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◇ 一貫教育全体に係る用語

小中連携教育 と 小中一貫教育

【小中一貫教育連絡協議会による定義】

小中連携教育
小・中学校それぞれの教育活動を充実させるための連携活動の取組のこと。

小中一貫教育
義務教育９年間という観点に基づいた教育活動や交流活動の取組のこと。

【文部科学省「小中一貫教育等についての実態調査」(平26)による定義】

小中連携教育
小・中学校が，互いに情報交換や交流を行うことを通じて，小学校教育から中学校

教育への円滑な接続を目指す様々な教育

小中一貫教育
小中連携教育のうち，小・中学校が目指す子供像を共有し，９年間を通じた教育課

程を編成し，系統的な教育を目指す教育

保幼小中高一貫教育
守谷市では，「小中一貫教育」に「保幼小接続」と「中高接続」を加え，「保幼小中

高一貫教育」を目指しています。

設置者の異なる幼稚園・保育所や，高校との一貫教育は容易ではありません。しかし，

守谷市では，「設置者の異なる保幼や県立高校との一貫は困難」として，その可能性を

自ら制限する立場は取っていません。従前の定義（既成概念としての「一貫教育」）を

考慮しつつ，本市の伝統である保幼小連携，小中連携，中高連携の取組を，系統性・一

貫性の視点から整理し直し，本市独自の「保幼小中高一貫教育」を目指しています。

「守谷の子供を育む」という視点では，設置者にとらわれず，一貫教育につながるあ

らゆる手立てを熟考し試行します。本市で目指す「保幼小中高一貫教育」は，そうした

取組とその改善の過程そのものであり，向上的な変容を常に伴うものになります。

◇ 守谷市の学校教育に係る用語

守谷市学校教育プラン
守谷市では，学習指導要領の趣旨を受け，学校・家庭・地域が連携し，すべての子ど

もたちに「新しい時代をたくましく生き抜く力」の育成を図るため，５つの「守谷市学

校教育プラン」を策定しています。

・ステップアッププラン〔確かな学力の育成〕

・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〕

・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〕

・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〕

・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〕

※ 各プランの具体的内容については，パンフレット『守谷市の学校教育』中の「学校教育プラン」

の頁を参照のこと

守谷市においては，これら５つのプランを踏まえて，９年間を見通した一貫教育を推

進します。

「守谷市保幼小中高一貫教育」用語集
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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」を策定しています。

・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」「学校」での関わり方』

・『子育てワンポイント情報』相談機関の連絡先等

※ プランの具体的内容については，守谷市ＨＰ「トップページ→くらし→教育→指導室→エンゼ

ルサポートプラン（子育て年表）」を参照のこと

守谷市においては，エンゼルサポートプランを踏まえて，９年間を見通した一貫教育

を推進します。

きらめきプロジェクト
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。

◇ 「きらめきプロジェクト」に係る用語

前期・中期・後期
守谷市の保幼小中高一貫教育の教育課程における指導区分のことです。

児童生徒の発達上の段差や課題を踏まえ，次のように３つの指導区分で学習指導，生

徒指導をくくっています。

・前期（小学校１年～４年） :保幼小接続

保育所（園），幼稚園から小学校への円滑な接続に努め，小１プロブレムをなく

すとともに，学習における基礎・基本の確実な習得と基本的生活習慣の確立を目指す。

・中期（小学校５年～中学校１年）:小中接続

小中学校の円滑な接続に努め，中１ギャップをなくすとともに，学力の向上及び

社会性・規範意識の高揚を目指す。

・後期（中学校２年・３年） :中高接続

９年間の総まとめとして個性と能力を伸ばし，自己実現力を高めることを目指す。

守谷の子どもに付けたい力「きらめきスキル」
守谷市の保幼小中高一貫教育で目指す，身に付けさせたい４つの力のことです。

１ 学び続ける力

「学びのプラン（学習）」に示された「学びの心得」，「学習スキル」，「家庭学習」

の習慣のこと。

２ よりよく生きる力

「学びのプラン（生活）」に示された「基本的な生活習慣」，「守谷しぐさ」を始

めとする「生活の心得」や「家庭生活」の習慣のこと。

３ 英語で話せる力

「守谷市小中一貫英語教育指導計画」に示された「９年間の英語教育で目指す

コミュニケーション能力，５つのポイント」の総称で，いわゆる「英語で話せる力」

のこと。

４ 情報を活用できる力

「守谷市小中一貫情報教育指導計画」に示された「スキルに関する目標」，「モ

ラルに関する目標」を合わせた力のこと。
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守谷の子どもが取り組む活動「きらめきアクション」
守谷市の保幼小中高一貫教育で取り組む，児童生徒や教職員間での交流活動のことで

す。各中学校区の実態に応じて，特色ある取組を展開することが大切です。

パンフレット『守谷市の学校教育』中の「守谷の子どもが取り組む活動」の頁では，

８つの活動が例示されています。

１ 中学１年生母校訪問

２ 中学生による小学校「学びの広場」協力

３ 小学校６年生を対象にした部活動見学・体験

４ あいさつ運動の推進

５ 出前授業・乗り入れ授業

６ 文化部交流

７ 地域教育力の活用

８ 小中作品交流

守谷市小中一貫教育 学びのプラン
守谷市の保幼小中高一貫教育の核になるプランで，小中９年間を見通した学習スキル

や基本的生活習慣が系統的に示されています。

「学びのプラン（学習）」と「学びのプラン（生活）」の２つのプランで構成されて

います。

◇ 学びのプラン（学習）

・学びの心得…学習の構え

・学習スキル…話す・聞く・書く・読む・調べる

・家庭学習

◇ 学びのプラン（生活）

・生活の心得…基本的な生活習慣・けじめのある生活・あいさつ 思いやり・

勤労奉仕・健康安全・守谷しぐさ

・家庭生活 …家庭の関わり

学習 生活

守谷しぐさ
「守谷しぐさ」とは，市内各校において以前より指導してきた，相手を思いやり，気

遣う行動（しぐさ）のことです。「守谷市学校教育プラン」の「ハートフォーヒューマ

ンプラン」や，「守谷市小中一貫教育 学びのプラン（生活）」の「生活スキル」にも

位置付けられています。

「あじみそ運動」，「目は心の窓」，「訪問マナー」，「あったか言葉」など，23のしぐ

さがあります。
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家庭学習の手引き・自主学習
守谷市の保幼小中高一貫教育の家庭学習に係る手引きで，小中９年間を見通した家庭

学習の取組について，保護者や児童生徒を対象に作成した冊子です。

本手引きは，「小学校版」と「中学校版」から構成され，発達段階に応じた家庭学習

の内容や方法，特に「中期」（小学校５年～中学校１年）以降は教科ごとに具体的な取

組が明記されています。

守谷市では，宿題以外の「自主学習」（注）を重視し，学年が上がるにつれてその割合

を増やすことを推奨しています。

（注）自主学習とは，与えられたことをするのではなく，自分から自分のために内容を考え工夫して行う学習

守谷市の英語活動・外国語活動
守谷市の小学校は，平成23年度より文部科学省教育課程特例校として認定され，小

学校の低・中学年における英語教育を実施しています。そこで，小中９年間を通して，

連続性のある英語教育の指導が可能になりました。

「守谷市小中一貫教育英語教育指導計画」を策定し，特に小学校の「使用表現・単語」，

「コミュニケーションモデル」，「可能な自己表現」を系統的に整理しました。

◇ 守谷市におけるオリジナルティーチングプラン

守谷市では小学校と中学校の接続時に，次のように指導します。

１ Phonicsの導入 : 基本的な綴り字と発音の関係を学びます。

２ 自己表現の定着 : 外国語活動で扱った表現の定着を図ります。

３ コミュニケーションチャレンジ : 中学１年で扱う表現を練習します。

◇ 守谷市の９年間の英語教育で目指すコミュニケーション能力，５つのポイント

１ コミュニケーションを図るための積極性

２ 相手を尊重する態度

３ 様々な分野における幅広い知識

４ 豊かな自己表現力

５ 伝える内容を整理する構成力

守谷市では，誰もが「英語で話せる力」を身に付けられることを目指しています。
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１ スキルを身に付けさせる指導のチェックポイント
□ すべての学習・生活場面を通して指導していますか。

□ 定着するまで繰り返し指導していますか。

□ 基礎的なスキルは１学期の前半（６月まで）で指導していますか。

□ スキルの必要性を伝えたり実感させたりしていますか。

（例）「返事とは文字のごとく『返し事』なので，相手の呼びかけに応える気持ち

が大切です」

「挨拶という文字を分けると『挨』は近づくこと，『拶』はすりよることです。

つまり人の心と心が近づくことが大切です」

□ 具体的に指導していますか。

（例）姿勢を正しくして聞く（学習スキル・聞く・小１・２）の指導場面

「椅子に座るときは浅めに，背もたれからコブシ１つ分あけて座ります」

□ ピンポイントで１つずつ丁寧に指導していますか。

□ 取り組む期間を限定して指導していますか。

□ 生活態度や規律に係るスキルは毅然とした態度で指導していますか。

□ 学校と家庭とが協力して指導していますか。

□ スキルの定着状況を教師が自己評価したり児童生徒に振り返らせたりしていますか。

２ 「学びのプラン（学習）」を活用するために

① プランの指導内容について，まず教師が理解しましょう。
プランは一貫した指導のために，内容が系統的に構成されています。その内容につ

いて，まず教師自身が内容を具体的に理解することが大切です。

次の表では，「学びのプラン（学習）」に示された「学習スキル」のなかから，指

導内容について共通理解する必要があるものを取り上げています。

「学習スキル」の指導内容

観点 学年 スキル 指導内容

話す 前期 ●筋道を立てて話す。 ・話す内容を構成するときに，伝えたいこ

小３ とだけを話すのではなく，関心を抱いた

小４ 理由や，なぜそのような考えになったの

かという根拠，さらに，事例などを挙げ

ながら筋道立て，内容を明確にして話す

こと。

中期 ●全体と部分，事実と意見 ・「全体と部分」との関係に注意して話を

後期 に注意して話を構成して 構成するとは，話の全体として伝えたい

小５ 話す。 ことを明確にし，それを分かりやすく伝

～ えるために各部分をどのように組み立て

中３ るかを考えること。

・「事実と意見」との関係に注意するとは，

自分の伝えたい意見を述べるのにどのよ

うな事実を根拠として取り上げるかなど

を考えて，話を構成すること。

そのためには，具体的な事実，自分の考

えや意見などをどのように配列して話の

全体を構成するかを考えたり，文末表現

「学びのプラン（学習・生活）」の活用
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などにも注意して事実と意見との関係を

明らかにして話したりすることが大切で

ある。

※小５・６の児童にとっては，

《中１国語〔話す・聞く〕の指導事項》

の先取り

●論理的な構成や展開を考 ・聞き手にも様々な立場や意見があること

えて話す。 を踏まえ，反論や意見を予想して自分の

考えをまとめ，論理的で分かりやすい話

の構成や展開を工夫することが，聞き手

に対する説得力を高めることにつながる。

※小５～中１の児童生徒にとっては，

《中２国語〔話す・聞く〕の指導事項》

の先取り

聞く 中期 ●自分の考えと比較しなが ・「自分の考えと比較する」とは，話の論理

後期 ら聞き，分からない部分 的な構成や展開などに注意しながら聞く

小５ については質問して考え ことを通して，自分の考えと比較し，賛

～ を深める。 成又は反対，納得できる又は納得できな

中３ いなどの判断をしていくことである。

そうすることにより，自分の考えが広が

ったり，不十分な点に気が付いたりする

ようになる。

※小５～中１の児童生徒にとっては，

《中２国語〔話す・聞く〕の指導事項》

の先取り

●聞き取った内容をもと ・「聞き取った内容をもとに」するとは，話

に，自分のものの見方や を聞いて内容を理解するとともに，その

考え方を深める。 意見や主張の根拠を確かめて判断したり，

自分の考えや立場との違いを聞き分けた

り，話の内容についてその意義や価値を

考えて，自分の意思決定に役立てたりす

ることなどを意味する。

これらは，異なる立場や考え方を尊重し

つつ話を進めていく上で重要である。

・「自分のものの見方や考え方を深め」とは，

聞き取った内容について理解して検討し，

評価することを通して，自分自身のもの

の見方や考え方を見直したり深めたりす

ることを意味している。

※小５～中２の児童生徒にとっては，

《中３国語〔話す・聞く〕の指導事項》

の先取り

書く 中期 ・論理の展開を工夫し，資 ・「論理の展開」としては，初めに自分の意

後期 料を適切に引用して説得 見を述べ，それを裏付ける事実を示し，

中１ 力のある文章を書く。 自分の意見の正当性，妥当性を示す書き

～ 方，具体的事実から一般化し，自分の意

中３ 見の正当性，妥当性へと結び付ける書き

方などがある。これらは，論理の展開を

考える場合の基本となる組立て方といっ

てよい。このことを基本に据えて論理の
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展開を工夫することが大切である。

・「説得力のある文章」にするためには，客

観性や信頼性の高い資料を選んで用いる

ことが重要である。

・「適切に引用する」ためには，自分の考え

の根拠としてふさわしいかどうかについ

て検討したり，引用部分を明らかにした

上で，資料が伝えたいことと自分の考え

との関係について補足したりすることが

重要である。

・引用の際には，かぎ（「」）でくくること，

出典を明示すること，引用する文章が適

切な量であることなどが大切である。こ

のことが，著作権を尊重し保護すること

になる。

※中１・２の児童生徒にとっては，

《中３国語〔書く〕の指導事項》

の先取り

読む 中期 ●文章に表れているものの ・書き手のものの見方や考え方について，

小５ 見方や考え方について， 「知識や体験と関連付けて自分の考えを

～ 知識や体験と関連付けて もつ」ことは重要である。

中１ 読み，自分の考えをもつ。・「知識や体験と関連付け」るとは，好悪な

どの感想にとどまらず，これまでに身に

付けてきた知識や様々な体験と関連付け

て，賛否を明らかにしたり，問題点を指

摘したりするなど，具体的なものに基づ

いて考えを形成することである。

・自分のものの見方や考え方を深めていく

ためには，文章に示されている書き手の

ものの見方や考え方を自分の考えと対比

したり置き換えたりして，読み手が自分

の問題としてとらえることが重要である。

※中期(小５～中１)の児童生徒にとっては，

《中２国語〔読む〕の指導事項》

の先取り

後期 ●目的に応じて本や文章な ・「知識を広げたり，自分の考えを深めたり

中２ どを読み，知識を広げた する」ためには，様々な本や文章などを

中３ り，自分の考えを広げた 読んで，書き手のものの見方や考え方と

りする。 自分のものの見方や考え方を対比させて

新しい考え方を知ったり，自分の考えを

再構築したりすることが大切である。

・例えば，興味をもった作家の複数の作品

を読み味わったり，幅広い分野の文章を

読む機会をもったりするなどの指導が考

えられる。

※中２の児童生徒にとっては，

《中３国語〔読む〕の指導事項》

の先取り



―　11　―
- 11 -

② プランの指導内容について，適切な学習材を活用しましょう。
国語科の教科書などには，プランの指導内容を指導するために適切な学習材があり

ます。効果的に活用することで，スキルの定着を図ることができます。

「学習スキル」の指導に効果的な単元・教材例

観点 学年 スキル 単元・教材（例）

話す 前期 ●筋道を立てて話す。 小３国語

小３ ・「話したいな，うれしかったこと」

小４ ・「町について調べてしょうかいしよう」

小４国語

・「案内係になろう」

・「世界一美しいぼくの村」

・「報告します，みんなの生活」

中期 ●全体と部分，事実と意見 小５国語

後期 に注意して話を構成して ・「敬語を適切に使おう」

小５ 話す。 ・「和菓子をさぐる」（さまざまな資料を

～ 活用しよう）

中３ ・「六年生におくる字をすいせんしよう」

小６国語

・「場面に応じた言葉を使おう」

・「町の幸福論」（情報を活用するときに

気をつけよう）

・「出会いにありがとう」

中１国語

・「分かりやすく紹介しよう－紹介スピー

チ」

中２国語

・「説得力のある提案をしよう－プレゼン

テーション」

中３国語

・「場面に応じて話そう－条件スピーチ」

●論理的な構成や展開を考 小５国語

えて話す。 ・「敬語を適切に使おう」

・「和菓子をさぐる」（さまざまな資料を

活用しよう）

・「六年生におくる字をすいせんしよう」

小６国語

・「場面に応じた言葉を使おう」

・「町の幸福論」（情報を活用するときに

気をつけよう）

・「出会いにありがとう」

中１国語

・「分かりやすく紹介しよう－紹介スピー

チ」

中２国語

・「説得力のある提案をしよう－プレゼン

テーション」
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中３国語

・「場面に応じて話そう－条件スピーチ」

聞く 中期 ●自分の考えと比較しなが 小５国語

後期 ら聞き，分からない部分 ・「意見と理由を聞き取ろう」

小５ については質問して考え ・「和菓子をさぐる」（さまざまな資料を

～ を深める。 活用しよう）

中３ ・「六年生におくる字をすいせんしよう」

小６国語

・「意見と理由とのつながりを聞き取ろう」

・「町の幸福論」（情報を活用するときに

気をつけよう）

・「出会いにありがとう」

中１国語

・「聞き取って整理しよう」

中２国語

・「聞き取って吟味しよう」

中３国語

・「聞き取って評価しよう」

●聞き取った内容をもと 小５国語

に，自分のものの見方や ・「意見と理由を聞き取ろう」

考え方を深める。 ・「和菓子をさぐる」（さまざまな資料を

活用しよう）

・「六年生におくる字をすいせんしよう」

小６国語

・「意見と理由とのつながりを聞き取ろう」

・「町の幸福論」（情報を活用するときに

気をつけよう）

・「出会いにありがとう」

中１国語

・「聞き取って整理しよう」

中２国語

・「聞き取って吟味しよう」

中３国語

・「聞き取って評価しよう」

書く 中期 ・論理の展開を工夫し，資 中１国語

後期 料を適切に引用して説得 ・「根拠を明確にして書こう－意見文」

中１ 力のある文章を書く。 中２国語

～ ・「反対意見を想定して書こう－意見文」

中３ 中３国語

・「観察・分析して論じよう－批評文」

読む 中期 ●文章に表れているものの 小５国語

小５ 見方や考え方について， ・「筆者の考えをまとめて伝え合おう－動

～ 知識や体験と関連付けて 物の体と気候」

中１ 読み，自分の考えをもつ。 ・「物語の良さを解説しよう－注文の多い

料理店」

・「伝記を読んで，感想文を書こう－手塚
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治虫」

・「わたしたちとメディアとの関わりにつ

いて考えよう－テレビとの付き合い方」

・「朗読で発表しよう－大造じいさんとが

ん」

小６国語

・「文章を読んで自分の考えを持とう－イ

ースター島にはなぜ森林がないのか」

・「新聞の投書を読んで意見を書こう－新

聞の投書を読み比べよう」

・「感動の中心をとらえよう－海のいのち」

・「句会を開こう」

・「将来の夢や生き方について考えよう－

プロフェッショナルたち」

・「未来に向かって－君たちに伝えたいこ

と／春に」

中１国語

・「詩の心－発見の喜び」

・「読む－遠い山脈／さんちき」

・「脳の働きを目で見てみよう」

・「ニュースの見方を考えよう」

・「詩（詩の言葉）－木」

※ 本スキルは「中期」（中１まで）のも

のであるが，中２国語の指導内容に該当

するため，以下は参考教材として示す。

中２国語

・「字のない葉書」

・「卒業ホームラン」

・「食の世界遺産－鰹節」

・「恥ずかしい話」

・「情報検索で開ける世界」

・「詩（詩の言葉）－わたしが一番きれい

だったとき」

・「坊っちゃん」

後期 ●目的に応じて本や文章な 中２国語

中２ どを読み，知識を広げた ・「小さな労働者」

中３ り，自分の考えを広げた ・「本で世界を広げよう〈人権〉」

りする。 ・「本の世界を楽しもう」

・「神奈川沖浪裏」

・「本で世界を広げよう〈日本文化〉」

・「情報検索で開ける世界」

中３国語

・「星の航海術－心の中に島が見えるか」

・「本で世界を広げよう〈異文化理解〉」

・「本の世界を楽しもう」

・「何のために「働く」のか」

・「本で世界を広げよう〈現代社会〉」
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１ 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・支援を行う授業です。

２ 乗り入れ授業で期待できる教育的効果
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，次のような教育的効果を期待できる。

○ 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

○ 教員の他校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

３ 「出前授業」と「乗り入れ授業」
守谷市では，これまで行ってきた「出前授業」と，「乗り入れ授業」とを区別化して

います。時期やねらいに応じて，それぞれを効果的に取り入れて実践します。

出前授業 乗り入れ授業
① ねらいや効果は ○ 中１ギャップの解消 ○ 中１ギャップの解消

○ 小学生の当該教科への ○ 教員の他校種に対する
関心を高める。 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
② 対象児童生徒は ○ おもに小学校高学年 ○ 小学校・中学校ともに

学年にはこだわらない。
③ 指導者は ○ 中学校教師 ○ 小学校教師と中学校教

師
④ 指導計画づくりは ○ おもに中学校教師 ○ 小学校教師と中学校教

師
⑤ 回数は ○ 単発，イベントでよい。 ○ 計画的，継続的に行う。

４ 乗り入れ授業を実施する場合の配慮事項
○ 計画的，継続的な乗り入れ授業を実施するように努めましょう。

○ 小学校教師による中学校での授業支援を積極的に行うことで，以下のような効果を

ねらいましょう。

① 小学校の教師が，授業での触れ合いを通して，生徒の中学校への適応の様子

を把握し，不安解消や生活適応のための指導に生かすことができる。

② 小学校の教師が恩師である場合，中学生は安心して質問したりアドバイスを

受けたりすることができる。

小中間の乗り入れ授業
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③ 小学校の教師から称賛されることによって，中学生が自分の成長を実感し，

自己肯定感や自己有用感をもつことができる。

※ 「小学校の教師による中学校での乗り入れ授業」では，小学校教師の共感的

な支援を生かす授業だけではなく，小学校教師のもつ専門性を中学校での指導

に生かす授業も行うことで，「小学校教師による中学校での授業」の質の向上

を図ることも可能です。

○ 小学校と中学校の教師が一緒になって授業について研修する場を意図的に設定しま

しょう。

５ 乗り入れ授業の実施方法（守谷スタイルとしての分類）
乗り入れ授業のおもな実施方法は，次のように分類できます。

指導内容や児童生徒の実態に応じて，小学校と中学校の教師の役割を明らかにし，効

果的なティームティーチングを実施することで，小中の円滑な指導の接続や系統的な指

導が実現できます。

分類番号 ティームティーチングの 実践例と指導のポイント
役割

１ 中学校教師による小学校への乗り入れ授業
【１－①】 Ｔ１:小学校の学級担任 《小学校５年・国語》「古文に親しもう」

Ｔ２:中学校の教科担当 ・Ｔ２は，教科の専門性を生かし，古文の世界へ

誘う説明をすることで，古文への関心を高める。

・Ｔ１とＴ２の連携によって，個に応じた指導を

行う。特に，Ｔ２は専門性を生かして，児童作

品（随筆）のよさを講評したり，つまずきへの

助言をしたりする。

・随筆を書く学習では，中学生の作品を提示する

ことで，活動のイメージや身近な先輩に対する

あこがれをもたせる。

《小学校６年・体育》「ボール運動（セスト
ボール）」
・Ｔ２は，教科の専門性を生かし，パスやシュー

トの模範演技を見せる。

・Ｔ１とＴ２の連携によって，個に応じた指導を

行う。特に，Ｔ２は技能のポイントを助言した

り，プレーを称賛したりすることで，苦手な児

童に自信をもたせる。

【１－②】 Ｔ１:中学校の教科担任 《小学校高学年・外国語活動》
Ｔ２:小学校の学級担当 ・Ｔ１は，教科の専門性を生かし，ＡＬＴと協力

した授業を行う。

・Ｔ２は，個別指導を行う。

・コミュニケーション活動では，ＡＬＴを含む３

人で児童に応じ，活動の活性化を図る。

【１－③】 中学校教師がコース別学 《小学校・算数》
習等の１コースを担当す
る。
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２ 小学校教師による中学校への乗り入れ授業
【２－①】 Ｔ１:中学校の教科担任 《中学校１年・○○》

Ｔ２:小学校の前年度の ・Ｔ２は，前年度の児童理解を生かし，個別指導

学級担当等 を行う。

・Ｔ２は，既習事項を生かした授業展開をＴ１と

計画する。

※ Ｔ２が中学校免許状を所有している場合
には，その教科で実施すると効果が大きい。

《中学校１年・道徳》
・Ｔ２は，前年度の児童理解を生かし，Ｔ１の発

問に対する意図的指名や切り返しの発問を行う

ことで，ねらいとする価値にせまる。

・Ｔ２が，前年度の生徒との関わりを生かし，生

徒の心に響く説話をすることもできる。

【２－②】 小学校教師がコース別学 《中学校○年・保健体育》武道
習等の１コースを担当す
る。

３ 小学校教師と中学校教師による小・中学生の合同学習
【３】 小・中学生の合同学習に 《小学校６年・中学校１年・総合的な学習》

おいて，小中の教師が協 「未来を描こう ～My Dream Plan～」
働して指導する。 ・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。

・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。

参考 教員免許により指導できる教科等

小学校 中学校
教科 道徳 外国語 総合 特活 教科 道徳 総合 特活

小学校免許 ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×
中学校免許 注１ × 注２ 注１ × ○ ○ ○ ○
（注１）中学校免許を所有していれば，その該当教科の指導は可能。総合的な学習の時

間においても，内容が所有免許に関連する場合の指導は可能。
（注２）中学校英語科免許の所有者のみ，小学校外国語活動の指導は可能。

根拠規定:教育職員免許法第16条の5
中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は，第三条第一項から第三項までの規定にかか

わらず，それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令

で定めるものの教授又は実習を担任する小学校の主幹教諭，指導教諭，教諭若しくは講師又は特

別支援学校の小学部の主幹教諭，指導教諭，教諭若しくは講師となることができる。
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