
井口地域小中一貫校設置協議会（平成３０年度 第１回） 

平成３０年 5月 9日（水）午前９時３０分 

南砺市役所井波庁舎 ３階多目的ホール 

１．開会 教育長あいさつ 

２．委員長あいさつ 

３．前回の協議会（平成 30 年 1 月 29 日）における主な意見及び提案等について 

  … 資料１  

４．珠洲市立宝立小中学校（義務教育学校）視察報告について … 資料２  

５．協議事項 

（１）義務教育学校を開設することのメリット・デメリット等について 資料３  

（２）協議の前提となる条件等について 資料４  

（３）開校までのスケジュール等について 資料５  

６．先進事例視察及び次回協議会の日程 

（１）先進事例視察（高知市：土佐山学舎） ６月２７日（水）～２８日（木） 

（２）平成 30 年度 第２回協議会   月  日（ ）

７．閉会 副委員長あいさつ 
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前回の協議会（平成 30年 1月 29 日）における主な意見及び提案等について 

１．高田教育長あいさつ

（１）全校区毎に小中連携を核として取り組んできた。 

（２）今回は井口校区に絞っての一貫校設置協議会になるが、従来から交流が盛

んに行われてきた経緯がある。最近ではより深化していると受け止めている。 

（３）（義務教育学校の開設は）井口小学校と中学校が隣接して廊下でつながれ

ているというメリットがあるからで、学校が離れていると難しいと思ってい

る。 

（４）小中一貫校として職員室を一つにすることによって、全教職員が小学校中

学校の子どもたちをより深く見ていくというかたちが可能になる。 

（５）井口で学ぶ子どもたちにとって、新しい学校を立ち上げることで、学校へ

来るのは楽しい、学ぶことが楽しい、明日も行きたいと思う学校になること

が最終ゴールではないか。 

２．松本委員長あいさつ

（１）幼児や生まれてくる子どもも含めて井口に生まれてよかったと思えるよう

に、子どもの利益を最優先にして、この協議会を進めていきたい。 

（２）今度の学習指導要領では、社会と学校が一体となって子どもを育てるとい

うことが大事にされている。井口地区は小中連携をしっかりとやってきてい

るので、これを踏まえて、それ以上の価値があるものにしていきたい。 

３．協議事項、意見交換 

◆第１回協議会での確認事項 

①井口地域における小中一貫校（義務教育学校）の設置に向けて協議を行う 

②平成３３年４月の開校を目指す 

・○数字は委員からの意見等、【長】は委員長発言、〔事〕は事務局説明

（１）開校までのスケジュール等について

① 学校の環境・施設整備の改修工事は３２年度になっている。施設に関しては

放課後クラブとかの思いを持っているので、改修工事を１年でするのは難し

いのではないか。１年間でできる範囲の改修を考えていくのか。 

資料１ 
平成３０年５月９日（水） 

平成３０年度第１回協議会 
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【長】 最低限必要な整備は３２年度に行い、開校後も続く可能性も考えられるの

か。 

〔事〕 新校舎を建設することは考えにくい。現在の小中学校の校舎を活用した新

たな校舎になると思っている。改修工事は国の補助事業等で進める必要が

あるためどうしても３年目になってしまう。校舎の一部が改修できた段階

で開校することも考えられる。

② これからの約３年間、メリットやデメリットの調査、目標値の設定などいつ

までに何をするのか、時間軸をしっかりと整理しないと３年間で本当にでき

るのかというところがぼやけているように感じる。いつまでに何を決めるの

か明示してもらいたい。 

【長】 開校に至るまでの手続きをもう少し細かいステップで、委員全員が見通し

を持てるような、中身が見えるような資料を次回は提出してもらいたい。 

〔事〕 次回の協議会では具体的な提案をしたい。

（２）義務教育学校を開設することのメリット、デメリットについて

① 義務教育学校の開設にはメリットとデメリットがあると思う。デメリットを

より少なくするような方法を考えなければならない。メリットとデメリット

をはっきりさせて協議していきたいと思う。

【長】 協議する組織がこの協議会の他に二つ先生方で組織されることになってい

る。これから協議をする中で、きちんと協議会の委員の皆さんにも分かる

ようなメリット、デメリット、その対策を明確に示してほしい。

② メリットとしては、小中が隣接しているから義務教育学校という話になって

いると思う。保育園とも隣接しているので、保育園との連携も考えられる。

このメリットを生かすような施設になるよう検討して良い学校にしたいと思

っている。 

（３）特認校制度について（※通学区域外からの入学・転向を認める制度）

① 土佐山学舎（※高知市の義務教育学校）の資料には特認校制度がある。井口

では区域外からの就学は難しいとされてきたが、特認校制度を含めて考えて

いると捉えてよろしいか。 
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〔事〕 南砺市では住所地にある学校に就学する規則があり、一部（※児童生徒指

導上の問題）を除いて例外はない。他の学校に与える影響などを十分調査

して、この協議会だけではなく、学校の先生方、教育委員会で協議してい

きたい。土佐山学舎の資料は一つの事例として示したもので、南砺市の学

校で導入すればよいという意味ではない。 

【長】 協議会で検討すべき内容の一つということでよろしいか。検討しないとい

うことではなく、可能性を探るということになると思う。

（４）数値目標の設定について

① 井口の学校に行きたい、最終的には井口に住んでもいいと思ってもらえるよ

うな教育環境になればと思っている。協議会では数値目標を掲げて取組を進

めればよいと思う。 

【長】 理念的な目標だけではなく、数字で表せるものは数字で表すというご意見

で、是非取り組みたいと思う。どのような子どもを育てたいのか。どのよ

うな大人に育てたいのかという理念が明確になって、それを具体化して下

ろしていく中に、今まで以上に価値がある組織や制度をつくりたい。 

〔事〕 小中学校のアクションプランでは、数値目標を設定して取り組んでいる。

義務教育学校になったときには、項目や目標値の設定を考えていくことに

なると思う。 

【長】 義務教育学校設置後は学年毎に成果が上がっていくので、そういう視点か

ら見れば価値があると思う。設置段階での目標だけが重要ではなく、毎年

の学校運営の見直しに、数字で出せるものは出しながら進めていくことが

大事だと思う。

（５）教育活動等を検討する会議について（※市内小中学校の教員で構成する会議）

① 「教育活動等を検討する会議」については、井口地域で設置される義務教育

学校が良くなることによって、市内の全ての小中学校に良い影響を与えるこ

とになってほしいので賛成ですが、この協議に是非教育センターの力も借り

たいと思う。 

〔事〕 教育センターの先生にも入っていただきたいと思っている。メンバーの構

成については、校長会と相談して決めたい。 

【長】 市内の小中学校と教育センターの教員で構成することでよろしいか。委員



- 4 - 

については校長会とよく相談してもらい。 

（６）協議の前提となる条件等について

① この先進めて行くときに、どこまで話をしてよいのか。工夫してできること

と、工夫をしても無理だということがあると思う。前提となる条件を整理し

ないと、協議をしたけれども、それは始めから無理ですということもあると

思うので、前提条件を示していただきたい。 

〔事〕 なるべく早い段階で、協議できることと協議できないことの整理をしてお

示ししたいと思っている。 

【長】 校舎については、絶対できないことは言ってもらいたいが、英語教育につ

いては、小学校の１年生から６年生まで英語の免許を持った先生を揃えた

ら、できないことでは無いと思ったりする。絶対に無理なことは是非示し

てもらいたい。日本中のどこにもないけれど、井口ではできることがあっ

てもよいのではないか。

② 英語教育に関しては、絶対に無理というということは無いと思うが、どこま

で議論していいのか。例えば自治振興会から補助をするので、小学校に英語

の講師を派遣してもいいという話があるかもしれない。

【長】 地域としての新しいアイデアが出てくるのではないか。井口地域だけの価

値ではなく、市内の全ての学校で工夫をすることで、それぞれ特色のある

教育活動につながれば、南砺市全体の子どもの利益につながるのではない

か。

（７）南砺市の教育の活性化を目指して

① 井口小学校・中学校における協議を行い、市内の小学校・中学校でも協議を

行うが、そのときには子どもたちのことを思って提案をさせていただく。市

内の先生方や南砺市全体の地域の方への理解と考え方を尊重する風潮をいた

だけたらうれしい。みんなでつくっていく南砺市の教育の一つとしての義務

教育学校であり、他の学校も活性化されて南砺市の教育のレベルアップがで

きるスタイルがいいと考えている。 

【長】 先生方の負担が増えるようでは長続きしない。南砺市の他の先生方が井口

義務教育学校で仕事をしたいと思えるような学校をつくっていく方向で進
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めていきたいと思う。 

（８）市民への周知・広報について

① 井口義務教育学校からどのような子どもたちが育つのか、とても興味をもっ

て楽しみにしている。一般の市民にもなるべく分かりやすいように、協議の

内容を広報していただきたい。市民の皆さんからも様々なご意見をいただけ

るかもしれないので、分かりやすく広報して、南砺市の皆で井口義務教育学

校をつくり上げていこうという機運をつくっていただきたい。 

【長】 決まったことだけではなく、協議会で話し合っていることをホームページ

に掲載することは可能か。

〔事〕 井口地域の関係者のみならず、井口地域の住民や南砺市内の学校関係者、

保護者の皆様など全ての方の共通理解を進める工夫をしたい。 

【長】 要点をまとめたものができれば、ＰＴＡ役員の方に広報をお願いしたい。

井口地域の委員さんにも地域の会合等で知らせていただき、ご意見があれ

ば協議会の場で伝えていただきたいと思う。 

② 育成会の代表として、今後、保護者の皆さんに情報を伝えて意見があればこ

の場に持ってきたいと思っている。義務教育学校については新聞紙上等の情

報しかなく、どのような学校になっていくのか不安がある。具体的なことを

伝えて、保護者の考えを協議会で伝えて議論をしたい。 

【長】 義務教育学校の設置に向けた協議を始めたことを伝えていただきご意見を

いただく。そして、協議を深めていくことになると思っている。 

（９）井口地域の現状把握について

① メリット、デメリットだけではなく、井口地域の現状も協議会の共通認識と

して捉えていく必要があるのではないか。理想的な学校にしていくためには

現状をどのように高めていくかということなので、検討事項に入れていただ

きたい。 

【長】 今確実に分かることは、０歳児から上の子どもの人数で今後６年間の見通

しは立つのではないか。人口が増えればうれしいが、少なくとも６年間は

見通せるのではないかと思うので、そこを起点として議論をしていくこと

になると思う。 
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② 子どもの人数だけではなく、施設がおかれている状況や現在の小中、保育園

における取組、地域の方の思いとか悩みとかもあると思う。 

（１０）保育園と小中学校との交流について

① 幼児期と学童期の教育カリキュラムの差があるので、保育園として年間どれ

くらいのコミュニケーションが取れるのかということがある。小学校中学校

の合同運動会や合同学習発表会に招待を受けることと、就学時の半日入学だ

けではなく、もっと身近なかたちでの交流が必要ではないかと考えてきた。

小学校は体育の授業への参加を誘っていただき、中学校からも総合的な学習

の中で、１４才の挑戦のほかにも３年生の体験学習で来ていただき、保育園

にとってもメリットがあることが分かった。低学年の体育の授業に行ったと

きに必ず持ち帰ってくるものは、学校は良かったということで、うれしい気

持ちをみんなに伝えていることが見ていても誇らしく、良いことだと感じて

いる。 

【長】 素地が出来上がってきているということか。建物をつなげることができれ

ば、毎日総合学習のようなことができるかもしれない。 

（１１）小中一貫教育と小中一貫校・義務教育学校について

① 会議では義務教育学校という言葉が使われているが、資料では小中一貫校と

いう言葉が使われている。協議会の目的は、小中一貫教育の在り方について

検討するとされているが、義務教育学校を前提として進んでいるように思う。

資料に義務教育学校という表記が無いのは、協議していく段階で、義務教育

学校では無いということも今後考えているのか。 

〔事〕 小中一貫教育の類型では、義務教育学校と小中一貫型小学校・中学校があ

り、総じて小中一貫教育としている。井口地域で目指すのは、小中一貫教

育の類型の中の義務教育学校になると認識している。小中一貫校設置の成

果を市全体に波及させるということも目的の一つなので、設置要綱や協議

会の名称は小中一貫校とした。 

② 義務教育学校は、法改正によって平成２８年４月から設置できるようになっ

たが、学校の名称は必ずしも義務教育学校としなくてもよいことになってい

る。 

【長】 小中一貫教育に関しては、市内の小中学校の先生方を含めてみんなで議論
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しながら全ての学校への普及を目指している。井口地域としては、小中一

貫教育の類型の中でもっとも一つになっている義務教育学校を目指すこと

を確認できたと思っている。 

（１２）人間としての力を養う教育について

① 教育には学力と人間としての力を養うという２つのことがある。地域として

は人としての力をつけることに協力できるのではないか。井口の学校では、

体験教育をとおして児童生徒の教育をしていることに感心させられた。人の

教育の力を付けていくためには地域も協力しなければいけないので、育成会

とか家庭の力も大きいのではないかと思っている。協議会でも議論して取組

が進むことを期待している。

【長】 以前井口の学校に関わっていたときに、椿の勉強などでも地域の力を借り

て一生懸命されていた。井口では地域を大事にする、地域が育てる学校に

するということがないと意味はないと思っている。学力を高める制度もつ

くりながら、地域を愛する温かい人間をつくること。多様性を認めてくれ

るような、温かい義務教育学校で育つ子どもを願いたい。 

４．閉会（高田副委員長）

（１）井口の子どもたちは、地域の方々や学校の先生のおかげで、既に本当に心

の温かい人間に育っている。これから更に社会に羽ばたいていく上で、何が

足りないのかという視点での協議も必要になると思っている。 

（２）井口の義務教育学校化をとおして、市内の小中学校の更なるレベルアップ、

教育の質の向上を図りたいので、市内の小中学校の先生方に別途協議してい

ただくかたちにしていきたい。 

（３）義務教育学校は校舎が離れていては成立しにくいと思っているので、従来

から進めてきている小中連携を更に深化することによって、市内全域の一貫

教育が可能になってくると思っている。 

（４）ふるさと教育では、各学校区で大変熱心に取り組んでいただいている。プ

ラスしてどのようなものを取り入れるのかは今後の課題にしていきたい。 
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珠洲市立宝立小中学校（義務教育学校）視察報告について 

１．日 時 平成３０年２月２２日（木）午後１時１５分から３時３０分まで

２．視察先 珠洲市立宝立小中学校（寺井一也 校長）

３．内 容 珠洲市における小中一貫教育の推進について

【珠洲市のデータ】※平成３０年４月３０日現在

 ・人口（世帯数）１４，５８７人（６，２１０世帯）

 ・面 積    ２４７．２平方キロメートル

 ・小中学校数  １１校（小学校７校、中学校２校、義務教育学校２校）

 ・児童生徒数  ７１０人（※平成２９年５月１日現在）

４．参加者 １４名（協議会委員８名、教育委員３名、事務局３名）

※井口地域小中一貫校設置協議会委員と教育委員の合同視察研修

５．視察の概要 

◆小中一貫教育の実施に至るまでの経緯

（１）平成２０年に小中一貫校として地域に学校を残す方針を決定した。

統廃合の道を選ばずに、地域の文化的な拠点として学校を残す。小中

併設・小中一貫校で地域を活性化するという考え方。

（２）平成２４年から宝立小学校と中学校で小中一貫教育を始めた。奈良

市の田原小中学校がモデル。珠洲市と土地柄が似た学校を参考にした。

（３）文部科学省に特区申請をして、小学校５年生から教科書を使った英

語の学習を始めた。教員人事への配慮として、英語の免許を持つ教員

を２人配置。県教委から教員の小中兼務辞令を発令。

（４）いずれ市内のすべての小中学校で小中一貫教育を行うため、教員の

共通理解を図るようにした。市内１３校の教員による協議会を立ち上

げ、学年区分や教育課程等を検討した。協議会には、教育委員がオブ

ザーバー出席した。

（５）教員による協議会は２年間、毎月２回行い出席した各校代表の教員

は、協議結果を学校に持ち帰り、共通理解に努めた。

（６）９年間の学年区分は、発達段階を考慮して「４・３・２」とした。

珠洲市では、他の校区もすべて同じ。

（７）並行して、校舎整備を検討。中学校を改修し、小学校棟を増築した。

（８）住民の理解を得るため、住民説明会、保護者説明会（保育園を含む）

を実施した。開校前は不安の声が多かったが、今は小中一貫教育が定

着している。この３年間苦情はない。

（９）「広報すず」でシリーズを組んで周知に努めた。モデルにした奈良

市田原小学校の校長を招いて市民向け講演会を開催。校歌と校章は市

民から募集した。

平成３０年５月９日（水） 

平成３０年度第１回協議会 
資料２ 
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◆小中９か年の教育内容の特色（メリット・デメリット）等 

（１）１年生から９年生までの学年区分は「４・３・２」。７年生（中１）

は中期ブロックのリーダーになる。ブロック集会の運営責任者とする

ことで、リーダー性を育んでいる。教員はブロック集会に出席しない。

（２）学力の向上は簡単ではないが、小学生が中学生を見習って家庭学習

の充実が見られる。小中の教員が一緒に授業研究をしている。

（３）ふるさと珠洲科では、１年生から９年生まで系統的に学習をしてい

る。

（４）児童生徒の転入、転出については、個別の補習で対応することもあ

る。

（５）小学校の教材研究のきめ細かさ、中学校の組織的な生徒指導という

互いの良さを失うことなく、義務教育学校という形態で生かす。

（６）固定した人間関係への配慮として、タテ・ヨコ・ナナメの関係で人

格教育。タテは異学年交流、ナナメは、学校に出入りする外部の大人

の力を借りて人間関係力を高めている。

（７）９年制のため小学校卒業式、中学校の入学式はない。節目は大切な

ので、修了式の前日に５年生が中心になって６年生を送る会をしてい

る。４月には、９年生が７年生を迎える会をしている。

（８）地域に開かれた学校に多くの方が出入りしている。老人会や見守り

隊の方など。「人間セキュリティ」の考え方。

６．南砺市における小中一貫教育の推進にあたって 

（１）珠洲市では、市内すべての小中学校から代表の教員が協議会に出席

し、２年間に渡って教育目標の設定、９年間の教育課程の編成などを

協議した。小中学校のすべての教員による共通理解が重要になるので、

協議会が効果的かつ効率的に運営できるよう計画的な会議運営を行い

たい。

（２）小中一貫教育制度の類型は、義務教育学校（校長が１人、１つの教

職員組織）と小中一貫型小学校・中学校（小中それぞれに校長、教職

員組織も別）の２つに区分される。小中学校の校舎が離れている場合

は、小中一貫型小学校・中学校の形態とせざるを得ないが、校長が２

人、教職員組織も２つになるので、連携には課題があると思われる。

（３）本市では、総合戦略事業で「ふるさと教育推進事業」に取り組んで

おり、ふるさと学習を特色あるカリキュラムの一つの柱として、１年

生から９年生まで、「ふるさと南砺市」を系統的に学習することで、

学習の成果が高まることが期待できる。

（４）小中一貫教育におけるデメリットについては、「子どもたちの固定

的な人間関係が、９年間そのまま続いてしまう可能性」に配慮が必要

になるが、学校内だけではなく、地域の力を借りて子どもたちが活動

を行うことが対策になる。



珠洲市立宝立小中学校（平成２９年度）











義務教育学校を開設することのメリット・デメリット等について 

一般論として、下記のメリット・デメリットが挙げられますが、メリットの③④やデメ

リットの①は、現在の井口小学校・井口中学校には該当しないと思われます。 

メリット デメリット 

①自由度の高いカリキュラムを設定できる

・学年の区切りを柔軟に設定することができる

ため、中学校の学習内容を前倒しして学ばせ

たり、実施学年を入れ替えたりすることも可能

になる。 

・学力向上の成果が期待されている。 

②教員同士の情報交換が容易になる

（一人の校長、一つの教職員組織となり） 

・児童生徒の学習状況や特性などが共有され

やすく、適切できめ細やかな対応をとることが

できる。 

・学習面だけでなく、いじめ問題など生活面に

おいても効果が期待できる。 

③中１ギヤップの解消

・小学校から中学校に上がるとき、学習面や環

境面、人間関係等に大きな変化が訪れるた

め、学校に馴染めずに不登校になってしまう子

どもがいる。

・日頃から中学生と触れ合えたり、学力のカリ

キュラムがひと続きになっていたりするため、ス

ムーズに後期課程（中学校段階）へと移行する

ことができる。 

④小学生と中学生に交流が生まれる

・小学生は中学生が行っている勉強や学校行

事に興味を持つようになり、中学生はリーダー

シップを発揮するようになる。 

①人間関係の固定化 

・９年間同じ学校にいるため、人間関係が固定

化される。 

・中１ギャップの解消により、中学生の不登校

率を下げる効果があるとされているが、人間関

係に悩んでいる児童生徒にとっては窮屈な学

校生活となる。（いじめ問題対策など） 

②転入・転出する児童生徒への対応 

・独自のカリキュラムに対応するための支援が

必要となる。 

③【教員】小中両方の教員免許を取得する

必要がある 

※当分の間は小学校免許状で前期課程、中

学校免許状で後期課程の指導が可能 

・教員側のデメリットとして、両方の教員免許が

必要となる。実際に指導するための研修の充

実も課題とされている。 

留意すべき事項（懸念される事項） 

①他の小学校、中学校との間で学校間格

差が生じないようにする配慮が必要 

②学校の統廃合のために安易に利用され

る懸念 

・開設にあたって、きちんとした小中一貫教育

のカリキュラムが用意されているか 

・保護者や地域住民の理解が得られているか 

がポイントになる。

◆文部科学省によると、小中連携・小中一貫教育の取組による成果として 

 （１）中学生の不登校の減少 （２）学力調査などの平均正答率の上昇 

 （３）児童生徒の規範意識の向上 （４）異年齢集団での活動による自尊感情の高まり 

 （５）教職員の児童生徒の理解や指導方法の改善意欲の高まり   などが挙げられている。

資料３ 
平成３０年５月９日（水） 

平成３０年度第１回協議会 
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協議の前提となる条件等について 

【確認事項】 

（１）井口小学校と井口中学校を施設一体型の義務教育学校として開設する。 

（２）平成３３年４月の開校を目指して教育課程の編成や施設整備を行う。 

（３）学校施設は既存校舎を活用した改修を検討する。 

（４）井口保育園との交流、連携を推進する。 

（５）特認校制度の導入の可否については、市内の全ての学校への影響を考慮し

て決定する。 

№ 協議事項 備 考 

１ 義務教育学校の基本的な在り方 

・井口校区が目指す子ども像 

・井口地域の特色を生かした学習 

・校訓、教育目標 等 

２ 義務教育学校の開設にあたっての課題 

・小中連携教育の成果と課題 

３ 義務教育学校の開設にあたっての環境、施設整備 

 ・校章 ・校歌 ・学校施設 等 

４ 保育園と義務教育学校との連携 

 ・保育園訪問 ・年長児童の体育の授業への参加 等

◆別途、連携を協

議する会議を

設ける

※１ 教育活動等を検討する会議における協議 （市内小・中学校の教員で構成） 

№ 協議事項 備 考 

５ 小中学校９年間を見通して展開する教育活動 

・学習指導 ・生徒指導 ・行事、生徒会、部活動 

・学校運営、教員交流 等 

６ 学年区分に応じた指導の在り方 

 ・学年区分と一部教科担任制の導入 

※２ 井口小学校・中学校における協議 （井口小・中学校の教員で構成） 

№ 協議事項 備 考 

７ 井口小学校・中学校が目指す子ども像 

 ・小中学校の全教員で協議する事項 

・知 学びの推進部会、徳 心の育成部会、  

体 健康生活の向上部会で協議する事項 等 

平成３０年５月９日（水） 

平成３０年度第１回協議会 資料４ 
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○協議会における協議の流れ

◆別途、井口地域では、地域の方による協議の場を設置 

井口地域小中一貫校設置協議会 

協議会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、その結果を教育委員会に

報告するものとする。 

１．井口地域の小中一貫教育についての基本的な在り方に関すること 

２．井口地域小中一貫校の開設に関すること 

３．その他、井口地域の小中一貫教育に関し教育委員会が必要と認める事項 

＜協議事項＞ 

・義務教育学校の基本的な在り方 

・義務教育学校の開設にあたっての課題 

・義務教育学校の開設にあたっての環境、施設整備 

・保育園と義務教育学校との連携 ⇒別途、連携を協議する会議を設ける 

教育委員会 
市長・市議会 

井口地域 

市内学校関係者 等 

報告 

説明 

※１ 教育活動等を検討する会議における協議  

（市内小・中学校の教員で構成）

＜協議事項＞ 

・小中学校９年間を見通して展開する教育活動 

・学年区分に応じた指導の在り方 

※２ 井口小学校・中学校における協議  （井口小・中学校の教員で構成）

＜協議事項＞ 

・井口小学校・中学校が目指す子ども像 

  小中学校の全教員で協議する事項 

 知学びの推進部会、徳心の育成部会、体健康生活の向上部会で協議する事項 等 

報告 

報告 

情報共有 

情報共有 

情報共有 報告 



開校までのスケジュール等について 

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

井口地域小中一貫校 

設置協議会

平成３０年１月～ 

教育活動・ 

指導の在り方等 

学校の環境・施設整備 

（校舎の改修等） 

児童生徒・教職員の 

交流と連携 

〔参考〕新学習指導要領の施行（全面実施） 小学校学習指導要領 平成３２年４月１日、中学校学習指導要領 平成３３年４月１日 

１．平成３０年度 （☆）印は「教育活動等を検討する会議」等との意見交換を行い、決定される事項

①義務教育学校の開設にあたっての成果と課題の整理 ⇒市民への情報提供、地域住民、関係者への説明【ロードマップの作成】

②井口校区が目指す子ども像  ③井口地域の特色を生かした学習（☆） ④校訓、教育目標（☆）

⑤保育園との交流・連携  ⑥学校環境、施設整備の基本的な考え方（基本計画） 

２．平成３１年度

①井口地域の特色を生かした学習（☆）  ②校訓、教育目標（☆）  ③保育園との交流・連携

④学校環境、施設整備の具体化（実施計画） ⑤校章、校歌など 

３．平成３２年度

 ◎開校に必要な事項の最終決定 

平成３０年５月９日（水） 

平成３０年度 第１回協議会 

設 置（平成３０年１月３０日）・協 議 

検 討・一部実施 

検 討・設 計 改修工事 

交流・連携・相互理解の促進 

開校 

平成３３年４月１日 

資料５ 

【市内の学校教職員への説明】 

 中学校区毎に実施する（随時） 


