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平成２７年度 大和地域小中連携教育

１ 研究課題

研究課題

小学校と中学校の「学び」のつながり

～確かな学びと豊かな人間関係の確立を目指した小・中連携教育～

２ 基本理念

大和地域は１中複数分離型の小中連携であることから、小中学校の教職員が、９年間を見通

した指導イメージを共有しながら進めていく意識が必要不可欠である。

３ キーワード

「９年間を見通した指導イメージの構築」 「適時性と継続性」 「提案型から協働型へ」

４ 研究組織

（１） 各教科部会（国、算、社、理、音、図、体、外）及び、領域部会（心と体の健康づくり部会、

特別支援教育部会）をおき、各学校の教員は、いずれかに所属する。ただし、各教員は教

科を兼ねることは避ける。

※ 各部会の部長には、校長または教頭があたり、各部会の班長には、中学校教諭が原

則あたる。

※ １１月４日（水）に教科部会の研究発表会を大和中学校職員研修会と合わせて実施す

る。尚、当日の運営については運営委員が行う。詳細については運営会議にて検討す

る。

【研究内容】

○ 各教科部会

①小学校の学習内容と中学校の学習内容の「つながり」（ギャップ）に焦点を当てた授業案・

指導案の検討及び研究発表会に向けての授業提供・研究協議の準備

②小・中の指導内容の関連の研究～年間指導計画への位置付け

③教材、指導方法等の研究

④数学科中学校教員が、隔週１回１時間、各小学校へ訪問

○ 心と体の健康づくり部会

①不登校や健康課題等の共有

②健康づくりの研究

③その他

○ 特別支援教育部会

①特別に支援が必要な児童生徒の課題の共有

②特別支援教育や指導法の研究

③その他
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（２） 各学校毎に領域部会（授業づくり部会、交流づくり部会）の研究組織を設置し、研究実践

を進める。

＊ 部会の部長には、校長または教頭があたる。また、各校で担当責任者を設ける。

【研究内容】

○ 授業づくり部会

① 各校で研究を進め、各校は、校内授業研究を大和地域各学校へ公開する。

② 中学校教員は１回は他校の公開授業に参加するように努める。

○ 交流づくり部会～豊かな人間関係の構築

①中から小へ 「ふれあい交流」を実施する～実施主体は中学校

②小と小 宿泊学習、修学旅行、教科交流、集会交流等で実施する。

③小から中へ 移動手段、安全面、時間面などを考慮し、できる範囲で実施する。

新入生説明会や仮入学での授業参観や部活動見学等

～実施主体は中学校

（３） 学習のきまり・仕方・構え、及び家庭学習、生活習慣等などについて

大和地域小中学校９年間で指導していくこととして、｢学習のきまり」「家庭学習の手引き」

｢生活習慣づくり（身構え、物構え、心構え）」が提示されているが、これらを見直すこととす

る。研究主体は大和地域教頭会があたり、小中連携教育全体会議（４月、８月、２月開催）

に提案する。尚、家庭学習については研修主任会にて検討を行う。

５ 年間計画

（１） ４月（年間計画の立案）に全体会、研修会を開催する。

（２） 夏季に研修会（各教科部会、心と体の健康づくり部会、特別支援教育部会）を開催する。

また、年間計画に従い、各部会で随時開催する。

（３） 「授業づくり部会」「交流づくり部会」については、４月（年間計画の立案）及び随時開催と

する。

（４） 運営会議については必要に応じて適宜開催する。

６ 児童生徒の意識調査の実施

（１） 実施主体は大和地域教頭会があたる。

（２） 交流に係る調査は、交流づくり部会で協議する

７ 「まとめ」の作成

８ 小中連携教育会議の実施～４月、８月、２月

○ 協議題

（１） 研究主題、組織、年間計画について

（２） 学習のきまり・仕方・構え、及び家庭学習等について

（３） 研究発表会について

（４） 意識調査について

（５） まとめについて

（６） 次年度の計画について

９ その他

（１） 教員交流会の実施
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各 部 会 の ま と め 

 

◯授業づくり 

◯交流づくり 

◯健康づくり 

◯特別支援教育 

 

●国語科部会 

●社会科部会 

●算数・数学科部会 

●理科部会 

●音楽科部会 

●図工・美術科部会 

●体育科部会 

●外国語・英語部会 

3



第１回領域・教科部会の内容 第2回領域・教科部会の内容

授業づくり

地区内の各学校の校内研究授業を公開し、で
きれば参観しあうこととした。そのために、各学
校の研究授業予定を一覧表にまとめ共有し、
各学校教員に参観を促す。

未開催

交流づくり
例年どおり、１０月に実施予定。
・８月の研修会後に第１回事前打ち合わ
せを予定。

１０月６日（火）に実施予定。
・８月１０日（月）１０：３０～事前打合せ
・各講座班長と小中担当教員との打合せ

健康づくり

平成２８年度健康診断の項目変更に伴う
保健調査票配布時のプリントの検討及び
食物アレルギー調査の流れの確認。小・
中同一歩調での取り組みを確認等。

来年度保健調査票添付プリントの検討・食物
アレルギー継続者の情報提供・流れについて
一覧作成。
緊急医療機関について情報交換
１２月上旬に会合予定

特別支援教育

三輪小・岩田小の特別支援学級の様子と
大和中学校の特別支援学級の様子を伝
え合い、秋と冬に小中の交流活動を実施
することを確認した。

テーマ：交流活動交流行事の計画の立案
１１月９日（月）午前中　芋掘り会
１２月４日（金）午前中　三輪小学校

国語

各校における国語科授業に関する現状、
課題等について共通理解を行った。国語
科における言語活動への取り組み事例を
紹介し合った。

各校の取り組みについての紹介、情報交換
小学校・・・物語文読解、長音の習得、発表に
ついて、作文指導
中学校・・・俳句の授業紹介（言語活動）

社会
中学校の教科書を元に、小学校との関連
事項について検討を行った。

11月18日（水）の市教研小中合同一斉研
修の指導案について検討した。（鎌倉幕
府の成立）

算数・数学
11月４日（水）の研究授業に向けて授業
案の検討を行った。併せて、図形分野の
小・中のつながりを確認した。

１１月４日（水）の研究授業の指導案の検
討を行った。

理科

11月４日（水）の研究授業に向けて授業
案の検討を行った。併せて、力学分野及
び、浮力に関する内容の小・中のつなが
りを確認した。

１１月４日（水）の研究授業の指導案の検
討を行った。その後、実験に使用する教
材作成を行った。

音楽

・「花は咲く」を小・中合同で歌える曲に設定し
ようという話をした。
・中学校入学までに、４校が同じ曲を歌えるよ
うにしておくこと、ト音記号の階名が読めるよう
にしておくことを確認

・秋の修学旅行で４校合同で同じ曲を歌
唱する場を設け、中学に入学しても学年
で合唱できるようにする予定。

図工・美術

○中学校の年間指導計画の内容の説明
・授業内容の詳細…制作の流れ
○小学校と中学校との用具の違いの説明
・絵の具の違いによる表現の違い
○中学校就学までに教えておくべきことの確認

○小中で道具を統一することにより、着色の際の混乱を防
ぐ。
　絵の具を小学校高学年から、ポスターカラーに変更し、数
時間程度、平塗りの指導を行う。
　また、絵の具の変更に併せて筆を変更し、中学校入学ま
でにポスターカラーの使い方に慣れておくよう努力する。

体育

○授業での共通実施内容の確認
・体つくり、体ほぐしの運動の実施
・ラダーの実施
○小中連携として体力向上への取り組みの確
認
・長縄跳びの実施、後期の毎月（詳細は８月）

○新体力テストの結果から
・女子：投げる力　低学年小３～小４でボール
　投げや投げる動きの反復運動実施
・全体：柔軟性　動きづくり・体ほぐし・ラダー等
　への取り組み
○長縄跳びの実施
・大和地域小中全体での取り組み（１１月～２
　月第４週に実施）
・全体跳び（連続）、８の字跳び（２分間の回
　数）を実施、全体の結果をまとめ掲示

外国語・英語

　小学校の外国語活動から中学校の英
語へのつながりについて、小学校の現状
を共通理解しながら、問題点等を話し
合った。

　コミュニケーション活動（聞く活動、話す
活動）について、小学校から中学校まで
のそれぞれの学年における、おおまかな
到達目標について検討した。

領
域
部
会
①

領
域
部
会
②

教
科
部
会

領域・教科部会実施内容
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平成 27年 11月４日 
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大和地域小中連携教育秋季研修会 

小学校と中学校の「学び」のつながり 

～確かな学びと豊かな人間関係の確立を目指した小・中連携教育～ 

 

１ 日  時   平成２７年１１月４日（水）  

          ６校時  14：30～15：20    研究授業 

          放課後   15：30～16：30    研究協議及び受指導  

         

２ 研究授業および会場     

          ２年 B組 数学：２年 B組教室 

          １年 A組 理科：第２理科室 

        

３ 研究協議及び受指導  

 

 

 

 

クラス・教科 ２年 B組 数学 １年 A 組 理科 

研究協議会場 家庭科室（２舎２F） 第１理科室（２舎２F） 

部長 有村泰弘（岩田小） 岡本明人（三輪小） 

指導助言者 藤井 潔（光市教育委員会） 木本育夫（光市教育委員会） 

授業者 竹光 勇（大和中） 室内文彦（大和中） 

司会 大久保真由美（塩田小） 久保田智子（束荷小） 

記録 西本佳子（岩田小） 西村崇志（三輪小） 
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第２学年Ｂ組 数学学習指導案 

平成２７年１１月４日 

場 所 ２年Ｂ組教室 

授業者 竹 光   勇 

   明 木 幸 恵 

大和地域小中連 

携教育研究課題 
小学校と中学校の「学び」のつながり 

１ 単 元「図形の調べ方」 

 

２ 目 標 

（１） 実験や観察などの活動を通して、基本的な平面図形の性質を見いだし、平行線の性質を基に

してそれらを確かめることができる。 

 

 （２） 図形の合同について理解し、図形についての見方を深めるとともに、図形の性質を三角形の

合同条件などを基にして確かめ、論理的に考察し表現することができる。 

 

３ 小学校と中学校のつながりについて 

  中学校第２学年の図形分野では、三角形や四角形などの多角形の角の大きさについての性質を平行

線の性質，対頂角の角，三角形の合同条件などすでに正しいと認めた事柄を根拠として，自分の言葉

で論理的に筋道を立てて説明する「 証 明 」を学習する。しかし，「三角形の内角の和」，「二等

辺三角形の性質」，「平行四辺形の性質」などは、小学校算数科で学習している内容であるため，「分

かりきっていることをどうして証明するのか」という疑問を生徒が抱きがちである。自分の言葉で表

現しなければならないこともあり、苦手意識をもつ生徒は少なくない。証明の必要性や意味を理解さ

せるためには,いくつかの例によって、確認された性質が必ずしも正しいとは限らないことを体感させ

る必要がある。そのような経験をすることで、推測は必ずしも正しいとは限らないということと演繹

的に正しいことを確認しなければいけないことについて理解が深まると考えられる。 

  本時の授業は、まず推測が正しくない例を取り上げることにより、証明の必要性を感じさせ、三角

形の内角の和が 180°になることの証明に繋がるように仕組んだ授業である。 

 

４ 小中連携の取り組み方 

  ８月１０日（月）の小中連携教育全体会の数学部会において小学校の授業や中学校での図形の授業

の違いを確認し、本時の授業案を協力して作成した。 

 

５ 指導の計画（総時数 １５時間） 

 第一次 角と平行線             ・・・３時間 

 第二次 多角形の角             ・・・４時間（本時１／４時間） 

 第三次 三角形の合同            ・・・３時間 

第四次 証明とそのしくみ          ・・・２時間 

 第五次 合同条件を使った証明の進め方    ・・・２時間 

 第六次 練習問題              ・・・１時間 

 

６ 研究協議の視点 

  生徒が証明の必要性と意味を理解できる授業であったか。（証明の必要性を感じさせ、証明する力 

をつけるために小学校段階からできることは何か。） 
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１ 主 眼 

 いくつかの例によって確認された

性質が必ずしも正しいとは限らない

ことを確認する学習を通して、証明の

必要性と意味を理解する。 

２ 指導の留意点 

① 見た目や推測は必ずしも正しい

とは限らないことを体感させ、証明

の必要性につなげる。 

 

② 小学校の学習内容を振り返り、小 

学校でやった方法では、すべての三 

角形で、内角の和が 180°になるこ

とを証明できていないことを押さ

える。 

 

③ ＩＣＴを使って,視覚的にとらえ 

させる。 

３ 評 価 

見た目や推測だけでは、正しいかど

うかは判断できないことや証明の必

要性と意味を理解できたか。 

 

 

 

 

予想したことが常に成り立つことを説明しよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 ℓ //ｍならば、点 Oがどんな位置でも 

∠AOBの二等分線がℓ、ｍと平行になる。」 

これは、成り立つか。成り立たないか。 

 

２年Ｂ組 数学科学習指導案   「 三角形の内角の和 」 

平成２７年１１月４日（水） 

                                                          指導者 竹光 勇・明木 幸恵 

本時の流れ 

 ① ２本の平行な直線とその間にできた角の二等分線の関係を考える。 

   ・角の二等分線が２本の平行な直線と平行になるような図をいくつか与える。 

   ・点 Oがどんな位置でも平行になるかを考える。→いくつかの例を確かめただけでは、正しいとは限らないことを押さえる。 

 ② 「三角形の内角の和が 180°になる。」が成り立つか、成り立たないかを考え、その説明の方法も考える。 

 ③ 小学校で確かめた方法で考える。→どの方法も、すべての三角形で成り立つことが説明できないことを押さえる。 

 ④ すべての三角形で内角の和が 180°になることを証明する方法を考える。 

 

 

 

スクリーン 

〈小学校〉 

・ 測る 

 

 

 

 

 

・切って並べる 

 

「三角形の３つの角の和が 180°である。」 

これは成り立つか。成り立たないか。 

どちらの方法も一

部の例だけなので、

すべての三角形で

成り立つかどうか

は分からない。 

本当に成り立つのか筋道を立て

て説明する必要がある。 

→ 証明 

A 

B 

O 

 

  

m 

あ 

い う 

あ 

い 成り立たないことを示す。 

→成り立たない例をひとつ 
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大和地域小中連携教育秋季研修会(数学部会) 

司会 大久保（塩田小） 記録 西本（岩田小） 

 

研究主題 

 

授業者  大和中学校  竹光 勇 教諭 

単元   「図形の調べ方」 

 

協議視点  証明の必要性を感じさせ、証明する力をつけるために、小学校段階からできること  

 

１．研究協議 

・表現力をつけること・・・自分の言葉で説明できる力(発言・ノート)をつけなければならない 

 そのために、文章を読み取る力や言葉の使い方なども身に付けるべき 

 また、語彙力を高めることが必要 

・既習学習を継続的に復習しながら、新しい学びに生かしていくこと (スパイラル) 

・小学校の間に、操作活動を十分しておくこと 

・説明を苦手とする児童が多いが、キーワード等与えて練習したり、穴埋めプリントなどで考えたりし

て慣れさせ、小学校から説明をいやがらない子にしておく。 

・学んだことを使って、なぜそうなるのかを説明する場を設ける。また、その積み重ねが大切。 

・振り返りをしっかり言葉で書かせていく。 

・図形の作図などでも、そのようにする理由を考え、説明させながら作図する。 

   筋道を立てて説明することの積み重ねが大切である。 

 

２．受指導   指導助言者 光市教育委員会指導主事 藤井 潔 様 

・導入として、面積は同じだが見た目が違って見える図形を提示し、見た目だけでは分からないので証

明が必要であるといったものでもよい。→証明の必要性 

・５年生で学習した「三角形の内角の和は１８０°である」ということをいかに説明するかという進め

方でもよかったのではないか。 

・証明は、アイテム（既習の学習）を使ってのロールプレイのようなもの。 

・中学校で学習するベースのようなものを小学校では身に付けさせておいてほしい。 

「ここまで学習したね。では、これを基に学習するよ。」 

・段階的にどういう力をつけていくか、大和中校区で足並みをそろえておくことが必要 

・他の教科との総合的な分析力・読解力が求められている。 

・クラスのどの能力の子どもたちをターゲットにして授業をするかを考え、幅広い能力層に合わせた準

備をすることが大切である。 

・学習内容の系統性だけでなく、４つの視点（言語力育成・情報リテラシー育成・キャリア教育・心の

教育）で、９年間を見通してカリキュラムを作っているところもある。 

小学校と中学校の「学び」のつながり 
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大和地域小中連

携教育研究課題 
小学校と中学校の「学び」のつながり 

１ 単 元「水圧と浮力」 

２ 目 標 

(1) 水圧や浮力に関する事象について、日常生活と関連付けて進んで調べようとする。                      

（関心・意欲・態度） 

(2) 水圧は深さに比例して大きくなることや浮力の大きさは体積によって決まることを 

見出すことができる。                      （思考・表現） 

(3) 浮力の大きさからいえることについて、論拠を明確にしながら発表することができる。                                            

（技能） 

 (4)水の重さと関連づけて、水圧を説明できると共に、浮力の生じる理由を説明できる。                

（知識・理解） 

３ 小学校と中学校のつながりについて 

  本単元は、学習指導要領１分野の（１）「身近な物理現象」のイ「力と圧力」にあた

る。その中で「浮力」については、「ばねはかりにつるした物体を水中に沈めると、ば

ねはかりの指標が小さくなることなどから、浮力の存在に触れる。」とある。また、小

学校の力に関する内容として、第３学年で「物と重さ」、「風やゴムの働き」、第４学年

で「空気と水の性質」、第６学年で「てこの規則性」について学習しているが、浮力に

関する学習は扱っていない。さらに、生徒は日常の経験により、浮力は浮き輪のように

空気がある方が大きいのではないだろうかとか、形や質量によって変わるのではなかろ

うかなどの素朴概念をもっているものの、小学校でも中学校でも生徒がもつ素朴概念に

触れることはなく、浮力の学習が進められているのが現状である。 

そこで、本授業は、生徒の素朴概念を把握し、実験を通じてその誤りに気付かせ、科

学的に正しい考え方に導こうとするための教材と指導展開の提案である。尚、本授業は、

中学生１年生だけでなく小学生にも展開できる授業となるよう配慮した。 

４ 小中連携の取り組み方 

  本授業では、小中のギャップに焦点を当てた授業である 

ため、適当な教材がない。そこで、８月１０日（月）の理 

科部会では教材の作製に小中の教員が取り組み、今日の授 

業に活用した。 

５ 指導の計画（総時数 １１時間） 

 第一次 力にはどんな性質がありどのようにすればはかれるのだろうか。・・・・５時間 

第二次 力はどのようにして表すのだろうか。・・・・・・・・・・・・・・・・３時間 

第三次 水中で物体にはどのような力がはたらくのだろうか。・・・３時間（本時２／３） 

第１学年 A組 理科学習指導案 

平成２７年１１月４日 

場 所  第二理科室 

授業者  室内 文彦 

小野 佳文 

 

 

６ 研究協議の視点 

  生徒の素朴概念を活かした授業を仕組むことによって、実感を伴った浮力の概念形成

がなされていたか。（浮力概念を形成するために小学校段階でどう関わることができる

か。） 10



１年Ａ組 理科学習指導案 「浮力の大きさ」          平成２７年１１月４日（水） 

指導者 室内 文彦 

小野 佳文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

学習課題：浮力の大きさは何で決まるのでしょうか？  【実験結果】 

   ～どちらの方が浮力が大きいか。または同じか。～【実験結果】 

学習内容 

浮力･･･水面や水中の物体にはたらく上向きの力 

【アンケート調査結果】 

 

 

 

 

                           

【まとめ】 

                           浮力の大きさは、水中の体積が大きいほど大きい。 

 

資料 

 

資料 

 

資料 

 

資料 

 

資料 

① 浮力の定義を学び、ボールを使って浮力を体感する。 

② アンケート調査の結果を確認する。 

③ 演示実験を行い、浮力のはかり方を説明する。 

④ 実験方法を検討し、実験を行う。 

⑤ 実験結果を考察し、まとめる。 

⑥ まとめたこと（浮力と体積の関係）を、ボールを使って体感する。 

⑦ 今日の授業の振り返りを行う。 

本時の流れ 

１ 主眼 

 生徒の素朴概念を活かした

実験を通じて、水中の物体の体

積が大きいほど、浮力は大きい

ことを理解する。 

２ 指導の留意点 

(1) 事前アンケートを実施

し、浮力に関する素朴概念

の実態調査を行う。 

(2) ボールを使って実際に

浮力の大きさを体感させ

実感を伴った理解を促す。 

(3) 生徒に浮力に関する誤

概念に気付かせ、正しい概

念形成が図られるよう実

験を仕組む。 

３ 評価 

 浮力の大きさは、空気の存在

や深さ、質量等によって変わる

のではなく、水中の物体の体積

の大きさによるということが

理解できたか。 

 

 

 

11



 

大和地域小中連携教育秋季研修会(理科部会) 

司会 久保田（束荷小） 記録 西村（三輪小） 

 

研究主題 

 

授業者  大和中学校  室内 文彦 教諭 

単元   「水圧と浮力」 

協議視点  浮力概念を形成するために小学校段階でどう関わることができるか。 

１．研究協議 

・ 目に見えない浮力について実験で確かめることができていた。 

・ 児童の素朴概念から構築されたよい授業であった。 

小学校の実験では予想通りの結果が出ることが多いので、中学校では本時のように、実験によ

って素朴概念を壊してもらいたい。 

・ 実験器具がとてもよかった。 

   様々な条件に合わせて作られており、素晴らしい工夫がみられた。 

・ 「浮力」が水に浮く力と勘違いしている児童もいた。 

図に浮力の力関係を描き込ませることで概念形成しやすくなる。また、沈む物でも浮力がかか

っていることを体験させるのも一つの方法である。 

・ 小学校段階から、プールで「だるま浮き」をさせる等、浮力の概念を培っていくことも必要。 

・ 本時で検証する実験の条件が多く時間が足りなかった。 

実験で結果が出ていても最後の問題で間違えている生徒も多かった。終末にまとめを十分に行

い、実験の結果を理解させたい。 

２．受指導   指導助言者 光市教育委員会 木本 育夫 様 

・ 本時について 

素朴概念はわざわざ打ち破る必要はない。実験で検証したことが、また一つの概念形成へとつ

ながっていく。そうして科学的に考えていく力を育てていくことが大切である。 

実験に用意されていた道具が良かった。子どもたちの実態（アンケート）を踏まえ、様々な条

件が調べられる実験道具であった。実験で調べる内容は多かったが、本時では様々な事項が検証

できたため、これで良かった。理科の授業では、本時のように十分に実験・観察という経験を積

ませていくことが必要である。 

・ 小中学校９年間を通じて理科でつけたい力 

小学校では、「実験や観察を通じて、自然現象の規則性や法則性を見つける力」を育てたい。 

中学校では、「実験や観察を通じて、自然現象の規則性や法則性を見つけ、一般化したりそのし

くみを考えたりする力」を育てたい。 

・ 小学校、中学校の理科で教えられている内容をお互いに知る 

小学校教員は、今の学習がどのように発展していくのかを見通すことが大切。 

中学校教員は、どのようなことが既習され、どのようなことが未学習かを確認することが大切。 

また、９年間を見通したカリキュラム作りの必要性がある。そのために、小中合同で学力テス

トを分析し、小６の苦手分野を洗い出し、中１の指導に反映することも有効である。 

・ これからの理科の授業づくりのポイント 

以下の観点から授業を構築することがポイントとなる。 

〇 問題解決学習を行っているか 

〇 観察・実験が授業の中でしっかり実施され、それが児童・生徒の学力につながっているか。 

〇 理科学習の系統性を意識した小学校段階からの授業づくりをしているか。 

小学校と中学校の「学び」のつながり 
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交 流 活 動 の ま と め 
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【小小連携交流活動】

研究テーマ「豊かな人間関係の構築」

目 標

○ 他校の児童の前でも、進んで自分の考えを述べることができる児童の育成

○ 他校の児童にも進んで声をかけ、仲よく活動できる児童の育成

○ 中学校進学に向けての仲間づくり

○ 交流活動を通して、小中の滑らかな接続を図るとともに、豊かな人間関係を構築する

１ 連携活動実施内容及び事後アンケート

(1) 低学年交流学習

・期日 １１月２０日(金)

・内容 学校紹介、ドッジボール

・場所 大和スポーツセンター

＜アンケート＞

① 活動は楽しかったですか。（１・２学年回答数／回答者８６名）

とても だいたい あまり まったく 無回答

１・２年 ７４ １１ ０ ０ ０

② 仲良く活動できましたか。（１・２学年回答数／回答者８６名）

とても だいたい あまり まったく 無回答

１・２年 ６８ １６ ２ ０ ０

③ また活動したいですか。（１・２学年回答数／回答者８６名）

とても だいたい あまり まったく 無回答

１・２年 ７３ １２ １ ０ ０

④ 困ったことはありましたか。

・ なかった（８０／８６名）

・ あった（６／８６名） 「ボールが投げられなかった」「人の手があたった」

＜児童の感想＞

１年･･･「友達ができたからうれしかった」「友達がふえたように思った」「みんな楽しそう

にやっていた」「また、一緒にドッジボールがしたい」等の記述が見られた。

２年･･･「新しい友達ができた」「大人数でやるとすごく楽しかった」「強いボールが投げら

れる人がいた」等の記述が見られた。

＜担任の感想＞

○ 大勢の人数の中で、もまれる経験をさせることができた。

● 人数にふさわしいラインがなかった。コーンをたくさん用意しておく必要があった。

● 交流時間が短かく、活動が不十分であった。事前に細案を作成し、共通理解をしておき

たい。

● 担当校は、ローテーションしていきたい。
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(2) 中学年交流学習

･ 期日 １１月２０日(金)

･ 内容 人間関係作り(AFPY等）自由交流(弁当)

・場所 大和スポーツセンター

＜アンケート＞

① 活動は楽しかったですか。（３・４学年回答数／回答者７９名）

とても だいたい あまり まったく 無回答

３・４年 ６１ １７ １ ０ ０

② 仲良く活動できましたか。（３・４学年回答数／回答者７９名）

とても だいたい あまり まったく 無回答

３・４年 ６０ １７ １ １ ０

③ 進んでかかわりましたか。（３・４学年回答数／回答者７９名）

とても だいたい あまり まったく 無回答

３・４年 ３６ ３３ ９ １ ０

④ また活動したいですか。（３・４学年回答数／回答者７９名）

とても だいたい あまり まったく 無回答

３・４年 ６３ １３ ２ １ ０

⑤ 困ったことはありましたか。

・ なかった（７３／７９名）

・ あった（６／７９名） 「他校の人にいやなことを言われた」

＜児童の感想＞

３年･･･「去年まで知らなかった子とも、すごく仲良しになった」「始めはあんまり話せな

かったけれど、時間がたつにつれてしゃべれるようになった」「一緒に遊んだりし

ゃべったりする時間が少なかったので、来年はもっと遊びたい」等の記述が見られ

た。

４年･･･「違う小学校の人と一緒のグループになって、仲良くなったので楽しかった」「う

まく話ができて、友達がふえた」「いろいろな学校の子が話しかけてくれたのでう

れしかった」「みんなでお弁当を食べて楽しかった」等の記述が見られた。

＜担任の感想＞

○ 担当校を決めて進行したゲーム内容や活動グループで弁当を食べたことで、交流を深め

ることができた。

○ 年に１回ではあるが、積み重ねるごとに他校の友達とかかわることができるようになっ

ている児童が増えている。

● 低学年と同じ場所での活動であったので、指示が通りにくかったが、後半は、マイクを

借りたことで解決した。

● 弁当交流は、他学年とそろえてはどうか。

● 交流時間がもう少し増やせるよう日程や時間の設定を考えていきたい。
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(3) ５学年まほろばのつどい

・期日 ７月２日(木) ～ ３日(金）

・内容 人間関係作り マリンスポーツ ゲーム等

・場所 山口県スポーツ交流村

今年度より、山口県スポーツ交流村での実施となった。初めての施設利用であるため、細か

な部分の打合せが事前にできておらず現地で確認をしながらの実施であったが、概ねスムーズ

に活動を行うことができた。４校の児童が一緒になって班を編制するため、班長の指示がなか

なか伝わりにくい等の問題もあるが、ともに活動することによる意義は大きい。、来年度の修

学旅行、そして中学校への進学に向けて大和地域の小学生としての連帯感を育てることができ

た。また、マリンスポーツは、山間部で生活する児童にとって非常に貴重な体験となった。

(4) ６学年修学旅行

・期日 １０月２９日(木) ～ ３０日(金)

・目的地 福岡市 ･･･ 板付遺跡､福岡市立博物館、マリンワールド海の中道

北九州市･･･いのちの旅博物館、スペースワールド

グループ編成は、基本的に学校単位とした。したがって、自由に交流できたのは主にホテル

内での自由時間であった。児童は、他校の児童と積極的にかかわろうとしていた。しかし、４

校連合の修学旅行であるので、もう少し学校間の交流を考えたい。来年度は、夕食時間も学校

間交流ができるよう座席等の工夫をしたい。また、ホテル内での自由時間交流をスムーズに行

うことができるホテルが選定できるよう旅行業者に依頼することも必要である。さらに、各校

児童の様子を把握する夜の情報交換会は有意義であった。今後も大切にしたい。なお、昨年度

課題であった小遣いの徹底は事前の打合せ会で確認し、各学校でも指導の徹底が図られていた。

(5) その他の交流学習

・５年 ４校合同社会見学･･･広島方面

・３・４年 塩田小･束荷小合同社会見学･･･光、下松方面

・授業における交流学習

２ 考察

低･中学年の交流学習については、今年度よりロードレース大会と抱き合わせで行うこととし

たことによって、実施期日の調整等の課題が解決された。また、夏休みの交流部会においてあら

かたの打合せを行ったことで、担当や役割分担等もスムーズに決まった。来年度からは、ローテ

ーションで各校が主担当となるようにしていきたい。全体を通して児童の満足感も高く、活動を

通して交流を深めるという目的を達成することができた。もう少し時間的な余裕があれば、さら

に充実した活動ができたであろう。なお、ロードレース大会との同時開催であるので、体育部会

との打合せを事前に行っておく必要がある。

高学年の交流学習については、中学校進学時の人間関係についての不安を解消し、小中の滑ら

かな接続を図る上で大きな役割を果たしていると考えられる。

＜来年度に向けた改善事項＞

○ 低・中学年交流学習の主担当をローテーションにする。

○ 低・中学年交流学習の時間配分等、体育部会と事前に打合せておく。
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【小中ふれあい交流活動】

研究テーマ 「交流学習を効果的に実施することにより、

小・中の滑らかな接続を図るとともに、豊かな人間関係を構築する」

１ 実践計画

期 日 項 目 内 容 備 考

６月１５日（月） 小学校各講座希望調 ・各小学校へ交流活動希望講座の提出の

査メール配信 お願い

６月１９日（金） 小学校講座希望調査 ・各小学校ごとに希望講座の提出

〆切 ※別紙参照

６月２５日（木） 中学校講座希望アン ・１・２年生を対象に、小学校希望講座 ・講座決定後、各

ケート調査 のアンケート実施 教室掲示前に、各

学年に確認をして

７月 １日（水） 中学校講座決定 ・アンケート結果より１・２年生の講座 おく。

の確定（人間関係等について各学年ごと ・各講座代表生徒

に確認しておく） は２名とする。

・代表生徒は各学年と事前確認しておく ・担当教諭の確認

７月１０日（金） 臨時集会(1･2年) ・各講座ごとに顔合わせ実施 ・夏休み８／１０

※清掃終了後、体育 ・その際に、代表生徒の役割、今後の動 の計画も説明

館集合 き等について説明しておく。

７月１７日（金） 全校集会後 ・班長事前指導（８／１０のこと） ・事前指導（夏休
み８／１０）

８月１０日（月） 第１回事前打合せ ・小中連携教育会議日に合わせて、各講 ・ ： ～大

座代表生徒と各小学校担当教員の第１回 和中体育館で実施

の打合せを行う。（中学校教員も同席）

◇第１回打合せ後に、２回、３回と打合せが必要な講座については、講座ご

とに計画を立てる。（小・中学校教員、代表生徒１～２名）最終打合せは、

９月２８日（月）に実施をします。

９月２４日（木） 各講座事前打合せ ・各講座ごとに、夏休み中に行われた第 ・ 校時時程

１回打合せの内容から、グループ分けや ⑥校時終了後に体

内容の把握、取組みの様子を確認 育館集合、講座ご

とに教員と一緒に

確認する。

９月２５日（金） 班長事前指導 ・各講座代表生徒２名は昼休みに実施 ・事前指導・記録

プリント配付

９月２８日（月） 事前打合せ ・各講座代表生徒２名は、放課後に講座 ・中学校担当教員

実施の各小学校に出向いて、具体的な は担当講座の内容

打合せの実施をする。 の把握をしておく。

※担当教教員も

１０月 ２日（金） 各講座連絡会 ・班長が行った小学校との事前の打合わ ・⑥校時終了後体

せ内容の確認。 育館集合

１０月 ６日（火） 交流活動日 ・午前中短縮時程・午後は平常時程 ・体育館で全体指

④校時は１・２年生全体指導 導

・ふり返り感想文プリントクラス配布 ・各講座ごとに開

・各講座ごとに出発、担当教員等は途中 始、終了。

の交通安全立哨に取組む。
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２ 小中ふれあい交流学習のアンケート及び児童・生徒の感想

束荷小学校 １講座
◇ソフトバレーボールを楽しもう（小学生５名、中学生７名）

〈小：４年〉今日、小中ふれあいで中学校のバレー
部のみなさんとソフトバレーをやりました。ぼくた
ちがバレーになれていないからルールも簡単にして
くれました。中学校のみなさんは、自分で打たない
でぼくたちに打たせてくれました。それに、ぎりぎ
りすれすれのところのボールもとっていてすごいと
思いました。ぼくもじょうずになりたいです。

〈中：２年〉みなさんと会うのは今日が初めてだっ
たけれど、小学生の方から積極的に声をかけてくれ
たりボールを拾いにいってくれたりしたのですごく
嬉しかったです。最後の小学生の感想では「ぼくた
ちにもやりやすいルールを作ってくれたので楽しか
ったです。」と言ってくれた子がいて、そんなこと思
ってくれてたんだなと感じて頑張ったよかったなと
心から思いました。

塩田小学校 ３講座
◇なかよくなろう講座（小学生１、２年 １０名、中学生４名）
◇英語で遊ぼう講座（小学生３、４年８名、中学生４名）
◇吹奏楽を知ろう講座（小学生５、６年 １５名、中学生３名）

〈小：１年〉ちゅうがくせいとでんしゃごっ
こをしました。ちゅうがくせいといっぱいあ
そんでもらえたのでたのしかったです。２ね
んせいになってもくるのかな。みんなでてを
ふっておみおくりをしました。

〈中：２年〉自己紹介の後、ゲームをし読み
聞かせをして、それについてのクイズをやり
ました。
私は読み聞かせの担当でしたが、読むのが

速かったと反省しています。もう少しゆっく
り読めばよかったです。でも、みんなが集中
して本を見てくれて，しっかりと聞いてくれ
たので嬉しかったです。
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三輪小学校 ５講座
◇パソコンで遊ぼう講座（小学生１年２１名、中学生６名）
◇図工「窓のある家を作ろう」講座（小学生２年１６名、中学生５名）
◇クッキング講座（小学生３年１４名、中学生５名）
◇英語で遊ぼう講座（小学生４年１５名、中学生６名）
◇楽しく走ろう講座（小学生５年２７名、６年１８名、中学生８名）

〈中：１年〉私は三輪小で陸上競技会に向けて長距
離の指導をしました。「何秒で走ればそのタイムで走
ることができるか」ということをみんなで考えて取
り組みました。みんな素直に聞いてくれて、アップ
や体操は笑いながら楽しく活動できました。
また、動きづくりでは「これで合っている？」と

聞いてくれたりしたので嬉しかったです。中には、
恥ずかしがって話ができない子もいたけれど何回も
話しかけることで、ようやく話ができたりもしまし
た。今日はとても新鮮な体験で多くのことを学べま
した。それと、今日教えた子たちが記録会でいい結
果が出るように頑張ってほしいと思います。

〈小：２年〉ずこうで中学校のおにいちゃん
とカッターナイフをつかいました。はじめに
まどをきりとりました。きりとるときにじょ
うずにきりとれなかったので中学生のおにい
ちゃんが「力を入れてきったらいいんだよ」
と教えてくれました。だからじょうずにきり
とれました。うれしかったです。また、中学
生のおにいちゃんにおしえてもらいたいです。

岩田小学校７講座
◇一緒に遊ぼうｉｎ運動場（小学生１年１７名、中学生７名）
◇読み聞かせ講座（小学生２年２１名、中学生４名）
◇パソコンを楽しもう講座（小学生３年１８名、中学生７名）
◇キックベース講座（小学生４年１９名、中学生８名）
◇バスケットボールを楽しもう講座（小学生５年２２名、中学生１１名）
◇吹奏楽体験講座（小学生６年２９名、中学生３名）
◇読み聞かせ、カルタとり講座（小学生特別支援クラス３名、中学生３名）
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〈小：２年〉かみしばいの「アルプスのしょうじ
ょハイジ」が一ばんおもしろかったです。イスと
りゲームもとてもたのしかったです。

〈小：３年〉小中ふれあい交流では、パソコンを
使ってカレンダーが作れたのでとても楽しかった
です。またやりたいです。中学生に教えてもらっ
てうれしかったです。

〈小：５年〉小中ふれあいにきてくださりありが
とうございます。私はバスケットの楽しさを改め
て知ることができました。中学生になったらバス
ケ部に入りたいです。その時はよろしくお願いし
ます。

〈中：２年〉最初、小学１年生ということで、お
にごっこやドッジボールの時の力加減をどうする
か、また、楽しんでくれるのかななどの不安しか
ありませんでした。ドッジボールでは、「お兄ち
ゃん、守って」などといろいろと話しかけてくれ
たのでとてもやりやすくぼく達も楽しかったで
す。おにごっこでは、逃げる時に「おんぶして！」
と言ったのでおんぶすると、とても楽しんでくれ
たので嬉しかったです。

〈中：１年〉小学生の一人一人が元気でその笑顔
でぼくたちまで笑顔をもらった感じがしました。
小学校のみんなは僕のことを知っていました。読
み聞かせをする時は少し緊張しました。でも、み
んなの笑顔で緊張がほぐれました。これからも小学生とふれ合い楽しくお話ができればなあと思い
ました。

３ 考 察
（１）成 果

○ 夏季休業中に行われた事前打合せの中で、中学生と各講座の担当教師（小・中）が内容の細
かな打合せを行うことで取組がより具体化し、児童と生徒の交流学習がより滑らかに運営でき
た。このような事前の準備が当日の中学生の活動をより活発にし、リーダーシップをとり児童
と接することができたと考える。
○ 交流学習で、中学生が児童に説明する場面や手本を見せる場面、一緒に活動する場面等、児
童と接する活動の中で自己有用感を味わい、また、同時に児童への思いやりの心も育むことが
できたと考える。

（２）課 題
● 各講座について、児童と生徒が進んでコミュニケーションが取れるような活動内容を考える。
また、講座数についても、現状を維持していくことが重要（生徒数の減少から）
● 各講座ごとの中学生のリーダーの質の向上を目指すために、事前の打合せ（指導）を複数回
実施していくことで、目指す目標にも近づいていくと考える。
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平成２７年度大和地域小中連携教育 成果と課題 

【成果】 

昨年度の課題であるお互いに授業参観及び授業研究を実施することが大変困難であった

という状況から、秋季研修会を行うことができ、この課題が解消されたことは大きな成果

である。 

１ 秋季研修会について 

  アンケート結果から「小学校にも説明する力をつけていくことが必要だと思いまし

た。」「小中のつながり、流れを理解することができました。」などの意見があり、９０％

の先生方が秋季研修会（研究授業及び研究協議）を通じて小学校と中学校のつながりに

ついて意識することができたという回答であった。「この活動を他教科にも広げていって

ほしい。」「授業だけでなく学校生活全体において小中のつながりを意識することができ

ました。」というご意見もあり、今後も研修を深めていくことが、大和地域小中連携教育

の充実につながるものと思われる。 

２ 教科部会について 

  教科部会の持ち方、進め方について「中学校の授業づくりの観点が分かった。」「小中

のつながりについての話し合いができ、系統性がわかった。」など７２％の先生方が教科

部会の成果を感じている。 

３ 領域部会について 

  領域部会の持ち方、進め方について「健康づくり部会では、小中のつながりを考え、

書類や日程を統一できるのでありがたい。」「特別支援では、児童や生徒の様子を見るこ

とができてよかった。来年は支援の仕方で学び合うことができるとよい。」など成果があ

る。 

 特に、交流づくり部会では、低･中学年の交流学習については、全体を通して児童の満

足感も高く、活動を通して交流を深めるという目的を達成することができたことや、高

学年の交流学習については、中学校進学時の人間関係についての不安を解消し、小中の

滑らかな接続を図る上で大きな役割を果たしていると考えられる。また、小中ふれあい

交流においても児童生徒の満足度も高く、小中の滑らかな接続を図る上で重要な活動の

一つと考えられる。 

４ その他 

小学校への算数・数学科の連携授業をはじめ、塩田小学校への理科の出前授業、大和

中学校と束荷小学校合同の山口博物館出前授業などの取り組みも見られた。 
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【課題】 

１ 秋季研修会 

  今後も研究授業及び研究協議を通じて、様々な教科で学びのつながりの意識化を図っ

ていくことが大切である。 

２ 教科部会において、部会によっては「人数が少ないため、研究を深めることが難しい。」

「部会で話し合ったことをどのように全体に共通理解していくのか。」等の課題が見られ

る。 

３ 領域部会において、この部会の活動の意義や成果はあるものの、領域部会に携わって

ない先生方には様子がよくわからないという意見が多かった。 

４ その他 

  教育会議（決定する会）と運営会議（運営する会）のメンバーが統一されていないの

で一本化するとスムーズに研修を進めることができるのではないか。 
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大和地域小中連携教育 教職員アンケート 集計結果一覧 

(1) あなたの所属を答えて下さい。

 

(2) 教科部会の持ち方、進め方について

 

(３）教科部会のよかった点及び改善点・課題 

＜塩田小＞ 

・教科部会のよさもあるが、光市教研での教科の部会もあるので、大和の小中学校の

教員数を考えて、学び（学力）、育ち（生活、生指）の２つに集約してもよいのでは。 

・人数が少ないので話しやすい。  

・小学校 1 年生と中学３年生の担任が話し合って「学びのつながり」にもっていくの

は難しい。 

・研究課題を深めるためにも、教科をしぼり、人数を増やして進めていってはどうか。

（今年度であれば、数学、理科部会のみ） 

・話し合いをするには人数が少なすぎる。 

＜三輪小＞ 

・教科部会の数が多いため部員が少ない。その少ない部員で話し合った方向性をどう

全体で共通理解するのか、その手順が不透明では。 

・中学校の授業づくりの観点がわかった。 

・今後取り組んでいくとよいことの共通理解ができた。 
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・中学校の学習の様子や生徒が困難と感じる点がわかる。 

・重なっているとき、どの部会を優先するか。出席できなかった部会からの連絡等。 

・小学校での学びのつながりを意識した中学校の授業展開、教材作成を行えたのがよ

かった。 

・授業を指導案から話し合い、実際に授業を見て、後に研修ができてよかった。 

・小規模校のため、各部会の人数が少ない。 

・小中のつながりについて話、系統がよくわかった。 

・教科ごとに小中の系統性のわかるものを（教科書会社の資料）資料として提供され

るとよい。 

＜岩田小＞ 

・中学校の岡崎先生がリードしてくださり、話し合いがスムーズにいきました。ギャ

ップを見つけることで小学校での学習の取り組みを考えることができました。 

・それぞれの学年における課題について共有することができました。 

・なわとびカードはよい取り組みである。 

・小中の学びのつながりを考えられたこと。 

・特支の小中合同で交流会ができた。 

・今年、大和地区で長縄にチャレンジしたのはよかった。 

・少人数なので、発言しやすい雰囲気でよいです。決めたことが実現できておらず残

念に思います。 

＜束荷小＞ 

・教科部会で話し合う内容の焦点がしぼれていなかった。話し合った内容の周知が各

校に図られていなかった。 

・図工美術 技術が学べる。 

・小中合同で指導案の検討や教材作りができた。 

・二教科に絞って多くの教職員で視点に沿った協議ができた。 

＜大和中＞ 

・小・中のつながりがわかってよかった。 

・学習指導要領や小中の教科書を持ち寄り、どのようなつながりがあるのかが勉強に

なった。 

・小中連携として、体育部会としては体力向上という視点で同一の取り組みができた

こと、その結果を共有できたことがよかった。 

・教科の壁が越えられていないと思います。個別支援とか発達障害とか全体で共有で

きる課題にシフトした方がよいのでは。 

・情報交換、小中の問題点を共有できた。 

・小中での指導の違いをよさとしてとらえられた。 

・小学校時学習内容および指導方法がよくわかった。 
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・英語部会では教員も少なくうまく小中連携になりにくい。 

・小中のギャップを見つけ，それを改善するための指導案を部会で考えることができ

てよかった。 

・小中の視点が教科によって異なる。 

（４）領域部会の持ち方、進め方について

 

（５）領域部会の良かった点及び改善点・課題 

＜塩田小＞ 

・大和地域５校の情報交換会ができ、保護者家庭通知等統一できた書類を作成する等、歩

調がとれてとてもよかったです。 

・交流づくり部会では、小小連携、小中連携について具体的に協議することができた。推

進担当を明確にしておくとよかった。 

・部会としては必要ない。養護・特支も必要な時に会が持てるよう組織に位置づけるとよ

い。（事務は共同実施があるのと同様に） 

＜三輪小＞ 

・領域部会の様子がよくわからない。 

・教科部会と重なっていたため参加できませんでした。 

・学習のきまり、生活のきまりについて共通理解を図るのはよい。 

＜岩田小＞ 

・「領域部会」がよくわからず・・・です。 

・健康づくり部会では、日常の執務について具体的な話し合いができ、５校が足並みをそ

ろえて取り組むことができるのでとても助かります。 

・誰が主で、どう進めるのか、領域部会が何なのかわかりにくい。 

・あまり領域部会の様子がわかりません。 

＜束荷小＞ 

・小中交流は大変よかったが、体育部とのつながり、横のつながりがうまくいくと準備計

画がスムーズにいく。雨で延期の場合もできたら実施する方向で考えたい。 

・教職員に限らず、小学生も中学生の学習の姿や活動している場面を見る機会がたくさん
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あるとよい。 

・健康作り部会ですが小中のつながりを考え、書類や日程を統一できるのは本当にありが

たいです。 

＜大和中＞ 

・特別支援では、行事を通して児童や生徒の様子を見ることができたことはよかった。来

年は支援の仕方で学び合うことができるとよい。 

・単なる小中交流活動で終わっている面もあり、これをどのような視点で取り組み、どの

ように今後生かしていくかがこの部会では薄い気がします。事前の計画の段階で時間が

ほしい。 

・配布プリント、小中同一プリントの内容・配布時期をそろえることができ、小中間の理

解が深まった。生徒の情報交換がスムーズにいき、大変助かった。 

  

秋季研修会について 

(６) どちらの部会に参加しましたか。

 

（７）研究授業や研究協議を通じて『小学校と中学校の「学び」のつながり』について意識

化を図ることができましたか。
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(８) 研究授業や研究協議から、今後の授業に生かせることがありましたら，具体的に教えて

ください。 

（数 学） 

＜塩田小＞ 

・基礎的な学習、活動をしっかりさせておくことの必要性を感じた。  

・筋道を立てて説明する力を発達段階に応じて育てていけるよう日常的に取り組みたい。

＜岩田小＞ 

・学校での既習内容が中学生の記憶に残っていないことがわかった。学力が定着するよう

に学習に力を入れたい。 

・「角」など小学校の学習がやはり中学校につながっているのだと実感しました。一つ１つ

丁寧に指導していきたいです。  

・中学校で論理的に説明ができるよう、小学校のときから繰り返し説明する力を付ける  

・低学年なので、直接生かせる事項はありませんでしたが、学習規律や学習規範はこうや

ってつながっていくのだなと思いました。 

＜束荷小＞ 

・小学生にも説明する力を付けていくことが必要だと思いました。 

＜大和中＞ 

・図形の単元を急いでやってしまったので、もっと計画的にやれば、もう少しよい授業が

できたのではないかと思います。 

・参考になりました。 

・いつのまにか領域の存在自体がなくなった。  

・ギャップの部分を意識しながら授業を進めることができる。  

  

（理 科） 

＜塩田小＞ 

・理科の授業が楽しくなるような授業づくり。  

・小学校で「今」教えている内容が、中学校の学習のどの場面につながっていくか意識す

るようになった。  

・小学校・中学校のつながり、流れ等理解することができました。 

＜岩田小＞ 

・来年度は小学校が授業をするので、ぜひ中学校の先生が TTで入って研究授業を行えたら

いいなと思います。 

・小中のつながりが見えてよかった。来年度もつながりを意識した提案になると今後の授

28



 

業改善に生かせる。 

＜束荷小＞ 

・中学校の理科において浮力という概念が定着しにくいということ、また、条件統一の大

切さがよくわかった。 

・生活における身近な様々な現象に気付かせること、実験における条件統一の大切さを理

解させること。 

・単元系統配列一覧表等を参考にし、つながりを意識して授業に取り組めるとよい。 

・授業だけでなく学校生活全体において小中のつながりを意識することができました。  

＜大和中＞ 

・今回は中学校で授業を行ったのですが、小学校の先生方に中学校の理科の学習の課題に

ついて理解していただけたことと今後小学校の先生方にもその課題を意識して日頃の授

業に取り組んでいただけるとありがたいです。 

・既成概念を小中で連携して正しく修正できないかというのが研究課題となっていたが私

にとっては難しいことでした。 

・終日、小→中、中→小のような取り組みを持つ必要があると思います。それくらいしな

いと、互いの業務の違いが見えてこないのでは。 

・アクティブラーニングは有効だと思う。  

・小学校での学習内容や実験内容をしっかり把握しておくことの重要性を知りました。そ

れを知った上で教えるのと知らずに教えるのとでは大きな違いがあるなと感じました。  

・グループをうまく設定して協議をすることが大切。  

・今年度は理数だったが、これで終わったのではなくきっかけとして継続していくことが

大切です。 

・お互いの授業を参観することや協議するだけでも十分意味のあることだと思う。これを

いろいろな教科に広げていってほしい。  

・小学校、高校それぞれのつながり（教材配列、それぞれの段階での学習目標など）。小・

高校の現状についてもっと知るべきで、もっと知りたいと強く思います。  

 

（９）大和地域小中連携教育にどのようなことを期待されますか。ご意見があればお書きくだ

さい。 

＜塩田小＞ 

・小中連携、小小連携の組織・運営を大和地域の特色を生かした形に再編するとよい。 

・市教研と同じ形で全てが行われるのは、負担が多いと思います。児童生徒の情報交換だ

けではだめですか。 

・決定する会（メンバー）、運営する会（メンバー）が統一されていなかったので一本化す

るとスムーズに研修を深めることができるのではないか。 

・少人数、大和地域の特性を生かした組織を作って進めたい。 
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＜三輪小＞ 

・組織の明確化。 

・授業に生かせる手立て。  

・生徒指導が９年間を見通して行えるように 

・中学校へのスムーズなつながり 

＜岩田小＞ 

・今年度のようにギャップを見つけていくことを数年続けていけるといいと思っています。 

・部会が多すぎです。 

・中学校へとつなぐことができるようお互いを知る。 

・成果が目に見えるような取り組みをどんどん実行していけたらと思います。 

・今年の秋季研修会のように授業を基に話し合えるものがよい。そのため午後一斉に行う

方向で。 

・教科部会はしっかり話し合いを深めて、共通理解をする必要があると思います。各学校

に持ち帰った後の振り返りもまた持ち寄って連携を深めることが大切かと思います。 

＜束荷小＞  

・めざす児童像を統一し、大和地域のすべての教職員が共通理解すること、小中の教職員

の交流の機会をもつこと 

・やはり小学校から中学校へのスムーズな移行、ギャップの解消が大いに期待される、大

切な課題であると思う。 

・秋季研修会も同日に健康づくり部会を開催していただけるとよいと思います 

＜大和中＞ 

・昨年度より、小中学校の先生方による協働型実践が進んだように思います。昨年度より、

協働型実践が進むことを期待しています。 

・教科における連携も大切だと思いますが、カリキュラムが確立していない分野の方が連

携が必要だと思います。特に、総合的な学習の分野。また、児童理解や生徒理解におい

ても連携するとよいのでは。 

・「学びのつながり」という視点の取り組みははっきりしていてよかったが、どこまで深め

ていくかが教科によって違うと思うので、このあたりの温度差をどう積み重ねていくか。 

・学力の向上。 

・地域を愛する心の育み。 

・教科ごとで部会をもつのは少々きつい。べつの枠組みを考えてもよいかもしれない。 

・光市の中でも先を見通してやっていると思いますので、各 CSの力も借りてもっと推進し

てほしい。 

・教科だけでなく行事や総合などもうまく連携できたらいいと思う。 
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