
令和３年度 第 回小中一貫推進会議

令和３年度令和３年度
長沼町小中一貫教育について

１．長沼町における小中一貫教育導入の背景

２．小中一貫教育の推進内容（主なもの）

３．小中一貫教育の推進組織

４．令和３年度小中一貫推進日程



０．小中一貫教育制度とは

小中連携教育 ＊これまでの小・中学校の強力体制

小・中学校段階の教員が情報交換や交流を行うことを通じて、小学校
教育から中学校教育への円滑な接続を目指す様々な教育

小中一貫教育 ＊今、求められている小・中学校の協力体制

小中連携教育のうち、小・中学校の教員が目指す子供像を共有し、
９年間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育を目指す教育

義務教育学校
・新しい学校種

・一人の校長・一つの教職員組織・修業年限を９年

（前期６年＋後期３年）

・道内６市町で６校（令和２年 月現在）

小中一貫型小学校・中学校 ＊長沼町

・小学校、中学校が組織上独立して一貫した教育を実施

・それぞれの学校に校長・教職員組織

・道内２２市町で９６校（令和２年 月現在）沼田、歌志内、由仁、雨竜

・校舎により「施設一体型」「施設併設型」「施設分離型」



１．小中一貫教育が求められる背景

町・教育委員会の取組

長沼町教育大綱（第二期生涯学習推進計画）

学び、行動し、成果を分かち合うまちづくり

令和２年度：小学校５校が統合し、町内は小学校１校・中学校１校に

小・中学校の連携・接続の強化が必須

【令和３年度重点】「一人一人の学びをしっかりと支え、
誰一人取り残すことのない教育」来年度（令和４年度）には、小中一
貫教育を完全実施する。

長沼町教育委員会 教育行政執行方針



１．小中一貫教育が求められる背景

町・教育委員会の取組

小・中学校の教育目標の連携

【長沼小学校】

・長沼の伝統と先端から学び、つながり、拓こうとする子

・よく考えて判断し、行動しようとする子

・多様な人たちと協働して、よりよい社会を創っていこうとする子

【長沼中学校】

・長沼の伝統を継承し、先人から学び、地域に尽力できる生徒

・高い見識をもち、主体的に学びに向かう生徒

・社会を創造して、多様な人たちと相互理解できる生徒



２．小中一貫教育の推進内容（主なもの）

土台（基礎）づくり期 → 実践・改善期へ

～Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度

小中一貫教育
にかかる研究

●先進地視察等の実施
（教育委員会・教育
委員）

●勉強会の開催（教育
委員会・教育委員）

●先進地視察等の実施
（教育委員会・教育
委員）

●勉強会の開催（教育
委員会・教育委員）

●新校舎建設に向けての
検討・視察

●勉強会の開催（教育委
員会・教育委員）

●先進地視察（全国サミ
ットin北広島 等）

●新校舎建設に向けての
検 討・視察

●勉強会の開催
（教育委員会・教育委員）

指定事業 ●小中一貫教育サポー
ト事業（中学校）
1/3年次

●地域連携研修主体校
（中学校）

●小中一貫教育サポート
事業（中学校）
2/3年次

＊中学校への教員加配
＊道教委等からの指導・
支援

●小中一貫教育サポート
事業（小・中学校）
最終年次

町
教育委員会

●教育行政執行方針に
よる正式表明

●小中一貫合同研修会
の開催

＊推進アドバイザー：
日渡教授

＊授業改善ファシリ
テーター：山田教諭

●町議会への説明
●小中一貫教育推進への
支援

●町議会への説
●小中一貫教育推進への
支援

小
中
一
貫
教
育

ス
タ
ー
ト
元
年



２．小中一貫教育の推進内容（主なもの）

土台（基礎）づくり期 → 実践・改善期へ

～Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度

学校 ●（Ｈ２８年度）３つ
の中学校を統合し、
長沼中学校開校

●５つの小学校を統
合し、長沼小学校
開校

（小・中各１校に）
●学校教育目標の小
中連携

●中学校教員による
小学校高学年専科
授業（加配教員に
よる小6算数科）

●算数・数学科にお
ける９年間の教育
課程編成

●小中一貫合同研修会・
特別部会・教科専門部
会の開催

●中学校教員による小学
校専科授業（6年算数）

●小・中学校への相互乗
入れ授業

●６年生の中学校体験登
校

●他教科の９年間の教育
課程編成

●「学習規律」「生活規
律」の作成

●小中一貫合同研修会・
特別部会・教科専門部
会の開催

●中学校教員による小学
校専科授業

●小・中学校への相互乗
入れ授業

●６年生の中学校体験登
校

●独自教科
「（仮）ふるさと長沼
学」開始

保護者
地域
ＣＳ

●ＣＳ（学校運営協
議会・小中一貫部
会）開催

●学校運営協議会に
おける小中一貫教
育導入についての
説明

●ＣＳ（学校運営協議
会）における小中一貫
教育の進捗状況の説明

●ＣＳ通等信による小中
一貫教育の進捗状況の
発信

●ＣＳ（学校運営協協議
会）における小中一貫
教育の説明

●ＣＳ通信等による小中一
貫教育の進捗状況の発信

小
中
一
貫
教
育

ス
タ
ー
ト
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３．小中一貫教育の推進組織 ＊令和３年度から

小中一貫教育推進会議（推進母体） 教育委員会

小中一貫合同研修会

代表者会議（各部会代表者）

小中一貫教育推進会議
【構成員】小中校長・教頭・

主幹教諭・事務職員

特別部会 教科専門部会

＊小・中学校教職員は、上記のどちらの部会にも所属する。

小学校職員 中学校職員 小学校職員 中学校職員



①部会名・業務（主なもの）・構成員例

＊校長・教頭・主幹教諭は各部会に分かれて所属→同じ所属校から部長を選出し、連携する。

３．小中一貫教育の推進組織

特別部会（６部会）

A 学力向上部会 ◎「学習規律」の作成
・「家庭学習強調週間」「読書週間」の推進

研修担当
教務担当

B ふるさと教育部会 ◎独自教科「（仮）ふるさと長沼学」の教育課程
（系統表）の作成

総合担当
生活科担当

Ｃ 体力向上部会 ◎新体力テストの結果交流（乗り入れ打合せ）
・体力向上策（１校１実践）等の検討

体力向上担当
保健体育担当

D 児童・生徒会部会 ◎児童会活動、生徒会活動の交流と連携（仲間づく
り・いじめ根絶の取組等）

児童会・生徒
会担当

Ｅ 生徒指導部会 ◎「生活規律」の作成
・小、中学校の問題行動等の交流

生徒指導担当

Ｆ ＩＣＴ教育部会 ◎ＩＣＴを活用した授業等連携（デジタル教科書、
スクールタクト、キュビナの効果的な使用方法）

ＩＣＴ教育担
当



①部会名・●部長〇副部長・主な業務

３．小中一貫教育の推進組織

教科専門部会（１３部会）

Ａ 国語部会 ●中学校 〇小学校

◎教科系統表（９年間を見据えた指導計画）

の作成

・小、中学校の現況と課題の交流

・授業の連携

・相互乗り入れ授業の調整

Ｂ 社会部会 〇中学校 ●小学校

C 算数・数学部会 ●中学校 〇小学校

D 理科部会 〇中学校 ●小学校

Ｅ 音楽部会 ●中学校 〇小学校

Ｆ 図工・美術部会 〇中学校 ●小学校

Ｇ 家庭・技術部会 〇中学校 ●小学校

Ｈ 保健体育部会 ●中学校 〇小学校

Ｉ 外国語・英語部会 ●中学校 〇小学校

Ｊ 道徳部会 〇中学校 ●小学校



３．小中一貫教育の推進組織

教科専門部会（１３部会）

Ｋ 特別支援部会 ●中学校 〇小学校 ＊「特別支援部会」は、小中学校間の滑ら
かな接続と支援の一貫性など（そだちの
スタートシート等）について協議する。

＊「学校保健部会」は、小・中連携した保
健室経営や新型コロナ対応、児童生徒指
導（不登校等）について協議する。

＊「学校事務部会」は、小中一貫に係る教
育活動や研修活動等の企画運営について
協議する。

Ｌ 学校保健部会 〇中学校 ●小学校

Ｍ 学校事務部会 〇中学校 ●小学校

代表者会議

〇推進会議担当者と「特別部会」「教科専門部会」の委員長が出席。

〇各部会の議題や進行、業務内容について確認する。



４．令和３年度小中一貫教育推進日程

（事前）小中一貫推進会議

■時期 ～４月初旬
■内容 ・「令和３年度長沼町小中一貫教育推進計画」の確定

・「特別部会」「教科専門部会」の所属調整（各学校）
・第１回推進会議の案内作成・送付、レジュメ準備

第１回小中一貫推進会議

■日時 ４月 ２日（金）１５：３０～
■会場 長沼中学校 図書室
■内容 ・「令和３年度長沼町小中一貫教育推進計画」の確認について

・「特別部会」「教科専門部会」の所属確認について
・第１回代表者会議について
・第１回小中一貫合同研修会について

第１回代表者会議

■日時 ４月１２日（月）１５：３０～
■会場 長沼中学校 図書室
■内容 ・第１回「特別部会」「教科専門部会」の内容について



４．令和３年度小中一貫教育推進日程

第１回小中一貫合同研修会

■日時 ４月１５日（木）１３：００～１４：３０
■会場 長沼中学校 体育館
■内容 講演「先進地域の小中一貫教育の取組について」

講師 未定

第１回特別部会

■日時 ４月１５日（木）１４：３０～１５：００
■会場 長沼中学校 ６教室
■内容 ・部長、副部長、部員の確認

・活動内容の確認
・次回までの課題

第１回教科専門部会

■日時 ４月１５日（木）１５：００～１５：３０
■会場 長沼中学校 １３教室
■内容 ・部長、副部長、部員の確認

・活動内容の確認
・次回までの課題

【
Ｒ
２
合
同
研
修
会
の
様
子
】



４．令和３年度小中一貫教育推進日程

第２回小中一貫推進会議

■日時 ７月１５日（木）１８：００～
■会場 長沼中学校 図書室
■内容 ・第２回小中一貫合同研修会について

・視察研修（小中一貫教育全国サミット㏌北広島 等）について
・公開研究会について

第２回代表者会議

■日時 ７月２０日（火）１５：３０～
■会場 長沼中学校 被服室
■内容 ・第２回「特別部会」「教科専門部会」の内容について



４．令和３年度小中一貫教育推進日程

第２回小中一貫合同研修会

■日時 ７月２６日（月）１０：００～１２：００
■会場 長沼中学校 体育館
■内容 講演「小中一貫教育における授業づくりについて」

講師 未定

第２回特別部会

■日時 ７月２６日（月）１３：３０～１４：３０
■会場 長沼中学校 ６教室
■内容 ・各部の重点となる取組 等

第２回教科専門部会

■日時 ７月２６日（月）１４：３０～１５：３０
■会場 長沼中学校 １３教室
■内容 ・系統表の作成について

・小、中学校の現状と課題の交流

【
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４．令和３年度小中一貫教育推進日程

小学６年生の中学校体験登校（案）

■期日 ６年１組：９月２８日（火）
６年２組：９月２９日（水）
６年３組：９月３０日（木）

■日程 ＊該当クラスは、午前授業・給食を済ませ、学習用具や上靴を
持参して登校

中学校登校 １３：１０
５校時 中学校の概要説明、校舎案内
６校時 授業
清掃 １５：２０～１５：３５
帰りの会 １５：３５～１５：４５
下校 １５：４５
ＳＢ １６：００頃発
【希望者】部活体験 １５：４５～１７：００

下校 １７：００ ＊ＳＢなし・保護者送迎可

中学校の教師や生徒、
学校生活に触れ、中学
進学への不安を軽減す
るとともに中学校生活
への期待を高める



４．令和３年度小中一貫教育推進日程

第３回小中一貫推進会議

■日時 １０月２０日（水）１８：００～
■会場 長沼中学校 図書室
■内容 ・第３回小中一貫合同研修会について

・公開研究会について②
・今年度の進捗状況の確認、評価の方法について

【Ｒ２主体校研修会 公開授業】

公開研究会

■期日 【長沼中学校】 １１月１日（月）予定
【長沼小学校】 １１月５日（木）予定

■内容 ・小中一貫教育を踏まえた授業の公開
・反省協議 等

＊長沼中学校は、指定事業公開研として管内規模で実施する。

視察研修「小中一貫全国サミット㏌北広島」 ＊全職員参加・臨休対応予定

■期日 １１月１２日（金） 授業公開・研究協議会
１１月１３日（土） 全体会・分科会

■会場 北広島市内小・中学校 北広島市総合体育館 等



４．令和３年度小中一貫教育推進日程

第４回小中一貫推進会議

■日時 １２月 ８日（水）１８：００～
■会場 長沼中学校 図書室
■内容 ・「令和４年度小中一貫教育推進計画（第１案）」について

・第３回小中一貫合同研修会について

第３回代表者会議

■日時 １２月２１日（火）１５：３０～
■会場 長沼中学校 被服室
■内容 ・第３回「特別部会」「教科専門部会」の内容について



４．令和３年度小中一貫教育推進日程

第３回小中一貫合同研修会

■日時 １月１１日（火）１０：００～１２：００
■会場 長沼中学校 体育館
■内容 講演「 未定 」

講師 未定

第３回特別部会

■日時 １月１１日（火）１３：３０～１４：３０
■会場 長沼中学校 ６教室
■内容 ・今年度のまとめ、次年度にむけて

第３回教科専門部会

■日時 １月１１日（火）１３：３０～１４：３０
■会場 長沼中学校 １３教室
■内容 ・系統表の完成

・今年度のまとめ、次年度にむけて

【 小中一貫合同研修会】

第５回小中一貫推進会議

■日時 ２月 １日（火）１８：００～
■会場 長沼中学校 図書室
■内容 ・「令和４年度小中一貫教育推進計画（第２案）」について

・今年度のまとめ、次年度にむけて


