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加佐中学校区における小中一貫教育の取組（平成 28年度） 

中学校合同体験学習～小学校児童が中学校で学習します～ 

岡田小学校及び由良川小学校の児童が中学校の校舎で共に学び、交流を深め、早くから環

境や雰囲気に慣れることにより、入学後の学校生活がより一層充実するための取組です。 

6年生 

本年度、最後の取組が行われました。 

合同授業では加佐中学校の教師による理科の授業（回路の実験）、また、合同学習では、そ

れぞれの班が「地域の歴史」について発表をしました。 

（平成 29年 3月 2日、加佐中学校） 

  

加佐中学校の体育館に 6 年生 17 名が集まり、音楽と体育の授業を受け

ました。音楽の授業は乗り入れ授業で毎週教えてもらっている教員ですが、

中学校の体育の教員から授業を受けるのは初めてです。  

（平成 28 年 5 月 24 日、加佐中学校）  
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平成 29年度入学説明会 

校区 2小学校（岡田小・由良川小）の 6年生 15人と、その保護者を対象とした入学説明会が

加佐中学校で実施されました。 

在校生の授業を参観した後、児童は生徒会本部、保護者は舞鶴警察署スクールサポーター

の情報モラルにかかわる講演の後、担当教職員から入学にかかわる説明を聞きました。 

（部活動体験も予定されていましたが、インフルエンザの関係で中止となりました） 

（平成 29年 1月 29日、加佐中学校） 

   

 

加佐中学校文化祭に 6年生参加 

加佐中学校で開かれた文化祭の舞台発表で中学校区 2小学校

の 6年生が合唱を披露し、その後中学生の学年合唱を鑑賞しま

した。6年生の発表曲は「カントリーロード」、「ぼくらのエコー」の 2

曲でした。 

専科の音楽の学習指導により、2校の児童が心をひとつにするこ

とができました。 

中学生の発表を鑑賞し、中学生の姿に見入っていました。 

（平成 28年 11月 5日、加佐中学校） 

 

 

中学校 1日体験学習（6年生） 

朝から加佐中へ登校し、中学校生活を体験しました。 

中学校教師による数学、社会、体育と出前授業「舞鶴の歴史と文化財」の授業を受けました。 

また、昼食は初めての中学校給食ですが、大変好評でした。 

クラブを見学した後、下校しましたが、初体験の 5時間授業（50分）は長く感じたのではないで

しょうか。 
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（平成 28年 10月 13日、加佐中学校） 

      

     

 

5年生 

合同学習と算数の授業が実施されました。 

合同学習は間もなく行われる合同野外活動に向けての打ち合わ

せです。算数のグループ学習では、自分の考えを述べたり意見を

しっかりと聞くことが出来ていました。 

初めて合同で学習する機会でしたが、それぞれが他の小学校の

友達の名前を覚える等、大変良い機会となりました。 

（平成 28年 7月 4日、加佐中学校） 

   

 

小中一貫合同総会 

今年度のまとめと次年度の確認 

加佐中学校区の小・中学校教員が一堂に会し、小中一貫教育モ

デル校区として 1年間取り組んできた内容を総括すると共に、今

後、取り組む内容について確認しました。次年度、さらなる深化

を目指します。 

この 4月には、1年間様々な一貫教育の取組を体験した小学 6

年生が中学校へ入学をします。小学校生活からのスムーズな移

行、そして、安心（余裕）、安定（目的、目標のある）した中学校生

活が入学当初から期待されます。 

（平成 29年 2月 8日、加佐中学校）   
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第 2回 

加佐中学校区では小中一貫教育モデル校区として取組を進めていますが、その進捗状況に

ついて全教職員で確認をしました。 

（平成 28年 6月 22日、加佐中学校） 

1 .  加佐中学校区小中一貫教育リーフレットについて  

2 .  先進校視察報告  

3 .  各部の活動方針と取組  

4 .  夏季研修会について（2 回実施予定）  

5 .  分散会：児童生徒の教育的課題解決に向けて  

第 1回 

平成 28年度「小中一貫教育モデル校区」をスタート 

させるにあたり、加佐中学校区教職員全員が一堂に会し、 

総会を開催しました。 

（平成 28年 4月 13日、加佐中学校） 

 

 

 

小小連携（岡田小学校、由良川小学校） 

5年生合同「稲刈り」 

5月に植えた稲が見事に実り、一斉に稲穂がこうべを垂れてい

ます。 

今では機械化された稲刈り作業ですが、児童は鎌を使った手

刈りで稲刈りを体験しました。 

収穫した「もち米」は、今後、それぞれの学校で収穫祭（餅つき）

を行い、味わう予定です。 

（平成 28年 9月 30日、旧岡田上小学校横） 
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合同「文化芸術鑑賞」 

文化庁による「文化芸術による子供の育成事業」の取組で、

巡回公演事業として劇団鳥獣戯画によるミジューカル狂言「入

間川」を鑑賞しました。 

狂言の演目をミュージカル表現され、低学年にもわかりやすく、

全員で楽しむことができました。 

また、この日に向け、由良川小 5・6年生が 2週間前にワーク

ショップに取り組んでおり、当日は劇団の皆さんと一緒に演じ

ました。足さばきや姿勢等、とても上手に演じることができました。 

（平成 28年 6月 10日、由良川小学校） 

 

5年生合同「田植え」 

前日は大雨。しかし、当日は晴天に恵まれ、絶好の「田植え日和」になり

ました。昨年度までは岡田小学校だけの取組でしたが、本年度より小中

一貫教育（小小連携）の取組とし、それぞれの小学校 5 年生が合同で「田

植え」を行いました。  

総合的な学習「ふるさと学習」として実施をしています。  

また、5 年生の社会科で学習する「わたしたちの食生活と食料生産」と関

連した内容でもあります。  

みんな裸足になり、いざ、田んぼへ！歓声が飛び交っています。  

「田植え」を経験している児童は多いですが、さすがに「手植え」は未経験。  

地域の方々からの手ほどきを受けながら、一本一本丁寧に植えることがで

きました。今から秋の収穫を楽しみにしています。  

現地までは、スクールバスで一緒に行きました。きっと車中でも楽しく交流

ができたことでしょう。  

（平成 28 年 5 月 17 日、旧岡田上小学校横）  
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6年合同「修学旅行」 

平成 28年 5月 12日～13日、奈良・大阪・神戸方面へ修学旅

行に行ってきました。 

天候にも恵まれ、大変 有意義な 2日間の取組となりました。 

また、児童にとって、学校生活で特に思い出深い取組となった

と思います。 

事前学習も合同で 2回実施してから出発した結果、全行程大

変スムーズに、そして学習も深まりました。今後も、合同学習

や合同授業で一緒に学ぶ機会が多くあります。 

 

修学旅行に向けた 6年生合同学習会（第 2回） 

事前学習では各班からの発表でしたが、とてもわかり

やすく、しっかりと調べてきています。準備はすべて整

いました。いよいよ出発です。健康には留意し、楽し

い修学旅行になって欲しいと思います。修学旅行は

学校生活で 1 番の思い出ともなります。  

≪交流内容≫  

・見学地の事前学習：平城京  薬師寺  奈良公園  

大阪城等  

・修学旅行でのマナー、ルールの確認  

（平成 28 年 5 月 9 日、由良川小学校）  

修学旅行に向けた 6年生合同学習会（第 1回） 

平成 28年 5月 12日～13日に実施される修学旅行にかかわっ

て合同学習会が実施されました。 

訪問地の確認から始まり、実行委員長や副実行委員長など、各

係決めや、「調べ学習」の分担などをしました。 

また、自校での班組織に加え、交流班も決めました。それぞれに

分担された仕事を頑張っています。第 1回目の合同学習会でし

たが、とてもいい雰囲気でした。 

きっと楽しい修学旅行になると思いました。 

（平成 28年 4月 21日、岡田小学校） 
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加佐中学校区敬老会 

日頃、お世話になっているお年寄りの方々とふれあい、感謝の気持ちを伝えようと、加佐中学

校区すべての敬老会に小中合同で参加をしました。 

各学校から民謡や合唱を発表。 

加えて、今年から始まっている「小中一貫教育」のモデル校として取組の様子を児童代表が

報告しました。 

児童代表から感謝の「手紙」の発表、そして手作りの「プレゼント」を手渡しました。 

旧岡田上小学校、岡田小学校 

   

（平成 28 年 9 月 19 日、旧岡田上小学校、岡田小学校）  

旧岡田中小学校 

 

（平成 28 年 6 月 26 日、旧岡田中小学校）  

旧由良川中学校、旧神崎小学校 

   

（平成 28 年 6 月 12 日、旧由良川中学校、旧神崎小学校）  
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加佐中学校区小中一貫教育カリキュラム検討会 

加佐中学校区では、校区の教職員を対象に「小中一貫教育

カリキュラム検討会」を開催しました。冒頭、市教育委員会の

岡本恵理子指導主事から、標準カリキュラムにおける授業づ

くりの柱である「『学び手』を育てる授業づくり」を説明。 

9年間の学びを繋ぐ「標準カリキュラム」を全教職員で再度確

認し、授業の中で主体的な「学び手」を育てるための三つの

力「考える力」「自覚する力」「がんばり続ける力」を育てるために各教科の中でどのような学

習活動や学習形態が必要かを検討しました。 

（平成 28年 8月 8日、加佐中学校） 

 

夏季加佐中学校区合同研修会 

加佐中学校区の生徒指導・教育相談部会が主

催し、校区の保育園、小・中学校の教職員を対

象とした研修会を開催しました。 

舞鶴支援学校の地域支援コーディネーターであ

る丸山亜希子先生を招き、「自閉症スペクトラム

の児童生徒の理解と支援」と題した講演を聴き、

すべての児童生徒が学校生活において自己肯定感等を感じ、また、向上させるための適切

な支援の在り方等を学びました。（平成 28年 8月 5日、加佐中学校） 

 

先進校視察 

加佐中学校区では、小中一貫教育モデル校区としての取組を推

進するため、岡田小学校教職員を中心に先進校視察を実施しま

した。 

視察先は京都市内にある「京都御池中学校ブロック」で、京都市

立高倉小学校と御所南小学校の 6年生が、平成 19年度から御池

中学校の校舎で共に学習や児童会・生徒会活動などに取り組んでいます。 

施設併設型（小学校 6年生から中学校校舎で勉強）の小中一貫校として、「未来に輝く小中一

貫コミュニティ・スクールの創造」を目標に掲げ、実践を進めておられます。 

多くのことを学び、また、気付かされた有意義な視察となりました。 

（平成 28年 6月 14日、京都市立御所南小学校） 
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乗り入れ授業～小学校に中学校教師が教えに行きます～ 

音楽科 

岡田小学校、由良川小学校（5・6年生）では、より専門的な内容を学び、また、児童一人一人

の音楽的な技能が高まるよう、中学校から音楽科の教師が乗り入れ、担任と二人一組のチ

ームを組んで授業を行っています。 

   

 

小学校乗り入れ授業研修会 

加佐中学校区では、加佐中学校の数学科と音楽科の教員が

各小学校に行って 5・6年生を対象に授業を行っています。 

算数の授業形態は少人数授業やティームティーチング授業で

すが、児童にとってより充実した授業になるよう研修会が実施

され、加佐中学校区の各小学校 5・6年担任と加佐中学校の数

学科教員が参加しました。 

（平成 28年 5月 25日、岡田小学校） 

 

算数のティームティーチング授業 

担任と中学校から乗り入れている数学科の教師とが二人一組

のチームを組んで授業を行いました。今回はティームティーチ

ング授業でしたが、二つのグループにわけて行う少人数授業

も行う予定です。 

（平成 28年 5月 20日、岡田小学校 5年生） 

 

算数の少人数授業 

本日は、二つのグループに分かれて算数の授業を行いました。担任と中学校からは数学科

の教師が教えます。今回は少人数授業でしたが、グループに分けず一斉授業の形態を取り、

そこに担任と数学科教師がペアを組んで行う授業もあります。 
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（平成 28年 4月 27日、岡田小学校 6年生） 

   

 

加佐中学校授業研修会～中学校の校内研修に小学校教員が参加～ 

「9年間を見通した確かな学力」を身に付けさせるため、小学校と連携し校内研修会を開催し

ました。校区 2小学校の教務主任を講師として招き、小学校の取り組みである「スピーチ活動」

と、授業のあり方について話をしていただき、理解を深めました。 

（平成 28年 7月 7日、加佐中学校） 

 

小中一貫合同部会・担任会 

本年度より「小中一貫教育モデル校区」としてスタートしていますが、より具体的に進めるため、

第 1回担任会（小小連携）、第 2回合同部会が開催されました。 

（平成 28年 5月 25日、岡田小学校） 

担任会 

同じ学年の担任での会（小小連携） 

※中学校担任は参加しません。 

合同部会 

3つの部会があり、加佐校区全教職員が 3部会のどこかに属します。 

  学力充実向上部会  

  生徒指導教育相談部会  

  児童生徒地域交流部会  

 

 


