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平成 26年度 緑ヶ丘中学校区 小中連携・一貫教育 実施計画 

     

 

学校名 緑ヶ丘中学校 生徒数：１年２４６名 ２年２５０名 ３年２５１名 計７４７名 

  職員数：県費５１名 市費７名 非常勤（内数）２名 

松尾小学校  児童数：１年１０９名 ２年１２０名 ３年１３７名 ４年１３６名 

５年１３７名 ６年１３１名  計 ７７０名 

 職員数：県費４３名  市費６名 

竜丘小学校  児童数：１年７７名 ２年６２名 ３年６５名 ４年６１名  

５年８４名 ６年５７名    計 ４０６名 

  職員数：県費２６名  市費４名 

下久堅小学校 児童数：１年３８名 ２年２３名 ３年２０名 ４年３４名 

５年２４名 ６年２２名    計 １６１名 

職員数：県費１４名  市費５名 

＊児童生徒数、職員数は平成 26年度の見込み数 

 

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 

＜ ふるさと意識の醸成  他者意識の育成  自己肯定感の育成 ＞ 

 

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 実践内容  

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 

「算数・数学教育」「ふるさと学習（キャリア教育）」について、２５年度立ち上げた連絡会を

中心に９年間を見通した指導のあり方を研究していく。 

②基礎的・基本的な内容の定着と個に応じた指導の充実 

算数・数学科を中心に、学力向上支援教員（緑中）と支援指導主事が６年生の授業に参加し、

理解が遅れがちな児童の支援に当たる。年度当初は、中学１年生の授業にも参加し、後半からは

５年生の支援にも当たる。 

(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 

各学校で進めてきているふるさと学習を、地域連携の視点からさらに充実させる。特に緑ヶ丘

中学校では、地域の人材を活用したふるさと学習の展開を工夫する。 

②「ふるさと学習」を中核にしたキャリア教育の実践 

ふるさと学習の連絡会を中心に各学校においてキャリア教育への理解を深め、緑ヶ丘中学校区

としての「キャリア教育小中一貫年間指導計画」を作成する。 

(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対する一貫した指導 

「特別支援教育」「生徒指導」の連絡会を定期的に行い、各学校での取り組みについての情報

交換をすると共に、対象児童生徒に対する一貫した指導のあり方について研究を進めていく。 
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２ 「つなぐ」取り組み  時期＜＞は現段階での予定 

(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 ＜１１月２７日（木）＞ 

中学入学に向けて、６年生が余裕をもって準備を進めるためには１１月頃がよいとの反省から、

２６年度も１１月に予定している。内容的には、体験授業と部活動見学（もう少し早い時期も検

討）が中心となるが、３つの小学校の児童同士の交流が図れるような工夫もしていきたい。 

②中学校教員による出前授業の実施 ＜通年＞ 

中学校の授業や先生に慣れたりするために、６年生に対する出前授業を２６年度も充実させて

いきたい。中学校の学力向上支援教員の算数の授業や、英語、理科、音楽（合唱指導）、総合（ふ

るさと学習）など、教科・領域の幅を広げていきたい。 

③中学校文化祭（緑樹祭）への参加 ＜９／２６（金）・２７（土）＞ 

２５年度は中学校からの呼びかけに応えて、５２名の６年生が参加した。中学校の生徒会活動

をより理解してもらうためにも、多くの児童が参加できるように呼びかけていきたい。 

④生徒会と児童会の交流・連携について 

あいさつ運動や環境美化活動などの地域全体で取り組める内容を、４小中学校の生徒会や児童

会が共同して地域に働きかけることができないかを検討していきたい。 

⑤小小連携の推進について 

教職員アンケートには、６年生同士の交流の必要性が出されていた。中学校体験入学以外にも、

３小学校の６年生同士が交流できる場を作れないか検討していきたい。 

⑥中学校から６年生へ向けてのおたより発行（年６回程度） 

中学校生活にかかわる情報を、具体的にわかりやすく提供していきたい。 

⑦児童生徒の意識調査（小６・中１） 

２５年度には小中連携・一貫教育にかかわる意識調査（アンケートによるもの）を実施し、調

査結果を取り組みに反映させることができた。また、取り組みの評価活動にも有効と考えている。 

 

(2)教師と教師をつなぐ 

①小中連携担当者会（年６回程度） 

緑ヶ丘中学校区の小中連携・一貫教育を推進していく中核となる会である。各校の校長、教頭、

連携担当者が中心となり、取り組みの企画・運営を考えていく。必要に応じて公民館を含む地域

組織の関係者やＰＴＡの代表にも加わっていただく。 

②小中連携会議（年２回） 

全教職員が参加する会である。「めざす子ども像」を共有すると共に、具体的な取り組みを理

解し合い、小中連携・一貫教育への意識を高めていきたい。 

［具体的な内容］ 

○第１回 ＜５月７日（水）午後…２７年度は飯田市教職員研修会での開催を検討＞ 

会場：緑ヶ丘中学校 会議室・教室 

内容：推進の方向確認 授業参観 生徒の具体の姿を通しての情報交換 

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 ＜７月３１日（木）午前＞ 

会場：小学校（松尾小学校 竜丘小学校 下久堅小学校 のいずれか） 

内容：取り組みの中間報告  

講演…先進校の取り組み紹介（24 発達障害の研修 25 牧野市長の講演） 

分散会協議 4つの「小中連携連絡会」の内容 健康教育 他 

③小中連絡会（年３回） 

６年生の児童が円滑に中学校へ入学できるように協議を行う。また、入学後の児童の様子につ

いても連絡を取り合っていく。 
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④幼保小連絡会 

保育園児、幼稚園児が小学校へスムーズに入学できるように協議を行う。また、指導内容の接

続についても話し合っていく。 

⑤小中連携連絡会 

「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

を充実させ、小中連携・一貫教育の研究を具体的に進めていく。特に９年間を意識した「つなぎ」

について研究を深めたい。１学期から研究を始め、第２回の連携会議において、成果が発表でき

るように取り組んでいきたい。 

［それぞれの連絡会の研究テーマ］ 

連絡会名 研 究 テ ー マ 

算数・数学教育 小中におけるドリル学習のあり方や小中一貫した家庭学習のあり方について 

ふるさと学習 小中一貫したキャリア教育年間指導計画の作成について 

生徒指導 「集団づくり」を中心とした小中における指導のあり方について 

特別支援教育 小中一貫した支援体制のあり方について －６年生の中学へ向けての支援を中心に－ 

⑥各学校における授業研究会への参加 

小中連携・一貫教育の取り組みを始めてから、他校の授業研究会への参加が増えてきている。

さらに交流を進め、指導観、子ども観、教材観などを学び合いたい。 

 

(3)学校と地域をつなぐ（地域との連携） 

①地域へ向けての情報発信 

小中連携・一貫教育の取り組みを理解してもらうために、おたよりを発行していく。また、公

民館報等にも掲載してもらうように依頼していく。 

②小中連携・一貫教育担当者会等への地域代表者の参加 

小中連携・一貫教育へ地域の声を反映することはとても重要と考える。関係する会に代表者の

方が参加していただくことで、地域の関心も高まっていくと思う。２５年度以上に、参加の範囲

を広げていきたい。 

③公民館との連携 

公民館活動における児童生徒の参加は、以前に比べて増えてきている。その活動の中では、小

中学生の交流も見られる。公民館活動を始め多くの地域活動に積極的に参加させ、地域の人との

交流も深めたい。 

④「地育力」を活用した教育活動の推進 

各学校では、地域とつながった教育活動を積極的に進めている。次のような面をさらに充実さ

せていきたい。 

・学習ボランティアの積極的な活用 

・体験活動における公民館や地域との連携 

・地域行事、地域活動への参加促進 

⑤放課後子ども教室（竜丘小・下久堅小）への協力 

地域の皆さんの手で、充実した運営がなされている。子どもたちの「縦の関係」を育む上でも

重要な場になっている。運営面で協力していきたい。 

 

(4)学校と家庭をつなぐ 

①保護者への啓発活動 

小中連携・一貫教育の取り組みについて、保護者の関心はまだまだである。この取り組みの中

で特に「中１ギャップ」対策については、保護者との連携は欠かせられない。取り組みの趣旨に

ついて、あらゆる機会を通して伝えていくことが重要であると考える。また、保護者向けのおた

よりの発行も続けていきたい。 
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②ＰＴＡ活動との連携 

ＰＴＡ活動の中に、小中連携・一貫教育の取り組みを位置づけてもらうように要請していきた

い。特に「わが家の結いタイム」（挨拶、会話、読書、お手伝い）の推進や家庭における学習習

慣・生活習慣の確立は、小中連携・一貫教育で育みたい「生きる力」につながっていく重要な取

り組みであると考える。また、ＰＴＡ会報等でも、小中連携・一貫教育の取り組みについて紹介

してもらうように働きかけていきたい。 

 

Ⅳ 推進日程 

１ ２５年度 

(1) １月２４日（金）小中連携担当者会 ２６年度小中連携・一貫教育計画案の検討  

(2) １月３０日（木）小中連絡会 

(3) ２月 ７日（金）小中連携連絡会 

(4) ３学期中    ４校教頭会で小中連携の主な行事を年間計画へ位置づける。 

 

２ ２６年度 （主な小中連携行事の実施予定時期） 

(1) ４月１４日（月）第１回小中連携担当者会（立ち上げ） 以下随時開催（学期に２回程度） 

(2) ４月２８日（月）第１回小中連携連絡会（立ち上げ） 

(3) ５月２０日（火）第１回小中連絡会 ②１２／２（火） ③１／３０（金） 

(4) ５月 ７日（水）第１回小中連携会議 

(5) ７月３１日（木）第２回小中連携会議 

(6)１１月２７日（木）３小学校中学校体験入学 

 

Ⅴ 推進にあたっての課題、推進委員会への提案とその根拠 

１ ９年間の「学びの連続性」を意識した取り組みに 

２５年度に動き始めた「つなぐ」活動を見返し改善しながら、軌道に乗せていくことをめざす年度

としたい。そのためにも、２６年度の各学校教育計画の中に柱の一つとして位置づけたい。 

２５年度の取り組みの中で、「中１ギャップ対策」（６年生を中学につなぐ取り組み）は、充実して

きているように思う。しかし、９年間を一体的にとらえ子どもの学びをつないでいくような取り組み

は、まだまだである。２５年度に立ち上げられた４つの連絡会が、その役割を担うことになる。また、

連絡会が機能することで、職員のかかわりもより広がっていくと考えている。 

 

２ 地域や家庭を巻き込んだ展開にしていくこと 

小中連携・一貫教育においては、これまで以上に学校と地域、家庭とのつながりを強めていくこと

が必要である。それぞれが「めざす子ども像」を共有し、それぞれの役割を明確にして、９年間の育

ちを支えていく体制づくりが課題であると考えている。 

 

３ 小中連携・一貫教育にかかわる研修の場の充実を 

学校現場は、日々慌ただしい中で教育活動が行われている状況がある。その中にこの取り組みをし

っかりと位置づけていくためには、目的について研修したり議論したりする場がもっと必要と考える。

２５年度、牧野市長さんをお招きして講演をしていただいたことは、「今、なぜ小中連携・一貫教育な

のか」を考える上でとても有効であった。また、緑ヶ丘中学校では、小中連携・一貫教育に先進的に

取り組んでいる学校の校長先生をお招きして取り組みの様子をお聞きしたり、職員を先進校の発表会

へ派遣したりしている。こうしたことも職員の関心を高める上で有効であったと考えている。小中連

携・一貫教育にかかわる研修の場の充実について、市としても支えていただけるとありがたい。 



（各学校の職員が 

 連携を密にして） 

 

       

 確かな学力を育む実践    豊かな心を育む実践 個に応じた継続的な指導 

○「ふるさと学習」の充実 
 （歴史、伝統工芸、栽培、職場体験等） 

  ・地域の人とのふれあい 

  ・学んだことの地域への発信 

  ・地域と自分の関わりを考える 

 

○「ふるさと学習」を中核に 

   したキャリア教育の実践  
  ・小中一貫キャリア教育年間 

   指導計画の作成 

○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 
  ・個別の支援シートの活用等 

  ・中学校入学に向けての環境づ 

   くり 

○子どもの特性やよさに着目 

 した指導の充実 

 ６年生を中学へつなぐ  教師をつなぐ 

 ○中学校体験入学（11月） 

 ○中学校教員による「出前授業」（通年） 
     （算数・数学、理科、英語、ふるさと学習等） 

 ○中学校文化祭（緑樹祭）への参加（９月） 

 ○緑中生徒会と各小学校児童会の交流 

 ○中学校からのおたよりの発行 ○意識調査 

○小中連携会議（２回） ○小中連絡会（３回） 

○幼保小連絡会  ○小中連携担当者会（６回） 

○「生徒指導」「特別支援教育」「算数・数学 

   教育」「ふるさと学習」の４校連絡会（５回）    

○各学校における授業研究会への参加（随時） 

 ・指導観、子ども観、教材観の共有 

 地域とつなぐ  家庭とつなぐ 

○地域へ向けての情報発信  ○公民館との連携 

○小中連携担当者会への地域代表者の参加 

○「地育力」を活用した教育活動の推進  

○地域行事、地域活動への参加の呼びかけ                                      

○放課後子ども教室、あいさつ運動との連携 

○保護者へ向けての啓発活動 

○ＰＴＡと連携しての取り組み 

 ・「わが家の結いタイム」の推進 

  （挨拶、会話、読書、お手伝い）   

 ・家庭における学習習慣・生活習慣の確立 

 小中連携・一貫教育は、学校・家庭・地域の連携プレーで  ｷｰﾜｰﾄﾞ「つなぐ」 

（３地区と連携して） （各学校のＰＴＡと連携して） 

下久堅小学校 松尾小学校 竜丘小学校 

緑ヶ丘中学校  

小中連携会議 中学校体験入学 

  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持った 

            子どもの育成 
  (ふるさと意識の醸成  他者意識の育成 

                 自己肯定感の育成） 

 緑ヶ丘中学校区小中連携・一貫教育の展開 

 めざす子どもの姿 

○「つなぐ学習」の実践 
 ・９年間を見通した指導のあり 

   方の研究 

 ・「算数・数学」「ふるさと学 

  習」（キャリア教育）を中心 

  として 

○基礎的・基本的な内容の定着 

   と個に応じた指導の充実 
 ・６年生と中学１年生を対象に 

     して 

(中学校と小学 

 校が連携して) 


