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平成３１年度 とみさと教育プラン

（１） 教育内容・方法の改善充実
① 豊かな心と健やかな体を育む教育の推進
（道徳教育の充実，情報モラル教育の推進，体力向上に向けた取組）
② 確かな学力を育てる教育の推進
（学力向上に向けた取組，『とみの国』検定の実施（漢字・計算），「富里市
きょうざん塾」の実施，研究指定による指導方法の改善）
③ 郷土を愛する心を養い地域に根ざした人材の育成などを図る「ふるさと学習」の推進
（教育課程全体を通した「ふるさと学習」の推進， 「ふるさと学習」に関する研修の実施，地
域教材の配布と活用）
④ 英語教育の充実
（外国語指導助手（ALT）・外国語指導補助員（JTE）の配置，「英会話の日」推進事業の実施）
⑤ 地域と一体となったキャリア教育の推進
（中学生を対象とした「わくわくWorking!（富里市職場体験学習）」の充実，小学生を対象とした
「ゆめ・仕事ぴったり体験」の実施）
⑥ 幼稚園教育の充実 （幼稚園教員の指導力向上研修，浩養幼稚園・浩養小学校を核とした
幼小連携）
⑦ 特別支援教育の推進（富里市特別支援教育専門員巡回支援事業（巡回相談）の実施，ライ
フサポートファイルの活用，個別指導補助員の配置，発達相談の実施，富里市学校専門指導
員の派遣）
⑧ 学校図書館の活用と読書活動の充実 （学校図書館司書配置による読書活動の推進）
⑨ 不登校やいじめ等に対応する支援体制の確立
（ジョイント・スクール推進事業の充実，長欠者調査及び長欠担当者会議による早期対応，適
応指導教室（ふれあいセンター），いじめ問題の実態把握と取組，教育相談の実施）
⑩ 教職員の資質の向上
（教科指導員制度の充実，５年目以下の教員研修，教職員夏季研修会）

（２） 地域に開かれた信頼される学校づくり
① 開かれた学校づくり
（学校評議員制度の充実，学校評価の実施と情報提供，学校支援ボランティア活用の推進）

（３） 学校保健・給食の充実と食育の推進
① 社会の変化に応じた子どもの健康管理
（小児生活習慣病検診の実施）
② 安全でおいしく楽しい給食の充実と食に関する指導の推進
（安全な食材選びと衛生管理の徹底，地場産品の活用の拡大，食に関する指導の推進，給食
残菜問題への取組）

（４） 安全・安心な教育環境の整備
① 幼児・児童・生徒の安全確保
（情報共有システムの活用，防災教育の充実，学校と地域との連携による防犯教室の実施）
② 学校施設の整備充実
（学校施設への空調機設置，遊具の安全点検の充実）

（１） 時代の変化に即応した学習機会の提供と学習の成果
が生かされる場の提供

① 生涯を通じた学習環境の充実及び生涯にわたって学んだ成果を生
かす環境づくりの推進
（学びを通した人づくり，まちづくり）

（２） 学校・家庭・地域の連携・協働による教育・学習の充実
① 学校・家庭・地域のみんなで子どもを育てる環境づくりの推進
（家庭教育の充実，とみっこ宣言の周知，放課後子ども教室の推進）

② 地域産業や歴史文化，創作活動などを学ぶ子どもへの支援
（とみっこ大学の推進と歴史・文化学習）
③ 国際化社会に対応する子どもへの支援
（「とみさとザ・ワールド・キッズ」＆「英語ふれあいDay」推進事業の実施)

（３） 青少年の健全育成の推進
① 心豊かで思いやりのある青少年の育成
（青少年相談員活動の推進，社会環境浄化活動の推進）

（４）生涯学習の拠点となる社会教育施設の整備充実
① 公民館の充実
（適正な維持管理とサービスの適正化）
② 図書館資料等の整備及び図書館機能の充実
（図書館資料等の整備， IT化の推進，子ども向け事業の充実，ボラン
ティアの育成・支援）

（１）文化の振興
① 文化の創造
（文化祭等の文化活動発表の場の充実，芸術作品鑑賞機会の
創出）
② 文化資源の保守
（無形民俗文化財継承事業への支援，有形文化財の保護，埋
蔵文化財の保護，各種文化財の実態調査）
③ 文化資源の活用
（文化財を活用した学習支援）

（２）スポーツの振興
① 生涯スポーツ体制の整備
（スポーツ推進委員の資質向上のための研修会等への参加，
総合型地域スポーツクラブの設立支援と育成，学校体育施設
を含めた体育施設の効果的利用の促進）
② 健康・体力づくりとスポーツ活動の促進
（スポーツ・レクリエーション活動を中心とした生涯スポーツの普
及，とみさとスポーツ健康フェスタの充実，スポーツ団体支援に
よる活動の活性化）

４ 健康で豊かな明るい生活が送れるよう，
文化・スポーツの推進を図ります。

３ 生涯にわたって生きがいに満ちた生活
が送れるよう，生涯学習を推進します。

２ 豊かな心，健やかな体，確かな学力などの「生きる力」

を育てる学校教育を推進します。

１ ふるさと富里を誇りにし，このまちの未来を拓き世界に羽ばたく子どもを育てます。

《基本目標１・２を実現するために》 《基本目標１・３を実現するために》 《基本目標１・４を実現するために》

学校教育の充実 生涯学習の推進 文化・スポーツの振興

基 本 目 標

教育スローガン：富里市は「家庭で育て，学校で伸ばし，社会で磨く教育」を推進します。
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平成３１年度とみさと教育プラン 

基本目標及び重点項目  

 

◎教育スローガン：富里市は「家庭で育て，学校で伸ばし，

社会で磨く教育」を推進します。 

◎基本目標 

１ ふるさと富里を誇りにし，このまちの未来を拓き世界に羽ばたく子どもを育てます。 

２ 豊かな心，健やかな体，確かな学力などの「生きる力」を育てる学校教育を推進します。 

３ 生涯にわたって生きがいに満ちた生活が送れるよう，生涯学習を推進します。 

４ 健康で豊かな明るい生活が送れるよう，文化･スポーツの推進を図ります。 

 

◎重点項目 

学校教育の充実 －基本目標１・２を実現するために－ 

（１）教育内容・方法の改善充実 

（２）地域に開かれた信頼される学校づくり 

（３）学校保健・給食の充実と食育の推進 

（４）安全・安心な教育環境の整備 

 

生涯学習の推進 －基本目標１・３を実現するために－ 

（１）時代の変化に即応した学習機会の提供と学習の成果が生かされる場の提供 

（２）学校・家庭・地域の連携・協働による教育･学習の充実 

（３）青少年の健全育成の推進 

（４）生涯学習の拠点となる社会教育施設の整備充実 

 

文化･スポーツの振興 －基本目標１・４を実現するために－ 

（１）文化の振興 

（２）スポーツの振興 
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学校教育の充実－基本目標１・２を実現するために－ 

（１）教育内容・方法の改善充実 

① 豊かな心と健やかな体を育む教育の推進  

自制心や規範意識の希薄化，問題行動，体力の低下など，児童・生徒

の心と体の状況における課題は少なくない。また，最近の子どもたちの

状況について，自己有用感の低下や学習に対する悩みや将来の生活につ

いて不安を抱いている子どもが増えているのではないか，友達や仲間の

ことで悩むなど人間関係の形成が困難かつ不得手になっているのでは

ないかといった指摘も聞かれる。 

このような現状を改善し，道徳性を高め，道徳的実践力を養い，体力

を向上させることなどを目指し，次の事業を行う。 

 

○道徳教育の充実   

平成３０年度は，人と人，人と社会，人と自然などの豊かなふれあい

の中で，生命を大切にする心や思いやりの心，規範意識，社会性を育ん

でいくことができるように，道徳の時間を要として教育活動全体を通じ

て道徳教育の充実を図ってきた。その際，「『いのち』のつながりと輝き

～大切なあなた，大切なみんな，大切な自然と地球，そして大切なわた

し～」を主題として掲げ，学校・家庭・地域社会が一体となった取組を

推進してきた。 

小学校に続き，中学校においても平成３１年度から道徳の時間が教科

化され，道徳科が全面実施される。学校教育においては，社会の変化に

自ら対応できる豊かな人間性や社会性を育成することが求められてい

ることから道徳科を要として教育活動全体を通じて道徳教育の充実を

図る。 

各学校は，道徳教育における全体計画や年間指導計画に基づき，ねら

いを明確にした道徳科の授業を実施する。特に，いじめの問題への対応

を充実させ，「考え・議論する道徳」の授業へ転換させていく。さらに，

道徳教育推進教師を中心に，各学校において道徳教育に関して創意工夫

した取組を行う。例えば，千葉県の取り組みである『いじめゼロ宣言』

を子どもたち一人一人が行ったりするなど，子どもを主眼とした取り組
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みを行っていく。また，道徳の授業の内容や子どもたちの感想を学校便

りやホームページ等で紹介したり，学校参観で地域の方々に道徳の授業

を公開したりするなど，家庭や地域社会との共通理解を図るための工夫

をする。このように，学校を主軸として地域ぐるみで子どもたちの心を

育む道徳教育の充実を図る。 

 

○情報モラル教育の推進  

情報社会の進展により，インターネットや携帯電話などの普及が急速

に進む中で，児童・生徒がトラブルに巻き込まれる事件が起きている。

さらに，昨今においては，ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サ

ービス）によるいじめ「ネットいじめ」が起こるなど，新たな問題も発

生している。 

こうした状況を踏まえ，学校における情報モラル教育の充実が求めら

れている。そこで，平成２１年度に策定した富里市情報モラル教育プラ

ンのより一層の充実を図るために，各学校に情報モラルに関する授業プ

ログラムを提供している。 

中学校進学を機に携帯電話を所持させる家庭も多いことから， 

平成３０年度も学校の求めに応じて「親子ケータイ・スマホ出前授業（６

年児童及び保護者参加）」を実施し，携帯電話所持に関する家庭でのルー

ルづくり等についての啓発を図った。 

平成３１年度も，「親子ケータイ・スマホ出前授業」を実施するとと

もに，情報モラル教育に関する情報や，発達段階に応じた授業プログラ

ムを提供し，情報モラル教育の推進に努めていく。 

 

○体力向上に向けた取組  

平成３０年度も，各学校から提出された体力・運動能力調査の結果を

基に，市全体や各学校の傾向を分析し，課題となる体力の向上に努めた。 

富里市学校教育研究会の体力向上部研修会と学校教育課主催の体育

主任研修会を同時に開催し，各校の体力向上策を共有できるように努め

た。 

また，千葉県主催のいきいきちばっ子「遊・友スポーツランキングち

ば」への参加を呼びかけており，仲間と楽しく集団で協力しながら運動
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に取り組むことができるようにしている。 

平成３１年度も，引き続き富里市学校教育研究会の体力向上部研修会

との連携を深め，各校の体力向上策を共有していく。 

 

② 確かな学力を育てる教育の推進  

子どもたちが変化の激しい時代の中で力強く生きていくためには，確

かな学力を育てなければならない。さらに，学んだことを生かしていく

ことのできる力を育成していくことも必要である。 

そこで，確かな学力を育てる教育を推進するために，次の事業を行う。 

 

○学力向上に向けた取組  

児童・生徒の学力の把握や市全体及び各学校の教育課題をつかむため，

小学校６年生と中学校３年生の全児童・生徒に対して全国学力・学習状

況調査を実施し，また，全学年の児童・生徒に対して千葉県標準学力検

査を実施する。 

各学校から提出された検査結果を基に，市全体や各学校の傾向につい

てデータを分析した結果報告書を作成し，各学校における学習指導の改

善に活かしていく。 

 

○『とみの国』検定の実施（漢字・計算）  

平成２３年度から，本格的に小学校２年生から中学校１年生を対象と

して，前学年までに学んだ内容を出題する『とみの国』検定を年３回実

施している。小学校で学んだ漢字・計算を繰り返し学習することで，学

習の習慣化と基礎学力の定着を図るとともに，到達点を設けることで達

成感を獲得することもねらいとしている。 

また，個々の基礎学力をとらえ，個別に支援を必要とする児童・生徒

を把握し，指導改善を図ることができるようにする。 

平成３１年度も，引き続き基礎学力の定着に向けて取り組んでいく。 

 

○「富里市きょうざん塾」の実施  

    平成３０年度は，夏季休業中に学習支援ボランティアによる学習会を

平成版てらこや「富里市きょうざん塾」の名称で５日間開催した。小学

校に通う児童の基礎的な学習内容のつまずきを解消するための一助とす

ることをねらいとしている。 
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平成３１年度も，『とみの国』検定で行っている漢字や計算等をはじめ

とした国語や算数の基本的な内容のつまずきに対して，学習支援ボラン

ティアが個別指導を行い，参加児童の基礎学力が向上するよう支援して

いく。 

 

○研究指定による指導方法の改善  

これまで富里市教育委員会では各学校に対して研究指定をし，各学校

が自らの教育課題の解決を積極的に図るとともに，教員の指導法の改善

に努めることができるよう支援してきた。 

平成３１年度は，市学校教育研究会の公開校として指定されている根

木名小学校を研究指定する。根木名小学校は，平成３１年度に環境教育

の全国公開を予定しており，研究指定２年目となる。授業等で作成した

指導案や指導資料等を各学校で活用できるようにするとともに，公開日

は市内各学校からの参観を促し，市全体の指導方法の改善を図り，より

実践的な環境教育の研修を深めていく。 

  

③  郷土を愛する心を養い地域に根ざした人材の育成などを図る

「ふるさと学習」の推進 

富里に生活している子どもは，富里での経験に根ざして様々な知識や

技能を自分のものとし，思考力や判断力，表現力などを高めている。そ

の意味で，子どもたちは既に地域の一員であり，その自覚を高めたり，

地域のために自分たちは何ができるかを主体的に考えていく存在であ

る。 

子どもたちがふるさとである富里を理解し，地域の一員としての在り

方を考える学習をすることが地域社会に対する誇りと愛情を育て，社会

的なものの見方や考え方を育てる基礎となる。 

平成３１年度も教育課程に位置付けた「ふるさと学習」の内容を実践

に結び付け，充実させていく。 

 

○教育課程全体を通した「ふるさと学習」の推進  

平成３０年度，各学校において，年間指導計画の中に位置付けられた

「ふるさと学習」の実践を図ってきた。 
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平成３１年度も，「ふるさと学習」の意義について校内研修等で教職

員が再確認し，各校の年間指導計画に「ふるさと学習」を位置づけ，教

育課程全体を通した「ふるさと学習」を推進していく。 

 

○「ふるさと学習」に関する研修の実施  

富里市の歴史や地理を学ぶ機会は，主に小学校３・４年生時に設けら

れており，担当する教職員が「富里市の歴史」を十分に理解して指導に

生かすために「ふるさと巡検」を実施している。 

平成３１年度も，「ふるさと巡検」を実施するとともに，生涯学習課

職員を講師として富里の歴史に関する講座を開設し，学校での「ふるさ

と学習」の指導に役立つ情報を提供していく。 

 

○地域教材の配付と活用  

小学校３･４年生は，社会科で自分の住んでいる地域を学習する。し

かし，教科書には住んでいる地域の内容が載っていないため，社会科副

読本「わたしたちの富里市」を作成し，配付してきた。 

平成２６年度版「わたしたちの富里市」は，現学習指導要領に対応し

ており，「ふるさと学習」のページを新設している。平成３１年度も，こ

の副読本を有効に活用し，「ふるさと学習」を推進していく。また，２０

２０年度からの新学習指導要領の全面実施に向けて，「わたしたちの富里

市」の改訂も進めていく。 

 

④ 英語教育の充実  

社会の急速なグローバル化の進展の中で，国際共通語である英語力の

向上は極めて重要である。今後，東京オリンピック・パラリンピックを

迎える２０２０年はもとより，子どもたちが社会に出て活躍する頃には，

様々な社会的，職業的場面において英語を用いたコミュニケーションを

行う機会が増えることとなる。そのため，英語を用いたコミュニケーシ

ョン能力の更なる育成が必要であり，平成３０年度からは，新学習指導

要領の移行期間として，小学校高学年では７０時間，中学年では３５

時間の外国語活動を行っている。平成３１年度についても同様に行っ

ていく。 
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本市では，小学校外国語活動の積極的な実施と中学校外国語科授業の

充実を図るため，次の事業を行う。 

 

○外国語指導助手（ＡＬＴ）・外国語指導補助員（ＪＴＥ）との連携の配置 

平成３０年度は，原則小学校に外国語指導補助員（ＪＴＥ）６名，中

学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）３名を配置し，外国語活動・英語科及

び国際教育の推進を図った。 

平成３１年度についても引き続き，２０２０年度から完全実施となる

新学習指導要領への移行期間として，小学校での外国語活動を中学年で

３５時間，高学年で７０時間行う。それに伴い，外国語指導補助員（Ｊ

ＴＥ）の授業時数を確保することで実際のコミュニケーションを行う言

語活動の時間を十分に確保できるようにする。小・中学校とも外国語指

導補助員（ＪＴＥ）や外国語指導助手（ＡＬＴ）を効果的に活用しなが

ら，外国語活動・外国語科の充実を図っていく。 

 

○「英会話の日」推進事業の実施  

外国語活動及び外国語科授業を推進していく中で，ＡＬＴの配置等に

も限りがあることから，児童・生徒が外国人と直接触れ合う機会が十分

でなく，学んだことを実践的に生かす場の確保が課題となっている。 

このため，平成２０年度から「英会話の日」を設け，子どもたちがこ

れまでに学んだ英語を使い，異文化に興味関心を持つような活動を通し

て，国際教育を推進している。各学校では，年間３回，開催日を決め，

小学校においては外国人を招いて英語集会を開き，外国人や友達と英語

を使ったゲームを行うなど，外国語活動で慣れ親しんだ英語の表現を使

って楽しむ活動を，中学校においては英会話又は英語表現を用いて身に

付けた学習の成果を試す活動をそれぞれ実施している。 

平成３１年度も「英会話の日」の実践に必要な財政的支援体制を整え

るとともに，活動の様子を市のホームページに掲載して各学校の取組を

紹介し合うなど一層の充実を図る。 
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⑤ 地域と一体となったキャリア教育の推進  

今日，子どもたちが将来に不安を感じ，学校での学習に自分の将来の

意義が見いだせないといった状況が指摘されている。 

このような中で，一人一人が「生きる力」を身に付け，しっかりとし

た勤労観・職業観を形成・確立し，将来直面するであろう様々な課題に

柔軟かつたくましく対応する力を高めることが重要な課題となってい

る。 

社会的・職業的自立に必要な能力等を育成するため，義務教育からの

体系的なキャリア教育の推進が求められている。 

そのため，次の事業を行う。 

 

○中学生を対象とした「わくわく Working！（富里市職場体験学習）」の充実  

平成１９年度から実施した中で，地域の事業所の協力が得られ，働く

ことや大人への見方に対する生徒の意識の変容も見られるなど，一定の

成果が得られた。平成３０年度は，連続２日間の職場体験学習を実施し，

新たに御協力をいただいた事業所を含む市内と近隣市町の約９０か所 

の事業所リストを活用し，３中学校が同一歩調で体験をすることができ

た。 

平成３１年度は，事前・事後の指導を一層充実させるとともに学校全

体で推進できる組織体制を作り，３年間を見通して各教科等との関連を

図った系統的な取組を推進する。 

 

○小学生を対象とした「ゆめ・仕事ぴったり体験（地域密着観察学習）」の実施 

本事業は，千葉県教育委員会が取り組む小学校６年生による就業密着

観察学習である。少人数で事業所に赴き，そこで働く大人を観察したり，

仕事の一部を体験しながら，自分の将来の仕事や学校で学ぶことの意義

等を考える機会とし，中学校の「わくわく Working!」 につなげていく

事業である。 

平成３１年度も全ての小学校で実施するため，体験の受入先となる事

業所と連絡調整を図り，円滑に実施できるよう支援する。また事前・事

後学習用の授業プログラムの提供を行う。 
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⑥ 幼稚園教育の充実  

幼稚園教育は，生きる力の基礎を育むため，道徳性・規範意識の芽生

えを培い，自立心や協同性，思考力，判断力，表現力の基礎を養い，感

性や表現力を豊かにするなど，小学校以降における生きる力の基礎や生

涯にわたる人間形成の基礎を培う上で重要な役割を担っている。 

その充実を図るため，次の事業を行う。 

 

○幼稚園教員の指導力向上研修  

平成３１年度から実施されている幼稚園教育要領において，「幼児期の

終わりまでに育ってほしい１０の姿」が明記される等，指導の方向性が

明確になった。このことに則った保育が実践されるよう，夏季休業中に

市立幼稚園の全教員で合同研修会を行う。また，平成３０年度に引き続

き，指導主事等が幼稚園教員の保育参観を実施し，個別に指導助言を行

う。このような研修の機会を通じて幼稚園教員の指導力の向上を図る。 

 

○浩養幼稚園・浩養小学校を核とした幼小連携  

保育園や幼稚園，認定こども園等から義務教育段階へと子どもの発達

や学びは連続しており，幼児期の教育と小学校教育は円滑に接続されて

いることが望ましい。しかし，小学校入学後の生活の変化に対応が困難

な子どもがおり，小学１年生の教室では，学習に集中できない，教師の

話が聞けずに授業が成立しないなど学級がうまく機能しない状況（いわ

ゆる小１プロブレム）が見られることがある。 

平成３１年度も浩養小学校の中に浩養幼稚園が併設された利点を生か

して互いの交流を引き続き推進するとともに，浩養幼稚園，浩養小学校

各々が，幼児期の教育と小学校教育を円滑に接続できるようなカリキュ

ラムを実施し，こうした課題の解消を図るとともに市内全体においても

積極的な幼小連携を進めていく。 

 

⑦ 特別支援教育の推進 

学校教育法の一部改正（平成１９年４月１日）を受け，本市では，Ｌ

Ｄ（学習障害），ＡＤＨＤ（注意欠陥・多動性障害），自閉スペクトラム

症を含む障がいのある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体
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的な取組を支援する。また，障害者差別解消法（平成２８年４月１日施

行）を受け，障がいのある幼児・児童・生徒が他の子どもたちと平等に

「教育を受ける権利」を享受，行使することを確保するために，障がい

の状態や教育的ニーズに応じた合理的配慮を提供し，一人一人の能力や

可能性を最大限に伸張することができるよう，特別支援教育を推進して

いく。 

そのため，次の事業を行う。 

 

○富里市特別支援教育専門員巡回支援事業（巡回相談）の実施  

    本市では，特別の支援を必要とする幼児・児童・生徒のスクリーニン

グやこれらの子どもに対する教育的支援について具体的な助言を行って

いくために，平成２０年度から特別支援教育専門員による巡回支援事業

を実施している。平成３１年度も公立・私立を問わず全ての幼稚園・認

定こども園・保育園，小・中学校へ年間２回の巡回相談（以下，「計画に

よる巡回」という。）を，昨年に引き続き実施する。 

計画による巡回においては，対象の子どもに対して事前にチェックリ

ストを用いて課題を洗い出し，それを基に専門員が授業を参観し，特別

支援コーディネーターや担任に対して，具体的な支援の仕方や各学校（園）

内の支援体制について助言する。また，巡回実施後には，専門員の助言

を基に個別の指導計画を案として示し，各校において個別支援の充実を

図る。 

計画による巡回以外にも，各学校（園）や保護者の要請に基づき，専

門員が巡回相談（以下，「要請による巡回」という。）を実施する。要請

による巡回を実施した後，必要に応じて対象の子どもの保護者との面談

を実施し，学校（園）だけでなく家庭における支援の方法についても助

言を行う。 

 

○ライフサポートファイルの活用  

富里市自立支援協議会と連携し，障がいのある子どもたちに対する支

援体制の整備を促進するために，平成１９年度に富里市特別支援連携協

議会を設置した。ここでは，「ライフサポートファイル」を基軸にして保

健センター，簡易マザーズホーム，幼稚園，保育園，認定こども園，小・
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中学校，福祉施設，医療機関などの各機関が連携を図ることができるよ

うに協議を進めてきた。 

その成果として，「ライフサポートファイル」の発行数も年々増えて

きており，対象の子どもの継続した支援に役立っている。 

平成３１年度も引き続き幼稚園，認定こども園，小学校，中学校の円

滑な接続を図るとともに，各学校（園）の教員等が，「ライフサポートフ

ァイル」を活用することができるようにしていく。また，合理的配慮の

内容を記入した個別の教育支援計画や，小・中学校の円滑な接続を目的

として作成する「ジョイントシート」をライフサポートファイルに足跡

として残していくことができるように教員への研修を年２回行っていく。 

 

○個別指導補助員の配置  

特別支援学級に在籍する児童・生徒及び通常の学級に在籍する特別の

支援を要する児童・生徒に対して，きめ細かな指導を行うための個別指

導補助員を平成１９年度から全小学校へ配置し，平成２４年度には全

小・中学校 1 名の個別指導補助員配置を完了した。 

その後も障がいの状態や教育的ニーズに応じて増員を図り，平成２７

年度には小学校１０名，中学校３名を配置した。平成３１年度も継続し

て一人一人の能力や可能性を伸張することを目標に，個に応じたきめ細

かな支援体制の充実を図っていく。 

 

○発達相談の実施  

特別の支援を要する子どもたちが通常の学級及び特別支援学級にお

いて，学習上の困難や生活上の課題を抱えるとともに，保護者や学級担

任等がその対応に苦慮している実態が様々な場面で報告されている。そ

のような悩みを抱えた児童・生徒及びその保護者・学級担任等に対して，

悩みや心配を少しでも解消するため，臨床発達心理士による相談や指

導・助言を行っている。 

発達相談の窓口は，平成１８年度から設置しており，「発達（言葉を

含む）の偏り，学習の困難」「情緒・行動・コミュニケーションの問題」

「養育の問題」「発達関係諸検査の実施」「学校における指導・支援の方法」

などに対応している。平成１９年度からは，多くのニーズに対応するため
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月２回の実施とし，平成３０年度の相談件数は，３月末現在で１０５件で

あった。 

平成３１年度の開設日数は平成３０年度と同様であるが，相談者の求

めに応じて発達相談と特別支援教育専門員巡回支援事業との連携を図る

とともに，学校において「ライフサポートファイル」の活用を更に進め，

相談対象となっている児童・生徒の教育的ニーズにこたえられるように

していく。 

 

⑧ 学校図書館の活用と読書活動の充実  

学校図書館は，自由な読書活動や読書指導の場として児童・生徒に豊か

な読書経験の機会を提供するとともに，調べ学習などの自発的・主体的な

学習活動を支援するなど，学校教育の中核的な役割を担うものである。 

しかし，児童・生徒の活字離れが進み，読解力の向上の必要性が指摘さ

れている。平成１９年６月２７日に改正された学校教育法においては，新

たに「読書に親しませ，生活に必要な国語を正しく理解し，使用する基礎

的な能力を養うこと。」という目標が掲げられた。 

このようなことから，学校図書館を活用した読書活動や学習活動を推進

するため，次の事業を行う。 

 

○学校図書館司書の配置による読書活動の推進  

平成１７年度から各学校における蔵書をデータベース化して，貸出・

返却業務を効率化し，円滑な読書活動が推進できるよう支援している。 

また，市立図書館の蔵書を各学校の端末から検索できるようにするこ

とで，市立図書館の資料を学習活動に活用できるようにするなど，幅広

い読書活動ができるシステムを構築してきた。 

学校図書館においては，学校図書館司書を各学校に配置することで開

館時間を延ばし環境面の充実を図り，子どもたちに「本を読みたい」と

いう気持ちを起こさせ，自主的な読書活動につながるようにしている。

このような取組が効果を発揮し，各学校における貸出冊数は年々増加し

ている。 

平成３１年度は，子どもたちにとってよりよい読書活動を更に推進す

るため，担当者会議等を活用し学校図書館に関する市の取組の共通理解
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と指導力向上を図り，各学校における読書指導を高めることができるよ

う支援していく。 

また，平成２１年度に改訂した「富里市おすすめの本１００さつ」を

有効活用し，子どもたちが意欲的に読書に取り組めるように配慮する。 

さらに，学校における学校図書館ボランティアを積極的に活用するこ

とで読書活動の一層の推進を図る。 

 

⑨ 不登校やいじめ等に対応する支援体制の確立  

高度情報化社会，少子化，核家族化，家庭や地域の教育力の低下等の

社会の変化の中で，子どもたちの規範意識の低下や無気力さ，自己有用

感の欠如，人間関係形成の困難さなどが指摘され，不登校やいじめが大

きな課題となっている。 

生徒指導体制をより機能的なものにするためには，児童・生徒個々の

実態を把握しつつ，早期の段階から的確に対処することが望ましいと考

えられる。 

そのため，次の事業を行う。 

 

  ○ジョイント・スクール推進事業の充実  

    ジョイント・スクールとは，これまで取り組んできた小・中連携の考

え方を更に発展させて，小・中学校，義務教育９年間の教育課程上の「接

続」を重視した学校運営を目指す考え方である。 

中学校不適応生徒の現状を解消し，児童・生徒の学びと成長・発達の

連続性を保障し，「生きる力」の育成を図る必要がある。そのため既存の

中学校区を一つの学園として小・中学校の接続を図り，児童・生徒や小・

中学校教員の積極的な指導交流を行う。 

 平成３０年度には，中央学園で県事業の一環であるスケアードストレ

イトによる小中合同の交通安全教室，北学園で高校生を講師に招いての

書道作品の制作活動，南学園で順天堂大学の学生を講師に招いてのスポ

ーツ交流会を開催し，各学園に小・中交流事業を実施した。 

 平成３１年度も，小・中交流の積極的な展開や９年間の系統的な生

活・学習のルールづくりや授業づくりがより浸透するように取り組む。 
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○長欠者調査及び長欠担当者会議による早期対応  

不登校対策としては，平成１９年度から長欠担当者会議を開催してお

り，本市における長欠児童・生徒の傾向を分析し，各学校において有効

な取組を紹介し合うなど，より実践的な取組ができるよう指導してきた。 

平成３１年度は，これまでの取組を指導に生かす見地から，長欠報告

の仕方を見直し，長欠児童・生徒の欠席状況が好転した内容を担当指導

主事が各学校から聴き取り，その成果を長欠担当者会議等で教職員等に

普及していくとともに，長欠報告の内容から「児童生徒理解・教育支援

シート」を作成し，各校で不登校解消に向けて当シートを活用したケー

ス会議が開催できるよう支援していく。 

また，引き続き生徒指導会議に指導主事を派遣し，個々のケースに応

じた指導・助言を行いながら，関係機関との連携を密にし，早期に対応

する。 

 

○適応指導教室（ふれあいセンター）  

平成２９年度から不登校児童・生徒の支援のために設置している「ふれ

あい教室」を「ふれあいセンター」に名称変更した。これは，平成２８年

９月の文部科学省通知「不登校児童生徒への支援の在り方について」によ

り，不登校児童・生徒が主体的に社会的自立や学校復帰に向かうよう，

その環境づくりのために適切な支援や働きかけを行うことが示されてい

ることから，不登校児童・生徒のためのセンター的機能としての役割を

より一層充実させていくためである。 

「ふれあいセンター」では，平成３１年度も引続き不登校児童・生徒

に対して各関係機関と連携しながら家庭訪問等積極的に働きかけをする

とともに，通級児童・生徒については，個々の実態に応じた形で教育課

程に準じた学習指導・適応指導を実施し，学校や家庭と連携して進路指

導を進めていくこととする。 

 

○いじめ問題の実態把握と取組  

本市のいじめに関する調査では，平成３０年１２月時点では小・中学

校合わせて８８件の報告があり，どの学校にも，どの子にも起こり得る
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問題と認識している。 

これまで，全国的にいじめが要因の一つと思われる児童・生徒の自殺

が数件発生しており，平成２４年度には文部科学省から，「いじめの問題

への取組の徹底について」の通知が出された。それを受け，各学校にお

けるいじめ問題への取組について実態調査及びアンケート調査を行った。

また，教育相談活動の充実を図り，早期発見・早期対応の徹底に努める

よう生徒指導研修会等を通じて指導を行った。 

平成３１年度も，いじめの実態調査を定期的に行い，実態の把握と早

期対応を更に推進していく。 

また，平成２６年度からふれあいセンター内に配置されたいじめ対策

を含む相談員の拡充を図り，きめ細かな相談活動の充実を図っていく。 

さらに，学校ごとに「学校いじめ防止基本方針」の見直しを図り，家

庭・地域と連携して，いじめ防止に取り組んでいく。 

 

○教育相談の実施  

国及び県の事業を活用して，スクールカウンセラーを各中学校に１名

ずつ，小学校３校に１名ずつ配置するとともに，各小・中学校へは，要

請に応じて市の教育相談員を派遣し，児童・生徒や保護者等の相談に対

応していく。また，教育相談員による教育相談は，課題を抱える保護者

等に早期に対応するため，平成２６年度から相談機関をふれあいセンタ

ーに併設し，火曜日から金曜日の４日間で対応している。 

平成３１年度においても教育相談関係の取組についてのＰＲを強化

するとともに，教育相談員の各小・中学校での活用を進める。また，中

学校においては，スクールカウンセラー等による学年全体のカウンセリ

ングを行い，早期の問題把握の徹底に努めるよう指導し，多くの大人が

子ども一人一人を見守る体制，担任が一人で抱え込まない体制を作って

いく。 

 

⑩ 教職員の資質の向上 

教育公務員特例法第２１条では，「教育公務員は，その職責を遂行す

るために，絶えず研究と修養に努めなければならない。」と規定されて

いる。 
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研修を通して使命感や倫理観，専門性を高め，幼児・児童・生徒の指

導に当たることが求められている。教職員一人一人の資質能力は決して

固定的なものではなく，研修や経験を積むことによって変化し，成長が

可能であるとともに，その生涯にわたって向上を図る必要がある。また，

そのことによって教職員としての誇りと自信を持って，生き生きとした

教育実践が可能になると思われる。 

こうした視点に立ち，教職員の資質向上を図るため，次の事業を行う。 

 

○教科指導員制度の充実  

市内小・中学校に勤務し，専門とする教科・領域について研鑽を積ん

だ教員を「富里市教科指導員」として教育委員会が委嘱する制度で，平

成１７年度から実施している。教科指導員は，４・５年目教員研修の個

別研修において，４・５年目教員研修対象者への指導・助言を行う。派

遣実績は，平成３０年度は１７回であった。 

平成３１年度も引き続き，４・５年目教員研修の各種研修会（全体研

修会・個別研修会・授業研修会）の講師として，４・５年目教員研修対

象者の指導力向上のために積極的な派遣を行っていく。 

 

○４・５年目の教員研修  

教職４・５年目の小・中学校教諭が各自の持つ教育的課題を追究する

機会を設け，自ら進んで研修に取り組むことにより資質・指導力の向上

を図ることをねらいとする。年度内に対象者全員が１回，授業展開によ

る研修を行う個別研修，個別研修を相互に参観する授業研修会，全体研

修会がある。平成３０年度の参加者の報告からは，対象者の全員が参加

し，喫緊の教育課題に関する内容の講義を受ける前向きな，かつ充実感

のある感想が寄せられた。 

平成３１年度も本研修を継続実施するとともに，自身の成果と課題を

明確に意識させながら研修に臨むよう指示するなど，本研修の成果が，

その後の教育活動に生かされるよう適切にフォローアップを行い，研修

の一層の充実を図る。 
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○教職員夏季研修会  

平成３０年度は，市内幼稚園及び小中学校の全教職員が，「不祥事根

絶研修」「富里市教育講演会」に参加した。また，現在の教育的ニーズに

対応するものとして，「思考ツールの活用」「プログラミング教育」「道徳

教育」「英語教育」の４つの講座を開設し，それぞれ希望する職員が受講

した。実施後のアンケートでは，全体の９９％以上が「とてもよかった」

「よかった」と回答し，充実した研修会となった。  

平成３１年度も，「不祥事根絶研修」「富里市教育講演会」「教育関係

講座」を開設し，喫緊の教育課題について，教職員がより研鑽を深める

ことができるようにしていく。 

 

（２）地域に開かれた信頼される学校づくり 

①   開かれた学校づくり  

  学校が地域に根ざしてその役割を果たすためには，学校が地域に開か

れ，家庭や地域に理解され信頼されること，学校・家庭・地域がそれぞ

れの役割を明確にすること，互いに支援し合いながら子どもたちの望ま

しい成長を目指して教育を展開することが重要である。 

そのため，次の事業を行う。 

 

○学校評議員制度の充実  

学校評議員制度は，地域住民の学校経営への参加を促し，地域に開か

れた学校づくりを推進するために平成１５年９月に導入された。この制

度は，校長が学校評議員に対して広く意見を求め，学校経営に役立てる

とともに，地域からの信頼や協力を得るためのものである。 

平成３１年度も引き続き学校経営に生かすよう，学校評議員の意見を

聴取し，積極的に制度の活用に努めるよう指導する。 

 

○学校評価の実施と情報提供  

地域に開かれ，信頼された学校づくりを進めていくために，各学校で

は経営に関しての説明が重要である。そのため市立幼稚園，小・中学校

では，次の点に留意して学校評価を実施し，運営の改善を図っていくこ

ととしている。 
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そこで，平成３１年度においても園長及び校長は，運営ビジョンを明

確に示し，経営の重点内容を周知する。重点化された内容について自己

評価を行い，改善策を練るとともに，その結果については家庭や地域に

公表する。 

そして，保護者や地域住民による学校関係者評価を行い，自己評価の

検証も踏まえて，運営の改善を図るよう努力する。 

市立幼稚園，小・中学校では教育活動の様子を広く地域に公開し，園

だよりや学校だより，ホームページ等で積極的に情報を提供して，学校

教育に関する保護者や地域住民の理解と協力を得る。 

 

○学校支援ボランティア活用の推進  

各学校においては，従来から保護者や地域の方々より様々な支援を受

けてきたが，学校支援ボランティア活用推進事業を実施し，教育委員会

と各学校が連携し，組織的・計画的にボランティアの活用を図っている。 

平成３１年度は，学校での活用事例や活動内容を基に，教育委員会と

各学校との連携を深め，学校支援ボランティアの一層の活用に努める。 

 

（３）学校保健・給食の充実と食育の推進 

① 社会の変化に応じた子どもの健康管理  

  近年，社会の変化に伴い，精神的なストレスの増大，運動不足，生活

の夜型化，食生活の乱れなどにより，子どもの健康に様々な問題が表れ，

深刻化している。 

  このため，子どもの健康状態を把握し，適切な指導を行い，子どもの

健康管理を行うため，次の事業を行う。 

 

○小児生活習慣病検診の実施  

子ども達の生活習慣や生活様式の変化にともない，小児期より小児生

活習慣病（肥満・高血圧・脂質異常）や生活習慣病予備軍の子ども達が

増加している。そのため，本市では，中学校２年生全員と３年生で前年

度要指導者を対象に小児生活習慣病検診を実施している。 

検査方法としては採血により，総コレステロール・ＨＤＬ（善玉）コ

レステロール・中性脂肪の値を測定し，その結果を基に食生活及び生活
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習慣の改善を指導して，小児生活習慣病の予防に努めている。 

平成３１年度も養護教諭が主となり，検診結果を授業で取り上げるな

どして，望ましい食生活や生活習慣について学習し，その実践に努めて

いく。 

 

②   安全でおいしく楽しい給食の充実と食に関する指導の推進  

  安全でおいしく楽しい給食の充実と食に関する指導の推進を図るため，

次の事業を行う。 

 

○安全な食材選びと衛生管理の徹底  

学校給食で使用する食材については，信頼できる業者から購入し，納

品時の検収の徹底に努めており，食材の細菌検査や調理器具等の拭取り

検査を定期的に実施している。 

また，食物アレルギーを有する幼児・児童・生徒に対しては，「富里

市食物アレルギー対応マニュアル」に基づき，誤食等を防ぎ，安全で楽

しい給食時間が過ごせるよう努めるとともに，平成３１年度も安全な食

材選びと衛生管理の徹底に努める。 

 

○地場産品の活用の拡大  

本市は豊かな農産物に恵まれており，新鮮で生産者の顔の見える地場

産品を積極的に給食に活用するよう努めている。 

平成３１年度も，食材業者を通して季節ごとの地場産品の活用の拡大

に努める。 

 

○食に関する指導の推進  

平成３１年度も引き続き「富里市教育委員会食育推進プラン」に基づ

き，小・中学校を対象に児童・生徒の発達段階に合わせて系統的な食育

の授業を進めながら，地場産品を給食に活用し，身近な食材に興味がも

てるよう働きかけたり，給食を題材にして様々な栄養素について知って

もらうなど，生きた教材として給食を活用した食に関する指導の推進に

努める。 
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〇給食残菜問題への取組  

平成２９年度の給食の残菜率は，１７．７８％で，前年度に比べて２．

５５ポイント（平成２８年度２０．３３％）減少した。 

残菜率を改善するため，平成３１年度も献立に創意工夫をこらすメニ

ューづくりを心掛け，また小・中学校と連携を図り，食育を通じて食の

大切さや規則正しい食生活を身に付けることで，少しでも食が進み，食

べ残しが少なくなるよう促すことや，各校が給食時間で取り組んでいる

効果的な事例なども参考としながら給食残菜率の低下を目指す。 

 

（４）安全・安心な教育環境の整備 

① 幼児・児童・生徒の安全確保  

  近年，子どもに対する凶悪事件が各地で相次いでおり，本市において

も児童・生徒に対する声かけなどの事案がみられる。そのような中，学

校，保護者，市民の間で，地域の安心・安全への関心が高まっている。 

  このため，子どもたちや市民の防犯意識の高揚を図るとともに，幼

児・児童・生徒の安全確保に努めるため，次の事業を行う。 

 

○情報共有システムの活用  

成田警察署等から発信される不審者情報をはじめとした地域の安

心・安全に関する情報を，市民活動推進課が実施している「富里市防災・

防犯メール」や各校における「まちｃｏｍｉ」を活用し，安心・安全に

関する情報の発信を行った。平成３１年度も引き続き，各学校への「ま

ちｃｏｍｉ」利用促進を行っていく。 

 

  ○防災教育の充実  

    防災教育については，各学校において学校安全計画を策定し，地震や

火災などを想定した避難訓練を実施して，児童・生徒に避難方法・経路

について指導するとともに，災害の状況に応じ，臨機応変に行動・対応

できる危険回避能力の育成を図っていく。また，訓練を通して，教職員

一人一人が自他ともに災害時の役割について理解を深める。 

    平成３１年度は，各学校と行政が更に連携を強化し，有事の際に児童・

生徒の安全確保について適切に対応できるように取り組んでいく。 
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○学校と地域との連携による防犯教室の実施  

防犯意識の高揚を図るため，市立幼稚園・小学校において，成田警察

署の協力を仰ぎながら，防犯教室を開催している。 

平成３１年度も引き続き市立幼稚園・小学校において，それぞれの実

態に応じて防犯技能を身に付けるための防犯教室を開催する。 

 

② 学校施設の整備充実 

学校施設は，多くの児童・生徒が一日の大半を過ごす場所であり，楽し

く生き生きとした学校生活を過ごすためには，安全・安心に学べる場であ

ることが必要である。 

平成３１年度についても，学校施設の整備を進めるため，次の事業を行

う。 

 

○学校施設への空調機設置  

    児童・生徒が快適に学習に取り組める教育環境を確保するために，空

調機が未整備である小学校・中学校の普通教室及び特別教室に空調機を

設置する。 

    平成３１年度は，空調機設置工事実施設計及びその実施設計を基に空

調機設置工事を行う。 

 

○遊具の安全点検の充実  

学校施設には多くの遊具があるため，児童・生徒が楽しく安全に学校

生活を過ごせるよう遊具を点検し，安全性を確認するとともに危険な遊

具については改修を行う。 

平成３１年度においても千葉県教育委員会が作成した安全管理の手

引きを基に各学校は日常点検に加え，年１回の総合点検を実施する。 
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生涯学習の推進－基本目標１・３を実現するために－ 

（１） 時代の変化に即応した学習機会の提供と学習の成果

が生かされる場の提供 

① 生涯を通じた学習環境の充実及び生涯にわたって学んだ成果  

を生かす環境づくりの推進  

 社会・経済の変化に対応するため，絶えず新しい知識や技術の習得を求

められている中で，市民が心豊かで充実した人生を送っていくためには，

生涯にわたって自ら学習に取り組み，自己を高めていく生涯学習の推進が

求められている。 

今後もさらに進展が予想される少子化・高齢化を踏まえ，多様性を基調

とする「自立」「協働」「創造」を前提とした生涯学習社会の実現に向けて，

一人一人が生涯にわたって学び続け，必要とする様々な力を養い，その成

果を社会に活かしていくことが可能となるような環境づくりを諸団体，関

係各課との連携を強化し，次の事業を実施する。 

 

○学びを通した人づくり，まちづくり  

学んだことを生かして地域に貢献し，生涯にわたって輝き続ける人材

の養成を目的に「創年セミナー」を実施している。「生涯現役の視点・生

涯学習の視点・地域の活性化の視点」から社会活動に参画することを通

して，連携・協働のまちづくりの推進を図るべく，時代に即した内容を

提供できるよう幅広く情報を収集・分析し，内容の充実に努めている。 

 平成２２年度からは，より一層市民ニーズを的確にとらえ市民の手に

よる講座とするために，参加者と年間カリキュラムの内容について意見

を交換し，その意見を反映した講座を設けることにより好評を得ている。 

平成３０年度は，受講経験者の中から希望する方に年間講座の企画段

階から積極的に参加してもらった。また各班ごとに自主企画講座を１回

開催した。平成３１年度も引き続き，受講経験者に講座の企画段階から

の参画を促し，自主企画講座の開催数の増加を図るとともに，より一層

学ぶ意欲を引き出す魅力ある講座を実施していく。 

また，知識・技能及び技術を持っている方と，何かを学びたいという

方をつなげる，学習の成果を地域に還元する事業として，「生涯学習アシ
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スト事業」を実施している。市民の求める様々な学習形態や内容にこた

えるため，地域で生涯学習を支える人材の登用と育成に努める。 

 

（２）学校・家庭・地域の連携・協働による教育・学習の充実 

① 学校・家庭・地域のみんなで子どもを育てる環境づくりの推進 

 地域の人間関係の希薄化や生活様式の多様化などの様々な要因から，子

どもたちを見守り，育てる環境の低下が懸念されている。 

 また，少子化や核家族化の進行，共働き世帯の増加により，子どもを育

てる知識も伝わらず，子育てに不安を抱える保護者の存在も問題視されて

いる。 

 このような現状から，地域の教育力の再生と家庭教育力の向上を目的と

して，次の事業を行う。 

 

○家庭教育の充実  

昨今の少子化や核家族化・都市化等の社会の変化により，親にとって

子育ての負担感が増し，問題を一人で抱え込み，孤立化する親が見られ

ることから,市立幼稚園及び小・中学校に家庭教育学級を開設し，子育て

の仲間づくりの場となる学習機会の提供に努めてきた。 

各学級の学習プログラムは，毎年度各学級においてアンケートをとり，

座学講座から体験学習と幅広い活動ができるよう工夫されている。 

今後も，「子育て」「親子のふれあい」「保護者が語り合う」「我が子や

自分を見直す」場として学習する機会及び情報の提供その他家庭教育を

支援するための必要な施策を講じていく。 

 また，生活の多様化による食事や睡眠の乱れが，学習意欲や体力・気

力の低下につながっていることから，各家庭が主体的に生活習慣を改め

ていくよう，「早寝早起き朝ごはん」運動を本事業を通し周知するととも

に，地域，学校と一層連携し推進していく。 

 

○「とみっこ宣言」の周知・定着  

子どもたちの教育を推進していく上で，社会の変化や教育を取り巻く

課題に対して，学校，家庭，地域が連携し，取り組むことが重要になっ

ている。 
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  そこで学校，家庭，地域がそれぞれの責任と役割を自覚し，富里市の

未来を担う子どもたちの育成を図るための「とみっこ宣言」（注１）を平

成３０年度は家庭教育学級を中心に周知を行ってきた。平成３１年度も

宣言文を広く周知し，定着させて，学校，家庭，地域がさらに連携，協

働して子育てに取り組めるよう支援していく。 

 （注１）「とみっこ宣言」  ○と 友だちや家族を大切にし，楽しく生活する子に育てます。  

              ○み みんなの夢がかなうよう，助けあう子に育てます。  

              ○さ さわやかにあいさつし，社会を明るくする子に育てます。  

              ○と 富里を愛し，ほこりをもつ子に育てます。  

 

○放課後子ども教室の推進  

 子どもたちが地域社会の中で，安全・安心に，心豊かで健やかに育ま

れる環境づくりを推進するため，小学校の教室などを活用し，地域の協

力を得ながら，子どもたちと勉強やスポーツ・文化活動等を実施する。 

 本市においては，放課後子ども教室の効果的な推進のために，実施校

地区社会福祉協議会や学童クラブ，ＰＴＡ連絡協議会の協力のもと，今

後の事業予定について協議を行ってきた。 

  平成３０年度は，富里第一小学校区，浩養小学校区，新規開設の根木

名小学校区で，英会話や工作，おやつづくりなどの体験活動を実施した。  

平成３１年度も，引き続きこの取組が他の小学校区に広まるよう，地

域の方や学校関係者への情報提供を行うとともに，実施･協力を呼びかけ

ていく。 

また，子どもたちが地域の人々とかかわりながら，家庭や学校だけで

は得られない体験の場の提供を目指すとともに，地域の人間関係づくり

の契機とする。 

 

② 地域産業や歴史文化，創作活動などを学ぶ子どもへの支援  

 普段の生活の中では，ふるさとのすばらしさを学ぶ機会に触れることが

少なく，ふるさとへの思いや誇りが育っていないと感じられる。このよう

な現状から，郷土を愛する心を養い，ふるさとの伝統を大切にし，地域に

根ざした人材と主体的に社会参画する姿勢の育成を図るため，次の事業を

行う。 
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○「とみっこ大学」の実施と歴史・文化学習  

  「とみっこ大学」は，子どもたちに，日常とは異なる場所において，

様々な体験活動する機会を設け，子どもたちの知的好奇心を刺激し，感

動体験を豊かにすることで，子どもの学ぶ力，生きる力を育むことを目

的として実施してきた。 

  平成３０年度は，陶芸，絵手紙などの創作活動や環境学習などを主と

した体験学習を実施した。 

平成３１年度においても，引き続き，子どもたちに様々な創作活動，

理科・科学実験，環境学習などを中心した体験学習を実施する。 

また，歴史文化に触れる機会として，富里市初の国登録有形文化財で

ある「旧岩﨑家末廣別邸」の当主であった岩﨑久彌氏が行った数々の社

会貢献活動を学び，ふるさと富里への想いを育てていくことを目的とす

る「ふるさと富里再発見」も引き続き実施する。 

地域に伝わる民話を素材にした大型紙芝居の貸出事業を学校をはじ

め市民を対象として，平成３１年度も引き続き実施し，ふるさと富里を

理解する機会を提供し，郷土を愛する心の涵養を図る。 

 

③   国際化社会に対応する子どもへの支援  

 本市の子どもたちが，国際対話能力と広い視野を身に付け異文化を理解

するとともに，“共に生きていく”資質や能力を養うため，次の事業を行

う。 

 

○「とみさとザ・ワールド・キッズ」＆「英語ふれあい Day」推進事業の実施  

 国際対話能力の育成と，異文化に対する理解を深めることなどを目的

として，平成１７年度から「とみさとザ・ワールド・キッズ」を実施し

ている。 

平成３０年度も，引き続き「とみさとザ・ワールド・キッズ」として，

地区運営委員会方式で実施された小学校が４校，放課後子ども教室にお

いて，英語体験活動を取り入れて実施した３校において，活動の支援を

行った。 

平成３１年度においても，子どもたちが英語や外国への興味・関心を

持ち，さらには日本文化や「ふるさと富里」への関心が高まるよう事業
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内容の工夫に努め，参加者がその効果を実感できるよう活動支援を行う。  

また，「英語ふれあい Day」事業では，日ごろの英語学習の成果を発表

する場として，「英語スピーチコンテスト・パフォーマンス発表会」を実

施する。 

 

（３）青少年の健全育成の推進 

① 心豊かで思いやりのある青少年の育成  

 少子化や核家族化といった青少年を取り巻く環境が変化してきたこと

に伴い，これまでの家庭での教育に加え青少年同士や地域住民との交流か

ら学んできた規範意識やコミュニケーション能力を身に付ける機会が減

少しており，このことが青少年の社会的自立の遅れや非行など様々な問題

を生じさせている。 

 青少年の健全育成は，学校，家庭，地域が連携し，青少年と大人が率直

に語り合える機会を充実させるとともに，良好な社会環境を整えることが

重要である。 

そのため，次の事業を実施する。 

 

○青少年相談員活動の推進  

青少年相談員は，次代を担う青少年の健全育成に資するため，体験活

動の促進，社会環境の浄化，地域社会への啓発，青少年のよき相談相手

となることなどを目的として，県知事並びに市長からの委嘱を受け活動

している。 

    平成３０年度は，青少年相談員連絡協議会の主催事業として，東京タ

ワーを階段で昇り，レインボーブリッジを徒歩で横断するなど，他校の

児童と協力し行動する「東京ウォーク」や「少年少女綱引き・ドッジボ

ール大会」等を開催し，社会性を育む機会を提供した。また，それぞれ

の小学校区では，地域との連携のもと，集団宿泊等の体験活動や交通安

全指導，夜間パトロールを通じ，青少年健全育成活動を推進している。 

平成３１年度も引き続き，青少年相談員活動を推進するとともに，情

報交換や研修会による相談員の資質の向上や，市民に対し青少年健全育

成の広報，周知を図る。 
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○社会環境浄化活動の推進  

 青少年の非行防止や犯罪被害を防ぐため社会環境の浄化は重要であり，

地域ぐるみで有害図書，有害広告物，薬物等から青少年を守ることが必

要である。 

 平成３０年度の取組としては，環境浄化活動として違法な屋外広告物

がないか監視した。 

平成３１年度も，違法な屋外広告物の監視を継続するとともに，青少

年健全育成に関する各種団体と連携を図りながら，社会環境の浄化に向

け広く市民に呼びかけていく。 

 

（４）生涯学習の拠点となる社会教育施設の整備充実 

① 公民館の充実 

 市民の社会教育の中核的な施設として中央公民館の役割が重要となっ

ているが，その施設・設備の老朽化が著しく，機能の回復や向上が必要と

なる箇所が多くなっている。 

今後は，中長期的視点に立った老朽化対策，将来の利用需要も踏まえ，

市民が安心して学び・集う場としての利便性の向上や安全性確保のため，

次の事業を行う。 

   

○適正な維持管理 

    施設の老朽化状況や利用状況等を踏まえて，中長期的な観点から施設 

の有効活用を検討し，長寿命化も含めた適正な維持管理の実施に努める。 

   

  ○サービスの適正化  

    少子高齢化や人口減少の進行に伴う，今後の利用需要の変化に対し，

官民連携手法（ＰＰＰやＰＦＩ）の活用を検討し，財政負担の軽減を図

りながら施設利用の多様なニーズに応えられるよう努める。 
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② 図書館資料等の整備及び図書館機能の充実  

 図書館は，地域の情報拠点として，市民が自ら必要な情報を収集し，現

状判断や意思決定を行うための情報提供施設として，その役割は大きく期

待されていることから，市民の読書活動を通じて知的水準の向上を図ると

ともに，図書館機能の充実を図るため，次の事業を行う。 

 

◯図書館資料等の充実  

 資料及び情報の収集・提供に当たっては，市民の学習活動や子育てし

やすい環境等を適切に支援するため，市民の高度化・多様化する要求に

十分に配慮することが求められる。このため，新刊図書及び雑誌の確保，

視聴覚資料など収集資料を整備し，図書館の機能を十分発揮できる種類

及び量の整備に努める。 

また，所蔵していない資料については，他の図書館との連携・協力に

より迅速に提供できるように努める。 

 蔵書数については，平成２９年度に想定収納可能冊数の２０万冊に達

したので，今後は資料の適切な購入と除籍による蔵書の更新を行い，内

容の充実を図っていく。 

また，図書館を利用していない，図書館の必要性を感じていない層か

らの新たな利用者の掘り起こしや，各種サービスを通じて資料の利用促

進を図る。 

 

○ＩＴ化の推進  

 資料及び情報の提供に当たっては,図書の予約や貸出図書の確認,予約

本のメール連絡機能，スマートフォン版ホームページの作成など，利用

者の利便性の向上を目指し図書館情報システム機能の充実に努めてきた。 

 平成３１年度は，ホームページのアクセス件数を６万９千件以上，イ

ンターネット予約数を１万２千冊以上に達するよう，利用者サービス

の充実に努めていく。 

 

◯子ども向け事業の充実  

 子どもの読書活動は，言葉を学び，感性を磨き，表現力を高め，創造

力を豊かにする。このため，この時期に身につけた読書習慣は，生涯に
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わたり読書を楽しみ，物事を多様な視点で捉え，人生をより深く生きる

力を身に付ける上で欠くことのできないものとなる。 

子どもの読書活動の充実を図るため，幅広い分野の資料を揃え，関係

各課及び学校との連携・支援により各種事業を実施し，将来の図書館の

利用習慣にもつながるよう事業を行う。 

主な取組としては，乳児期・幼児期での良本との出会いの大切さを理

解してもらうためブックスタート事業（注１）やブックトリップ事業（注

２）などの施策を実施している。 

 また，本とふれあえる場を数多く設けるために，図書館での「おはな

し会」や図書館ボランティアによる学校での「おはなし会」，小学校新１

年生の教室を訪問して，図書館利用の啓発とおはなし会を行うなど，本

と身近に接することができるよう多くの機会を設けている。 

平成３０年度のブックトリップ事業（注２）については，７月下旬か

ら１０月末までの期間に実施したところ，全児童・生徒数の３０．１％，

１，０４２人が目標を達成した。平成３１年度も，達成者を２５％， 

９００人以上を目標として，事業を実施する。 

（注１） 健康推進課で行われる４か月児健康診査の際に，絵本の読み聞かせを行う。 

（注２） ７月下旬から１０月末の期間に行う，市立図書館発行のブックリスト「本はとも

だち」（全児童・生徒対象）を使った本のスタンプラリー。 

 

◯学校図書室等への支援  

図書館が所蔵する団体貸出用資料を小・中学校・幼稚園・認定こども

園に長期に貸出し，幼児・児童・生徒の読書習慣の向上及び学校等での

図書館活動の向上を支援し，より身近に本とふれあえる機会の創出に努

めていく。平成３１年度は，延べ貸出団体数は１４０件，貸出冊数は 

７，０００冊以上に達するよう学校等への定期便を実施し，支援に努め

ていく。 

 

◯ボランティアの育成・支援  

    ボランティア活動を通して，地域社会へ貢献しようとする住民とより

よい図書館づくりを目指し，図書館ボランティアの発掘と育成に努めた。 

    平成３０年度は，読み聞かせボランティア２４名と書架整理ボランテ
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ィア４名に登録をいただいている。 

平成３１年度も，より一層，図書館事業への理解を深めてもらうため

に，図書館でのボランティア活動への参加を広く呼びかけていく。 

 

文化・スポーツの振興 

－基本目標１・４を実現するために－ 

（１）文化の振興 

① 文化の創造 

 本市では，豊かな文化生活を営むことを目的として，文化団体や個人が

自立した活動を行っており，これら文化団体等の活動成果を発表する場と

して秋季に市文化祭を開催しているが，特に，文化祭の活性化を促す方策

として実施している各種体験教室は，参加者と来場者から好評を博してい

る。近年では，教室を開催した団体の会員数が増加するという効果を得て

おり，来場者参加型の文化祭が定着したと考えられる。今後もより一層，

参加者と来場者間のコミュニケーションが図られるよう，更に各種体験教

室の拡充を図る。 

 また，市内外に在住する芸術家の作品展を開催することにより，質の高

い芸術作品を身近で鑑賞できる機会を創出し，より多くの市民が文化活動

や芸術作品に親しみを持って接することができる環境の構築を目指すた

め，次の事業を行う。 

 

○文化祭等の文化活動発表の場の充実  

 例年，文化祭の展示部門と行事部門で実施している体験教室について

は，来場者と参加者から好評を博している。 

平成３１年度も，体験教室の試みを継続・拡大して実施することとし，

体験教室開催団体数を増加させる呼びかけを行い，参加者と来場者がよ

り活発にコミュニケーションを図れる場の創出を図る。 

展示部門に関しては，市民及び児童生徒作品展を開催しており，平成

３１年度についても同様の取り組みを継続して展示の充実に努める。 

また，発表部門における講堂の稼働率向上のため，引き続き教育委員

会主催行事等を精力的に実施して，来場者数の増加に努める。 
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○芸術作品鑑賞機会の創出  

平成２０年度から行っている芸術鑑賞事業は，市内在住の芸術家の作

品を身近に鑑賞する機会として好評を博している。 

平成３１年度についても，市内外に在住する芸術家の存在を多くの市

民に伝えるとともに，質の高い芸術作品の鑑賞機会を設ける。 

 

② 文化資源の保守  

 市内には，文化財が多数所在しており，今なお新たに発見される物も多

い。これらの文化財は本市の歴史を語る上で極めて重要であり，現代の私

たちには，後世の人々に文化遺産として引き継いでいく義務がある。 

 これら各種文化財を適切に保護・保存・継承していくため，次の事業を

行う。 

 

○無形民俗文化財継承事業への支援  

 本市には，久能獅子舞，中沢麦つき踊り，武州ばやし等，それぞれの

地区の特色を持った無形民俗文化財が存在している。いずれの無形民俗

文化財も保存会での後継者不足が深刻化している状況にあることから，

若年層を対象にその継承事業に心血が注がれている。しかし，継承事業

の運営に関しては，寄付金等だけでは賄えない状況が続いている。 

 平成３１年度も，本市の数少ない無形民俗文化財の継承事業を支援す

るため，申請のあった団体に対し経費の一部について引き続き補助金の

交付を行う。また，それぞれの無形民俗文化財が所在する小学校（富里

小，富里第一小，富里南小）へ働きかけ，後継者の確保が図られるよう

支援する。特に，活動休止状態にある武州ばやしに関しては，過去の映

像，写真資料等を収集して記録の保存に努める。なお，保存会等の活動

が行なわれていない無形民俗文化財に対しては，様々な財源を活用して

記録映像による保存措置に努める。 

 

○有形文化財の保護  

有形文化財の保護策である指定化は，その文化財の歴史的価値を専門

家が十分に吟味した上で実施され，文化財の価値をより具体的に指し示



 31  

し，文化財保護意識の高揚を図ることが可能となる。 

これにより，現在，本市には，市指定文化財２４件，県指定文化財３

件，国登録有形文化財３件，合わせて３０件の指定・登録文化財がある

が，各地区にはこのほかにも指定文化財候補が多数存在していることか

ら，引き続き指定化に向けた準備を整えてゆく。 

 また，平成３１年度も県指定文化財「佐倉牧の牧士資料」や，日吉台

小学校に仮展示している民具などをより広く一般公開するため，旧保健

センターを資料館として活用するための整備を引き続き進めてゆく。 

なお，国登録有形文化財である「旧岩﨑家末廣別邸」については，引

き続き建物及び敷地の適切な管理を市民ボランティアの協力を得ながら

実施する。 

さらに特別公開などを通じて市民のさらなる関心を高め，小学校現場

での歴史教育教材として活用を推進する。  

 この他，市指定記念物（天然記念物）の保護については，引き続き市

内の自然保護団体等と連携して自生環境の保全に努めていく。 

 

○埋蔵文化財の保護  

 現在，市内には３８８か所の遺跡の所在が確認されており，年間４６０

件程度の民間開発が計画されている。このことから多くの遺跡が開発行

為に伴う破壊の危機に直面している状況にある。以上のことから，本市

では遺跡を少しでも現状のまま保存できるように事業主と協議を重ね，

現状での保存が困難な場合には発掘調査を実施して遺跡の保護に努めて

いる。 

 平成３１年度も，前年度同様に国・県の補助金を活用して遺跡の調査

体制を整えるとともに，「電子遺跡地図」を効果的に運用し，迅速な遺跡

所在確認業務を行なって遺跡の保護に努める。また，前年度に実施した

発掘調査の成果については調査報告書として取りまとめ，市立図書館に

配架するほか，学術資料として利用されるよう大学等の研究機関に配布

する。 

○各種文化財の実態調査  

 埋蔵文化財以外の各種文化財の実態調査については，平成２８年度か

ら実施している古文書悉皆
しっかい

調査を継続する。 
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本調査は，文化庁が推進する文化財をその周辺環境まで含めて総合的

に保存・活用するための方針を定める「歴史文化基本構想」の策定を視

野に入れたものであり，これまで実施した民俗文化財調査等の成果と合

わせ，今後の富里市文化財保護のマスタープランとする。 

 

③ 文化資源の活用  

 市内に所在する文化財は，本市が太古から歩んできた歴史の一端を雄弁

に物語るものであり，これらを保護・保存することは極めて重要なことで

ある。また，単に保護・保存するだけではなく，本市の歴史を正しく認識

するための教材として活用していくことが重要である。 

 現在，市内で出土した様々な埋蔵文化財や寄贈された民具，収集した写

真史料を活用した郷土の歴史教育支援を行っているが，より市内の文化財

を活用するため，次の事業を行う。 

 

○文化財を活用した学習支援  

 本市の歴史を学ぶ機会は，主に小学校３・４年生時に設けられており， 

各学校からの要請には文化財担当職員の講師派遣等を行って対応してい

る。しかし，富里市の歴史を広く伝えるためには，教育現場との更なる

連携による効果的な学習支援が必要である。 

 平成３０年度においては，富里第一小学校で実施した脱穀作業への収

蔵民具の貸し出し，富里小学校では，末廣農場を題材とした授業の資料

提供や旧岩﨑家末廣別邸の見学を行った。 

その他では，市内小学校の社会科教員を対象とした「ふるさと巡検」

において，社会科教員に対する市内文化財への理解を深めるとともに，

区長会研修会などにおいて講義を実施した。 

平成３１年度についても，市内に所在する各種文化財を活用した学習

支援を実施していくとともに，国登録有形文化財である旧岩﨑家末廣別

邸を活用し，富里と深い関係がありながらこれまで知られていなかった

「末廣農場の歴史」と「岩﨑久彌の人物像」について，広く市民に普及

を図っていく。 
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（２）スポーツの振興 

 ① 生涯スポーツ体制の整備 

   近年，多種多様なスポーツの需要が増大しており，誰もが，いつでも，

どこでも，気軽に参加できる生涯スポーツを振興する必要があるため，生

涯スポーツに関する知識・技術を兼ね備えた指導者の養成が求められてい

る。 

 生涯スポーツの推進には，スポーツ推進委員をはじめ，体育協会，学校 

体育施設開放利用団体，スポーツ少年団，更には地域住民との連携・協力 

が重要である。 

 また，市民が定期的にスポーツを楽しむ場として，学校体育施設を含め 

た体育施設の効果的な利用の促進が求められていることから，次の事業を 

行う。 

 

〇スポーツ推進委員の資質向上を目的とした研修会等への参加  

    スポーツ推進委員は，これまで実技指導を中心に活動してきたが，併

せて地域スポーツ施策を活性化させる役割も担っており，広く幼児から

高齢者まで対象とし，スポーツに対するさまざまな要望を行政に反映す

ることが重要視されている。  

 こうしたことから，今後も引き続きスポーツ推進委員に求められる知

識・技術を習得するため研修会等へ今後も積極的に参加し，時代のニー

ズに即したニュースポーツの習得や適切な指導方法の研究を行い，市民

からの要請に応じた指導やスポーツの普及に努める。  

 

  〇総合型地域スポーツクラブの設立支援と育成  

 本市は，中学校区を単位とした地域で総合型地域スポーツクラブの設 

立を目指しており，平成２４年度に富里南中学校区においてスポーツ団

体が中心となり協議を重ね，平成２５年度に「富里南桜クラブ」が設立

した。  

今後は，他の学区で設立準備委員会の発足が円滑に進むよう，適宜情

報提供等の支援を行う。  
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〇学校体育施設を含めた体育施設の効果的利用の促進  

社会体育館や市営運動場などの社会体育施設全体の利用状況は増加傾

向にあり，今後も利用ニーズは高くなっていくと考える。  

また，学校体育施設を利用した開放事業については，平成３０年度の

登録団体数は８３団体と前年度より１団体減少したものの，登録人数は

１，６６０人と前年度より利用人数が増加している。  

学校体育施設の利用については，今後も引き続き利用団体相互の理解

と協力のもと，利用団体間で利用日時の調整を行い，より効率的な利用

を促進していくものとする。  

〇社会体育施設の整備充実  

    社会体育館をはじめ，建築から年数を経過した社会体育施設も老朽化

が進んでいることから，計画的に整備を進め利便性や安全性の確保を

進めていく。 

    

② 健康・体力づくりとスポーツ活動の促進  

  健康に対する意識の高まりなどを背景に，市民のスポーツ・レクリエ

ーション活動に対するニーズが高まっている中で，市民が身近なところ

で気軽にスポーツ・レクリエーションを楽しむことができる機会や場の

拡充が一層求められている。 

市民の多様なニーズにこたえ，また青少年の健全育成や高齢者の生き

がいづくりを促進する上からも，様々なスポーツ・レクリエーション活

動に親しめる機会の提供及び拡充を図るため，次の事業を行う。 

 

〇スポーツ・レクリエーション活動を中心とした生涯スポーツの普及   

   誰もが，いつでも，どこでも，気軽にできるスポーツの普及のため，

継続的に誰もが参加できるニュースポーツの体験会を定期的に開催し，

また，年齢や体力に応じて軽スポーツの楽しさや魅力を体験できるよう

多様化する市民ニーズにこたえる種目の研究を行った。 

   今後も引き続き市民の要望に応じて，スポーツ出前講座を開催する。 
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〇とみさとスポーツ健康フェスタの充実  

    「とみさとスポーツ健康フェスタ」は，市民の誰もが気軽に参加でき，

健康と体力づくりに対する理解と関心を深め，積極的にスポーツを体験

するきっかけづくりの場として開催している。 

 平成３０年度は，小学生を対象としたものとして，元プロ野球選手を

講師に迎え実施した野球教室や，プロサッカーチーム JEF ユナイテッド

市原・千葉の普及コーチによるサッカー教室を実施した。また，成人を

対象にした体力・運動能力測定による自己年齢の確認コーナーや，パラ

リンピックの種目として注目を浴び，子どもから高齢者，障害者まで一

緒に楽しむことができるボッチャやペタンクなどのニュースポーツ３種

目を実施した結果，全体で２１３名の参加者を得た。 

 この事業によりスポーツ人口の増加につながるよう，今後も計画段階

から市内スポーツ団体等と連携し，種目の選定や内容等の検討を行い，

多くの市民の参加が得られるよう事業の展開を図る。 

 

〇スポーツ団体支援による活動の活性化  

平成３０年度においても，体育協会主催によるスポーツ大会や教室が

開催され，多くの市民の参加を得た。 

今後も市民がスポーツに触れる機会，きっかけづくりの情報として広

報及びホームページ等を活用した広報活動の充実に努め，スポーツ大会

や教室への市民参加を促進する。 

 また，併せて全国大会等に出場する選手への奨励費の交付や市内のス

ポーツ団体及び個人の優れた功績を広く市民に紹介して，市民のスポー

ツに対する興味・関心を高め，競技力の向上も図る。 

 

 



とみさと教育プラン推進の視点

学 校

教育施設
家 庭

地域社会
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富里市教育委員会

富里市教育振興基本計画富里市総合計画 富里市教育に関する大綱 とみさと教育プラン



平成３１年度

ふるさと富里を誇りにし，このまちの未来を拓き世界に羽ばたく子どもを育てます

学校・園の使命

学校・園は子どもの学び舎です。富里市では，生命や人権が尊重された安全・安心に

学べる学校・園づくりに努めます。
また，富里市は「家庭で育て」，「学校で伸ばし」，「社会で磨く」教育を推進して
います。そこで，学校教育の使命は，子どもの個性を尊重しつつ様々な能力を伸張して
いくことにあります。そのために学校・園はそれぞれの実態に応じた目標を設定し，教
職員は自らの資質とともに組織のチーム力を高め合い，共通理解・共通実践のもとに教
育活動を行います。

□ チームによる思考
□ チームによる判断
□ チームによる指導

□ 確かな学力を育むプロジェクト
□ 豊かな心を育むプロジェクト
□ 健やかな体を育むプロジェクト

○教育内容・方法の改善充実
○地域に開かれた学校・園づくり
○信頼される学校・園づくり
○学校保健・食育の充実
○安全・安心な教育環境の整備
○学校評価の充実と活用

○幼小中連携教育の推進
○道徳教育の充実
○体験活動・ふるさと学習の充実
○特別支援教育の推進
○英語教育・読書活動の推進
○体力向上の推進

ジョイントスクールの推進

ＮＢプロジェクト５・プラスαの推進

ジョイント・スクールの推進

ＮＢプロジェクト５・プラスαの推進



平成３１年度学校・園の指導指針（解説） 

 

富里市教育委員会は，「とみさと教育プラン」により学校教育の充実，生涯学習の推進，文化・

スポーツの振興を図っていきます。 

学校教育については「学校・園の指導指針」による教育活動を行うことにより，幼稚園・小中学

校がその使命を自覚し，実態に即した教育活動を行うことでそれぞれの責任を果たし，とみさと教

育の充実を図っていきます。 

 

１ 学校・園の使命について 

（１）子どもの学び舎とは，子どもが主役ということです。いじめのない，安全・安心に生活でき

る教育環境づくりに努めましょう。 

（２）子どもの個性・能力は様々です。伸ばしたい個性・能力をさらに伸ばす指導に努めましょう。 

２ チーム力について 

（１）教職員は使命と責任を自覚して研修により自らの資質を高めるとともに，組織の一員として

互いに力を発揮するように努めましょう。 

（２）親あっての子ども，子どもあっての教師です。全ての教職員が子どもに「誠実」に向き合い，

ともに教育を行う伴侶として保護者と協力しあいましょう。 

３ 伸びて輝く子の育成について 

富里市では，「家庭で育て，学校で伸ばし，社会で磨く教育」を推進します。知育・徳育・体

育のバランスの取れた教育活動を，子どもをこのように育てたいという「信念」を持って実践し

ましょう。 

４ 学校教育の充実方策について 

学校教育の充実を図るためには，ＰＤＣＡサイクルにより各分掌で「工夫」と「改善」に努め

ましょう。 

５ 指導の重点について 

指導の重点項目は富里市の課題です。課題が達成し，とみさと教育が一層充実するように 

「努力」しましょう。 

６ ジョイント・スクールについて 

ジョイント・スクールとは，従来の小中連携教育の考え方をより発展させて，教育課程上の小

中学校の接続を重視した学校運営を目指す考え方です。引き続き幼保小連携の充実も図ります。 

７ ＮＢプロジェクト５・プラスαについて 

ＮＢとは，Ｎｏ Ｂａｄｇｅｔ（無予算）の略です。プロジェクト５は学園内で共通して取り

組む事業とし，プラスαは各学校の創意工夫に委ねる事業です。 



 平成３１年度 富里市ジョイント・スクール推進事業 

～小学校から中学校への滑らかな接続により，義務教育９年間で子どもたちを育てていく～ 

  ジョイント・スクールとは，従来の小・中連携の考え方をより発展させて，小・中学校，義務教育９年間の教育課程上の接続を重視した学校運営を目指す考え方である。中学校

不適応生徒の現状を解消し，児童生徒の学びと成長・発達の連続性を保障し，「生きる力」の育成を図るためにも，３中学校区のあり方を明確にし，小・中学校９年間の接続性

や統一性をもった学園構想の考え方を基盤とした教育活動の充実が必要である。これまでの北学園の研究推進指定や南学園の魅力ある学校づくり研究推進事業の成果を活かして，

それぞれの学園独自で特色ある小・中連携「ジョイント・スクール」活動を推進していくものとする。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

《学園構想の考え方》                  

・既存の中学校区を一つの学園として，現行の６・３制により義務教育９年

間を見通した教育を行う。 

・各学園において，９年間の児童生徒の学びと成長，発達を考慮した地域の

特性を生かした特色のある小・中連携，交流活動を積極的に推進する。 

【北 学 園】 【中 央 学 園】 【南 学 園】 

 

       ○富里北中学校       ○富里中学校         ○富里南中学校 

                

 

 

 

 

○日吉台小学校       ○富里小学校         ○富里南小学校 

                       ○富里第一小学校     ○浩養小学校 

                ○根木名小学校        

                ○七栄小学校 

 

 

 

《ジョイント・スクール推進の基本的な考え方》 

 ○現行の６・３制を基盤として義務教育９年間を見通した教育を行う。 

 ○既存の中学校区による学園体制で行う。 

 ○児童・生徒の積極的な交流活動を行う。 

 ○小・中学校教員の指導交流を行う。 

 ○児童・生徒に生きる力の三要素を身につけさせる。 

   ～「生涯にわたる学習力（確かな学力）」「社会生活を送る人間力（豊か

な心）」「健康生活を送る元気力（健やかな体）」 ～ 

ジョイント ジョイント ジョイント 

《豊かな人間力を養うジョイント》                                                                  

○小・中連携共通生徒指導項目に基づき，９年間の共通   

した生活のルールを守っていけるようにする。                                  

○児童・生徒の積極的な交流活動を行う。 

・運動会や合唱祭など年間の小・中学校の様々な行事 

の中で小・中合同で取り組める行事について年度当

初の計画に盛り込み，積極的に交流を図っていく。            

  ・小学校での体験活動に中学生がボランティアとして 

参加したり，小学生が中学校の活動に参加するなど， 

  縦割り活動を積極的に企画運営していく。 

 ・小学６年生の部活動体験等も年度の早い段階から数

回実施していく。   

○ＰＴＡや地域の方々と協力したゴミゼロ運動や環境整 

備作業，防災訓練等にも学区の小・中学校合同で参加 

していく。                                     

《小・中学校教員のジョイント 》 

○小・中学校で共通した形の「めざす児童生徒像」や「め

ざす教職員像」を設定する。  

○教育課程における接続の課題を解消するため外国語活

動と英語，算数と数学，道徳等において指導計画を見

直す。          

○小・中学校で授業参観，交流を積極的に行う。 

・小・中学校相互の授業参観については，多くの職員

が参加できるよう計画的に行う。 

・小学校５，６年生において中学校での教科担任制を

意識した授業を中学校教員とＴ・Ｔで行う。(英語，

理科，保健体育等)   

  ・小学校の教員が中学校の道徳や特別活動の授業を中

学校教員とＴ・Ｔで行う。      

○小・中学校教員の情報交換会や夏季休業や市教研等の

機会を利用して計画的に小・中合同研修会を行う。                       

○全国学力・学習調査等の分析結果を小・中学校で共有

し，それぞれの課題から学力向上に向けての取組を共

通理解していく。   

《学力向上に向けてのジョイント》 

○「学習の手引き」（小・中共通）を作成 

 ・授業に取り組む姿勢，態度，発表の仕方，ノート

のとり方等，学習におけるルールについて，小中

学校９年間の発達の段階に応じ共通した形で身

につけられるようにする。 

 ・家庭学習の習慣化について小学校から中学校の接

続がスムーズに行われるように，発達の段階に応

じた家庭学習への取組や学習プリント，宿題の出

し方の工夫等，小中学校で継続的に指導できるよ

う共通理解を図る。 

○夏季休業等を利用して，中学校区毎に会場を設定 

し，保護者や地域の方々，中学生のボランティア 

を講師とし，小学生への学習会を行い，小中学生 

が共に学ぶ機会を積極的に設けていく。 

○小学６年生を中心に中学校の授業を見学・体験でき

る機会を積極的に増やしていく。 

《ジョイント・スクール推進組織 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 園 長 

副 学 園 長 

事 務 局 

拡大代表者会議 

全 体 会 

学区中学校長 

学区小学校長 

学区小中教頭 

教頭・教務・生徒指導担当 

研究主任等 

 

代
表
者
会
議 

生徒指導担当 
・生活のきまり 

・生徒指導課題の
共有 

研究主任 
・学習の手引き 

・小中学習会 

教頭・教務 
・交流事業,研修 

・保護者,地域連携 

生徒指導部 学習指導部 小中連携 

保護者・地域連携部 

小中全職員 



 


