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１ 各校や中学校区での「きらめきアクション」の取組 実践①

【中学１年生母校訪問】（小中一貫）

中学１年生が，出身小学校を訪問して，様々な交流活動を行う。特に，６年生との交流では，

中学校の学校生活を紹介したり，小グループで質疑応答の時間を設けたりすることで中学校入

学への期待感をふくらませることをねらう。また，交流活動を通して，中学生が自己有用感を

感じたり，小学生が身近な先輩へあこがれをもつ機会にもなっている。

【小学生の部活動体験】（小中一貫）

小学校６年生を対象に中学校の部活動見学

・体験を実施している。この体験を通して，

中学校生活への期待感をふくらませることを

ねらう。

また，中学生が小学生と交流することで，

上学年としての自覚を高めたり，自己有用感

を感じたりする機会にもなっている。

【あいさつ運動】（小中高一貫・小小連携・中中連携・地域との連携）

小学生と中学生，高校生，地域の方と一緒にあいさつ運動を実施している。一貫教育が異校

種間のつながりだけではなく，地域とのつながりをも強化する良い機会となっている。

Ⅴ-１ 守谷市保幼小中高一貫教育「きらめきプロジェクト」の実践（平成26年度）
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【文化部交流】（小中一貫・地域との連携）

中学校の文化部（吹奏楽部・美術部・科学研

究部など）による交流活動を，校区の小学校で

実施している。小学校や地域の行事への参加を

通して，日頃の活動の成果を披露するとともに，

小学校や地域との連携を深めている。

【中学生による保育園での

ボランティア活動】（保幼中連携）

中学生が地域の保育園を訪問し，ボランティ

ア活動に取り組むことが伝統になっている学区

もある。地域のために尽くすことで，中学生は

充実感や自己有用感を実感している。

【守谷高校と小・中学校の交流】（小高連携・中高連携）

守谷高校生と市内小・中学生との交流活動も活発に行われている。小学校ではキャリア教育

のための体験談やマーチングでのアドバイスを，中学校では部活動や陸上競技において専門的

な技術指導を受けている。

【Moriyaいじめ防止フォーラム】（保幼小中高一貫・地域との連携）

市内小中学校の児童生徒と守谷高校の生徒

が集い，いじめ撲滅のためのフォーラムを開

催している。平成26年度は，各校のいじめ防

止の取組の発表後，いじめを防止するための

キーワードをパネルディスカッションで協議

して，「守谷市いじめ防止スローガン」を決定

した。
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「守谷いじめ防止共同スローガン」（Ｈ26）

 Moriyaいじめ防止共同スローガン

勇気・笑顔・思いやり
ひとりひとりがつながって
明るい花を咲かせよう！

～いじめゼロ守谷～
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２ 各校や中学校区での「きらめきスキル」を身に付けさせる工夫 実践②

【「学習スキル」を年間指導計画に位置付ける】

「学習スキル」を各教科等の年間指導計画に位置付けることで，各教科等の学習活動の中で

計画的・系統的に「話す」「聞く」「書く」「読む」「調べる」ためのスキルを身に付けられる

ようにしている。

【「学習スキル」「生活スキル」の重点化と指導の振り返り】

中学校区ごとに，児童生徒の実態を踏まえ，「学習スキル」「生活スキル」の中から特に身

に付けさせたいスキルを選択することで，その指導の重点化を図っている。

教師は，スキルの指導状況について定期的に振り返りをするとともに，その結果を分析する

ことでスキル指導の改善に生かしている。
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【学習指導案への「学びのプラン」（学習・生活）の位置付け】

各教科等の学習指導案に，「学習スキル」「生活スキル」を位置付けている。本時の目標や

ねらい達成に関連するスキルを吟味するとともに，それを身に付けさせるための手立てやスキ

ル定着のための日々の取組を明らかにする。

【「家庭学習のてびき」の有効活用】

「家庭学習のてびき」を活用して，学級活動で家庭学習の仕方について学んだり，家庭と連

携して「てびき」を活用したりすることによって，家庭学習の習慣化や自主学習の充実などの

面で成果を収めている。
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３ 「乗り入れ授業」「出前授業」「合同授業」の積極的な実践 実践③

（「乗り入れ授業」の定義，「出前授業」と「乗り入れ授業」の区別化，「乗り入れ授業」の

分類については，本ガイドブックの資料編「◇ 小中間の乗り入れ授業」を参照のこと）

【中学校教師による小学校への出前授業】

本市で実施している「出前授業」では，中

１ギャップの解消や小学生の当該教科への関

心を高めることをねらい，小学校高学年を対

象に中学校教師が出向いて（出前して），専門

性を生かした指導を行っている。

【中学校教師による小学校への乗り入れ授業】

「乗り入れ授業」とは，小学校と中学校の教師のそれぞれの特長を生かした教師間交流のこ

とで，他校種の学校の授業において指導・支援を行う授業である。子ども理解力に優れている

小学校の教師と，教科の専門性に優れている中学校の教師とが，相互の乗り入れ授業を行うこ

とで，様々な教育的効果を期待できる。

〈写真左〉 分類【１－①】

Ｔ１:小学校の学級担任

Ｔ２:中学校の教科担当

〈写真下左右〉分類【１－②】

Ｔ１:小学校の学級担当

Ｔ２:中学校の教科担任

【小学校教師と中学校教師による小・中学生の合同授業】

本市では，小・中学生の合同学習において，小中の教師が協働して指導する形態の「乗り入

れ授業」も行っている。校種を越えた異年齢集団で活動することで，中学生には自身の成長を実

感させ，小学生には中学生に対するあこがれと１年後のイメージをもたせる。

また，小中の教師が協働して学習計画を立案することで，一体感をもって学区の児童生徒を育

成しようとする意識を醸成することができている。
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音楽科〈黒内小６年・大野小６年・守谷中１年〉分類【③】

道徳〈大井沢小５年・御所ケ丘小５年・松前台小５年・御所ケ丘中１年〉分類【③】

国語科〈松ケ丘小６年・けやき台中２年５名〉分類【③】
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４ 「交流教室」で小中一貫・小小連携を推進する工夫 実践④

「交流教室」とは，学区内の小学６年生を中学校に招くことで，中学校生活を終日体験でき

る本市独自の特色ある取組である。

中学校で実施されるため，中学校教師による乗り入れ授業，小小連携の学習活動，小中学生

による合同学習を容易に実践できるメリットがある。

平成27年度から，すべての中学校区で年間２～３回実施することで，特に中期接続部での小

中一貫・小小連携の推進をねらう。

５ 特別支援教育における小中一貫・小小連携の取組 実践⑤

（インクルーシブ教育システム構築）
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１ 各種交流教室・交流活動 実践①

「交流教室」とは，学区内の小学６年生を中学校へ招くことで，中学校生活を終日体験で

きる本市独自の特色ある取組である。

中学校で実施されるため，中学校教師による乗り入れ授業，小小連携の学習活動，小中学

生による合同学習を容易に実践できるメリットがある。平成27年度から，すべての中学校区

で年間２～３回実施することで，特に中期接続部での小中一貫・小小連携の推進をねらう。

(1) 交流教室

① 交流教室に係る基本的な考え方

交流教室では，各中学校区の児童生徒の実態や学校規模，学級数に応じて独自性や特

色を大切にしている。特に，交流教室では，それが単なる体験活動に終始しないよう，

以下のような基本的な考え方を踏まえ，企画・実践が行われている。

○中学校の施設・設備を活用する。

○中学校の生活時間の中で過ごす。

○中学校教師による授業時間を設定する。（小中学校教師による合同授業も含む）

○同じ校区の小学生同士の交流活動を実施する。

○活動内容については一貫教育の視点をふまえ，各中学校区の独自性や発展性を大切にする。

② 交流教室の実際

以下は,実際に行われた交流教室の活動計画である。

表１ 交流教室の流れ（時程）

Ⅴ-２ 守谷市保幼小中高一貫教育「きらめきプロジェクト」の実践（平成27年度）

時間 Ａ組 Ｂ組 Ｃ組

１校時 8:40～9:30
50分間

２校時 9:40～10:30
50分間

　体育Ａ（小小連携）
　※体育担当２名Ｔ１
　　 小学校　Ｔ２
  ※体育館使用

　音楽Ｂ（小小連携）
　※音楽担当Ｔ１
　　 小学校　Ｔ２

　英語Ｃ
　※中学校英語教諭
　　 小中ＡＬＴに依頼

３校時 10:40～11:30
50分間

　音楽Ａ（小小連携）
　※音楽担当Ｔ１
　　 小学校　Ｔ２

　英語Ｂ
　※中学校英語教諭
　　 小中ＡＬＴに依頼

　体育Ｃ（小小連携）
　※体育担当２名Ｔ１
　　 小学校　Ｔ２
  ※体育館使用

４校時 11:40～12:30
50分間

　英語Ａ
　※中学校英語教諭
　　 小中ＡＬＴに依頼

　体育Ｂ（小小連携）
　※体育担当２名Ｔ１
　　 小学校　Ｔ２
  ※体育館使用

　音楽Ｃ（小小連携）
　※音楽担当Ｔ１
　　 小学校　Ｔ２

給　食 12:30～13:15
45分間

５校時 13:30～14:20
50分間

６校時 14:40～15:30
50分間

　9:10  コミュニティールーム集合（Ａ，Ｂ，Ｃクラス毎に整列，顔合わせ）　  

　小学生同士の交流昼食の実施（小小連携）　※昼食持参
　※各学級を３つに分け，それぞれの教室にて会食を行う。

　ようこそ○○中へ　歓迎レクリエーション　（校庭）　※雨天時は体育館

　部活動見学　（生徒会役員引率で班ごとに全ての部活動を見学する）
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体育の授業場面（小小連携） 合同給食の様子（小小連携） 中学校教師による授業（英語）

③ 各中学校区の特色ある取組

ア 中学校教師による授業

【体育の授業（守谷中学校区）】

中学校ならではの武道（剣道）を体験することで，小

学生は異校種を実感する。中学校の学びに対する期待感

や，学習に対する意欲を高めることができる。

【小中合同音楽の授業（愛宕中学校区）】

中学校の校歌を練習することにより，新入生は入学式

から自信をもって校歌を歌い，連帯感をもって中学校生

活をスタートする。小小連携による仲間意識や中学校へ

の所属感を高めることができる。

【小中合同音楽の授業（守谷中学校区）】

小中学生が同じ課題に取り組む合同学習を行ってい

る。中学生が小学生をリードすることで協働性が高まり，

大きな学習効果を生んでいる。小中学生ともに自己有用

感や達成感を実感することができる。

「オペレッタ『ダイダラ坊』を演奏しよう」

イ 小中交流活動

【小中合同レクリエーション（守谷中学校区）】

小中学生が互いに協力し合うレクリエーション（ムカ

デ競走）をとおして，小学生は同学年の仲間のつながり

や中学生の思いやりの気持ちを実感する。円滑な中学校

生活のスタートをいざなう取組である。

【構成的グループエンカウンター（御所ケ丘中学校区）】

円滑な人間関係の構築を目指し，構成的グループエン

カウンターを小中学生が一緒に行う。小学生が中学生に

安心して関わりをもつきっかけとして大変有効である。

中学生にとっても身近な先輩としての自覚をもつ良い機

会となっている。
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【中学生との座談会（けやき台中学校区）】

タブレットを使いながら中学校生活の様子を小学生

に説明し，小学生も疑問点を質問する。小学生は，座

談会をとおして中学校生活へのあこがれをもつととも

に，中学生は小学生の願いや不安を理解する良い機会

となっている。

ウ 成 果

・「入学が楽しみになった」「早く中学校に行きたい」等の声が聞こえ，中学校生活に

対する期待感を育むことができた。

・中学校生活を身近に感じることができた。また，中学生との関わりに安心感をもつ

ことができた。

・中学生は，小学生との関わりをとおして自己の成長を自覚し，先輩としての意識を

高めることができた。

(2) 道徳教育での交流

道徳性を養うためには，道徳の時間における計画性や系統性が重要である。守谷市一

貫教育では各中学校区で道徳教育計画を策定し，小小交流，小中交流を取り入れ，児童

生徒が発達段階に応じて道徳的価値を多面的に捉えたり，道徳的価値の自覚を深めたり

している。以下は，実践を進める上での基本的な考えである。

○中学校区道徳教育計画を活用した道徳授業の実践（中学校区での重点内容項目の確認）

○道徳の時間の「特質」をふまえた授業づくり （ねらいを明確にした授業づくり）

○道徳教育推進委員会を中心とした中学校区道徳研修の実施

（同一教材での授業づくり，相互授業参観）

【中学校区での道徳授教育（けやき台中学校区）】

① 主な内容

・同一資料・同一内容項目による授業をとおして，

道徳的価値の自覚を深め，自己の生き方について

考えることを目指す。

※小中共通教材

「オトちゃんルールはあたり前のルール」

中学校資料

「アフリカの少年」を使用

・ハートの木（学んだこと，気付いたことをカード

に記入し，可視化したもの）を作成することで， 「思いやり・ハートの木」交流

児童生徒同士の心の交流を深める。

《児童の感想》

校内を見学して中学生の先輩たちはスゴイ集中力で熱心に授業を受けていて，その姿を

みて尊敬しました。また，（中学） 2 年生の先輩たちが中学校について優しくていねいに教え

てくれたので，中学校へ行くのが楽しみになりました。
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② 成 果

・小中が連携した道徳の授業の実践を通して，児童生徒は多面的に「思いやり」につい

て考え，道徳的価値の自覚を深めることができた。

【保幼小中高での道徳教育】

守谷市一貫教育における異校種間交流の意義や学びの連続性については先述したとお

りである。小学校教師が中学校だけでなく幼稚園と高校で「乗り入れ授業」を行うとい

う平成27年度の実践は，「保幼小接続」「小中高接続」への新たな可能性を示したものと

いえる。

① 幼稚園での実践

・題材：「ヒキガエルとロバ」（共通題材）

・対象：ひばり幼稚園（年長）

・方法：ロールプレイングをとおして場面整理を行い，

内容理解を図る。また，園児のつぶやきを拾

いながら意見交換を行う。

ひばり幼稚園での実践

② 高校での実践

・題材：「ヒキガエルとロバ」（共通題材）

「ジロジロ見ないで」（追加資料）

・対象：守谷高校（１年生）

・方法：「ヒキガエルとロバ」に，実在の人物をモデル

にした教材「ジロジロ見ないで」を加え，海

綿状血管腫病患者に対する差別の話し合う場

面を設定して意見交換を行う。

守谷高校での実践

③ 成 果

・保幼小中高のいずれにおいても，生命尊重の意識が高まった。

・指導者側が，校種の垣根を越え，一貫教育を意識した道徳実践の在り方について協議

することができた。

(3) 算数・数学「学びの広場」への協力

夏休みに中学生の有志が小学校を訪問し，小学校（４年生，５年生が対象）の「学び

の広場」にミニティチャーとして参加する。小学生は中学生に気軽に質問することがで

《児童の感想》

思いやりの心とは，相手が辛そうだから助けるとかではなく，たちえ今つらくても将来やみら

いに活かすことのできる経験をさせることなのだなと思いました。また，相手がどうしてほしいの

かを考えながら行動することがお互いを尊重することだと思います。

《生徒の感想》

「オトちゃんルール・・・」の授業とは違った視点で思いやりについて考えることができた。思いや

りは直接相手を支える思いやりもあるが，あえて見守る思いやりもあるのだと思った。思いやりと

は，「お互いに大切にする（尊重する）こと」なのではないか。
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き，中学生を身近に感じることができる。また，平成27年度から中学校でも「学びの広

場」を開始し，小学校教師が支援を行っている。

① 主な内容

・中学生の小学校への学習ボランティア（Ｈ27愛宕中学校区では37名の中学生が協力）

・小学校教員の中学校「学びの広場」への協力

② 成 果

・中学生の優しい態度と分かりやすい説明により，

小学生が意欲的に学習することができた。

・中学生は，説明することの難しさや説明が伝わ

ったときの喜びを実感することができ，自己有

用感や達成感を育む機会になった。

・教師（小学校担任）は，個別支援を充実させる

ことができた。 「学びの広場」での学習

(4) 保幼小交流活動

守谷市一貫教育では，幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を図るために保幼小交

流活動をとおして「三つの自立（学びの自立・生活上の自立・精神的な自立）」の具現

化を目指している。また，保幼小連絡会議・保幼小連絡協議会では，保幼の担当者と小

学校低学年担当教師と「学びのプラン」のスキル定着に向け共通理解を図っている。

〈郷州小学校・みずき野幼稚園の交流〉

① 主な内容

・５年生児童と幼稚園児によるハロウィンの飾り作り及びハロウィンパレードでの交流

・ゲームや遊びを中心としたふれあい交流会の開催

・小学校に幼稚園年長児を招いての学校見学会の実施

・保幼小連絡会議(職員間の交流)の開催

ハロウィンの飾り作り ふれあい交流会 保幼小連絡会議

② 成 果

・幼稚園児とのふれ合いをとおして，小学生は，相手を思いやる気持ち（園児と話すと

きの目線の合わせかた，優しい言葉遣い等）を育むことができた。

・小学校５年生と幼稚園年長児の交流を計画的に実施していくことは，次年度の小学校

１年生，６年生という関係づくりに有効であった。

・保幼小連絡会議・保幼小連絡協議会での職員の交流は，園児，児童理解という点にお

いても有効であった。
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２ 乗り入れ授業 実践②

「乗り入れ授業」とは，小学校と中学校のそれぞれの特徴を生かした教師間交流のことで，

他校種の学校の授業において指導・支援を行う授業である。子ども理解力に優れている小学

校の教師と，教科の専門性に優れている中学校教師とが，相互の乗り入れ授業を行うことで，

以下の様な教育的効果を期待できる。

（「出前授業」と「乗り入れ授 業の区別化」，「乗り入れ授業」の分類については，本ガイ

ドブック の資料編「◇小中間の乗り入れ授業」を参照のこと）

○児童生徒の不安感の軽減によるいわゆる小1プロブレム，中1ギャップの解消

○教員の多幸種に対する理解増進

○授業改善

○児童生徒の一体感の醸成

○小学校教師と中学校教師の一体感の醸成

(1) 中学校教員による小学校への乗り入れ授業

（けやき台中学校・高野小学校）

「乗り入れ授業」実施までの計画立案，学校間の日程調整，授業内容の検討などは，

一貫教育コーディネーターや教務主任が中心となり話し合いを進め，実践している。

① 主な内容

・県芸術祭出品のための作品づくりに合わせた

図工授業（２回実施）

・机のデッサンをもとに線描の指導（１回目）

・彩色の際の効果的な表現を出すための具体的

指導（２回目）

② 成 果

・視点の置き方や絵の具の使い方などを工夫す

ることで，より効果的な表現が可能になるこ

とを児童は実感でき，他の学習においても生

かすことができた。

・中学校教師からの分かりやすく，一人一人に

応じたきめ細かな指導助言により，児童は意

欲的に活動することができた。 中学校教師による指導（上・下）

(2) 小学校教員による小中学生合同学習 （御所ケ丘中学校・大井沢小学校）

９年間の学びの系統性を重視し，「乗り入れ授業」を行っている。

（ここでは絵画学習をとおした図工・美術の系統性）

① 主な内容

・水彩における質感の表し方

・水彩における光と陰の表し方

・混色を活用したグラディーションの方法

※「フェルメール作『「レースを編む女』を利用」

小学校教師による指導
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② 成 果

・児童生徒は，名画の中にある魅力を知るとともに，

効果的な表現方法を活用しようとする意識が高ま

った。

・児童生徒は，共同的な学びを通して，自己の表現

力を高めることができた。

・教師は，系統的な指導の必要性と授業改善のため

のアイデアを得ることができた。

名画活用場面

３ 市フォーラム的活動 実践③

守谷市では，市独自のフォーラムを開催している。どれもが「小小連携」「小中連携」「小

中高連携」等の異校種間交流が含まれていることが特色であり，フォーラム自体が人間形

成にとって大切な「学びの場」になっている。守谷市「きらめきプロジェクト」における

「学習スキル」の定着や思考力・判断力・表現力の育成としての側面だけでなく，新しい時

代をたくましく生きぬく人材育成にとっても非常に効果的である。

(1) Ｍｏｒｉｙａ いじめ防止フォーラム

市内小中学校の児童生徒と守谷高校の生徒が，いじめ撲滅のためのフォーラムを開催

している。平成26年度は，各校のいじめ防止の取組の発表後，いじめを防止するための

キーワードをパネルディスカッションで協議して，「守谷市いじめ防止共同スローガン」

を決定した。平成27年度は，そのスローガンを具体的に行動化するための「思いやり宣

言」を採択した。参加者も保育所（園），幼稚園に広げている。

① Moriya いじめ防止フォーラムの目的

○各学校の代表者（生徒会役員等）が集い，いじめ防止・いじめ撲滅に向けた協議を

とおして，「いじめ防止」に対する意識化・共有化を図る。

○「Moriyaいじめ防止共同スローガン」「思いやり宣言」を市内外に向けて発信する

ことで，児童生徒自身に「いじめは絶対に許さない，あってはならない」という強

い意志を持たせる。

○将来にわたって「いじめ防止」の取組を継続していく契機とする。

② Moriya いじめ防止フォーラムまでの活動

月　日 担　当 内　　　　　　　　容

4/21 市一貫教育企画部会 今年度の方向性についての協議を行い，具体案作成への計画を立てる。

5月中旬 市教頭会・市教務主任会 今年度の方向性・計画等を市内全小中学校に周知する。

6月初旬 事務局 事務局原案を作成。関係諸機関と連携し，計画案を作成する。

6/12 実行委員会 フォーラムの流れ（リハーサル，当日），資料の確認をする。

6月中旬 事務局 守谷高校，市教委への協力依頼と内容説明を行う。

6/29 市一貫教育企画部会 進捗状況の確認と懸案事項についての検討を行う。

7月下旬 事務局 会場確認と発表で使用するプレゼン資料の編集を行う。

8/19 実行委員会 小中高の児童生徒参加のもと，事前打合せとリハーサルを行う。

8/25 事務局，教頭会 会場最終確認と視聴覚機器の確認を行う。
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③ 成 果

・守谷高校の生徒の見事なリードで児童生徒が主体的にフォーラムを行い，活発な協議

をとおしていじめ防止について意識を高めることができた。特に，平成 27 年度は，

ＳＮＳに係るトラブルやマナー等について考え，自分たちの手で「思いやり宣言」を

採択したことには，大きな意義があった。

発表（小学校）

「守谷いじめぼうし共同スローガン」（Ｈ26）

【思いやり宣言】第2回Moriyaいじめ防止フォーラム

○ネット上のコミュニケーションでは，見えない相手だ 取組発表（中学校）

からこそ自分が発信することに責任をもちます。

○ネットを使うときのルールや約束を家族や相手と決め

ます。利用時間や終わる時間を必ず決めます。

○大切なことは直接会って，話したり，コミュニケーシ

ョンをとったりします。

「思いやり宣言」（Ｈ27） 高校生による司会進行

・フォーラム後，採択された「思いやり宣言」を受け，各校が独自にいじめ防止を目的

とした集会等を開催し，いじめゼロに向けた取組に発展していった。

(2) Interactive Forum （守谷市大会）

① 内 容

インタラクティブフォーラムとは茨城県推奨されている英語を用いた「双方向対話型

フォーラム」である。対象は中学２，３年生であり，市大会の成績上位者は県南大会へ

出場する。（県大会が最も上位）守谷市では，毎年２～３の小学校６年生が，インタラ

クティブフォーラムの決勝ラウンドを参観している。また，会場に来ている小中学生参

加者とALTで，インタラクティブフォーラムエキシビションを行っている。小学６年生

が，インタラクティブフォーラムを参観したり，エキシビションとして参加したりする

ことは，守谷市独自の取組である。

中学生Interactive Forumの様子 小中学生エキシビション

Moriyaいじめ防止共同スローガン

勇気・笑顔・思いやり
ひとりひとりがつながって
明るい花を咲かせよう！

～いじめゼロ守谷～



―　51　―
- 50 -

② 成 果

・守谷市外国語教育における達成目標（ゴール）の具体的な姿を共有することができた。

・参加した児童からは，「中学生の様に英語を話せるようになりたい」という声が多く

聞かれ，英語教育に対する意欲が向上した。

(3) Moriya English Day

守谷市はグローバル化に対応した人材育成を目指し，外国語教育に力を入れている。

平成13年から市内小中学校13校に一人ずつＡＬＴ（外国語指導助手）を配置し，平成23

年度からは文科省の教育課程特例校の指定を受け，小学校全ての学年で英語活動

・外国語活動を実施している。Moriya English Dayは守谷市における外国語教育の

成果を具現化する一つの発表の場であり，守谷市独自の取組である。

① 目 的

○守谷市外国語教育の目標具現化に向け，小中学校共に学習の成果発表を行う。

○次年度のインタラクティブフォーラムに向け，生徒の意識高揚を図る。

○小中学生による交流活動をとおして，小中外国語教育接続の一助とする。

② 内容及び日程

・小学校：小学校英語活動・外国語活動の成果を生かし，英語でパフォーマンスを行う。

・中学校：中学１年生，中学２年生を対象として，インタラクティブフォーラムを行う。

Moriya English Day 時程

Interactive 小学生 Interactive

Forum Performance Forum(代表者)

小中Ｃ・Ａ

入口 (10分) （10分）

8:30 8:45 9:00 9:10 10:20 10:30 11:30 11:55

小学生パフォーマンスの様子 中学生Interactive Forum

③ 成 果

・小学校パフォーマンスでは，各校の小学生が英語で寸劇をしたり学校紹介をしたりと

工夫を凝らし，英語を「教科」としてではなく「言語」として活用することができた。

・中学校のインタラクティブフォーラムでは，英語で自分自身の経験を伝えたり，互い

に質問し合ったりと，千変万化する対話の中でしっかりと自己表現をすることができ

た。

・English Dayへの参加をとおして，児童生徒の外国語教育に対する意欲が向上した。

受

付

閉
会
式

準

備

休

憩

閉
会
式
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４ 部活動体験・部活動交流 実践④

小学校６年生を対象に中学校の部活動見学・体験を実施している。この体験をとおして，

中学校生活への期待感をふくらませることをねらう。また，守谷高校生と市内小・中学生と

の交流活動も活発に行われている。小学校では陸上競技でのアドバイスを，中学校では部活

動において専門的な技術指導を受けている。

(1) 中学生・高校生との体験型交流（御所ケ丘小学校）

① 主な内容

・守谷高校の吹奏楽部顧問を招いての鼓笛の指導

・守谷高校生による金管楽器指導への協力

・御所ケ丘中吹奏楽部を招いてのコンサートの実施

② 成 果

・専門的知識を有する高校教員を活用したことで，

連携が深まり，小学生の鼓笛の技術が向上した。

・高校生が小学生に金管楽器の個別指導を実施した 守谷高教員による鼓笛指導

ことで，小学生と高校生が交流を深めた。

・御所ケ丘中吹奏楽部を招いてのコンサートでは，楽器体験を通して，小学生が音楽の楽し

さを知り，９年間の連続した学びにつながった。

(2) 小学生による部活動体験（けやき台中学校区）

① 主な内容

・各部への部活動体験

開催日：11月 13日（県民の日）

※午前の部，午後の部の２部構成で実施

※小学生が参加できる特別メニューでの活動

② 成 果

・中学生と一緒の活動を通して，中学校生活や

先輩後輩という人間関係に対する不安の解消 運動部体験活動

につながった。

・中学校入学前に，各部の特色や部活動の練習内容を知ることで，入学後の部活動決定

に係る不安が解消された。

(3) 中学生，高校生の合同練習会（守谷中学校）

① 主な内容

・守谷高校剣道部顧問による実技指導

・高校生による中学生へのマンツーマン指導（稽古）

・高校生の部活動中のあいさつ，用具の準備等の見学

〈児童の感想〉

たくさんの先輩に優しく指導してもらえたのでよかったです。部活動体験を通して中学校へ入

学するのが楽しみになりました。
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② 成 果

・高校生の主体的に判断して動く姿を見ることにより，

中学生の精神面での成長が見られた。

・高校顧問から部活動に対する心構えの話を聞いたこ

とは，中学生の意識向上につながった。

・全国強豪校との練習により，中学生が高い目標をもっ

て大会，練習に臨むことができた。

高校顧問から話を聞く場面 高校生との合同練習（稽古）

(4) 小学生，高校生の陸上競技練習（平成27年度 松前台小学校）

① 主な内容

・基本的な体づくりに関する指導

・専門的な見地からの陸上競技に関する技術的なアド

バイス

・高校生との合同トレーニング，競技

② 成 果

・種目ごとの練習では，高校生の一人一人に寄り添いながらの優しく，分かりやすくア

ドバイスが，児童にとっての励みとなり，意欲的な取組につながった。

・高校生が一緒に競技したり，模範演技を見せてくれたりすることで，児童も「自分も

やってみたい」という意識を高めることができ，記録の伸長にも大変有効だった。

高校生の技術指導

５ 地域教育力の活用 実践⑤

地域全体で子どもを育むという観点から，校区の保護者や地域の人たちをゲストティ

チャーとして招くなど，地域人材を活かした教育活動を行う。普段の授業とは違う学習

をとおして，社会の中でたくましく生きる力を育んでいる。一貫教育が異校種間のつな

がりだけでなく，地域とのつながりも強化する良い機会となっている。
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(1) 米づくり体験活動（大野小学校）

４年生を中心に全学年が１年間をとおした米づくり体験学習を行っている。体験学

習により地域の方との交流が深まっている。また，児童にとっては環境についての学習

になると同時に食について関心を高める機会となっている。

① 主な内容

・５月・・・・種まき，代かき，田んぼリレー，田植え

・７，８月・・除草

・９月・・・・観察

・10月・・・・稲刈り，おだかけ，脱穀，もみすり

・11月・・・・収穫祭

※大野小協力の会，保護者，ＰＴＡ役員，地域の方々，

大野地区田園環境保全活動組織（ＥＰＯＰ）等が協力

② 成 果

・地域の人々とともに，米作りを体験することで，土に親しみながら稲作りについて学

ぶことができ，食の大切さに気付くことができた。

・米づくり体験をとおして，地域とのつながりを深め，地域の方との幅広い関係をつく

ることが，学校の教育活動に対する協力体制を強化することにつながった。

田植え 稲刈り

(2) 各種体験活動（黒内小学校「黒内まつり」）

守谷市在住の方，県立自然博物館，県立歴史館，産業総合研究所，東部ガス等，多岐

にわたる機関の方を講師として招き，各種の体験活動を行っている。

① 目的と主な内容

ア 目 的

親子参加型の体験活動をとおして児童の興味・関心を広げるとともに，地域・家庭

教育力向上の一助とする。

イ 内 容

地域人材や外部の公的研究機関，地域企業など，芸術，自然科学等，様々な分野の

専門家による体験活動

※毎年11月に実施，平成27年度は19ブースを設置

② 成 果

・親子参加型体験活動をとおして，地域の方々との交流に加え，親子の交流を深める機

会となった。

・様々な分野の専門家による体験活動が貴重な「学びの場」となり，児童の知的好奇心

を高めるとともに，主体的，積極的な取組が見られた。
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凧づくり プラスチック板を用いた工作

(3) 保護者，地域の方々による読み聞かせ（松前台小学校）

読み聞かせ団体「どんどこどん」，保護者，地域

の方々の協力を得て，全学年全学級で月１回の読み

聞かせ活動を行っている。

① 主な活動内容

・月に１回（第２木曜日）の８時15分から８時30分，

各学級に本や紙芝居の読み聞かせを実施している。

・守谷市中央図書館の紹介で外部講師を３回招き，

保護者や地域の方々を対象とした読み聞かせ講座

も開催している。 保護者による読み聞かせ

② 成 果

・読み聞かせ活動を重ねることで，児童の読書に対する興・味関が高まり，図書室を利

用する児童が増え，借りる本の種類の幅が広がった。

・１年生から３年生対象の校内読書賞，４年生から６年生対象の「みんなにすすめたい

１冊の本推進事業」受賞者が着実に増えた。（平成27年度）

６ あいさつ運動 実践⑥

異校種間の児童生徒が一緒に朝のあいさつ運動を実施する。地域ぐるみであいさつ運動

を推進することで，地域とつながり，豊かな人間性を育んでいる。

(1) 「いばらき教育の日」一斉キャンペーン（守谷市小中高合同あいさつ運動）

守谷市では，県事業「いばらき教育の日」

一斉キャンペーンの一環として「守谷市小

中高合同あいさつ運動」を行っている。ま

た，このあいさつ運動には，地域事業所，

市民団体も加わっており，地域交流の場に

もなっている。

① 開催時期と場所 参加者全体写真（守谷駅）

ア 開催時期

毎年の11月13日（県民の日）

イ 実施場所（３箇所）

・守谷駅（守谷中・けやき台中・大野小・守谷小・黒内小・松ケ丘小・守谷高校）

・南守谷駅（愛宕中・高野小・郷州小）

・新守谷駅（御所ケ丘中、大井沢小、御所ケ丘小、松前台小）
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守谷駅でのあいさつ運動 南守谷駅でのあいさつ運動 新守谷駅でのあいさつ運動

② 成 果

・県事業とタイアップすることにより，異校種間の交流だけでなく，地域交流としても

大変有意義であった。

今朝ほど守谷駅で元気にあいさつをしてくれる中学生がたくさんいました。あいさ

つ運動ということですが，麻からとても元気をもらいました。やらされている感じで

はなく，本当に笑顔と「今日も頑張って下さい」の言葉に，守谷に暮らしていること

が誇らしいような気持ちになりました。 〈地域の方から（Ｈ２５）〉

(2) 小中合同あいさつ運動

① 内 容

各中学校区では，校区の小中学校が，朝 20 分間程度合同であいさつ運動を実施してい

る。中学生数人が，それぞれの母校に出向き，正門付近や通学路の途中で登校してくる

小学生にあいさつを行っている。

② 成 果

・中学生からあいさつをされることによって，小学生もあいさつの大切さに気付き，自

ら進んであいさつをしようとする意欲が高まった。

・中学生が母校に来ることで，小学生は中学生を身近に感じることができた。あいさつ

だけでなく，両者がコミュニケーションを図ることができ，児童生徒間のつながりが

より深まった。

けやき台中学校区 高野小学校でのあいさつ運動

《生徒の感想》

あいさつキャンペーンは，私たちが大切なことを学ぶ良い機会になったと思います。だから，

このキャンペーンは続けてほしいです。「おはようございます」のたった一言だけど，とても温かく

感じております。あいさつキャンペーンの時だけでなく，進んであいさつをしてくれる人が増えて

欲しいです。
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１ 中学校区グランドデザインの一部統一化 実践①

「守谷型」一貫教育における小中一貫は「小中一貫型小・中学校型」で行っている（Ｐ４）。

施設分離型において一貫教育を着実に推進するためには，各中学校区において，目指す児童生

徒像を共有化したり一貫教育の重点を焦点化したりすることが重要である。

守谷市校長会と教頭会では，平成27年度から中学校区グランドデザインの一部統一化につい

て協議を重ね，平成28年度からのそれを決定した。

一部統一化を図った内容は次のとおりである。

○ 中学校区で目指す児童生徒像

○ 平成28年度の中学校区の一貫教育重点目標

２ 指導力向上・学力向上のための授業改善のシステム化 実践②

(1) 「守谷型」一貫教育の目的を市内全職員で再確認する

平成27年度までの実践で，「守谷型」一貫教育の理念が浸透し交流活動が充実してきたこと

を受け，平成28年度においては「守谷市で一貫教育を行う背景」（Ｐ２）のなかの，特に「教

職員の指導力の向上」に係る取組の重点化を図ることにした。

「１」で述べたように，平成28年度は中学校区グランドデザインの一部統一化に伴い，校区

の実態・課題を踏まえた身に付けさせたい力が明らかになった。中学校区内の小・小や小・中

が連携して協働的な授業づくりを行い，教職員が相互に学び合いながら「指導力の向上」に努

めることはグランドデザインの一部統一化に伴う必然といえる。

「平成28年度 第１回 守谷市が進める一貫教育に関する研修会」（平成28年８月２日実施）

において，市内の全教職員で確認したのは一貫教育に係る次の考え方である。

小・中学校関係者は，全員が義務教育にかかわる教職員であり，15歳の学力に責任をも

Ⅴ-３ 守谷市保幼小中高一貫教育「きらめきプロジェクト」の実践（平成28年度）
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つという意識を強くもち，小・中間で「リセット」させるのではなく，独自性と連続性を

踏まえた一貫性のある教育に取り組む必要があるのです。

一貫教育とは，教師の指導力を高め，わかる授業を実現し，子どもが授業に向き合い，

その学力を向上させる取組です。

すなわち反対か賛成かというレベルではなく，やらなければならない取組です。

（京都産業大学教授 西川 信廣 氏）

(2) 小小連携・小中連携による授業づくりの提案 －計画訪問の改善－

小小連携・小中連携による協働的な授業づくりを日常化させるための方策として，市教育委

員会による計画訪問の在り方を見直した。

これまで３・４校時に行っていた授業公開時間を２・３・４校時に拡大し，４校時を中学校

区内の小小・小中が協働立案した授業を提案する時間とした。授業は中学校区内を始め市内全

校を対象に公開するとともに，研究協議には中学校区の教職員も参加する。計画訪問を中学校

区における本格的な授業改善の場とするための取組である。

（注）上記図中の「ＧＤ」とは「グランドデザイン」の略称。
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(3) 小小連携・小中連携による授業づくりの実際

守谷市内の各中学校区においては，試行錯誤をしながら，小小連携・小中連携による協働的

な授業づくりに積極的に取り組んでいる。

以下は平成28年度の１学期の計画訪問において提案された，小小・小中が協働立案した授業

の一部である。

小６家庭科への中学家庭科教師の乗り入れ 中２理科への小学校理科専科の乗り入れ

－専門的説明と学習の系統の意識化－ －「学び合い」における思考を促す助言－

小６体育への中学校体育科教師の乗り入れ 小６社会への中学校社会科教師の乗り入れ

－協働的な単元づくりによる指導法の広がり－ －歴史を中学生の見方で考える－

(4) 「事前研修－当日－事後研修」サイクルのシステム化

提案授業を軸とした事前・事後研修が，授

業改善に有効であることは言うまでもない。

「守谷型」一貫教育では，この授業改善サ

イクルを自校だけでなく中学校区内や守谷市

全体に広げる。それは，質の高い授業づくり

の「日常化」により，児童生徒の学力向上を

「具体化」させる取組である。

「事前研修－当日－事後研修」サイクルの

各段階においては，次のようなことに留意し

ている。

【事前研修】

□中学校区内の課題の分析 □計画訪問のねらいの確認

□提案授業の教科・単元・授業者の決定 □指導案の検討（中学校区内の小・中との協働）

□提案のポイントを参観者へ事前周知
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【当日】

□ 提案のポイントが明確な授業の公開

□ 視点（提案のポイント）を明確にもった授業参観

□ 研究協議（中学校区内の小・中との協働）における成果と課題の共有化

【事後研修】

□ 授業者の振り返り □ 自校推進委員会等での振り返り

□ 校区内での振り返りや校区内への周知（成果の「見える化」による一般化）

次の「事前研修－当日－事後研修」サイクルへのつながりと連続性
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ここまで述べてきたように，「きらめきプロジェクト」の推進に向けて，様々なプラン，指

導計画，手引きなどが作成されている。

「きらめきプロジェクト」を推進し，「守谷の子供を育む」ためには，身に付けさせたい力

との関連で，目的に応じてプラン，指導計画，手引きなどを活用することが重要である。ここ

では，「きらめきスキル」との関連で施策を整理する。

表４ 「きらめきプロジェクト」の施策と「きらめきスキル」との関連

きらめきスキル 施策（プラン・指導計画・手引き等） 作成主体

生涯にわたって ・学びのプラン（学習） ・教頭会

学び続ける力 ・家庭学習のてびき ・教務主任会

・守谷市小中一貫教育国語科プラン「言 ・市教研国語教育研究部会

葉の力」

ともによりよく ・学びのプラン（生活） ・市教研生徒指導部会

生きる力 ・「守谷しぐさ」手引き書 ・守谷しぐさ推進委員会

・中学校区道徳教育計画 ・道徳教育推進委員会

・保幼小中一貫教育支援シート ・校長会

英語で ・守谷市小中一貫外国語教育指導計画 ・外国語活動推進委員

話せる力

情報を ・守谷市小中一貫情報教育指導計画 ・情報教育推進委員

活用できる力

上記以外で「きらめきプロジェクト」全体に関わるものは次のとおりである。

ねらい 施策（プラン・指導計画・手引き等） 作成主体

「きらめきプロジェクト」の理 ・守谷市の学校教育 ・一貫教育推進委員会企画部

解・啓発

「きらめきプロジェクト」推進 ・教師用手引き ・一貫教育推進委員会企画部

のための研修資料

（平成27年８月現在，作成中のものも含む）

Ⅵ 守谷市保幼小中高一貫教育「きらめきプロジェクト」に係る施策一覧


