
                             

１．小中一貫教育の目標(令和元年度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．取組の内容(Ｈ３０年度) 

三訓を柱に、小中学校の教職員が、子ども達の発達段階を相互に理解し、小学校から中学校までの

義務教育９年間における学習及び生徒指導の内容や方法に着目して連携を行い、系統性を持たせるこ

とで、さらなる学力の向上と社会性の育成に資する。 

 

３．令和元年度小中一貫教育の内容について 

・平成３０年度の研究内容（UD 等）の徹底・深化 

 

４．小中一貫教育研究主題 

〇３校共通の研究主題 

 

    

 

 ・「豊かな人間性」･･･３部会が目指すところであり、「知・徳・体」のバランスの取れた児童生徒を意 

味し、重ねて、教科「日本語」による「郷土愛」の育成を意味する。 

 ・「共に高め合う」とは、協働的、対話的な学びを意味し、学び合い、関わり合いの中で成長する児童 

生徒を意味する。 

 ・「児童生徒の育成」とは、小中９年間(小中一貫)を意味する。 

 ・「ユニバーサルデザインの考え方」･･･どの児童生徒にも居心地がよい学級・学校、分かる授業を提

供するために必要な手立てを、授業や学校生活・行事に取り

入れていく。 

 

 

 

 

 

 

教育目標 

小中９年間を通して、豊かな人間性と自立心を培

い、『生きる力』をもった児童生徒を育成する。 

三訓 

清掃 

掃除で心を磨こう 

時間 

みんなで時間を守ろう 

挨拶 

挨拶で一日をさわやかに 

豊かな人間性を育み、共に高め合う児童生徒の育成 

～ユニバーサルデザインの考え方を取り入れて～ 

 



５．小中一貫教育の研究組織 

鳥栖西中学校区校長会 

 

 

 

 

小中一貫教育拡大協議会 

（校長・教頭・主幹・教務・副部長） 

 

部長会 

（主幹） 

 

学力向上部会  生活基盤づくり部会  授業づくり部会 

 

６．小中一貫教育に関する年間計画 

月 会  議   行  事  交  流  連  携   備  考 

４ 4月 19日（金）部長会 

自己紹介、方針案づくり 

入学式    

５ 

 

６月３日（月）拡大協議会 

方針決定、課題及び体制づくり 

○中体育大会    

６ 

 

 ○中期末テスト  小→中 

中体煉応援メッセージ 

 

７ ７月 8日（月）研究・企画会 

各学校の進捗状況、夏季研修会計画 

   小中一貫教育だよ

り（鳥栖西中） 

８   8月 6日（火） 

三校合同夏季研修会 

  

９ 

 

 ○小運動会 小中合同あい

さつ運動 

中→小 

運動会激励メッセージ 
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10月 7日（月）研究・企画会 

授業交流会に向け 

○小修学旅行 

○中文化発表 

   

11 

 

 

 

○中期末テスト 11月 1日（金） 

入学説明会、体験授業 

未定 授業交

流会（麓小） 
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12月 9日（月）研究・企画会 

まとめに向けて 

   小中一貫教育だよ

り（旭小） 

１   1 月末 ようこそ先輩   

２ 

 

2月 3日（月）部長会 

今年度の取り組みのまとめ 

○中学年末テスト 

○中修学旅行 

   

３  卒業式   小中一貫教育だより（麓小） 

研究・企画委員会 

（教頭・主幹） 



① ３校合同研修会‥夏季休業中に３校の全職員参加による「３校合同研修会」を実施する予定。       

  ② 中学校説明会・体験授業＆部活動体験（１１月 １日） 

      平成２８年度より、小学校６年生対象の児童・保護者向けの「説明会」を鳥栖西中学

校で実施し、説明会の途中で児童は中学校の「体験授業」「部活動体験」に参加する予定。 

③ ３校合同授業参観・意見交流会‥ 令和元年度は、麓小学校で実施する予定。 

７．各部会部員名簿 

 

部 会 学力向上部会 
生活基盤づくり 

（交流を含む）部会 
授業づくり部会 

部会長 副島 勝彦 （麓小主幹） 今村 昇治 （旭小主幹）  杠    光 （西中主幹） 

副部会長 
（旭小） 田中 和江 
（麓小） 宮原洋子 
（西中） 楠  昌紘 

（旭小） 佐藤 孝志 
（麓小） 松永恵介 
（西中） 北川 祥太 

（旭小） 池田 雄一 
（麓小） 永野由紀子 
（西中） 守田  茂 

西中 

1年 吉村文雄、犬塚 文、坂田州永 味志秀昭、深堀 剛、川島久美 
宮本晃子、守田 茂、松尾陽介、平田
眞由美、石丸裕之、原田安浩 

2年 
田代 康子、野崎 智久、 
三原慎一朗、西岡 成実 

北川祥太、黒田有未 
片波正志、梁井かおる、小笹久美
子、川下絵里香、深井 純、田中寛
美、川内明美 

3年 楠 昌紘、河口 忍 伊藤栄一郎、池浦このみ、原 貴憲 
本村享也、畑中悠花、佐藤紀道、権藤
万美、汐待郁佳、櫻木 裕、向井留美、
永田惠子 

級外 奥園洋光 平川知恵、満行美和  

旭小 

1年 成冨 京子 米倉 美枝 今里 裕美 

2年 西原 由美子 副島 香織、大隈 章子 西山 健太 

3年 梅﨑 雄輝 中島 木綿子、山口 このみ 中原 汐里 

4年 松永 舞、横尾 弘樹 毛利 裕美 杉本 祐香里 

5年 川内 綾 野口 勝彦、 溝口 賢一、竹川 久美子 

6年 西山 美咲 佐藤 孝志、 小野 華恋、八谷 晋平 

級外 
田中 和江、松尾 亨 
坂田 一記、茂田 ゆか里 

八尋 伸、井﨑 幸美 
渕上 真理、吉山 かおり 

江口 満、石橋 智恵 

特学 
桑原 誠、内川 敏美 
田中 睦美、緒方 理恵 

上森 新一、藏戸 秀章 
坂井 啓介、大井 雅子 

池田 雄一、天本 早百合 
太田 里佳子、坂元 研太 

麓小 

1年 金山真規子 江上千枝 永野由紀子 

2年 山口祐佳、髙田小百合 牧 明子  

3年 宮原洋子 岡本理絵 古川祐里 

4年 本 侑子 嬉野千恵子 鈴木行哉 

5年  吉松浩喜、内村可菜美 高尾未佳 

6年 末安京子 松永恵介 阿嘉明彦 

級外 西尾 唯  田島圭子、牛島優子 

特学 海良田律子 
城戸由里、平島満恵 
豆田直子 

立石 香、髙林亜衣 



８．その他 

※ 事務局は、３校で持ち回り、今年度は鳥栖西中が行う。 

※ 「小中一貫企画委員会」は、必要に応じて実施する。また、「部長会(主幹教諭)」による打ち合

わせ、または、電話連絡等を密に取り合う。 

   ※ ３校合同懇親会は、８月６日（火）三校合同夏季研修会後に開催予定。会場は未定。 


