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Ⅰ 当日の流れ

18:00～18:05 主催者挨拶

18:10～18:40 先進地取組発表

テーマ「小中連携・一貫教育から見えてきたもの」

～学校・家庭・地域の役割を考える～

姫路市教育委員会 学校教育部

学校指導課 小中一貫教育推進係 太田 太氏

18:45～19:55 パネルディスカッション

テーマ「旭川市が目指す小中連携・一貫教育について」

～学校・家庭・地域の役割を考える～

パネリスト

・鈴木 信人氏（旭川市立旭川中学校校長）

・佐々木 直人氏（旭川市PTA連合会会長）

・竹 内 訓 氏（春光台・鷹の巣まちづくり推進協議会会長）

・太 田 太 氏（姫路市教育委員会）

コーディネーター

・田 澤 清 一（旭川市教育委員会学校教育部長）

19:55～20:00 事務連絡
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Ⅱ 研修資料

１ 先進地取組発表

テーマ「小中連携・一貫教育から見えてきたもの」

～学校・家庭・地域の役割を考える～

発表者 姫路市教育委員会 学校教育部

学校指導課 小中一貫教育推進係 太田 太 氏
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Ⅲ パネルディスカッション

（司会）

それでは，「パネルディスカッション」を始めます。

最初に，パネリストの方々を御紹介いたします。

一人目です。旭川市立旭川中学校長 鈴木 信人様でございます。

旭川中学校は，本市の小中連携教育モデル校事業の指定校であり，文部科学省の小中一貫教

育推進事業の協力校であります。

また，旭川中学校に接続して旭川小学校の建替えを進

めており，平成３０年度には小学校と中学校が隣接した

学校となります。本市の小中連携・一貫教育に関わる先

駆的な取組などのお話をお伺いしたいと考えておりま

す。

二人目です。旭川市ＰＴＡ連合会会長 佐々木 直人

様でございます。

ＰＴＡ連合会会長という立場で，子どもたちへの体験

活動を通して，豊かな心を育むことや，生きることの大

切さを伝えることなどに御尽力いただいていることから，保護者の視点でのお話をお伺いした

いと考えております。

三人目です。春光台・鷹の巣まちづくり推進協議会 竹内 訓様でございます。

春光台・鷹の巣まちづくり推進協議会の会長という立場で，平成２６年度から通学合宿の実

施に御尽力いただいております。

地域全体で，お祭りや見守り活動，子どもの教育活動など，地域活動が充実しており，竹内

様はその中心として活動に携わっておりますことから，地域の視点でのお話をお伺いしたいと

考えております。

最後に，姫路市教育委員会 太田 太様でございます。

太田様は，先進地取組発表に引き続き，御参加いただきます。

コーディネーターは，旭川市教育委員会学校教育部長 田澤 清一です。

それでは，田澤部長よろしくお願いいたします。

（田澤部長）

改めまして，皆さんこんばんは。学校教育部長の田澤でございます。

少し緊張しております。皆さんもおなかがすいていると思います。おなかがすいている中で，

パネルディスカッションにお付き合いいただくということですので，神経が研ぎ澄まされてい

るのかなとも思いますけど，どうぞお気楽に，パネルディスカッションを聞いていただけたら，

ありがたく思います。

ただいま，姫路市教育委員会の太田さんから，姫路市の小中一貫教育についてのお話をいた

だきました。私も，何回か姫路市に行ったことがあります。白鷺小学校，白鷺中学校の事例の

中で，小・中学校を日本一の学校にしたいという地域の思いに触れたお話もありました。学校

・家庭・地域の協力体制ということで考えますと，子どもや学校を良くしたいという思いが大

切になってくるといった話だったと思います。

また，小中連携・一貫教育を推進するためには，中学校ブロックという言い方をしておりま

したが，中学校区ごとにおけるそれぞれの取組やまとまりが必要になるという話だったと思い
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ます。

本日は，その中でも，学校・家庭・地域の連携にスポットを当てて，会場の皆さんと一緒に，

子どもたちの教育のために，それぞれの役割がどういうものであるべきなのかについて，考え

てまいりたいと思います。

最初に，姫路市の取組で素晴らしい，是非参考にしたいと思ったことなどの感想と，少し挑

戦的な言い方になりますが，姫路市に負けないような，旭川市の取組について，パネリストの

皆さんにお伺いしたいと思います。

私は，コーディネーターの役割ですが，普通のコーディネーターは話を要約して，まとめる

ことができるのですが，そのような能力がありませんので，タイムキーパー的なコーディネー

ターと考えていただければと思います。

それでは，まずは旭川中学校長の鈴木さんにお伺いしたいと思います。３分間程度でお願い

します。

（鈴木さん）

姫路市の取組について素晴らしいと思ったことは，小

中一貫教育のスタートに当たって，地域と教職員が統一

的なビジョンを持ってスタートしたことです。

そして，各中学校区に取組の具体策を委ねていったと

いうところが，小中一貫教育をスタートしてから，今ま

で積み上げていくエネルギーになっているのではないか

と思いました。

それから，問題行動が減少したということを示されて

いました。私は，施設一体型である北白石小・中学校を視察に行ったことがあります。職員室

はワンフロアーであり，小・中学校の両校長が，生徒指導の初期対応や組織的対応が大きく変

わったと言っておりました。小・中学校がお互いの教育における長所を生かして，協働するこ

とで，いろいろな教育効果が生まれると感じていましたが，本日，姫路市の話を聞いて，改め

てそのような教育効果を感じることができました。

姫路市に負けない取組についてですが，私たちの学校は小中連携・一貫教育の取組を始めた

ばかりです。その中で，旭川市で先駆的に取り組んでいる内容を２つほど紹介したいと思いま

す。

１つは，今年度，旭川小学校と旭川中学校は，教職員の校内研修のテーマを統一し，一緒に

研修しています。小学校と中学校を互いに行き来して，時間を合わせて，研修しています。

１学期で４～５回行いました。現在は，２学期に行われる教育実践発表会に向けて取り組ん

でいるところです。

もう１つは，今年度から市教委の取り計らいもあって，教職員の兼務発令をかけてもらいま

した。小学校の教員が中学校に来て授業を行ったり，中学校の教員が小学校に出向いて授業を

行ったり，子どもたちの教育活動に関わる取組をしております。教職員からは，これは非常に

良い取組だという意見があり，成果を実感しているところです。

（田澤部長）

ありがとうございました。

続きまして，旭川市ＰＴＡ連合会会長でございます佐々木さん，お願いいたします。

（佐々木さん）

姫路市の取組の感想としましては，姫路市が小中一貫教育の必要性というものを，まず説明
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して情報提供しながら，皆さんに理解してもらい，そこから，押し付けではなく，自発的に取

組が始まっていったことが素晴らしいと思いました。

また，学校の先生が忙しく，時間が取れない状況の中で，子どもたちの学力向上のため，Ｐ

ＴＡを中心に，学生，元教職員，地域の人たちを集って，勉強を教えているというサタデース

クールという取組は，是非参考にしたいと思いました。

姫路市に負けないような取組についてですが，ＰＴＡの活動は保護者を対象にした活動が７

割程度であり，子どもを対象とした取組は3割程度です。その中で，子どもたちに何が足りな

いのかを考えたとき，体験を通して学ぶということが少ないと思っています。部活動や少年団

に入っている子どもたちは，試合などを通して，他校の子どもの顔を何となく覚えていたりし

ますが，部活動などに入っていない子どもたちは，そのような接点がありません。

そこで思ったことは，他校の子どもたちと接する機会が必要ではないかと思い，宿泊を伴う

体験学習を２年前から実施しています。そこでは，最初は緊張して子どもたち同士の会話は少

ないのですが，子どもたちは順応性が高く，あっという間に友達になり，帰る頃には友達と別

れたくないというような子どももおります。その活動の中で，キャンプファイヤーをしました

が，15人の参加者の中で，それまで体験したことのある子どもはいませんでした。今どきの

子どもたちは，そういうものかなと思いつつ，学校ではできないことでも保護者を中心とした

ＰＴＡ活動では出来るので，そのような活動を行っていきたいと思います。

また，２年前から「キャンドルナイト in ＴＯＫＩＷＡ」という活動を行っています。最近，

旭川冬まつりも予算が縮小されており，寂しくなってきたため，何とか子どもたちの力で明る

くできないかなと思い，始めました。皆さんもバケツに氷を入れてひっくり返して作るアイス

キャンドルは知っていると思います。最初は多くの学校で行っていましたが作るのが大変であ

り，今では数えるほどの学校しか行っていません。

それを継続していくことは難しいと思い，誰にでも出来て，低予算のものはないか考えまし

た。それが，紙コップにろうそくを入れて，ろうそくの光で動物の絵などのデザインを作って

いくというものです。ものすごくきれいに出来上がります。学校には，校長先生を始め，美術

の先生にも無理を言って協力してもらい，今年の冬は全部で６校の美術部の生徒を中心に実施

しました。本当にきれいで，子どもたちも喜んでいました。このような経験を積んだ子どもた

ちが，将来，旭川の冬のイベントとして，このような活動をしていただけるのではないかと期

待しています。

（田澤部長）

ありがとうございました。

続きまして，春光台・鷹の巣まちづくり協議会の会長である竹内さんお願いします。

（竹内さん）

姫路市の取組発表を聴きまして，小中一貫教育が必要

となった社会的背景として，子どもたちの心身の成熟度

が，昔と比べて早まったということでした。確かにその

とおりだなと思いました。小学校５年生，６年生は，私

よりもはるかに大きい子どもがごろごろいる中で，現在

の小学校・中学校の区別で良いのかな。あるいは，ＪＲ

や飛行機の子ども料金というのは，何を根拠にしている

のかなと思うこともあります。

それから，小中一貫教育の必要性について，地域住民との話合いを重要視したという話があ

り，丁寧に取組を進めていると思いました。その中で，地域住民から日本一の学校にしてほし
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いという要望に対し，学校側や先生方もヨッシャーという気持ちになり，努力されてきたので

はないかと思います。

とりわけ感銘を受けたのは，地域住民との密接な連携を重視して，姫路市の地域教育力を有

効に活用し，サタデースクールやふれあいウォークなどを実施していることです。姫路市の取

組発表を聞いて，まだまだ参考にするところがあると思いましたので，これからの地域の取組

に生かすことができるよう，私も考えていきたいと思います。

姫路市に自慢できるかどうか分からないですが，春光台の地域で行っている取組の１つに通

学合宿というのがあります。これについて少し説明しますと，小学校４年生から６年生を対象

にして，不規則な生活になりがちな夏休みが明けた木・金・土曜日の２泊３日で実施していま

す。平成26年は18名が参加，平成27年は24名が参加で，今年は26名が参加することとなっ

ております。今年の参加者の内，10名はリピーターであり，子どもたちにも好評な取組です。

通学合宿は，ただ楽しいだけではありません。決められた日課にしたがって規則正しい生活を

してもらうことが目的です。期間中は，ノーテレビ，ノー携帯，ノーゲームであり，家との連

絡もシャットアウトしております。参加者は，異学年の子どもたちと生活を共にします。現在

の家庭環境は，一人っ子が多い中で，大家族やたくさんいる兄弟という感覚の生活を知っても

らいます。

また，生活面でのマナーを知る機会として，２日目の夕食には洋食を作ってもらいます。ア

ペタイザーから始まり，スープ，メインディッシュ，デザートをナイフとフォーク，スプーン

を使って食べるなど，洋食のマナーを知ってもらう取組を行っています。

その後は，公衆浴場に行き，公衆浴場のマナーを知ってもらいます。その他にも童話を聞い

てもらうことをしております。話し手が優秀であり，全ての童話を暗記しています。本を見な

いで話すので，子どもたちも夢中になっています。このような童話を聞くことで，子どもたち

の想像力が豊かになると思います。

最後は旭山動物園に行きますが，単に動物を見るだけでなく，もし動物に変身できるとした

ら，どの動物に変身するのか，それはどういう理由なのか，変身したらどういうことをしたい

のかなどを考えてもらい，感想文に書く取組をしております。

1年に１回しか実施していませんが，この通学合宿が，姫路市と互角になれるかなと感じる

取組です。

（田澤部長）

ありがとうございました。

今，それぞれの立場から，姫路市の取組に対する感想と姫路市対旭川市ということではあり

ませんが，本市の取組に関する話をいただきました。

本市の学校・家庭・地域が連携した取組に対して，実際に小中一貫教育を実施している姫路

市から見ると，どのような感想をお持ちなのか。また，取組発表について，補足しておきたい

ことや言い足りなかったことがありましたら，合わせて話していただきたいと思います。

それとは別に，先ほどの取組発表を聞いて気になったところがあるので，確認させてくださ

い。パネリストの発言にもありましたが，サタデースクールについてです。この取組は，誰が

言い出しっぺなのですか。言い出しっぺとリーダーシップというのは，少し似ていますが，リー

ダーシップを取るためには，言い出しっぺが誰なのかということが気になりますので，その部

分をお聞かせください。

（太田さん）

まず，姫路市のことを褒めていただき，ありがとうございます。私も少し調子に乗って言い

過ぎたのかと思うくらい，お褒めいただきました。
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旭川市の取組についての感想ですが，これだけ姫路市と旭川市の距離が離れていても，学校

教育や学校に対する地域や保護者の関わりについては，何ら変わりない。同じような取組をし

ていると思いました。ただ，表面的には同じでも，中身を見てみると，そこには地域の方々の

思いがあり，この思いなどについては，地域性が出てくるのではないかと感じています。

質問のありましたサタデースクールにつきましては，姫路市にはコミュニティ・スクールが

一切なく，これに似た組織として，学校支援地域協議会というのがあります。これは，同窓会

やＰＴＡ組織が中心です。この組織が学校の統廃合をきっかけに，自分たちで学校をバックア

ップした取組を実施しようと考えて作ったのがサタデースクールです。

（田澤部長）

ありがとうございました。

地域とともにある学校づくりという言葉もあります。

本市におきましても学校・家庭・地域が連携して，姫

路市に負けないような活動をしていることも，この場

で改めて認識できました。

また，先進地の事例からも，小中連携・一貫教育を

推進する上で，学校・家庭・地域の連携が大きな役割

を果たしているという考えにつきましては，皆さん共

通するところがあるのかなと思います。

それでは，学校・家庭・地域が連携して取組を進めていく上で，実際に活動されている皆さ

んは，どことの連携が一番難しいと感じているのか。合わせまして，それはどういった理由で

難しいと考えているのかについて，お伺いしたいと思います。

まず，竹内さんからお伺いしたいと思います。このテーマは４分間程度でお願いします。

（竹内さん）

私は，学校や家庭が，地域と連携するのが一番難しいと思います。

その理由は，地域には町内会や市民委員会という住民組織がありますが，千差万別な経歴を

持った人が集まっており，子どもの教育に関しては，「自分の子育ては終わった。子どもの責

任は親が持つべきであり，子育てを終えた自分たちが出る幕ではない。」と公言する人が大勢

います。そういう方々に，「非行防止のために町内会で愛のパトロールの活動を行いましょう。」

と言うと，「肝心の親が出てこないのに自分が出る必要がない。」と言います。

また，比較的若い世代においても，「子どもが高校や大学に入るとお金が掛かるので，一生

懸命働かなければならないため，町内会の行事に参加している暇はない。」と言う人もいます。

いずれもうなずける話ですが，このような考えを持つ人たちをまとめて，協力を得ようとする

ことは，難しいことだと思いますので，地域と連携することが一番難しいことだと思います。

その中で，私のいる地域では，「隣近所の子どもも我が子と同じように愛しましょう。」とい

うことで，青少年育成部も活動を続けてきました。その伝統を今後も継続していきたいと思い

ます。

（田澤部長）

ありがとうございました。

地域にお住まいの全ての方が，子どもの教育に協力してくれるという状況であれば，万歳と

いうことになりますが，そうではなく，意識は様々であり，協力してくれるのは一部の方に限

定されてしまう状況である。そういった地域の力がない状況では，地域と学校や家庭が連携す

るのは難しいという話でした。
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続いて，佐々木さんお願いします。

（佐々木さん）

地域とのつながりは大変重要だと思いますが，ＰＴＡの

立場では，学校と家庭の連携が一番必要であり，難しいと

思います。そもそもＰＴＡの役割は何なのかを考えると，

学校の先生が子どもたちを教育できる環境を整えるのがＰ

ＴＡの役割だと考えています。その中で，社会環境や家庭

環境が原因でうまく連携が図れていない状況があると思い

ます。学校で正しいことを教えていても，家庭に戻ると元

に戻る場合もあるのではないかと思いますので，そこは共

有できる環境を整えるのが，私たちの仕事だと思います。

そこで，ＰＴＡ連合会では，各学校の役員が同じ考え持つ一般会員数を増やしていくような

活動をしています。そのため，昨年度よりも1.2倍くらい役員の数を増やしました。ＰＴＡ連

合会は，市内を８つのブロックに分け，ブロックごとに重点的な活動を行っています。８つの

ブロックでしっかりした活動ができれば，その下にある８校から11校の学校のＰＴＡにも思

いが通じるのではないかと思っています。

また，母親委員会やＰＴＡ研究大会などの事業を通して，子どもの学力や教育力の向上につ

ながるので，保護者の皆さんに，「学校を支えるサポーターになりましょう。」というような活

動をしているところです。

（田澤部長）

ありがとうございました。

ＰＴＡは学校をサポートすることが役割だとしながらも，家庭環境や時間的な問題があり，

なかなかうまく進めることができない状況であるという話でした。そういった中で，家庭の教

育力がどうあるべきかということを考えていかなければならないと思います。

いずれにしましても，このテーマで考えると，地域や家庭と一番関わりが多いのは学校とい

うことになりますので，学校の立場として，鈴木さんからお話を伺いたいと思います。

（鈴木さん）

学校の立場から話すと，連携が難しいのは，学校すなわち教職員の連携だと思います。笑え

ない笑い話ですが，片方が小学校教員で，片方が中学校教員の夫婦の場合，教育論を話し合っ

ていくうちに夫婦喧嘩になってしまう。それほど小学校と中学校の文化が違うという人もいま

す。

教職員というのは，今担当している子どもたちに強い責任を持って日々取り組んでいます。

そのため，新たな取組に慎重になる傾向があることや，時間的な余裕がないことが理由で，小

中一貫教育への理解も進みにくいのかなと思います。そのためには，小学校・中学校の両校長

が経営方針を立てて，小・中学校が協力する意義や具体的成果を教職員に伝えていくことが大

事になってくると思います。

それから，家庭との連携ですが，家庭には小中連携・一貫教育の意義や成果を理解してもら

うことが大事になると思います。旭川小学校と旭川中学校では，中学生だけが行っていた漢字

検定や数学検定を小学校にも案内を出して，小学生が中学校の教室で検定を受ける取組をして

います。今まで４回実施して，６7名の小学生の参加がありました。

また，中学校３年生を対象に行っている公立９校，私立５校の高校の説明会を小学校の保護

者にも案内を出して，小学校の保護者の参加を得ました。
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ＰＴＡの研修事業についても小学校と中学校が連携することにより，学習機会の拡充を図る

ことや，反対にＰＴＡ事業のリストラを図る面もあります。

このように小・中学校が連携する取組が，子どもたちの進路やキャリア教育の啓発につなが

るなど，メリットがあるということを，保護者にも理解してもらうことが大事だと考えており

ます。

（田澤部長）

ありがとうございました。

学校における小学校と中学校の教職員の意識の問題。それと家庭における保護者に対しての

情報共有をしっかりすることで，小中連携・一貫教育のメリットを生かすことができるのでは

ないかといった話がありました。

姫路市においても，取組の第１歩は，小学校と中学校の先生が顔を合わせて，いろいろな話

ができることから始まったと思います。今，パネリストの皆さんからいろいろな課題に関して

の話がありました。

姫路市ではこのような課題を克服するためには，どのような取組が効果的だと思いますか。

何かいい考えがあれば，お聞かせください。

（太田さん）

姫路市においても，旭川市と同じように，連携をして

いくことについての課題はあります。そのような中で，

私たちは，なぜ連携する必要があるのかというところを

もう一度整理する必要があると考えています。連携をし

なければならないということで，形から入っていくと，

賛同を得ることはできません。「こういった目的で，連携

していかなければならない。」ということをはっきりさせ

て進めることが大事だと思います。それを突き詰めてい

くと，子どものために一緒に何かしようということになる。子どものためと言いながら，最終

的にはそれが入り口で，それは地域のためであり，親世代である我々に返ってくるのだと思い

ます。

時間があるようであれば，このような話になるかなということで，姫路市の子どもの意識調

査に関するデータを持ってきました。

小学生と中学生に聞いていますが，中学生の結果を紹介したいと思います。「子どもに学校

や地域でいろいろな人と関わりを持つことは大切なことだと思いますか」という問いには，

88.9％の子どもが大切だと答えています。ほぼみんなが人との関わりは大事だと思っていま

す。

次に，「あなたの住んでいる町に自慢できることはありますか」という問いには，82.1％の

子どもが自慢できるものがあると答えており，高い結果となっています。

さらに，「将来，姫路市のために，役立ちたいと思いますか」という問いには，62.5％が役

立ちたいと答えています。「将来も姫路市に住みたいと思いますか」という問いには，66.2％

が住みたいと答えています。

この結果から，人との関わりはものすごく大事だと思っているが，子どもたちは，将来自分

たちの住んでいる町に帰ってきてくれるのか，帰って来なくても活躍してくれればいいと思い

ますが，その時にここで生まれ育ったことをベースに，姫路ブランドの教育ができたかどうか

ということを考えることが必要になり，この数値がもっと上がるような取組ができないかとい

うことを考えています。
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繰り返しになりますが，入り口は子どものためですが，最後には地域や自分自身に返ってく

ることが，今後どのような連携をしていけば良いのかということにつながってくるのかなと思

います。

（田澤部長）

ありがとうございました。

確かに，連携や一貫という形にこだわってしまうとそこだけが目的化してしまいます。太田

さんからお話がありましたが，何のために，子どものためにという形で取り組むことが大切に

なると思いますし，それがベースになければならないと感じました。

また，子どものアンケート調査の話も興味深く，その結果が，姫路市教育委員会の考えてい

る方向になるためには，どのような取組が必要になるのか。あるいは何が一番大切なのかとい

うことについては，これから分析が必要になってくるのかなというふうに受け止めさせていた

だきました。

そこで，こうした現状や課題がある中，学校・家庭・地域が連携して小中連携・一貫教育を

進める上で，一番大切にしなくてはならない，又は一番大切にしたいものは何か。また，その

理由についての御意見も合わせてお聞かせ願いたいと思います。

それでは，鈴木さんからお伺いしたいと思います。このテーマは，３分間程度でお願いしま

す。

（鈴木さん）

旭川市が目指す小中連携・一貫教育については，ま

ず学校が取組の核になる覚悟を持つことだと思います。

これからの未来は，どのようになるのか分かりませ

ん。今の子どもたちが将来どのような仕事に就くのか

も分かりません。想像もつかないような仕事に就くの

かも知れません。世界情勢も変わる中で生きていく子

どもたちが，義務教育を終えて巣立っていく姿を小・

中学校の先生が，家庭や地域の参画を得ながら，どの

ような学びを与えていくべきなのかということを考え

て，覚悟を決めて実践化することが大事だと思います。

もう１つ，私は旭川市の社会教育委員をしています。今年度から平成39年度までの旭川市

社会教育基本計画がスタートしました。その中で，基本目標「市民一人一人の主体的な学びの

機会の充実」の基本施策に「子育てをする家庭の教育力の向上」とあります。また，基本目標

「地域における学びの循環」の基本施策に「地域における教育力の向上」，また，「家庭，地域，

学校の連携の推進」とあります。このように，社会教育でも学校・家庭・地域の連携を取り上

げており，学校教育と社会教育の連携，融合を今一度しっかり見つめ直すことが必要になると

思います。

（田澤部長）

ありがとうございました。

次に，佐々木さんにお伺いしたいと思います。先ほどの話と関連する部分があるのかも知れ

ませんが，小中連携・一貫教育を推進する上で，家庭あるいは保護者の立場として，何を大切

にすべきだと考えているか，お聞かせください。

（佐々木さん）
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子どもたちが将来一人でも生きていけるすべを教えていくことが大切だと思います。一人で

生きていくというのは，天涯孤独という意味ではなく，知恵と勇気を持って，強い人になって

いただきたいということです。近頃のニュースを見ると社会でいろいろな出来事が起きていま

す。子どものうちはいろいろな体験をして学び，失敗をしたとしても，怒られる程度であり，

罰せられることはありません。これが社会に出ると，極端に言えば，犯罪になったり，事業を

興せば倒産したりするなど，不幸を背負ってしまうこともあります。今，大学を卒業して会社

に勤める子どもたちを見ても，何か物足りないという部分があります。その中で学校・家庭・

地域と行政が関わり合って，小中連携・一貫教育を推進してほしいと思います。

（田澤部長）

ありがとうございました。

ここでは学校・家庭・地域の３つのキーワードで役割を考えてきましたが，実はそれだけで

はなく，行政あるいは教育委員会が環境整備を行うことや，方向性を明確にするといったこと

が，当然必要になってくると思います。

このことを，私が最後のまとめで話そうと思っておりましたが，今言われてしまいました。

それはそれとしまして，地域としては，何が一番大切にしていきたいと考えているのかについ

て，竹内さんから，お話いただきたいと思います。

（竹内さん）

太田さんの取組発表を聞きまして，私が言いたいのは，

姫路市の地域の方が言っていた「日本一の学校にしてほ

しい」という言葉です。The best school in Japan

にしてほしいという気持ちもありますが，それでは物ま

ねになりますので，ちょっと言葉を換えたいと思います。

私のいる春光台地区市民委員会は，発足以来，子どもた

ちには「ふるさと春光台」を合い言葉に，大人になった

時に「ふるさとは春光台だ」という気持ちを持ってもら

いたいということで，青少年育成部をはじめ，地域住民が協力して活動しています。今年で４２

回目を迎える春光台まつりの名称を「Theふるさと春光台まつり」としており，「これがふる

さとだよ。」，「皆さんのふるさとは春光台だよ。」という気持ちを込めて，「The」を付けてい

ます。

私たちは，子どもたちにふるさとを愛する気持ちを大事にしてほしいと思います。なぜなら，

ふるさとを愛する気持ちというのは郷土愛や国を愛する気持ち，そして，世界，地球を愛する

気持ち，そこから地球にいる全ての生き物を愛する気持ちにつながると思います。ふるさとを

愛することで終わりではないですが，ふるさとを愛することを，これからの教育で大切にして

ほしいと思います。

（田澤部長）

ありがとうございました。

鈴木さんからは，学校が核となって，15歳の子ども像を共有することが大切なことではな

いか。佐々木さんからは，子どもが将来１人でも生きていくことができるよう，多くの経験と

失敗から学ぶということを含めて，示唆に富んだ話がありました。また，竹内さんからは，日

本一の学校という話がありましたが，私は北海道一で許していただけないかなと思ったりもし

ましたが，やはり気持ち的には日本一の学校を目指してほしい。そして，「ザ・ふるさと」と

いう，ふるさとからはじめようとの御意見をいただきました。
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今後，本市が小中一貫教育を考える時に忘れてはいけないことだと思います。そこで，姫路

市の小中一貫教育におきましても，学校・家庭・地域の連携については，当然盛り込まれてい

ると思います。その中で大切にしているものは何ですか。あるいは，パネリストの発言を受け

て，何か本市へのアドバイスがありましたら，太田さんから発言をいただきたいと思います。

（太田氏）

姫路市が大切にしていきたいと思っていることについて，話したいと思います。

小中一貫教育は義務教育９年間で学校が責任を持って，子どもたちを育てていくということ

ですが，教職員は数年経てば学校を異動します。９年間をつなぐためのカリキュラムなどで，

子どもたちの成長をつなげようとしますが，やはり一過性で終わります。

子どもの成長をずっと見ているのは，保護者であり，地域の方ですので，大切にしたいと思

うことについては，保護者や地域の方の声に耳を傾けていきたいということです。姫路市内の

ある校長は，小中一貫教育を始めて，「子どもが変わった。」とか「中学生が変わった。やはり

小中一貫教育は良かったな。」ということを地域の方か

ら聞いた時に，「何となく小中一貫教育について手応え

を感じていたけれども，それが確信できた。」と話して

いました。

子どもたちや学校の変化などをずっと見守っている保

護者や地域の方から，そんな声を学校に届けていただけ

れば，教職員の励みになりますし，学校は元気を出して，

子どもたちのために頑張っていけるのではないかと思い

ます。そういった声を大事にしていきたいと思います。

（田澤部長）

ありがとうございました。

それぞれの立場から，示唆に富んだ話をしていただいたと思います。

これまで，小中連携・一貫教育を推進していく上で，学校・家庭・地域の連携を更に進めて

いくためには，どうするべきなのかということについて討議してきました。

最後になりますが，本市が目指す小中連携・一貫教育において，学校・家庭・地域のそれぞ

れが果たすべき役割は，端的に一言で言うと何だと思いますか。その理由についても，合わせ

てお伺いしたいと思います。

それでは，学校・家庭・地域と順番に並んでいますので，まずは鈴木さんから，学校が果た

すべき役割について，２分間程度でお願いします。

（鈴木さん）

先ほど，学校が核と言いましたが，学校が核というのは校長が責任を持つことだと私は思い

ます。小・中学校の校長がどれだけ本気になり，協働してビジョンを構築していくのかという

ことだと思います。

私は，富良野市でも，和寒町でも小中連携に取り組んできました。本当に大事なことだと思

います。

そういう意味では，旭川小学校の古髙校長，旭川第１小学校の加藤校長とタッグを組んで実

施できることは，非常に恵まれていると思っております。その上で，教育のプロ集団である教

職員が，先見性と実行力を持って，小中連携・一貫教育に取り組んでいくべきだと思います。

また，家庭や地域についても，６歳から15歳までの教育を支え，子どもの未来についても

支える。これは，家庭や地域の未来づくりにつながるのではないかと思います。
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このように，学校教育と社会教育，学校・家庭・地域が連携・協働して全市的な教育改革の

うねりになればいいなと思っております。

（田澤部長）

ありがとうございました。

それでは，次に，家庭が果たすべき役割について，佐々木さんお願いします。

（佐々木さん）

家庭の役割は，やはり子どものしつけであり，いわ

ゆる生活習慣を身に付けさせることであると考えてい

ます。

例えば，家で携帯をいじったり，ゲームをしたり，

テレビを見たりというのは，保護者を見て，子どもた

ちはまねをしているのではないかと思います。家に

ゲームがなければ，ゲームはできません。テレビや携

帯がなければ，見ることやいじることもできません。

しかし，こういう情報化社会においては，そういったものも必要になりますので，いかに子

どもたちに善し悪しを教えて，使い分けることができるようにするのかが，家庭におけるしつ

けであり，重要視する部分であると思います。

その中で，姫路市のようにノーゲームデーなどを定めた場合には，家庭でそれを実施できる

環境を作ることが必要ですので，そういったことを，ＰＴＡ活動を通じて取り組んでいかなけ

ればならないと思います。

（田澤部長）

ありがとうございました。

学校の役割，家庭の役割ときましたので，最後に地域が果たすべき役割について，竹内さん

お願いします。

（竹内さん）

先ほど話した通学合宿が終わって，子どもたちが帰っていくときには，何か一抹の寂しさを

感じます。それは，訪ねてきた孫が帰っていくときに感じる寂しさにも似ています。一緒に通

学合宿を行った子どもたち，それを手伝ってくれた大人の方々，みんなが大きな家族だと感じ

ます。いわゆる，「地域大家族」という気持ちを，多くの人が持つことができれば，「隣近所の

子どももみんなで愛しましょう」ということを実際に取り組んでいくことが可能になるのでは

ないかと思います。

（田澤部長）

ありがとうございました。

学校の役割は，核となること。そのためには，校長の覚悟が大前提であり，子どもの未来を

考えるということは，地域の未来につながるということ。

家庭の役割は，しつけであるが，最近どうもしつけがないがしろにされているということ。

また，地域の役割は，「地域大家族」という耳に残る言葉もありました。こうした，それぞ

れの考えについて，太田さんの方から御感想があれば，また，こういう考え方に対してのアド

バイスがあれば，お聞かせ願いたいと思います。
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（太田さん）

今，お話を聞かせていただいて，旭川市の皆さんも姫路市と同様に子どものことを考えてい

て，教育に対する熱い思いを感じましたので，私もその思いを持ち帰って姫路市の施策に生か

したいと思います。

感想ですが，私は，「秘密のケンミンＳＨＯＷ」というテレビ番組が好きです。あの番組で

は，自分たちが当たり前で行っていることが，外から見ると全然当たり前でないという内容で

あり，それが面白くて見ています。

それが地域性であり，その地域性には背景があります。そう考えたときに，姫路市でも，旭

川市でも取り組んでいる小中連携・一貫教育は，導入した形は一緒でも，その背景であったり，

取組内容やこれから先に進む方向は，少しずつ地域性が出てきて，違ってくるのかなと思いま

す。そのため，情報交換を行いながら，目の前の子どもだけではなく，５年先，１０年先の子

どもや地域の教育の在り方を見ながら進んでいくことができれば良いと思います。

本日は，そのようなお土産をいただいたと考えております。

（田澤部長）

ありがとうございました。

「秘密のケンミンＳＨＯＷ」から，全国一律に同じことを同じように行うのではないという

話がありました。限られた時間ではございましたが，鈴木さん，佐々木さん，竹内さん，太田

さんから，大変貴重な御発言をいただいたと思っております。

本市には，現在54の小学校，27の中学校がございます。学校・家庭・地域が連携した取組

も地域の特性があり様々です。

本日は，本市が目指す小中連携・一貫教育において，学校・家庭・地域のそれぞれが果たす

べき役割を話していただきました。本日，御発言があった内容は，非常に大切な視点であると

考えておりますので，今後の施策にも生かしていきたいと考えております。先ほども申し上げ

ましたが，実は学校・家庭・地域のほかにも教育委員会や，いわゆる行政がどう関わるかも大

事であると感じております。

当初，小中一貫教育については，いわゆる中１ギャップという現象をどう解消するのか，学

力向上にどう結び付けるのかという論調で語られていたという側面もあります。

しかし，今は，どんな子どもを育てていくのかといった，もっと大きな話になっており，そ

れが，指導観や教育観といった文脈で語られるような状況も生じてきているのかなと思ってお

ります。そのように考えたときに，学校・家庭・地域というフレームが大事になってくると思

います。

本日は慣れない進行でつたない部分があったかと思いますが，旭川市と姫路市がともに日本

一を競う教育ができるように，会場にお越しの皆さんが，本日のシンポジウムを機会に，学校

・家庭・地域の役割を考えていただき，連携した活動に取り組んでいただけましたら，大変う

れしく思います。

本市といたしましても，本日のシンポジウムを通して得た様々な御示唆を生かし，これから

も本市らしい小中連携・一貫教育の実現に向けて，頑張ってまいりたいと考えておりますので，

今後ともよろしくお願いします。

本日は長時間にわたり，また，季節的に天候不順な中，お集まりいただきお礼を申し上げま

す。

本日は，ありがとうございました。
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（司会）

多くの御示唆をいただきましたパネリストの鈴木様，佐々木様，竹内様，太田様，ありがと

うございました。

本日，皆様方からいただきました多くの御示唆，御意見を参考にいたしまして，今後，旭川

市の教育行政を推進してまいります。

また，お配りいたしましたアンケートにつきましても，今後の参考にさせていただきたいと

考えております。

出口に，箱を用意しておりますので，御協力をよろしくお願いいたします。

それでは，以上をもちまして，「平成２８年度旭川市小中連携・一貫教育推進研修会 第２

部シンポジウム」を閉会いたします。

お帰りの際は，お足元に十分気を付けてお帰りください。本日は，誠にありがとうございま

した。



＜実施概要＞　　

　　

　１　実施日

　　　　

平成２８年８月２日（火）

　　　

　２ 　参加者

教職員 １２３名

　　　　PTA ３８名

地域住民 ３４名

教育行政 ２９名

　　　その他 ６名

計　２３０名

　　　　 

　３ 　回答数等

計　１２４名 （回収率５３．９％）

　４ 　アンケート用紙

Ｐ５６の資料のとおり

            

平成28年度旭川市小中連携・一貫教育推進研修会のアンケート結果

【第２部シンポジウム】

平成２８年（２０１６年）８月

旭川市教育委員会

Ⅳ　研修会のアンケート結果
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1 シンポジウム参加者の所属について（アンケート回答者のみ）

［件］

1

2

3

4

5

6

2 「先進地取組発表」について，どう思いましたか。

［件］

ア

イ

ウ

エ

オ

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

未記入 1

先進取組に対しての反対を説得したこと。

意識改革により効果が上がるのだと感じた。

取組経過の具体をもっと知りたいと思いました。

数値で成果が見て取れるのがとても良かったです。

過疎化の進む北海道の現状はあまりに早く大変です。

その他 6

どちらかといえば，参考にならなかった

参考にならなかった

84

とても良かったです。

教育行政の英断，教育委員会の関わりをどう図っていったか（三者の共通理解）。

小中が連携する意識で地域とのより良い連携につながっているのかもと感じました。

教職員

ＰＴＡ

地域住民

サタデースクール，学校の協力，ＰＴＡともに良いことだと思います。

一貫教育にはなぜ，何のためにという意思の力が最も大切であると思った。

地域の理解を得ることがいかに大事かが分かった。ボトムアップ型の連携推進。

教育行政

14

5

20

大変参考になった

37

2

1

どちらかといえば，参考になった

具体的な成果を示していただいた。とてもヒントになりました。

未記入 0

第１部とは少し異なり，保護者，地域目線の話がより分かりやすかった。

意見や感想（原文をそのまま記載しています。）

取組だけでなく成果について発表があり，大変参考になった。

小・中学校が一緒に活動することで，いろいろなことを学べる。

小中連携の視点をどこに置くかということで非常に参考になった。

小中連携をして中学生に良い変化があったということが印象的でした。

子どもが少なくなってきているので，一貫教育の重要性を感じました。

78

姫路市の取組発表から旭川市でも推進可能であることが分かり今後の参考になった。

姫路市の実践の確かさ。

取組の成果が良く分かりました。

小中連携の大切さが分かりました。

具体的で分かりやすい説明でした。

教職員
63%

ＰＴＡ
16%

地域住民
11%

教育行政
4%

その他
5%

未記入
1%

84

37

2

1

0

ア

イ

ウ

エ

オ

0 20 40 60 80 100

［件］

48



№

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

意見や感想（原文をそのまま記載しています。）

小中一貫の取組はもちろんですが，地域を巻き込んだ（学校と一体となった）取組が参考になった。本市では
何のための小中連携なのかということの教職員の意識の変容が必要である。

連携の必要性，目的をはっきりさせることが大切だということに賛同しました。必要性に理解を得ることがス
タートなんだと思いました。

具体的に成果を上げている取組の数々はもちろんであるが，「何のための取組か」という原点を確認し伝えて
いくことの大切さが大変参考になった。

旭川市でも上川管内でも姫路市とそういう違いのない取組をしていると思った。やはり学校区の線引きに地域
がどう理解し関わるかということであろうと思う。

小中一貫教育の発想の背景を知ることができてとても納得しました。資料は一部成功例なのかもしれません
が，良い部分は旭川でも取り入れていけると良いと思います。

小中連携・一貫教育の目指す具体的な目標が明確になっていない。取組がマネジメントされていない。

地域が作るサタデースクールは大変なところもあると思いますが，素晴らしい取組だと思いました。

小中一貫教育は，ピンとくるものがなかったが，非行が減ったり，家族だんらんが増えるのは良いことと思い
ました。ハートフルウィークを行って具体的な意見，体験談も知りたかったです。

全国の２０１３年度実施は１００校程度ではモデル校の頑張り意思統一の部分か。成果だが全国が実施して
１０年後を予想すると心配なことが多く，アメリカのシカゴの失敗にならない理念，原理，原則がある。

「はやりごと」としての小中一貫ではなく，「日本一の学校を作る」という大義のもと団結したことに興味を
引かれました。自分たちができることをするという思いがそれぞれにあり，掲げた看板のためにどこかに負担
増を強いるのではない姿勢が素晴らしく，見習うべきと感じました。

新しい取組はとてもエネルギーのいる大変なことだったと思います。貴重なお話をありがとうございました。

かなり先進的であり，スタート時のビジョンの大切さ。それぞれのブロックの特長を生かすという発想が素晴
らしい。

サタデースクールについて，教職員に配慮しつつ児童・生徒の学力向上を目指し行える体制作りが特にすごい
と思いました。

連携ありきではなく，どんな子どもを育てていきたいのかということから考えること。

中学校区ごとの発表が分かりやすかった。子どもの育ちが分かり，是非推進すべきだと思う。

小中連携の成果・効果を見ると説得力があった。小中連携は子どもの行動・心にはプラスである。

姿や目的を保護者，地域の人に伝えていくことが大切だということを強く感じることができた。
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3 パネルディスカッションについて，どう思いましたか。

［件］

ア

イ どちらかといえば，参考になった

ウ どちらかといえば，参考にならなかった

エ

オ

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

様々な方面からの熱い意見が聞けて，これからも教育現場で頑張っていこうという活力ができました。

旭川大好きな子どもの育成，旭川を誇りに思う子どもの育成，旭川のブランドを作る必要性を感じました。

小中連携・一貫教育が目的とならぬよう，子どもをどう育てるかを考えるという部分，初心に返りました。

鈴木さんの話が一番参考になりました。あのように具体的に動くということはとても大事なことです。

「なぜ連携するのか」→原点を大切にすることでやるべきことが見えるという視点が素晴らしいと思いまし
た。

もう少し具体的な話を聞くことができればと思います。地域の声の大切さを改めて感じました。

３つのパネリストの区分がとても良いと思った。学校，ＰＴＡ，地域それぞれの関わりを見られた。

学校，家庭，地域の立場での小中連携一貫教育の考え方を聞くことができた。

それぞれの立場からの連携の必要性のお話はとても参考になりました。

立場ごとの考えが良く分かったとともに，連携，協働への課題が見えた。

パネリストの日常の実践を裏付ける熱い思いを聞くことができました。

何のために連携するのかを共有し，それぞれの役割を推進していく大切さを実感した。

今すべきと必要感・危機感がないので取組が推進できるか疑問である。

春光台地区の取組は素晴らしいと思いました。

それぞれの立場での考えが聞けて参考になった。

学校，ＰＴＡ，地域それぞれの意識が良く分かった。

連携の難しさ，要点を得ていて分かりやすく参考になった。

地域保護者といかに手を取り合い進めていくべきかを実感した。

骨惜しみしないということだと思います。発表意見が前向き建設的で良かったです。

それぞれの立場で真剣に子どもたちのことを考えていて，子どもたちは幸せだなと感じました。

公の場で，学校，家庭，地域の方が意見を言い合うのは，互いの立場を理解できて良かった。

学校，家庭，地域のそれぞれの立場から話を聞くことができて良かった。

様々なきっかけとなる「キーワード」があった。今後整理したい。

学校を支える地域やＰＴＡの在り方を考えていかなければならない。

三者の考えていることをどうつなげ結んでいくのかが課題に思った。

どちらかといえば，参考になった 48

どちらかといえば，参考にならなかった 1

各人の本音が聞けて良かった。

北海道と兵庫では地域性が違う。

学校，地域，家庭の連携の大切さ。

三味のそれぞれの役割が分かった。

´ザ・ふるさと´の発掘は，素晴らしい。

とても良かったです。

大変参考になった 74

参考にならなかった 0

未記入 1

意見や感想（原文をそのまま記載しています。）

74

48

1

0

1

ア

イ

ウ

エ

オ

0 20 40 60 80 100

［件］
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№

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

意見や感想（原文をそのまま記載しています。）

旭川中学校区の連携の報告で,小中共通の研究テーマで一緒に話合いを持つとの話があった。研究内容が一定の
制限をされるのかな（感想）。

学校，家庭，地域がこれまでも連携を図ってきていると思うが，これをきっかけに具体的なビジョンを持って
「もう一歩」踏み出すことが必要だと感じた。

それぞれの立場で本音を聞くことができた。この議論をした上で，「じゃあ，何ができるか」「どうしていく
のか」ということが重要なのだろう（目的の共有）。

三者各立場からの活動内容，困りごと，これからのビジョン，あるべき姿勢，様々な意見を聞くことができ，
とても勉強になりました。特に春光台地域での活動は初めて知って素晴らしいと思いました。

学校，家庭，地域間の連携に関わる課題が見えてきました。旭川市に誇りを持てる子どもを育てることは大切
なことと思いました。

単に熱心な人々のお話で，本物の教育理念が根底にあって話して伝わって来ない。子どもを育てる”なぜ”が
知っていない。

「ザ・ふるさと！」地域愛で子どもを育てる地域環境が旭川に広がると，旭川に戻ってくる子が増え，旭川が
より良くなると思いました。

地域の実態について知る機会があまりないので，話を聞くことができ，地域連携の難しさについて知ることが
できました。

それぞれの取組を聞き，点から線，線から面へとつながっていってほしいと思った。このような機会を増やし
ていくと良い。

多方面での意見が聞けて，親として子どもの学力，しつけが大切なのだと，そのために三方がきっちりと手を
組んで協力が必要。
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4 各中学校区の学校・家庭・地域の連携について

① それぞれの連携はできていると思いますか。

【学校と家庭】 ［件］

ア

イ

ウ

エ

【学校と地域】 ［件］

ア

イ

ウ

エ

【家庭と地域】 ［件］

ア

イ

ウ

エ

できていない 18

分からない 61

できていない

できている 88

7

できていない

できている 40

36

10

できている 75

分からない

未記入 3

未記入 3

分からない 26

未記入 5

88

26

7

3
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エ
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40
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②

【学校】 ［件］

№

1

①

②

③

④

⑤

2

3

4

5

※１　複数回答あり

【家庭】 ［件］

№

1

①

②

③

2

3

4

※２　複数回答あり

【地域】 ［件］

№

1

2

3

キーワード 検索数

31

19

6

　シンポジウムに参加してみて，あなたが考える学校・家庭・地域のそれぞれが果た
すべき役割は，何だと思いますか。

地域の拠点，核 16

情報の発信・公開 7

環境の整備（学びの場，成長の場な
ど）

5

キーワード 検索数

環境の確保（体験の場，ふれあいの
場，ふるさとなど）

19

連携（協働体制，家庭・地域をつな
ぐ，協力など）

学力（学習，勉強，思考力・判断力・表現力
など）

豊かな心（社会性，対人関係，友人関係，人
間関係，生徒指導，道徳など）

生きる力

小中連携・一貫教育（９年間を見通した，小
中連携，小中一貫，学校間の連携など）

健やかな体

16

3

34

教育※２ 50

基本的生活習慣

社会の常識（しつけ，マナーなど）

その他（個性を伸ばす，生きる力の基礎，自
立心，豊かな心，徳など）

連携（学校・地域との協力，支える
など）

34

環境の整備（情緒を育てる場，安心
の場，居場所づくりなど）

10

愛情（愛情を注ぐ，愛情を持って育
てるなど）

（
主
な
内
訳
）

10

キーワード 検索数

連携（見守り，子ども・家庭・学校
を支える，サポートするなど）

57

教育（社会性，人間関係など） 28

17

教育※１ 64

28

21
（
主
な
内
訳
）

64

28

21

17

16

3

34

16

7

5

1

①

②

③

④

⑤

2

3

4

5
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［件］
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31
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6
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［件］

１「教育」の主な内訳

57

28

19

1

2
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１「教育」の主な内訳
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③

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

　その他　小中連携・一貫教育や学校・家庭・地域の連携について御意見がありまし
たら御記入ください。

校舎のつながった小中一貫推進校をもう一つモデルとしていただきたい。情報共有の基，各校の良さを作り上
げる仕組みがあると良いですね。

同じ意識（理解）を持って取り組んでいければ大きな効果があると思う。社会全体でも子どもを育て見守るこ
とが必要だという気付きが大切。

幼い頃から多くの大人と関わることが，大切だと思います。それぞれがそれぞれを理解し，それぞれの利点を
生かし，進めていくべきと思います。

小中連携・一貫教育については，「子どもたちのために」何が必要か何ができるのかを，小・中学校教職員で
考え意識を変えていくことが大切であると感じた。

草の根的にニーズを高める→教育的なものの見方・考え方を広げること。

とても良かったです。連携を進める更なる勇気をもらったと思います。

小中連携・一貫教育について少年団や部活動の連携についても是非知りたかった。

何ができるか具体的にしていくこと。たくさんの事例紹介があると良いと思います。

小・中学校の教員の学校種の違いによる協働意識の構築の手立てが一番大切だと思います。

小中連携・一貫教育の重要性を更に感じました。確認型をイメージしつつ，一歩ずつ自分の立場で取組をした
いです。

学校，家庭，地域の連携はとても難しいことだが，いろいろなことに参加して連携を取っていかなければなら
ないと思いました。

意見や感想（原文をそのまま記載しています。）

小中一体型の校舎の増加を望む。

小中連携できていないのは罪です。

教職員の意識改革が最優先課題です。

これから取り組んでいかなくてはならない。

お互いに対話を深めていくことが重要である。

国，道，市の子育て支援が必要。

実現できたら，子どもの将来が変わってくるのではないかと。

このシンポジウムの狙い。もっと共にやることがあるのでは。

中学校区による校区再編成を早急に進めてほしいと思います。

今あるものをきちんと分析し，うまくつなげていきたいと考えて。

学校（小中ともに）職員の意識改革は難しいが，最も大切な第一歩かと。

皆に余裕がなければ無理な話であると思います。

人と人とのふれあいの大切さが人を育てていくのでは。

三者がそれぞれの役割を果たすことが大切と思いました。

地域で大家族となるための連携につながればと思います。

一般教員の研修（１校１，２名程度）を行ってみてはどうか。

それぞれの役割（学校，地域，家庭，行政）での目指す方向性を確認できるシンポジウムでした。

とにかく子どもと子ども，子どもと大人，人と人が交流する場面をいかに作るか，作れるかが大切ではないか
と思った。

竹内さんの最後の言葉「地域－大家族」が心に残りました。小中の意識に温度差があるのでもっと連携してい
くべき。
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№

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

旭川市で中学校区の組替えがあるようなことを聞きました。小中一貫は素晴らしいと思いますが，私の子ども
の小学校は２校の中学校に分かれる区域ですので，兄弟で別の中学校に通わなければならないことも起こるの
かと思うと心配な部分もあります。

共通認識，共通の目的を持って進むことが大切だと思いました。小中ギャップもそうですが，私たち大人の意
識目的ギャップを埋めるにはどうしたら良いのかなと思いました。対話なのか・・・。その共通認識があって
初めて連携のスタートに立てるのだと思います。

（姫路ブランド，土着性）教育（を進める中心）の核は学校であり，教育現場がより余裕を持って子どもたち
に向き合えられる環境作りが肝要です。より効果的な国の文教施策も考えましょう。

行政の果たすべき役割は大きいと思う。家庭にはほとんど小中連携・一貫教育が理解されていない。太田講師
が話されたとおり人との関わりの大切さ，旭川市のためにつながるような取組が大切ではないでしょうか。

それぞれ「連携」の思いはある。行政の役割は環境整備だと思います。そういう意味で，旭川小中の試みは良
いと思いました。学校の統廃合も小中一貫につながっていることは理解していましたが，改めて納得しまし
た。

残念ながら家庭，地域の教育力の低下は否めない。小中連携・一貫教育の成功は学校の核としての役割を担う
とともに，家庭，地域が連携協働の意識を持つことにある。行政の働き掛けも大きい。四者の一体とした取組
に期待する。

三者の共通理解が大切。しかし，そこが一番の壁だと思う。子どもを中心に据えた活動をどうするか，やは
り，その議論を尽くすことと，前向きな推進が大事だと思う。

旭川市の特徴として市街地周辺の農村部に小規模校，小中併置校があります。人数が少ないとはいえ小中併置
校では既に先発的な一貫教育の試みが行われており，児童生徒が個性を生かした教育を受けています。経済面
での絞廃合より，この価値ははるかに大切だと思います。

取組の方法は異なっても旭川のどこに行っても９年間で子どもを育てようとする意識が高まっているようなと
きに市教委に良い意味でイニシアチブを発揮してほしいです。どの子にも同じ環境で学びを提供できるよう期
待しています。（個人的には教職員の温度差をならすことが大切なのかなと思います。）

旭川市の小中一貫教育の理念を明確にする。中学校区内で，小中一貫教育の目標を設定する。→中学校区に
よって，小学校数や状況が異なっているから。

小中連携・一貫教育に関わる内容について，もう少しお話が聞きたかったです。モデル校の動向・成果に注目
して，自校で何ができるか考えていきたいと思います。

旭川市では，旭川中，旭川小が一貫教育の対象校になっているようですが，初めて知りました。広報などで具
体的に行っていること，経験談などを載せてほしいです。

小中連携・一貫教育は大変大事なことだと思います。やはり小学校と中学校の違いをなくし，一つのコンセプ
トを持って，三者一体となって進め，三者＋役場⇒四者一体で進めていく。

三角形ができるととても良いことなのかなと思うが，どうも正三角形ではなく二等辺三角形になっているのか
なと。Ｐも地域も参加する機会が大切だと周知してもらうことが大切。

何か新しい試みをするのだとしたら，人材と予算は，潤沢に配当いただきたい。今までの環境で必死に働いて
きて，どこがどう良くないという検証は十分だったのかと思っている。

家庭で本来すべき教育の基本が失われてきている。その結果，好き嫌いから食事まで学校に委ねられている現
状･･･。５分刻みの学校のタイムテーブルがもう限界ではないか。

小中連携・一貫教育とは，考えてみると「地域」再編というか，少なくとも地域の意識の変化をもたらすと思
います。昨年，基本的な考え方は読みましたが，一番の狙いは何なのか，全市的なコンセンサスができない
と，教委，学校のみの取組となりかねないと思います。新たな行政サービスの提供で終わらないよう祈るだけ
です。

小中連携・一貫教育の連携に良い面が，スタートの２・３年は良いが全ての学校で実施され，それがフィンラ
ンド教育の理念にある「学びの質を平等同時に追求する教育」を貫くことが重要です。最悪は通学地域を自由
（はずし）にし，やや良い学校（学力テスト等の公表で序列付けによる競争）を競争するようにあおるとイギ
リスやアメリカ，既に日本でも実施の早い東京の失敗（良く調べる必要がある）。私は現在の日本教育の環境
から失敗の可能性が強いことを注意し予告します。

新しいことを実現することには大きなエネルギーが必要である。ただ小中連携には大きなメリットもある。是
非，それぞれの教育力を活用し，みんなで子どもたちを育てる土壌を創り上げてほしい。

目標や課題，危機感・必要感を学校・地域・保護者が共有することが重要である。課題を解決する方策として
小中連携・一貫教育を考えて行かなければならない。小中連携・一貫教育は目的ではなく方策である。目的が
「子どものため」ではあまりに無責任である。何のためにするか明確にして，共有することが先決である。

意見や感想（原文をそのまま記載しています。）
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＜資料＞

　次のアンケートに御協力ください。

１　いずれかに○を付けてください。その他については，所属等を御記入ください。

１ 教職員　 ２ ＰＴＡ　 ３ 地域住民　４ 教育行政  ５ その他（　　　 　　　　）

２　質問に対し，該当する選択肢に○印又は意見等を御記入ください。

（１）「先進地取組発表」について，どう思いましたか。

ア．大変参考になった （意見や感想）

イ．どちらかといえば，参考になった

ウ．どちらかといえば，参考にならなかった

エ．参考にならなかった

（２）パネルディスカッションについて，どう思いましたか。

ア．大変参考になった （意見や感想）

イ．どちらかといえば，参考になった

ウ．どちらかといえば，参考にならなかった

エ．参考にならなかった

 

（３）あなたの中学校区の学校・家庭・地域の連携について

①　それぞれの連携はできていると思いますか。

　学校と家庭 ア．できている イ．わからない ウ．できていない

　学校と地域 ア．できている イ．わからない ウ．できていない

　家庭と地域 ア．できている イ．わからない ウ．できていない

　　　

　　　

※御協力ありがとうございました。

平成28年度旭川市小中連携・一貫教育推進研修会

旭川市教育委員会学校教育部教育政策課

第２部　シンポジウム　アンケート

学校

家庭

地域

②　シンポジウムに参加してみて，あなたが考える学校・家庭・地域のそれぞれが果たすべき
　役割は，何だと思いますか。

③　その他　小中連携・一貫教育や学校・家庭・地域の連携について御意見がありましたら御
　記入ください。
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【問合せ先】

旭川市教育委員会学校教育部教育政策課

TEL：０１６６－２５－９７１８ FAX：０１６６－２４－７０１１

電子メールアドレス 〈kyoikuseisaku@city.asahikawa.hokkaido.jp〉

※本研修会のDVDの貸出しを行っております。


