
平成３０年度より完全実施となる平成３０年度より完全実施となる平成３０年度より完全実施となる平成３０年度より完全実施となる

小中一貫教育の現状と今後の展望小中一貫教育の現状と今後の展望小中一貫教育の現状と今後の展望小中一貫教育の現状と今後の展望

土浦市教育委員会指導課

１ 土浦市小中一貫教育の基本理念１ 土浦市小中一貫教育の基本理念１ 土浦市小中一貫教育の基本理念１ 土浦市小中一貫教育の基本理念

本市が目指す小中一貫教育は，児童生徒一人一人が確かな学力や豊かな心，健やかな体を保持

するとともに，いじめや不適応等を解消し，一層充実した学校生活を送ることができることを目

指したものである。従来の学校教育の枠組みを堅持しつつ，小学校６年間，中学校３年間を合わ

せた小中学校９年間の指導方針・指導計画に基づき，系統的・継続的できめ細やかな指導を展開

する。

《 本市における小中一貫教育の基本理念 》《 本市における小中一貫教育の基本理念 》《 本市における小中一貫教育の基本理念 》《 本市における小中一貫教育の基本理念 》

基本理念１ 確かな学力の向上のために 基本理念２ 生きる力の育成のために基本理念１ 確かな学力の向上のために 基本理念２ 生きる力の育成のために基本理念１ 確かな学力の向上のために 基本理念２ 生きる力の育成のために基本理念１ 確かな学力の向上のために 基本理念２ 生きる力の育成のために

・９年間を見通した系統的な学習指導 ・キャリア教育の充実（人間関係づくり，社

・小中学校間の協力授業 会性，自尊感情，自立等）

・小学校高学年の一部教科担任制 ・異年齢交流によるよりよい人間関係の構築

・ＩＣＴの効果的な活用

理 職員の資質・指導力の向上により，知徳体のバランスのよい子どもたちを育てる理 職員の資質・指導力の向上により，知徳体のバランスのよい子どもたちを育てる理 職員の資質・指導力の向上により，知徳体のバランスのよい子どもたちを育てる理 職員の資質・指導力の向上により，知徳体のバランスのよい子どもたちを育てる

念念念念 ・指導方法と指導体制の充実

構構構構 ・日常的な情報連携・行動連携による指導力の向上 等

築築築築

の 家庭・地域の教育力の向上により，子どもたちの健全育成を図るの 家庭・地域の教育力の向上により，子どもたちの健全育成を図るの 家庭・地域の教育力の向上により，子どもたちの健全育成を図るの 家庭・地域の教育力の向上により，子どもたちの健全育成を図る

基基基基 ・保護者・地域の方々の学校運営への参画

盤盤盤盤 ・小中学校ＰＴＡや地域住民との合同事業や相互交流 等

《 小中一貫教育による期待される成果 》《 小中一貫教育による期待される成果 》《 小中一貫教育による期待される成果 》《 小中一貫教育による期待される成果 》

○学習や生活指導の継続性，系統性のある教育をすることで

中学校進学に対する不安の解消や進学への期待感が高まる。

○児童生徒の交流・系統性を重視した教育が可能になる。

○小学生の中学校への不安が解消される。

○中学生の優しさが表面に表れる。

○子どもの活動が生き生きする。

○学習意欲や学力が向上する。



２ 平成３０年度より完全実施となる小中一貫教育の現状について２ 平成３０年度より完全実施となる小中一貫教育の現状について２ 平成３０年度より完全実施となる小中一貫教育の現状について２ 平成３０年度より完全実施となる小中一貫教育の現状について

（１）小中一貫教育に関する研究推進の経緯

①平成２３，２４年度研究推進校（土浦二中学区…土浦二中，真鍋小）

ア 研究テーマ

「心豊かでたくましく，自分の思いや考えを的確に表現できる子どもの育成」

～子どもの連続的な学びを創造する小中一貫教育の推進を通して～

イ 研究の成果

・教員同士の研修会を重ねたことにより，教員の指導力が向上した。

・小学生と中学生が交流をすることで，コミュニケーション力の向上を図ること

ができた。

ウ 課題

・小中学校の教員が話し合う機会が増えたが，自分の学校のやり方にこだわって

しまうことが多かった。

・不登校生徒を減らすためには，教員同士のこまめな連携や不登校の原因の分析

を基にした対応が必要である。

・「確かな学力向上部会」，「豊かな心部会」，「健やかな体部会」を設定したが，そ

れぞれの部会での取組が見えにくいので，研修だより等を活用し，分かりやす

い形で進める必要がある。

②平成２６，２７年度研究推進校（土浦五中学区…土浦五中，上大津東小，上大津西

小，神立小，菅谷小）

ア 研究テーマ

「児童・生徒の社会力を高め，連続した学びを創造する小中一貫教育のあり方」

～小小連携，小中連携，保護者・地域を巻き込んだ教育活動の推進～

イ 研究の成果

・学習の手引きや生活の約束事を見直したことで，小学生の中学校入学後の学習

への取り組み状況のばらつきや生活に対しての不安が軽減された。

・小学校の教師にとっては中学校入学後の学習のつながりを見通せたこと，中学

校の教師にとっては小学校時の既習事項が確認できた。

・家庭教育学級や情報モラル研修など，五中地区の保護者が参加することで，小

学校，中学校の保護者の小中一貫教育についての理解が深まった。

ウ 課題

・小中一貫教育に対する意識や取組に教職員間で差がある。

・各部会の教職員の話し合いの時間の確保が難しい。

③平成２７年度，２８年度研究推進校（土浦四中学区…土浦四中，下高津小，東小，

土浦二小）

ア 研究テーマ

「施設分離・複数校集合型における小中交流を生かした小中一貫教育の推進」

～連続する学びをめざした教育活動の展開～

イ 研究の成果と課題については，平成２８年度末に報告予定。



（２）小中一貫教育についての教育委員会としての取組

①学力向上について

ア 市内共通カリキュラムづくり

国語，算数・数学，理科，社会，英語・外国語活動における重点単元を洗い出

し，その重点単元における指導計画を作成し，実践することで児童生徒の学力向

上を図る。

イ ＩＣＴ機器の整備と効果的な活用の推進

小中学校９年間を通して，ＩＣＴ機器を効果的に活用し，学力向上を図る。Ｉ

ＣＴ機器の整備状況については，平成２９年度に新治学園義務教育学校に整備す

ることで，市内全小中学校の普通教室に電子黒板を設置することができる。さら

に，ＩＣＴ機器の効果的な活用について研修を深め，学力の向上に資する授業を

積極的に推進していく。

②生きる力の育成について

ア 中学校区で目指す学校像，児童生徒像の設定

小中学校９年間で育てる子どもの姿を共有するとともに，各中学校区における

目指す学校像や教育目標を平成２９年末までに設定する。

イ キャリア教育の指導計画の作成

一人一人の社会的・職業的自立に向け，必要な基礎となる能力や態度を育てる

ことを通してキャリア発達を促す教育がキャリア教育である。９年間を通して，

適切な教育ができるよう指導計画を作成している。

３ これまでの取組の成果３ これまでの取組の成果３ これまでの取組の成果３ これまでの取組の成果

（１）基本理念１ 確かな学力の向上について

平成３０年度完全実施に向けて，学力向上

を軸に中学校区ごとに研究・研修を進めて

きた。茨城県学力診断のためのテスト結果

の推移（図１）をみると，中学１年時の学

力の落ち込みがなくなり，９年間を見通し

た一貫した学力向上の取組が効果を上げて

きている。

図１ 学力診断のためのテスト結果の推移図１ 学力診断のためのテスト結果の推移図１ 学力診断のためのテスト結果の推移図１ 学力診断のためのテスト結果の推移

（２）基本理念２ 生きる力の育成について

学校生活の約束事を小学校と中学校で共有し，発達段階を踏まえて適切に指導して

きた。小学生が中学校へ入学してからの学校生活に対しての不安が軽減され，中学校

での生徒指導上の諸問題の件数について，増減はあるものの減少傾向にある。

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

市内全中学校における生
徒指導上の諸問題の報告 １７６件 ９６件 １２０件
件数



４ 小中一貫教育における今後の展望について４ 小中一貫教育における今後の展望について４ 小中一貫教育における今後の展望について４ 小中一貫教育における今後の展望について

（１）小中学校の組み合わせ

・現在の中学校区を基本として小中連携を強化し，小中一貫教育の体制を整える。

・留意すべきことは，１つの小学校から複数の中学校に進む児童がいる現状を踏まえ，土浦第

一中学校，土浦第三中学校，土浦第四中学校での連携を図ることである。

※土浦第一中学校区 〔２小１中〕土浦小・土浦二小・土浦一中

土浦第二中学校区 〔１小１中〕真鍋小・土浦二中

※土浦第三中学校区 〔４小１中〕東小・荒川沖小・中村小・乙戸小・土浦三中

※土浦第四中学校区 〔３小１中〕下高津小・東小・土浦二小・土浦四中

土浦第五中学校区 〔４小１中〕上大津東小・上大津西小・神立小・菅谷小・土浦五中

土浦第六中学校区 〔２小１中〕大岩田小・右籾小・土浦六中

都和中学校区 〔２小１中〕都和小・都和南小・都和中

新治中学校区 〔３小１中〕藤沢小・斗利出小・山ノ荘小・新治中

※ 土浦二小から，土浦第四中学校と土浦第一中学校に進学する。また，東小からは，土浦第四

中学校と土浦第三中学校に進学する。

（２）各中学校区における小中一貫型小学校・中学校の名称について

他の市町村では，各中学校区ごとに「○○学園」との学園名を付けているところ

もあるが，本市においては，地理的，歴史的背景を踏まえることと，土浦二小や東

小のように複数の中学校へ進学する児童もいることを踏まえ，今後検討していく。

（３）教育課程の工夫について

小中一貫教育においては，子どもの成長の節目に配慮するような教育課程の工夫

が重要である。本市においては９年間の教育課程において「４－３－２」の柔軟な

学年段階の区切りを設定することを検討する。この場合の「学年段階の区切り」と

は，「６－３」の変更を意味するものではなく，カリキュラム編成上の工夫や指導

上の重点を設けるための便宜的な区切りを設定することを想定している。

（４）後期課程における学年の名称について

新治義務教育学校においては，前期課程から後期課程へ９年間一貫した教育活動

を同じ施設で実践することを踏まえ，学年の名称を，中学１年生は「７年生」，中

学２年生は「８年生」，中学３年生は「９年生」とする。今後，他の中学校での「学

年の名称」の変更について検討していく。

（５）小学校卒業式，中学校入学式の名称

小中一貫教育を進めている他の市町村では，小学校の卒業式を「継志式」とし，

「卒業生」ではなく「修了生」としている。また，中学校への入学式は，「啓志式」

とし，進級式のようなイメージで実施している。

本市においても，小学校の卒業式，中学校の入学式の名称の変更の有無について

検討していく。



（６）土浦市学校管理規則の改正

新治学園義務教育学校の設置については平成２８年度に条例改正済みである。今

後，平成３０年度小中一貫教育完全実施に向けて，平成２９年度中に「土浦市学校

管理規則」の改正を行う。

（７）「中１ギャップ」を解消するための「小学６年生・中学１年生」への適切な支援

小学校から中学校という環境の変化に伴って様々な悩みや問題を抱え始める中学

１年生，いわゆる「中１ギャップ」を解消するために，小学校高学年での一部教科

担任制の導入や学習，生活のきまりなどの共有化を図るなど，より一層の支援の充

実を図っていく。

（８）保護者や地域の方々への啓発

保護者や地域の方々に小中一貫教育の意義や必要性が十分に浸透していない現状

を踏まえ，普及啓発を進めていく。「小中一貫教育だより」のような印刷物の配布

や，広報誌への記事の掲載，保護者や地域の方々が学校を拠点に活動する場面での

広報活動を推進していく。

（９）小中一貫教育実施にむけてのスケジュールについて

※ 土浦市議会については，平成２５年３月定例会の一般質問への答弁のなかで，

平成３０年度小中一貫教育完全実施を推進する旨，説明している。



５ 参考５ 参考５ 参考５ 参考

（１）文部科学省「小中一貫教育の制度化に伴う導入意向調査について」

①調査の目的

小中一貫教育の制度化に係る改正学校教育法及び関係政省令・告示が平成２８年

４月に施行されることから，「義務教育学校」及び「小中一貫型小学校・中学校」

の導入予定等を把握する。

②調査時点

平成２８年２月１日

③調査の対象

全都道府県，全市町村，附属学校を設置する国立大学法人，小学校又は中学校

を設置する学校法人

④平成28年度における義務教育学校，小中一貫型小学校・中学校の設置数

設置者数 設置数 施設形態

・義務教育学校 13都道府県 22校 施設一体型 19校

15市区町 施設隣接型 3校

・小中一貫型小学校・中学校

併設型 21府県 115件 施設一体型13件

37市町村 (小学校231校，中学校 施設隣接型10件

１１５校，計３４６校) 施設分離型89件

未定3件

2学校法人 2件 施設一体型 2件

(小 学 校2校,中 学 校2

校,計4校)

連携型 0 0件

【小中一貫型小学校・中学校】

○中学校併設型小学校・小学校併設型中学校

同一の設置者が設置する小学校と中学校において，義務教育学校に準じて，

小学校における教育と中学校における教育を一貫して施す学校

（設置者の定めるところにより，一貫した教育課程と一貫教育を施すためにふ

さわしい運営の仕組みを整えることが要件）

○中学校連携型小学校・小学校連携型中学校

設置者が異なる小学校と中学校において，一貫性に配慮した教育を行うため

に，小学校の設置者と中学校の設置者が協議して，教育課程を編成する学校



（２）小中一貫教育に関する制度の類型

小中一貫型小学校･中学校
義務教育学校

中学校併設型小学校 中学校連携型小学校
小学校併設型中学校 小学校連携型中学校

設置者 同一の設置者 異なる設置者

修業年限 9年 小学校6年,中学校3年
(前期課程6年+後期課程3年)

組織･運営 一人の校長,一つの教職員組織 それぞれの学校に校長,教職員組織

小学校と中学校における教育を一貫して 中学校併設型小学校と小学校併設型中
施すためにふさわしい運営の仕組みを整 学校を参考に,適切な運営体制を整備
えることが要件 すること

免許 原則小学校･中学校の両免許状を併有 所属する学校の免許状を保有していること
※当分の間は小学校免許で前期課程,
中学校 免許で後期課程の指導が可能

教育課程 9年間の教育目標の設定
9年間の系統性･体系性に配慮がなされている教育課程の編成

教 一貫教育に必
育特 要な独自教科 ○ ○ ○
課例 の設定
程
の 指導内容の入 ○ ○ ×

替･移行

施設形態 施設一体型･施設隣接型･施設分離型

設置基準 前期課程は小学校設置基準,後期課程 小学校には小学校設置基準,中学校には中学校設置基準を適用
は中学校設置基準を準用

標準規模 18学級以上27学級以下 小学校,中学校それぞれ12学級以上18学級以下

通学距離 おおむね6km以内 小学校はおおむね4km以内,中学校はおおむね6km以内

設置手続き 市町村の条例 市町村教育委員会の規則等

※平成２８年３月２２日付け「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文
部科学省関係省令の整備に関する省令等について（通知）」より

（３）小中一貫教育を推進する上での校舎形態

①施設一体型校舎 ※土浦市立新治学園義務教育学校※土浦市立新治学園義務教育学校※土浦市立新治学園義務教育学校※土浦市立新治学園義務教育学校

小学校と中学校の校舎の全部又は一部が一体的に設置されている。（小学校と

中学校の校舎が渡り廊下等でつながっているものを含む）

②施設隣接型校舎

小学校と中学校の校舎が同一敷地又は隣接する敷地に別々に設置されている

③施設分離型校舎 ※土浦市（土浦市立新治学園義務教育学校は除く）※土浦市（土浦市立新治学園義務教育学校は除く）※土浦市（土浦市立新治学園義務教育学校は除く）※土浦市（土浦市立新治学園義務教育学校は除く）

小学校と中学校の校舎が隣接していない異なる敷地に別々に設置されている。


