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平成29年度 視察等での質疑事項

平成２９年５月～平成３０年３月

小山市立絹義務教育学校

質 問 項 目 頁

Ｑ１ 運動会や文化祭などの全校をあげての行事を実施する上での課題や配慮事項について ２

Ｑ２ 職員会議や職員研修を実施する上での課題や配慮事項について ２

Ｑ３ 開校から一年近く過ぎてのメリットとデメリットなど ３

Ｑ４ ６年生は、どのような位置づけなのですか？ ４

Ｑ５ ７年生は、「小学生の延長」という意識は生まれないですか？ ４

Ｑ６ １年生から９年生までが一同にそろうと、どのような空気感が生まれるのですか？ ４

Ｑ７ 小中一貫教育のメリットとデメリット ４

Ｑ８ 実際にスタートしてみての課題は何ですか？ ７

Ｑ９ スタートしての子どもたちの変化はありますか？ ７

Ｑ１０ 学校行事が多くなると思いますが、何か精選したものはありますか？ ７

Ｑ１１ 義務教育学校の５・６年生はどのような状態ですか？ ７

Ｑ１２ 職員の退勤時間はどのような状況ですか。前期と後期では差がありますか？ ７

Ｑ１３ 義務教育学校になったことの良さ、また義務教育学校の今抱えている問題点などを、 ７

Ｑ１４ 絹義務の先生方は、口を開けば大変だ大変だと言います。でもその大変さの具体は、 ７

Ｑ１５ 学校教育計画（グランドデザイン）を教えていただけると参考になります。 ８

Ｑ１６ 平成２９年度の学校関係者評価等の結果を、その一部でも教えてください。 ８

Ｑ１７ コミュニティ・スクールの実践の様子について教えてください。 ８

Ｑ１８ １年から９年までの担任の決め方（決定の際の苦労、意向調書は） ９

Ｑ１９ 人事配置（運営面での苦労、教頭２人体制の仕事内容の分担は） ９

Ｑ２０ ４－３－２という教育課程上のカリキュラムを組む上での課題（６年修学旅行は） １０

Ｑ２１ １年生から９年生までいる場合の学校行事を実施する上での苦労（縦割り班は） １０

Ｑ２２ １～４年生担当教諭の部活動は １０

Ｑ２３ 平成２８年度の準備は １０

Ｑ２４ ４月１日から７日までの学校全体の動き １１

Ｑ２５ 職員会議、運営委員会の持ち方 １１

Ｑ２６ 義務教育学校に対する保護者の反応 １１

Ｑ２７ 学校行事について（満足するための工夫は） １１

Ｑ２８ 日常の生活リズムについて １２

Ｑ２９ 校務分掌について １２

Ｑ３０ 校長会、教頭会の参加の仕方、出張について １２

Ｑ３１ 開校式、閉校式 １２

Ｑ３２ バス運行に際しての問題点 １２

Ｑ３３ ６年生旅行のメリット・デメリット １２

Ｑ３４ 体育祭の種目編成での工夫 １３

Ｑ３５ 帽子の着用について １３

Ｑ３６ 学童との連携 １３

Ｑ３７ 前期課程の登校時の服装 １３

Ｑ３８ 開校にあたっての保護者への情報提供 １３
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Ｑ３９ 教育課程編成で工夫したこと １４

Ｑ４０ 家庭学習についての前期課程・後期課程の取組 １４

Ｑ４１ 学力向上の取組 １４

Ｑ４２ 再編による行事の見直しで無くしたものと残したもの １４

Ｑ４３ プール指導 １４

Ｑ４４ 後援会費の徴収 １５

Ｑ４５ 校内での研究課題 １５

Ｑ４６ コミュニティスクールとしての地域との関わり方 １５

Ｑ４７ 朝の打ち合わせの実施方法 １５

Ｑ４８ 朝会で、校長はどんな話をするか １５

Ｑ４９ 入学式、卒業式の時間は １５

Ｑ５０ 職員のもつ小・中学校文化の意識改革を図るには １５

Ｑ１ 運動会や文化祭などの全校をあげての行事を実施する上での課題や配慮事項について

Ａ 小中一貫校として、基本的には１～９年が一堂に会して参加することを前提に、発達段階を考慮

しながら、行事の在り方を考えている。

儀式的行事は、特に低学年児童に配慮している。→時間（トイレ休憩や集中力）と場所（移動）

運動会は、従来、小・中それぞれで９月に実施していたものを５月実施に変え、前期課程と後期

課程一緒の運動会にした。開・閉会式の中で前期課程児童と後期課程生徒の出番をつくるようにし

たが、実質的な出場種目数は減った。

文化祭は、従来、小（福良を除く）・中それぞれ１日で実施していたものを１日半（金曜日の午後

と土曜日一日）としました。開会セレモニーは一緒に実施。土曜日の午後は、前期と後期に分かれ、

閉会セレモニーも別々に（スクールバスの時間に配慮）した。

運動会と学校祭は、基本的に５年生以上が実行委員になり、企画・運営にかかわらせた。

Ｑ２ 職員会議や職員研修を実施する上での課題や配慮事項について

Ａ 前期・後期の常勤職員全員参加による職員会議は原則月１回（水曜日15:30～）を設定している。

場所は全常勤職員の机・椅子がある西校舎の職員室。議案を報告事項と審議事項に分け、内容によ

っては事前に企画委員会で煮詰めてから提案するようにしている。実際には16:30の退勤時間を過ぎ

17:00近くに終了となることもあった。

このほか、前期課程は月曜日が月２回５時間授業となるため、放課後に前期課程職員だけの会議

を設定し、特に、統合によって一緒に学校生活をおくることになった児童たちに関する情報交換や

児童指導上の諸問題、前期課程の教育課程等について検討の時間を設けている。

なお、前期・後期の常勤職員全員参加による職員研修も基本的に月１回または２回、水曜日の放

課後に設定している。
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Ｑ３ 開校から一年過ぎてのメリットとデメリットなど、子ども達の目線と教師側の目線、

管理職側の目線と、３つに分けて教えていただけますとすごく勉強になります。

Ａ １ 子ども逹の目線から

（１）メリットとして

前期課程児童の立場からは、友達が増えて学校生活が楽しいという声が圧倒的に多く、

旧３小学校時代と比べて欠席者も少なくなった。西校舎で生活する５・６年にとっては、

先輩の姿を見て成長できるという前向きな意見もある。

後期課程生徒の立場からは、施設設備がより幅広く利用しやすくなったことや後輩の

模範にならなければという自覚が生まれている。

（２）デメリットとして

５・６年生児童にとっては、小学生の規格にあった体育館やプール、遊具のある校庭

への移動に時間がかかることがあげられる。また、学校給食が２つの共同調理場からの

配送となるため、１～４年生と５～９年生で献立が異なることが多い。

西校舎の２・３階部分で生活する後期課程の生徒にとっては、テストの際に１階部分

にいて授業時間が５分短い前期課程５・６年児童の声がうるさいという意見も多い。こ

のため、防火シャッターを閉めたり、テストの時間だけ５・６年生別棟に疎開させたり

の対応をしている。

２ 教師側の目線から

（１）メリットとして

平成２９年度だけに限れば、加配教員が２人ついたことと市のＴＴ教員が３小学校時

代の人数分そのままに３名ついたおかげで、統合による不安を持つ児童や保護者に対し

きめこまかな指導ができた。 ※平成３０年度は削減の見通し

（２）デメリットとして

前期課程児童が東校舎と西校舎に分かれて入っているため、教科担任によっては移動

時間が慌ただしくなる。また、両方の課程に出る職員は日課変更への対応に苦慮する。

３ 管理職の目線から

（１）メリットとして

前期課程と後期課程いずれも小・中学校両方の免許を保有する職員を配置したことか

ら、従来の絹中の一部教科で実施していた免外指導はなくなり、前期課程と後期課程間

相互の一部乗り入れ授業も可能になった。 ※平成３０年度は？

（２）デメリットとして

職員のほとんどは、小学校だけあるいは中学校だけの経験者のため、意識改革が必要

である。特に、学校行事については、企画段階での考え方の摺り合わせに時間がかかる。

開校後への事前対応が十分できなかった面もあり、一部職員への負担が大きい。
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Ｑ４ ６年生はどのような位置づけなのですか？ 最上級生という位置づけは難しいと思うが

Ａ 東校舎では施設管理面から４年生がリーダーを務めているため、西校舎で後期課程生徒と一緒に

生活する６年生にとっては、前期課程のリーダーとして位置づけ、前期課程だけの集会等や行事で

の活躍の場を用意している。他の一般の小学校と比べると最上級生としての自覚は薄くなると思わ

れる。

Ｑ５ ７年生は、「小学生の延長」という意識は生まれないですか？

中１ギャップは、いい意味での「リセット」「自覚の高まり」を生み出したと思うのですが。

Ａ 後期課程になると制服着用となり、後輩の５・６年生の手前、先輩らしく振る舞おうとする態度

が見らる。２階の８・９年生をはさんで、７年生は３階と離れているため、前期児童と直接接触す

る機会も少なく小学生の延長という意識は生まれにくい状況である。また、５・６年生は、校舎の

共用のほか、ランチルームで後期課程生徒とともに給食を食べたり、縦割り清掃班で一緒に清掃活

動を行ったりしているので、上級学年への適応という点では中一ギャップへの対応策ともなりうる。

Ｑ６ １年生から９年生までが一同にそろうと、どのような空気感が生まれるのですか？

中学生だけの「ピリッと」感や「シンとした」感は生まれないと思うのですが

Ａ 朝会や終業式・始業式等では、体育館にまず後期課程生徒が入り、先輩たちの静かに待つ姿勢を

見ながら、後から入場してきた前期課程児童は、雰囲気に飲まれ、４月当初と比べ、次第におとな

しくになっている。

Ｑ７ 小中一貫教育のメリットとデメリットを出してもらえると、全小中学校の共通の課題と

なると思います。

Ａ １ 一般的に言われている小中一貫校（義務教育学校）のメリットについて（→は本校の場合）

（1） 学年の区切りを柔軟に設定し、児童生徒の実態に応じた自由度の高いカリキュラ ムを設定

することができる。

→本校では国の方針を先取りし、平成２９年度に５・６年生の英語について、毎週１時間

のほか隔週で１時間プラスして年間時数５３時間で設定。※総合の時間は削らずに

（2） 教員同士の情報交換が容易になるため、児童生徒の学習状況や特性などが共有されやすく、

適切できめ細かな対応をとることができる。

→本校では、西校舎（旧絹中）の職員室に、常勤の職員分の机・椅子を確保し、情報交換し

やすい雰囲気をつくるとともに、その日の「出欠状況」「保健日誌」は、前・後期合わせ

て１冊にまとめている。また、週時程の中に「生徒指導部会」を位置づけ、校長、前・後

期それぞれの教頭・教務主任、児童指導主任、生徒指導主事、学年生徒指導担当職員、前

・後期それぞれの養護教諭、ＳＣが一堂に会して、情報交換や対応策の検討等をおこなっ

ている。
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（3）小学校から中学校に進学する際に、学習面や環境面、人間関係などに大きな変化が訪れるた

め、学校になじめずに不登校になる生徒も見られるが、義務教育学校では日頃から中学生（後

期課程生徒）と触れ合えたり、学習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。

→本校では、西校舎（旧絹中）の余裕教室を活用して、前期課程の５・６年生を１階に入

れ、２・３階を後期課程７～９年生が使用している。統合再編前から児童生徒に４か月

ごとに実施している意識調査の結果によると、５・６年生からは、「先輩の姿を間近に見

られるので、後期課程進級時の参考になる」、また、後期課程の生徒からは「お手本とな

るように、以前と比べ自覚と責任を持つように行動するようになった」など、肯定的な

意見が多い。さらに、昨年度の３月に当時の福良・梁・延島の３小学校の６年生に調査

した時点では、「新しい学校生活に不安がある」と回答した児童（生徒）が全体の約７４

％いたが、７年生になってからの６月に実施した調査では、約９７％の生徒が「楽しい」、

「どちらかといえば楽しい」という結果であった。１０月に実施した同様の調査結果で

もこの傾向は続き、現在（１月）まで、長欠生徒は出ていない。

（4）行事等を通して、異年齢集団との交流の機会が増えることから、小学生（前期課程）は中学生

（後期課程）が行っている勉強やイベントに興味を持つようになり、中学生（後期課程）は、よ

り多くの人前でリーダーシップをさらに発揮することができる。

→本校では、ねらい、性質、発達段階等を考慮して、行事については、「１～９学年全体で

実施するもの」（入学式、運動会、学校祭、卒業式、全校朝会、始業式・終業式など）、

「はじめは１～９学年全体で行い、途中から前期・後期に分かれて実施するもの」（避難

訓練など）、「はじめから前期・後期に分かれて実施するもの」（○○集会など）の３つ

に大別される。

東校舎では１～４年生が生活するため、学校図書館、放送、給食、保健等の分野では４

年生が最上級学年としてリーダーシップを発揮している。５・６年生は、清掃時に東校

舎と西校舎と二手に分かれ、１～４年生、７～９年生とそれぞれ縦割り班を編制してい

る。このため、６年生は前期課程だけの集会活動のほか東校舎での清掃等でリーダーシ

ップを発揮している。９年生は１～９学年全体で実施するもの及び後期課程だけの集会

活動等においてリーダーシップを発揮している。

※小山市の小中一貫教育は、「４－３－２」の区切りを採用しているため、４年生も

委員会活動に参加させ、リーダーシップ発揮の機会を与えている。

２ 本校としての独自のメリットについて

（1）統合・再編の点から

①特に、施設隣接型の義務教育学校のため、施設・設備の弾力的な使用ができる。（校庭・体育

館等が２つ使える。両方の校舎にある特別教室も使える。など）

②スクールバスが、通学時以外にも前期課程の教育活動（半日程度の校外学習など）にも使用

できるようになって活動範囲が広まるとともに、従来の民間バス借り上げと比べ、保護者の

経済的負担が軽減された。

③旧行政単位で１校となったため、 地域の期待を一心に集め、学校を核とした地域内の結びつ

きが深まってきている。（コミュニティスクールなど）
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（2）職員構成の点から

①小・中両方の教員免許を有する職員で固めたため、小規模の中学校でありがちな免外申請や

免外指導講師の必要性がなくなった。

②前期課程、後期課程の職員による相互乗り入れの授業担当が可能となり、３年生以上で教科

担任制が実施できる。

③小学校時代にお世話になった職員が前期課程に６割近くいる。また、後期課程に配置がえに

なった職員もいるため、児童生徒や保護者にとって心強い存在である。

④同じ職員室内に、前期課程・後期課程の異校種の職員が同居することで、意思疎通が図りや

すい。

３ 一般的に言われている小中一貫校（義務教育学校）のデメリットについて（→は本校の場合）

（1）９年間同じ学校にいる必要があるため、人間関係が固定化やすい。

→本校では、前期課程は統合しても単学級のため、今は人数が増えたため学校生活が楽しい

と感じている児童も多いが、将来的にはわからない。

このため、前期課程と後期課程にそれぞれ相談員を配置し、ＳＣを単独配置、さらに、特

別支援教育サポーターやＴＴ教員など市費の非常勤職員を多く配置することにより、きめ

細かな指導・支援体制をとり、未然防止、早期発見、早期対応に努めている。また、他校

との交流の機会を増やすようにしている。

（2）小・中両方の教員免許を取る必要がある。

→本校では、前述のように、小・中両方の教員免許を持つ職員で固めているので、今のとこ

ろ何とか対応できている。（将来的に義務教育学校が増えてくると対応がむずかしくなる可

能性はあるが）

（3）学校の統廃合に利用される可能性がある。

→本校では、児童生徒やその保護者、家庭、地域から「義務教育学校になってよかった」と

言われるように、情報発信（「学校ＨＰ」の更新頻度アップ、児童生徒の活躍を伝える「後

援会だより」、「学校だより」、「コミュニティスクール通信」の随時発行と全世帯への配付）

と学校経営改善のための意見聴取（職員、保護者、学校運営協議会委員のほか、公民館窓

口に用紙を置き不特定多数の一般地域住民の声も取り入れる）に取り組んでいる。

４ 本校としての独自のデメリットについて

（1）統合・再編の点から

①特に、施設隣接型の義務教育学校であるがゆえに、校舎間の移動に時間がかかる。

②既存の施設設備の活用に重点を置いたため、学校給食が校舎ごとに異なる共同調理場からの

受配となり、献立も異なる。

③同一の校舎に５～９年生が入るため、授業時間の違い（４５分と５０分）から、チャイムが

使えない。また、階は異なるが、前期課程は５分早く終わるため、授業中の後期課程生徒に

とっては騒々しく感じることもある。（特にテスト時）

④統合によって人数が増えて、活気がでてきた前期課程児童と比べ、統合のない後期課程生徒

にとっては変化に乏しい。

⑤統合に際して、地域がらみの行事は削減できなかったので、３つの小学校と１つの中学校の

行事をほぼそのまま受け入れたため、多忙感は否めない。今後、いかに精選していくかが課

題である。

（2）地域性から

①農村地域のため住宅が建てられず、市街地から離れているため他学区からの転入も望めず、

人口減少問題に直面している。さらに最近はクラブチームに所属する生徒も多くなり、部活

動の存続にも影響が出ている。
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（3）その他から

①隣接型の義務教育学校の先行事例がほとんどないため、参考となるものが少ない。

②小・中の文化の違いもあるが、初年度ということもあり、同一校種と比べ行事の企画・運営

面で摺り合わせにより多くの時間を費やし、働き方改革に十分対応しきれていない面もある。

Ｑ８ 実際にスタートしてみての課題は何ですか？

Ａ 前述のＱ７の４「本校としての独自のデメリットについて」参照

Ｑ９ スタートしての子どもたちの変化はありますか？

Ａ ホームページ内の「児童生徒の意識調査結果」を参照

Ｑ１０ 学校行事が多くなると思いますが、何か精選したものはありますか？

Ａ 平成２９年度は、旧４校の行事をほぼそのまま引き継いだ。

Ｑ１１ 小学校に勤務した経験から考えると、５・６年生は学校を引っ張ってくれて頼もしい

存在です。この時期にリーダーシップを学ぶ経験は貴重であると思いますが、義務教育

学校の５・６年生はどのような状態ですか？

Ａ Ｑ４でも触れたが、東校舎では施設管理面から４年生がリーダーを務めているため、西校舎で後

期課程生徒と一緒に生活する５・６年生にとっては、前期課程のリーダーとして位置づけ、前期課

程だけの集会等や行事での活躍の場を用意している。

Ｑ１２ 職員の退勤時間はどのような状況ですか。前期と後期では差がありますか？

Ａ 働き方改革が検討されてから、一般職員の帰宅時間は早まった。後期は、部活があるので、前期

よりやや遅めである。ただし、教務主任、教頭、校長は遅く、土 日も出勤状態である。

Ｑ１３ 義務教育学校になったことの良さ、また義務教育学校の今抱えている問題点などを、

Ａ Ｑ７の本校としてのメリット、デメリットの項を参照

Ｑ１４ 絹義務の先生方は、口を開けば大変だ大変だと言います。でもその大変さの具体は、

Ａ 「大変だ」と言っている職員は置かれている立場の違いにもよるものと思います。

ホームページ内の「職員の意識調査結果」参照
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Ｑ１５ 学校教育計画（グランドデザイン）を教えていただけると参考になります。

（特に後期課程の教科のつなぎについて など）

Ａ ホームページ内の「学校経営の方針」参照

Ｑ１６ 平成２９年度の学校関係者評価等の結果を、その一部でも教えてください。

Ａ ホームページ内の「学校評価」参照

Ｑ１７ コミュニティ・スクールの実践の様子について教えてください。

（例えば、地域人材のリソースなどについて）

Ａ 下記参照

１ コミュニティスクール（学校運営協議会）について

(0) 本市における経緯

開校１年前の平成28年度にＣＳ準備委員会を立ち上げ、平成29年度開校する絹義務教育学校への円滑

な導入、及びＣＳの在り方等についての検討を進め、本年４月にＣＳの指定を受けた。平成29・30年度

は、文部科学省の補助事業である「コミュニティスクール導入等促進事業」を活用し、ＣＳ導入後にお

ける運営体制づくり等にも取り組み、さらなる充実を図っていく予定である。

(1) 組織（人数、肩書きなど） 互選により会長に№1 副会長に№4

№ 性別 年齢 肩 書 き 地区 備 考 № 性別 年齢 肩 書 き 地区 備 考

① 男 68 元自治会長 延島 準備委から継続 6 女 72 元小学校長 梁 準備委から継続

2 男 65 自治会長 延島 準備委から継続 7 男 42 ＰＴＡ会長 福良 準備委から継続

3 男 64 地区社会福祉協議会長・民生委員 延島 準備委から継続 8 男 63 前公民館長 福良 準備委から継続

④ 男 33 ＰＴＡ副会長 梁 準備委から継続 9 男 60 元消防団長 福良

5 男 74 学校農園ボランティア 梁 準備委から継続 10 男 59 校長

※「小山市学校運営協議会規則」で10名(３地区から３名ずつ＋校長) 保護者も入れる(№4・№7)

(2) 開催回数････年５回

№ 日 時 内 容（議 題） 出 席 者

1 4/24(月) 18:30～ 委嘱状交付、学校経営方針の承認など 委員、学校、市教委

2 8 /2(水) 18:00～ 1学期の学校経営､学校支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動計画､2学期の予定など 〃

3 11/ 2(木) 18:00～ 各種学校評価関係資料の提示 〃

4 12/20(水) 17:00 ～ 学校関係者評価、2学期の学校経営､3学期の予定など 〃

5 2/22(木) 18:00～ 学校経営方針原案提示、今年度の反省･次年度の予定 〃

※学校側の出席は教頭・教務主任・地域連携教員。市教委側の出席は教育総務課長・係長・担当

(3) 運営方法････おもな分担

①主務：前期教頭 ②議事進行：会長 ③議事録：地域連携教員 ④庶務：市教委
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(4) 学校評価････学校関係者評価を委員に依頼 ※公民館窓口での住民からの評価を併用

(5) 学校支援ボランティア････現在まで、旧４校の人材を学校が引き継ぎ部門別に活用

※旧梁小では、自治会単位で地域コーディネーターを通し依頼

(6) 学校運営への反映････「学校だより」の班回覧から全戸配付へ(第２回委員会にて)

(7) 設置の成果と課題

①成果：参観等を通して、学校のよき理解者であり、地域とのパイプ役

※旧梁小では、地域素材の教材化に対して教員の意識が高まり、地域と連携した学校

行事や授業などの教育実践が増え、児童は豊かで多様な体験を経験できた。学校運営

協議会として、地域の視点から建設的な意見をいただき、学校運営や教育活動に反映

させることができた。地域の人々との交流は､児童にとってコミニュケーション能力育

成の一助となったほか、規範意識の高まりも見られた。

②課題：学校の負担（地域コーディネーター人材探し）← ▲市教委生涯学習課

※旧梁小では、自治会毎に地域コーディネーターを組織

Ｑ１８ １年から９年までの担任の決め方 ☆決定の際の苦労 ☆意向調書

Ａ 通常ならば、学年末に所属職員に対して次年度の担任や校務分掌の意向調査を実施して、その結

果を参考に、現年度の校長が中心となって決めることが多いが、本校の場合は、小学校３校が統合

しても単学級であり、中学校は小・中両方の免許所有者が少なかったことから、引き続き残れる教

職員が少ないと予想されたため、意向調査は特に実施しなかった。

３月２４日の栃木県公立学校職員異動内示を受け、４校の管理職の中で、福良小校長、延島小教

頭、絹中教頭の３人が義務教育学校に残ることになったため、この３人で義務教育学校勤務となっ

た教職員の中から人選して前期課程・後期課程ごとの担任を決めた。

Ｑ１９ 人事配置 ☆運営面での苦労 ☆教頭２人体制の仕事内容の分担

Ａ 運営面では、初年度は県費加配教員の配置（２名）や市の非常勤職員の配置（４名）という特別

措置があったため、大きな支障は出なかった。

校舎が２カ所に分かれるため、前期課程１～４年関係職員は、朝夕を除くと東校舎で生活するこ

とが多く、連絡を要する場合に苦労することがある。このため、東校舎の各階教室前に外線からの

転送や外線にかけられる受話器を設置した。

教頭２人配置に関しては、１人は前期課程と学校運営協議会等を担当、もう１人は後期課程とＰ

ＴＡ等を担当している。

文書の収受・起案決済は、校長のほか、次の３通りのいずれかとなる。

ａ 前期課程の教務主任・教頭＋後期課程の教務主任・教頭の回覧を要するもの

ｂ 前期課程の教務主任・教頭のみ回覧を要するもの

ｃ 後期課程の教務主任・教頭のみ回覧を要するもの
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Ｑ２０ ４．３．２という教育課程上のカリキュラムを組む上での課題 ☆６年修学旅行

Ａ 授業時間が前期課程（小学校）４５分、後期課程（中学校）５０分のため、１・３・５校時の始

まりの時間を合わせ、５年生以上が入る西校舎では、ノーチャイム。

前期課程教員と後期課程教員による乗り入れ授業については、教員の移動時間に配慮して、３・

４校時を中心に設定。

６年生の修学旅行については、前期課程の節目行事として当初から設定。統合再編前の１１月の

地域向け説明会や２月の学級懇談時に説明。また、６年修了時のアルバム（いわゆる卒業アルバム）

についても、私立や県立の中学校や他の公立中学校に進学する児童もいることから作成することと

し、同様に説明。<６年修学旅行は昨年２月に業者へ見積依頼>

Ｑ２１ １年生から９年生までいる場合の学校行事を実施する上での苦労 ☆縦割り班

Ａ 小中一貫校として、基本的には１～９年が一堂に会して参加することを前提に、発達段階を考慮

しながら、行事の在り方を考えている。特に、儀式的行事は低学年児童に時間（トイレ休憩や集中

力）と場所（移動時間）の面で配慮している。運動会は、前期課程と後期課程一緒に実施し、小中

一貫校としての特色を出せるように前期課程児童と後期課程生徒の出番を工夫した。また、文化祭

は、１日半（金曜日の午後と土曜日一日）とし、初日の開会式から２日目午前のステージ発表まで

は一緒に実施。午後は、前期と後期に分かれ閉会式も別々に（スクールバスの時間に配慮）した。

縦割り班については、清掃の時間、５・６年生を２つに分け、東校舎を１～６年の縦割り班で、

西校舎を５～９年の縦割り班でそれぞれ実施。通学では、前期課程が「徒歩通学」と「スクールバ

ス通学」での縦割り班、全員自転車通学となる後期課程では、「方面別」の縦割り班。また、後期課

程では、地域の高齢者との「ふれあい広場」で、自治会単位の縦割り班。

前期課程と後期課程を貫く１～９年までの縦割り班は、今のところない。

Ｑ２２ １～４年生担当教諭の部活動

Ａ 部活動は、後期課程の職員のみで担当。理由としては、栃木県教委は義務教育学校としての独自

の区分を設けていないので、前期課程職員は小学校区分、後期課程職員は中学校区分となり、部活

動手当は中学校にしか付かないため。

Ｑ２３ 平成２８年度の準備

Ａ おもな準備

１ 教育委員会として <おもにハード面>

○校名 ○例規の改正 ○学校給食の調理と配送業務委託契約 ○スクールバスの委託契約

○校舎の改修 ○地域説明会
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２ 学校として ※H27年度３学期から、体育着、閉校式、ＰＴＡ、ＣＳについて検討開始

当初、教委側に頼りすぎ、実質はH28年度に一気に検討・対応を迫られ、予定を大幅に

遅れた。

（１）１学期 ○学校教育目標 ○ＰＴＡ会費・後援会費の額 ○名札・持ち物 ●閉校式

（２）２学期 ○校章・校歌・校旗 ○ＰＴＡ組織 ○コミュニティスクール関係 ●閉校式

（３）３学期 ○荷物の引っ越しに向けて仕分け<冬休み> ●閉校式 ○開校式

３ 開校直前の準備時間はほとんどなかった。（閉校記念事業と同時展開のため）

校舎を使っているため、３月の修了式まで、机・椅子、教材備品、一般備品等を動かせない。

春休み中の土日で荷物の引っ越し。３月末にバス納車。４月３日(月)から開校式準備。

Ｑ２４ 平成２９年４月１日から７日までの学校全体の動き

Ａ 本来の年度初めの会議の合間をぬって、開校の準備。通常、小山市内では、自由出勤日を１日設

定する学校が多いが、本校では半日分しか設定できなかった。特に、入学式の持ち方については

小・中の文化の違いから、直前まで各職員の意識の摺り合わせに時間がかかった。

Ｑ２５ 職員会議、運営委員会の持ち方

Ａ 全員参加による職員会議は原則月１回（水曜日15:30～）を設定している。場所は全常勤職員の机

・椅子がある西校舎の職員室。議案を報告事項と審議事項に分け、内容によっては事前に企画委員

会（運営委員会）を放課後に開催して、煮詰めてから提案するようにしている。実際には16:30の退

勤時間を過ぎ17:00 近くに終了となることもあった。

このほか、前期課程は月曜日が月２回５時間授業となるため、放課後に前期課程職員だけの会議

を設定し、特に、統合によって一緒に学校生活をおくることになった児童たちに関する情報交換や

児童指導上の諸問題、前期課程の教育課程等について検討の時間を設けている。

なお、前期・後期の常勤職員全員参加による職員研修も基本的に月１回または２回、水曜日の放

課後に設定している。

Ｑ２６ 義務教育学校に対する保護者の反応

Ａ 前期課程については、友達が増え学校生活が楽しいという児童が多いことやスクールバス導入に

よる負担軽減もあり、概ね良好といえる。

１学期に、「５・６年生の体育館シューズ」と「授業参観の日程」について、保護者から要望があ

り、２学期から修正した。その他、学校評価・学校関係者評価での保護者へのアンケートを参照。

Ｑ２７ 学校行事について

Ａ 満足するための工夫として、発達段階に応じた「活躍の場」の設定したいと考えている。
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Ｑ２８ 日常の生活リズムについて

Ａ 前期課程だけで生活する東校舎と、前期・後期課程が一緒に生活する西校舎では、異なる部分も

ある。（５・６年生は、一緒に生活する後期課程のリズムに近くなるようである）

前期課程では、統合による人間関係を心配したが、新しい環境に比較的よく適応（児童生徒の意

識調査結果を参照）し、前年度の３小学校時代と比べ、児童の遅刻・欠席が減少した。

Ｑ２９ 校務分掌について

Ａ 基本的に、前期課程所属職員と後期課程所属職員が入るようにしている。一緒に行うもの（たと

えば清掃など、前期・後期に共通するもの）が多いが、前期と後期で通学方法が異なる交通指導な

どは別々に行っている。

Ｑ３０ 校長会、教頭会の参加の仕方、出張について

Ａ 校長は、小山市校長会と下都賀地区校長会は「中学校部会」に所属。なお、県の校長会は「栃木

県小学校長会」と「栃木県中学校長会」の両方に所属。

出張扱いは、基本的に、中学校関係のみ。（校長は中学校区分のため、旅費も）

前期課程所属教頭は、小山市と下都賀地区の校長会は「小学校部会」に所属。後期課程所属教頭

は、山市と下都賀地区の校長会は中学校部会に所属。県の「公立小・中学校教頭会」は単一の組

織のため２人とも所属。出張扱いは、基本的に、それぞれの区分に応じて。

Ｑ３１ 開校式、閉校式

Ａ 閉校式は、一般的に設置者である市(市教委)が主催が多いと思われるが、本校の場合は各校で

学校行事として、式典を企画・運営。

開校式は入学式と同時開催。式典の企画は学校で行い、開校式の進行は教委、入学式の進行は

学校側で行った。

Ｑ３２ バス運行に際しての問題点

Ａ 業務委託契約の入札時の仕様書の内容と運行規程に４校の校長会の意見を反映させたほか、

バスの運行については、今のところ、特に問題点は出ていない。

Ｑ３３ ６年生旅行のメリット・デメリット

Ａ メリットとしては、前期課程６年間の思い出づくりの一つとしての意味もあり、他の公立小学

校との不公平感も出ない。また、統合前の３校で実施していた時よりもバス借り上げの面で人数

割りで、費用が抑えられる。デメリットは、特にない。
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Ｑ３４ 体育祭の種目編成での工夫

Ａ 運動会は５月実施となり、準備期間が短く、９学年参加のため、これまでより種目を精選した。

小中一貫校の行事として、開・閉会式での前期課程児童の活躍の場を設けたほか、後期課程生

徒が低学年児童の整列を手伝う場面や１～９年のリレーなども見所となった。

応援合戦あり。応援団は６年生以上で構成、昼休み(前期・後期)と放課後(後期のみ)に練習。

Ｑ３５ 帽子の着用について

Ａ （１）通学時 前期課程（１～６年）徒歩通学・スクールバス通学ともに黄色い安全帽着用

後期課程（７～９年）全員自転車通学のため学校指定のヘルメット着用

（２）清掃時 前期課程（１～６年）紅白帽着用

後期課程（７～９年）白の三角巾を着用

（３）体育の授業 前期課程（１～６年）は紅白帽着用

後期課程（７～９年）は特になし

Ｑ３６ 学童保育との連携

Ａ ３小学校の閉校に合わせ、３カ所あつた施設のうち、２カ所（旧福良小学区内にある市立保育所

と旧延島小学区内にある私立幼稚園に併設）の学童が閉鎖され、旧梁小に隣接したＮＰＯ運営の学

童のみとなった。学校から離れているので、学童利用児童は、下校時のスクールバスを利用できる

ように配慮している。また、夏休み中のプール開設日には、スクールバスが学童も経由して児童の

送迎にあたっている。今後、東校舎の敷地内への移転も検討中。台風等による臨時休業の連絡は、

市教育委員会学校教育課から学童を所管する市保健福祉部こども課から連絡する体制になっている。

Ｑ３７ 前期課程の登校時の服装

Ａ 基本的に私服。行事の際には体育着での登校もある。名札は、学校で保管し、登校時に付け、下

校時に外させている。

Ｑ３８ 開校にあたっての保護者への情報提供

Ａ ①保護者あて文書 ②地域向けの全世帯配付物 ③各校のホームページ等で周知を図った。
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Ｑ３９ 教育課程編成で工夫したこと 今年１年を振りかえっての課題

Ａ 教育課程編成で工夫したことは、①前期課程からの一部教科担任制 ②前期課程職員と後期課程

職員による乗り入れ授業 ③後期課程での免外指導の解消、④５・６年の英語５０時間先取りなど。

１年を振りかえっての課題として、①行事の精選、②日課の変更(後期課程中心に)への対応、③活

動時間の確保（スクールバスの時間が決まっている前期課程に制約が多い）など。

Ｑ４０ 家庭学習についての前期課程・後期課程の取組

Ａ 小山市内の全小・中学校では、家庭教育用ソフト「ラインズ ｅライブラリ」が導入されており、

児童生徒一人一人にＩＤパスワードが与えられているため、インターネット環境があれば自宅から

アクセスして学習できる。

また、統合・再編以前から、旧絹中学校区の小・中全体で、毎月曜日は「ノーテレビ・ノーゲー

ムデー」として、家庭への協力を呼びかけている。月曜日は部活も行わない。

前期課程・後期課程とも「自主学習ノート」の提出を図り、特に前期課程では冊数ごとに表彰し

意欲の喚起に努めている。

Ｑ４１ 学力向上の取組

Ａ 「全国学力学習状況調査」のほか、栃木県独自の「とちぎっ子学習状況調査」（４・５・９年）、

小山市独自の知能・ＮＲＴ・ＱＵ検査（４・８年）のほか、本校独自に各学年のＱＵ検査と前期課

程各学年のＣＲＴ検査、後期課程での実力テスト７・８年（年２回）と９年（年６回）を実施して

いる。前述の「ラインズ ｅライブラリ」では、全国の公立高校の入試問題等もダウンロードして

利用できるため、補習等でも活用している。

Ｑ４２ 再編による行事の見直しで無くしたものと残したもの

Ａ 市の農村整備課と土地改良区で主催する前期課程の「生き物調査」と、国土交通省関東地方整備

局鬼怒川河川事務所が主催する前期課程の「河川愛護活動」は、統合を機に、それぞれ１カ所ので

きたが、その他はほとんど、残した。

Ｑ４３ プール指導

Ａ 前期課程は、深さの関係から１～６年まで体育の授業では東校舎のプールを使用し、夏休みは、

前期課程のみ、職員が当番となり１０日程度開放（開放日に合わせスクールバス運行）している。。

後期課程は、体育の授業で西校舎のプールを使用。夏休みの開放はしない。
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Ｑ４４ 後援会費の徴収

Ａ 統合以前、３小学校では児童のいない家庭から「ＰＴＡ賛助会費」を徴収。また、旧絹中では、

ＰＴＡ会員以外の家庭から「後援会費」を徴収していた。このため、小・中どちらにも子どもが在

籍していない家庭では「ＰＴＡ賛助会費」と「後援会費」を納めていた。

そこで、統合・再編を機に、「ＰＴＡ賛助会費」と「後援会費」を一本化し、「後援会費」のみを

徴収することになった。

Ｑ４５ 校内での研究課題

Ａ 職員にとっても児童生徒にとっても、過度の負担にならないもの。

Ｑ４６ コミュニティスクールとしての地域との関わり方

Ａ 義務教育学校化に伴い、旧梁小学校の実践をもとに、発展させていく方向でスタート。ＣＳ準備

委員会当時のメンバーが運営協議会でも委員のほとんどを占めているため熱心である。

成果はこれから。Ｑ１７参照

Ｑ４７ 朝の打ち合わせの実施方法

Ａ 毎週火曜日朝（８：０５～８：１５）に設定。西校舎の職員室で常勤職員が参加。

その他の曜日は、毎日の日報を活用。

Ｑ４８ 朝会での校長の話

Ａ ほぼ月１回、全校朝会を実施。表彰もあるので、校長講話は３分以内で済ませるようにしている。

内容的には、「あいさつ」「整理整頓」など生活面のことを２つ程度に絞り、小学生中学年程度に合

わせた内容で。あるいは、特別支援学校で用いる視覚的な説明方法で。

Ｑ４９ 入学式、卒業式の時間は

Ａ 小中一貫校として１年生から参加するため、低学年は開始時間ぎりぎりに入場させ、儀式に要す

る時間も１時間２０分以内になるように内容を精選している。

Ｑ５０ 職員のもつ小・中学校文化の意識改革を図るには

Ａ 狭いけれど同じ職員室に席を詰め込み、日常的に会話できる雰囲気づくりが有効でした。


