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１ 「きらめきプロジェクト」の定義

守谷市では，「新しい時代をたくましく生きぬく人づくり」を目指して，平成25年度か

ら各中学校区の特色を出しながら，児童生徒に確かな学力・豊かな心・健やかな体をはぐ

くみ，将来国際社会で活躍できる人材育成を目指した保幼小中高一貫教育を推進しています。

「きらめきプロジェクト」とは，守谷市が進める保幼小中高一貫教育の総称です。

（守谷市教育委員会指導室ＨＰより）

２ 「きらめきプロジェクト」の目標

確かな学力・豊かな心・健やかな体をはぐくみ，将来の夢に向かって努力できる児童生

徒の育成

（『守谷市の学校教育』２版より）

３ 「きらめきプロジェクト」の基本方針

１ 社会に貢献できる人を育成します。

集団生活の中で，自分の役割や責任を重んじるとともに，互いに話し合い，認め合う

ことで自他を尊重し，将来社会に貢献できる児童生徒を育成します。

２ 確かな学力･豊かな心･健やかな体を育成します。

学習の中に互いの考えを伝えたり，深めたりする活動を取り入れることで思考力･判

断力・表現力を育成します。また，各種行事を通して，人と人とが触れあう時に必要な

マナー等を学ぶとともに，共同作業や感動体験を共有し，豊かな心や健やかな体を育成

します。

３ 将来への夢がもてるキャリア教育を推進します。

発達段階に応じたキャリア教育を推進し，将来に対する夢をもち，実現に向けて努力

できる児童生徒を育成します。

４ 義務教育９年間を前期４年，中期３年，後期２年に区分した教育を行います。

それぞれの時期で重視して学習することを明確にし，義務教育９年間を見通しながら

発達段階に応じた教育を推進します。

５ 中学校区ごとの特色ある教育活動を行います。

それぞれの中学校区ごとに特色を出しながら教育課程を編成し，学校・家庭・地域と

連携しながら一貫教育を推進します。

（『守谷市の学校教育』２版より）

４ 「きらめきプロジェクト」で付けたい力 －「きらめきスキル」－

「きらめきプロジェクト」では，「守谷の子どもに付けたい力」を「きらめきスキル」と名

付け，四つの力として明らかにしている。

スキル１ 生涯にわたって学び続ける力

スキル２ ともによりよく生きる力

Ⅲ 守谷市保幼小中高一貫教育「きらめきプロジェクト」とは
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スキル３ 英語で話せる力

スキル４ 情報を活用できる力

（『守谷市の学校教育』２版より）

５ 「きらめきプロジェクト」で取り組む活動 －「きらめきアクション」－

平成２５年度から「きらめきプロジェクト」では，「守谷の子どもが取り組む活動」を「き

らめきアクション」と名付け，八つの活動として例示している。平成２７年度は，六つの活動

に焦点化した。

活動１ 中学１年生母校訪問 活動１ 各種交流教室

活動２ 中学生による小学校「学びの広場」協力 活動２ 乗り入れ授業

活動３ 小学校の部活動見学・体験 活動３ フォーラム的活動

活動４ あいさつ運動の推進 活動４ 部活動体験，部活動交流

活動５ 出前授業・乗り入れ授業 活動５ 地域の教育力の活用

活動６ 文化部交流 活動６ あいさつ運動

活動７ 地域教育力の活用

活動８ 小中作品交流

（『守谷市の学校教育』２版より）

６ 目標・基本方針・「きらめきスキル」・「きらめきアクション」の相互関係

ここで，既述した用語等の相互関係を整理する。

「きらめきプロジェクト」の目標を達成するために，五つの「基本方針」があり，それを踏

まえた一貫教育の推進を通して，本市で特に身に付けさせたい力が，四つの「きらめきスキル」

なのである。守谷市独自の保幼小中高一貫教育により身に付けさせることができる力ともいえ

る。

一方，「きらめきアクション」は，八つの活動が一貫教育そのものであり，「きらめきスキ

ル」を身に付けさせるための手立て，手段としては捉えていない。

いわば，児童生徒に「きらめきスキル」を身に付けさせることと，各中学校区で「きらめき

アクション」を推進することの両方が相まって，「きらめきプロジェクト」の目標達成に迫る

ことができるのである。

７ 守谷市の学校教育プランと「きらめきプロジェクト」との関連

守谷市では，学校・地域・家庭が連携し，市の教育目標「新しい時代をたくましく生きぬく

人づくり」の具現化を目指して，五つのプランを推進している。

１ ステップアッププラン 〔確かな学力の育成〕

２ ハートフォーヒューマンプラン〔豊かな心をはぐくむ教育の推進〕

３ ヘルス＆フィジカルプラン 〔健康と体力をはぐくむ教育の推進〕

４ ニュージェネレーションプラン〔新しい時代に対応した教育の推進〕

５ パートナーシッププラン 〔開かれた学校づくりと学校・家庭・地域等の連携〕

そこで，この学校教育プランと「きらめきプロジェクト」との関連を整理することで，本市

学校教育における「きらめきプロジェクト」の位置付けを明らかにする必要がある。

図３は，五つの学校教育プランと，「きらめきプロジェクト」の基本方針・「きらめきスキ
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ル」・「きらめきアクション」との関連をクロス分析したものである。

図３ 守谷市学校教育プランと「きらめきプロジェクト」との関連

８ 「きらめきプロジェクト」を支える好条件

守谷市には，保幼小中高一貫教育「きらめきプロジェクト」の円滑な推進に寄与する，次の

ような好条件がある。

(1) 伝統的な連携の取組

守谷市では，従前より保幼小の連携，小中の連携，中高の連携に積極的に取り組んできてい

る。

保幼小の連携に当たる「守谷市保幼小連絡会」の歴史は長く，幼児期の教育と小学校教育と

の円滑な接続に努めてきた。

また，生徒指導をテーマにした御所ケ丘中学校区における小中連携の取組の成果は，全中学

校区に広がり，各中学校区の実態に応じた連携が行われてきた。

守谷高校と市内中学生徒とによる生徒会情報交換会は「守谷市中高連絡会」として定着し，

連携の質にいっそうの深まりが出てきた。

こうした連携の取組が土台になっているため，「きらめきプロジェクト」への移行が円滑に

行われている。

(2) 適正な学校規模と学校数

本市小中学校の適正な学校規模や，13校という学校数も「きらめきプロジェクト」の推進に

は有利である。

○ 一部の学校を除き，学校規模に大きな差がない。

○ 小中を合わせた中学校区においても，その規模に差がない。

○ 小中学校間の距離が比較的近い。

○ 四つの中学校区数が，方針の円滑な共通理解や，市全体の機動力につながっている。
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表１ 中学校区別に見た守谷市立小中学校

中学校 学級 生徒数 小学校 学級 児童数 小中間の距離 児童生徒数合計

守谷中 普11特２ ３９０ 大野小 普６特２ １６２ 2.3 ㎞ １１１８

黒内小 普18特３ ５６６ 0.65㎞

愛宕中 普11特３ ３７２ 守谷小 普25特５ ７９５ 1.6 ㎞ １５１１

郷州小 普13特２ ３４４ 1.3 ㎞

御所ケ丘中 普17特３ ６２０ 大井沢小 普18特５ ５６９ 1.1 ㎞

御所ケ丘小 普12特２ ３６１ 隣接 １９５０

松前台小 普12特３ ４００ 1.6 ㎞

けやき台中 普15特３ ５１５ 高野小 普12特２ ４１５ 1.6 ㎞ １５２６

松ケ丘小 普18特３ ５９６ 1.1 ㎞

（注）１ 平成28年５月１日現在

２ 守谷中学校区は，黒内小学区内の松並地区の住宅地化に伴い，今後大幅な児童生

徒数の増加が想定されている。

(3) エンゼルサポートプラン

守谷市では，成長段階に応じた家庭や学校で望まれる躾や教育の在り方や関わり方について

「エンゼルサポートプラン」が策定されている。

内容は，胎児期から高校生までの「成長期の特徴」，各発達段階に応じた「家庭」，「保育所

・幼稚園・学校」での関わり方，「子育てワンポイント情報」としての相談機関の連絡先等が

一覧でまとめられている。まさに，保幼小中高一貫教育の基盤になるプランといえる。

特に，プラン中の「家庭においては」，「保育所・幼稚園・学校においては」では，接続期

のヒントになるポイントが，次のように簡潔にまとめられている。

【幼児期後半から小学校時代（低学年）】

・ルールを守る・ルールをやぶる

・子どもが主体的に活躍できるよう援助したり，かかわり方を考慮します。

・学校は学習する場です。

【小学校（高学年）から中学生時代】

・「どうぞ・すみません・どういたしまして」の言葉が自然にでるように感謝やゆずり

あいの経験を体験できる経験を積ませましょう。

・失敗を恐れないたくましい心を育てます。「自分にもやれた・自分でも努力すればこ

んなにやれた」という成就感を味わえる経験を多く積ませます。

・中学に入学して環境の変化は大きなストレスになります。そろそろ本格的に仕事を始

めようとするお母さんもしっかり目を離さずに。

【中学生後期から高校生時代】

・目的意識（人生観・世界観）の確立

・これまで育成されてきた抽象的思考や能力が活発に活動する時期
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図４ エンゼルサポートプラン（一部抜粋）

９ 「きらめきプロジェクト」立ち上げから取組を共有するまでの歩み

「きらめきプロジェクト」は，守谷市教育委員会，校長会，教頭会，教務主任会，市教育研

究会などの各組織における熟議と，小中学校を中心とした保幼小中高の教職員からのアイディ

アにより，手作りで方針が決定されてきた。

下表は，平成25年度の「きらめきプロジェクト」立ち上げから，１年半で全教職員参加によ

るパネルディスカッション型研修会を開催するまでの歩みである。それは短期間とはいえ，守

谷市の全教職員が，守谷市の子供たちのために，よりよい一貫教育を目指し，それに向けて試

行錯誤してきた取組として自負できるものである。

年月 保幼小中高 保幼小中高一貫教育推進委員会 校長会・教頭会・教務主任会

企画部・事務局 市教育研究会・推進委員会

25年

４月 ■「守谷市の学校教育」（１版）の発刊

（守谷市保幼小中高一貫教育「きらめきプロジェクト」の基本方針の提案）

■守谷中学校区で「学

びのプラン」「家庭 学 ■第１回推進委員会(4/15)

習のてびき」の原 案作 ・連携教育の経緯確認

成 ・「きらめきPJ」の概要と見通しの共通理解

５月 ■校長会・教頭会・教務会で

■中学校区部会(5/10) 「きらめきPJ」の概要と見

通しを共通理解

■外国語活動推進委員会

６月 ■校長会・教頭会・教務会で

■中学校区部会(6/12) 「きらめきPJ」に係る情報

■【第１の視点】【第２の視点】の 交換

決定(6/17)
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７月 ■一貫教育教頭部会(7/12)

■一貫教育教務会(7/18)

８月

■守谷市が進める一貫教育に関する研修会(8/7) ※全職員参加

〈全体会〉・「きらめきPJ」の概要 ・「きらめきPJ」の方向性

〈中学校区部会〉

■守谷市中高連絡会(7/22 )

■各校で「学びのプラ

ン」の原案検討 ■教頭会で「学びのプラン」

の内容検討(8/19)

■教務会で「家庭学習のてび

き」の内容検討

９月 ■校長会で「きらめきPJ」に

係る情報交換(9/3)

■教頭会で「学びのプラン」

の内容検討(9/4)

■教務会で「家庭学習のてび

き」の内容検討(9/4)

■

第２回推進委員会(9/5)

・【視点１】の進捗状況

・【視点２】の進捗状況

■中学校区部会(9/11) ・中学校区部会の取組

■企画部設立(9/11)

■企画部(9/24)

・「きらめきＰＪ」の基本方針

・基本方針具現化のための施策

10月 ■校長会で「きらめきPJ」に

係る情報交換(10/1)

■教頭会で「学びのプラン」

の内容検討(10/2)

■教務会で「家庭学習のてび

き」の内容検討(10/2)

■中学校区部会(10/9)

■校長会で「きらめきPJ」に

係る情報交換(10/31)

11月 ■教頭会で「学びのプラン」

の内容検討(11/5)

■保幼小連絡協議会(11/6)

■企画部幹事会(11/6) ■教務会で「家庭学習のてび

・「プラン」等発刊物の内容確認 き」の内容検討(11/6)

・【第１の視点】【第２の視点】の名

称変更

→「守谷の子どもに付けたい力」

→「守谷の子どもが取り組む活動」

■企画部幹事会(11/18)

■中学校区部会(11/19) ・「プラン」等発刊物の内容確認

12月 ■校長会で「きらめきPJ」に

係る情報交換(12/3)

■企画部(12/4)

・「プラン」等発刊物の内容確認
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■中学校区部会(12/11) ・ＨＰによる一貫教育の広報

・教育研究会との連携

・「教師用手引き」作成

■企画部(12/26)

・「プラン」等発刊物の見通し確認

・ＨＰによる一貫教育の広報

・第３回推進委員会の内容協議

26年 ■教頭会で「学びのプラン」

１月 の最終確認，「家庭学習の

て びき」の校正(1/10)

■教務会で「学びのプラン」

（生 活）の校正(1/14)

■第２回推進委員会(1/15)

・「プラン」等発刊物の内容確認

・「守谷の子どもに付けたい力」の

進捗状況

・「守谷の子どもが取り組む活動」

の進捗状況

・平26の推進体制の提案

・ＨＰによる一貫教育の広報

■中学校区部会(1/21) ・「教師用手引き」作成の提案

２月

■市内小中学校で学校ＨＰを活用した「きらめきPJ」の啓発開始(2/1～)

■校長会で「きらめきPJ」に

係る情報交換(2/5)

■教務会で「学びのプラン」

（生 活）の最終校正(2/6)

■教頭会で「家庭学習のてび

■中学校区部会(2/12) き」の最終校正(2/7)

■企画部(2/27)

・平26に市内全校で共通実践すること

・第２回守谷市が進める一貫教育に

関する研修会(3/24)の内容

３月 ■校長会・教頭会・教務会で

「きらめきPJ」に係る情報

交換

■小学校と新入学児童に関わる情報交換会（3/11）

■守谷市が進める一貫教育に関する研修会(3/24) ※全職員参加

〈全体会〉・「きらめきPJ」の刊行物 ・「学びのプラン」の活用

・「家庭学習のてびき」の活用 ・体制・組織づくり

〈中学校区部会〉

○「学びのプラン」（学習）部会 ○「学びのプラン」（生活）部会

○「家庭学習のてびき」部会 ○外国語教育部会 ○情報教育部会

４月

■市内小中学校の始業式，入学式の式辞における守谷市保幼小中高一貫教育「きらめきプ

ロジェクト」の啓発(4/7・8)

■「守谷市の学校教育」（２版），「学びのプラン」，「家庭学習のてびき」を始業式，入学 式

において，全児童生徒，保護者に配付(4/7・8)

■企画部(4/23)

・市内全校で共通実践することの進
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捗状況確認

・平26の指導方針の協議

・「学びのプラン」の活用法の協議

・「守谷しぐさ」具現化に係る取組

■第１回推進委員会(4/30)

・平26の指導方針の確認

・市教研重点部の取組

・中学校区の取組

５月 ■校長会・教頭会・教務会で

平26の指導方針について共

■中学校区部会 通理解

６月 ■校長会・教頭会・教務会で

「きらめきPJ」に係る情報

■中学校区部会 交換

■道徳教育推進委員会(6/23)

■企画部(6/26)

・第１回守谷市が進める一貫教育に

関する研修会(8/4)の内容

・「きらめきPJ」に係る意識調査に

ついて

・いじめ防止フォーラムの企画

・「守谷しぐさ」手引き書の作成

７月 ■企画部事務局(7/4)

・第１回守谷市が進める一貫教育に

関する研修会(8/4)の内容検討 ■校長会・教頭会・教務会で

・「きらめきPJ」に係る意識調査の 全体研修会，意識調査につ

質問紙検討 いて共通理解

■中学校区部会

■「きらめきPJ」に係る教職員対象のアンケート（7/14～24）

８月

■守谷市が進める一貫教育に関する研修会(8/4) ※全職員参加

〈全体会〉パネルディスカッション「守谷市で目指す一貫教育の充実のために」

・教職員による意識調査結果から

・「きらめきアクション」の取組

・「きらめきスキル」を身に付けさせる取組

・乗り入れ授業の実践に向けて

〈中学校区部会〉

（注）１ 「保幼小中高一貫教育推進委員会」「企画部」についてはＰ16を参照のこと。

２ 「きらめきＰＪ」とは「きらめきプロジェクト」の略称。

３ 「教務会」とは「教務主任会」の略称。

(2) ４年間の足跡とこれから

前項で述べた立ち上げ後の２年は，各中学校区の実態に応じて「きらめきスキル」の定着と

「きらめきアクション」の充実のための様々な実践を試行錯誤しながら蓄積した。他の中学校

区の優れた取組を自校区に取り入れる気運も高まり，特に守谷中学校区で行われた「交流教室」

は，平成27年度から市内全中学校区で実施されるようになった（Ｐ43・44）。

また，平成27年度からは，年度ごとのキーワードを市内の全教職員で共通理解することによ

って，一貫教育の取組の焦点化やイメージ化をねらっている。
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【平成27年度】

○ キーワード:「意識化・共有化」

守谷市の教職員一人ひとりが，守谷型一貫教育を「意識化」するとともに，その理

念や実践の「共有化」を図る。

○ 重点としての取組

・全中学校区で「交流教室」（Ｐ43）を実施した。

・学習指導案に「学びのプラン」の「学習スキル」（Ｐ21）を位置付けて，教科等

のねらいを達成させるための言語活動の充実に努めた。

【平成28年度】

○ キーワード:「日常化・具体化」

現状（意識化・日常化の徹底）のレベルから「日常」的高みを目指すとともに，「日

常」活動のすべてが一貫教育の「具体化」につながる状態にする。

○ 重点としての取組

・中学校区内におけるグランドデザインを一部統一化した（目指す児童生徒像，一

貫教育の重点）。

・中学校区内の小・小連携，小・中連携による授業づくりを通して，中学校区内の

教職員が相互に学び合い，指導力・授業力を高められるような「事前－本時－事

後」の流れをシステム化する（Ｐ59）。

平成29年度は，立ち上げ時の小学校１学年の児童が「中期（小中接続）」の５学年になる。

平成28年度の小・小連携，小・中連携による授業づくりのさらなる充実を図り，守谷型一貫教

育「第１期」の完成を目指す。


