
令和４年度小中一貫教育の推進について

令和４年度 第１回小中一貫合同研修会

令和４年４月１２日（火）

長沼町小中一貫推進会議事務局



０．小中一貫教育制度とは

小中連携教育 ＊これまでの小・中学校の協力体制

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１８市町で１９校（令和４年4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２４市町で９６校（令和４年4月現在）

・施設形態により「施設一体型」「施設隣接型」「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４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」

～ 本年度小中一貫教育完全実施元年 ～

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

（完全実施元年）
R5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）

●一体的に充実させる学
校施設の在り方検討・最
新校舎視察
●勉強会の開催（教育委
員会・教育委員）

●一体的に充実させる
学校施設の在り方検
討・最新校舎視察

●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

＊中学校へ教員加配
＊道教委等からの指導・
支援

小中乗り入れ授業の起
動修正

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

＊推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：
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

●町議会への説明
●小中一貫教育推進への
支援

●新校舎建設に向けての
基本構想策定

※学校づくり教育アドバ
イザイザー招聘：文部
科学省文教施設企画・
防災部企画調整官
廣田 貢氏

●町議会への説明
●小中一貫教育推進へ
の支援

●新校舎建設に向けて
の検討（基本構想に
基づく新校舎建設計
画の遂行）



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

（完全実施元年）
R5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・独立部会の開催

●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
「ふるさと長沼学」開
始

●小中一貫合同研修会・
特別部会・教科専門部
会・独立部会の開催

●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
「ふるさと長沼学」更新

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

●新校舎建設に向けての
検討

●ＣＳ通信等による小
中一貫教育の推進状
況の発信

●新校舎建設に向けて
の検討（継続）



３．小中一貫教育で想定される具体的取組例

「小中一貫教育グランドデザイン」の共有・更新

①保護者・地域の願いの集約・整理、CSとの連携

②学校教育目標の連携

③目指す児童・生徒像の小中で再確認

④実現のための指標の小中で再確認

⑤各校の分掌業務との関連性 など

小中合同研修会の開催

①９年間の学びのゴールを見据えた教科指導

②地域を学ぶ・地域人材を活用した授業のあり方 など

〔内容例〕・「長沼ふるさと学」更新・中３のゴール設定

学年を追った⇒・入学年度「教科系統表」の作成（９枚）

・全体把握の「教科系統表」の更新

・新校舎での学びに向けた最初の１歩
【特別支援委員会（R３年度）】



３．小中一貫教育で想定される具体的取組例

小学校高学年専科授業、小・中学校への相互乗り入れ授業の実施

①指導内容例
・中学校教員が、所有する免許を活かし、小学校高学年などで専科指導を行う。
（小学校の学級担任と複数で指導することも可能）

・小学校教員が、中学校の授業に補助的に入り、子どもたちの育ちに応じた指導を行う。

②相互乗り入れ授業のメリット
・教員同士のつながりが強くなる
→情報交換の密度が高くなる。児童生徒理解が深まる。
学習指導・生徒指導の改善につながりやすくなる。

・中学校卒業時点の望ましい姿をイメージしながら教育活動を行う
意識が高まる

・９年間の一貫した取組の充実が期待できる。
・児童の中学校への進学に対する不安がある程度解消される。
・子どもたちの良さを多面的に評価でき、資質や能力をのばすことができる。
・中学校での教え子の育ちを意識しながら小学校での指導に当たる意識が深まる。 など

【小学校教員の中１理科授業
T２（R３年度）】



３．小中一貫教育で想定される具体的取組例

９年間を見据えた教育課程の編成・実施・改善

①系統表の活用（各校の公開研の指導案へ）
ア 複数の学年で繰り返し指導するポイント
イ 各種学力調査の正答率
ウ 重点的に指導する単元
エ 他教科等との関連
＊つまずきを速やかに解消する指導、下学
年の既習事項を意識した指導

＊乗り入れ指導を効果的に取り入れる
＊「重要単元」には時数を多めに配分

②小中一貫教科の更新（ふるさと教育部会）
ふるさとや郷土に関する取組「ふるさと長沼学」



３．小中一貫教育で想定される具体的取組例

異学年交流（教科、行事、児童会生徒会等）

①異学年の取組により期待される成果例
ア 社会性（思いやりの心、コミュニケーション能力）やリーダーシップの育成
イ 新しい気付きや既習事項の振り返り、学習意欲の向上
ウ 小学校から中学校への移行がスムーズに 学校間段階のギャップの解消

②期待される児童生徒の成長の姿例
ア 友達や下級生にやさしくできる児童生徒の増加
イ 相手の気持ちをよく考えて付き合おうとする児童生徒の増加
ウ 中学校の生徒の責任感や自己肯定感の高まり

③異学年交流の具体例
・児童会・生徒会活動・あいさつ運動
・長沼町子供会議 ・小中合同遠足
・職場体験 ・作品交流
・中学生が学習の成果を小学生に発表 など

【長中２年職場体験（長小）】

【長沼町仲間づくり「子供会議」】



３．小中一貫教育先進地域・先進校に見られる成果例

北海道「小中一貫教育推進事業」協力校

①教職員アンケートの結果から

・指導内容の系統性理解の深まり ・互いの学校のよさを取り入れる意識の高まり

・指導方法の改善意欲の高まり ・上級生が手本となろうとする意識の高まり

・学習規律や生活規律の定着

②協力校の取組の成果

・学力の向上 ・中１ギャップの未然防止 ・特別支援教育の充実 ・家庭・地域との連携の強化

小中一貫教育校への視察研修から（例：当別町⇒「とうべつ学園」開校へ）

①ＮＲＴ標準学力調査において、総合成績が２年間で約４Ｐ伸びる

②全国学力・学習調査において、小・中学校ともに全教科全国平均以上を達成

③全国学力・学習調査の児童生徒質問紙において、「自己肯定感」「家庭学習」

「地域への関心等」などが向上

④各種コンクールや部活動大会など、多方面でこれまで以上の活躍が見られる。



４．小中一貫教育の推進組織 ＊令和４年度

小中一貫合同研修会

教科専門部会特別部会

小中一貫教育推進会議（推進母体） 教育委員会

＊【組織再編】
①年度初め（年度末）のリーダー会議開催（教務・研修担当の打ち合わせ）
②令和3年度設置の代表者会議廃止（部長、副部長へは各校教頭より連絡）
③教科部会の再編
④独立部会設立
＊特別部会、教科専門部会の両方に所属する。
独立部会の教職員は独立部会のみの所属とする。

独立部会



４．小中一貫教育の推進組織

小中一貫教育推進会議（推進母体）

①活動内容（主なもの）
・年間推進計画の策定 ・代表者会議の招集
・合同研修会の企画、運営 ・相互乗り入れ授業の調整、実施
・中学校体験登校の調整、実施 ・視察研修の計画、実施
・成果、課題の検証 ・教職員や保護者（地域）向け通信の発行

・ＣＳ学校運営協議会との連携
②役職・構成員・業務（令和４年度）

委員長 小学校 校長 ・推進会議等の主催、挨拶 ・ＣＳ学校運営協議会への出席

副委員長 中学校 校長 ・推進会議の司会進行 ・ＣＳ学校運営協議会への出席

事務局長 小学校 教頭 ・レジュメ作成 ・議案についての説明
・研修会、部会に関する参考資料の収集

事務局次長 中学校 教頭 ・合同研修会の司会進行 ・レジュメ作成
・議案についての説明 ・参考資料の収集

事務局員
（５名）

小・中学校 主幹教諭
小・中学校 教務主任
事務部代表1名

・レジュメ作成 ・議案についての説明
・参考資料の収集 ・合同研修会の準備
・視察研修について

連絡員 学校教育課 担当職員 ・各学校と北海道教育委員会・空知教育局との連絡調整（特に指定事
業関連） ・教育委員会との連絡調整



４．小中一貫教育の推進組織 特別部会（６部会）

①部会名・業務（令和3年度の成果と課題より）・構成員例
A 学力向上部会 ◎小中一貫した「学習スタイル」の徹底

・「R5研修テーマ」「指導案」について
・教科系統表について
・「学力向上に関わる取組」の継続・推進

研修担当
（鳥巣教頭）

Ｂ ふるさと教育部会 ◎「ふるさと長沼」の更新
・地域素材加筆（社会教育・ＣＳとの連携）
・R5（ゴール設定）に向けて

総合・生活科担当
（阿部主幹）

Ｃ 道徳部会 ◎実態交流
・年間指導計画に行事を組み込む一覧表作成等
・R5（仲間作り会議との連携）に向けて

道徳教育推進教師ほか

（平井教頭）

Ｄ ＩＣＴ教育・文化部会 ◎ｉＰａｄ活用・実践交流
○プログラミング教育推進・実践交流

ＩＣＴ教育・文
化担当
（窪田主幹）

Ｅ 生徒指導
・児童生徒会部会

◎実態交流
・あいさつ運動・制服について・子供会議

生徒指導・児童会
生徒会担当
（渡辺校長）

Ｆ 体力向上部会 ◎実態交流
・体力向上策・乗り入れ授業・部活のあり方

体力向上担当
（髙羅校長）

＊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。



４．小中一貫教育の推進組織

教科専門部会（８部会）

①部会名・●部長〇副部長・主な業務

A 国語部会 〇中学校 ●小学校
◎入学年度毎「教科系統表」作成

○全体把握「教科系統表」更新

○日常の授業交流 (指導案不要）

１ 小中交流日の午後を活用
２ 小中参観日を活用

(目安：年間1回）

Ｂ 社会・生活部会 ●中学校 〇小学校

Ｃ 算数・数学部会 〇中学校 ●小学校

Ｄ 理科部会 ●中学校 〇小学校

Ｅ 音楽・図・美
・家技部会

〇中学校 ●小学校

Ｆ 保健体育部会 ●中学校 〇小学校

Ｇ 外国語・英語部会 ●中学校 〇小学校

Ｈ 特別支援部会 〇中学校 ●小学校



４．小中一貫教育の推進組織

独立部会（２部会）

Ｌ 学校保健部会 〇中学校 ●小学校 ＊「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。

Ｍ 学校事務部会 〇中学校 ●小学校

【R３小中一貫推進会議委員長 渡辺 禎校長】【R３教科部会の様子】 【R３理科部会の様子】



■日時 ４月 ４日（月）15:30～
■会場 長沼小学校 校長室
■内容 ・「令和４年度長沼町小中一貫教育推進計画」の確認について

・各部会の所属確認について
・第１回小中一貫合同研修会について

４．令和４年度小中一貫教育推進日程

小中一貫推進事前打ち合わせ

（教務・研修担当者との打ち合わせ）

■時期 ３月１８日(金）14:50～
■会場 長沼中学校 図書室
■内容 ・「令和４年度長沼町小中一貫教育推進計画」の確定

・「ふるさと教育」「校内研修」に関わる部分の共通理解

第１回小中一貫推進会議

【髙羅校長(長小）へのインタビュー：中２職場体験】



■日時 ４月１２日（火）15:05～15:30
■会場 長沼小学校 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

４．令和４年度小中一貫教育推進日程

第１回特別部会

第１回小中一貫合同研修会

■日時 ４月１２日（火）13:00～14:30
■会場 長沼小学校 体育館
■内容 講演「小中一貫の目指すところ」

講師 北広島市大曲中学校 主幹教諭 吉川 広樹 氏
■福井県視察研修環流報告

発表者 長沼小学校 教諭 川上 透
長沼中学校 教諭 谷島 靖弘
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■日時 ４月１２日（火）14:40～15:00
■会場 長沼小学校 ８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回独立部会

■日時 ４月１２日（火）14:40～
■会場 長沼小学校 職員室 保健室
■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



４．令和４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 ６月２１日（火）15:30～
■会場 長沼小学校 校長室
■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in飯塚 等）について

■第1回目 ６月２７日（月）教科部会枠
■第2回目 ９月２６日（月）教科部会枠
■第3回目 １１月２８日（月）特別部会枠

※開催する場合は、1，2回目を教科部会、3回目を特別
部会枠とする。独立部会は適宜開催。

「小中交流日」をよろしく
お願いします。

【R３体育科教諭乗り入れ指導：谷島教諭、中塚教諭】

小中交流日(全3回）



■日時 ７月２５日（月）13:30～14:30
■会場 長沼小学校 ６教室
■内容 ・各部の重点となる取組 等

４．令和４年度小中一貫教育推進日程

第２回特別部会

第２回小中一貫合同研修会

■日時 ７月２５日（月）10:15～11:50
■会場 長沼小学校 体育館
■内容 講演「ふるさと教育について」

講師 浦臼町立浦臼小学校教諭 平川 隆二 氏

第２回教科専門部会
■日時 ７月２５日（月）14:30～15:30
■会場 長沼小学校 ８教室
■内容 ・系統表の活用について

・小・中学校の現状と課題の交流等

第２回小中一貫推進会議

■日時 ６月２１日（火）15:30～
■会場 長沼小学校 校長室
■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in飯塚 等）について

第２回独立部会

■日時 ７月２５日（月）13:30～
■会場 長沼小学校 職員室 保健室
■内容 ・各部の重点となる取組 等

【R３小６算数：山本教諭(長中）】



４．令和４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(予定）

■期日 ６年１組：９月２７日（火） ２組：２８日（水）
■日程

中学校登校 １３：１５
５校時 １３：３０～１４：２０
・オリエンテーション
・校舎内見学、授業参観
６校時 １４：３０～１５：２０
・特設授業
清掃 １５：２０～１５：３５
帰りの会 １５：３５～１５：４５
下校 １５：４５
ＳＢ １５：５３頃発
【希望者】部活動見学 １５：４５～１７：００

下校 １７：００ ＊部活バス（１８：００）
＊保護者迎え(基本）

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....

【R３オリエンテーションの様子：阿部主幹】

【R３特設授業：原口教諭】



４．令和４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 4日（火）15:30～
■会場 長沼小学校 校長室
■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

公開研究会

■期日 【長沼小学校】 １１月７日（月）予定
【長沼中学校】 １１月２日（水）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

＊案内はメールで管内に周知する。

■期日
■会場

【R３長小公開研：髙橋教諭（Ｔ１）】

【R３長小公開研：宮内教諭（Ｔ１）】

【R３長中公開研：窪田教諭（Ｔ１）】

視察研修「小中一貫全国サミットin飯塚」



４．令和４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（木）15:30～
■会場 長沼小学校 校長室
■内容 ・「令和５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

長中⇒長小 （乗り入れ授業）

【R３乗り入れ授業（休み時間、体力テスト補助）：谷島教諭 中塚教諭】



４．令和４年度小中一貫教育推進日程

第３回特別部会

■日時 1月16日（月）11:15～11:55
■会場 長沼小学校 ６教室
■内容 ・今年度のまとめ、次年度に向けて

第３回小中一貫合同研修会

■日時 １月16日（月）13:00～15:00
■会場 長沼小学校 体育館
■内容 講演「 未定 」

講師 未定

第３回教科専門部会

■日時 1月16日（月）10:30～11:10
■会場 長沼小学校 ８教室
■内容 ・系統表(①入学年度版

②年次更新版）
・今年度のまとめ、次年度に向けて

【R３小中一貫特別部会】

第５回小中一貫推進会議

■日時 ２月 ２日（木）15:30～
■会場 長沼小学校 校長室
■内容 ・今年度のまとめ、次年度に向けて

【R３合同研修会講師：田中佳樹 様】【委員長挨拶：渡辺校長(長中）】

【R３全体研修会：ピアサポート】


