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1 児童生徒の状況

小中連携・一貫教育の取組が全国的に広がりを見せている背景の一つに，小学校から

中学校への進学において，いじめや不登校等が急増する，いわゆる「中１ギャップ」へ

の対応があります。この傾向は全国的なものですが，本市においても，次のとおり同様

の傾向が見られます。

平成２８年度，小学校５・６年生と中

学校１年生を対象に，「中学校の生活につ

いてのアンケート調査」を実施し，次の

ことが分かりました。

全体の傾向としては，質問１０項目中

の８項目で「とても楽しみにしている」，

「少し楽しみにしている」という肯定的

な回答が６割を超えていました。全体的

に肯定的な回答の割合が高く，中学校に

対する期待感などプラスのイメージを持っている結果になりました。

特に，肯定的な回答が高い項目は，次のとおりです。

○ 部活動があること

○ いじめなどのない楽しい学校生活を続けること

○ 新たな友達との関係をつくること

これらは，これまでの小中連携の取組，とりわけ小学校から中学校への円滑な接続を

図る取組の成果と考えられます。

一方で，次のとおり学習に関わる項目が不安なこととして挙がっていました。

● 定期テストが行われること

● 勉強の量が増えたり，レベルが上がったりすること

学習に関する不安は，中学校入学後も引き続いていく傾向が見られるため，小・中学

校９年間を見通した中で，軽減していく取組が早急に求められます。

なお，「いじめなどのない楽しい学校生活を続けること」に不安を抱いたまま中学校

に入学し，その後も不安に思っている生徒が一部ながらいるようです。また，「いじめ

の認知件数」で見ることができるように，中学校１年生で急増している状況があること

に，留意する必要があります。

＜アンケート調査の質問項目＞

① 授業で，教科によって先生が変わること

② 自主的に家庭学習を行うこと

③ 英語などの新しい教科が増えること

④ 定期テストが行われること

⑤ 勉強の量が増えたり，レベルが上がったりすること

⑥ 服装などの「生活のきまり」が変わること

⑦ 部活動があること

⑧ 新たな友達との関係をつくること

⑨ 上級生（先ぱい）との関係をつくること

⑩ いじめなどのない楽しい学校生活を続けること
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【「中学校の生活についてのアンケート調査」の結果】

○ 小学校５年生 ○ 中学校１年生

質問項目１

○ 小学校６年生 質問項目２

＊質問項目２は，質問項目１で３又は４と回答した生徒が回答

質問項目１ 質問項目２

１ とても楽しみに思っていた １ 入学から４月終わり頃

２ 少し楽しみに思っていた までに解消された

３ 少し不安に思っていた ２ 現在までに解消された

４ とても不安に思っていた ３ まだ解消されていない

質問項目

１ とても楽しみに思っている

２ 少し楽しみに思っている

３ 少し不安に思っている

４ とても不安に思っている
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2 教職員の意識

平成２６年度から毎年開催してきた研修会では，参加者にアンケート調査を実施し，

教職員の意識を調査してきました。

平成２６年度

次のような意見があるなど，小中連携・一貫教育の推進に向けて，機運の高まりが

見られました。

○ 小中連携・一貫教育が，現場発の発想，取組であることから，現任校における

可能性を探り，実践へとつなげたい。

○ 小中連携・一貫教育を推進するに当たり，参考になる情報がたくさん得られた。

多くの課題があるが，小・中学校の教員のチーム力を発揮するための体制づくり

が重要だと感じた。

平成２７年度

いわゆる「中１ギャップ」に関する設問で

は，小学校教職員の９１％，中学校教職員の

６４％が「ある」と回答しました。

児童生徒が，小学校から中学校へ進学する

際に不安を感じたり，小学校と異なる中学校

での学習や生活に不適応を起こしたりする状

況がありうると，多く教職員が危惧している

ことが明らかになりました。

また，「中１ギャップを軽減するためには，

どうすれば良いと考えますか。」という設問に

対しては，「小中学校間で授業や情報を交流を

したり，一貫した指導をしたりする。」，「小学

校で中学校への見通しを持たせる指導をす

る。」，「中学校で適宜指導したり，細やかに対

応したりする。」といった意見が多くありまし

た。

さらに，「相手校種の取組について，知りた

いことは何ですか。」という設問に対しては，

小・中学校ともに，学習指導や生徒指導に関

することが多数を占めました。加えて，小学

校では「中学校が小学校に求めていることを

知りたい。」，中学校では「小学校で取り組ん

でいる重点や指導方針を知りたい。」といった

意見があり，互いに認識を深め合う取組が必

要な状況でした。

＜設問＞小学校６年生が卒業時に，中学

校進学に不安を感じている状況があると

感じますか。【小学校】

＜設問＞いわゆる「中１ギャップ」があ

ると感じますか。【中学校】
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平成２８年度

「あなたの学校で，小中連携は充実していると思いますか。」という設問に対して

は，肯定的な回答と否定的な回答をした割合はおよそ半分ずつでした。

また，「あなたの学校で，9年間をつなげた教育活動に取り組んでいると思いますか」

という設問に対しては，「取り組んでいる」，「一部取り組んでいる」と回答した割合は

５５％であり，９年間をつなげた教育活動への意識が高まってきている状況でした。

なお，学校訪問等で学校現場の声を聞くと，学校内での役職や担当業務による意識

の差，小中学校間での期待することやニーズ，取組の評価や受け止め方に違いがある

状況でした。

＜設問＞あなたの学校で，小中連携は充実

していると思いますか。

＜設問＞あなたの学校で，9年間をつなげた

教育活動に取り組んでいると思いますか。
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3 通学区域等の状況

小・中学校の通学区域，施設形態の状況は，中学校区によって大きく異なります。

通学区域の状況は，１中学校に１小学校から６小学校まであります。また，１つの小

学校から複数の中学校に進学する小学校がある中学校区が，２７中学校区中１５中学校

区あります。さらに，１つの小学校から複数の中学校に進学する小学校が，小学校５４

校中１４校あり，「旭川市立小・中学校適正配置計画」に基づき，地域や保護者との合

意を得ながら，通学区域の見直しをしています。

施設形態は，分離型が２４中学校区，小中併置校が３校あります。

【複数の中学校に進学する小学校の解消予定】（出典：「旭川市立小・中学校適正配置計画」）

計画期間 小学校数 小学校名

第１期（H27～31） ７ 朝日小，啓明小，東栄小，旭川小，

旭川第３小，旭川第５小，共栄小

第２期（H32～36） １ 正和小

第３期（H37～41） ６ 愛宕小，愛宕東小，大有小，北光小，

春光小，永山西小
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【小中連携・一貫教育の連携校】

№ 中学校名 小学校名 施設形態

1 明星中 正和小 東五条小 新富小 施設分離型

2 光陽中 東町小 豊岡小 施設分離型

3 北星中 向陵小 大町小 大有小 北光小 施設分離型

4 中央中 知新小 日章小 朝日小 青雲小 新町小 施設分離型

5 六合中 春光小 末広小 施設分離型

6 北門中 大有小 近文小 北光小 施設分離型

7 東光中 啓明小 千代田小 施設分離型

8 神居中 神居小 富沢小 台場小 施設分離型

9 江丹別中 江丹別小 小中併置校

10 嵐山中 嵐山小 小中併置校

11 永山中 永山小 永山東小 永山西小 施設分離型

12 旭川中 旭川小 旭川第１小 施設分離型

13 旭川第２中 旭川第２小 旭川第３小 施設分離型

14 桜岡中 旭川第５小 小中併置校

15 神楽中 神楽小 神楽岡小 施設分離型

16 西神楽中 西神楽小 千代ヶ岡小 施設分離型

17 東鷹栖中 近文第１小 近文第２小 施設分離型

18 啓北中 北鎮小 春光小 施設分離型

19 東陽中 東栄小 共栄小 愛宕小 愛宕東小 施設分離型

20 緑が丘中 西御料地小 緑が丘小 緑新小 施設分離型

21 春光台中 高台小 施設分離型

22 永山南中 永山西小 永山南小 正和小 施設分離型

23 神居東中 雨紛小 神居東小 施設分離型

24 広陵中 陵雲小 末広北小 施設分離型

25 東明中 旭川第３小 東光小 施設分離型

26 愛宕中 愛宕小 愛宕東小 施設分離型

27 忠和中 忠和小 施設分離型

＊平成29年度から平成31年度の期間を目途とした連携校です。

＊色の付いている小学校は，複数の中学校に進学する小学校です。
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４ 各中学校区の取組状況

平成２８年度の各中学校区の取組状況は次のとおりです。

全小・中学校では，合同行事，教職員の合同会議や情報の交換，相互の授業参観など

の交流を主にした取組をしています。

また，モデル校では，理科や書写などの一部の教科の乗り入れ授業や，キャリア教育

の教育課程の編成・実践など，９年間を見通した教育課程を編成し，系統的な教育が進

められています。

【各中学校区の取組状況（平成２８年度）】
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５ 小中連携・一貫教育推進プラン実践シート

本シートは，中学校区の小・中学校が小中連携・一貫教育導入期（平成２９・３０・３１

年度）の３年間を見通しを持って，教育活動を促進するためのシートです。

各中学校区の計画は，始めに９年間のグランドデザインや学校の教育目標があって，

どのように実現していくのかを具体的に検討し，実践していくことが重要です。

そのために，中学校区の小・中学校が，本シートを活用して，教職員の共通理解や家

庭・地域との連携を図りながら，次の手順でＰＤＣＡマネジメントサイクルを確立して，

具体的な計画を立てることができるよう構成しました。

全教職員に配付し，学習指導や生徒指導などを実践するとともに，保護者や地域にも

説明し，連携して取組を進めます。

【プラン実践シートの作成手順】

１ 現状把握や課題の特定

客観的なデータ等に基づきながら（「小中連携・一貫教育推進Note」の活用），

子どもたちの学びや育ちの現状と課題などを的確に把握し，それらの課題の解決を

図るための小中連携・一貫教育を構想します。

２ 中学校区の教育重点目標等の設定

特定された課題に即したなるべく具体性を持った分かりやすい目標を設定するこ

とが重要です。

３ 具体的な計画づくり

計画づくりの際，重要なことは取組に優先順位を付けることです。

本シートに取組や段階の目安を一覧表にしていますが，これらは本市が実践した

取組等を基に，体系的に整理して示しているものであり，それらに全て取り組もう

とすることは適当ではなく，現実的ではありません。

中学校区の小・中学校の状況等を踏まえて，取組の優先順位を付けたり，工程表

を定めて段階的に息の長い取組を行ったりすることが必要です。

４ 評価と改善

目標を可視化する評価項目や指標を立て，学校，家庭，地域が子どもたちの成長

を実感できるようにします。

成果が出ている場合は成果につながった要因を分析し，次年度のカリキュラム等

に位置付け，また，成果が出ていない場合は成果が出ていない理由を分析して改善

を図っていくということが基本になります。

【プラン実践シートの活用のポイント】
① 小中連携・一貫教育は，目的ではなく，教育目標の達成のための手段です。
② 小・中学校の組織体制や指導方法などの違いを理解し合い，共通理解を図っ
て取り組むことが重要です。

③ 小・中学校が連携することにより，新しい価値観で，教職員のアイディアを
生かした取組を実践します。
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【小中連携・一貫教育推進プラン実践シートの様式】
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６ 小中連携・一貫教育推進Ｎｏｔｅ

本ノートは，小・中学校がそれぞれ活用していた各種データを中学校区で一冊にまと

め，プラン実践シートの作成や９年間を見通した様々な教育活動を効果的に活用するた

めのものです。

中学校区の基本情報や旭川市学校教育基本計画に示した成果指標の達成状況などのデー

タのほかに，中学校区独自の項目や調査結果などを加えることも可能であり，各中学校

区の小・中学校が客観的なデータや具体的な指標を基に，分析・検証ができる様式にし

ています。

【掲載している主な項目】

１ 中学校区の基本情報

（１）学校規模や進学する中学校名や児童生徒数等

（２）教職員数（道教委の加配を含む）

（３）市費負担教職員等（少人数学級編制，特別支援教育補助指導員，学校司書ほか）

（４）校内研修

（５）各校所在地にある「旭川市地域まちづくり推進協議会」 など

２ 旭川市学校教育基本計画に示した成果指標の達成状況

（１）教科の指導内容や指導方法について近隣の中学校(小学校）と連携を行っている

学校の割合の増加

（２）授業の内容はよく分かると思う児童生徒の割合の増加

（３）学校に行くのは楽しいと思う児童生徒の割合の増加 など

３ 児童生徒の情報

（１）中学校の生活についてのアンケート（平成２８年度実施）集計結果

（２）全国学力・学習状況調査の結果

（３）全国体力・運動能力，運動習慣等調査の結果 など

４ 中学校区独自の項目

（１）各種検査の結果

（２）教職員や児童生徒のアンケート調査の結果

（３）部活動や少年団の状況

（４）児童会・生徒会の活動の状況 など

【「小中連携・一貫教育推進Ｎｏｔｅ」活用のポイント】

① 小・中学校は長い歴史の中で，それぞれ独自の文化を育んできており，使う

言葉が異なったり，同じ言葉でも意味するものが微妙に異なることがあるので，

客観的なデータ等を基にして率直に議論することが有効です。

② 子どもたちの良いところや伸ばしたいところ，重点的に取り組みたいことな

どについてワークショップ等を通じて話し合うことが重要です。





問合せ先

旭川市教育委員会学校教育部教育政策課

〒070-0036 旭川市６条通８丁目セントラル旭川ビル６Ｆ

℡：0166-25-9718

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kyoikuseisaku@city.asahikawa.hokkaido.jp


