
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テーマ②「小中で連携できること」
第 2 回 8/6
・事例発表 丸山小５年ＰＲ活動プロジェクト「愛知県で飯田のいいところを宣伝しよう」
・課題別グループ協議
「役立つ自分を育てる活動」「特別に配慮・支援の必要な児童生徒」「学力向上」
「表現力を育てる」「体力向上」「中１ギャップ」「児童会・生徒会の連携」
②小中合同授業研究会（総合的な学習の時間）10/21
＜授業学級＞ 丸山小学校６年２組＜授業者＞町田 充 教諭
＜単元名＞「役立つ２組プロジェクト」
～人・地域・社会のために自分ができること～
③小中連絡会
5/20、11/28
④幼保小中連絡会 6/4、1/10
【小中合同演奏「わんぱくマーチ」】
⑤小中連携一貫キャリア教育プロジェクト会議 12/13
（４）地域や家庭と連携したキャリア教育の推進
①公民館やまちづくり委員会等との連携による地域行事・地域活動
への参画
1)ふれあいコンサート 10/27
…丸山小金管バンドと西中吹奏楽部の合同演奏
2)大平街道ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 10/27 …小学生 15 名 中学生 47 名参加
【地域の人・小学生・中学生でゴミ拾い】
3)羽場地区運動会（ふれあいｽﾎﾟｰﾂ祭）10/13 … 小学生参加、中学生実行委員として参画
4)丸山地区文化祭 11/9 …金管バンド、吹奏楽部演奏
②地域の資源(教材・ｹﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ)を生かした学習・活動の充実
小学２年「大豆づくり」での夕市グループさんの支援・指導、中学２年家庭科「地域を考える授業」
での公民館長さんのお話
③ ＰＴＡとの連携によるわが家の結いタイム（家庭読書、お手伝い）の推進
1)三行詩・ポスターコンクール応募
2)お手伝いの意識化
丸山小…毎月ﾁｬﾚﾝｼﾞｳｨｰｸ、西中…年２回お手伝い実践
４ 今年度の成果
（１）キャリア教育年間指導計画をもとにしながら、子どもの姿から着実に実践を積み重ねてきた。
６年生の「１日職場体験」と中学校での「農業体験」「職場体験」「地域への貢献活動」への子ども
の成長を大切にした系統性を意識した展開を進めることができてきた。
（２）小中合同研修会で小中連携・一貫の方向性を共通認識できた。そのことが「役立つ自分」を視点に小
中ともに研究を進め、子どもの活動の幅を広げることができた。
（３）小中職員の話し合いをヒントに、児童会と生徒会のつながりをつくることができた。
今年度は清掃、挨拶での連携を図ることができ、小・中にとって自治活動を深めることで双方のメリ
ットがあった。
（４）公民館を中核に地域活動への小中合同の参加・参画が見られた。特に「ふれあいコンサート」「大平
街道クリーンキャンペーン」への合同参加は、地域の方々にがんばる子どもの姿を認められ、褒めら
れることで子どもの自己肯定感を高める結果となっている。
５ 今後の課題
（１）地域人としての意識の向上
地域ならではの課題をもとに小中の職員が共通意識での子どもの活動を支援・指導していくために、
教師集団が地域を知るための研修を位置づけたい。
（２）地域との連携の強化
まちづくり委員会や公民館とのキャリア教育を中核にすえたまちづくり委員会や公民館との連携を推
進するための連絡会の定例化を計画したい。
（３）飯田東中学校区との連携、連絡調整を進展
飯田東中学校区とのすりあわせを進めていくことで、２つの中学校区にかかわる丸山小学校にお
ける小中連携・一貫教育の円滑な進展を図りたい。
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平成 25 年度

飯田市小中連携・一貫教育

緑ヶ丘中学校区「実践の成果と課題」
Ⅰ 研究課題
ふるさとを愛し、豊かな心と夢に向かってたくましく生きる力をもった子どもの育成
Ⅱ 目的
「確かな力を育む実践」･「豊かな心を育む実践」･「個に応じた継続的な指導」のあり方を小中連携･
小小連携･地域連携などの観点から研究推進する。
Ⅲ 実践の具体 ⇒ 成果や課題
１ 中核となる取り組み
（１）確かな力を育む実践
①「つなぐ学習」の実践
②基礎的・基本的な内容の定着と個に応じた指導の充実
（２）豊かな心を育む実践
①「ふるさと学習」（歴史・自然・文化等の活動 栽培活動 職場体験学習等）の推進
②「ふるさと学習」を中核にしたキャリア教育の実践
（３）個に応じた継続的な指導
①特別支援学級の児童生徒や不登校、不適応等配慮を要する児童生徒についての小中一貫の体制づくり
②子どもの特性やよさに着目した指導の充実
⇒ア 中学校の学力向上支援教員と支援指導主事が６年生の算数の学習に参加することで、理解が遅れ
がちな児童の支援を充実させることができた。また、支援教員による「中学校とのつながり」に
ついての助言が行われた。
イ 緑ヶ丘中学校区のどの学校でも、地域の資源を活用して「ふるさと学習」を充実させている。中
学校１年では小学校からのつながりを意識した「ふれあい体験講座」（ふるさと学習）を行った。
また、ふるさと学習を中核にしたキャリア教育の年間指導計画の作成を進める学校も出てきた。
ウ 年度当初には予定がなかったが、第１回小中連携会議の話題から中核となる取り組みにかかわ
り「算数･数学教育」「ふるさと学習（キャリア教育）」「生徒指導」「特別支援教育」の４つ
の連絡会が立ち上げられ研究を始めた。
２ 「つなぐ」取り組みの実際
（１）６年生を中心に小学生を中学校につなぐ
①中学校体験入学 ２４８名の参加＜１１月２５日（月）実施＞
・昨年度の２月実施を１１月に変更。３小学校の児童が８つのコースに分かれて体験授業に参加
児童同士（小小）の交流が図れるよう、班編制の工夫やコミュニケーション活動を導入した。
・生徒会・部活動の生徒による説明、事前のアンケートの要望をもとに部活動見学を新設した。
②中学校教員による出前授業の実施 ＜通年＞
・３小学校へ通年算数授業を学級担任とＴＴで行う。（右写真）
・出前授業…算数数学・音楽（合唱指導）
・総合（ふるさと学習）・外国語活動で実施
③中学校行事への招待 ＜９／２６（金）・２７（土）＞
・緑樹祭（文化祭）への招待し、５２名の参加があった。
④中学校から６年生へ向けてのおたよりの発行（６回）
⇒ア １２月に行った小学生アンケートの結果、約８割の児童が中学校への入学を楽しみにしているこ
とが分かる。体験入学や出前授業で、中学校の生活や授業の様子に触れる機会が増えたためと思
われる。反面「楽しみにしていない」と答えた１１％の児童への支援を考えていく必要はある。
イ 中学校職員が６年生の授業に参加（見学）することにより、職員と６年生のつながりができ、来
年度の生徒理解や指導に生かされることが期待できる。
（２）教師と教師をつなぐ
①小中連携担当者会（６回実施）
・各校の教頭と連携担当者が中心になり具体的推進の企画運営を行
う。
②「小中連携会議」の開催…４小中学校全職員参加（２回開催）
第１回 ＜８月１日(木)実施＞ 会場：緑ヶ丘中学校 会議室・教室
＜牧野光朗飯田市長＞
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・講演：「地育力によるこころ豊かな人づくりの実現に向けて」
・分散会協議 各教科・健康教育・図書館教育 事務職研修等
第２回 ＜１１月１９日（火）実施＞ 会場：３小学校（松尾小学校 竜丘小学校 下久堅小学校）
・中学校職員の小学校授業参観 全教室の公開
・分散会協議…公開学級担任と参観中学校職員で、３小学校１４の分散会
③小中連絡会（３回実施）
・小学校６年生の中学校入学に向けての具体的な取り組み、事務
④幼保小連絡会
・小学校入学に向けての具体的な取り組み・事務を中心に各小学校の計画で行う。
⇒ア 職員同士の人間関係の広がりや深まりをねらって、
全職員参加にしての小中連携会議を立ち上げ
て２年目。中学校から小学校へ気軽に出向く職員が増えるなど、職員間の垣根が低くなり、４校
職員の交流が生まれてきている。
イ 事業を中心になって進める担当者会が６回開かれ、
何回かは市の推進委員さんにも参加していた
だき、推進体制が尐しずつ整ってきている。
ウ 交流が増えるにつれ、小学校と中学校の指導の違いに目が向けられるようになってきた。今後は
それをどう改善しつないでいくか、より具体的な方策にもさらに目を向けていく必要がある。
（３）学校と地域をつなぐ
①学習ボランティアの積極的な活用
・クラブ活動講師（小）・文化スポーツ活動の協力者指導者（中）・授業での講師や協力者（小中）
②体験活動における公民館や地域との連携
・水引体験学習（松尾小） ・ひさかた和紙を使った活動、梶曲の桜保存（下久堅小）
・丘のみちしるべ探索（竜丘小） ・職場体験学習、福祉体験学習（緑ヶ丘中）
・「ふれあい体験講座」（１日総合の日）の講師や協力者（緑ヶ丘中）
③地域行事、地域活動への参加促進
・市民運動会、文化祭等への企画段階からの参画、出場出演（小中）・天竜川環境美化活動（中）
・松尾地区安全大会（小学校金管バンドと中学校吹奏楽部との共演）
④放課後子ども教室への協力
・地域住民がボランティアで行っている放課後子ども教室に協力（竜丘小・下久堅小）
（４）学校と家庭をつなぐ
↓
①おたよりの作成・地区回覧 『地域と学校を つなぐ 』新聞
（
ふ
②「わが家の結いタイム」（挨拶 会話 読書 お手伝い）の推進
れ
あ
③家庭における学習習慣・生活習慣の確立
い
体
⇒ア 地域や保護者とのつなぎは、小中で連携してというよりそれ
験
講
ぞれの学校で行っていることが多い。また、他のつなぎに対
座
か
してやや弱い部分でもある。
ら
）

Ⅳ 今年度の成果
児童生徒数・職員数が多く、学区も広い緑ヶ丘中学校区において、今まで必要とは思いつつも、小中・
地域をどう連携させていいか具体が見えていなかったのが昨年度までの実態である。上記に挙げた「つな
ぐ」をキーワードにした様々な取り組みから、緑ヶ丘中学校区の小中連携・一貫教育のスタイルの道筋が
見えてきた年であると言える。
Ⅴ 今後の課題
上記の成果を受けて、今後（来年度）は以下のことを意識して推進していきたい。
１ 本年度緒に就いた「つなぐ」活動を見返し改善しながら、軌道に乗せていきたい。行っていることを
児童生徒の姿で確認・検証しながら進めていくという認識を浸透させる必要がある。
２ 職員の意識にまだ温度差が見られる。全体的には６年生を対象にした小学校から中学校への移行支援
プログラム推進が中心であったため、関係職員以外の関心意識はやや低い感がある。先進校の教師を
招いての研修など、さらに職員全体の意識高揚への取り組みを進めたい。
３ 地域や保護者を巻き込んだ展開にまで発展させたい。まず、地域としてどんな子どもを育てていくか
共通の認識を持ち、ＰＴＡ活動でできることを考えたり、地域への発信の場をふやしたり、地域・公
民館との協力体制を考えたりなど様々なアプローチを考えていきたい。
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平成 25 年度 飯田市小中連携・一貫教育

竜東中学校区「実践の成果と課題」
１ 研究課題
○ たくましく生き抜いていける子ども、地域を背負って立つ子どもを育てる教育活動の工夫実践
○ 1 中 4 小・小規模校 5 校のよさを生かした授業、行事、交流活動等の工夫と実践
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 実践の具体
（１）小小連携による活動
① 合同による学年行事や交流学習の実施（3 校 5,6 年生ふるさと夢学校 4 校 3,4 年児童の交流会、
3 校 6 年修学旅行、2 校 1,2 年交流遠足、3 校 4 年,5 年社会見学、3 校 6 年合同学習）
② 上記内容の事前事後を含む合同学習（ICT を活用した学習を含む）の実施
③ 成果と課題の見返しと次の活動に向けた構想立案
（２）小中連携による活動
① 「めざす子どもの姿」の共通理解に立った、日常の教育活動の小中一貫した指導
・小中連携・一貫教育推進委員会（５回開催 内２回は地域・まちづくり委員会会長、公民館長、
公民館主事、自治振興センター長等参加）
・小中合同職員会（5/15 会場：千栄小
12/25 会場：竜東中）
・中学校職員による小学校への出張授業および授業参観、教材研究等教科運営面への支援（音楽科
教諭による小学校での音楽授業）
② 定期的な情報交換や研修等による、学習指導、不登校、生徒指導上の諸問題の解消と未然防止に
向けた取組
・小中連絡会（5/21 11/26）
・小中合同研修会（千代小学校主催 鋤柄郁夫先生講演会 9/4 小中職員参加）
・中学校の家庭学習ガイダンスを小学校職員参観（7/22）
・講演会、研修会、研究授業等への相互参加
・小中職員の専門性を生かした助言・支援
③ 保小中連携した連絡会の開催等による、児童・生徒の個々の状況に応じた指導・支援
・養護教諭連絡会（各学期１回） ・特別支援教育コーディネーター連絡会（8/30）
④ 小６、中学生、地域の方、保護者、卒業生、小中職員合同「ふるさと竜東の集い」実施（7/28）
（３）児童・生徒の交流
① 小中スポーツ交流会（5/18）
② 竜東中学校文化祭への６年生招待（9/27）
③ ６年生体験入学（地域への公開）（11/21）
④ ICT を活用した交流（生徒会・児童会）
⑤ よこね田んぼの活動（5/17 田植え 9/20 稲刈り）
（４）小学校保護者・地域の皆さんへの学校開放（参観日、講演会等）
４ 成果
（１）小小連携による活動：合同による学年行事や交流学習、合同学習の実施
① 上久堅・千代・千栄 3 校 6 年修学旅行
② 千代・千栄・上久堅 3 校 5,6 年生ふるさと夢学校
③ ４校 3,4 年児童の交流会
④ 千代・千栄 2 校 1,2 年交流遠足
⑤ 千代・千栄・上久堅 3 校 4 年、5 年社会見学
⑥ 上久堅・千代・千栄 6 年理科合同学習
※連携活動を通して、児童の実態を把握することができ、教師が自校や他校の児童理解を深める
ことができた。また、児童も他校児童との交流や活動で、学習の拡がりや深まりを実感できた。
（２）小中連携による活動
①小中合同職員会（5/15 会場：千栄小 12/25 会場：竜東中）
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※5 月 15 日の第１回目には、千栄小の全校体育授業参観、全体会、係・分掌ごとの分科会、連学年会
ごとの分科会が行われ、職員同士の交流を通して各校の実態の相互理解が深まった。
※12 月 25 日の第２回目には、竜東中において、飯田養護学校の福澤恵利子先生による特別支援教育
の研修会、連学年会ごとの分散会が行われ、竜東中学校区の児童生徒理解が共有できた。
②「ふるさと竜東の集い」の会（7/28 会場：竜東中）
※集いの会では昨年度に引き続き、地域の小中学生から大人まで約 230 名が集い、地域のよさや地域
に寄せる想いをパネルディスカッションと分散会をとおして語り合った。今年度は竜東中出身の歌
手、小沢亜貴子さんによる歌と語りのステージや千代地区、上久堅地区の伝統芸能の発表もあり、
中学生による進行や堂々と意見を述べる小中学生の取組など、地域とともに育つ子どもの姿を見る
ことができた。地域の方々や卒業生、保護者も、小中学生の発言や主体性に将来への期待感を膨ら
ませていた。
【地域の方の感想】
□小学生も中学生も自分の考えをしっかり持ち、語り、聞きあっている姿に飯田市の
今後に希望の光を見た思いがしています。
□「大人になったら地元に戻ってきて恩返しをしたい。」という中学生の言葉を聞い
て大変嬉しく思いました。私たち２０代も力を合わせて地域の温かさやつながりを継
承させていきたいです。

【中学生の感想】
◇地域の方の話を聞き、
本気でこの地域と子どもを大切にしているということが伝わ
ってきた。また、地域の伝統芸能のよさやすばらしさもわかった。私たちの地域には
誇れるものがたくさんあると実感し、地域の役に立ちたいと思った。

③６年生体験入学・地域公開（11 月 21 日 会場：竜東中）
※６年生体験入学では、給食､花壇活動､清掃､音楽集会を中学生とともに行うことを通して、多くの
児童が中学校への入学をとても楽しみにしていることや、どの子も協調性があり、さまざまな活動
に対して大変意欲的であることが、児童の姿や感想からうかがうことができた。
【小学生の感想】
○ぼくは、清掃の様子を見せていただき、みんな無言できれいにすみずみまでやっていてすごいと思いました。トイ
レ掃除ではひざをついて床をふいていました。これからは小学校でも先輩のように心をこめて掃除をやり、中学に入
ってそれが生かせるようにしたいです。中学校生活を送るのが今からとても楽しみです。
○中学生の先輩達が優しく話しかけてくれたり、教えてくれたりして、心が落ち着きました。今日の体験入学で、中
学校に早く行きたいという気持ちがいっそう高まりました。中学生のみなさん、ありがとうございました。

このように、合同行事や交流活動の積み重ねにより、児童生徒の「仲間意識の高揚、連帯感・一
体感の醸成」「集団生活への不安感の軽減、期待感の増幅」「学習の場と学習内容の拡充、尐人数
学習による弊害の逓減」がなされてきている。また、学校間・職員間の連携から、「教材や学習カ
ードの共同作成と共有化」「他学年での合同学習や交流活動の企画・実施」「親睦・連帯感の深ま
り、学校間交流の活性化」などが着実に図られてきている。【深化・進化と拡充】が図られた１年
間であった。
④教育支援指導主事による小中の授業等への指導・支援
※竜東中校区の各小学校ならびに竜東中学校での学習指導・学習支援により、小小間、小中間の連携
と共有化が円滑に図られ、学力の向上や学習習慣の定着、児童生徒理解の深まりなどがみられるよ
うになってきている。
５ 課題
（１）２５年度から着手している学習習慣、学習方法、家庭学習、基本的生活習慣、道徳教育、性教育等、
小中９年間に渡るカリキュラムを合同職員会や推進委員会などをとおして完成させる。
（２）インターネットやＩＣＴを活用した交流学習や合同学習のさらなる充実を図っていく。
（３）活動費や運営費の予算化、執行方法などについて協議・検討を行っていく。
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平成 25 年度

飯田市小中連携・一貫教育

竜峡中学校区「実践の成果と課題」
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、児童生徒の学習意欲の一層の向上
と教師の指導力向上を図り、学力向上に反映させる。
３ 実践の具体
（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
・三穂小・川路小の３年が合クラスで取り組んだ人形劇を施設訪問して発表したり、川路小で
一緒に給食を食べたりして交流を深めた。
・川路小と三穂小の５年生が臨海学習(一泊二日)の全ての行程を合同で行い、人間関係を深めた。
②３小学校連携学年会の開催（５月１５日、１２月２４日）
（２）小中連携による活動
①竜峡中学校区校長会、（４月１０日、１月２８日）小中連携・一貫教育推進委員会（５月２日、
７月５日、１１月１１日、２月２０日）
②小中合同職員会
第１回 ５月１５日（水）
○会場 竜峡中学校
○内容 ・授業参観 ・学力向上に向けての取り組みに関する意見交換 ・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
第２回 １２月２４日（水）
○会場 三穂小学校
○内容 ・授業参観 ・学力向上に向けての取り組みの成果に関する意見交換 ・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
③小中連絡会 （５月１３日、１２月５日）
④小中合同研修会 ８月６日（火）
○会場 今田平人形の館、龍江公民館
○内容 ・地域研修 今田人形についての講
話と龍江小学校今田人形クラブの
発表
・教育支援指導主事 佐々木秀治先
生のお話（竜峡中学校区における
小中連携・一貫教育に思うこと）
⑤中学校職員による６年生の授業参観と出張授業（１月下旬に実施予定）
（３）児童・生徒の交流
①竜峡中学校文化祭への６年生招待（９月２７日）
・総合的な学習の時間のステージ発表、生徒会企画の見学、展示見学
②６年生体験入学（１１月２１日）
・体験模擬授業…数学と英語の体験授業（２０分間）
・中学１年生による学校説明会（中学校での生活・授業の様子、部活動の紹介）
・小中学生合同での交流会（借り物競走）
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（４）小学校における教科担任制の実施（川路小学校）
（５）地域・保護者の理解を深める取り組み
・地区懇談会、学校評議員会、健全育成連絡会議、学校地域連絡協議会等での情報交換
・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
・夏休みに公民館主催で小学校交流会を実施（飯田人形劇フェスタに合わせ、①自分だけの一本棒
人形作り、②人形を使って表現しよう、③五平餅を食べながら交流 龍江、三穂、川路 上久堅、
千代、千栄の各小学校４年以上希望者が参加）
４ 今年度の成果
（１）小小連携の総合活動での取り組みの発表をクラスだけの枠にとどめず、施設訪問にまで広げ、相手
意識を持って活動でき、更なる交流への意欲をもつことにつながった。また、宿泊行事を合同で行
って他校との新しい友人関係を築くことができた。
（２）６年の体験入学では、中学校１年生の発表や準備に工夫が見られ、小学校児童は中学校入学へのあ
こがれ・期待感を持つ事ができた。
（３）小学校における教科担任制の導入（川路小学校 高学年連学年型教科担任制）は、学力の向上に直
結する質の高い授業の実践、教科指導力を高めるうえで効果があり、さらに複数の目で児童を指導
することから、個性を引き出す点や生徒指導でも非常に有効であると考え、推進してきている。本
校の連学年型教科担任制は、学年間の接続を意識した授業観へのまなざしが生まれ、２年目はより
発展的に柔軟に対応可能であるという利点がある。
人事異動などにより人的配置は流動的であるが、上記の意図をもって、さらに推進していきたい。
（４）本年度の合同職員会議では、学力向上に向けての取り組みや各校の抱える課題について共通理解が
図れてよかった。また、小学校職員が中学校の授業を、中学校の職員が小学校の授業を参観できた
ことは有意義であった。しかし、分散会ではどのような視点で情報交換をしたらいいかがやや明確
でなかった。
（５）夏の合同研修会での地域研修は非常に勉強になった。また、４校を見ていただいている教育支援指
導主事 佐々木秀治先生のお話は、アンケート結果に基づく具体的なお話であったので、実態を共
有するのに大変参考になった。
５ 今後の課題
（１）どの学年でも、小小の連携を深めるために年１回は交流活動ができる方向で取り組みたい。
（２）家庭学習の取り組みやキャリア教育の小中一貫した基本となる実践計画案が必要である。また、地域
との連携のあり方についても研究していきたい。
（３）中学校で５月に実施しているＮＲＴの結果を分析し、小学校へも伝えて実態を把握してもらったが、
学力の低下にかかわって、各校の全国学テの結果の分析を共有化し、補強すべき点を明確にしたり、
その取り組みについて具体化したりして、４校で取り組むことも必要である。
（４）学習環境の接続（家庭学習のあり方や授業のあり方の基本）について、中学校でガイダンス（「家庭
学習の手引き」の作成と指導）をしているが、それをどう各小学校で定着させていくのかが課題であ
る。
（５）合同職員会議の開催時期や内容については検討を要する。また、協議する内容や方法について、より
有意義なものになるよう研究していきたい。
（６）新入生の体験入学や合同会議の開催時期については竜東中学校と調整をしてきているが、内容等につ
いてもできるだけ歩調を合わせられるよう連絡を取り合いたい。
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平成 25 年度 飯田市小中連携・一貫教育
旭ヶ丘中学校区 「実践の成果と課題」

１ 研 究 課 題
（１）不登校，不適応等配慮を要する児童生徒について９年間一貫して支援していく体制をつくる。
① ９年間で育成する「目指す生徒像」について議論し、小中連携の目的を共有化する。
② 配慮を要する児童生徒を支援していくための３校共通の支援シートを作成する。
③ 特別支援教育の小中の滑らかな接続のために、中学校での体験学習や教育相談を年間計画に位置づ
ける。
（２）小中の教育課程の理解と系統性の確認
① 小中連携の教科会を行い、９年間の系統性を確認する。
② 児童生徒の伸ばしたい力について協議し、学力調査結果などから教科の重点目標を定める。

２ 目 的
（１）９年間継続して指導・支援していくための共通のシートの作成し、配慮を要する児童生徒について、
学級担任や教科担任をはじめ全職員が必要な情報を把握できるようにすることで、個に寄せた９年
間一貫した支援の体制をつくる。
（２）教科領域の９年間の系統性について理解し、各種学力調査結果の考察をもとに、旭ヶ丘中学校区と
して重点的に指導していく内容を明らかにする。

３ 実 践 の 具 体
（１）５月２４日（金） 小中連絡会①（個別の支援シートについての検証）
（２）６月１４日（金） 飯田市職員研修会
ア 山本小

：小学校３・４年部会

イ 伊賀良小 ：小学校１・２年部会（幼保小の連携を考える）
ウ 旭ヶ丘中 ：中学校２・３年部会（中高連携を考える）
（３）７月１０日（水） 小学生と保護者による中学校特別支援学級の授業参観と懇談①
（４）８月１９日（月） 夏季三校職員研修会
ア 小中連携教科会（１３分科会）

※次ページの写真参照

・各学校の年間指導計画の説明と質疑
・教科書等を見ながら小中のカリキュラムの理解
・旭ヶ丘中学校区として小中が連携し特に身につけさせたい力（内容）を検討
イ 全体会
・各教科で話し合われたことの概要を分科会ごとに発表
・校長先生方のご指導
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（５） ９月２７日（金） 小学校６年生の中学校文化祭 開会式参観
（６）１１月１１日（月） 小学生と保護者による中学校特別支援学級の授業参観と懇談②
（７）１１月２１日（木） ６年生保護者への入学説明（小学校参観日にて）
（８）１１月２８日（木） 小中連絡会②
ア 小学校の授業参観、授業参観の感想、児童の様子などについての意見交換
イ 学級編制手順の打ち合わせ
ウ 「９年間をつなげる個別の支援シート」の記入について
（９） １月１６日（木） 新入生体験学習
（10） ２月２７日（木） 小中連絡会③
（11） ２月中旬

個別の支援シート引継

平成 26 年度の推進（日程）についての打ち合わせ（３校教頭）

４ 今 年 度 の 成 果
（１）不登校、不適応等、配慮を要する児童生徒について９年間一貫して支援していくため、３校共通の
「９年間をつなげる個別の支援シート」を作成し、学級担任、教科担任をはじめ全職員が必要な情報共
有することで、個に寄せた９年間一貫した支援の体制づくりを行った。
（２）特別支援教育の小中の滑らかな接続のため、小学生と保護者による中学校特別支援学級の授業参観と
懇談を年２回（７／４、１１／１１）実施した。また、それ以外にも特別支援学級の担任同士で連絡
を密にし、小学校から中学校へスムーズに移行できるように配慮した。
（３）８月１９日に行った旭ヶ丘中学校区夏季三校職員研修会において小中連携教科会を行い、教科領域の
９年間の系統性について理解し、教科ごと旭ヶ丘中学校区として小中が連携し特に身につけさせたい
力について検討し、
「伊賀良・山本という土地で育てる９年間」という冊子にまとめた。
５ 今 後 の 課 題
（１）地域との連携
・地域の方々に対し、旭ヶ丘中学校区で取り組んでいる小中連携・一貫教育について広報を行い、取り
組み内容について理解していただき、できることは一緒に取り組んでいくようにする。
・旭ヶ丘中学校区の「めざす児童生徒像」について考えていく場に、地域の方々、保護者の方々にも加
わっていただく。
（２）
「９年間をつなげる個別の支援シート」を各学校で実際に活用し、さらに使いやすいものにしていく。
（３）小中連携の教科会で話し合ったことを基に、それぞれの学年で９年間の系統性を意識した授業、単元
展開を工夫していく。
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平成 25 年度

飯田市小中連携・一貫教育

鼎中学校区「実践の成果と課題」
１ 研究課題
「一人ひとりの確かな学びとよさを伸ばすための連携した指導・支援の確立と実践」
２ 目的
（１）郷土に愛着と誇りを持ち、自己実現を図る鼎の子（めざす子どもの姿）
３ 実践の具体
（１） 幼保小中合同教科等係会（６月１９日・７月２６日・１月８日）
（２） 幼保小中連携推進委員会（６月２４日・１１月１８日・１月２０日）
（３） 出前授業（７月３日：算数・１１月２６日：社会科・２月１９日：外国語）
（４） ＪＲＣ小中合同ボランティア（１０月３０日小中合同奉仕活動・１１月３０日鼎地区奉仕活動）
（５） 国語科公開授業１１月２９日（指導案の小中合同検討と参観）
（６） ＪＲＣ前年研：総合の時間１１月２１日（鼎中より参観）
（７） 小学校６年生の若鮎祭への参加（９月２７日）
（８） 中学校長による小学校６年生への講話（１０月３０日）
（９） 小学校６年生の中学校の授業参観（２月２１日）

４ 今年度の成果
（１） 研究が２年次ということもあり、小中両校職員の連携一貫に対する意識が高まり、相互授業参観や、
合同教科会等で連携を深める事ができた。
（２） 小学校がＪＲＣの研究指定校になったこともあり、児童生徒が一緒に活動する機会が増えた。８月
に松本で行われたトレセンにも小中の児童生徒が一緒に参加し、交通手段も同乗するなど工夫する
事ができた。
（３） 小学校から中学校への進学についても、手続きや書類の大幅な見直しを行った。慣例として行われ
ていたことも、改めて見直してみると改善できる事が多かった。
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（４） 鼎中学校を会場として開催されたＪＲＣの南信大会に、小中共に参加することができた。小学校児
童への周知が遅くなったため、小学生の参加人数は尐なかったが、活動は充実した物だった。今後
も引き続き一緒に活動できるとよい。
（５） 小中の職員の連携が一層深まった。係の呼びかけに応えた有志による情報交換会で小中連携の問題
点や今後やってみたいこと等本音の話をすることができた。
（６） 中学校で行っている地域ボランティアの実情を知り、小学生として参加協力できることがあること
がわかった。来年度一緒に活動できる方向で考えるきっかけを持った。
（７） 鼎地区は幼保小中の連携も行っているので、幼保小中がお互いの学校や園を参観する事で、自分た
ちの担当している児童生徒、園児の様子や、対応の仕方が理解できた。
（８） キャリア教育の研究部門を立ち上げ、一貫連携の視点からキャリア教育を考えるきっかけを作るこ
とができた。
５ 今後の課題
（１） 中学校の出前授業はあるが、小学校からの出前授業がないことについて何か小学校としてできる事
はないか、工夫の余地がある。
（２） 部活動の持つ意味は大きく、小学生にとっても魅力があると同時に大きな不安でもある。その不安
を軽減するために部活動の日常練習風景を見学する機会を設けることができないか。６月の小中合
同教科会で検討する。
（３） 最近地域の方や保護者から「あいさつが以前よりできなくなっている」という声を聞く事がある。
対応として、小中の児童会と生徒会が連携して同じ日、同じ期間で「あいさつ週間」などの企画を
考える等工夫する。そのため児童会顧問、生徒会顧問の連携を一層深くする。
（４） 相互授業参観ができると、お互いの力を高める上で非常に有効だと思われるが、中学校から小学校
へ参観にくるのは、授業の入替で可能だが、小学校は担任が教室を空けることの難しさがある。こ
の点をどう工夫するかが課題と考える。
（５） 青尐年赤十字の活動を小学校でどのように実施し、中学校へつなげるか。中学に進学していきなり
ＪＲＣ活動が始まるのにも違和感がある。そこで、中学校の生徒会役員を小学校へ招いて何か活動
ができないか試行する。
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平成 25 年度

飯田市小中連携・一貫教育

高陵中学校区「実践の成果と課題」
１ 研究課題
「みやましい子」をめざした教育活動の工夫と実践
２ 目的
（１）めざす子どもの姿を決めだし、教職員・保護者・地域・児童生徒で共有する。
（２）めざす子どもの姿の具体について、学力向上、体力向上、学習・生活習慣、児童生徒支援（生徒指導
・不登校支援・特別支援・外国籍児童支援）、小中・小小交流の５つの視点から改善を進める。
３ 実践の具体
（１）体力・学力向上（体育、国語、算数・数学、外国語活動・英語）
【体育】
・運動好き、体を動かすことができる子どもを育てる。
・短時間で多くの回数が経験できる運動の機会を作る。
・全校運動、体育授業の際に、ドリル的に技能を身につけさせる。
・小学校低学年：多様な動きを作る運動遊び
高学年：多様な動きを作る運動
中学校：
「投」に重点を置き、スキルアップを図る。
【国語】
・視写の目的を全職員に発信し、継続的に「視写」を行うことができるように時間の確保をする。
・小学校低学年：正しい書き方を身につける。
高学年：語彙を増やす。良い文と出会う。
中学校：社説などを取り上げ、長文読解に慣れる。
【算数・数学】
・その時間に自分がどのように考えたのか、考えの
道筋がわかるノート指導を行う。
・小学校低学年：ノートにきちんと書くこと、写すこと
高学年：１時間の流れがわかるように、自分の考えも
きちんと書く
中学校：授業のノート、家庭学習のノート共に思考の筋道がわかるようにまとめる
【外国語活動・英語】
・相互に授業参観を行う。
・ＥＬＴと連携を取るために、相談する時間の確保を行う。
・小学校高学年：ローマ字学習の際、ヘボン式で名前を書くことを指導
アルファベットに慣れ親しむ指導
中学校：
「書くこと」を大事にした授業、ノート指導、家庭学習の工夫
（２）生徒指導
・３校統一して「さん」
「くん」づけをめざす。職員の意識改革をまず第一に行う。
・情報モラル教育に関わる各校の取組について情報交換し、同じ内容での講演会を行う。
・小学校低学年：入学時、進級時、クラス替え時等、機会を捉えて「さん」
「くん」づけの指導を行う。
高学年：学級や学年集会での話合いを通じて、
「さん」
「くん」づけについて、児童自らが考える指導
を行う。
中学校：人権教育の視点から指導し、最低限、授業中の徹底を図る。
（３）生活習慣・学習習慣
・小学校２校で「家庭学習の手引き」試案を作り、試行を行う。中学校では、教科ごとの「ガイダンス」
の充実を図る。
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・小学校低学年：毎日、全員提出の習慣化をめざす。
高学年：学力を定着させるために、家庭学習の環境を整える。
中学校：４点セット、ノートの取り方などについて検討し、指導を継続する。
（４）特別支援・外国籍児童・生徒支援
・小学校段階での児童の交流を行う。
・小中特別支援学級入級児童生徒の交流会を行う。
・小学校入級児童の中学校特別支援学級見学を行う。
・中学校卒業後の進路について、情報交換する。
（５）養護・不登校支援
・飯田市教委の形式を用い、記録の累積と進学時における情報伝達を確実に行う。
・家庭（特に母親など）への支援を大切に考え、外部諸機関との連携を進める。
（６）小中交流・小小交流
・中学校文化祭への参加
・小６、中１へのアンケートのあり方の検討と実施、考察及び活用
・ビデオレター、メッセージカード等による日常的な小小交流の実施
４ 今年度の成果
（１）３回の合同教科等部会（第３回は部会ごとに別日に
開催）を行い、９つの分散会ごとに各校の現状をも
とに今年度重点的に取り組むべき課題を明らかにす
ることができた。
（２）小中連携・一貫教育に関する職員アンケートを実施
し、職員個々の意識を探ることができた。その結果、
小中連携・一貫教育の必要性は認識しつつも、時間
をどう生み出すかや９年間を見通した系統的な指導
・支援のあり方、小中で継続すべき指導内容等について、取り組むべき課題を明らかにすることがで
きた。
５ 今後の課題
（１）一人一人の職員に対し、いかに小中連携・一貫教育を自分の課題とし、９年間を見通した教育実践を
行おうとする意欲づけを行うか。
（２）限られた会合回数、会合時間の中で、どのように取り組むべきか、新たな多忙感を与えないように進
めるには、どのように運営したらよいか。
（３）学力向上、授業改善のために、具体的に何から取り組むべきか。また、どのように職員の考えをまと
め、方向づけをしていけばよいか。
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平成 25 年度

飯田市小中連携・一貫教育

遠山中学校区「実践の成果と課題」
１ 研究課題
「郷土を愛し、社会の一員として、自立した生活ができる子ども」の育成
２ 目的
（１）
「自ら課題を見つけ主体的に学ぶ子ども」の育成をめざした学力と授業の連携を図る。
（２）
「時と場に応じて適切な言動ができる子ども」の育成をめざしたこころと生活の連携を図る。
（３）
「体力（持久力）を高め、意欲をもって運動に取り組む子ども」の育成、および「心も体も健康に自立し
た子ども」の育成をめざした運動と健康に関わる連携を図る。
（４）
「自分で考動 できる子ども」の育成をめざした防災と安全に関わる連携を図る。
＊１）考動：
「自分で考え、判断して、行動する」意
（５）行事ほかの場面で交流と連携を深めあう児童生徒および教職員の連携を図る。
＊１

３ 実践の具体
○職員の研究・研修・交流に関わる事業
【遠山三校教職員会全体会・第 1 回小中連携研究会】 会 場 和田小学校
（１）日 時
５月１０日（金）
１５：２０～１６：５０
（２）内 容
①全体会 ②第 1 回小中連携専門部会 ③第１回同学年・専科会・特別支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
○歓迎会
【第２回小中連携研究会・第１回授業研究会 】 会 場 和田小学校
（１）日 時
７月 １日（月）
１４：２０～１６：５０
（２）内 容
①授業参観 ②授業参観意見交換会 ③全体会（遠山中、上村小の実践報告）
④第２回同学年・専科会
【第３回小中連携研究会（夏期研修会）】 会 場 遠山郷土館、南信濃地区
（１）日 時
７月２６日（金）
９：００～１５：３０
（２）内 容
①地域研修Ⅰ 全体研修 ＜遠山郷土館和田城にて＞
講師：櫻井 弘人 先生 （飯田市美術博物館）
②地域研修Ⅱ 陶芸／遠山太鼓入門／鹿の解体／小道木トンネル工事現場見学
③昼食
④スポーツ交流＜Ｂ＆Ｇ体育館にて＞囲碁ボール 講師：南信濃公民館主事 上村公民館主事
⑤非違行為防止に向けた研修
【第４回小中連携研究会・第２回授業研究会】 会 場 遠山中学校
（１）日 時
１０月２８日（月）
１４：２０～１６：５０
（２）内 容
①全体会 ②授業参観 ③参観授業意見交換会 ④第３回同学年・専科会 ⑤全体会（和田小、上
村小の実践報告）
【第５回小中連携研究会】（予定） 会 場 上村小学校
（１）日 時
２月２４日（月）
１５：４０～１６：５０
（２）内 容
①第２回小中連携専門部会 ・今年度のふり返りと来年度の方向 ②第４回同学年会・専科会
・反省と引き継ぎ ③全体会 ・本年度の総括と来年度の方向
○児童・生徒の交流に関わる事業
【三校交流会・（音楽鑑賞教室）】 会 場 遠山中学校
（１）日 時
５月２０日（月）
８：４０～１１：１０
（２）内 容
①音楽鑑賞教室 ②三校交流会
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【同学年による小小の交流授業】
（１） 実施学年とその内容
学年 交流会等
1年
・交流会
2年
3年
・飯田社会見学
・交流会
4年
・飯田清掃センターの見学
・長野見学
※上村当番だが在籍無し
5年
・臨海学習のための事前準備

6年

・臨海学習（当番：和田）
・修学旅行のための事前学習

全体

・修学旅行（当番：上村）
・ｽｷｰ教室

期日
6/28(金)
10/22(火)
9/26(木)
11/26(火)
5/13(月)
10/30(水)

内容
1･2 年合同でのﾚｸﾘｰｼｮﾝ
を実施
飯田市内

5/9(木)
5/13(月)
5/15･16
5/1(水)
5/13(月)
5/28(火)
5/30･31
1/28(火)

組織作り
係会等
愛知県日間賀島
組織作り
係会等
結団式
東京方面

備考
和田小
上村小
和田小

桐林清掃ｾﾝﾀｰ
長野市方面
和田小
上村小
和田小
上村小
和田小
当番:上村

○中学校教員による出前授業
（１） 実施時期 12 月 11 日、2 月 3 日
（２） 実施内容
＜12 月 11 日 音楽＞・和田小 5 年生、上村小 4･5･6 年生が参加 遠山中で実施
・単元名「日本の音楽」で琴の演奏指導を行った。
＜2 月 3 日 理科＞予定
・中学校体験入学の際に遠山中で実施。対象は 6 年生並びに保護者の参観を行う。
４ 今年度の成果
（１）【全体を通して】
・同学年・専科会について、中学の先生にも３・４年会、５・６年会に所属していただき、授業意見交
換会等一緒に行う形をとった。児童生徒理解につながった。
・音楽鑑賞教室の前後に行う三校児童生徒交流会は、互いに知り合い仲良くなるという点、中１ギャッ
プ解消という点、また、中学生の社会参加意識の向上の点から、意味が大きい。三校児童生徒全員で
の合唱体験もよい経験であった。可能な範囲で続けられるとよい。
（２）【夏期研修について】
・体験的テーマをもとにした４つのグループに分かれての研修会は、大変好評で、地域の方とも触れ合
え、地域理解も推し進めることができた。三校の職員の親睦を深めることができた。また合同での非
違行為防止に向けた研修も行い、三校職員での共通意識をもつことができた。
５ 今後の課題
（１）地理的、歴史的においても共通した文化をもつ地域であり、以前から連携が行われてきている。した
がって、それらを連携・一貫教育の立場から整理し、具体的な指導計画を作り進めてきたが、進むべ
き方向は明確になっても、児童・生徒の具体的な姿として現れてきたものは尐ない。指導計画を修正
しつつ実践を積み重ね、具体的な成果としていくことが課題である。
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