
１．令和2 年度 小中一貫教育のテーマ（継続：各校校内研究のテーマも校区のテーマと同一とする）《7 年目》 

 

２．令和2 年度 研究仮設 

  

 

３．研究の方法 

（１）年３回の小中合同研修会を実施する。４校の教職員が各部会（学習指導部会、生徒指導・特別活動部会、体

育・保健部会）、領域部会（A～C）教科研究会において、共同で研究に取り組む。 

（２）各部会研修会の取組を各学校において共通理解する場を設け、学校の実態に合わせた取組を進める。 

（３）各校で、小中９年間を見とおした授業研究（校内研究提案授業、互見授業等）を行う。 

（４）年度の終わりに、各校ならびに校区全体の「児童生徒の実態」を見直し、次年度の研究につなぐ。 

（５）各領域部会で、小中９年間を見とおした教育課程を編成する。 

（A 案：3 年間にわたり編成を行う  B 案：1 年間で編成する ） 

 

４．小中一貫教育の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領域部会C 
(6) 体育・健康に関する指導 

      ①学校保健 
      ②学校安全・防災教育 
      ③食に関する指導 

(7) 性に関する指導 
 

Ｂ案で進める。８月に素案提案、１２月に完成をめざす。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

組織や各部会の取組内

容は、原則として当初

の予定通りとする。 

７月上旬に開催。年間予定の決定。 

第1回小中合同研修会の運営について 

坂ノ市中学校区４校校長会 

推進委員会    （校長・教頭・推進担当） 

拡大推進委員会（校長・教頭・推進担当・部会代表・研究主任） 

生徒指導・特別活動部会 

生徒指導部（生徒指導担当） 
特別活動部（特別活動担当） 

事務局会 

（各校推進担当者） 

４校教頭会 

（各校教頭） 

小中合同研修会 

学習指導部会 

研修部（研究担当） 
学習推進部(学習指導担当) 
特別支援教育部 
（特別支援教育担当） 

体育・保健部会 

体育部（体育担当） 
保健部（養護教諭） 

教科研究会 部会研究会・領域研究会 

小中学校９年間の系統性を意識し、コミュニケーションをとおしてお互いを高め合い、児童生徒が主体となるよう全て

の教育活動を展開していけば、表現力・実践力を身に付けた児童生徒が育つであろう。 

『 ９年間をつなぐ確かな学びと健やかな心身の育成 』 

～表現力・実践力を身に付けた児童生徒をめざして～ 

 

領域部会A 
（２）道徳教育    
（３）総合的な学習 
（５）キャリア教育 
（８）人権・同和教育 
（10）特別支援   
（12）情報教育 
（14）環境教育 

 

領域部会B 
（４）特別活動   
（９）生徒指導 
(13) 図書館教育 

（15）福祉教育 
（16）消費者教育 
（17）平和教育 

 

臨時休業期間等による授業確保措置も考え、８月、１１月、１月に行う。 

授業時数確保を優先し、本年度は合同授

業研究会を実施しない。 

2020.7.9 坂ノ市中校区小中一貫教育拡大推進委員会 資料   

各部会の名簿（別紙

様式）を７月上旬（第

1回推進委員会）まで

に作成。 

朱囲み、朱字は当初予定

より変更分 
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部  会 取  組  内  容 

４校校長会 ○企画・運営 

○推進委員会及び小中合同研修会における指導・助言 

○地域・保護者への啓発（学校だより等） 

４校教頭会 ○行事調整・連絡  

○地域・保護者への啓発 等 

推進委員会 ○研究推進（企画・運営） 

○小中合同研修会の企画・運営   

○小中合同授業研究会の運営  

○小中一貫教育だよりの発行 

事務局会 

(推進担当者) 

○小中一貫教育推進の計画・調整 

○すまいる授業の計画・実施  ○情報発信の計画・実施（たより、ホームページ等） 

○小６春休み課題の調整  「生活・学習のしおり」の印刷、配布 領域研究会（小学校担当校） 

学習指導部会 ≪研修部≫    ○基礎学力の定着や学力の向上に向けた取組 

（学力調査等の分析や学力向上の取組の交流） 

○小中合同授業研究会の持ち方・まとめ 

《A1 部会》 

（２）道徳教育  

（８）人権・同和教育 

（12）情報教育 

≪学習推進部≫ ○共通した学習規律、教室環境、家庭学習の徹底 

○「生活・学習のしおり」の見直し 

 

《A2 部会》 

（３）総合的な学習 

（５）キャリア教育 

（14）環境教育 

≪特別支援教育部≫  

○特別支援教育の小中連携 

○３小学校交流会  

○中学校説明会 

《A3 部会》 

（10）特別支援 

 

 

体育・保健

部会 

≪体育部≫    ○体力向上に向けた取組 

（体力テストの分析、運動に親しむ場の設定） 

○指導法の工夫・改善 

《B1 部会》 

（６）②学校安全・防災教育 

(６）③食に関する指導 

≪保健部≫    ○「歯と口の健康づくり」の取組  

○保健関連の情報共有 

《B2 部会》 

（６）①学校保健 

（７）性に関する指導 

生徒指導 

・特別活動

部会 

 

≪生徒指導部≫ ○生徒指導のきまりの統一   

○生徒指導のあり方を共通理解 

○児童生徒の共通した課題解決に向けた取組 

○小中連絡会、入学説明会等の計画・実施 

《C1 部会》 

（９）生徒指導 

（15）福祉教育 

（16）消費者教育 

≪特別活動部≫ ○児童会と生徒会の連携（あいさつ、掃除、交流会等） 

○児童生徒の交流の推進（小中交流会等） 

《C2 部会》 

（４）特別活動   

（17）平和教育 

（13）図書館教育 

(丹生小) 

(坂ノ市中) 

(坂ノ市小) 

(小佐井小) 

(小佐井小) 

(坂ノ市小) 

(坂ノ市小) 

(小佐井小) 

(坂ノ市小) 

(坂ノ市中) 

(丹生小) 

(小佐井小) 

(坂ノ市小) 

５．各部会の取組内容 

(丹生小) 

・小中合同研修会…３回実施。（８月,１１,１月） 

・小中合同授業研究会は実施を見送る。 
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６．事務局について 

・事務局は、４校の小中一貫教育推進担当者で構成し、坂ノ市中学校に置く。 

・坂ノ市中学校の小中一貫教育推進担当者（事務局長）がコーディネート役になり、他の推進担当者と協力し小中一

貫教育を推進する。 

・案内文書作成、研修会の企画、運営、便り、HP による情報発信等を行う。 

７．小中合同研修会の進め方について 

・会場は、坂ノ市中学校とする。全体会は、坂ノ市中学校小中一貫教育推進担当者（事務局長）が進行を行う。 

・部会研修会は、部会代表者を中心にした４校の代表者で進行を行う。校長は、担当の部会に指導・助言者として参加

する。推進担当者も担当の部会に参加。 

・領域研修会は、部会研修会と同じ編成で行い、部会研修会司会者が進行を行う。（C２部会は小佐井小が司会を行う。） 

・教科研究会は、各教科の研修部所属の人が進行を行う。 

・各校で小中合同研修会の内容を共通理解する時間をもつ。 

８．小中合同授業研究会について 

・小中それぞれ互見授業を実施する。 

・原則、担当教科（小学校は希望担当教科）の授業を参観する。 

・自校の職員も担当教科（小学校は希望担当教科）の授業を参観する。 

・互見授業後に授業ごとに振り返りの時間を持つ。 

① ３小学校互見授業  6 月24 日（水）5 限（水曜日課）※授業開始時刻は原則３校統一 

中学校の職員が３小学校に分かれて参観 【坂ノ市小（算・理・道） 小佐井小（外・国）丹生小（社・体）計７教科】 

    日程  昼休み                                       ↑ 

清掃                     

下校準備（互見授業以外の児童は自習） 

互見授業  14:15 ～ 15:00  (45 分)   

児童下校   （全校児童下校） 

振り返り   15:15 ～ 16:00 （45 分）  

② 中学校互見授業  11 月18 日（水） 6 限（木曜日課） 

3 小学校の職員が中学校にて参観 (国社数理英保道 ７教科) 

    日程  昼休み    13:00 ～ 13:30 

清掃      13:30 ～ 13:45 

帰りの会    13:55 ～ 14:10（授業外生徒自習） 

互見授業  14:15 ～ 15:05  (50 分)   

児童下校   15:10   （全校生徒下校 部活なし） 

振り返り   15:20 ～ 16:05 （45 分） 

９．その他 

・６年生の春休みの課題は、３小学校が同じにする。その課題をもとに中学校が課題テストをする。 

・部会ファイルと記録ノートは、各学校で保管し、次の部会代表へ引き継ぐ。（ノートの予備が事務局にあり） 

・令和元年度まとめを、年度当初に転入職員に配布する。（データを各学校で印刷） 

 

年度 坂ノ市小 小佐井小 丹生小 

R1 国・社・体 算・理 道・外 

R3 算・理・道 外・国 社・体 

R4 外・国・社 体・算 理・道 

R5 体・算・理   道・外 国・社 

R6 道・外・国 社・体 算・理 

R7 社・体・算 理・道 外・国 

R8 理・道・外 国・社 体・算 

R9 国・社・体 算・理 道・外 

小学校互見授業ローテーション一覧 

※互見授業の次年度ローテション規則性 

・坂小は、今年度の小佐井小分と丹生小の左側教科 

・小佐井小は、今年度の丹生小の右側教科と坂小の左側教科 

・丹生小は、今年度の坂小の中教科と右側教科 

本年度は、臨時休業後の授業時数確保を

最優先とし、合同授業研究会は実施を見

送る。各校、学校研究の中で互見授業は

行う。第2回小中合同研修会（領域部

会）を行う。 

Ｒ２以降の予定をスライドさせる。 
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10．年間計画   

学期 月 推進委員会 小中合同研修会 連携行事 

１ 

４月 

<推進>今年度の取組

[4/17(金)15:30~] 

<拡大>今年度の取組 

[4/17(金)15:30~]、 

第１回合同研 

第１回合同授業研 

  

※年度初めに各校企画委員会で、坂

ノ市中学校区の小中一貫教育の取

組の共通認識を持つ 

※各校職員会議で、概案を提案 

※事務局と各部会長・各領域担当との

スケジュール等の打ち合わせ 

５月       

６月 

<拡大>部会研情報交換、 

第２回合同研 

① 全体会・各研究会 

[6/17(水) 15:15~] 

A 全体会（10 分）  

B 部会研究会（30 分） 

・今年度の取組共通理解 

C 領域研究会（25 分） 

 ・各領域素案提案、略説 

 ・各校への取組依頼 

小中連絡会①[6/11（木）] 

小中合同授業研究会①[6/24(水)] 

（3 小学校互見授業） 

・坂小（ 算 ・ 理 ・ 道 ） 

・小佐井小（ 外 ・ 国 ） 

・丹生小（ 社 ・ 体 ） 

特別支援学級3 小学校交流会[  /  ] 

７月 第1 回拡大推進委員会   ・領域分担部分素案作成 中学校特別支援学級見学会 

８月 

第1 回合同研修会終了後に第2 回

拡大推進委員会を行う。 

(１)第2 回小中合同研修会について 

(２)次年度のテーマ・方向性 

① 全体会・各研究会 

[8/18(火)13:30～] 

A 全体会(10 分) 

B 部会研究会(40 分) 

 ・今年度の取組共通理解 

C 領域研究会(50 分) 

 ・各領域素案提案、略説 

 ・各校への取組依頼 

児童会・生徒会交流会[  /  ] 

平和の夕べ[8/6] 

日吉原コンサート[  /  ] 

２ 

９月    ・各校で領域分担部分作成 
中学職場体験[9/10,11] 

・小中交流会（職場体験において中２小６交流） 

10 月    ・各校で領域分担部分作成   

11 月 

  ② 領域研究会 

[11/18(水)15:00～] 

（部会研究会なし） 

  ・各領域Ｒ３版提案 

（各校の意見をもとに） 

小中合同授業研究会②[11/18(水)] 

（中学校互見授業）・国社数理英保道 

12 月   
 ・各領域Ｒ３版修正案作成・

集約 
  

 

 

 

・第１回提案の素案を各校の

提案で完成させ、各研究会

で協議を行う。 

・意見をもとにR3年度版を完

成（毎年見直しを行う） 

 

部会研究・領域研究の２本立てと

簡略化のため同時開催で実施 

各校領域責任者も参加 

・時間短縮のため全体会は放送で 

・部会研究会後、引き続き領域研究

会実施 終了後研究会毎に解散 

・終了後、拡大推進員会開催 

※各校R2 版教育課程を持ち寄る 
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３ 

１月 

<拡大>部会研情報交換 

来年度の方向性 

<事務局>来年度の推進計  

  画 

③ 部会研究会・全体会  

[1/7(木)9:00~ ] 

A 全体会（90 分）  

・今年度の反省 

・来年度の方向性 

・R3 版教育課程配布 

B 部会研究会（60 分） 

  ・年間まとめ 

  

２月     坂中体験入学・入学説明[2/16] 

３月     小中連絡会②[   /   ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・来年度の研究テーマについて（提案） 

・事前配布した R3 版教育課程について

各領域責任者より説明。 

・意見集約し R3 版教育課程修正完成 

 


