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佐野市における小中一貫教育佐野市における小中一貫教育
心豊かで、自ら学び、たくましく生きる児童生徒の育成を目指して

佐野ブランドキャラクター

さのまる

佐野市教育委員会

義務教育９年間を一体的にとらえ義務教育９年間を一体的にとらえ

子どもの成長と学習の連続性を重視した子どもの成長と学習の連続性を重視した

小中一貫教育小中一貫教育

【施設分離型による小中一貫教育】 【義務教育学校型による小中一貫教育】【施設分離型による小中一貫教育】 【義務教育学校型による小中一貫教育】【施設分離型による小中一貫教育】 【義務教育学校型による小中一貫教育】【施設分離型による小中一貫教育】 【義務教育学校型による小中一貫教育】

推進校区推進校区推進校区推進校区 推進ブロック推進ブロック推進ブロック推進ブロック 学 校 名 推進校区学 校 名 推進校区学 校 名 推進校区学 校 名 推進校区 推進ブロック推進ブロック推進ブロック推進ブロック 学 校 名学 校 名学 校 名学 校 名

佐野城東 城東中 佐野小 田沼西 田沼西 田沼西中 戸奈良小 三好小 山形小佐野城東 城東中 佐野小 田沼西 田沼西 田沼西中 戸奈良小 三好小 山形小佐野城東 城東中 佐野小 田沼西 田沼西 田沼西中 戸奈良小 三好小 山形小佐野城東 城東中 佐野小 田沼西 田沼西 田沼西中 戸奈良小 三好小 山形小

(天明小)(城北小) 閑馬小 下彦間小 飛駒小(田沼小)(天明小)(城北小) 閑馬小 下彦間小 飛駒小(田沼小)(天明小)(城北小) 閑馬小 下彦間小 飛駒小(田沼小)(天明小)(城北小) 閑馬小 下彦間小 飛駒小(田沼小)

佐野中央 佐野西 西中 天明小 旗川小 吾妻小 葛 生 葛生中 葛生小 葛生南小佐野中央 佐野西 西中 天明小 旗川小 吾妻小 葛 生 葛生中 葛生小 葛生南小佐野中央 佐野西 西中 天明小 旗川小 吾妻小 葛 生 葛生中 葛生小 葛生南小佐野中央 佐野西 西中 天明小 旗川小 吾妻小 葛 生 葛生中 葛生小 葛生南小

(植野小)(城北小) 葛 生(植野小)(城北小) 葛 生(植野小)(城北小) 葛 生(植野小)(城北小) 葛 生

常 盤 常盤中 常盤小 氷室小常 盤 常盤中 常盤小 氷室小常 盤 常盤中 常盤小 氷室小常 盤 常盤中 常盤小 氷室小

佐野南 南中 植野小 界小 船津川小佐野南 南中 植野小 界小 船津川小佐野南 南中 植野小 界小 船津川小佐野南 南中 植野小 界小 船津川小

赤 見 赤 見 赤見中 赤見小 石塚小 出流原小赤 見 赤 見 赤見中 赤見小 石塚小 出流原小赤 見 赤 見 赤見中 赤見小 石塚小 出流原小赤 見 赤 見 赤見中 赤見小 石塚小 出流原小

佐野北 北中 犬伏小 犬伏東小 城北小佐野北 北中 犬伏小 犬伏東小 城北小佐野北 北中 犬伏小 犬伏東小 城北小佐野北 北中 犬伏小 犬伏東小 城北小

※ 義務教育学校開校予定※ 義務教育学校開校予定※ 義務教育学校開校予定※ 義務教育学校開校予定

田沼東 田沼東 田沼東中 田沼小 吉水小 栃本小 平成３２年度 田沼西地区田沼東 田沼東 田沼東中 田沼小 吉水小 栃本小 平成３２年度 田沼西地区田沼東 田沼東 田沼東中 田沼小 吉水小 栃本小 平成３２年度 田沼西地区田沼東 田沼東 田沼東中 田沼小 吉水小 栃本小 平成３２年度 田沼西地区

多田小 平成３４年度 葛生・常盤地区多田小 平成３４年度 葛生・常盤地区多田小 平成３４年度 葛生・常盤地区多田小 平成３４年度 葛生・常盤地区

平成３５年度以降検討 赤見地区平成３５年度以降検討 赤見地区平成３５年度以降検討 赤見地区平成３５年度以降検討 赤見地区

平成28年度～

【発行】平成２８年４月 【問合せ先】 佐野市教育委員会 学校教育課

佐野市高砂町１番地 TEL０２８３－２０－３１０７

学校教育法の一部改正により、平成28年

4月1日から、新たな学校の種類として、

「義務教育学校」が設けられることになり

ました。「義務教育学校」とは、義務教育９

年間、小学生と中学生が一つの学校に通う、

施設一体型の小中一貫教育校です。

義務教育学校は、小学校・中学校と同じ

目的を実現するための教育活動を行うもの

で、小学校・中学校と同じ教育内容を学習

していきます。義務教育学校は、心身の発

達に応じて、段階的・系統的に一貫させた

教育活動の充実に取り組んでいきます。

その他の主な特徴として、次のようなこ

とが挙げられます。

◎中学１年生を７年生、中学２年生を８年生、

中学３年生を９年生と呼びます。

◎教科によっては、中学校の教員が、小学生

の授業を担当する場合もあります。

◎小学生と中学生の交流が盛んになります。

※就学指定の通学区域の児童生徒が通います。

※入学選抜は行いません。

小学校・中学校とのちがいは？

学びの襷をいかに渡すか

たすき

「義務教育学校」って何？

施設分離型

義務教育学校型 義務教育学校

佐野市小中一貫教育の推進体制 （平成28年度から）

＜施設分離型による小中一貫教育＞

目指す児童生徒像や重点的指導事項等を共有し、地域

や学校の実情に応じて、小学校と中学校の連携を密にし

ていきます。

＜義務教育学校型による小中一貫教育＞

上記に加え、義務教育学校開校に向けて、児童生徒や

小中の教職員の交流等を積極的に行っていきます。

佐野市の小中一貫教育推進体制等

小 学 校 小 学 校

中学校

中学校 中学校

小 学 校小 学 校

小 学 校

小 学 校

小 学 生 中 学 生

平成32年度から

小学校で中学生が朝のあいさつ運動 中学生による読み聞かせ

小学校で中学生が夏休みの学習支援 小学校の運動会に中学生がボランティアとして参加



確かな学力

豊かな心

健やかな体

【確かな学力の定着による

主体性と創造性の育成を図る教育の充実】

○基礎的・基本的な知識・技能の着実な定着○基礎的・基本的な知識・技能の着実な定着○基礎的・基本的な知識・技能の着実な定着○基礎的・基本的な知識・技能の着実な定着

○学習習慣の確立○学習習慣の確立○学習習慣の確立○学習習慣の確立

○小学校１年生からの英語活動の実施○小学校１年生からの英語活動の実施○小学校１年生からの英語活動の実施○小学校１年生からの英語活動の実施

○小学校における教科担任制の一部実施○小学校における教科担任制の一部実施○小学校における教科担任制の一部実施○小学校における教科担任制の一部実施

○授業のはじめに「学習のめあて」の提示○授業のはじめに「学習のめあて」の提示○授業のはじめに「学習のめあて」の提示○授業のはじめに「学習のめあて」の提示

○授業の終わりに「振り返り」の時間を設定○授業の終わりに「振り返り」の時間を設定○授業の終わりに「振り返り」の時間を設定○授業の終わりに「振り返り」の時間を設定

○ペアやグループによる話合い活動の設定○ペアやグループによる話合い活動の設定○ペアやグループによる話合い活動の設定○ペアやグループによる話合い活動の設定

○自分の考えを書くことの習慣化○自分の考えを書くことの習慣化○自分の考えを書くことの習慣化○自分の考えを書くことの習慣化

○家庭学習の習慣化○家庭学習の習慣化○家庭学習の習慣化○家庭学習の習慣化（小中共通の強調週間の実施 等）（小中共通の強調週間の実施 等）（小中共通の強調週間の実施 等）（小中共通の強調週間の実施 等）

○ＩＣＴを活用した授業の実施○ＩＣＴを活用した授業の実施○ＩＣＴを活用した授業の実施○ＩＣＴを活用した授業の実施

【たくましく生きるための

体力と実践力の育成を図る教育の充実】

○健康・体力増進の推進○健康・体力増進の推進○健康・体力増進の推進○健康・体力増進の推進

○9年間を見通した食育の推進○9年間を見通した食育の推進○9年間を見通した食育の推進○9年間を見通した食育の推進

○安全管理の徹底と安全教育の充実○安全管理の徹底と安全教育の充実○安全管理の徹底と安全教育の充実○安全管理の徹底と安全教育の充実

○基本的生活習慣づくりの徹底○基本的生活習慣づくりの徹底○基本的生活習慣づくりの徹底○基本的生活習慣づくりの徹底

（早寝・早起き・朝ごはんの徹底､歯磨きの習慣化（早寝・早起き・朝ごはんの徹底､歯磨きの習慣化（早寝・早起き・朝ごはんの徹底､歯磨きの習慣化（早寝・早起き・朝ごはんの徹底､歯磨きの習慣化、、、、「立腰」指導 等）「立腰」指導 等）「立腰」指導 等）「立腰」指導 等）

○新体力テストの結果に基づいた補強運動の実施○新体力テストの結果に基づいた補強運動の実施○新体力テストの結果に基づいた補強運動の実施○新体力テストの結果に基づいた補強運動の実施

○ノーテレビデー、ノーゲームデーの実施○ノーテレビデー、ノーゲームデーの実施○ノーテレビデー、ノーゲームデーの実施○ノーテレビデー、ノーゲームデーの実施

○小学生の中学校部活動見学会・体験会○小学生の中学校部活動見学会・体験会○小学生の中学校部活動見学会・体験会○小学生の中学校部活動見学会・体験会

○学区の危険箇所の共通理解○学区の危険箇所の共通理解○学区の危険箇所の共通理解○学区の危険箇所の共通理解

【豊かな人間性や社会性の育成、国際性の涵養を図る教育の充実】

○心の教育の推進○心の教育の推進○心の教育の推進○心の教育の推進

○小中学校の垣根を越えた児童・生徒指導の充実○小中学校の垣根を越えた児童・生徒指導の充実○小中学校の垣根を越えた児童・生徒指導の充実○小中学校の垣根を越えた児童・生徒指導の充実

○地域と連携を図った体験活動の充実○地域と連携を図った体験活動の充実○地域と連携を図った体験活動の充実○地域と連携を図った体験活動の充実

○キャリア教育の充実（望ましい勤労観や職業観を育む）○キャリア教育の充実（望ましい勤労観や職業観を育む）○キャリア教育の充実（望ましい勤労観や職業観を育む）○キャリア教育の充実（望ましい勤労観や職業観を育む）

○国際理解教育の充実○国際理解教育の充実○国際理解教育の充実○国際理解教育の充実

○中学生による小学校でのボランティア活動の実施○中学生による小学校でのボランティア活動の実施○中学生による小学校でのボランティア活動の実施○中学生による小学校でのボランティア活動の実施

（読み聞かせ、学習支援、部活動支援、あいさつ運動、運動会 等）（読み聞かせ、学習支援、部活動支援、あいさつ運動、運動会 等）（読み聞かせ、学習支援、部活動支援、あいさつ運動、運動会 等）（読み聞かせ、学習支援、部活動支援、あいさつ運動、運動会 等）

○児童生徒の交流（運動会、文化祭、部活動体験 等）○児童生徒の交流（運動会、文化祭、部活動体験 等）○児童生徒の交流（運動会、文化祭、部活動体験 等）○児童生徒の交流（運動会、文化祭、部活動体験 等）

○小中学校の「生活のきまり」の見直し○小中学校の「生活のきまり」の見直し○小中学校の「生活のきまり」の見直し○小中学校の「生活のきまり」の見直し

中学校 ３年間小学校 ６年間

心豊かで、自ら学び、たくましく生きる心豊かで、自ら学び、たくましく生きる心豊かで、自ら学び、たくましく生きる心豊かで、自ら学び、たくましく生きる

児童生徒の育成を目指して児童生徒の育成を目指して児童生徒の育成を目指して児童生徒の育成を目指して

①義務教育９年間を一体的にとらえ、教育の質を高める

②指導の一貫性・学びの系統性を重視

③目指す児童生徒像の共有

義務教育９年間


