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平成２７年度 第２回 四街道市小中一貫教育推進委員会会議録 

 

 

 日 時  平成２７年１０月９日（金）午後３時～午後５時 

 場 所  四街道市役所第二庁舎 ２階 第二会議室 

 出席者  金子委員長，市原副委員長，渡辺委員，大友委員，石田委員 

豊田委員，荒井委員，長谷川委員，原委員，坂本委員，飛田委員 

染谷委員 （出席者１２名） 

 欠席者  原名委員，廣瀬委員，土田委員 （欠席者 ３名） 

 事務局  中嶋学務課長，秋庭学務課主幹，栗谷川学務課指導主事 

      小川指導課指導主事，塩野学務課嘱託職員，髙岸学務課指導主事 

 傍聴人  ５名 

 

 

 会議次第 

１ 開会 

２ 資料の確認 

  ・平成２７年度第１回推進委員会で出された基本方針（案） 

  ・平成２７年度第２回推進委員会基本方針（案） 

  ・次第 

  ・別紙資料 

３ 資格確認 

４ 会議の公開等 

５ 平成２７年度第２回基本方針（案）についての協議・検討 

  （１）前回の修正分についての確認 

  （２）「四街道市の小中一貫教育の検証」の協議・検討 

６ その他 

７ 閉会 

 

 

進 行  本日は，ご多用のところ，お集まりいただきまして，有難うございま 

す。定刻となりましたので，会を進めさせていただきます。開会のこ 

とば。 

開 会  ただいまから，平成２７年度 第２回 四街道市小中一貫教育推進 

委員会を開催します。 

資料確認 資料の確認をします。会議次第と別紙資料を会議前に配付しました。 
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基本方針（案）については，事前に送付済みです。 

資格確認 資格確認を行います。本日の出席委員は，１２名です。従いまして 

     四街道市小中一貫教育推進委員会設置要綱第５条第３項の規定に 

     基づく（過半数）定足数に達しています。このあとの進行は，設置 

     要綱第５条第２項に則り金子委員長にお願いします。 

 

委員長  それでは，始めに会議の公開について諮ります。この会議は，原則 

     公開とし，会議の都度，決定するということになっています。本日 

     会議次第，配付された資料から非公開とする必要はないと考えます。 

     委員の皆さん，いかがでしょうか。 

委 員  異議なし。 

委員長  次に，会議録の作成については，発言者の氏名を明記し，議事録署名 

人については，私と市原副委員長の２名でよろしいでしょうか。 

委 員  異議なし。 

委員長  それでは，事務局はそのように会議録の作成をお願いします。先程， 

     会議の公開について承認されましたので，傍聴者がいましたら入室 

     させてください。 

事務局  ５名います。入室していただきます。 

委員長  傍聴される方へ申し上げます。事務局から渡された傍聴券の裏面に 

     記載してあります「遵守事項」を確認の上，傍聴されますようお願い 

     いたします。 

     会議終了の時刻を最終１７：００とします。会の進行を見て，途中に 

     休憩を取ります。円滑な会の進行にご協力よろしくお願いします。 

     それでは，会議次第に沿って進めます。 

     本日の会議次第，５．「基本方針案についての協議・検討」に入りま 

す。まず，前回協議・検討し，皆さんの意見を踏まえて，事務局で修 

正されたものが，提示されています。そちらの確認をした後，６「四 

街道市の小中一貫教育の検証」の審議・検討をしていきます。では， 

修正の確認を事務局お願いします。 

事務局  平成２７年度第１回推進委員会で出された意見をもとにして，基本方 

     針（案）を修正させていただきました。頁ごとに確認させていただき 

ます。まず，全体に関わる表記について，（１）（２）など，括弧の後 

に続く項目を「ア，イ」から「①，②」に変更しました。次に，４頁 

を開いてください。４頁は，２点修正しました。１つ目は，（２）（３）， 

タイトルと次の行がせまく感じるという意見から一行分空けました。 

     ２つ目は，（３）の図がより分かりやすくなるという意見からタイト 
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     ルの「中学校区」を「進学先」という言葉に変更，区分の説明の「複 

     数」を「２つ」に変更し，さらに中央小と大日小の位置づけが分かる 

     ように付記を入れました。 

     次に，５・６頁，具体的な取組の修正確認は，本日配付させていただ 

きました別紙資料にて説明させていただきます。 

     前回まで（１）から（４）のタイトルを実施内容の表記としていまし 

     たが，事務局で検討した結果，取組をより明確にするために目標や目 

     的をタイトルに記載することとし，実施内容を手立てとして，具体的 

な取組を表に整理しました。 

     前回（１）基本的な取組のアを表の上部に大枠で囲みました。「児童 

     生徒の学習面や生活面の成長を一体的にとらえて９年間に視点をあ 

     てた項目が，もう一つあるとよい」という意見から事務局で検討し， 

     ９年間を見通した意味を含め，文章末に「１５歳の姿」という言葉を 

加えました。 

     また，前回（１）基本的な取組のイ指導計画の一層の系統化について， 

     「どういった意味の指導計画を作成していくのか，はっきりと分かる 

     ようにするとよい」という意見から「学びの連続性」を目標・目的と 

     し，手立てに「系統化した指導計画を作成します。」として今回，学 

習面における取組に加えました。 

前回（２）学習面における取組アは「学習活動の滑らかな接続」イは 

「主体的に学習に取り組む態度の育成」ウは「グローバル化に対応し 

た教育」としました。さらに学力の３要素である「基礎的な知識及び 

技能」と「思考力，判断力，表現力」を取組に加えました。 

次に生活面における取組ですが，「家庭・地域との連携について触れ 

る項目があるとよい」という意見から，前回（３）アイウの他に，新 

たな項目として加えました。 

前回（４）中期に視点をあてた取組については，目標や目的をタイト 

ルにした他は，実施内容，項目の数等に変更は，ありません。 

     ６頁の全体図は，前回右上に位置していた「明日を切り拓く，心豊か 

でたくましい人づくり」は，基本計画の中心となる考えから，一番上 

の位置がよいという意見をいただき，形を大きくして一番上の位置に 

しました。また，目標や目的をタイトルとしたことで，学習面・中期 

の重点・生活面の柱や土台の表記を変更しました。 

前回，「小中一貫教育の取組の中で，いじめについて触れていくこと 

ができれば」という意見をいただきました。豊かな心の教育は，小中 

一貫教育と密接に関わっております。いじめという言葉を基本方針 
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（案）に表記しておりませんが，子どもたちの豊かな心を育成すると 

いう大事な視点は，１頁の趣旨，２頁の目指す小中一貫教育，３頁の 

教育効果で繰り返し触れられております。豊かな心の育成は，教育振 

興基本計画の基本理念，心豊かでたくましい人づくりでもあり，いじ 

め防止に資すると考えました。 

５・６頁，具体的な取組の修正箇所は，以上です。 

次に，本日の基本方針（案）の資料に戻っていただき，７頁の組織図 

の確認をします。前回，斜め線で組織を繋いでいましたが直線に修正 

しました。内容については，変更ありません。 

     事務局からは，以上です。 

委員長  只今，事務局から前回協議・検討し，皆さんの意見を踏まえて，修正 

されたものが，提示されました。これについて質問，意見等がありま 

したらお願いします。 

委 員  修正した４頁の文字の大きさや種類が違うように見えるので，全体と 

     同じにした方がよいと思います。 

委員長  事務局，いかがでしょうか。 

事務局  全体と合わせる形に修正したいと思います。 

委員長  では，修正をお願いします。他にありますか。 

委 員  ４頁右下の但し書きが，縦書きになっているので，横書きの同じ書式 

がよいと思います。また，５頁の表，一番上が「目標・目的（めあて）」 

と３つ言葉が並んでいます。シンプルに目標だけにして，その右隣の 

手立て（例）も主な取組とすれば，分かりやすいと思います。 

  委員長  事務局，お願いします。 

  事務局  ４頁右下の縦書きは，全体と同じ横書きに修正します。５頁の表，一 

番上は，事務局で検討し，分かりやすい表記に修正したいと思います。 

  委員長  では，事務局で検討していただき，修正をお願いします。 

他にありますか。 

  委 員  １頁，基本的な考え方の（１）に「義務教育９年間を一体的に捉え」

とあり，その先に「小中一貫教育と捉え」とあります。この捉えは， 

       ２頁（２）②に「９年間を一体的に捉えて掲げられた学校教育目標」

と連動していると思いますので，（１）の捉えの文章にも（２）②の

ように目標としての言葉を入れた方がよいと思います。 

また，１頁，「学力の向上」「豊かな心の育成」「基本的生活習慣の確 

立」この３つの目標を「学力の向上・豊かな心の育成・基本的生活習 

慣等の確立」という形にして一つにまとめたほうがよいと思います。 

  委 員  学力は「向上」，豊かな心は「育成」，基本的習慣は「確立」。それぞ 
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れが目標となっていますので，一つにまとめず，このままでよいと思 

います。 

  委 員  目標が掲げられていたので，目標達成のために３つを確立していくの 

かと考えました。 

  委 員  確立という言葉ではなく。「学力を向上させる」，「豊かな心を育成す 

る」，「基本的習慣を身につける」という形にすれば，分かりやすいと 

思います。 

  委 員  基本的生活習慣は，「確立」でよいと思います。「向上」，「育成」，「確 

立」，それぞれが目標を示しているものだと思います。 

  委員長  様々なご意見をいただきましたが，３つの目標の表記は，このままで 

いくことにします。他にありますか。 

   委 員  ２頁（２）③自己有用感を具体的に「人のために役に立つ」という表 

現で，分かりやすく表すとよいと思います。 

  委員長  自己有用感の意味についてですが，他にいかがでしょうか。 

  委 員  自己有用感を分かりやすく言えば，自分も人のために役に立っている 

と感じることができる。自分ために自分が行うというよりは，自分の 

働きかけ，行いが人のためによいものになる。それで自分が人から受 

け入れられていると思う。それが自己有用感であると思います。 

  委 員  この基本方針（案）は，教育振興基本計画を受けて小中一貫教育を現 

在検討しています。前提となる教育振興基本計画にも自己有用感が述 

べられています。それを受けてここに書かれているものであり，市の 

方針として学校現場でも子どもたちに伝えられていることです。そう 

いう流れの中での表記ですから，ここで使われるのは，違和感はない 

と感じます。 

   委 員  自己有用感については，学力状況調査でも触れられているところです。 

今後，使われていく言葉だと思いますので，分かりにくければ，下に 

注釈をつけるのも一つの方法だと思います。 

  委員長  自己有用感の意味については，共有できたと思います。言葉として分 

かりにくいという意見もありますので，このままいくか，注釈をつけ 

るか，それに代わる言葉にするかは，各委員が考えてきていただき， 

次回ご意見をいただくことにします。その他にありますか。 

委 員  ４頁（３）進学先の区分の図ですが，実線で囲まれているものと点線 

で囲まれているものがあります。意味があってのことですか。 

  委員長  事務局，いかがでしょうか。 

事務局  特に意味をもっておりませんので，実線に揃えたいと思います。 

委員長  では，実線に修正をお願いします。その他，いかがでしょうか。 
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委 員  １頁，読み始めから「小中一貫教育の基本的な考え方」という表題に 

なると難しい説明から始まると思われてしまうので，優しい柔らかい 

言葉で始めた方が読み進めてもらえると思います。関連して，５頁， 

具体的な取組の手立てに「ALT」とありますが，補足として日本人講 

師による外国語指導助手などの補足を加えれば，より分かりやすいと 

思います。 

委 員  他の頁と同じように 1 頁も（１）の後に①②とすれば，読みやすくな

り，理解も増すと思います。 

委 員   一般の方が見たり聞いたりしたときに分からない言葉には，注釈や補

足の説明が必要と思いますが，あまりにもそれが多くなってしまうの

は，どうかと思います。話し合いの中で，ここまでという折り合いを

つけるべきだと考えます。 

委員長  １頁に関しては，読みやすくなる工夫を考えることにして，５頁の

ALTについては，より分かりやすい方法で標記していくことにします。 

     他にありますか。 

委 員  ６頁，中期に視点をあてた取組の一番上，「進学に向けた不安の軽減」

の目標と手立てが一致しない部分があります。手立てにある「教科担

任制の導入」は３頁の（１）②に詳しく書かれています。この部分を

活かして，目標を「個に応じた指導の充実と進学に向けた不安の軽減」

とすれば，手立てにつながると思います。 

委員長  事務局，いかがでしょうか。 

事務局  目標，手立てとも３頁の（１）②と連動する内容で考えていきます。 

委員長  よろしくお願いします。その他にありますか。 

委 員  ６頁，中期の重点項目は，学習面だけですので，一番上の進学に向け

た不安の中に，学習だけではない不安要素を入れてもよいと思います。

例えば，子どもたちが思う不安には，部活動があります。土日の時間

や先輩の存在など，生活にも触れた要素が入るとより具体的になると

思いました。 

委員長  学習だけでない生活についても触れる内容を入れるかどうか，事務局 

     で検討をお願いします。他にありますか。 

委 員  ９頁の推進計画は，年度ごとに研究推進のモデル校が示されています

が，今後できれば，モデル校の視察をしてみたいのですが，いかがで

しょうか。 

委員長  事務局，いかがでしょうか。 

事務局  モデル校の現況を見ていただくことで，実際どういった方法で小学校

と中学校が小中一貫教育に取り組んでいるのか，具体的な事業が分か
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ると思います。そこでさらに理解を深めていただけたらと思います。

事務局で考えているのは，今年度３回目の推進委員会で，その機会を

作れたらと思っております。 

委 員  普段の授業参観から小中一貫教育の取組を伝えるのは，難しいと思い

ます。小中学校の先生方や子どもたちが実際に活動している姿を見る

ことができれば，一番よいと思います。 

委員長  訪問する学校を調整していただき，是非，機会を作っていただきたい

と思います。その他にありますか。 

委 員  ５頁，学習面における取組，学習活動の滑らかな接続のために共通の

学習ルールや授業スタイルを定めるとありますが，具体的にどういっ

たことでしょうか。カリキュラムの変更等があるのでしょうか。 

委員長  事務局，お願いします。 

事務局  具体的には，例えば，学習の約束として，子どもたちは，指名された

ら「はい」と返事をする。起立をする。発表者を見るなどです。その

他，休み時間に次の授業準備を机上にするなどがあります。授業スタ

イルとして先生方は，授業で学ぶことを目標やめあてとして提示し，

学習の流れや指導内容を分かるようにして，最後にまとめをします。

各中学校区，子どもたちの実態に応じて，決めています。 

     カリキュラムについてですが，文部科学省の学習指導要領に基づいて

教育課程を進めておりますので，教える内容や順序が変わることは，

ありません。 

委員長  事務局から説明がありました。よろしいでしょうか。 

それでは，他にありますか。 

委 員  全体的なことで，各頁ともよく作られていると思いますが，読むにあ

たって，始まりから終わりまで一連の流れになっていないように感じ

ます。例えば，基本的な考え方の次に結果としての教育効果がきてい

ます。個人的な意見ですが，基本的考え方の次に小中一貫教育の形態

がきて，その次に推進組織と推進計画，具体的な取組，教育効果，検

証という流れの方が，PDCA のサイクルになっていると思います。 

委員長  ここで各項目の順序について議論する時間は，取れませんので，今後

の会議で改めて検討したいと思います。それまでに各委員で考えてお 

くことにします。その他にありますか。 

     なければ，ここで５分休憩をとります。 

 

  委員長   それでは，１０頁の６「四街道市の小中一貫教育の検証」の審議・検 

討に入ります。事務局案について，改善すべき点があれば，意見をい 
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ただき，事務局で再検討する形で進めていきます。それでは，事務局 

お願いします。 

  事務局  それでは，１０頁の６「四街道市の小中一貫教育の検証」について提 

案させていただきます。 

前回まで，検証方法と成果と課題の２点を記載しておりました。今回， 

事務局で検討した結果，検証目的と検証項目を加え，表にまとめまし 

た。検証目的は，数値として目に見える方法の検証結果を，各中学校 

区で共通理解し，これからの教育活動に生かすのが目的となります。 

検証項目は，取組に対しての検証となりますので，５・６頁「４ 具 

体的な取組」を検証項目に連動させました。検証方法は，質問紙法と 

千葉県標準学力テストで行います。成果と課題は，集計結果を各中学 

校区で分析，考察し，成果と課題を報告します。 

事務局からは，以上です。 

  委員長  只今，事務局から６「四街道市の小中一貫教育の検証」の説明があり 

ました。これについて質問，意見等がありましたらお願いします。 

  委 員  ５・６頁にある具体的な取組を検証していくということでしたが，こ 

こにある取組をすべて各学校でやらなければならないのでしょうか。 

  委員長  事務局，いかがでしょうか。 

  事務局  ５・６頁，具体的な取組は，主な取組であり，例としてあげているも 

のです。その中から各中学校区の特色を活かして研究実践していく項 

目を考え，取組の検証をしていきます。 

  委員長  実態に応じて実践，検証していくということです。それでは，私から 

質問します。この検証方法は，どれも数値化できるものになるのでし 

ょうか。 

  事務局  主な検証方法として質問紙法と千葉県標準学力テストを考えており 

ます。質問紙法は，集計結果をグラフ化し，数値化することができま 

す。千葉県標準学力テストは，数値を公表することができませんので， 

検証した結果を文章で示します。 

   委員長  分かりました。その他にありますか。 

  委 員  検証することが，先生方の負担にならないようにしてほしいです。 

  委員長  事務局，いかがでしょうか。 

  事務局  先生方が，できるだけ少ない負担で検証作業を行えるよう集計シート 

やグラフなど活かし，検証方法を工夫して進めたいと考えております。 

  委員長  できるだけ負担のない方向でお願いします。その他，ありますか。 

  委 員  児童・生徒対象の質問紙法は，全学年になりますか。それとも中期の 

学年だけになりますか。また，学校でも学習や生活についてのアンケ 
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ートがあります。それとは，別に行うのですか。 

   委 員  関連して，学力テストは全学年で行うのですか。 

  委員長  事務局，お願いします。 

  事務局  質問紙法の実施方法については，各中学校区の実態に合わせて先生方 

が，学年や回数等，効果的な検証方法を協議・検討して決めていきま 

す。千葉県標準学力テストについては，全学年で実施しております。 

実施教科は，小学校１・２年生が国語と算数，３～６年生は国語，算 

数，理科，社会。中学生は，国語，社会，数学，理科，英語です。 

  委員長  分かりました。その他にありますか。 

  委 員  小中一貫教育の検証という面では，質問紙法は変化がとても分かりや 

すく非常に有効だと思いますが，学力テストの点数の上下で小中一貫 

教育の効果を検証・判断するのは，難しいところだと思います。 

   委員長  事務局，お願いします。 

  事務局  標準学力テストの結果を小中一貫教育の効果として，検証するのが難 

しいことは，分かります。教育というのは，総合的に教育活動を行っ 

た結果，それが様々な効果として出てくるものです。今回，事務局側 

から一つの例として標準学力テストを提案しましたが，ここで色々な 

ご意見をいただいて，教育はそんなに簡単に計れない，もっとちがう 

方法があるのではないか，では，何で計るのか等，協議・検討をして 

ていただき，これがというものがあれば，それで進めていくことが大 

事なのではないかと思います。学力向上は，目指す目標の一つです。 

何を持って学力向上を検証していくのか，事務局から提言させていた 

だきます。 

  委 員  分析，検証は，トータルで考えていかなければならないものだと思い 

ます。標準学力テストの数値結果が上がらないのと小中一貫教育の効 

果とは別の問題になってくると思います。他にどういった原因がある 

のかを検証すべきです。小中一貫教育の流れとしては，現在の取組で 

よい方向に進んでいると思います。 

   委 員  標準学力テストの結果につながらない場合を想定して，予めこの中に 

       改善策を入れておくのも一つの方法だと思います。 

  委員長  検証方法について様々な意見が出ました。これからまだ，時間があり 

ます。今後，検討していきたいと思いますが，事務局，いかがでしょ 

うか。 

  事務局  まだまだ時間がありますので，ここで結論を急がず今後，千代田中学 

校区や他の中学校区で，現在の取組を検証する中から色々なことが， 

新たに出てくると思います。それを事務局，担当指導主事，学校と協 
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議して，検証方法について考えていく必要があると思います。 

  委員長  それでは，今後，検討していくことにします。その他にありますか。 

  委 員  学習面の取組の検証項目にグローバル化という言葉があります。一般 

的にグローバル化というと,広範囲に亘って色々なものが含まれて理 

解されてしまうと思います。ここでのグローバル化は，英語力の向上 

だと思いますので，英会話力や英語力等の表現が分かりやすいと思い 

ます。 

  委員長  事務局，いかがでしょうか。 

  事務局  検証項目は，５頁，具体的な取組の目標と連動しております。事務局 

で検討し，次回ご提案させていただきたいと思います。 

  委員長  では，よろしくお願いします。他にありますか。 

   委 員  検証目的の冒頭ですが，「四街道市における小中一貫教育の充実を資 

するために，義務教育９年間を一体的に捉え，」となっています。こ 

の検証と関連する５頁の具体的な取組の冒頭は，「義務教育９年間を 

一体的に捉え，」で始まっています。検証目的の冒頭も５頁と同じに 

すれば，整合性が取れると思います。また，検証目的最後の行に「特 

色ある研究実践の取組の成果」とありますが，「実践の取組」という 

言葉は，同じような意味を持つ言葉が隣合せになっています。取組を 

削り,「研究実践の成果」とすれば，分かりやすいと思います。 

  委員長  事務局，いかがでしょうか。 

  事務局  検証と５頁の具体的な取組は，関連しておりますので，ご意見いただ 

       いた内容に修正したいと思います。 

  委員長  では，事務局で修正をお願いします。他にありますか。 

  委 員  全体的なことになりますが，教育振興基本計画と同じように，この基 

本方針も逐次，支障があれば，見直していく規定を付記として加える 

必要があるかどうか，意見として検討していただきたいと思います。 

   委員長  今，出された意見は，今後，検討していく項目の一つとします。その

他にありますか。 

  なければ，以上で本日の推進委員会の内容について終了します。 

その他で何か,ありますか。事務局，ありますか。  

  事務局  １点あります。今年度第３回目の推進委員会を２月に予定しておりま 

す。次回は，研究実践を行っている中学校区に訪問させていただき， 

先生方や子どもたちの様子を参観し，会場をお借りして会議の開催を 

考えております。今後，各中学校区と相談しながら日程の調整を行い 

ます。あくまでも予定としてお考えください。開催の日時や場所など， 

決まり次第，ご連絡いたします。 
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事務局からは，以上です。 

   委員長  ただいまの件につきまして，何かありますか。 

なければ，以上をもちまして議長の任を解かせていただきます。ご協 

力ありがとうございました。 

 

   進 行  金子委員長，円滑な会の進行，ありがとうございました。それでは， 

       閉会のことば。 

閉 会  以上をもちまして，平成２７年度 第２回 四街道市小中一貫教育 

推進委員会を終了いたします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

会議録署名人 金子 篤正    

 

 

会議録署名人 市原 昭夫    


