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小中一貫教育全国サミット in北広島の開催について 

 

１ 参加（視聴）申込状況 

内   訳 人 数 備 考 

北広島市内 61 人 地域住民・保護者 38 人、CS委員 7 人、その他 16 人 

北海道内 381 人 教職員 290 人、CS委員 2 人、その他 89 人 

北海道外 225 人 地域住民・保護者 1 人、教職員 135 人、その他 89 人 

全国連絡協議会正会員 38 人 小中一貫教育全国連絡協議会正会員（教育長） 

北広島市教育研究会会員 344 人  

全体会会場参加者 117 人  

合計 1，166 人 
申込者合計にアンケート回答による同時視聴者数504

人を加算した 1，670 人を視聴者数とする。 

 

2 開催内容及び参加（視聴）状況 

内   訳 詳 細 参加者（視聴回）数 

全体会 

会場参加者（北広島市芸術文化ホール） 117 名 

Live配信等視聴者（YouTube、Zoom） 312 名 

オンデマンド配信視聴回数（YouTube） 1，008 回 

授業公開 

東部中学校区（東部小、北の台小、東部中） 1，210 回 

西部中学校区（西部小、西部中） 548 回 

広葉中学校区（双葉小、広葉中） 748 回 

分科会 

社会に開かれた教育課程 541 回 

カリキュラム・マネジメント 496 回 

9 年間の学びでつなぐ学力・体力向上 410 回 

キャリア教育 335 回 

特別支援教育 416 回 

合計 6，141 回 

 

３ 開催経過 

令和 3 年 3 月 22 日         一次案内開始 

令和 3 年 7 月 26 日         二次案内開始、視聴申込受付開始 

令和 3 年 8 月 1 日          市広報誌「きたひろしま」特集記事 

令和 3 年 8 月～11 月        公開授業の録画、分科会の録画 

令和 3 年 11 月 4 日～10 日     大志学・きたひろ夢ノート展（エルフィンパーク交流広場） 

令和 3 年 11 月 6 日         参加者への視聴方法のメール一斉送信 

令和 3 年 11 月 10 日        大会紀要、指導案集等の配信開始 

令和 3 年 11 月 12 日        全体会開催（北広島市芸術文化ホール）、大志学・きたひろ夢ノート展 

令和 3 年 11 月 12 日～12月 12 日 YouTube によるオンデマンド配信（約一箇月配信） 

令和 3 年 11 月 22 日～26日    大志学・きたひろ夢ノート展（市役所 5 階ロビー） 
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４ 全体会について（有観客及びオンライン配信） 

（１）オープニングイベントについて 

オープニングイベントは、授業公開校以外の学校が参

画し、市内の全ての小中学校が小中一貫教育全国サミッ

トに向けて、様々な小中一貫教育の取組の活動を推進す

るとともに、視聴者に、児童・生徒の育ちの姿から、北

広島市の小中一貫教育の積み重ねを感じてもらうこと

を目的に、日ごろの教育活動の成果としての児童・生徒

による発表の機会として設定しました。 

 オープニングイベントの一つ目は、西の里小学校児童

会役員と西の里中学校生徒会役員による交流事業の一

環として取り組んだ北広島市の紹介を発表しました。 

 北広島市のプレゼンテーションの作成では、中学生が

リーダーシップを発揮しながら、自分たちが学んできた

歴史や、きたひろ夢ノートを活用した特色ある教育活動

を再確認し、発表の場面では、小学生と中学生が共同し

てふるさとである北広島の魅力を全国の視聴者に伝え

る表現力を身に着けることができました。 

 オープニングイベントの二つ目は、大曲中学校生徒に

よる空手道の形を発表しました。 

  平成24年度から中学校体育で必修化となった武道に

ついて、北広島市では、平成元年のはまなす国体の空手

道の会場であったことなどの縁と、空手道が持つ礼儀や

作法、運動の性質による教育的効果を踏まえて空手道を

行っていることの紹介と、生徒による形の演武を行いま

した。発表した生徒は、授業で学んだことを全国に向け

て発表することで、自己有用感を育むとともに学びへの

意欲につなげることができました。 

 オープニングイベントの三つ目は、緑ヶ丘小学校児童

と緑陽中学校生徒による合同のコンテンポラリーダン

スを発表しました。 

 全国的に著名な北広島市出身の濱田純平さんの指導

の下、小中合同で日常的な練習を重ねることで、小学生

は身体を動かすことの楽しさ、中学生は身体を使って表

現することの楽しさを経験することができました。 

 

 

 

 

 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●ｌｉｖｅ配信で視聴した全体会、とても素晴らしかったです。子どもたちの姿を見られたこと

で、子どもたちのために進めている一貫教育を肌で感じました。 

●開会式前のセレモニーでは司会や市の紹介を生徒会で行ったが、良い経験になりました。 
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（２）北広島市教育長あいさつ 

 主催者あいさつとして、𠮷田教育長からメッセージを発

信しました。 

 北広島市のまちづくりの特性を生かした中学校区ごと

の施設隣接・分離型の小中一貫教育の取組の実践と成果を

報告し、サミットを通じて全国の方々からご助言等をいた

だくことでステップアップし、小中一貫教育の日常化を目

ざしていくことなどの提言を行いました。 

 

（３）東京都品川区教育長あいさつ 

 小中一貫教育全国連絡協議会を代表して、代表幹事であ

る東京都品川区教育委員会中島教育長から、オンラインで

メッセージをいただきました。コロナ禍により、様々な形

で我慢するような状況が日本中で続いている中、不登校の

急増、虐待、ヤングケアラーなどの課題解決に向けて小中

の縦のつながりと、関係機関との横のつながりが益々重要

になってきており、多様な形での大人たちの連携による、

新たな一貫教育の未来に向けて、全国連絡協議会として、

サミットを中核としながら、研究の歩みを止めることな

く、力強く前に進めていきたいとのメッセージをいただきました。 

 

（４）北広島市長動画メッセージ 

 上野市長から動画による歓迎のことばのメッセージを

発信しました。 

 小中一貫教育が、北広島市の子どもたちの成長に大きく

寄与しているとともに、北広島市の魅力ある教育活動の一

つとなっていることを発信しました。また、令和 5 年に

開業予定の北海道ボールパーク F ビレッジへの様々な取

組が、人々に夢と希望を与え、究極の地方創生になるもの

という力強いメッセージを発信しました。 

 

（５）北広島市の小中一貫教育の取組紹介 

 北広島市教育部後藤理事から、北広島市の小中一貫教育

の実践発表・基調提言を行いました。 

 北広島市の小中一貫教育を進める上での 4 つの基本方

針と 3 つのキーワードに係る具体的な取組の実践発表を

行いました。子ども同士の交流では、小学生と中学生が共

同で学習することで新たな気づきにつなげるなどの教育

活動を推進し、子どもたちの自己有用感を育む活動の充実

を図っていることなどを発表しました。 
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（６）基調講演 

 北海道教育大学釧路校内山隆教授から、「小中一貫教育

の推進による「令和の日本型教育」の実現へ」をテーマに

基調講演をしていただきました。 

 内山教授からは、育てたい児童・生徒の姿を共有し、授

業研究を通してカリキュラム・マネジメントをしていくこ

との重要性が指摘されました。また、北広島市の小中一貫

教育の特長として、中学校区の各学校が地域と協働して子

どもの実態や課題を踏まえ、どのような力を伸ばしていく

べきかについて、「知恵を出し合う過程を丁寧に構築していく」小・中学校教職員の協働プロジェ

クトと、3 つの「つなぐ」による児童生徒の人間性・自己有用感の醸成、教職員の指導力の向上

と協働、家庭・地域との協働関係の強化の活動が紹介され、令和の日本型教育の実現に資する取

組との講評をいただきました。 

 

（７）共同宣言 

基調講演の後に、小中一貫教育全国連

絡協議会正会員による共同宣言を行い

ました。 

共同宣言は、小中一貫教育の充実によ

り、変化の激しい社会において、子ども

たち一人一人が夢や希望を持って困難

を乗り越え、自己実現しながら未来を切

り拓いていける力を育むことを目ざし

て、小中一貫教育全国連絡協議会正会員

の皆様とオンラインで行いました。この宣言が、全国の様々な地域で、地域の特性をいかした小

中一貫教育の一層の充実につながり、子どもたちの豊かさや幸せにつながることを祈っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１６回小中一貫教育全国サミット in 北広島 共同宣言 

【サミット宣言】 

○私たちは、子どもたち一人一人が、現在と未来に向けて、ふるさとに愛着を持ちなが

ら、大志をいだき、自己実現していける力を育むため、全国各地の実践の成果と課題を

共有し、学校・家庭・地域と一体となって、義務教育 9 年間を見通した小中一貫教育の

更なる充実を目ざします。 

○私たちは、義務教育学校並びに小学校及び中学校の教育を一貫して施す小・中学校にお

ける教職員の配置や施設整備等の改善に係る財政面での充実と、全国各自治体の多様な

取組を支援し、一層の推進を可能とする諸条件の整備を望みます。 

  ※前文略 

令和３年１１月１２日 

小中一貫教育全国連絡協議会 
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■東部中学校区（東部小学校、北の台小学校、東部中学校）・・・P6～ 

 

 

 

 

 

■西部中学校区（西部小学校、西部中学校）・・・P10～ 

 

 

 

 

 

■広葉中学校区（双葉小学校、広葉中学校）・・・P12～ 

 

 

 

 

授業公開 

東部中学校区実践発表 施設分離型（2小 1中） ■公開テーマ「9年間の学びを教育課程で紡ぐ小中一貫教育」 

～「見方・考え方」の質を高めていく授業づくりを通して～ 

東部中学校区代表校長あいさつ 東部中学校 北村 安雄 校長 

東部中学校区実践発表     東部中学校 佐々木 康人 主幹教諭 

助言者            北海道教育大学札幌校 萬谷 隆一 教授 

西部中学校区実践発表 施設隣接型（1小 1中）■公開テーマ「地域・学校が創造する西部地区の小中一貫教育」 

～コミュニティ・スクールを基盤とした 9年間の教育活動づくりを通して～ 

西部中学校区代表校長あいさつ 西部小学校 松本 広徳 校長 

西部中学校区実践発表     西部小学校 山本 和彦 主幹教諭 

助言者            北海道教育大学釧路校 内山 隆 教授 

広葉中学校区実践発表 施設分離型（1小 1中）■公開テーマ「共に学び、共に高め合う子どもを育てる小中一貫教育」 

～9年間を見通した小中協同の教育活動づくりを通して～ 

広葉中学校区代表校長あいさつ 広葉中学校 金森 直人 校長 

広葉中学校区実践発表     広葉中学校 小野寺 海人 教諭 

助言者            北海道教育大学札幌校 前田 賢次 准教授 
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５ 授業公開について 

（１）東部中学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小中一貫教育の観点としては、教科の系統性を意識した授

業、教材は中学校との同一教材である。 

東部中学校区の道徳の重点内容項目である「親切、思いや

り」の発達段階ごとに育みたい姿を意識した授業であった。 

おおかみを変えたものはなにか？について探求していく

ことで、優しい行為や思いやりについて考え、自分の生活の

中での経験に置き換えて発表することで、深い学びにつなが

る授業であった。 

 各学年の発達段階で育みたい姿がイメージできる授業で

あり、小中教職員の丁寧な協働が感じられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 教科の系統性を意識した授業、小学校との同一教材であ

る。小学校 1 年時に学んだことを改めて触れることによっ

て、自らの考え方や成長を確かめることもねらいの一つとな

る授業であった。 

 おおかみの行動は「思いやりのある行動」と言えるかにつ

いて探求し、自分の生活の中での出来事に置き換えて考えて

いくことで、相手の立場や事情を考えて行動する大切さに気

づいていく授業となった。各学年の発達段階で育みたい資

質・能力が、小中学校の教員の協働の中で十分に協議・理解

された成果としての授業と感じられるものであった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

東部小学校 1年 1 組 道徳 教材名「はしのうえのおおかみ」（中学校との同一教材） 

■主題 「あいてに しんせつに」【内容項目 親切、思いやり】 

本主題は、「主として人との関わりに関すること」の低学年内容項目[親切、思いやり]「身近にいる人に温か

い心で接し、親切にすること」をねらいとしている。これは、「第３学年及び第４学年」の[親切、思いやり]

「相手のことを思いやり、進んで親切にすること」、「第５学年及び第６学年」の[親切、思いやり]「誰に対し

ても思いやりの心をもち、相手の立場に立って親切にすること」へとつながってくる。さらに、中学校の[思いや

り、感謝]「思いやりの心をもって人と接するとともに、家族などの支えや多くの人々の善意により日々の生活や

現在の自分があることに感謝し、進んでこれに応え、人間愛の精神を深めること」へと発展していく。 

東部中学校 1年 A 組 道徳 教材名「橋の上のおおかみ」（小学校との同一教材） 

■主題 「相手の立場に立ち、思いやりの心を持って行動する」【内容項目 親切、思いやり】 

思いやりの心をもって人と接するとともに、家族などの支えや多くの人々の善意により日々の生活や現在の自

分があることに感謝し、進んでそれに応え、人間愛の精神を深めることについて考えさせる内容項目である。互

いに支え合う経験を積みながら、思いやりの大切さに気付かせるだけではなく、他者の思いやりに触れた時にそ

れをありがたいと感じて素直に受け止めることができる感謝の心、自分も他者も、共にかけがえのない存在であ

るということを自覚させたい。 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●普段から小中一貫の授業は特別なものではないと思っています。子どもたちの伸ばしたい力と深い学びができる

指導内容がよくわかる授業でした。 

●子どもたちに身につけさせたい力に向け、教師と子ども、子ども同士の対話が、心地よく進められていました。

毎時間の授業で、子どもたちがひとつひとつの出来事を、自分事として受け止めて考えながら学びを深めている成

果だと感じました。 
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 小中一貫教育の観点としては、教科の系統性を意識した

授業、教材は中学校との同一教材である。 

 男の子の方に行くことが誠実であり、大劇場に行くこと

は男の子との約束を破ることになるから誠実ではないと

考えがちになるところを、自分の心に誠実かどうかの発問

をすることで、一旦フラットにして考えさせ、様々な葛藤

を通してよりよい行動や考えに結び付けていく重要性に

気づいていく力を育む授業展開であった。 

 こうした思考経過の過程が、より高次の自立心や自律性

を高める中学校につながっていくものと感じられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 小中一貫教育の観点としては、教科の系統性を意識し

た授業である。 

 小学校 6 年間を通じての説明的な文章を読み深めるた

めに育んできた力を活用して学習を進める「学習のつな

がり」が感じられる授業であった。 

 結論に説得力を持たせるための筆者の工夫について考

えたことをグループで説明しあうことで、思考を整理し、

理解を深め、表現力が育まれる展開であった。 

 生徒同士の生き生きとした交流、タブレットを活用し

た多様な考えや意見を可視化した交流など、深い学びに

つながる授業であった。 

 

 

 

 

 

 

 

北の台小学校 6年 2 組 道徳 教材名「手品師」（中学校との同一教材） 

■主題 「あいてに しんせつに」【内容項目 正直、誠実】 

正直というのは、本当のことを言うことだけではない。むしろ本当のことを言わない方がよいこともあるし、

「嘘も方便」と言われるように、嘘をつかなければならないこともある。誠実もそうである。「何の迷いもなく道

徳的に正しいことに一直線に突き進む」ことが誠実なのか。そのような「これを守ればよい」というような行動規

範では、片付けられないところに真の誠実性があると自覚させたい。 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●子どもたちの考えを揺さぶる発問がいくつかあり、大変勉強になりました。そして、子どもたちの先生の発問に

対して一生懸命考えながら、友達と話を進めていく姿が素敵でした。他にも、子どもたちの思考の流れ、整理がで

きるような板書も良いなと思いました。 

●題材の読み取りから、子どもたちに「誠実」「誠実でない」を選ばせた後で、教師の「自分を大事にしていない

んじゃない？」というゆさぶりが、児童の思考の深化に効果的だった。 

東部中学校 1年 C 組 国語 教材名「「言葉」をもつ鳥、シジュウカラ」 

■目標 結論に説得力を持たせるための筆者の説明の工夫について捉える 

小1～小3での「展開」を意識して読むこと、小5～小6で学習した説得力を持たせるための筆者の工夫を捉える

ことが本時につながっている。 

本教材は、仮説検証型の説明的な文章である。生徒はここで、文章の構成や展開が、筆者の意見(主張)に説得力

を与えることを学ぶ。 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●小中の教科系統を意識され、９年間で説明文読みとりを発達段階に応じて中１での目標を明示して授業を展開し

ていた。また、主体的、対話的で深い学びを意識した授業展開になっていた。 

●生徒の活動時間を十分確保するとともに、考えを共有するためにクロームブックの活用など、大変参考になっ

た。 
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 小中一貫教育の観点としては、2 小 1 中の中学校区の

特徴をいかした小小連携による授業である。 

 同じ中学校に入学する予定のとなりの小学校である東

部小学校の 2 年生に北の台小学校のまち「すてき」を紹

介するという見通しを持たせた授業展開である。 

 「まち探検」などで地域の人と関わったことを振り返

り、自分の心に残ったことの中から伝えたいことを考え、

その伝えたいことをどのように工夫したら、より伝わる

かを考えさせていくことで、思考を深める授業であった。

こうした地域のことを深く学んだ内容が、小学校中学年

以降で学ぶ社会科につながっていくことが感じられた授

業だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小中一貫教育の観点としては、2 小 1 中の中学校区

の特徴をいかした小小連携による授業である。 

 同じ中学校に入学する予定のとなりの小学校である

北の台小学校の 3 年生と、地域の様々な自然について

調べたことをわかりやすく伝え合うことで、聞き手を意

識して発表する力を育成する授業展開であった。コロナ

禍により、リモートによる交流であったが、よく準備さ

れ、十分に交流できていた。施設が離れている 2 つの小

学校の交流方法として、リモート交流に慣れていくこと

で、移動の負担をかけずに交流する機会が増え、様々な

交流方法を経験していく中で、相手に工夫して伝える表

現力が育成されていくと感じた授業であった。 

 

 

 

 

 

北の台小学校 2年 2 組 生活（大志学） 「つたわる 広がる わたしの 生活」（小小連携） 

■単元 「身近な事柄から情報を適切に調べる」まちのすてきを見つけ、となりの学校の人に伝えよう 

地域の人々と関わったことを振り返り、自分の心に残った地域の出来事を身近な人々に伝えたいという思いを持

ち、隣の小学校のお友達に伝える活動を通して自分たちの地域には、すてきな人や場所がたくさんあることに気づ

くことをねらいとしている。まちのよいところを伝えることを決めたり、友達に伝わるようにするには、どうした

らよいか話し合ったりすることで、地域への親しみや愛着をさらにもてるようにしていきたい。 

親しみや愛着をさらにもてるようにしていきたい。 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●地域をよく知るための学習を行っていました。ICTの活用も素晴らしく、大変勉強になりました。また、先生の使

う言葉もとても優しくて、子どもたちも落ち着いて活動をしていました。近隣の学校の子どもたちに自分たちの活

動を伝えたいという気持ちをもたせることができる授業でした。自分が書いたものをクラスの友達から評価される

場面もいいなと思いました。 

東部小学校 3年 1 組 総合（大志学） 「自然に関わる学習発表交流」（小小連携） 

■単元 「ネイチャーチャレンジ！～報告会をしよう～」 

本単元は、地域の様々な自然とふれあう活動を通して、その特徴や素晴らしさについて理解と愛着を持つことが

できる資質・能力の育成を目指す。当初、小中一貫教育として東部小と北の台小の３年生が共に活動する場面を設

定するように進めていた。しかし、コロナウイルスの拡散防止の観点から、活動を別に行い、リモートによるまと

めを２校合同でおこなう。 

親しみや愛着をさらにもてるようにしていきたい。 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●本校は３小１中の構成であり、東部中学校区（２小１中）の取組がとても参考になりました。特に、小小交流授

業の取組は、いろいろな可能性を秘めており、大変興味深く視聴させていただきました。 
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小中一貫教育の観点は、小中合同授業である。SDGs の様々

なアイコンがどの目標としているのかを、小中合同のグループ

で考えることで、SDGｓの理解が深まるとともに、小中学生の

アイスブレイクにもつながっていた。実際のプラスチック包装

品を用意し、重さ等を図りながら、自分で減らせるゴミの量を

計測し目標を立てていくことで、社会の中で、自分の役割を果

たそうとする資質・能力が育まれる展開であった。中学生が小

学生の思考を導こうとするリーダー性が随所に発揮されてい

た。全体での発表場面も、小学生が発表する場面と、より理由

や説明が必要な内容では中学生が発表する場面を設定するな

ど、それぞれの発達段階が十分にいかされた授業展開だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

問題の内容や意味を理解したうえで、知識を共有し、それぞ

れの発達段階に応じて考え合い、伝え合うことで学びが深まる

授業展開であった。東部中学校区で目指す生徒像「夢をかなえ

るため、学んだことをもとに、自分の言葉で 堂々と語れる姿」

に近づけていくため、児童・生徒の発言の機会を多く設定して

いた。児童・生徒にとって身近な題材を、これまで学習してき

たことを活用して小中合同のグループで解決していく過程で、

中学生が小学生に丁寧に説明することで、中学生の考えも整理

されていく深い学びにつながっていた。十分にそれぞれの発達

段階が理解された「ほどよい学年差」の中で、中学生がリーダ

ーシップを発揮していた。 

 

 

 

 

 

東部小学校 5年 2 組 東部中学校 1 年 D組 総合（大志学） （小中合同授業） 

■単元 「コンビニから見えてくる SDGs」 

各グループに配付したコンビニに関する写真とSDGsとの関わりを考えさ、SDGsに身近な課題が含まれている

ことに気づかせたい。コンビニの写真から見える様々な課題の中から、「プラスチックごみ」に焦点を当て学習を

進め、実際に消費しているプラスチックごみを計量し、年間で削減できる量を計算していく活動を通じて、プラス

チックごみの削減を自分事として考える態度を育てたい。 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●小中学生が繋がる学年ではなく、小学５年生＆中学１年生とが一緒に授業を受ける姿に驚きを感じました。校種

ごとに本授業における目的やねらいを整理し、授業展開における活動にも役割をもたせられている様子がみられる

など、授業者側の意図を感じることができました。 

●子どもたちにとって身近な題材であるとともに、タイムリーな内容であるため題材がまず素晴らしかった。小中

学生が協力しながら学習する姿勢も見事で、中学生が優しく引っ張っている姿も良かった。 

東部小学校 6年 2 組 東部中学校 3 年 A組 総合（大志学） （小中合同授業） 

■単元 「どっちがお得か考えよう」～算数・数学を使って～ 

小学６年「図形 円の面積」と中学１年「平面図形」「空間図形」、さらには、中学３年の「図形の相似」の学習

と日常生活をつなげる教材である。算数・数学で学習する公式を日常生活の中で活用する力を養い、授業で学習

する意義を感じさせたい。小学６年と中学３年が合同で学習することで、異年齢との交流から互いの考えを伝え

合う力や、互いの学力に応じて学び合う力を育てることができると考える。後半はやや難しい問題ではあるが、

粘り強く取り組み、グループ内での考えをつなげたり、まとめたりすることで解決へ近づける体験をさせたい。 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●小６と中３がとても前向きに関わっているのが印象的でした。何よりも、中学生の話し方、関わり方がとても上

手で、いい雰囲気を作ってくれていました。また、教材も身近なものに置き換えられていたり、学習を活かせるも

のを紹介したりと、バリエーションが豊富だったので、子どもたちが最後までやる気をもって学習できたのだと思

います。小６では、単元の導入に位置づけられていたので、今後どんな展開になっていったのか気になりました。 
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（２）西部中学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 小中一貫教育の観点は、教科の系統性を意識した授業で

あった。本単元は、第 4 学年の重点領域であり、中学校教

諭が TT で支援することにより、関数の考え方を用いるこ

とのよさや有用感を実感させることで、今後身に付けさせ

たい数学的な見方・考え方を育むことを意識した授業展開

であった。表で考えるという見通しをもたせ、そのよさを考

えさせる教師の働きかけにより、理解が深まっていた。中学

校教師からの挑戦状として、中学校の教科書に乗っている

問題の提示があり、本単元で学習したことを活用して解く

ことができることを学ぶことで、今回学んだことの今後の

学習のつながりと有用感を高める工夫がされていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 西部中学校区の重点「関数」の領域について、小学校で

学んだ既習事項を利用して、負の数まで範囲を拡張し、グ

ラフを書く。ここでつまずきの見られる生徒を小学校教諭

が、理解している生徒を中学校教諭が担当し、２展開する

ことでグラフの書き方の定着を図る授業展開であった。 

 全体の指導の場面で、小学校の既習事項を改めて小学校

教諭が指導することで思い出させ、負の数まで範囲を拡張

しグラフを書く指導については、中学校教諭が指導するこ

とで発展させるなど、小学校教諭の丁寧さと中学校教諭の

専門性が生かされた指導であった。つまずきのある生徒に

は小学校教諭が再度指導するなど工夫が随所に見られた。 
 

 

 

 

 

西部小学校 4年 1 組 （算数） 教科の系統性を意識した授業、中学校教諭の小学校への乗り入れ 

■単元 「どのように変わるかを調べよう」 

本単元は、関数の学習の起点であり、ここでの学習が５年生、６年生、中学生につながる単元である。関数の

考えとは、数量や図形について、それらの変化や対応の規則性に着目して問題を解決していく考えである。本単

元では、その第一歩として、身の回りから、伴って変わる２つの数量を見出す。そしてそれを表に整理し、２つ

の数量の間にある関係を考察する。その過程で、対応する数値をいくつも求めたり、順序よく表に整理したり、

数量の関係を式に表したりして関係を明らかにする活動を行う。 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●算数・数学は、小中の教員の連携の仕方に大きなヒントをいただいた。特に小４で見られた「中学校の先生から

の挑戦状」は参考になった。 

●中学校の先生からの問題の中に、何分後、何センチにするにはなど、答えを何通りも答える問題があり、学んだ

ことが、身につくと感じました。 

西部中学校 1年 A 組 （数学） 教科の系統性を意識した授業、小学校教諭の中学校への乗り入れ 

■単元 「比例と反比例」 

小学校で学習してきたことを、中学校では、式の形から比例や反比例を定義するとともに、それらを「関数」

としてとらえていくことへ発展する学習内容である。小学校との大きな違いは、変数が負の数まで拡張されるこ

とと、比例や反比例の関係が比例定数ａを用いて文字で一般化して表現されることである。また、これまで任意

定数のように使われていた文字が変数へと変容していくので、このような文字の意味について理解を深めていく

こともねらいの一つである。 

ねらいの１つである。 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●小学校の先生がT２として入り、場面を活かして説明を行うなどが効果的であり、学習内容が小中で繋がっている

ことを実感することができるのではないかと感じた。 
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 小中一貫教育の観点は、小中合同授業、コミュニティ・ス

クールと連携した授業である。 

 小中合同で地域の防災専門官と防災マスターを講師に迎

え、災害図上訓練に取り組み、避難所運営体験を通して、そ

こで起こり得る様々な問題に対しどのように行動すればよ

いかを考え、表現させる授業展開であった。 

中学生が小学生に「災害図上訓練」の方法を教えたり、考

えを引き出したり、意見をまとめたりすることで、リーダー

シップが育まれていた。小学生は、中学生の積極的な姿や防

災専門官の思いや願いに触れることにより、答えのない問題

にも進んで取り組む姿勢が育まれていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 小中一貫教育の観点は、小中合同授業、コミュニティ・ス

クールと連携した授業である。 

 地域の方々と合同で実施した防災訓練などを通じて、地域

住民の思いや願いに触れるとともに、災害が発生したとき

に、自分に何ができるか、何が必要かを体験的・探究的に考

える授業展開であった。 

 防災訓練だけでなく、社会科や修学旅行等で学んできたこ

とをいかして、西部地区で災害が発生したときに、地域の一

員としてどのような行動をとればよいかを考え「行動宣言」

で表現することにより、学びへの意欲が高まるとともに、自

己有用感が育まれる内容であった。 

 

 

 

 

 

 

 

西部小学校 5 年 西部中学校 2 年 （総合） 小中合同学習 

■単元 防災を学ぶ「災害図上訓練」 

防災という自己の在り方や生き方と一体となる課題に対して、体験活動を起点とした探究活動を実施する。そ

こでは、家族や地域、社会とのかかわりから課題を見いだし、「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まと

め・表現」のプロセスの中で実社会とのかかわりを意識した解決方法を探究する。また、学習活動の中に小集団

での協同学習や小学校と中学校との合同学習、振り返りの交流などを取り入れることで、本中学校区で身に付け

させたい資質・能力である「自己理解・自己管理能力（みつめる力）」および「人間関係・社会関係形成能力（か

かわる力）」を育み、児童・生徒の学びの質を高めることを目指している。 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●小中学生が単に交流するのではなく、中学生は事前学習において小学生をリードするための準備を行い、手本と

してその役割を果たすための取組を実施しているところが大変参考になった。 

●防災教育が系統的に、継続されているのがよかった。オンラインを用いるなど、教育現場の変化に合わせてアッ

プデートされているところがすばらしいと感じた。 

西部小学校 6 年 西部中学校 3 年 （総合） 小中合同学習 

■単元 防災を学ぶ「CS 防災訓練」 

小中合同で実施する「ＣＳ防災訓練」は、ＣＳ委員を講師に、災害が発生した場合に、地域の一員としてどのよ

うな行動がとれるのか、考える契機であり、よき体験の機会としている。本授業では、合同授業の形態をとること

により、中学生はリーダーシップを養い、小学生は中学生の姿から学ぶことを期待している。自分たちでもできる

スキルを獲得すると共に、地域防災の担い手としての意識を高めていけるようにする。 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●西部中学校区の実践では、防災の取組を自分事として捉え、地域の一員としての行動を考えて実践するために、

「行動宣言」を作成する活動を取り入れたことがとても良いと思いました。また、CSを活用した小中合同の防災訓

練や、授業の終末に小中の教室をオンラインでつないでまとめを交流するなど、児童生徒が探究を深めることので

きる、よく練られた授業展開になっていたと思います。 
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（３）広葉中学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

小中一貫教育の観点は、教科の系統性を意識した授業、小

中協同学習である。小学校の授業では、コップやローラー、

身体の一部を使うことでどのような模様になるのか、色を

重ねることでどのような色になるかを画用紙いっぱいに表

現していくことで新しい気づきにつなげていく展開であっ

た。中学校では、小学生が作成した作品を素材として使用

し、グループで話し合い協力してアイデアを出し合い、テー

マに向けて想像しながら作品を作っていくことで、自分の

考え以上の作品になることへの気づきとなる内容であっ

た。出来上がった中学生の作品を小学生が鑑賞することで、

コロナ禍での新しい交流方法となる授業となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 小中一貫教育の観点は、教科の系統性を意識した授業、

大志学（キャリア教育）である。 

 教材の中で、係の仕事の楽しいこと、めんどうなこと、な

ぜ係の仕事が必要なのかを考えさせ、自分の生活の中に置

き換えて考えていくことで、自分の係の仕事の大切さに気

づき、社会の中での自分の役割に気づいていく展開だった。 

 自分の係の仕事を見つめなおし、どうしたらよりよい係

活動になるかを考え、夢に向かうワークシートに目標とし

て書き込んでいくことで、学期末や学年末の振り返りの活

動につながるものとなった。 

 

 

 

 

 

双葉小学校 1 年 1組（図画工作） 広葉中学校 1年 2組（美術） 小中協同学習 

■題材 ぺったん コロコロ、素材を生かしてコラージュ  

小学校1年では、体全体を使っていろいろな材料の形を楽しく写す活動を通して、いろいろな形や色ができる楽

しさを味わい、自分や友人の活動で生まれた形を見合いながら、新たな意味や価値を見いだすことで形や色、イ

メージのおもしろさを発見し、楽しもうとすることができることをねらいとしている。 

中学校1年では、小学生と交流しながら授業をすることとして、美術では「作品」を交流のアイテムとして活用

したい。小学生が作った「ぺったん コロコロ」などモダンテクニックを用いた成果物を素材として、中学生がテ

ーマを持って「コラージュ」により再構築する。その作品を小学生が鑑賞することによって、作品により深い意

味が生まれたり、児童・生徒の学びを深化させたりしていきたい。 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●小学校1年生と中学校1年生の合同学習となっていたので、どう学習するのかとても興味があった。小学生が作っ

た作品から中学生がコラージュを作っていて、中学生が興味を持って作品を作っていたように思う。作品を鑑賞し

合うことでつながることができていた。直接人が交流しなくても、このような交流の方法もあることがわかった。 

双葉小学校 3 年 1組 道徳（大志学）  

■単元 係の仕事に取り組むときに 

本教材は、「遊び係」という児童にとって身近な係活動が題材である。クラスの友達のさまざまな意見に困惑す

る主人公の姿に、児童は自分の姿を重ねながら、働くことのよさについて考えることができる教材である。 

本教材を通して、係の仕事に悩む主人公の気持ちを共感的に捉えながら、その主人公にどのように声をかけるの

かを話し合う活動を通して、仕事の意義や楽しさについて考えを深めさせたい。 

また、「ゆめにむかうワークシート」を活用し、振り返ることで、「働く」ことに対する自分の考え、足跡を記 

録して９年間残せるようにしていきたい。 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●道徳は、キャリア教育のベースとなるテーマで、心の耕しができた良い授業となっていた。その心構えがあって

の仕事だということを確認できたのが良かった。子どもたちの授業への取り組み方、発表の仕方など普段の学級経

営の素晴らしさも垣間見えました。 
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 小中一貫教育の観点は、教科の系統性を意識した授業、小

中合同授業である。 

 小学校の旋律をつくる授業では、いろいろな音階の特徴に

ついて、それらが生み出すよさや面白さにきづく授業が行わ

れていた。中学校のリズムをつける授業では、平調子の響き

を生かし、つながり方を工夫して、まとまりのある音楽をつ

くる授業が展開されていた。 

 小中合同授業では、小学生と一緒に活動し、演奏の仕方を

教えたり、どのように演奏するか話し合ったりする活動で、

より自信を持ち、音楽を楽しんで演奏できる姿が育成される

ものとなっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小中一貫教育の観点は、小学校高学年の教科担任制による

授業、小中合同授業である。 

 小学生は、実際に自分の足で地域の避難経路を確認し、危

険なところ、配慮が必要な場所などの防災マップを作成して

中学生にプレゼンを行っていた。自分の言葉で中学生に伝え

ることで、考えが整理され豊かな表現力の育成につながった

ものと思われる。中学生は、プレゼンに対して、中学生なら

ではのアドバイスを行うことで、新たな気づきやより思考が

深まるものとなっていた。自分たちの地域の強みや弱みを調

べることで、地域の魅力に気づくとともに、災害が発生した

ときの自分の役割に気づいていくものとなった。 

 

 

 

 

 

双葉小学校 4 年 1組 広葉中学校 2年 2 組 音楽 小中合同授業 

■単元 音階をもとにして音楽をつくろう 平調子の特徴を生かして音楽をつくろう 

小学校４年の表現教材で我が国の音楽「さくらさくら」「ソーラン節」「沖永良部の子もり歌」の音階をもとに

自分たちで音楽をつくる学習である。今回は、中学校の「平調子の特徴を生かして音楽をつくろう」に合わせる

ことから「さくらさくら」で使われている平調子をもとに一人２小節の旋律づくりをする。 

中学校２年では、小学生がつくった旋律にリズムをつけ、旋律を組み合わせて、８～１０小節程度の曲に仕上

げる。リズムは指定された４種類のリズムから選ぶ。このリズムは、「さくらさくら」で使われているリズムから

抽出している。また、小学生が音階の構成音から成る伴奏を演奏し、中学生は筝を使って旋律を演奏すること

で、グループの音楽活動を楽しみながら、日本の旋律に親しんで主体的・協同的に学習に取り組む。 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●小学生、中学生それぞれがこれまでの学びをいかして協力して音楽作りができていてよかった。小学生にとって

は、中学生になったら箏の奏法や、次は自分が教えることになるのかななどが予想でき、中学校への期待感だった

り中学校での勉強への見通しだったりができてよかったのはないかと思いました。 

双葉小学校 5 年 1組 広葉中学校 3年 2 組 社会 小中合同授業 

■単元 「そのとき、どうする？ 何をする？」～災害を知る・防ぐ・減らす～ 

小学５・６年では、「もしも、災害が起きたら」を想定し、実際の避難経路や避難所について学習を展開してい

く。その中で事象を「自分事」としてとらえることはもちろんだが、自助・公助・共助の大切さを理解し、地域

の人々との交流や中学生との共同作業を通して産・学・官が一体となって地域の防災・減災に携わっていること

を認識させていきたい。中学校では、小学校での経験や活動をもとに中学生の視点で小学生に助言や経験を積ん

だ立場での新たな考えから地域を見つめ、日本を見つめ、世界を見つめていく視点を育てていきたい。 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●中学生は、小学生に教える事で自分たちが学ぶことが多かったと思います。小学生も歳の近い中学生から教わる

と、大人の先生から教わる時とは違う感覚があったと思います。お互いの事を考える事によってうまれる感覚が今

後の生活で必ず役に立つと思いました。自分たちの住む地域の人たちにも知らせてあげたいです。 
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 小中一貫教育の観点は、教科の系統性を意識した授業、

中学校教諭の小学校への乗り入れ授業である。 

 これまで学習してきたことを活用して、中学校で楽しみ

たいことを英語でわかりやすく伝えるにはどうしたらよ

いかを考え発表し合う授業展開だった。 

 単元の冒頭で、中学生の英語暗唱している様子を動画で

視聴して取り組んだことで、中学校での見通しを持ちなが

ら、英語で表現する工夫に取り組んでいた。 

 子どもたち同士で発表し合うことで、発表の仕方の気づ

きにつながったり、言葉だけでなく、体を使っての表現力

についても培うものとなっていた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 小中一貫教育の観点は、教科の系統性をいかした授業、小

中合同授業である。中学生は既習の技のポイントをしっか

り小学生に伝えることで、さらにその技の理解を深めると

ともに、言語で説明することで表現力を培うことができて

いた。タブレットで練習前と練習後の動きを撮影し確認す

ることで、指導のポイントを相互に確認し合うことができ

たとともに、練習の成果を見ることで学びへの意欲につな

がる展開だった。中学生がリーダーシップを発揮し、積極的

に話しかけることで、学び合い活動が、主体的・対話的で深

い学びの機会となり、活動する中で笑顔を交わし、表現力や

チャレンジ精神の向上につながるものとなっていた。 

 

 

 

 

双葉小学校 6 年 2組 外国語  

■単元 LESSON９ Junior High School Life 

既習の英語を用いた表現をもとに、中学校での生活について調べたり、中学生に質問したりすることで、中学 

校生活を迎えるにあたっての楽しみな気持ちや期待する気持ちを友達に伝えるために、英語でどのように表現す 

るとよいのかを考え、適切に表現させていきたい。 中学生の英語暗唱の動画を単元冒頭で視聴して内容を聞き取 

ったり、自分たちの質問に対する中学生の英語での回答を聞き取ったりすることで、目的意識を持ちながら聞く 

ことの大切さを学ばせたい。 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●実際に自分が入学する中学校を題材にしているところが、興味関心を持たせるのに効果的であった。 

●中学校の先生が、小学校に来て授業されている様子がよく分かりました。このように小中で繋がれば、中1ギャッ

プが小さくなるだろうと感じました。難しい内容をしていると思いましたが、6年生たちは、中学校に憧れを持ち、

非常に意欲的に学んでいました。 

双葉小学校 5 年 2組 広葉中学校 1年 1 組 体育  小中合同授業  

■単元 器械運動・マット運動（倒立） 

倒立は、小学１年生の「マット遊び」からつながる単元で、体が逆さになる「バランス感覚」を養い、下半身 

をしっかり伸ばすために腹筋を使うので「身体の操作性」につながる運動である。中学年では、壁倒立の学習に 

つながり、体全体を腕で支持し、腹筋を使って下半身を伸ばすことによって全身運動となる。高学年から中学校 

の学習では、完全な倒立とすることで体幹を鍛え、「身体の操作性」と「バランス感覚」をさらに向上させること 

ができる。体が重くなるまえに倒立運動に親しむことは感覚をつかみやすいため、指導観を共有して低学年から 

中学生までの９年間を通じて取り組む効果は大きいと考える。 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●子どもたちが、みるみるうちに上達する姿から身近な先輩に教えてもらうことで、色々聞きやすかったり、助け

てもらいやすかったのではないかと思います。また、電子黒板やタブレットなど、ICTの活用も充実されており、動

画を撮って自分の姿を見る事で、客観的に姿を捉えられていいなと思いました 

14



 

 

 

 

分科会名・助言者  テーマ  実践発表校・地区及び実践発表者 

 ●社会に開かれた教育課程   

 

【助言者】  

京都産業大学  

 教授 西川 信廣 氏  

小中一貫教育とコミュニテ

ィ・スクールで地域の未来を

創る学校づくり  

東京都品川区立豊葉の杜学園  
二宮 淳 校長 

北海道八雲町立落部小学校 
本庄 伯幸 校長 

北海道北広島市立緑ヶ丘小学校 

阿部 弘典 教諭 

 ●カリキュラム・マネジメント  

 

【助言者】  

北海道教育大学釧路校 

  教授 内山 隆 氏  

全教職員が一体となって創

造する小中一貫したグラン

ドデザインとカリキュラム・マ

ネジメント  

兵庫県姫路市立城東小学校（東光中ブ

ロック） 

有馬 章公 教諭 

北海道札幌市立芸術の森小学校・常盤

中学校  

正武家 重治 教頭、阿部 由樹子 教諭 

北海道中標津町立計根別学園 
川村 幸樹 教頭、米谷 貴志 主幹教諭 

 ●9年間の学びでつなぐ、  

学力・体力向上 

【助言者】  

北海道教育大学札幌校 

  教授 萬谷 隆一 氏  
 

子ども達の実態に応じて作

成する小中一貫したカリキ

ュラムと、それを通した指導

方法の工夫と授業改善  

岐阜県土岐市立濃南小・中学校 
本多 直也 校長 

北海道様似町立様似小学校 
松田 陽一 校長 

北海道北広島市立大曲小学校 

阿部 敏明 主幹教諭 

 ●キャリア教育  

 

【助言者】  

北海道教育大学札幌校  

 准教授 前田 賢次 氏  

小中一貫したキャリア教育

で育む「大志」「ふるさと」

「社会性」  

京都府京都市立九条中学校 
坂田 良久 教頭 

北海道釧路市立阿寒湖義務教育学校 

荒井 玲子 教諭 

北海道厚真町教育委員会 
作田 和彦 参事 

 ●特別支援教育  

 

【助言者】 

北海道教育大学附属特別支援学校  

  副校長 太田 千佳子 氏  

系統性のある教育で、子ど

もたち一人一人の個性を

生かして未来で輝く力を育

む特別支援教育  

広島県府中市立府中学園 

和田 衣里 指導教諭 

北海道比布町教育委員会・比布町立中

央小学校 

森野 憲仁 指導主事、下原 浩 教諭 

北海道千歳市立祝梅小学校 

野村 朋広 教諭、湊 千歳 教諭 

 

※本誌に記載している実践発表の内容や助言者の講評内容は、紙面の関係上、全体の一部のご紹

介となっています。全体の発表内容については北広島市教育委員会までお問い合わせください。 

 

 

 

 

分科会 
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６ 分科会について 

（１） 社会に開かれた教育課程分科会 

 

 

 

 

 

 

 

 

■東京都品川区立豊葉の杜学園（施設一体型義務教育学校） 

新しい時代に向けての学校づくり 

～一貫教育と品川コミュニティ・スクール

を活用した学校経営～ 

品川コミュニティ・スクールの制度の活

用による「地域とともに創造していく学

校」の実践と、校区教育協働委員会と熟議

を重ねた、将来、社会で活躍するための資

質・能力「協働的リーダーシップ」と「困

難を克服するレジリエンス」の育成の実現

に向けた教育活動の取組 他 

 

■八雲町立落部小学校（施設隣接型 1 小 1 中） 

地域の子供は地域で育てる八雲町小中一貫型 CSの取組 

～「3つのつなぎ」を意識した落部中学校

区の取組を通して～ 

学校・保護者・地域が一体となって目ざ

す 15 歳の子どもの姿を共有し、地域なら

ではの学習素材や地域人材を取り入れた

取組、小中で課題のある単元をターゲッ

ト単元とし、9 年間のターゲット単元の系

統表を作成による 9 年間の指導の重点化

を図る取組 他 

 

■北広島市立緑ヶ丘小学校（施設分離型 1 小 1 中） 

小中一貫、コミュニティ・スクール 両方

の視点で学びを深める 

～「家族 de manabi」から「緑 de manabi」

へ～ 

地域の学習素材や地域人材を活用し

て、小中学生が合同で、地域住民や保護者

と共同で学習する「かぞく de manabi」等

の取組 他 

 

 

分科会テーマ  

自分たちの地域に誇りをもち、地域の将来を担う人材の育成を図るには、育みたい資質・能力を明確

にして、社会と連携・協働した社会のつながりの中での教育活動の充実が重要とされています。コミュ

ニティ・スクールにより、地域住民の参画を得て行われている小中 9 年間のカリキュラムの実践交流に

より、これからの社会に開かれた教育課程の在り方を考える機会とします。 

品川区立豊葉の杜学園 二宮 淳 校長 

八雲町立落部小学校 本庄 伯幸 校長 

北広島市立緑ヶ丘小学校 阿部 弘典 教諭 
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■助言者 京都産業大学教授 西川 信廣氏 

 地域の伝統・文化と課題を地域の方から学んで、その地域を、日本を、世界をどうよくしてい

くのかを考える子どもを育てることと、地

域の方から様々な支援を受け続けるために

は、子どもの成長を地域の方に伝えていく

ことが必要だと考えています。 

 外部人材を活用するだけでなく、そのこ

とによって成長していった子どもたちの姿

をいかに地域の方や保護者の方に伝えてい

くのかをセットにすることで、双方向の関

係性が生まれ、社会に開かれた教育課程が

実現していくものと考えます。 

（社会に開かれた教育課程分科会 助言者のまとめの言葉より一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●品川区の例を聞き、小中一貫はもちろん、コミュニティ・スクールやチーム学校の具体例や教育の将来像

がイメージできました。 

●それぞれの発表から、中学校区を取り巻く地域のようす（何に力を入れているのか、どんな子どもを育み

たいのか等）が見えてきます。特に、品川区が進めるキャリア教育「市民科」の取組、豊葉の杜学園が設置

する「校区教育協働委員会」の役割等の発表から学ばせていただきました。 

●教育を柱とし、地域の伝統と文化の課題を校区地域で共有し、学校教育と社会教育の両輪となって、地域

づくり・町づくりにつながる地方創生の教育の実現を私自身、目指したいと考えています。「教師は風の

人、地域は土の人～風が土を育み、土が人を育てる」持続可能な豊かな教育環境を学校が核となり、地域に

貢献できる人材を育成できるよう頑張りたいという志に元気をいただきました。 

●北広島市緑ヶ丘小学校の「小中一貫・コミュニティ・スクール両方の視点で学びを深める」を見ました。

小中学生、・企業・地域の方などが一堂に会して学びを進める方法は、とても興味深かった。地域全体で子

どもたちを育てるという目的が一堂に会したことにより、他の学年にも目に見え、「地域と一体になって」

感が増しているように感じた。もちろん専門的な内容から、教科を超えた学びになっている点もよかった。 

●持続可能な社会を他者と共に創造していくために、小中一貫は手段として有効であることが再確認できま

した。また、小中一貫は児童生徒理解のために必須であること、令和の新たな課題解決のために不可欠なこ

とも理解できました。 

●品川区の実践にある「地域コーディネーター」の存在感と効果が大きいと感じる。ぜひ北海道でも設置を

考えてほしい。 

●開かれた教育課程は、「地域の人材活用」と「成長した児童生徒の姿を示すこと」がセットという言葉が

参考になりました。 

 

 

京都産業大学 教授 西川 信廣 氏 
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（２）カリキュラム・マネジメント分科会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■札幌市立芸術の森小学校、札幌市立常盤中学校（施設隣接型小中連携教育） 

常盤中学校区における取組と今後の方向性 

～ともに学び、未来を拓く子どもを育む 9年間を目指して～ 

小学校の統合に伴い中学校に隣接して新築（R3～）統合前の小小中連携と統合後の小中連携の

取組 

グループローテーション形式で小学生が中学校 2 年生から学校生活プレゼンテーションを受け、

質疑応答を行う取組をはじめ、児童生徒間の取組の充実、小中教職員による合同研修の実施 他 

 

 

■中標津町立計根別学園（施設一体型義務教育学校） 

「チーム計根別」で目指す 9年間のつながりと子ども自身が成長を自覚できる学び 

～全教職員が一体となって創造する小中一貫教育の取組～ 

めざす子ども像「夢を紡ぐ力」の実現に向けた「人間関係形成・社会形成能力」等の 4 つの観

点から具体化したグランドデザインの策定。小中教職員の共通理解を図るための「ケネスタ会議」

の取組、言語活動系統表によるそれぞれのステージで育みたい力の育成、5 年生以上の完全教科

担任制、家庭学習担任制の取組 他 

 

分科会テーマ  

目ざす子ども像の実現や育みたい資質・能力の確実な育成に向けて、小中一貫したグランドデザイン

と、それを基底とするカリキュラム・マネジメントが重要とされています。文化の異なる小中の互いの

よさを活かして小中協同で創造・実践している事例の交流により、教育活動の質の向上に向けた在り方

を考える機会とします。 

札幌市立芸術の森小学校 正武家 重治 教頭 札幌市立常盤中学校 阿部 由樹子 教諭 

中標津町立計根別学園 川村 幸樹 教頭 中標津町立計根別学園 米谷 貴志 主幹教諭（左） 
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■姫路市東光中ブロック（施設分離型 2 小 1 中）姫路市立城東小学校、東小学校、東光中学校 

目指す子供像を実現するグランドデザイン 

～「みかつき」の力を育む小中一貫教育～ 

めざす子ども像を実現させるブランドカリキュラムを核として、指導形態の一貫、指導内容の

一貫、指導方法の一貫をグランドデザインした「みかつきプラン（三日月を満月に）」の取組 

3 校全ての教育活動を小中一貫教育と無理に結びつけるのではなく、重なる部分と独自性の部

分をいかしながら、一貫することと連携することを分けて考えながら実践を深める工夫 他 

 

 

■助言者 北海道教育大学釧路校教授 内山 隆 氏 

 持続可能な小中一貫教育のカリキュラム・マネジメントを進めていくためには、特に、人が入

れ替わっても持続可能な小中一貫教育を進めていくためには、児童生徒の実態や課題を把握し、

育てたい子ども像を共有していくこと、

それを教育内容、形態として整備してい

くこと、指導の組織や体制を整えていく

こと、授業研究・子どもの育ちの姿を通

して評価していくことが大事だと思い

ます。その理解・共有による協働の実践

を通して、教職員がどういう経験をすれ

ばいいのか・・・一緒に授業を見合う、

一緒に授業をつくる、カリキュラムをつ

くる、子どもとかかわるなどの経験値を

通した参画を増やしていくことで教員の資質・能

力が高められ、新たな創造に結びついていくものになると思っています。 

（カリキュラム・マネジメント分科会 助言者のまとめの言葉より一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●各学年で取り組んでいる実践をつないでいくことが大切だと感じます。新たな取り組みは負担感が増すばかり

なので、現在行っている実践をどうつなぎ、各学年で何を意識して取り組んでいくべきかを共有する大切さを感

じました。 

●教職員の参画意識、巻き込み方など、小中一貫教育を進めていく上での課題があるなかで、大変参考になる事

例がたくさんありました。学校風土づくりや同僚性のつくりかたなど、自分自身の課題意識とつながり興味深く

視聴させていただきました。 

●現任校も姫路の学校のように学校目標と一貫教育の目標の２つの目標が混在している。一本化することの必要

性やメリットを学ぶことができた。ブランドカリキュラムも参考になった。 

姫路市立城東小学校 有馬 章公 教諭 姫路市立城東小学校 太田 太 校長（右） 

北海道教育大学釧路校 内山 隆 教授 
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（３）9 年間の学びでつなぐ学力・体力向上分科会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■岐阜県土岐市立濃南小・中学校施設一体型 1 小 1 中 

ふるさとを愛し、心豊かにたくましく生きる子～9年間の連続性を大切にした指導を通して～ 

施設の共同利用、指導体制のコラボ、児童生徒活

動の協同活動と三つの視点から、9 か年を見通した

教育を展開。 

① 一緒に「使う」・・・職員室の共有、体育館、特

別教室の共同利用 

② 力を合わせて「活動する」・・・小中合同運動

会、合同音楽会、昼休み小中コラボ活動 等 

③ みんなで「育てる」・・・小中乗入授業（小 1～

小 4 部分教科担任、小 5 以上完全教科担任） 中部活動への小教員の参画、担任交流週間 等 

 

■様似町立様似小学校（様似中学校）施設分離型 1 小 1 中 

思いを伝え 学び合いを深める 子どもの育成 

～授業改善を基軸とした小中合同研修等の取組を通して～ 

 9 年間を通じた指導計画の作成、見直しに向けた小中一貫協議会の取組、各種調査の結果や分

析等に基づく、重点単元等の位置づけ。 

 「つなぐ・つなげる・つながる」を意識した取組 

① 年度ごとの様似小中学校教育推進計画の策定 

② 総合的な学習の時間「ふるさとアポイ学」の取

組 

③ 特別支援教育における幼小中の連携 

④ 幼小中一体型のコミュニティ・スクールの展開 

 

■北広島市立大曲小学校施設分離型 2 小 1 中 

義務教育 9年間を通して「生きる力」を育む 

～9 年間を見通した教育課程の編成と授業改善の

工夫～ 

教科ごとに学年の発達段階に応じて育みたい資

質能力を明確にした資質能力系統表に基づいた活

動や小中共通した授業スタンダードの取組、中学

校の定期テストを見据えた小学校での広範囲な内

容の模擬テストの実施 他 

 

分科会テーマ  

学力・体力の向上には、小中９年間を一まとまりとして捉え、「目ざす子ども像」を共有しながら、

発達の段階や連続性を踏まえたカリキュラムを編成し、系統的で連続した教育活動を推進することが重

要とされています。児童生徒の実態を基盤とした小中一貫した学力・体力向上の具体の取組の実践交流

により、教育活動の質の向上に向けた在り方を考える機会とします。 

土岐市立濃南小・中学校 本多 直也 校長 

様似町立様似小学校 松田 陽一 校長 

北広島市立大曲小学校 阿部 敏明 主幹教諭 

20



 

 

 

■助言者 北海道教育大学札幌校教授 萬谷 隆一氏 

 小中一貫教育のメリットとして

は、校種間の交流で規律・態度面・

学習面の質的変化があること、9 年

間の系統性の担保（具体から抽象・

原理へ）を保証していくこと、先生

方の視野の広がりによって授業が

変わっていくところを大事にして

いるというところと思います。 

今後、小中一貫教育の取組を生か

すためには、持続可能な取組につな

げていくことが重要であり、そのためには、 

小中全体でどのようなメリットがあったかを共有するのが大事です。 

 授業がどう変わったかの共有、校種間で双方にどのような学びがあったかの共有、児童生徒を

軸とした成長の共有を行うことが、今後の小中一貫教育の原動力になっていくものと思います。 

（9 年間の学びでつなぐ学力・体力向上分科会 助言者のまとめの言葉より一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●小６のための中学校教師による自作テストの取組はたいへん興味深かった。また、小中の文化の違いをつく

っているのは、我々教師であったかと反省させられた。今回学ばせていただいた取組の数々を参考に、児童生

徒を主語にした本町の一貫教育の推進を図っていこうと気持ちを新たにした。 

●大曲小学校の阿部主幹教諭が小中一貫教育の実際について述べられていました。特に模擬テストや乗り入れ

授業について、目的や教育的効果の説明が大変ためになりましたし、再確認することができました。本村の小

中一貫教育も併設型であり、参考になることが多いです。 

●小中であまりにも画一的に統一しすぎると小学校の良さが失われるおそれもあるので気をつけないといけな

いと思った。中学校教員が小学校教員の指導の丁寧さに学ぶ必要もあると思った。 

●地域の様子が似ている様似の発表は今後の取り組みに生かせる内容でした。取り組み初めの小学校、中学校

のなまの声は共感できました。 

●授業改善シートを定期的に行なっている実践が使えそうで良かった。小中の先生達の意識のズレがあって

も、話や交流することが大切だと感じた。 

●児童生徒に育てようとしてる資質・能力の違いにより、にている教育活動であっても、取組の仕方に様々な

工夫 

●いずれにしても人と人を学校がどのようにつないでいくかがポイントであると感じた。 

北海道教育大学札幌校 萬谷 隆一 教授 
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（４）キャリア教育分科会 

 

 

 

 

 

 

 

■京都市立九条中学校（施設分離型 2 小 1 中） 

21世紀をたくましく生き抜く力（21世紀型能力）の育成 

～キャリア教育の視点でつなぐ小小・小中の教育活動～ 

キャリア教育の視点で小小・小中の教育活動を

つなぎ、目ざす児童生徒の実現に向け、小・中学

校間の違いを認め合った上で、義務教育 9 年間で

児童生徒を育てる、「校種を越えた一貫性のある教

育活動」の取組 

9 年間の発達段階に応じた生活面・学習面での

到達目標と目標達成のための具体的な行動を示し

た教育プログラム「九条学習プラン・九条生活プラ

ン」の実践 他 

 

■厚真町教育委員会（厚真中央小・厚真中学校）（施設分離型 1 小 1 中） 

「厚真の未来を語れる子」の育成を目指したふるさと教育の実践 

～「つなぐ力」「拓く力」の育成に向けて～ 

「厚真の未来を語れる子」の育成を目ざしたふ

るさと教育の実践 

小中学校の指導過程の一貫性を重視した「厚真

スタイル」授業の実施や、ふるさと教育での義務

教育最後となる中学 3 年の実践イメージを共有

した「ATSUMA PRIDE PROJECT」の取組 

重点的に身に付けさせたい資質・能力「つなぐ

力」「拓く力」の育成に向けた取組 他 

 

■釧路市立阿寒湖義務教育学校（施設一体型義務教育学校） 

「地域を愛し、心豊かに生きる子供」の育成に向けた取組 

「ふるさと阿寒湖を愛し、心豊かにたくまし

く生きる子供」の育成 

コミュニティ・スクールを核とした地域の関

係機関等の支援の下、豊かな教育資源を活用し

た様々な体験的な学習活動を「自然環境」と「ア

イヌ文化」の 2 つの柱で、教科等横断的かつ系

統的な指導ができるよう再編した「阿寒湖学」

の取組 他 

分科会テーマ  

自分らしい生き方を実現するための力を育むため、キャリア教育の充実が一層求められています。学

校や地域の特色を踏まえつつ、児童生徒の実態に応じて、キャリア教育で小中一貫して育みたい資質・

能力の確かな育成に向けた取組の実践交流により、これからのキャリア教育の在り方を考える機会とし

ます。 

京都市立九条中学校 坂田 良久 教頭 

厚真町教育委員会 作田 和彦 参事 

釧路市立阿寒湖義務教育学校 荒井 玲子 教諭 
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■助言者 北海道教育大学札幌校准教授 前田 賢次氏 

 自分を起点に自然や社会の出来事にアプローチする物語性を、学びとしてとらえることが重要

だと思います。学ぶ者の実態や状況か

ら出発するとともに、個と集団の学び

を通して、知見や技能が獲得されるも

のと思います。 

 リアリティーへのアクセスを追求す

る指導、不確定であったり結論が出な

い問題の中で、迷いながら客観性や科

学的確かさを追求するような学びと判

断、それに伴う行動が問題解決学習・総

合学習の中で見ることができるとよいのでは

ないかと思います。 

 いま求められている学びを、学ぶ者やそれに関わる人たち（家庭・地域）の姿からとらえ、教

育の有り様を考えることが求められています。 

 汎用的能力を、この文脈の中でとらえるリアリティーがあってこそ、生きていく力となるので

はないかと思っています。その意味で、子どもたちが様々な取り組みや学びの中でどのような力

を獲得したのか、それが中長期的に活用される力となり得ているのかを吟味してグレードアップ

していく必要があると思います。 

（キャリア教育分科会 助言者のまとめの言葉より一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●小と中の連携だけでなく、地域との関わりも大切にしながらさまざまな角度からキャリア教育について考える

ことができるということを、実践例を通して学ぶことができました。特に、九条中学校の報告にあったように、

すべての教育活動をキャリア教育の観点から見て取り組む姿は、大変参考になりました。 

●地域の特性をプラスに取り入れて子どもたちの活動に取り入れていて、魅力を感じた。成果だけでなく、課題

もきちんとおさえていて、これから起こりそうな問題点もイメージでき、とても参考になった。 

●地域の素材を発掘し、それを9年間の中でどのように活用していくか、15歳の春にどのような姿をゴールとし

て目指すのか…などを、小中で共通理解しながら進めることで、子どもたちの力となることが伝わってきた。阿

寒は始まったばかりではあるが、多くの素材を見つけ活用しようとしているのが伝わってきたし、実りのある実

践を進められそうだと思えた。 

●各学校とも、地域と連携し、児童生徒がふるさとに誇りを持てるようなキャリア教育を実践されていて、非常

に勉強になりました。厚真町教育委員会の「ふるさと教育推進コーディネーター」によって、教職員だけでは行

き届かない幅の広いキャリア教育が可能になると思いました。 

北海道教育大学札幌校 前田 賢次 准教授 
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（５）特別支援教育分科会 

 

 

 

 

 

 

 

■広島県府中市立府中学園（施設一体型義務教育学校） 

9年間をつなぐ特別支援教育 

～一人一人の教育的ニーズに応じた支援～ 

3 ステージ制（4・3・2 制）それぞれの発達段階に

おける行事等の設定によるリーダー性の育成と次

年度の自分たちの姿をイメージさせる取組、5・6 年

生の教科担任制等、義務教育学校の特長を最大限に

生かし、ロードマップやチェックシートを使った支

援をつなぐ取組 他 
 

■千歳市立祝梅小学校（日の出小・青葉中学校）

（施設分離型小中連携教育） 

未来を拓く つながりの教育による ふるさと千歳を育む 人づくり 

～社会で生きる力を育む教育の推進～ 

中学校区における 9 年間で育てたい子ども像を設定した「青葉中学校区グランドデサイン」「青

葉っ子スタンダード」の取組、青葉中学校区における「特別支援教育のあり方」の設定等と共通

理解、小中一貫教育協議会における「特別支援委員会」の組織化による、スタッフ間のつながり

と小中の縦の連携及び小小の関わりの充実 他 
 

■比布町教育委員会（令和 4 年度施設一体型義

務教育学校へ移行予定） 

「生きる力」を身につけ他者と共によりよく生

きる子どもの育成 

～グローバルＡＩ時代を生き抜くために～ 

誕生から就労までを見通した義務教育 9 年

間における特別支援教育の充実、関係機関が一

体となる特別支援教育、切れ目のないサポート

と成長期間を連続したものと捉えた支援 他 

分科会テーマ  

特別な支援を要する子どもたちが、社会で自立し、自分らしい生き方を実現していくには、障がいの

有無や、特別支援学級の在籍等にかかわらず、一人一人の教育的ニーズに応じた教育環境の整備や、小

中一貫した支援計画、特別な教育課程等の実践が重要とされています。特別な支援を要する子どもたち

への小中一貫した取組の実践交流により、特別支援教育のこれからを考える機会とします。 

府中市立府中学園 和田 衣里 指導教諭 

千歳市立祝梅小学校 野村 朋広 教諭 千歳市立祝梅小学校 湊 千歳 教諭 

比布町教育委員会 森野 憲仁 指導主事 
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■比布町立中央小学校（比布中学校）（施設隣接型 1 小 1 中） 

一人一人の子どもが生き生きと輝く姿を求めて 

～よりよく生きる中 3を目指す特別支援教育の推進～ 

育ちと学びの応援ファイル「いちごっ子ファ

イル」を核とした特別支援に関する全ての機関

が一体となった支援、小・中学校における連続

性のある一貫した指導を目ざした合同研修や

交流学習の実施、比布町支援委員会専門部会に

おける関係機関との連携、支援時間割の作成、

異学年交流実践（チャレスペ）の取組 他 

 

 

■助言者 北海道教育大学附属特別支援学校 副校長 太田 千佳子氏 

 9 年間の義務教育を通して子どもたちの成長

を見守ることができる小中一貫教育は、限られ

た将来像のイメージから脱却できる可能性を

持っていると思います。 

 ３つの学校の実践発表から、特別支援教育に

ついて、小中一貫教育を通しての学校全体・地

域を巻き込んでの話し合いが可能となってい

るという話を伺いました。 

 子どもの実態を複数で分かり合う環境が整

えば、教育課程のこと、在籍のこと、進路について、多くの当事者が関わり、子どもの夢の実現

や進路、就労に向けての協働が進んでいくと思っています。学校の中で子どもの様子の話題が飛

び交う職員室になるとよいなと思いました。 

 特別支援教育に携わっている先生方が、学校の中で通常の学級の先生と話をする時に、愛情深

く子どもたちを見ている姿、子どもたちにおせっかいする姿を学校の当たり前にしていただきた

いなと思いました。特別支援教育ではなく、小中一貫教育を行っている学校全体で子どもをそう

いうふうに育てていくことで、小中一貫で目ざしていく子どもを育てていくことになると思いま

す。（特別支援教育分科会 助言者のまとめの言葉より一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●広島県の実践発表を視聴した。９年間の義務教育を３つのステージに分け、それぞれのステージでのリーダーの

育成やステージ以降の際のギャップを埋める取り組みが非常に興味深かった。 

●個に応じた支援をスムーズに行うために、小中の連携を深めることが不可欠だと再認識しました。それには市町

村や地域とのつながりも大事なので、今後構築していきたいと思います。 

●特に小学校から中学校へ進学する際、子どもも保護者も不安を抱えています。その不安を少しでも和らげるため

に、まず、教職員のつながりや学校間の情報共有は大事だと感じました。校区内では、子どもの話をいつでもでき

る学校づくりに努めたいと思います。 

 

比布町立中央小学校 下原 浩 教諭 

北海道教育大学附属特別支援学校 太田 千佳子 副校長 
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７ 小中一貫教育全国サミット in北広島を通した北広島市の小中一貫教育の成果について 
 

（１）小中一貫教育を進めるポイントとして 

●校区が広く、互いの学校の距離があり、学級数も多い施設分離型の中で、「つなげられるもの」「つな

ぐもの」にしっかりと目を向け、日常の授業の中でそのつながりを生かしている。 

→指導計画では、9 年間を見通した教科系統表と重点単元の設定により、一貫して大切にすべきこと、

今充実すべきことを見極める活動を進めている。 

→重点単元の学習指導では、日常的な相互乗り入れ授業、TT 指導、個に応じた指導 

 （日常的な取組により、教師と子ども双方で校種間の壁がなくなる。） 

●小、中学校の教職員がチーム学校として知恵を結集している。 

●義務教育 9 年間を見通し、目ざす子ども像に向けて資質・能力を育成する授業デザインが具現

化している。 

●授業研究を通して、共に授業をし、授業を見合って、子どもの姿を通したリフレクションを行

い、改善を図っている。 

 

（２） 学習の困難点の絞り込みと指導改善として 

●標準学力検査等による結果分析を行い、小中教員が協働して、客観的な視点で 9 年間の教科系統表の

中で重点指導計画を作成している。チーム学校としてのコミュニティーの深化 

●中学校教員による小学校模擬定期テストの作成、広範囲な内容の学習計画や学習方法の提示 

 

（３） 相互乗り入れ授業、外国語（活動）の小中一貫指導 

●小中協働での授業づくりによる、教育内容の系統性と重点を見通した授業デザインの実現 

●相互乗り入れ授業による、個に応じた指導の充実 

→児童生徒理解に基づく個別最適な学びへとつながっている。 

●年間を通じて中学校の英語教諭の乗り入れ授業 

●指導計画の作成＋「Can-Do リスト」・・・何ができるようになるかを明確化にしている。 

●教科担任制の広がり 

→中学生のモデル発表の提示、中学校での学習を見据えた小学校指導 
 

（４）道徳指導の充実について 

●校区の道徳の重点「思いやり」を設定 

●小中で足並みを揃えて「考え、議論する道徳」の授業の質を向上している 

→どの段階で教えるべきかを深く考えながら道徳の実践を行っている。 

●共通教材の小中一貫の取組 

→それぞれの教育課程の中の単元や学習内容のつながりに目を向け、教師同士による教材研究を基に

児童・生徒の学びをつなぐ授業づくりを行っている。 

→教師にとってのメリット（小中教材の見通し、発達段階に適した実践） 

→児童生徒にとってのメリット（中学生：自らの考え方の成長の理解） 
 

（５）特別支援教育の充実について 

●小中の連携と、特別支援に関する関係機関が一体となって子どもの課題や成長を共有し話し合いを

進めていくことで、進路・就労・その先を目ざした個別の支援計画・教育支援計画の充実に基づく一貫

性のある指導につながっている。 
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（６）小小連携について 

●2 つの小学校の教育内容を揃え、進学時の共通ベースを作る。（校区内の子どもたちが同じ学習経験

を持って中学校に進学することができる。） 

→中学校の入学時に 2 つの小学校における様々な違いからくる戸惑いを解消する取組 

 

（７）合同授業（小中連携）、異学年協働で解決策を考える授業 

●活動の難易度による小中学生の役割の設定 

→カードのマッチングの発表では小学生が発表、理由や根拠を説明する発表では中学生が担当 

→小中の教職員の協働による発達段階への配慮、指導力向上 

→絶妙な学年差の設定（児童生徒の発達段階を十分に理解している成果） 

●中学生が小学生をサポートする相互交渉 

→小学生の憧れ、中学生のリーダーシップと誇りを高める活動 

●教師の異校種のカリキュラム・教材の相互理解 

 

（８）「大志学」の広がり 

●地域のことや人々と関わったことを振り返り、自分の心に残った出来事を、自分の言葉で他の学校

に紹介しあう活動→身近なことと社会のつながりを意識した探究的な学習の積み重ねによる広がりが社

会の中で生きる力に！ 

 

（９）「防災教育」に関して 

●地域のリアルな状況を想像しながら思考し、ねらいにせまる姿を育成することができていた。 

→地域の大人と子どもたちが、課題意識を共有し、よりよい地域社会をともに考える学びのコミュニテ

ィーとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●小中学校における接続を意識した中で、各校種ごとに交流授業の目的やねらいを共有し、課題も見いだしな

がら、検証改善を繰り返していくことの大切さを再確認させていただきました。職員間で意味を見いだし、持

続的に活動を続けていくことが必要ですね。 

●地域のよさや特性に応じた教育が行われることで、子どもたち一人一人が大切にされていると感じ、自分の

力で将来を切り開く力をつけていければいいなと改めて感じました。 

●小学生と中学生が交流授業を行う時のそれぞれの活動場面の保障や役割、指導目標が具体的で明確。それを

実際の授業で表現するための準備やポイントが、今後の私が努めている町の小中一貫にも生かせていけると感

じました。 

●学校が離れている地域ですが、その中で、できることを教職員一同が考え実践しながら取り組んできたこと

が分かりました。小学校同士のつながりを作るために、同学年の学習のまとめを交流発表する取組はどの地域

でもできると思いました。今年度は、リモートで実施したそうですが、これも、今後の参考になりました。 

●内山隆校長先生の授業へのコメントの中に「挑戦しがいのある段差」というフレーズがありました。私は、

中1ギャップの解消を考える際に、留意すべきことがあると常々思っておりました。小学校から中学校に上が

る際のバリアフリーを進めることは、ともすると必要な段差をも壊してしまうのではないか、という懸念で

す。教師が（学校間が）意図的に段差をコントロールすることについて述べられていたことに、共感を覚えま

した。児童の挑戦心をくすぐる魅力たっぷりな小中一貫教育を進めていきたいと改めて思いました。 
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８ 小中一貫教育の日常化に向けて 

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実に向けて 
 

（１）小中一貫教育の取組をどのように持続させていくべきか 

  中学校区で目的の明確化を図るとともに、子どもの育ちを通した変化を実感していくこと。 

  授業改善・学力向上にいかに結びつけるか 

  →各学校種・学年で、何を学んでおくべきか 

   ・中１ギャップの緩和（小 5、6～中 1 の教育課程・指導法・評価法のつなぎ） 

   ・中学校教諭の乗り入れ授業では、発展的な内容の提示を行うなど、子どもたちの成長への意欲

を高め、小中一貫教育で挑戦しがいのある段差を設けることも子どもたちの成長を高める上では

重要 

  →校種間の交流で規律・態度面・学習面の質的変化があること、9 年間の系統性の担保（具体から抽

象・原理へ）を保証していくこと、先生方の視野が広がり授業が変わっていくこと、こうしたこ

とを子どもたちの成長を通して実感し共有していくことで人が変わっても持続可能な取組へとつ

ながっていく。 

 

（２）乗り入れ、合同授業の運営の困難さを克服する現実的な工夫 

  →ＩＣＴを利用した取組（場所と時間に縛られずに交流する手段の利用） 等 

 

（３）指導案や教材等の共有財産化による、持続可能な小中一貫教育のカリキュラム・マネジメ

ント 

  →指導案や教材等を Web 上等で共有し、いつでも確認できるようにすることで、人が変わっても質

の高い実践を継続していく。中学校教員が作成した小学校模擬テスト等の共有財産化等。 

→普遍的なものは大事にしつつ、児童生徒の実態等に合わせてバージョンアップしていく。 

 

（４）協働的な探求が深まるＩＣＴ、思考ツールの活用 

 →子どもたちが思考を可視化して協働で話し合い、課題解決に取り組み探求を深めるツールとして

の活用 等 

 

（５）社会に開かれた教育課程の実現 

 →外部人材を活用するだけでなく、そのことによって成長していった子どもたちの姿をいかに地域

の方や保護者の方に伝えていくのかをセットにすることで、双方向の関係性が生まれ、社会に開

かれた教育課程が実現していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アンケート結果より※一部抜粋】 

●Webで行っていただけたことに感謝いたします。Webだからこその利点もあり、また、公開授業も良く編集さ

れていて見やすい物でした。ありがとうございました。 

●小学校と中学校を行き来する授業が視聴できたのは、デジタル開催ならではと思います。授業が実際に見られ

なかったのは残念ですが、デジタル開催に向けた各中学校区の創意工夫が大変素晴らしかったと感じました。 

●デジタル開催が残念であった半面、記録として残っているため、気になった部分を再度、見直すことができ、

とても便利と感じています。小中一貫教育については今後の学校教育の中で大切な要素となるところであり、ど

のように進めていけばより効果のある教育実践ができるのか、考えるヒントになりました。素晴らしい授業を提

供していただき、ありがとうございます。 
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９ 大志学・きたひろ夢ノートパネル展 

 

 

 

 

小中一貫教育全国サミット in 北広島の開催に合わせて、大志学・きたひろ夢ノートのパネル展を

開催しました。 

たくさんの市民の方にご覧いただけたことで、地域の方や保護者の方と取組を共有することがで

き、子どもたちの自己実現していく力を学校・家庭・地域で一体となって支えていくことにつながる

ものになったと思います。 

 

●令和 3年 11 月 4日～10日  北広島エルフィンパーク交流広場 

●令和 3年 11 月 12日         北広島市芸術文化ホールホワイエ（全体会開催日） 

●令和 3年 11 月 22日～26 日 北広島市役所 5 階ロビー 
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１　参加（視聴）申込状況

人数

61

381

225

38

344

117

1,166

２　全体会Live参加（視聴）者数

人数

274

38

117

429

小中一貫教育全国連絡協議会正会員

備考

小中一貫教育全国サミットin北広島　参加（視聴）者等集計表

備考

北広島市教育研究会会員

全体会会場参加者

合計

地域住民・保護者38人、教職員13人、教育委員会事務局

職員1人、CS委員7人、その他2人

教職員290人、教育委員会事務局職員54人、行政職員7

人、CS委員3人、その他27人

地域住民・保護者1人、教職員135人、教育委員会事務局

職員68人、行政職員8人、CS委員2人、その他11人

ZOOM参加

北広島市内

北海道内

北海道外

小中一貫教育全国連絡協議会正会員

全体会会場参加者

合計

最大同時視聴者数

Zoom参加

You　Tubeライブ配信視聴者
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３　小中一貫教育全国サミットin北広島動画別視聴回数集計 5,712

1,008

1,008

2,506

1,210

220

135

162

107

120

92

64

63

139

108

548

111

81

87

85

97

87

748

102

56

108

69

90

95

110

118

東部中1年国語「言葉をもつ鳥、シジュウカラ」

全体会

東部中学校区実践発表

東部中学校区助言者講評

東部小1年道徳「はしのうえのおおかみ」

北の台小6年道徳「手品師」

全体会

授業公開　東部中学校区

広葉中学校区実践発表

広葉中学校区助言者講評

北の台小2年生活（大志学）「つたわる広がる私の生活」

東部小3年総合（大志学）「自然に関わる学習発表交流」

東部小5年東部中1年総合（大志学）コンビニから見えてくるSDG'ｓ

東部小6年東部中3年総合（大志学）どっちがお得か考えよう

西部中学校区実践発表

西部中学校区助言者講評

授業公開　西部中学校区

授業公開　広葉中学校区

授業公開

双葉小1年図工「ぺったん　コロコロ」広葉中1年美術「素材を生かして　コラージュ」

東部中1年道徳「橋の上のおおかみ」

双葉小3年道徳（大志学）「係の仕事に取り組むときに」

双葉小4年広葉中2年音楽「音階をもとにして音楽をつくろう」「平調子の特徴を生かして音楽をつくろう」

双葉小5年広葉中3年社会「防災教育」

双葉小6年外国語「LESSON9　Junior Hogh School Life」

双葉小5年広葉中1年体育「器械運動　倒立」

西部小4年算数「どのように変わるかを調べよう」

西部中1年数学「比例と反比例」

西部小5年西部中2年総合　防災を学ぶ「災害図上訓練」

西部小6年西部中3年総合　防災を学ぶ「CS防災訓練」
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2,198

541

150

95

110

80

106

496

141

124

84

87

60

410

75

86

128

44

77

335

92

60

61

60

62

416

103

48

59

77

55

74

分科会

社会に開かれた教育課程分科会

カリキュラム・マネジメント分科会

パネルディスカッション

助言者講評　北海道教育大学釧路校　内山　隆　教授

岐阜県土岐市立濃南小・中学校

北海道様似町立様似小学校

北海道北広島市立大曲小学校

助言者講評　京都産業大学　西川　信廣　教授

兵庫県姫路市立城東小学校（東光中ブロック）

北海道札幌市立芸術の森小学校・常盤中学校

北海道中標津町立計根別学園

助言者講評　北海道教育大学札幌校　前田　賢次　准教授

9年間の学びでつなぐ学力・体力向上分科会

キャリア教育分科会

特別支援教育分科会

助言者講評　北海道教育大学札幌校　萬谷　隆一　教授

京都府京都市立九条中学校

北海道釧路市立阿寒湖義務教育学校

北海道厚真町教育委員会

パネルディスカッション

パネルディスカッション

東京都品川区立豊葉の杜学園

北海道八雲町立落部小学校

北海道北広島市立緑ヶ丘小学校

パネルディスカッション

北海道千歳市立祝梅小学校

パネルディスカッション

助言者講評　北海道教育大学附属特別支援学校　太田　千佳子　副校長

北海道比布町立中央小学校

広島県府中市立府中学園

北海道比布町教育委員会
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130 件

設問【１】お住まいの地域を選択してください。

21 16.2%

70 53.8%

39 30.0%

130 100%

設問【２】該当する項目を選択ください。

1 0.8%

122 93.8%

4 3.1%

2 1.5%

1 0.8%

130 100%

設問【３】全体会・共同宣言について

オープニングイベントの内容はいかがでしたか。

53 49.5%

50 46.7%

2 1.9%

0 0.0%

2 1.9%

107 100%

その他の理由

設問【４】全体会・共同宣言について

北広島市小中一貫教育の取組紹介はいかがでしたか。

59 56.2%

45 42.9%

0 0.0%

0 0.0%

1 1.0%

105 100%

小中一貫教育全国サミットin北広島　アンケート結果（全国）

pcで視聴できなかった

やや満足した

あまり満足できなかった

全く満足できなかった

その他

合計

アンケート回答数

北広島市内

北海道内（北広島市を除く）

北海道外

合計

教職員

行政

その他

学校運営協議会委員

地域住民・保護者

合計

とても満足した

とてもためになった

ややためになった

あまりためにならなかった

全くためにならなかった

その他

合計
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設問【５】全体会・共同宣言について

基調講演はいかがでしたか。

49 45.8%

55 51.4%

2 1.9%

0 0.0%

1 0.9%

107 100%

設問【６】全体会・共同宣言について

共同宣言はいかがでしたか。

49 45.8%

52 48.6%

5 4.7%

0 0.0%

1 0.9%

107 100%

設問【７】授業公開・実践発表について

どの中学校区を視聴しましたか。複数選択可

59 39.9%

31 20.9%

58 39.2%

148 100%

あまりためにならなかった

全くためにならなかった

その他

合計

とても満足した

やや満足した

あまり満足できなかった

全く満足できなかった

東部中学校区

西部中学校区

広葉中学校区

合計

その他

合計

とてもためになった

ややためになった
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設問【８】授業公開・実践発表について

どの授業公開を視聴しましたか。

14 5.9%

12 5.0%

15 6.3%

11 4.6%

8 3.4%

6 2.5%

26 10.9%

14 5.9%

9 3.8%

11 4.6%

16 6.7%

18 7.6%

11 4.6%

7 2.9%

14 5.9%

14 5.9%

14 5.9%

18 7.6%

238 100%

設問【９】授業公開・実践発表について

公開授業の内容はいかがでしたか。

74 62.7%

42 35.6%

2 1.7%

0 0.0%

118 100%合計

とてもためになった

ややためになった

あまりためにならなかった

全くためにならなかった

双葉小5年広葉中3年社会

双葉小6年外国語

双葉小5年広葉中1年体育

合計

西部小6年西部中3年総合

双葉小1年図工広葉中1年美術

双葉小3年道徳（大志学）

双葉小4年広葉中2年音楽

東部小3年総合（大志学）

東部小5年東部中1年総合（大志学）

東部小6年東部中3年総合（大志学）

西部小4年算数

西部中1年数学

西部小5年西部中2年総合

東部小1年道徳

北の台小6年道徳

東部中1年道徳

東部中1年国語

北の台小2年生活（大志学）
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設問【１０】授業公開・実践発表について

公開授業のご感想をご記入ください。

小中ともに、それぞれのねらいをしっかりと達成している良い授業でした。

同じ題材で小学生と中学生でどういう授業になるのかに興味があり視聴しました。

小学生は、素直な感想が微笑ましかったです。ただ、授業の最後の方の先生の質問を上手く読み

取れない子が沢山いるのが気になりました。生徒が考えている途中で、先生が再度丁寧に説明を

したのにもかかわらず、回答が違う内容になってしまうのは、授業の終わり近くで集中力が低下

しているからなのか、質問を上手く受け止められなかったからなのか。

中学生は、小学生の意見を受けての話し合いやグループでの話し合い等、色々なアプローチがあ

り、面白かったです。

東部小1年道徳「はしのうえのおおかみ」　中学校との同一教材

子ども達が活発に発言していた。

絵やカードなど子ども達の興味を持たせる工夫が良かった。

チャイムが鳴っても、授業が続いてたので、時間内で終われるといいですね。

学びの連続性について考える機会を得られた。

定期的に授業を公開しあうだけでなく小中の教員での協議が必要であることがより実感できた。

普段から小中一貫の授業は特別なものではないと思っています。子供たちの伸ばしたい力と深い

学びができる指導内容がよくわかる授業でした。

小学校１年生と中学校１年生で同じ教材を扱い、深めていくところが興味深かった。

指導の系統性と学びの質・内容の系統性を視点にあてた一貫教育の実践を学ばせていただきまし

た。
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題材の読み取りから、子どもたちに「誠実」「誠実でない」を選ばせた後で、教師の「自分を大

事にしていないんじゃない？」というゆさぶりが、児童の思考の深化に効果的だった。

道徳では、子ども達に身につけさせたい力に向け、教師と子ども、子ども同士の対話が、心地よ

く進められていました。毎時間の授業で、子ども達がひとつひとつの出来事を、自分事として受

け止めて考えながら学びを深めている成果だと感じました。

自分事として考える場面がもう少しあってもよかった。

多様な考えを出したかった。発言が一部の子に限られていて残念だった。

ＩＣＴを活用して、意見を聞いてもよかった。

中学校を見据えた指導を考えていくことは大切だと感じました。

思いやりとは何かについて考えさせられた。　

指導の系統性と学びの質・内容の系統性を視点にあてた一貫教育の実践を学ばせていただきまし

た。

北の台小6年道徳「手品師」　中学校との同一教材

「自分の気持ちへに対する誠実」を問う教材なのか？という疑問が残った。

学びの連続性について考える機会を得られた。

定期的に授業を公開しあうだけでなく小中の教員での協議が必要であることがより実感できた。

小６の道徳では、子どもたちの考えを揺さぶる発問がいくつかあり、大変勉強になりました。そ

して、子どもたちの先生の発問に対して一生懸命考えながら、友達と話を進めていく姿が素敵で

した。他にも、子どもたちの思考の流れ、整理ができるような板書も良いなと思いました。

授業をしてくださった先生方、子どもたち、ありがとうございました。

まずもって、学習規律が整った学級で素晴らしいと思いました。

また、先生の板書が美しくとても見やすいです。

御校のレベルの高さを感じました。

事前の準備も感じ、とても感謝申し上げます。

落ち着いた雰囲気の活気のある学級であり、受容されていることがよくわかります。

コロナ禍でなければ、ペア・グループ活動もあるとよいと思いましたが、致し方ないです。

欲を言えば、葛藤する場面で、もう一歩児童の練り合いで授業が構築されるとより良いなと思う

場面もありました。

手品師の授業は、学年、発達段階を踏まえた論議がなされる興味深い題材です。課題提起をあり

がとうございました。本校での道徳推進に役立ちます。誠にありがとうございました。
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東部中学校では、生徒の活動時間を十分確保するとともに、考えを共有するためにクロームブッ

クの活用など、大変参考になった。

道徳では、子ども達に身につけさせたい力に向け、教師と子ども、子ども同士の対話が、心地よ

く進められていました。毎時間の授業で、子ども達がひとつひとつの出来事を、自分事として受

け止めて考えながら学びを深めている成果だと感じました。

小中ともに、それぞれのねらいをしっかりと達成している良い授業でした。

同じ題材で小学生と中学生でどういう授業になるのかに興味があり視聴しました。

小学生は、素直な感想が微笑ましかったです。ただ、授業の最後の方の先生の質問を上手く読み

取れない子が沢山いるのが気になりました。生徒が考えている途中で、先生が再度丁寧に説明を

したのにもかかわらず、回答が違う内容になってしまうのは、授業の終わり近くで集中力が低下

しているからなのか、質問を上手く受け止められなかったからなのか。

中学生は、小学生の意見を受けての話し合いやグループでの話し合い等、色々なアプローチがあ

り、面白かったです。

・小中合同で行う授業は、小学生も中学生も互いによい刺激になることがわかりました。

・授業を行う上での目的や、単元の系統性など、はっきりさせて取り組むことが大切だと思いま

す。

教師の話が多いと感じました。

子どもの話を引き出して、子どもたちにどう思うのかを返してあげると良いのではないかと思い

ました。

ペアやグループの意見交流が活発で、相手の意見を「これってどういうこと？」とたずねながら

意見を深めていたところが良かったです。

小中一貫で、小学校からの学び方が続けられていることを感じました。

小学生とのとらえ方の違いが分かりやすかった　　

東部中1年道徳「橋の上のおおかみ」　中学校との同一教材

子どもたちが考えを深めていけるような授業の進め方（展開）が良かったです。

学びの連続性について考える機会を得られた。

定期的に授業を公開しあうだけでなく小中の教員での協議が必要であることがより実感できた。

小学校１年生と中学校１年生で同じ教材を扱い、深めていくところが興味深かった。
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説明文の指導だった。小中の教科系統を意識され、９年間で説明文読みとりを発達段階に応じて

中１での目標を明示して授業を展開していた。また、主体的、対話的で深い学びを意識した授業

展開になっていた。

学びの連続性について考える機会を得られた。

定期的に授業を公開しあうだけでなく小中の教員での協議が必要であることがより実感できた。

関わり合いのときに、まとめ役がICT機器を活用することがいい方法だと思いました。

一人一人がし話し合っている話し合っている様子がたくさん見られました。

単元の後半なのでキーワードがしっかり意識されていると思いました。

振り返りで時間をとって、学んだことや次に学びたいことを伝え合っていることがよかった。

大まかな読みの工夫を読み取っているので、細かいところも読み取っての本時であったのだと思

いました。

グループのまとめは提示されていたが、全体でまとめなくてもよいのかどうかは考えさせられま

した。

小学校の学びを生かすために、小学校の教材を単元の導入で提示するのもよいと思いました。

タブレット、クラスルームを活用していてよかった。

ほかの班が書いたのをみて書き足すことによって考えが深まっていた。

小学校と中学校の教員が、同領域について共同で授業をする様子に斬新さを感じました。単なる

乗り入れ授業ではなく、小中の教員。同士がつながり、9年間の学びの連続性を意識した授業に形

作るかが重要であることを再認識しました。

本村も今年度から小中一貫教育を推進しています。北広島市の実践は、様々な面で道標となって

おり、本サミットの視聴も、大いに参考にさせて頂こうと思っております。

東部中学校では、生徒の活動時間を十分確保するとともに、考えを共有するためにクロームブッ

クの活用など、大変参考になった。

課題提示からワークシート記入、話し合い、そしてプロジェクターを用いた板書の説明。普段の

授業の様子がよくわかった。話し合い活動が活発になされており、生徒の意識の高さと学習スキ

ルの高さが感じられた。

生徒が主体的に学習するために、教師がすべきことがよくわかりました。

また、タブレットの使用方法も勉強になりました。

自分の授業でも、タブレットを使う目的や方法を再検討したいと思った。

東部中1年国語「言葉」をもつ鳥、シジュウカラ

指導の系統性と学びの質・内容の系統性を視点にあてた一貫教育の実践を学ばせていただきまし

た。
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学びの連続性について考える機会を得られた。

定期的に授業を公開しあうだけでなく小中の教員での協議が必要であることがより実感できた。

本校は３小１中の構成であり、東部中学校区（２小１中）の取組がとても参考になりました。

特に、小小交流授業の取組は、いろいろな可能性を秘めており、大変興味深く視聴させていただ

きました。

東部小3年総合（大志学）「自然に関わる学習発表交流会」　小小交流授業

北の台小2年生活（大志学）「つたわる広がる私の生活」

どちらの学級も学習規律ができており、児童が集中し、意欲的にとりくんでいました。

学びの連続性について考える機会を得られた。

定期的に授業を公開しあうだけでなく小中の教員での協議が必要であることがより実感できた。

生活では、身近な地域のことを深く知る、興味をもたせる授業でした。自分が知っていることを

得意げに発言する子、それを興味を持って聞く子など、意欲的な子どもの姿に感心しました。

地域をよく知るための学習を行っていました。ICTの活用も素晴らしく、大変勉強になりました。

また、先生の使う言葉もとても優しくて、子どもたちも落ち着いて活動をしていました。近隣の

学校の子どもたちに自分たちの活動を伝えたいという気持ちもたせることができる授業でした。

自分が書いたものをクラスの友達から評価される場面もいいなと思いました。

指導の系統性と学びの質・内容の系統性を視点にあてた一貫教育の実践を学ばせていただきまし

た。

指導の系統性と学びの質・内容の系統性を視点にあてた一貫教育の実践を学ばせていただきまし

た。
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マークを当てるゲーム要素のある発問から始まり、身近なコンビニと結びつけた社会問題、自分

にできることという流れが、子どもたちの思考に沿っていて考えを深められていた。中1と一緒に

学んだことで、5年生の思考は深められたと思う。ともに学ぶのに、よい教材だと思った。

どちらも小中学校の児童生徒の交流の様子が見られ、良かった。

先生方の創意工夫も素晴らしかった。

ただ、準備等は大変と感じた。

小学生と中学生が合同で「SDGｓ」を学ぶ題材として「インスタント麺」や「コンビニエンスス

トアー」を使うなど参加しやすく、生徒の興味を引く内容で生徒たちも積極的に話し合いに参加

していて良かった。中学生が熱心に小学生に説明していて一貫教育の良さ（効果）が見られまし

た。自校の総合学習でも参考にさせていただこうと思います。授業者の先生、大変ご苦労様でし

た。

小学生でも興味を引き、理解できる身近な内容でした。また、中学生も小学生をリードしやすい

授業で、協働している姿が見える素敵な授業でした。ONLINEでもわかりましたが、その場で実

際にその場の雰囲気を見たかったです。ありがとうございました。

総合的な学習を小中合同で行っていくのは中学生が小学生を援助するという点で良いと思った。

東部小5年東部中1年総合（大志学）「コンビニから見えてくるＳＤＧ’ｓ」小中合同授業

小学5年生と中学1年生が同じように考えやすい題材だった。

コンビニからごみを減らすことに結び付けて日々子どもたちが実践できる内容となっていた。

子どもたちにとって身近な題材であるとともに、タイムリーな内容であるため題材がまず素晴ら

しかった。小学生と中学生が協力しながら学習する姿勢も見事で、特に中学生が優しく引っ張っ

ている姿も良かった。学校規模が同程度だとこのような小中連携の授業が可能なのだということ

が分かりました。

小中学生が繋がる学年ではなく、小学５年生＆中学１年生とが一緒に授業を受ける姿に驚きを感

じました。

校種ごとに本授業における目的やねらいを整理し、授業展開における活動にも役割をもたせられ

ている様子がみられるなど、授業者側の意図を感じることができました。

中学校区で日常的に小中学校の授業交流等が行われ、教員相互の授業実践交流による授業力向上

や児童生徒の確かな学び・学力の向上に繋がることが今後、期待しております。

身近なコンビニから、最近話題のSDGｓの学習に興味をもって視聴した。中学生と小学生のそれ

ぞれの発想の違いや解決の切り口の違いがわかりとても興味深かった。

小学生・中学生どちらにとっても大きな学びになっていると思いました。特に中学生が意欲的に

なっている様子が伺えました。

特に小中の合同授業は興味があり面白く見せていただきました。

学びの連続性について考える機会を得られた。

定期的に授業を公開しあうだけでなく小中の教員での協議が必要であることがより実感できた。

指導の系統性と学びの質・内容の系統性を視点にあてた一貫教育の実践を学ばせていただきまし

た。
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小学生と中学生とが分け隔てなくグループ活動を行い、協力してSDGsについて学びを深めようと

しているところから、小中一貫教育の存在意義を感じた。

本校でも乗り入れ授業や中学生が小学生に教える取組は行っていますが、小中合同に行う授業は

初めてでしたので、大変興味深く視聴しました。

自分ならどのような授業が構築できるかを考えてみたいと存じます。

ありがとうございました。

・小中合同で行う授業は、小学生も中学生も互いによい刺激になることがわかりました。

・授業を行う上での目的や、単元の系統性など、はっきりさせて取り組むことが大切だと思いま

す。

SDGzについて、身近なコンビニの中で考えるという課題は、子供たちの生活に照らし合わせて考

えられるものだっだと思います。これからどのようなことを行えば問題を解決できるかを、小中

合わせたグループで話し合われていました。具体的な方策を考える所まで深められていて素晴ら

しかったです。

年代の異なる子ども同士でも議論できる課題設定によって興味を持って学習できていたのだと感

じました。

小学生と中学生が一緒に学習する場面がとても新鮮でした。小中一貫の可能性を感じました。

小、中ペア作りの取り組みで考え方や取り組む姿勢に刺激を受け合っていて良かった。

マークの意味を一緒に考えることで深めることができていた。

丁寧な導入が印象的な授業でした。

今日的な課題を扱っている点も良かったです。
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・小中合同で行う授業は、小学生も中学生も互いによい刺激になることがわかりました。

・授業を行う上での目的や、単元の系統性など、はっきりさせて取り組むことが大切だと思いま

す。

実際に小中合同で取り組む際に気をつけるべきところが何か客観的に見ることができた。

各中学校区ともに、小学生と中学生が自然な形でコミュニケーションをとっているようすが印象

的でした。これは、日常の実践の積み上げが成果となってあらわれているのだと察します。学び

の集団づくりは、学びを深める上でとても大切です。特に2小1中の場合は、出身小学校によって

は、全く関わりのなかった児童生徒と学びを進めることになります。でも、それを感じさせない

雰囲気が映像から伝わってきました。もちろん、ファシリテートする中学生を様々な教育活動の

中で育んでいることも、小中合同の授業実践につながっているのだと思います。それらを感じる

ことができてよかったです。

ただ、やはり直接参観して、感じとることができれば最高だとも思いました。

小６・中３の総合では、小６と中３がとても前向きに関わっているのが印象的でした。何より

も、中学生の話し方、関わり方がとても上手で、いい雰囲気を作ってくれていました。また、教

材も身近なものの置き換えられていたり、学習を活かせるものを紹介したりと、バリエーション

が豊富だったので、子どもたちが最後までやる気をもって学習できたのだと思います。小６で見

ると、単元の導入に位置づけられていたので、今後どんな展開になっていったのか気になりまし

た。

導入のすごろくで、小学生と中学生の交流を図ったことで、緊張感が緩和されていた。

中学生が小学生を引っ張っていて、授業がスムーズだった。

授業内容も、小学生問題から段階を踏んで難しくなっており、子どもたちがだんだんのめり込ん

でいる様子がうかがえた。

先生の話術も上手で、子どもたちが引き込まれていた。

ありがとうございました。

指導の系統性と学びの質・内容の系統性を視点にあてた一貫教育の実践を学ばせていただきまし

た。

東部小6年東部中3年総合（大志学）「どっちがお得か考えよう」算数・数学を使って

小中合同授業

総合的な学習を小中合同で行っていくのは中学生が小学生を援助するという点で良いと思った。

特に小中の合同授業は興味があり面白く見せていただきました。

学びの連続性について考える機会を得られた。

定期的に授業を公開しあうだけでなく小中の教員での協議が必要であることがより実感できた。

身近な話題から入って子どもを引きこみ、小中合わせたグループで交流を深めるための教材の工

夫、生き生きと活動する子どもたちに関心しました。

どちらも小中学校の児童生徒の交流の様子が見られ、良かった。

先生方の創意工夫も素晴らしかった。

ただ、準備等は大変と感じた。

43



総合的な学習の時間の探究の過程に子どもたちに何を身につけさせたいかがもう少し明確になっ

ていれば良いと感じました。

小学生も中学生も、よく話し合いをしながら授業に参加していたと思います。

また、中学生が小学生に教える姿も見られてとても参考にしたいと思いました。
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授業で、中学校の先生からの問題に取り組んでいて、□○を使った式を作り、そのあとで、□○

を使った他の問題を解いていました。中学校の先生からの問題の中に、何分後、何センチにする

にはなど、答えを何通りも答える問題があり、学んだことが、身につくと感じました。

小学校と中学校の教員が、算数数学の同領域について共同で授業をする様子に斬新さを感じまし

た。単なる乗り入れ授業ではなく、小中の教員。同士がつながり、9年間の学びの連続性を意識し

た授業に形作るかが重要であることを再認識しました。

本村も今年度から小中一貫教育を推進しています。北広島市の実践は、様々な面で道標となって

おり、本サミットの視聴も、大いに参考にさせて頂こうと思っております。

算数・数学は、小中の教員の連携の仕方に大きなヒントをいただいた。特に小４で見られた「中

学校の先生からの挑戦状」は参考になった。

小学生・中学生どちらにとっても大きな学びになっていると思いました。特に中学生が意欲的に

なっている様子が伺えました。

学びの連続性について考える機会を得られた。

定期的に授業を公開しあうだけでなく小中の教員での協議が必要であることがより実感できた。

西部小4年算数「どのように変わるかを調べよう」

どちらの学級も学習規律ができており、児童が集中し、意欲的にとりくんでいました。

小学校と中学校の先生が授業実践を行うためには、打ち合わせの時間が必要だと感じます。役割

分担を明確にして、短時間での打ち合わせ、実践、振り返りができるよう計画し、私の勤める学

校でも実践してみたいと思います。
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小学校と中学校の教員によるTT授業のあり方が参考になりました。

授業を提供していただきありがとうございました。小中の先生が上手に連携して生徒にとって必

要な支援が効果的になされていることがよくわかりました。特に、係数が分数や小数の式につい

て考えるとき、数学が苦手な生徒に対して同じ時間で別の場所を使って支援していくことで、自

分の苦手な部分がよりはっきりと理解できるともに、小学校の先生が丁寧にい解き方を身につけ

させている姿が素晴らしかったです。生徒と先生のやりとりもテンポが良く、既習事項がよく身

についている様子も素敵でした。ただ、展開途中の段階で抜き出すには、１単位時間の調整の観

点から難しさも感じました。課題提示→まとめの段階では係数が整数のままで進めていき、授業

後半で定着の場面を設け、その時に苦手な生徒を抜き出して支援するというのもやり方の１つな

のかもしれません。

　小学校の先生の立場から不利けりの指導ができるというのは、小中連携の大きな強みですね。

大変参考になりました。ありがとうございました！

算数・数学は、小中の教員の連携の仕方に大きなヒントをいただいた。特に小４で見られた「中

学校の先生からの挑戦状」は参考になった。

西部中1年数学「比例と反比例」

学びの連続性について考える機会を得られた。

定期的に授業を公開しあうだけでなく小中の教員での協議が必要であることがより実感できた。

西部中学校では、ＴＴの活用方法と地域を巻き込んだ防災訓練を参観することができ、日常の協

働活動の充実が垣間見れ、参考になりました。

小学校と中学校の先生が授業実践を行うためには、打ち合わせの時間が必要だと感じます。役割

分担を明確にして、短時間での打ち合わせ、実践、振り返りができるよう計画し、私の勤める学

校でも実践してみたいと思います。

小学校の先生がT２として入り、場面を活かして説明を行うなどが効果的であり、学習内容が小中

で繋がっていることを実感することができるのではないかと感じた。

1時間分の授業を2時間かけて丁寧にやっていると思いました。

教師の話が多く、もう少し生徒主体の学習になるといいなあと思いました。

ICTの活用により、もっと問題提示等精選されると良いと思いました。

本時の目標「～～～表すことができる」であれば、生徒が主体的に出来るように、

発問等も精選する必要があると思いました。

交流の仕方も課題があると思いました。

小学校と中学校の教員が、算数数学の同領域について共同で授業をする様子に斬新さを感じまし

た。単なる乗り入れ授業ではなく、小中の教員。同士がつながり、9年間の学びの連続性を意識し

た授業に形作るかが重要であることを再認識しました。

本村も今年度から小中一貫教育を推進しています。北広島市の実践は、様々な面で道標となって

おり、本サミットの視聴も、大いに参考にさせて頂こうと思っております。
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地域全体での取り組みが感じられ、コミュニティースクールとしてのことも感じられた。

防災教育が系統的に、継続されているのがよかった。オンラインを用いるなど、教育現場の変化

に合わせてアップデートされているところがすばらしいと感じた。

実際に避難所運営に関わる大人たちの苦労などを小中学生の段階で経験できることは、今後のた

めになると感じました。

学びの連続性について考える機会を得られた。

定期的に授業を公開しあうだけでなく小中の教員での協議が必要であることがより実感できた。

中学生が小学生を上手に導き、支えながら図上訓練に取り組む様子が大変素晴らしかった。

長年取り組まれてきた実践で、今後CSが市内全部に広がるため、実施について学ぶ部分もありま

した。

まとめた内容をよく分析しながら発表できていました

西部小5年西部中2年総合「防災を学ぶ　災害図上訓練」　　小中合同授業

小中学生が単に交流するのではなく、中学生は事前学習において小学生をリードするための準備

を行い、手本としてその役割を果たすための取組を実施しているとことが大変参考になった。

小学生・中学生どちらにとっても大きな学びになっていると思いました。特に中学生が意欲的に

なっている様子が伺えました。
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西部中学校では、ＴＴの活用方法と地域を巻き込んだ防災訓練を参観することができ、日常の協

働活動の充実が垣間見れ、参考になりました。

西部小6年西部中3年総合「防災を学ぶ　ＣＳ防災訓練」　　小中合同授業

小学生・中学生どちらにとっても大きな学びになっていると思いました。特に中学生が意欲的に

なっている様子が伺えました。

学びの連続性について考える機会を得られた。

定期的に授業を公開しあうだけでなく小中の教員での協議が必要であることがより実感できた。

地域全体での取り組みが感じられ、コミュニティースクールとしてのことも感じられた。

長年取り組まれてきた実践で、今後CSが市内全部に広がるため、実施について学ぶ部分もありま

した。

西部中学校区の実践では、防砂の取組を自分事として捉え、地域の一員としての行動を考えて実

践するために、「行動宣言」を作成する活動を取り入れたこととてもが良いと思いました。ま

た、CSを活用した小中合同の防災訓練や、授業の終末に小中の教室をオンラインでつないでまと

めを交流するなど、児童生徒が探究を深めることのできる、よく練られた授業展開になっていた

と思います。小学生と中学生が互いのよさやがんばりを認め合いながら学習を深めていく姿を見

ることができ、あらためて小中一貫教育の意義を感じることができました。

実際に小中合同で取り組む際に気をつけるべきところが何か客観的に見ることができた。

各中学校区ともに、小学生と中学生が自然な形でコミュニケーションをとっているようすが印象

的でした。これは、日常の実践の積み上げが成果となってあらわれているのだと察します。学び

の集団づくりは、学びを深める上でとても大切です。もちろん、ファシリテートする中学生を

様々な教育活動の中で育んでいることも、小中合同の授業実践につながっているのだと思いま

す。それらを感じることができてよかったです。

ただ、やはり直接参観して、感じとることができれば最高だとも思いました。

まとめた内容をよく分析しながら発表できていました

身近で大切なテーマを取り上げられ児童生徒が真剣に取り組んでいてよかった。

防災教育が系統的に、継続されているのがよかった。オンラインを用いるなど、教育現場の変化

に合わせてアップデートされているところがすばらしいと感じた。

総合的な学習を小中合同で行っていくのは中学生が小学生を援助するという点で良いと思った。
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本校でも乗り入れ授業や中学生が小学生に教える取組は行っていますが、小中合同に行う授業は

初めてでしたので、大変興味深く視聴しました。

自分ならどのような授業が構築できるかを考えてみたいと存じます。

ありがとうございました。

人の移動はないけど、作品を交流することで、つながりのある学習ができる、という画期的な思

考に感動しました。

どちらも小中学校の児童生徒の交流の様子が見られ、良かった。

先生方の創意工夫も素晴らしかった。

ただ、準備等は大変と感じた。

小学校1年生と中学1年生の合同学習となっていたので、どう学習するのかとても興味があった。

小学生が作った作品から中学生がコラージュを作っていて、中学生がとても興味を持って作品を

作っていたように思う。また、作品を鑑賞し合うことでつながることができていた。直接人が交

流しなくても、このような交流の方法もあることができた。

図画・工作、美術での授業構想は大変興味部会ものでした。作り上げたコラージュ作品の完成度

は見事なもので、驚きました。小学１年生の作ったものを扱うという条件が、このような作品に

つながったのかとも思いました。

学びの連続性について考える機会を得られた。

定期的に授業を公開しあうだけでなく小中の教員での協議が必要であることがより実感できた。

町教委の方のお話を以前聞いたときに紹介されていた取り組みだったことから選択しました。

分離型の一貫校同士での作品を使った交流の取り組みに興味を持ちました。コロナ禍で相互交流

が難しい中での取り組みということでもちゅうもくさせていただきました。

小学生ののびのびとした造形遊びの作品が素材となり、中学生の手でコラージュされて戻ってき

た作品を見た時の小学生の気持ちの盛り上がりが題名をつける意欲につながっていることが、映

像からも感じられました。すてきな実践でした。

双葉小1年図工広葉中1年美術「ぺったんコロコロ」「素材を生かして　コラージュ」

小中協同学習
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双葉小4年広葉中2年音楽「音階をもとにして音楽をつくろう」「平調子の特徴を生かして音楽を

つくろう」　　小中合同授業

小学校の先生方と中学校の先生方の連携のとり方が良かった

学びの連続性について考える機会を得られた。

定期的に授業を公開しあうだけでなく小中の教員での協議が必要であることがより実感できた。

普段はこどもっぽく思われる中学生が指導役になることで授業に主体的に関わる姿が印象的でし

た。教えられる小学生も興味を持つし、何よりチームで取り組む事で完成への集中力が伝わって

来ました。

1問1答で議論する道徳には見られなかった。

子どもの考えをつなげる場面があると良かった。

板書はとても構造的でした。

道徳は、キャリア教育のベースとなるテーマで、心の耕しができた良い授業となっていた。その

心構えがあっての仕事だということを確認できたのが良かった。子どもたちの授業への取り組み

方、発表の仕方など普段の学級経営の素晴らしさも垣間見えました。ありがとうございました。

双葉小3年道徳（大志学）「係の仕事に取り組むときに」

小学生、中学生それぞれがこれまでの学びをいかして協力して音楽作りができていてよかった。

小学生にとっては、中学生になったら箏の奏法など次は自分が教えることになるのかななど、予

想でき、中学校への期待感だったり中学校での勉強へのみとおしだつたりができてよかったのは

ないかと思いました。

公開予定の1時間だけではなく、事前の授業の様子もみられて、とても勉強になりました。

ありがとうございました。

小学生、中学生それぞれの役割を果たして、より良い異学年学習ができていたと感じる。

小学校との連携がすごくて、準備が大変だったろうなあと思いました。

子供たちが生き生きと授業を受けているのが印象的でした。

中学生が小学生に琴を教え、互いに学び合う様子は、双方にとって、とても効果的であると感じ

た。

気になったのは、小学校への乗り入れ授業の際、授業者が中学校教師なのか、小学校教師なのか

わからなくなる状況があった。考えがあっての板書だったと思うが、T1ではない教師が追加板書

や、追加説明をしていた。打ち合わせをしていたのであればよいと思うが、中学校教師が主導の

授業ならば、その他の教師はサポートに回った方が、子どもが混乱しないのではと思う。見てい

る自分が混乱をした。

小学生・中学生どちらにとっても大きな学びになっていると思いました。特に中学生が意欲的に

なっている様子が伺えました。

学びの連続性について考える機会を得られた。

定期的に授業を公開しあうだけでなく小中の教員での協議が必要であることがより実感できた。
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新型コロナウィルスによる活動の制限の影響により、生徒児童の器楽や歌唱の技能が大きく落ち

ているように感じます。鑑賞や創作の機会が増える中で、今回のような小中一貫の取り組みを行

うことで、生徒達が鑑賞や創作での学習の成果を生かすだけでなく、中学生が教え合いを通して

主体的に表現活動に取り組んだり、小学生が目指す姿をイメージできたりと、効果の高い学習が

可能になると思いました。

創作だけでなく、表現力、技術面など指導が広範囲で、大変ダイナミックな指導を見せていただ

きました。小学校2名、中学校1名の計3名の先生方が、小学生にも中学生にも指導していることも

大変勉強になりました。中学生が「楽しかった」と語っていたことが印象的でした。

小学生にとっては、少し高度な内容であったかと思いますが、中学生と一緒ということでがんば

れていたのではないかと思いました。

小学生と中学生の共同制作は、とても新鮮で、お互いに影響し合う創作活動で、興味深く参観さ

せていただきました。

ただ、こういった大掛かりな企画ではなく、日常のさもないことを連携させていける機会がより

大切なのかとも感じました。
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中学生が小学生に教える事で、自分たちが学ぶことが多かったと思います。

小学生も歳の近い中学生から教わると、普段大人の先生から教わる時とは違う感覚があったと思

います。お互いの事を考える事によってうまれる感覚が今後の生活で必ず役に立つと思いまし

た。自分たちの住む地域のことなので、地域の大人たちにも知らせてあげたいです。

小中が合同で授業をし、互いに学び合う姿は素晴らしい。先生方の取り組みの賜物。

日々の指導のほかに準備を進められて大変だったと思います。お疲れさまでした。

先輩としての中学生の言動を小学生（後輩）に伝えられていたと感じます。児童・生徒の皆さん

も素晴らしい。お疲れ様でした。

異学年による授業の組み立てや進め方がとても参考になりました。

単元全体の計画で、共通して実践している強みが感じられました。

双葉小5年広葉中3年社会「防災教育」　　小中合同授業

体育館でのグループ交流で、挨拶を通して日頃から地域の人とかかわることが防災に繋がると話

していた中学生に感動しました。本当にその通りだと思います。

防災を自分ごととして考えられた授業だった

小学校・中学校でそれぞれ勉強してきたことを交流することで、深い学びにつながっていると感

じた。小中どちらかが大変というわけでもなく、お互いに利点があるような合同授業というのは

とても良いと思えた。

なかなか合同授業を行うまでの教師間の連携や時間割の設定などは難しそうだが、できるならば

やってみたいと思わせる授業だった。

学びの連続性について考える機会を得られた。

定期的に授業を公開しあうだけでなく小中の教員での協議が必要であることがより実感できた。

しっかり調べまとめて発表していたと思います。小中一貫の良さが出ていたと思います。

ただマスクのせいなのか声が聞こえづらかった。難しいかもしれませんが、字幕があればと感じ

た。授業の内容がその時だけのものではなく行政で反映してもらえると子どもたちもやり甲斐が

あふのではないでしょうか。
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中学校入学前なので、必要感があったと感じました。先生がAll　Englishで進めようとしている姿

勢が良かったと思います。

授業のテンポがよかったです。

写真から文字に流す提示が自然でよかったです。視覚教材が効果的でした。

反応の仕方の指導があればよかった。（相づちの打ち方など）もっと声が出るのでは無いかと思

いました。

児童の実態を踏まえ、この後の学習につながる仕掛けをしているところが良かったです。

小中の連携が参考になりました。

ジェスチャークイズの内容が自信の無い生徒には良かったと思いました。授業に入る雰囲気が良

かった。

導入でWarm up活動が行われ、楽しい雰囲気の中で授業が始まったことがよかったと思います。

話す活動、書く活動がうまく仕組まれていたと思います。

１つだけ、中学校の部活動で運動部はteam,文化部はclubと言うことを教えていたのでしょうか？

質問がWhat club do you want to join?で、答えの文がI want to join the ○○team.になっていた

のか気になりました。

学びの連続性について考える機会を得られた。

定期的に授業を公開しあうだけでなく小中の教員での協議が必要であることがより実感できた。

児童がいきいきと楽しそうに授業に参加していてよかった。スピーチの英文づくりでは、＋課題

があり、チャレンジして達成感を味わうことができるので、意欲を育てるのにふさわしい課題で

あると感じた。6年生の教科書は中学1年を見据えた題材もあるので、地域の特性も活かしながら

いろいろな活動を取り入れていきたいと思った。

外国語の学習の流れや教師の指示をどこまで英語で言うのかなどが大変参考になった。

・実際に自分が入学する中学校を題材にしているところが、興味関心を持たせるのに効果的で

あった。

・指導案の授業の視点にあった、中学生のスピーチを見る活動の様子を見てみたかった。

上手に児童の意見や発話を引き出していて、そのやりとりの方法がとても参考になりました。

英語の授業は小学校でもレベルが高くなっており、中学校の専門教員が教えることはよいと思っ

た。

生徒が活発に活動していた授業だった。

授業者の先生、お疲れさまでした。

中学校の先生が、小学校に来て授業されている様子がよく分かりました。このように小中で繋が

れば、中1ギャップが小さくなるだろうと感じました。

難しい内容をしていると思いましたが、6年生たちは、中学校に憧れを持ち、非常に意欲的に学ん

でいました。

授業を見せていただき、ありがとうございました。

双葉小6年外国語「LESSON9　Junior　High　School　Life」

53



各中学校区ともに、小学生と中学生が自然な形でコミュニケーションをとっているようすが印象

的でした。これは、日常の実践の積み上げが成果となってあらわれているのだと察します。学び

の集団づくりは、学びを深める上でとても大切です。もちろん、ファシリテートする中学生を

様々な教育活動の中で育んでいることも、小中合同の授業実践につながっているのだと思いま

す。それらを感じることができてよかったです。

ただ、やはり直接参観して、感じとることができれば最高だとも思いました。

学びの連続性について考える機会を得られた。

定期的に授業を公開しあうだけでなく小中の教員での協議が必要であることがより実感できた。

体育の授業では、先生がしっかりとティーチングをしてから、中学生がコーチングする中で授業

が進められていた。途中、デジタル機器を使って、自分の姿を見せることでイメージと実際の出

来具合のギャップを自分で捉えさせていたことが良かった。子どもたちの満足度も高く、またレ

ベルアップした気持ちになっているのが見て取れ、「倒立」と言う難しい題材をうまく指導して

いると感じました。
中学生が小学生に教えるというスタイルがとても良かった。中学生は、自分たちで工夫しながら

動画を見せたり褒めたりしながら、教えようと努力していたのが良かった。双方にメリットがあ

るのではないか。中学生は教える立場なので、普段見せない姿などを見せるのではないかと思っ

た。

中学生が実際に見本を見せる場面などがあると良かったと思う。

小学生・中学生どちらにとっても大きな学びになっていると思いました。特に中学生が意欲的に

なっている様子が伺えました。

双葉小5年広葉中1年体育「器械運動　倒立」　　小中合同授業

体育の小中の合同学習を初めて見たので、こういう感じかと思った。授業内では中学生が補助や

指導を行っていたが、学び合いを深めるのであれば、中学生も取り組み、小学生が撮影もできる

はず。一方方向にならずとも学ぶことはできると思いました。ただ、こういう取り組みは、中1

ギャップの解消にはとても効果があると感じました。

ＩＣＴも使ってわかりやすい授業でした。

中学生と小学生の関わりに注目して見させていただいた。

iPadの効果的な活用法や異学年のメリットの活かし方などについて考えさせられた。

私は、小中一貫校に勤務していますが、なかなかこのように小学校と中学校で授業を行う事がな

いので、参考になりました。子どもたちが、みるみるうちに上達する姿から身近な先輩に教えて

もらうことで、色々聞きやすかったり、助けてもらいやすかったのではないかと思います。ま

た、電子黒板やタブレットなど、ICTの活用も充実されており、動画を撮って自分の姿を見る事

で、客観的に姿を捉えられていいなと思いました。
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教師も子どもたちもICT機器を適切に使用して授業が進んでいました。電子黒板にお手本を映し出

してポイントを確認していたので、視覚的に分かる授業でした。実際にやって見せるのが難しい

場合は、ポイントの部分で動画を停止し、印をつけながら子どもたちと確認するところが勉強に

なりました。動画で自分が倒立しているところを撮ってもらうと、後から自分で見る事ができる

ので、改善するところが見つけやすくなっていました。今後の授業に活かしていきたいです。

学習シートの使い方、動画の提示の仕方が参考になりました。

小学生と中学生の合同の授業で、小中一貫の活動を普段からしているからこそ、アドバイスをし

たり、聞いたりしやすかったのかなと思いました。

中学生の活動がほとんど無かったので、お手本を見せるとか、一緒にやる場面があると、小学生

も身近なお手本をもとにこつを捉えることが出来なのではないかと思いました。

中学生主体で授業を進める方法もあると思いました。（活躍場面が増えると、やりがいを感じる

ことができるし、達成感も高まる）

ＩＣＴの活用の仕方が参考になりました。動画比較ソフトが視角で確かめられる、ポイントに

沿って共有することができるのが良かったです。

中学生が熱心にアドバイスする姿が印象的でした。手本の生徒がとても上手でした。
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設問【１１】授業公開・実践発表について

各中学校区の実践発表・助言者講評はいかがでしたか。

56 58.9%

39 41.1%

0 0.0%

0 0.0%

95 100%

設問【１２】授業公開・実践発表について

各中学校区の実践発表・助言者講評のご感想をご記入ください。

小学校と中学校合同での具体的な実践（授業）を知ることができ勉強になりました。

それぞれの中学校区での実践で特に効果的なものは、それ以外の学校区でも実践していくこと

で、「北広島スタンダード」的なものができると、学校区間の格差も少しづつ解消されるのでは

ないかと思いました。地域によって、事情は異なると思いますが、教員は数年ごとに異動がある

ので良い取り組みは、今回のように積極的に交流して広げていけると良いと思いました。

助言者の方の授業の優れていたポイントが具体的でわかりやすかったです。小学生と中学生が交

流授業を行う時のそれぞれの活動場面の保障や役割、指導目標が具体的で明確。それを実際の授

業で表現するための準備やポイントが、今後の私が努めている町の小中一貫にも生かせていける

と感じました。

北広島市が進める小中一貫教育の基本方針に基づいて、各中学校区が実情に応じて取組を進めて

いるようすが、校長先生のあいさつや先生方の実践発表から伝わってきました。現任校の中学校

区で3年後を見据えて、どんな姿になっていればいいのかということについて考えるきっかけをい

ただきました。

勉強になりました。

系統性や実際に小中一貫教育を推進していくための経過等がわかるとともに、今後の方向性が示

されており、自校の検証改善を進める指標をいただきました。

小中一貫に関わる発表や助言を聞くことができ勉強になりました。今後の連携や実践に生かして

いきたいと思います。ありがとうございました。

わかりやすく、説明されていて勉強になりました。

・小中一貫教育の目的には深い意味があると感じました。

・地域のよさや特性に応じた教育が行われることで、子どもたち一人一人が大切にされていると

感じ、自分の力で将来を切り開く力をつけていければいいなと改めて感じました。

地域、規模の特性をいかした取り組みは参考になった。

東部中学校区

小中学校における接続を意識した中で、各校種ごとに交流授業の目的やねらいを共有し、課題も

見いだしながら、検証改善を繰り返していくことの大切さを再確認させていただきました。職員

間で意味を見いだし、持続的に活動を続けていくことが必要ですね。

共通題材（道徳）の授業への取り組みは興味深かった。

地域の実態を踏まえた児童生徒へのかかわりを考えていること、学校の文化を変えていくことが

大事なのだと思いました。

実際の校内での様子が垣間見ることができ、良かった。

実際にどんな問題や課題が出てくるのか、想像できた。

とてもためになった

ややためになった

あまりためにならなかった

全くためにならなかった

合計
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東部中学校区の実践発表を見ました。９年間を見通した教育課程の作成や小中の教職員を交えた

会議などの実際について参考になりました。

この取り組みを進めるために小中の教員がどれだけ打ち合わせをもたなければならなかっただろ

うかと思うと頭が下がる思いです。

課題からこれから進むべき方向性、展望について多くの示唆をいただいた。すでに多くの実践を

積まれている、他の地域の話題をもとにしながら話されることが多かったので、大変参考になり

ました。ありがとうございました。

学校が離れている地域ですが、その中で、できることを教職員一同が考え実践しながら取り組ん

できたことが分かりました。

小学校同士のつながりを作るために、同学年の学習のまとめを交流発表する取組はどの地域でも

できると思いました。今年度は、リモートで実施したそうですが、これも、今後の参考になりま

した。

小中の連携がしっかりと図られていることがわかる発表でした。

どの学校も、地域の特色や生徒の個性を大切にして、様々な取り組みを実践していることがよく

わかりました。

今後の自分の教育活動に生かしていこうと思います。

子どもたちのために、色々考え工夫されていることが良く分かりました。
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西部中学校区

各学校の取組、小中一貫教育の特徴もでていてよかったと思います。

小中一貫教育を進める上で、目指す生徒像の共有を基板にさらに教職員の同僚性を高める必要が

あると感じた。

動画で、生徒の様子が伝わっていて良かったです。

地域を取り巻く環境を理解し、地域性が重要であることが理解できた。実践例が増えると自分の

地域にあった事例を学ぶことができる。

様々な学校のちょっとしたこと（生徒の並び、教室環境など）が、実際に取り組む上での配慮事

項になると思ったので、ためになりました。

内山隆校長先生の授業へのコメントの中に「挑戦しがいのある段差」というフレーズがありまし

た。私は、中1ギャップの解消を考える際に、留意すべきことがあると常々思っておりました。小

学校から中学校に上がる際のバリアフリーを進めることは、ともすると必要な段差をも壊してし

まうのではないか、という懸念です。教師が（学校間が）意図的に段差をコントロールすること

について述べられていたことに、共感を覚えました。児童の挑戦心をくすぐる魅力たっぷりな小

中一貫教育を進めていきたいと改めて思いました。西部中学校の萬谷教諭の挑戦状を、小学生が

目を輝かせながら挑む姿…本村でも実現できればと考えております。

目的・目標が共有された実践には価値があると改めて感じます。取組だけが先行するのではなく、なぜ、この取り組みを行うのかを明確にすることが先生方のモチベーションにもつながることなんだと感じました。

小中で同じ授業を行う取組は大変参考になりました。上級学年としてのリーダー性も育まれ、

「ともに学ぶ」という意識がより強くなると感じました。

北広島市が進める小中一貫教育の基本方針に基づいて、各中学校区が実情に応じて取組を進めて

いるようすが、校長先生のあいさつや先生方の実践発表から伝わってきました。現任校の中学校

区で3年後を見据えて、どんな姿になっていればいいのかということについて考えるきっかけをい

ただきました。

系統性や実際に小中一貫教育を推進していくための経過等がわかるとともに、今後の方向性が示

されており、自校の検証改善を進める指標をいただきました。

課題からこれから進むべき方向性、展望について多くの示唆をいただいた。すでに多くの実践を

積まれている、他の地域の話題をもとにしながら話されることが多かったので、大変参考になり

ました。ありがとうございました。

小中の教科の系統性に基づいて授業をデザインする事が大切だと分かりました。

実践発表は、内容やポイントが端的にまとめられていて、とても分かりやすかったです。また、

助言者の講評では、異学年協働の探究的学習を構築するプロセスについて、重要な視点を学ぶこ

とができました。

具体的な助言もあり良かった。

内山先生の講評はとても分かりやすく、参考になるものだった。子どもの姿を通しての検証を行

う重要性を改めてとらえ直すことができたと思う。また、人が変わっても持続可能な仕組みを作

り上げる大切さについても考える機会となった。

この取り組みを進めるために小中の教員がどれだけ打ち合わせをもたなければならなかっただろ

うかと思うと頭が下がる思いです。

58



この取り組みを進めるために小中の教員がどれだけ打ち合わせをもたなければならなかっただろ

うかと思うと頭が下がる思いです。

小中一貫全国サミットに向けた先生方の創意工夫について、助言者のご講評通りだと思いまし

た。持続可能な小中一貫教育となることが、今後の大切な視点だと考えます。

他の学校での事例などを紹介しながら指導助言があれば、より充実した内容になると感じた。

広葉中学校区の実践がよく理解できた。

分科会の内容と合わせ、本校区の一貫教育の推進のモデルとしてたいへん役立つ内容であった。

各地域の小中一貫の取組から、メリットや課題がわかり、大変参考になった。

情報を得られた。

小中一貫に関する取組に関しては、継続が大切だという部分に関しては、非常にそう思えた。ま

ずは取組を進めていき、少しずつ改善を繰り返しながら最適な活動を見つけていけるような学校

であればよいと思えました。

自分の実践と重ねながら視聴しました。

新しい視点を発見したり、自分ならどうするだろうと

深く考えることができ、貴重な学びの時間となりました。

前田准教授のお話がわかりやすくて良かったです。

北広島市が進める小中一貫教育の基本方針に基づいて、各中学校区が実情に応じて取組を進めて

いるようすが、校長先生のあいさつや先生方の実践発表から伝わってきました。現任校の中学校

区で3年後を見据えて、どんな姿になっていればいいのかということについて考えるきっかけをい

ただきました。

課題からこれから進むべき方向性、展望について多くの示唆をいただいた。すでに多くの実践を

積まれている、他の地域の話題をもとにしながら話されることが多かったので、大変参考になり

ました。ありがとうございました。

貴重な時間を頂きありがとうございました。

データを元に、実際の現場の声に触れることができ、良かった。

小学校教諭が中学校を知ること、中学校教諭が小学校を知ることで、お互いに指導力が向上する

ということは共感できる。お互いの良いところを学び合いながら進めていくことが重要。小学校

で専門性の高い人も多く、中学校教諭も小学校の教科書を知って、どういう学習を進めていけば

よいかを知るべき。そのための共通理解は必須であるので情報交換をして、融合していくことが

必要であると感じました。

今後、自校での取り組みの参考となりました。

よかった

広葉中学校区

貴重な実践を発表いただき、ありがとうございました。

具体的でわかりやすく、次年度から取り組めそうなヒントを見つけることができて参考になっ

た。

実際の校内での様子が垣間見ることができ、良かった。

実際にどんな問題や課題が出てくるのか、想像できた。
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設問【１３】分科会について

ご視聴された分科会を選択ください。（複数選択可）

29 21.5%

25 18.5%

30 22.2%

23 17.0%

28 20.7%

135 100%

設問【１４】分科会について

分科会の内容はいかがでしたか。

63 64.9%

34 35.1%

0 0.0%

0 0.0%

97 100%

設問【１５】分科会のご感想をご記入ください。

社会に開かれた教育課程分科会

カリキュラム・マネジメント分科会

9年間の学びでつなぐ学力・体力向上分科会

キャリア教育分科会

特別支援教育分科会

合計

とてもためになった

ややためになった

あまりためにならなかった

全くためにならなかった

合計

社会に開かれた教育課程分科会

西川先生のお話、私自身いつも感銘される内容です。

教育を柱とし、地域の伝統と文化の課題を校区地域で共有し、学校教育と社会教育の両輪となっ

て、地域づくり・町づくりにつながる地方創生の教育の実現を私自身、目指したいと考えていま

す。

「教師は風の人、地域は土の人～風が土を育み、土が人を育てる」持続可能な豊かな教育環境を

学校が核となり、地域に貢献できる人材を育成できるよう頑張りたいという志に元気をいただき

ました。

有難うございました。

品川区の例を聞き、小中一貫はもちろん、コミュニティスクールやチーム学校の具体例や教育の

将来像がイメージできました。

地域の状況に合った連携の取り組みが大切だということを感じた。

北広島市緑が丘小学校の「小中一貫・コミュニティスクール両方の視点で学びを深める」

を見ました。小中学生、・企業・地域の方などが一堂に会して学びを進める方法は、とても興味

深かった。地域全体で子どもたちを育てるという目的が一堂に会したことにより、他の学年にも

目に見え、「地域と一体になって」感が増しているように感じた。もちろん専門的な内容から、

教科を超えた学びになっている点もよかった。運営の方々は、日にちの調整やテーマ選びなどご

苦労されたのだろうと思います。参考になりました。

学校と地域が連携して教育活動を行うことで、児童生徒が地元に愛着を持てるのではないかと感

じた。

持続可能な社会を他者と共に創造していくために、小中一貫は手段として有効であることが再確

認できました。また、小中一貫は児童生徒理解のために必須であること、令和の新たな課題解決

のために不可欠なことも理解できました。
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各地域によって、一貫教育が進んでいることが改めて認識できた。特に地元地域との連携という

のは非常に有効であり重要だと思えた。学校と地域がＷｉｎ－Ｗｉｎの関係になれるような取組

を考えて実行できるようにしいきたいと感じた。

様々な学校規模、地域性などを生かした小中一貫の取り組みを具体的に紹介して下さっていて、

とても参考になりました。これからの学校や地域の特性を考えると、児童生徒数の減少、学級数

の減少、ひいては小中一貫型の校舎がこれから先の教育活動に生かせるのか、少子化問題が小中

一貫教育にもたらすであろう影響も見据えていかなければと感じました。

地域から学び、地域で子供を育てるということが小中一貫教育の良いことだと感じる。40年前っ

て子供ながらに解決してた気がします。

子どもや地域の実情によって実践内容にも違いがあり、とても勉強になりました。取組に特色が

あるのは、小中一貫教育を手段として捉え、子どもの育成を進めている証だと思います。　それ

ぞれの発表から、中学校区を取り巻く地域のようす（何に力を入れているのか、どんな子どもを

育みたいのか等）が見えてきます。特に、品川区が進めるキャリア教育「市民科」の取組、豊葉

の杜学園が設置する「校区教育協働委員会」の役割等の発表から学ばせていただきました。

・各校の実践から、共通する「成果」「課題」がある。これから小中一貫教育を推進する自校に

とって参考になる。

・品川区の実践にある「地域コーディネーター」の存在感と効果が大きいと感じる。ぜひ北海道

でも設置を考えてほしい。

小中一貫教育を通じて、地域の方々から地域の伝統や文化を学び、課題を知ることによって、子

供の成長した姿を地域や保護者に発信することの重要性、そこから学校の信頼を得る。

教職員、保護者、地域の小中一貫教育の理念の共有をいかに図るか。

目指す子ども像を具現化するための取り組みであって、小中一貫教育を進めるための取り組みで

あってはいけない。

○児童生徒に育てようとしてる資質・能力の違いにより、にている教育活動であっても、取組の

仕方に様々な工夫

○いずれにしても人と人を学校がどのようにつないでいくかがポイントであると感じた。

開かれた教育課程は、「地域の人材活用」と「成長した児童生徒の姿を示すこと」がセットとい

う言葉が参考になりました。

北広島市立緑が丘小学校の発表を見ました。乗り入れ授業をどのように行っておるかがよくわか

りました。小中連携事業の中で中学校の教員が小学校６年生用にテストを作成して中１ギャップ

を埋めているなどの取組が特に印象に残りました。

本市では、次年度の小中一貫教育導入が決まっており、準備を進めているので、どの分科会の提

言も参考になるものだった。

小中であまりにも画一的に統一しすぎると小学校の良さが失われるおそれもあるので気をつけな

いといけないと思った。中学校教員が小学校教員の指導の丁寧さに学ぶ必要もあると思った。

全国各地の学校の取り組みがわかり、現在の小中一貫教育の様子を学ぶ機会となりました。

本市の今後のコミュニティスクールの在り方を考えるヒントをいただけた。
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各学年で取り組んでいる実践をつないでいくことが大切だと感じます。新たな取り組みは負担感

が増すばかりなので、現在行っている実践をどうつなぎ、各学年で何を意識して取り組んでいく

べきかを共有する大切さを感じました。

教職員の参画意識、巻き込み方など、小中一貫教育を進めていく上での課題があるなかで、

大変参考になる事例がたくさんありました。

学校風土づくりや同僚性のつくりかたなど、自分自身の課題意識とつながり興味深く視聴させて

いただきました。ありがとうございました。

中学校区でのめざす子ども像の共有が、重要なポイントであることがわかりました。また、人が

入れ替わる中で、持続可能な一貫教育、カリキュラム・マネジメントの推進が課題であることが

わかりました。

カリキュラム・マネジメント分科会

同じ札幌市内の取組の発表であり、可能なものはすぐに取入れていきたいと思いました。

兵庫県姫路市立東光中ブロック実践発表「目指す子供像を実現するグランドデザイン」の「みか

つきプラン」の内容は、本校の小中一貫教育のグランドデザインを見直す新たな視点を与えてく

れた。

各学校の実践が紹介されていて、参考になる部分が多かった。

現任校も姫路の学校のように学校目標と一貫教育の目標の２つの目標が混在している。一本化す

ることの必要性やメリットを学ぶことができた。ブランドカリキュラムも参考になった。

各学校での取り組みから自校に活かせる場面がないか考えることができた。

○児童生徒に育てようとしてる資質・能力の違いにより、にている教育活動であっても、取組の

仕方に様々な工夫

○いずれにしても人と人を学校がどのようにつないでいくかがポイントであると感じた。

全国各地の学校の取り組みがわかり、現在の小中一貫教育の様子を学ぶ機会となりました。

本市では、次年度の小中一貫教育導入が決まっており、準備を進めているので、どの分科会の提

言も参考になるものだった。
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9年間の学びでつなぐ学力・体力向上分科会

地域の様子が似ている様似の発表は今後の取り組みに生かせる内容でした。取り組み初めの小学

校、中学校のなまの声は共感できました。

データを元に、実際の現場の声に触れることができ、良かった。

それぞれの共通点と相違点とあるのだと感じた。土地柄や地域性も関わってくるので、参考に

なった。

様々な事例が参考になりました。

ありがとうございました。

細かな部分についても、小中一貫の成果、課題がわかり、良かった。

小中一貫の目的や意義を見失うことなく、継続させていくための手立てを考えていきたい。

各校の実践が聞けて今後の参考になった。

小中一貫と学力の重要性がわかった

各地区で、小中の連携・地域との協力の下、諸課題に取り組まれている実践の数々は

とても参考になりました。現地でより詳しい話を聞きたかったので残念に思います。このサミッ

トに向けた準備・取り組み、お疲れ様でした。

○児童生徒に育てようとしてる資質・能力の違いにより、にている教育活動であっても、取組の

仕方に様々な工夫

○いずれにしても人と人を学校がどのようにつないでいくかがポイントであると感じた。

小中であまりにも画一的に統一しすぎると小学校の良さが失われるおそれもあるので気をつけな

いといけないと思った。中学校教員が小学校教員の指導の丁寧さに学ぶ必要もあると思った。

他のパネラーにまじり、大曲中学校の阿部主幹教諭が小中一貫教育の実際について述べられてい

ました。特に模擬テストや乗り入れ授業について、目的や教育的効果の説明が大変ためになりま

したし、再確認することができました。本村の小中一貫教育も併設型であり、参考になることが

多いです。

様似町のプレゼンテーションの中で、授業改善のヒントを得ることができました。授業改善シー

トの取扱いについて、個人的にもう少し深く勉強してみたいと思いました。

情報を得られた。

本校も小中一貫校なので、９年間の学びのつながりがとても重要だと感じました。

全国各地の学校の取り組みがわかり、現在の小中一貫教育の様子を学ぶ機会となりました。

体力については、本校での課題でもあるので、とても参考になりました。

本市では、次年度の小中一貫教育導入が決まっており、準備を進めているので、どの分科会の提

言も参考になるものだった。

小中一貫教育の具体的な取組を詳しく説明していただき、たいへん参考になった。

例えば、小６のための中学校教師による自作テストの取組はたいへん興味深かった。

また、小中の文化の違いをつくっているのは、我々教師であったかと反省させられた。

今回学ばせていただいた取組の数々を参考に、児童生徒を主語にした本町の一貫教育の推進を

図っていこうと気持ちを新たにした。

授業改善シートを定期的に行なっている実践が使えそうで良かった。

小中の先生達の意識のズレがあっても、話や交流することが大切だと感じた。
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各校が苦労しながら中小一貫のキャリア教育を生み出していることがよくわかった。

地域の素材を発掘し、それを9年間の中でどのように活用していくか、15歳の春にどのような姿を

ゴールとして目指すのか…などを、小中で共通理解しながら進めることで、子どもたちの力とな

ることが伝わってきた。阿寒は始まったばかりではあるが、多くの素材を見つけ活用しようとし

ているのが伝わってきたし、実りのある実践を進められそうだと思えた。

各学校とも、地域と連携し、児童生徒がふるさとに誇りを持てるようなキャリア教育を実践され

ていて、非常に勉強になりました。厚真町教育委員会の「ふるさと教育推進コーディネーター」

によって、教職員だけでは行き届かない幅の広いキャリア教育が可能になると思いました。

小、中の先生方の意識の違いの難しさを感じた。

その反面、達成感やコミュニケーション能力の向上わ感じた。

小と中の連携だけでなく、地域との関わりも大切にしながらさまざまな角度からキャリア教育に

ついて考えることができるということを、実践例を通して学ぶことができました。特に、九条中

学校の報告にあったように、すべての教育活動をキャリア教育の観点から見て取り組む姿は、大

変参考になりました。ありがとうございました。

阿寒湖の自然環境を生かして様々な取り組みを９ヶ年で実践していけるのが羨ましく思いまし

た。北広島ではボールパークやアウトレットパークなどの魅力的な施設があるが、大自然と人間

の共生についてもっともっと生徒たちが実体験で学ぶことができる「総合学習」があると良いの

ですが…。くるるの杜や野幌森林公園などを上手に活用できると良いのですが。

こういう機会でないと、なかなかキャリア教育について思考することがないので、よい学びにな

りました。勤務校の教育課程にも生かしていきたいです。

どの地域も、地域の特色をいかしたキャリア教育推進を行っている様子を見て、頑張らなければ

小中連携したカリキュラム作りが参考になりました。

各取り組みが、しっかりと考えられた上で実践されていることに感心した。

地域の特性をプラスに取り入れて子どもたちの活動に取り入れていて、魅力を感じた。成果だけ

でなく、課題もきちんとおさえていて、これから起こりそうな問題点もイメージでき、とても参

考になった。

全国各地の学校の取り組みがわかり、現在の小中一貫教育の様子を学ぶ機会となりました。

本市では、次年度の小中一貫教育導入が決まっており、準備を進めているので、どの分科会の提

言も参考になるものだった。

キャリア教育分科会
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９年間を見通した教育の重要性を改めて実感しました。

様々な取り組みがとても参考になった。

各地の特色にあった実践を聞かせて頂きありがとうございました。

地域の実態に即した教育環境づくりを自分の学校でも実践してみたいと感じた

個に応じた支援をスムーズに行うために、小中の連携を深めることが不可欠だと再認識しまし

た。それには市町村や地域とのつながりも大事なので、今後構築していきたいと思います。

それぞれの地域、学校の特性を生かして取り組む特別支援教育について、とても参考になりまし

た。具体的に資料等も提示されていたところがイメージしやすく、自分たちにの今後の取り組み

にも生かせたらと思いました。

小中一貫教育に関わる特別支援教育の実践を知ることができ勉強になりました。

比布町のような小中の義務教育期間に限らず、幼児期･療育から中学校卒業のあとまでの一貫した

取り組みは以前から目にすることはあったのですが、そこに小中一貫教育･特別支援教育がどのよ

うに位置づけられているか興味をもって分科会発表を見させていただきました。

町の子育て･教育に関わる施策･ビジョンが明確なことで小中一貫教育・特別支援教育の具体的な

取り組みが見えてくるのだと感じました。ありがとうございました。

それぞれの地域で、日々、悩みながら特別支援教育を行っていることに、うなずきながら聞いて

いました。

特に小学校から中学校へ進学する際、子どもも保護者も不安を抱えています。その不安を少しで

も和らげるために、まず、教職員のつながりや学校間の情報共有は大事だと感じました。

校区内では、子どもの話をいつでもできる学校づくりに努めたいと思います。

特別支援教育分科会

本市では、次年度の小中一貫教育導入が決まっており、準備を進めているので、どの分科会の提

言も参考になるものだった。

特別支援教育分科会の動画を視聴しました。

小中一貫に向けて、これまで以上に「支援の連続性」を追求していく必要があること、

そして「支援の連続性」の核の1つとしての個別の支援計画の重要性を再認識することができまし

た。

 ３校とも大変わかりやすい報告で、とても勉強になりました。特に、義務教育学校の府中学園の

９年間を見通した学校体制や支援体制がすばらしいと思いましたので、今後の参考にさせていた

だきたいと思います。ありがとうございました。

各地区の実践を聴くことができてためになりました。

広島県の実践発表を視聴した。９年間の義務教育を３つのステージに分け、それぞれのステージ

でのリーダーの育成やステージ以降の際のギャップを埋る取り組みが非常に興味深かった。

各校の様々な取組を見ることができ、今後の教育活動に取り入れたいと思えることがたくさんあ

りました。ありがとうございました。
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設問【１６】デジタル開催について

Webを活用した新しい形としてのサミットの開催について

60 52.6%

49 43.0%

5 4.4%

0 0.0%

114 100%

設問【１７】このサミットを何人で視聴しましたか。

会議室や講堂などで合同で視聴された場合、その人数をご記入ください。

504 人 ※85人加算する。

設問【１８】全体を通して、ご意見・ご質問・ご感想をお書きください。

とても満足した

やや満足した

あまり満足できなかった

全く満足できなかった

合計

オンライン開催による研究大会は参加しやすいです。

アフターコロナ後においても、参加者の要望に応じ、対面とオンラインのハイブリッド型研修を

企画いただければ幸いです。

本大会におかれまして、ご尽力いただきました関係機関・関係者の皆様に本当に有難うございま

した。

数年前に、箕面市立彩都の丘学園に北広島市の方が来ていただいて、お話しした経験があったの

で、実際に今度は行きたかった。自分が行って実践を伺いたかったです。

北広島市の「北ひろ夢ノート」の実物をぜひ見てみたいと思いました。

コロナ禍で大変な中、実施までこぎ着けたことだけでも素晴らしいと思います。お疲れさまでし

た。

オンライン開催のためにされた様々な工夫のおかげでわかりやすく、また、必要な場合は繰り返

し見ることもでき、有意義な研修をすることができました。

ありがとうございました。

貴重な時間をいただきありがとうございました。

たくさんの資料もあり、充実した研修になりました。

何年か前からこのようなサミットに参加できたらよかったと思いました。

今回は視聴のみで意見交流や質問する機会がなくて残念でした。

授業はオンラインだったので、子どもたちの生の姿や声を聞きたかったです。早くコロナが終息

することを願うばかりです。

ありがとうございました。

コロナ禍の中での開催大変お疲れ様でした。オンラインでの大会参加は初めてだったのですが、

収穫が多かったです。

成果と課題が明確だった。とても参考になりました。

オンラインでサミットに参加し、各学校の取り組みなどを知れてよかった。

実践例や実績が1番の参考になるので、色々学ばせてもらいました。参考にできるものは、自分の

市町村にあった形で取り入れていけると思いました。先は長そうですが、一つ一つ進めていけれ

ばよいと感じることができました。

慣れないやり方でご苦労が多かったことと思います。貴重な授業や実践報告をありがとうござい

ます
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ここまでのご準備、大変だったことと思います。

ありがとうございました。

勉強になりました。

多くの公演や発表、実践を見聞きでき、勉強になりました。ありがとうございました。

小中一貫教育の実践についてより具体的な見通しを持つことが出来ました。ありがとうございま

した。

困難な状況でも、開催を諦めず工夫を重ねて当日を迎えたことが何より素晴らしいと感じまし

た。

現場でも、知恵を絞って授業を積み重ねてきました。これで終わらせず持続的な発展をさせてい

くことを大切にしたいと思いました。

事務局の皆様のご尽力に感謝いたします。

Webで行っていただけたことに感謝いたします。Webだからこその利点もあり、また、公開授業

も良く編集されていて見やすい物でした。ありがとうございました。

このような機械に参加できて良かった。

色々な準備が大変だっただろうと思いました。大変ありがとうございました。

たいへんおつかれさまでした

色々な授業を視聴することができ、良かったです。ありがとうございました。

開催へのご準備お疲れ様でした。

デジタル開催でも臨場感にあふれていました。

ありがとうございました。

教科の系統表や大志学など、委員会と学校・教員が連携して作り上げた実践が素晴らしかったで

す。大会の準備、実践、運営お疲れ様でした。

リモートでの開催ということで、新たな取組でとても新鮮であった。

開会式前のセレモニーでは司会や市の紹介を生徒会で行ったが、良い経験になりました。

しかし、授業等は見るだけの一方通行になってしまったことは仕方がないとはいえ残念だった。

せっかくの全国サミットなので全国の教員の方と意見交流などができるのであれば、より意味の

ある研修にもなったかと思えました。

こういう機会でないと、なかなかキャリア教育について思考することがないので、よい学びにな

りました。勤務校の教育課程にも生かしていきたいです。

とても内容の濃い、そして具体的で実践力の詰まった有意義な研究大会でした。参加（視聴）さ

せていただき、とても勉強になりました。ありがとうございました。今日まで準備された北広島

の教育関係者の皆様、本当にお疲れ様でした。

お忙しい中、準備ありがとうございました。全国に北広島の実践や小中一貫の動きが知られたと

思います。

運営業務お疲れ様でした。様々な実践が見られて、今後に生かしていきたいと同僚とも話がで

き、有意義でした。自らの実践も改めて振り返る機会になりました。ありがとうございました。

小学校と中学校を行き来する授業が視聴できたのは、デジタル開催ならではと思います。授業が

実際に見られなかったのは残念ですが、デジタル開催に向けた各中学校区の創意工夫が大変素晴

らしかったと感じました。

なぜ小中一環なのか？中学校校区が地域としての機能、役割を果たすのに最適であり、良い事は

未来につなげる必要があると思います。

WEBによる大会開催が実にスムーズに運営されており、非常に参考になりました。
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デジタル配信となり、直接生徒の様子を見ることが出来なかったことは非常に残念でしたが、配

信によって全分科会参加が可能になったことなどは利点だったと思います。数多くの分科会を視

聴することができ有用でした。

準備等を含め、北広島市教育委員会を始め教職員の皆さんにおかれましては本当にお疲れ様でし

た。有益な研修をありがとうございました。

コロナ禍で開催自体が危ぶまれた全国サミットだったと推測いたします。でも、ライブ配信とオ

ンデマンド配信を組み合わせたデジタル開催に挑んだ北広島市教育委員会及び北広島市内各小中

学校に敬意を表したいと思います。

コロナ禍でも全国規模の研修の場が設定できることを、北広島市が証明しました。本当にすばら

しいです。私たち参加者にとっても、安心・安全な中で学び（研修）の場を与えてくださいまし

た。改めまして感謝申し上げます。

たいへん素晴らしい全国サミットだった。

これまで参加したデジタル開催の研究大会では、なかなか取組の細部までを知ることが難しかっ

たが、本サミットでの工夫は遠隔の不便を少しも感じさせなかった。

関係者のみなさんに心より感謝いたします。

全ての内容にわたって計画的に準備を進めてきたことが伝わり、関係者の皆様に敬意を表しま

す。デジタル開催が残念であった半面、記録として残っているため、気になった部分を再度、見

直すことができ、とても便利と感じています。小中一貫教育については今後の学校教育の中で大

切な要素となるところであり、どのように進めていけばより効果のある教育実践ができるのか、

考えるヒントになりました。素晴らしい授業を提供していただき、ありがとうございます。

準備など大変だったと思います。

お疲れ様でした。

いろいろと勉強になりました。

ありがとうございました。

・自分の都合の良い時間と場所で視聴できたので、効率よく研修できた。

・他府県の実践を知ることで、これからの小中一貫教育のイメージを持つことができた。

コロナ禍におけるサミットを開催とこれまでの取り組みにつきまして、敬意を表します。

小中一貫教育について、学ばせていただくことが非常に多かったです。

本当にありがとうございました。
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新篠津村も今年度から小中一貫教育を進めております。昨年度までの準備期間において、北広島

市の取組を参考にさせてもらいました。市内で統一した部分の他に、各中学校区において地域の

実態に応じながら工夫された部分もあり、後を追うように準備してきた本村にとっては、それぞ

れが「お手本」でした。

私が今、小中一貫教育に対して思うところは、いかにブラッシュアップしながら継続していく

か、です。「めざす子ども像」の実現を目的にする以上、本気で「めざす子ども像」にうたう生

徒に育てることが肝要であると思うからです。いつまでも「まだめざしている途中」ではだめだ

とも思います。本村においては、スタートした今年度よりも令和4年度~5年度こそが大事です。

本村の小中一貫教育を磨き上げるためには、今年度の取組を検証改善し、確かな次年度計画づく

りをしなければなりません。スタートの翌年、翌々年における留意点などについて、今後、北広

島市各校から学ばせていただければと考えています。

本サミットにむけ、長期間にわたり準備運営等を進めてこられた北広島市の皆様、本当にありが

とうございました。

大阪はコロナ感染者数全国ワースト１を記録する日も多く、外出がまだまだ不安なので、オンラ

イン形式での研修の機会はとてもありがたいです。

また、他府県の実践を見ることができ、とても貴重でした。

ありがとうございました。

公開期間を３学期始業式辺りまで伸ばしていただけると、もっと落ち着いてみることができたと

思い、少し残念でした。

これまでの各校の取組に敬意を表します。どれも大変参考になりました。今回のことを活かし

て、本中学校区の系統表も充実させていければと思います。ありがとうございました。

○資料が十分に整えられていたおかげで、あとから読み直すなどして、しっかりと理解を深める

ことができた。

今までは、県内で行われている場合のみ参加してきたが、オンライン開催であれば様々な地域開

催の実践を見ることができるのでとても良いと思う。見たい授業を何度も見れることも良い。

次年度の発表に向けて、大変参考になりました。ありがとうございました。

様々な地域の学校で実践されていることを知り、自身が務める飯塚市においてもさらに充実した

取組ができるよう努力していきたいと思います。

視聴させていただいて、来年度の小中一貫教育全国サミットのイメージをつかむことができまし

た。ありがとうございました。

今回の開催までに、北広島市で教育にかかわってきた教職員が、これからの小中一貫教育の推進

者としてかかわっていけると思いました。

ｌｉｖｅ配信で視聴した全体会、とても素晴らしかったです。子ども達の姿を見られたことで、

子ども達にために進めている一貫教育を肌で感じました。

これまでの準備、そして、開催方法の変更に伴う対応など、お疲れ様でした。研修の機会をいた

だき、感謝いたします。市教委の皆様、ありがとうございました。

まだ、時間があるので他の部会も視聴したいと思います。

デジタル開催でも、質の高い研究会という印象が伝わりました。

たくさんの動画が用意されていて、驚きました。用意して下さった様々な方々に頭が下がりま

す。ありがとうございました。
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コロナ禍の中、大変な思いで会を運営されたことと思います。ライブ配信だけでなく、アーカイ

ブ配信をしていただいたおかげで後日落ち着いて視聴することができました。ありがとうござい

ました。

デジタル視聴にするといろいろな授業、分科会を見ることができるのでよいですね。

準備など大変だったのではと思います。

全国規模のサミットを視聴することができとても良かったです。

全体会の児童、生徒の発表は堂々としていて良いものを拝見できました。

子どもたちのパワーをいただきました。

全国各地の先生方が、子供達のために沢山考え様々な取り組みをされているのが分かり、頼もし

く感じました。一所懸命取り組んでいると目の前だけしか見えなくなえい行き詰まることもある

かと思いますが、このように全国各地の取り組みを知る機会があるというのは素晴らしいと思い

ます。

今回は、デジタル開催ということで自宅で取り組みの一端に触れることが出来、貴重な経験でし

た。ありがとうございました。

私にとって大変有意義なものでした。

ありがとうございました。

今回はオンデマンドでの開催でしたので、本町の多くの教職員に視聴してもらうことができまし

た。貴市の小中一貫教育の取組を参考にさせていただき、本町もさらに充実した教育を進めてい

きたいと思います。

ありがとうございました。

残念ながら全国から集まることができませんでしたが、オンラインで開催することができたのは

大きな成果だったと思います。ここまでの準備お疲れさまでした。

「オンライン配信でどうだろう」という思いを持ちながらの参加でしたが、最終的には満足して

視聴を終えることができました。

「オンライン」「会同」それぞれに良さがあることを改めて感じる機会となりました。

関係した皆様にお礼申し上げます。

公開していただきありがとうございました。

動画に授業の補足説明が加えられていたため、内容がとても分かりやすかったです。オンライン

のメリットの部分を活かす大会運営や研究発表の工夫がすばらしいと思いました。学んだことを

自校の取組に生かしていきます。大変勉強になりました。ありがとうございました。

オンデマンド配信もきちんと構成されており感心しました。

デジタル開催の可能性を広げていただけたサミットになったと思います。

ありがとうございました。

貴校に訪問し研修させていただくことを楽しみにしておりましたが、コロナによるデジタル開催

になり、非常に残念な思いをしておりました。しかし、デジタル開催は、このような状況下での

新しい研修のあり方の提案となったことは、価値のあることだと思いました。

小中一貫教育の推進は、非常に難しいことでもあります。いかに、「日常」にしていくかが大切

だと考えます。北広島の実践は、それぞれの校区の課題をもとにした実践ばかりでした。

来年度、本校は発表の機会をいただいております。貴校の発表を参考にさせていただきながら、

「日常」の取組になる実践ができるように努力し、臨みたいと思います。
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コロナ禍の開催は本当に大変だったと思いますが、web開催をしていただいたことで、とても勉

強になりました。ありがとうございました。

昨年度まで２年間、北広島市の小中一貫教育に携わっていたので、今回の発表がより進化されて

いたことがとても喜ばしく感じました。後藤理事、内山先生の提言も大変勉強になりました。

北広島市の実践を、本市の小中一貫教育にも生かしていきたいと考えております。

たくさんの授業を視聴させていただくことができ、とても勉強になりました。ありがとうござい

ました。

全体を通して大変見やすかったです。現場で直接聞くことはもちろん大事ですが、今回のように

映像に残してオンライン視聴が可能になったことで、いつでも学ぶことができるようになりまし

た。準備してくださった方々にお礼申し上げます。ご負担は大きいかと思いますが、次年度以降

も継続して行っていただけると大変嬉しいです。
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小中一貫教育全国サミット in 北広島運営事業の経過 

 

時 期 内   容 

令和 3 年 3 月 22 日 一次案内 

分科会実践発表校（地区）公募 

令和 3 年 4 月 9 日 公益財団法人日本教育公務員弘済会研究大会助成申請 

令和 3 年 4 月 28 日 第 1 回小中一貫教育全国サミット in 北広島実行委員会運営委員

会の開催 午後 3 時 45 分から北広島市芸術文化ホール 

令和 3 年 5 月 26 日 小中一貫教育全国連絡協議会幹事会（オンライン会議） 

令和 3 年 5 月 27 日 実行委員持ち回り決裁により、デジタル開催の変更決定 

令和 3 年 6 月 23 日 全国教育関係者へデジタル開催への変更のお知らせ 

札幌北広島クラッセホテル、レンタコム北海道、旅行会社、各種

借上げ会場へのキャンセルの連絡 

令和 3 年 7 月 2 日 協賛会社等への広告掲載アンケートの実施（9社 240,000円予定）  

令和３年 7 月 5 日 分科会実践発表校及び助言者の決定、実践発表内容の原稿依頼 

5 分科会×３発表地区＝１５校 助言者 5 名 

令和 3 年 7 月 5 日 小中一貫教育全国連絡協議会正会員宛てに大会冊子に掲載する

各自治体の取組紹介の原稿依頼（8 月 31 日締め切り） 

令和 3 年 7 月 7 日 西の里中学校生徒会説明 

令和 3 年 7 月 16 日 西の里小学校児童会説明 

令和 3 年 7 月 26 日 二次案内 

北広島市ホームページからの申込受付開始（10 月 15 日まで） 

令和 3 年 8 月 1 日 北広島市広報に特集記事掲載（A4 2 ページ見開き カラー） 

令和 3 年 8 月 19 日 芸術文化ホールオンライン配信環境テスト 

令和 3 年 8 月 26 日 ＦＭメイプルサミット紹介 午後 4 時 30 分から 

令和 3 年 9 月 6 日 キャリア教育分科会、9 年間の学びでつなぐ、学力・体力向上分

科会の事前交流会（オンライン交流） 

令和 3 年 9 月 8 日 特別支援教育分科会事前交流会（オンライン交流） 

令和 3 年 9 月 13 日 社会に開かれた教育課程分科会事前交流会（オンライン交流） 

令和 3 年 9 月 16 日 カリキュラム・マネジメント分科会事前交流会（オンライン交流） 

令和 3 年 10 月 1 日 キャリア教育分科会、特別支援教育分科会開催（収録） 

令和 3 年 10 月 11 日 西部中学校区実践発表・助言者講評収録 
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令和 3 年 10 月 12 日 広葉中学校区実践発表・助言者講評収録 

令和 3 年 10 月 13 日 芸術文化ホールＹｏｕＴｕｂｅ配信テスト 

令和 3 年 10 月 15 日 一次締切（最終参加者（1,670 名）の 72.2％の申込み） 

11 月 9 日まで締切延長（市ＨＰ及び道教委周知協力） 

令和 3 年 10 月 17 日 全体会参観アンケート調査の実施（全体会ＯＰ参加児童生徒のＰ

ＴＡ）87 名の参加希望回答あり 

令和 3 年 10 月 27 日 東部中学校区実践発表・助言者講評収録 

令和３年 10 月 27 日 市民の方を限定とした全体会有観客の決定（全体会ＯＰ参加児童

生徒のＰＴＡ、市議会議員、ＣＳ委員、市ＨＰで案内開始） 

令和 3 年 10 月 29 日 社会に開かれた教育課程分科会収録 

令和３年 11 月 1 日 第 2 回小中一貫教育全国サミット in 北広島実行委員会運営委員

会の開催 午後 2 時 15 分からオンライン開催 

令和 3 年 11 月 4 日～

令和 3 年 11 月 10 日 

北広島エルフィンパーク交流広場で、大志学パネル展及びきたひ

ろ夢ノート実践事例の展示 

令和 3 年 11 月 5 日 カリキュラム・マネジメント分科会、9 年間の学びでつなぐ学力・

体力向上分科会収録 

令和 3 年 11 月 6 日 視聴申込者へ視聴方法の案内メールの一斉送信 

令和 3 年 11 月 9 日 二次締切（最終参加者（1,670 名）のうち 27.8％の申込み） 

令和 3 年 11 月 10 日 午後 1 時から、大会関係資料の HP からのダウンロード開始 

令和 3 年 11 月 11 日 前日リハーサル 

令和 3 年 11 月 12 日 全体会開催 午前 9 時 45分から午前 11 時 45分 北広島市芸術

文化ホール 来場参加者 117 名、Zoom 参加者 38 名、YouTube

最大同時視聴者数 274 名 計 429 名 

大志学パネル展・きたひろ夢ノート実践事例の展示 

令和 3 年 11 月 12 日 

～令和 3年 12月 12日 

全体会、授業公開（東部小、北の台小、東部中、西部小、西部中、

双葉小、広葉中）、分科会（社会に開かれた教育課程、カリキュラ

ム・マネジメント、9 年間の学びでつなぐ学力・体力向上、キャ

リア教育、特別支援教育）オンライン配信 全視聴回数 5,712 回 

令和 3 年 11 月 22 日

～令和 3年 11月 26日 

市役所 5 階ロビーにて大志学パネル展・きたひろ夢ノート実践事

例の展示 

令和 4 年 3 月 第 3 回小中一貫教育全国サミット in 北広島実行委員会運営委員

会の開催（文書開催） 
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【歳入】

予算額 決算額 増減 備考

市交付金 2,276,000 1,755,801 ▲ 520,199

全国連絡協議会交付金 1,055,000 1,300,000 245,000 コロナ対策費用追加

弘済会研究大会助成金 80,000 80,000 0
教育公務員弘済会北海道支部

研究大会助成金

広告収入 225,000 240,000 15,000
9社（A4：30，000円）

（A5：15，000円）

その他 1 1 預金利息

合計 3,636,000 3,375,802 ▲ 260,198

【歳出】

予算額 決算額 増減 備考

報償費 647,490 607,460 ▲ 40,030 リモート開催による減

旅費 496,940 431,200 ▲ 65,740 リモート開催による減

消耗品費 155,000 167,939 12,939 印刷製本費から流用

印刷製本費 89,370 16,500 ▲ 72,870 表紙のみ製本としたため

委託料 1,850,000 1,850,000 0

使用料及び賃借料 357,000 264,000 ▲ 93,000
児童生徒合同授業バス

全体会送迎バス

手数料 13,200 5,390 ▲ 7,810 振込手数料の減

その他 2,000 0 ▲ 2,000

食糧費 25,000 33,313 8,313 使用料及び賃借料から流用

合計 3,636,000 3,375,802 ▲ 260,198

小中一貫教育全国サミットin北広島実行委員会決算報告
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