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Ⅰ．変わらない学校ⅠⅠ．変わらない学校．変わらない学校
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○小・中学校
 
自己完結型の教育活動

・楽しい学校生活に終始する「小学校」
 ・受験最優先の「中学校」

現行制度における課題現行制度における課題

○成長の連続性が意識されていない
 ・独善的な相互不信と不干渉

○責任転嫁できる構造
 ・解決のために動こうとしない
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○6－3制度を自明の理としてきたことによる
 学校教育の硬直化

・義務教育を9年間で捉える発想の弱さ
 ・６－３のまとまりに絶対的な実証結果はない

★制度を言い訳にしてきたに過ぎない。

小学校・中学校の文化の違いと小学校・中学校の文化の違いと
 放置される指導観、発達観の相違放置される指導観、発達観の相違

現行制度における課題現行制度における課題
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○机上の教育課程の編成に止まっている

○狭義の学力観から広がらない
・ペーパーテストのみで学力を測る
・学力観を広げようとしない体質
→テストでは測れない（具体的な代案を出
さない小学校）
→受験がある（やらないことをできないこ
とにすりかえる中学校）

小中共通の学力観が必要小中共通の学力観が必要

現行制度における課題現行制度における課題

教員の意識の問題教員の意識の問題
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○時数確保、いじめ件数、問題行動件数等の結果
としての現象面の管理に止まっている
→プロセスの管理、改善に目を向けない

公立学校の義務教育の復権公立学校の義務教育の復権

小中一貫教育小中一貫教育

現行制度における課題現行制度における課題

管理職のガバナンス能力の問題管理職のガバナンス能力の問題

カリキュラム・マネジメントの発想の欠如

公立学校の信頼が低迷
・都市部では4割近くが私学を選択
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○基本的生活習慣やルールに関する繰り返しの
指導の欠如

○基本的生活習慣やモラルに関する系統的指導
内容の希薄さ

○急激な環境の変化に対応できずに不登校になる
児童・生徒

○中学校に行ってからのことを意識しない

小学校での生徒指導
 （小学校から中学校への橋渡しができていない）

現行制度が起こしている弊害現行制度が起こしている弊害
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○小学校からの意識的な準備が不足
・分数や基礎的公式の未定着
・中学校における小学校の学習のやり直し
・学習意欲の低下（児童・生徒の立場になって、
共通認識されていない）

○児童・生徒の身体的・心理的変化に対応しきれ
 ていない（教育における「母性原理」と「父性
 

原理」の円滑な接続の欠如）

現行制度が起こしている弊害現行制度が起こしている弊害
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Ⅱ．品川区の教育改革  
「プラン２１」  

ⅡⅡ．品川区の教育改革．品川区の教育改革  
「プラン２１」「プラン２１」
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◇◇教員の意識改革教員の意識改革

◇管理職のリーダシップ・ガバナンス能力の◇管理職のリーダシップ・ガバナンス能力の
 向上向上

◇◇学校教育の質的転換学校教育の質的転換
 

『『規則基盤型規則基盤型』』からから『『成果基盤型成果基盤型』』へへ

教育改革の必要性教育改革の必要性

教育改革教育改革「プラン２１」「プラン２１」
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教育改革の教育改革の33つの視点つの視点

平成平成1212年度～年度～

○○指導内容、指導方法、指導形態、指導内容、指導方法、指導形態、
 教材の開発や改善教材の開発や改善

○○学校の社会的位置付け学校の社会的位置付けに関する見直しに関する見直し

○○学校教育制度の在り方学校教育制度の在り方に関する見直しに関する見直し

教育改革「プラン教育改革「プラン2121」スタート」スタート
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平成平成1212年度年度

 
小学校小学校

平成平成1313年度年度

 
中学校中学校

平成平成1414年度年度

平成平成1515年度年度

平成平成1818年度年度

外部評価
 制 度

 校区／専門

外部評価外部評価
 制 度制 度

校区／専門校区／専門

学校職員の意識改革
 
学校教育の質的転換学校職員の学校職員の意識改革意識改革
 
学校教育の質的転換学校教育の質的転換

学 校 選 択 制学 校 選 択 制学 校 選 択 制

学 力 定 着 度 調 査学 力 定 着 度 調 査学 力 定 着 度 調 査

小 中 一 貫 教 育小 中 一 貫 教 育小 中 一 貫 教 育

外 部 評 価 者 制 度外 部 評 価 者 制 度外 部 評 価 者 制 度

全小・中学校（全小・中学校（5858校）で実施校）で実施

「プラン「プラン2121」これまでの流れ」これまでの流れ
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学校の制度の見直し学校の制度の見直し

意識を変える状況を作る意識を変える状況を作る

◆◆
 
小中一貫した小中一貫した学力観の必要性学力観の必要性

◆◆
 
小・中学校の文化の違い小・中学校の文化の違いによる弊害による弊害

◆◆
 
公立学校への不信公立学校への不信

「プラン「プラン2121」としての小中一貫教育」としての小中一貫教育

連携連携ではでは変わらない変わらない

小中一貫教育小中小中一貫一貫教育教育
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Ⅲ．小中一貫教育の成果ⅢⅢ．小中一貫教育の成果．小中一貫教育の成果
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教員教員の意識の変化と協働の飛躍的前進の意識の変化と協働の飛躍的前進

連携している学校の授業や生徒指導の様子を連携している学校の授業や生徒指導の様子を
 把握しようと努力していますか？把握しようと努力していますか？

小中一貫教育が始まって、以前よりご自身の小中一貫教育が始まって、以前よりご自身の
 指導観や評価観が変わりましたか？指導観や評価観が変わりましたか？

品川区教育委員会「平成19年度

 

品川区立学校教員アンケート」より

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

とてもそう思う
そう思う

どちらとも言えない
あまり思わない
全く思わない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

とてもそう思う
そう思う

どちらとも言えない
あまり思わない
全く思わない



16
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40%
45%
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平成17年度 平成18年度 平成19年度

1年保護者

6年保護者

6年児童

平均

品川区教育委員会「通学区域の弾力化に関するアンケート」より

学校選択において、特色ある教育活動として学校選択において、特色ある教育活動として
 「小中一貫教育」を選択した割合の推移「小中一貫教育」を選択した割合の推移

保護者の意識の変化保護者の意識の変化
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○○国・都・品川区が実施する国・都・品川区が実施する
 学力調査では、その結果が確実に向上学力調査では、その結果が確実に向上している。している。

全国学力調査で全国平均（合計）を上回った学校数全国学力調査で全国平均（合計）を上回った学校数

99年生年生

算数／数学算数／数学AA

66年生年生 2299校校／／3838校校

平成平成2020年度年度 平成平成2222年度年度 平成平成2020年度年度 平成平成2222年度年度

算数／数学算数／数学BB

3434校校／／3838校校 2277校校／／3838校校 3131校校／／3838校校

88校校／／1616校校 88校校／／1616校校 99校校／／1616校校 99校校／／1616校校

99年生年生

国国

 
語語

 
AA

66年生年生 2244校校／／3838校校

平成平成2020年度年度 平成平成2222年度年度

国国

 
語語

 
BB

2828校校／／3838校校 2255校校／／3838校校 2222校校／／3838校校

66校校／／1616校校 1111校校／／1616校校 88校校／／1616校校 99校校／／1616校校

平成平成2020年度年度 平成平成2222年度年度

学力定着の変化学力定着の変化
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起床時刻（小学生）起床時刻（小学生）

起床時刻（中学生）起床時刻（中学生）

品川区品川区『『全国学力・学習状況調査全国学力・学習状況調査』』よりより

基本的生活習慣の変化基本的生活習慣の変化

48.3%

50.2%

55.8%

57.6%

51.7%

49.8%

44.2%

42.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19年度

20年度

21年度

22年度
午前7時以前
に起床

午前7時以降
に起床

37.5%

38.6%

40.2%

42.3%

62.6%

61.4%

59.7%

57.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19年度

20年度

21年度

22年度
午前7時以前
に起床

午前7時以降
に起床
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学校のきまりを守っている（小学生）学校のきまりを守っている（小学生）

学校のきまりを守っている（中学生）学校のきまりを守っている（中学生）

品川区品川区『『全国学力・学習状況調査全国学力・学習状況調査』』よりより

規範意識の変化規範意識の変化

83.3%

83.9%

85.0%

89.4%

16.6%

16.0%

15.0%

10.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19年度

20年度

21年度

22年度 守っている・
どちらかとい
えば守ってい
る

守っていな
い・どちらか
といえば守っ
ていない

85.4%

86.1%

88.3%

90.9%

14.5%

13.8%

11.6%

9.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19年度

20年度

21年度

22年度 守っている・
どちらかとい
えば守ってい
る

守っていな
い・どちらか
といえば守っ
ていない
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不登校不登校児童・生徒発生の抑制児童・生徒発生の抑制

○小中一貫教育実施によって
 不登校生徒の出現率が抑制
 されている

※※小学小学66年生の不登校人数比を年生の不登校人数比を

 「「11.0.0」として算出」として算出
※※国および都は平成国および都は平成1818年度、年度、

 区は平成区は平成1919年度の数値年度の数値

品川区教育委員会「学年別児童・生徒不登校の実態」より

0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%
5.5%

小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3

全国

東京都

品川区

⑴⑴
 

学年別不登校の実態学年別不登校の実態
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2.6%

2.7%

2.8%

2.9%

3.0%

3.1%

3.2%

H18 H19 H20 H21 H22

品川区

東京都

全国

⑵⑵
 

中学校における不登校の発生率の推移中学校における不登校の発生率の推移

○小中一貫教育実施によって、年々、不登校生徒の出現率
 が抑制されている

品川区教育委員会「学年別児童・生徒不登校の実態」より

不登校不登校児童・生徒発生の抑制児童・生徒発生の抑制
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全国に広がる小中一貫教育全国に広がる小中一貫教育

○平成23年7月『小中一貫教育全国サミット』
 には、41都道府県から約2,100名が参加

○小中一貫教育全国連絡協議会に正会員として、

８つの自治体が新たに加入し、全国で３１自

治体となる。

全国での取り組みの広がり全国での取り組みの広がり
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Ⅳ．法整備の必要性ⅣⅣ．法整備の必要性．法整備の必要性
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⑴⑴
 

義務教育義務教育99年間の継続性・系統性の担保を年間の継続性・系統性の担保を

○児童・生徒の成長に即した9年間の中での自由
 な学習集団の構成

○特例措置の継続は、あくまでも「特例」であり、
 継続性が担保されていない

⑵⑵
 

義務教育学校の法的整備を義務教育学校の法的整備を

○驚くほど深い小・中学校校種間の溝の解消

○保護者や地域の選択肢の一つとして『義務教
 育学校』の法的設置

○校種を超えた一体的な学校運営による一つの
 組織としての機能と意識の充実

義務教育義務教育99年間の継続性・系統性年間の継続性・系統性
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進む進む『『義務教育学校義務教育学校』』の法整備の気運の法整備の気運

○内閣総理大臣の私的諮問機関「教育再生懇談
 会」第四次報告に義務教育学校の法的位置づけ

 の明確化が明記

教育再生懇談会教育再生懇談会
 

これまでの審議のまとめ－第四次報告－これまでの審議のまとめ－第四次報告－
1「教育安心社会」の実現－「人生前半の社会保障」の充実を－

【【学校教育の信頼回復学校教育の信頼回復】】

⑶

 
保護者から信頼される公教育の確立

○子供たちの育ちや学習の系統性・連続性を保証するという観点から、

 幼稚園・保育所と小学校、小学校と中学校、中学校と高等学校の校種間

 連携を促進する。特に、子供の心身の発達上の変化や多様化、「中一ギ特に、子供の心身の発達上の変化や多様化、「中一ギ

 ャップ」や学力低下に対応するため、既に一部の自治体で取組が進めャップ」や学力低下に対応するため、既に一部の自治体で取組が進めらら

 れ、一定の成果が上がっている小中一貫教育の取組を踏まえて、義務教れ、一定の成果が上がっている小中一貫教育の取組を踏まえて、義務教

 育学校の法的な位置付けを明確育学校の法的な位置付けを明確にし、小学校高学年からの教科担任制の

 導入など、取組を支援するために必要な方策を早急に検討する。

義務教育義務教育99年間の継続性・系統性年間の継続性・系統性


	小中一貫教育の必要性
	Ⅰ．変わらない学校
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	現行制度が起こしている弊害
	現行制度が起こしている弊害
	Ⅱ．品川区の教育改革�「プラン２１」
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	Ⅲ．小中一貫教育の成果
	教員の意識の変化と協働の飛躍的前進
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	不登校児童・生徒発生の抑制
	スライド番号 21
	全国に広がる小中一貫教育
	Ⅳ．法整備の必要性
	スライド番号 24
	義務教育9年間の継続性・系統性




小中一貫教育の必要性



品川区教育委員会

　指導課長　冠木　健

　学務課長　和氣正典

学校段階間の連携・接続等に関する作業部会　資料

平成23年12月26日

資料８













Ⅰ．変わらない学校









○小・中学校　自己完結型の教育活動

　・楽しい学校生活に終始する「小学校」

　・受験最優先の「中学校」

現行制度における課題

○成長の連続性が意識されていない

　・独善的な相互不信と不干渉

○責任転嫁できる構造

　・解決のために動こうとしない









○6－3制度を自明の理としてきたことによる

　学校教育の硬直化

　・義務教育を9年間で捉える発想の弱さ

　・６－３のまとまりに絶対的な実証結果はない

　★制度を言い訳にしてきたに過ぎない。

小学校・中学校の文化の違いと

放置される指導観、発達観の相違

現行制度における課題









○机上の教育課程の編成に止まっている

○狭義の学力観から広がらない

　・ペーパーテストのみで学力を測る

　・学力観を広げようとしない体質

　　→テストでは測れない（具体的な代案を出　

　　　さない小学校）

　　→受験がある（やらないことをできないこ

　　　とにすりかえる中学校）

小中共通の学力観が必要

現行制度における課題

教員の意識の問題









○時数確保、いじめ件数、問題行動件数等の結果　

　としての現象面の管理に止まっている

　→プロセスの管理、改善に目を向けない

公立学校の義務教育の復権

小中一貫教育

現行制度における課題

管理職のガバナンス能力の問題

カリキュラム・マネジメントの発想の欠如

公立学校の信頼が低迷

・都市部では4割近くが私学を選択







現行制度が起こしている弊害

○基本的生活習慣やルールに関する繰り返しの

　指導の欠如

○基本的生活習慣やモラルに関する系統的指導

　内容の希薄さ

○急激な環境の変化に対応できずに不登校になる

　児童・生徒

○中学校に行ってからのことを意識しない

　小学校での生徒指導

　（小学校から中学校への橋渡しができていない）







現行制度が起こしている弊害

○小学校からの意識的な準備が不足

　・分数や基礎的公式の未定着

　・中学校における小学校の学習のやり直し

　・学習意欲の低下（児童・生徒の立場になって、　

　　共通認識されていない）

○児童・生徒の身体的・心理的変化に対応しきれ

　ていない（教育における「母性原理」と「父性

　原理」の円滑な接続の欠如）







Ⅱ．品川区の教育改革

「プラン２１」













◇	教員の意識改革

◇管理職のリーダシップ・ガバナンス能力の向上

◇	学校教育の質的転換

『規則基盤型』から『成果基盤型』へ

教育改革の必要性

教育改革「プラン２１」



















教育改革の3つの視点

平成12年度～

○	指導内容、指導方法、指導形態、

　　　　　　　　　　　教材の開発や改善

○	学校の社会的位置付けに関する見直し

○	学校教育制度の在り方に関する見直し

教育改革「プラン21」スタート













平成12年度 小学校

平成13年度 中学校

平成14年度

平成15年度

平成18年度

外部評価

制度

校区／専門

学校職員の意識改革　　学校教育の質的転換

学校選択制

学力定着度調査

小中一貫教育

外部評価者制度

全小・中学校（58校）で実施

「プラン21」これまでの流れ









学校の制度の見直し

意識を変える状況を作る

◆	小中一貫した学力観の必要性

◆	小・中学校の文化の違いによる弊害

◆	公立学校への不信

「プラン21」としての小中一貫教育

連携では変わらない

小中一貫教育







Ⅲ．小中一貫教育の成果







教員の意識の変化と協働の飛躍的前進

連携している学校の授業や生徒指導の様子を

　　　　　　　　把握しようと努力していますか？

小中一貫教育が始まって、以前よりご自身の

　　　　　　　指導観や評価観が変わりましたか？

品川区教育委員会「平成19年度　品川区立学校教員アンケート」より
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問題行動


			学年別加害児童・生徒数
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品川区不登校・問題行動


			品川区不登校・問題行動の発生率


						小1			小2			小3			小4			小5			小6			中1			中2			中3
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			まわりの人から認められていると思いますか？
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自分のことが好き


			あなたは自分のことが好きですか？


						小1			小2			小3			小4			小5			小6			中1			中2			中3


			いつもそう思う			57.00%			36.00%			38.00%			24.00%			12.00%			3.00%			9.00%			3.00%			6.00%


			ときどきそう思う			19.00%			33.00%			27.00%			35.00%			35.00%			25.00%			31.00%			17.00%			19.00%


			あまり思わない			11.00%			17.00%			16.00%			29.00%			31.00%			51.00%			44.00%			49.00%			35.00%
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品川区学力調査


			








不安に思っていること


			小中学校間の「段差による不安」の変化


						家庭			行事			習い事			同級生			高校進学			部活動			中学校の先生			上級生			新しい友達			勉強


			平成19年度			10.70%			9.70%			12.50%			36.70%			27.40%			17.20%			23.40%			35.90%			24.40%			60.80%


			平成16年度			3.40%			14.00%			18.50%			20.80%			23.60%			32.60%			33.70%			39.90%			56.20%			73.60%
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不登校の実態


			学年別不登校実態（平成19年度）


						小1			小2			小3			小4			小5			小6			中1			中2			中3


			全国			0.10%			0.20%			0.30%			0.50%			0.70%			1.00%			2.90%			4.50%			5.20%


			東京都			0.10%			0.20%			0.30%			0.50%			0.70%			1.00%			2.40%			3.60%			4.40%


			品川区			0.10%			0.20%			0.30%			0.60%			0.40%			1.00%			1.60%			1.90%			2.80%
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不登校出現率


			中学校における不登校出現率


						平成18年度			平成19年度			平成20年度


			品川区			3.02%			2.94%			2.92%
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日野学園学力（国語）


			日野学園における学力偏差の経年変化（国語科）


						7年			6年			5年			4年			3年			平均


			平成15年度			44.00			50.60			51.40									48.67


			平成16年度			46.80			48.80			50.50			47.30						48.35


			平成17年度			47.60			49.10			53.00			49.30			50.30			49.86


			平成18年度			48.40			52.30			52.90			51.10			53.10			51.56


			平成19年度						55.40			55.30			55.70			52.30			54.68
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日野学園学力（算数）


			日野学園における学力偏差の経年変化（算数／数学科）


						7年			6年			5年			4年			3年			平均


			平成15年度			47.10			50.00			51.10									49.40


			平成16年度			46.90			50.00			50.70			45.30						48.23


			平成17年度			46.40			49.80			51.80			50.10			49.20			49.46


			平成18年度			49.20			49.90			51.80			50.60			52.50			50.80


			平成19年度						56.10			53.80			54.20			54.20			54.58
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連携校の様子


			連携している学校の授業や生活指導の様子を把握しようと努力していますか？


			とてもそう思う			6.7%


			そう思う			53.0%


			どちらとも言えない			30.5%


			あまり思わない			9.0%


			全く思わない			0.8%








連携校の様子


			








指導観の変化


			小中一貫教育が始まって、以前よりご自身の指導観や評価観が変わりましたか？


			とてもそう思う			2.9%


			そう思う			31.8%


			どちらとも言えない			43.2%


			あまり思わない			17.8%


			全く思わない			4.2%








指導観の変化


			








教育効果


			教育効果があると思うか


						中学校			小学校			小中一貫校			全体


			強く思っている			6.2%			3.1%			7.7%			4.1%


			思っている			38.9%			50.9%			48.7%			48.2%


			あまり思っていない			39.8%			39.6%			33.3%			39.2%


			思っていない			15.0%			6.3%			10.3%			8.4%








教育効果


			





強く思っている


思っている


あまり思っていない


思っていない





教育効果があった内容


			教育効果があった内容


						健康・体力			いじめや不登校			市民科の指導内容			人間関係			基礎基本の定着			中への不安の解消			生活指導


			全体			0.4%			4.5%			8.6%			8.8%			22.5%			28.1%			35.8%


			小中一貫校			0.0%			10.3%			7.7%			33.3%			17.9%			30.8%			41.0%


			小学校			0.3%			3.9%			10.0%			6.8%			23.4%			29.1%			35.7%


			中学校			0.9%			4.4%			4.4%			7.1%			21.2%			23.9%			34.5%








教育効果があった内容


			





健康・体力


いじめや不登校


市民科の指導内容


人間関係


基礎基本の定着


中への不安の解消


生活指導





職務の参考


			小中連携が自分の職務に参考になったと感じますか


						中学校			小学校			小中一貫校			全体


			強く感じたことがある			6.2%			5.8%			15.4%			6.6%


			感じたことがある			54.9%			58.8%			61.5%			58.2%


			あまり感じていない			28.3%			30.4%			15.4%			28.9%


			感じていない			10.6%			5.0%			7.7%			6.4%








職務の参考


			





強く感じたことがある


感じたことがある


あまり感じていない


感じていない





職務の参考となった内容


			職務の参考になったと感じた内容


						教育研究（校内研究）			学校行事			言葉遣いや振る舞い			校内の協力体制			学習態度の指導			教科等の専門性			児童・生徒へのかかわり方			生活指導			指導方法の工夫


			全体			8.6%			8.8%			11.1%			16.1%			16.7%			17.3%			26.6%			29.8%			32.3%			167.3%


			小中一貫校			7.7%			23.1%			25.6%			35.9%			15.4%			15.4%			51.3%			38.5%			38.5%			251.4%


			小学校			7.9%			8.1%			8.4%			14.7%			17.3%			19.4%			22.6%			31.5%			31.5%			161.4%


			中学校			11.5%			6.2%			15.0%			14.2%			15.0%			10.6%			31.9%			21.2%			32.7%			158.3%








職務の参考となった内容


			





教育研究（校内研究）


学校行事


言葉遣いや振る舞い


校内の協力体制


学習態度の指導


教科等の専門性


児童・生徒へのかかわり方


生活指導


指導方法の工夫





授業の工夫


			以前に比べ授業で工夫・改善するようになったか


						中学校			小学校			小中一貫校			全体


			強く思っている			0.9%			1.0%			5.1%			1.3%


			思っている			39.8%			45.7%			56.4%			45.2%


			あまり思っていない			47.8%			49.3%			35.9%			48.0%


			思っていない			11.5%			3.9%			2.6%			5.4%








授業の工夫


			





強く思っている


思っている


あまり思っていない


思っていない





授業の工夫の内容


			以前に比べ授業で工夫・改善するようになった内容


						表現力の育成			説明の仕方			問題解決的能力の育成			教師の言葉遣い			独自教材の活用			発問・指示の仕方			学習態度の指導			評価（習得状況確認）


			全体			7.9%			8.1%			8.8%			9.0%			9.9%			12.0%			12.6%			23.8%


			小中一貫校			5.1%			12.8%			12.8%			10.3%			25.6%			23.1%			12.8%			17.9%


			小学校			8.4%			6.3%			7.9%			9.2%			8.1%			10.5%			14.7%			26.5%


			中学校			7.1%			12.4%			10.6%			8.0%			10.6%			13.3%			5.3%			16.8%








授業の工夫の内容


			





表現力の育成


説明の仕方


問題解決的能力の育成


教師の言葉遣い


独自教材の活用


発問・指示の仕方


学習態度の指導


評価（習得状況確認）





生活指導の工夫


			以前に比べ、生活指導面で工夫・改善するようになったか


						中学校			小学校			小中一貫校			全体


			強く思っている			1.8%			3.4%			10.3%			3.6%			19.0%


			思っている			35.4%			56.4%			53.8%			51.8%			197.5%


			あまり思っていない			49.6%			35.7%			28.2%			38.1%			151.5%


			思っていない			13.3%			4.5%			7.7%			6.6%			32.0%








生活指導の工夫


			





強く思っている


思っている


あまり思っていない


思っていない





生活指導の工夫の内容


			以前に比べ、生活指導面で工夫・改善するようになった内容


						不登校			いじめへの指導			進路指導			問題行動			礼儀・規範意識			基本的な生活習慣


			全体			4.5%			9.0%			12.6%			14.3%			37.1%			42.8%


			小中一貫校			5.1%			15.4%			2.6%			20.5%			43.6%			43.6%


			小学校			4.5%			8.9%			15.7%			14.2%			39.9%			46.2%


			中学校			4.4%			7.1%			5.3%			12.4%			25.7%			31.0%








生活指導の工夫の内容


			





不登校


いじめへの指導


進路指導


問題行動


礼儀・規範意識


基本的な生活習慣





学校選択


			特色ある教育活動として小中一貫教育を選択した割合


						1年保護者			6年保護者			6年児童			平均


			平成17年度			28.00%			17.40%			12.80%			19.40%


			平成18年度			32.90%			35.20%			23.60%			30.57%


			平成19年度			32.80%			45.50%			38.80%			39.03%








学校選択


			





1年保護者


6年保護者


6年児童


平均





学校満足度


			現在通っている学校に満足している


						そう思う			ややそう思う			あまりそう思わない			そう思わない			無回答


			平成20年度　1年			336			244			31			16			30


			平成19年度　1年			344			231			29			9			17


			平成20年度　2年			289			243			35			10			26


			平成19年度　2年			296			269			24			12			18


			平成20年度　3年			276			253			37			16			29


			平成19年度　3年			221			261			47			14			14


			平成20年度　4年			240			236			62			20			28


			平成19年度　4年			233			242			38			23			14


			平成20年度　5年			201			219			38			12			31


			平成19年度　5年			249			217			58			17			18


			平成20年度　6年			239			211			45			14			43


			平成19年度　6年			241			205			51			17			21


			平成20年度　7年			133			195			58			26			19


			平成19年度　7年			139			205			58			21			9


			平成20年度　8年			123			197			49			22			21


			平成19年度　8年			118			191			71			18			18


			平成20年度　9年			155			138			32			13			14


			平成19年度　9年			139			163			22			8			17


			平成20年度			1,992			1,936			387			149			241


			平成19年度			1,980			1,984			398			139			146








学校満足度


			





そう思う


ややそう思う


あまりそう思わない


そう思わない







Graph4


			とてもそう思う


			そう思う


			どちらとも言えない


			あまり思わない


			全く思わない





0.029


0.318


0.432


0.178


0.042





不登校


			学年別不登校児童・生徒数


						小1			小2			小3			小4			小5			小6			中1			中2			中3


			平成19年度			1,092			1,802			2,805			4,102			5,980			8,145			25,120			37,714			42,494








不登校


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0





平成19年度





問題行動


			学年別加害児童・生徒数


									小1			小2			小3			小4			小5			小6			中1			中2			中3			高1			高2			高3


			平成17年度			率			0.15%			0.37%			0.48%			0.68%			1.33%			2.89%			16.34%			26.57%			30.11%			10.89%			6.54%			3.65%


			平成19年度			率			0.36%			0.56%			0.83%			1.48%			2.32%			3.51%			18.29%			23.93%			25.17%			11.97%			7.37%			4.21%


			平成17年度			件数			56			139			179			252			494			1,075			6,078			9,880			11,197			4,048			2,431			1,357


			平成19年度			件数			202			315			470			834			1,309			1,981			10,321			13,500			14,202			6,756			4,158			2,376








問題行動


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0





平成17年度


平成19年度





品川区不登校・問題行動


			品川区不登校・問題行動の発生率


						小1			小2			小3			小4			小5			小6			中1			中2			中3


			不登校			0.05%			0.15%			0.25%			0.40%			0.45%			0.60%			1.90%			3.10%			3.70%


			問題行動			0.00%			0.00%			0.00%			0.02%			0.06%			0.00%			0.05%			0.44%			0.59%








品川区不登校・問題行動


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0





&A


Page &P


不登校


問題行動





まわりの人から認められている


			まわりの人から認められていると思いますか？


						小1			小2			小3			小4			小5			小6			中1			中2			中3


			いつもそう思う			60.00%			28.00%			18.00%			16.00%			5.00%			1.00%			8.00%			2.00%			3.00%


			ときどきそう思う			29.00%			40.00%			47.00%			41.00%			40.00%			31.00%			30.00%			25.00%			19.00%


			あまり思わない			4.00%			20.00%			20.00%			27.00%			30.00%			55.00%			51.00%			58.00%			51.00%


			思わない			7.00%			12.00%			15.00%			16.00%			25.00%			13.00%			11.00%			15.00%			27.00%


			合計			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%








まわりの人から認められている


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





いつもそう思う


ときどきそう思う


あまり思わない


思わない





自分のことが好き


			あなたは自分のことが好きですか？


						小1			小2			小3			小4			小5			小6			中1			中2			中3


			いつもそう思う			57.00%			36.00%			38.00%			24.00%			12.00%			3.00%			9.00%			3.00%			6.00%


			ときどきそう思う			19.00%			33.00%			27.00%			35.00%			35.00%			25.00%			31.00%			17.00%			19.00%


			あまり思わない			11.00%			17.00%			16.00%			29.00%			31.00%			51.00%			44.00%			49.00%			35.00%


			思わない			13.00%			14.00%			19.00%			12.00%			22.00%			21.00%			16.00%			31.00%			40.00%


			合計			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%








自分のことが好き


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





いつもそう思う


ときどきそう思う


あまり思わない


思わない





品川区学力調査


			








不安に思っていること


			小中学校間の「段差による不安」の変化


						家庭			行事			習い事			同級生			高校進学			部活動			中学校の先生			上級生			新しい友達			勉強


			平成19年度			10.70%			9.70%			12.50%			36.70%			27.40%			17.20%			23.40%			35.90%			24.40%			60.80%


			平成16年度			3.40%			14.00%			18.50%			20.80%			23.60%			32.60%			33.70%			39.90%			56.20%			73.60%








不安に思っていること


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0


			0			0





平成19年度


平成16年度





不登校の実態


			学年別不登校実態（平成19年度）


						小1			小2			小3			小4			小5			小6			中1			中2			中3


			全国			0.10%			0.20%			0.30%			0.50%			0.70%			1.00%			2.90%			4.50%			5.20%


			東京都			0.10%			0.20%			0.30%			0.50%			0.70%			1.00%			2.40%			3.60%			4.40%


			品川区			0.10%			0.20%			0.30%			0.60%			0.40%			1.00%			1.60%			1.90%			2.80%








不登校の実態


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





全国


東京都


品川区





不登校出現率


			中学校における不登校出現率


						平成18年度			平成19年度			平成20年度


			品川区			3.02%			2.94%			2.92%


			東京都			3.24%			3.23%


			全国			3.00%			3.07%








不登校出現率


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





品川区


東京都


全国





日野学園学力（国語）


			日野学園における学力偏差の経年変化（国語科）


						7年			6年			5年			4年			3年			平均


			平成15年度			44.00			50.60			51.40									48.67


			平成16年度			46.80			48.80			50.50			47.30						48.35


			平成17年度			47.60			49.10			53.00			49.30			50.30			49.86


			平成18年度			48.40			52.30			52.90			51.10			53.10			51.56


			平成19年度						55.40			55.30			55.70			52.30			54.68








日野学園学力（国語）


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0





7年


6年


5年


4年


3年


平均





日野学園学力（算数）


			日野学園における学力偏差の経年変化（算数／数学科）


						7年			6年			5年			4年			3年			平均


			平成15年度			47.10			50.00			51.10									49.40


			平成16年度			46.90			50.00			50.70			45.30						48.23


			平成17年度			46.40			49.80			51.80			50.10			49.20			49.46


			平成18年度			49.20			49.90			51.80			50.60			52.50			50.80


			平成19年度						56.10			53.80			54.20			54.20			54.58








日野学園学力（算数）


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0





7年


6年


5年


4年


3年


平均





連携校の様子


			連携している学校の授業や生活指導の様子を把握しようと努力していますか？


			とてもそう思う			6.7%


			そう思う			53.0%


			どちらとも言えない			30.5%


			あまり思わない			9.0%


			全く思わない			0.8%








連携校の様子


			








指導観の変化


			小中一貫教育が始まって、以前よりご自身の指導観や評価観が変わりましたか？


			とてもそう思う			2.9%


			そう思う			31.8%


			どちらとも言えない			43.2%


			あまり思わない			17.8%


			全く思わない			4.2%








指導観の変化


			








教育効果


			教育効果があると思うか


						中学校			小学校			小中一貫校			全体


			強く思っている			6.2%			3.1%			7.7%			4.1%


			思っている			38.9%			50.9%			48.7%			48.2%


			あまり思っていない			39.8%			39.6%			33.3%			39.2%


			思っていない			15.0%			6.3%			10.3%			8.4%








教育効果


			





強く思っている


思っている


あまり思っていない


思っていない





教育効果があった内容


			教育効果があった内容


						健康・体力			いじめや不登校			市民科の指導内容			人間関係			基礎基本の定着			中への不安の解消			生活指導


			全体			0.4%			4.5%			8.6%			8.8%			22.5%			28.1%			35.8%


			小中一貫校			0.0%			10.3%			7.7%			33.3%			17.9%			30.8%			41.0%


			小学校			0.3%			3.9%			10.0%			6.8%			23.4%			29.1%			35.7%


			中学校			0.9%			4.4%			4.4%			7.1%			21.2%			23.9%			34.5%








教育効果があった内容


			





健康・体力


いじめや不登校


市民科の指導内容


人間関係


基礎基本の定着


中への不安の解消


生活指導





職務の参考


			小中連携が自分の職務に参考になったと感じますか


						中学校			小学校			小中一貫校			全体


			強く感じたことがある			6.2%			5.8%			15.4%			6.6%


			感じたことがある			54.9%			58.8%			61.5%			58.2%


			あまり感じていない			28.3%			30.4%			15.4%			28.9%


			感じていない			10.6%			5.0%			7.7%			6.4%








職務の参考


			





強く感じたことがある


感じたことがある


あまり感じていない


感じていない





職務の参考となった内容


			職務の参考になったと感じた内容


						教育研究（校内研究）			学校行事			言葉遣いや振る舞い			校内の協力体制			学習態度の指導			教科等の専門性			児童・生徒へのかかわり方			生活指導			指導方法の工夫


			全体			8.6%			8.8%			11.1%			16.1%			16.7%			17.3%			26.6%			29.8%			32.3%			167.3%


			小中一貫校			7.7%			23.1%			25.6%			35.9%			15.4%			15.4%			51.3%			38.5%			38.5%			251.4%


			小学校			7.9%			8.1%			8.4%			14.7%			17.3%			19.4%			22.6%			31.5%			31.5%			161.4%


			中学校			11.5%			6.2%			15.0%			14.2%			15.0%			10.6%			31.9%			21.2%			32.7%			158.3%








職務の参考となった内容


			





教育研究（校内研究）


学校行事


言葉遣いや振る舞い


校内の協力体制


学習態度の指導


教科等の専門性


児童・生徒へのかかわり方


生活指導


指導方法の工夫





授業の工夫


			以前に比べ授業で工夫・改善するようになったか


						中学校			小学校			小中一貫校			全体


			強く思っている			0.9%			1.0%			5.1%			1.3%


			思っている			39.8%			45.7%			56.4%			45.2%


			あまり思っていない			47.8%			49.3%			35.9%			48.0%


			思っていない			11.5%			3.9%			2.6%			5.4%








授業の工夫


			





強く思っている


思っている


あまり思っていない


思っていない





授業の工夫の内容


			以前に比べ授業で工夫・改善するようになった内容


						表現力の育成			説明の仕方			問題解決的能力の育成			教師の言葉遣い			独自教材の活用			発問・指示の仕方			学習態度の指導			評価（習得状況確認）


			全体			7.9%			8.1%			8.8%			9.0%			9.9%			12.0%			12.6%			23.8%


			小中一貫校			5.1%			12.8%			12.8%			10.3%			25.6%			23.1%			12.8%			17.9%


			小学校			8.4%			6.3%			7.9%			9.2%			8.1%			10.5%			14.7%			26.5%


			中学校			7.1%			12.4%			10.6%			8.0%			10.6%			13.3%			5.3%			16.8%








授業の工夫の内容


			





表現力の育成


説明の仕方


問題解決的能力の育成


教師の言葉遣い


独自教材の活用


発問・指示の仕方


学習態度の指導


評価（習得状況確認）





生活指導の工夫


			以前に比べ、生活指導面で工夫・改善するようになったか


						中学校			小学校			小中一貫校			全体


			強く思っている			1.8%			3.4%			10.3%			3.6%			19.0%


			思っている			35.4%			56.4%			53.8%			51.8%			197.5%


			あまり思っていない			49.6%			35.7%			28.2%			38.1%			151.5%


			思っていない			13.3%			4.5%			7.7%			6.6%			32.0%








生活指導の工夫


			





強く思っている


思っている


あまり思っていない


思っていない





生活指導の工夫の内容


			以前に比べ、生活指導面で工夫・改善するようになった内容


						不登校			いじめへの指導			進路指導			問題行動			礼儀・規範意識			基本的な生活習慣


			全体			4.5%			9.0%			12.6%			14.3%			37.1%			42.8%


			小中一貫校			5.1%			15.4%			2.6%			20.5%			43.6%			43.6%


			小学校			4.5%			8.9%			15.7%			14.2%			39.9%			46.2%


			中学校			4.4%			7.1%			5.3%			12.4%			25.7%			31.0%








生活指導の工夫の内容


			





不登校


いじめへの指導


進路指導


問題行動


礼儀・規範意識


基本的な生活習慣





学校選択


			特色ある教育活動として小中一貫教育を選択した割合


						1年保護者			6年保護者			6年児童			平均


			平成17年度			28.00%			17.40%			12.80%			19.40%


			平成18年度			32.90%			35.20%			23.60%			30.57%


			平成19年度			32.80%			45.50%			38.80%			39.03%








学校選択


			





1年保護者


6年保護者


6年児童


平均





学校満足度


			現在通っている学校に満足している


						そう思う			ややそう思う			あまりそう思わない			そう思わない			無回答


			平成20年度　1年			336			244			31			16			30


			平成19年度　1年			344			231			29			9			17


			平成20年度　2年			289			243			35			10			26


			平成19年度　2年			296			269			24			12			18


			平成20年度　3年			276			253			37			16			29


			平成19年度　3年			221			261			47			14			14


			平成20年度　4年			240			236			62			20			28


			平成19年度　4年			233			242			38			23			14


			平成20年度　5年			201			219			38			12			31


			平成19年度　5年			249			217			58			17			18


			平成20年度　6年			239			211			45			14			43


			平成19年度　6年			241			205			51			17			21


			平成20年度　7年			133			195			58			26			19


			平成19年度　7年			139			205			58			21			9


			平成20年度　8年			123			197			49			22			21


			平成19年度　8年			118			191			71			18			18


			平成20年度　9年			155			138			32			13			14


			平成19年度　9年			139			163			22			8			17


			平成20年度			1,992			1,936			387			149			241


			平成19年度			1,980			1,984			398			139			146








学校満足度


			





そう思う


ややそう思う


あまりそう思わない


そう思わない









品川区教育委員会「通学区域の弾力化に関するアンケート」より

学校選択において、特色ある教育活動として

　　　　　「小中一貫教育」を選択した割合の推移

保護者の意識の変化





Graph27


			平成17年度			平成17年度			平成17年度			平成17年度


			平成18年度			平成18年度			平成18年度			平成18年度


			平成19年度			平成19年度			平成19年度			平成19年度





1年保護者


6年保護者


6年児童


平均


0.28


0.174


0.128


0.194


0.329


0.352


0.236


0.3056666667


0.328


0.455


0.388


0.3903333333





不登校


			学年別不登校児童・生徒数


						小1 ショウ			小2 ショウ			小3 ショウ			小4 ショウ			小5 ショウ			小6 ショウ			中1 ナカ			中2 ナカ			中3 ナカ


			平成19年度 ヘイセイネンド			1,092			1,802			2,805			4,102			5,980			8,145			25,120			37,714			42,494








不登校


			0
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			0
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			0


			0





平成19年度





問題行動


			学年別加害児童・生徒数 ガクネンベツカガイジドウセイトスウ


									小1 ショウ			小2 ショウ			小3 ショウ			小4 ショウ			小5 ショウ			小6 ショウ			中1 ナカ			中2 ナカ			中3 ナカ			高1 コウイチ			高2 タカ			高3


			平成17年度 ヘイセイネンド			率 リツ			0.15%			0.37%			0.48%			0.68%			1.33%			2.89%			16.34%			26.57%			30.11%			10.89%			6.54%			3.65%


			平成19年度 ヘイセイネンド			率 リツ			0.36%			0.56%			0.83%			1.48%			2.32%			3.51%			18.29%			23.93%			25.17%			11.97%			7.37%			4.21%


			平成17年度 ヘイセイネンド			件数 ケンスウ			56			139			179			252			494			1,075			6,078			9,880			11,197			4,048			2,431			1,357


			平成19年度 ヘイセイネンド			件数 ケンスウ			202			315			470			834			1,309			1,981			10,321			13,500			14,202			6,756			4,158			2,376








問題行動
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平成17年度


平成19年度





品川区不登校・問題行動


			品川区不登校・問題行動の発生率 シナガワクフトウコウモンダイコウドウハッセイリツ


						小1 ショウ			小2 ショウ			小3 ショウ			小4 ショウ			小5 ショウ			小6 ショウ			中1 チュウ			中2 チュウ			中3 チュウ


			不登校 フトウコウ			0.05%			0.15%			0.25%			0.40%			0.45%			0.60%			1.90%			3.10%			3.70%


			問題行動 モンダイコウドウ			0.00%			0.00%			0.00%			0.02%			0.06%			0.00%			0.05%			0.44%			0.59%








品川区不登校・問題行動
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不登校


問題行動





まわりの人から認められている


			まわりの人から認められていると思いますか？ ヒトミトオモ


						小1 ショウ			小2 ショウ			小3 ショウ			小4 ショウ			小5 ショウ			小6 ショウ			中1 チュウ			中2 チュウ			中3 チュウ


			いつもそう思う オモ			60.00%			28.00%			18.00%			16.00%			5.00%			1.00%			8.00%			2.00%			3.00%


			ときどきそう思う オモ			29.00%			40.00%			47.00%			41.00%			40.00%			31.00%			30.00%			25.00%			19.00%


			あまり思わない オモ			4.00%			20.00%			20.00%			27.00%			30.00%			55.00%			51.00%			58.00%			51.00%


			思わない オモ			7.00%			12.00%			15.00%			16.00%			25.00%			13.00%			11.00%			15.00%			27.00%


			合計 ゴウケイ			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%








まわりの人から認められている


			0			0			0			0
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いつもそう思う


ときどきそう思う


あまり思わない


思わない





自分のことが好き


			あなたは自分のことが好きですか？ ジブンス


						小1 ショウ			小2 ショウ			小3 ショウ			小4 ショウ			小5 ショウ			小6 ショウ			中1 チュウ			中2 チュウ			中3 チュウ


			いつもそう思う オモ			57.00%			36.00%			38.00%			24.00%			12.00%			3.00%			9.00%			3.00%			6.00%


			ときどきそう思う オモ			19.00%			33.00%			27.00%			35.00%			35.00%			25.00%			31.00%			17.00%			19.00%


			あまり思わない オモ			11.00%			17.00%			16.00%			29.00%			31.00%			51.00%			44.00%			49.00%			35.00%


			思わない オモ			13.00%			14.00%			19.00%			12.00%			22.00%			21.00%			16.00%			31.00%			40.00%


			合計 ゴウケイ			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%








自分のことが好き
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いつもそう思う
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品川区学力調査


			








不安に思っていること


			小中学校間の「段差による不安」の変化


						家庭 カテイ			行事 ギョウジ			習い事 ナラゴト			同級生 ドウキュウセイ			高校進学 コウコウシンガク			部活動 ブカツドウ			中学校の先生 チュウガッコウセンセイ			上級生 ジョウキュウセイ			新しい友達 アタラトモダチ			勉強 ベンキョウ


			平成19年度 ヘイセイネンド			10.70%			9.70%			12.50%			36.70%			27.40%			17.20%			23.40%			35.90%			24.40%			60.80%


			平成16年度 ヘイセイネンド			3.40%			14.00%			18.50%			20.80%			23.60%			32.60%			33.70%			39.90%			56.20%			73.60%








不安に思っていること
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平成19年度
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不登校の実態


			学年別不登校実態（平成19年度） ガクネンベツフトウコウジッタイヘイセイネンド


						小1 ショウ			小2 ショウ			小3 ショウ			小4 ショウ			小5 ショウ			小6 ショウ			中1 ナカ			中2 ナカ			中3 ナカ


			全国 ゼンコク			0.10%			0.20%			0.30%			0.50%			0.70%			1.00%			2.90%			4.50%			5.20%


			東京都 トウキョウト			0.10%			0.20%			0.30%			0.50%			0.70%			1.00%			2.40%			3.60%			4.40%


			品川区 シナガワク			0.10%			0.20%			0.30%			0.60%			0.40%			1.00%			1.60%			1.90%			2.80%








不登校の実態
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全国


東京都


品川区





不登校出現率


			中学校における不登校出現率 チュウガッコウフトウコウシュツゲンリツ


						平成18年度 ヘイセイネンド			平成19年度 ヘイセイネンド			平成20年度 ヘイセイネンド


			品川区 シナガワク			3.02%			2.94%			2.92%


			東京都 トウキョウト			3.24%			3.23%


			全国 ゼンクニ			3.00%			3.07%








不登校出現率
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品川区


東京都


全国





日野学園学力（国語）


			日野学園における学力偏差の経年変化（国語科） ヒノガクエンガクリョクヘンサケイネンヘンカコクゴカ


						7年 ネン			6年 ネン			5年 ネン			4年 ネン			3年 ネン			平均 ヘイキン


			平成15年度 ヘイセイネンド			44.00			50.60			51.40									48.67


			平成16年度 ヘイセイネンド			46.80			48.80			50.50			47.30						48.35


			平成17年度 ヘイセイネンド			47.60			49.10			53.00			49.30			50.30			49.86


			平成18年度 ヘイセイネンド			48.40			52.30			52.90			51.10			53.10			51.56


			平成19年度 ヘイセイネンド						55.40			55.30			55.70			52.30			54.68








日野学園学力（国語）
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日野学園学力（算数）


			日野学園における学力偏差の経年変化（算数／数学科） ヘンササンスウスウガクカ


						7年 ネン			6年 ネン			5年 ネン			4年 ネン			3年 ネン			平均 ヘイキン


			平成15年度 ヘイセイネンド			47.10			50.00			51.10									49.40


			平成16年度 ヘイセイネンド			46.90			50.00			50.70			45.30						48.23


			平成17年度 ヘイセイネンド			46.40			49.80			51.80			50.10			49.20			49.46


			平成18年度 ヘイセイネンド			49.20			49.90			51.80			50.60			52.50			50.80


			平成19年度 ヘイセイネンド						56.10			53.80			54.20			54.20			54.58








日野学園学力（算数）
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連携校の様子


			連携している学校の授業や生活指導の様子を把握しようと努力していますか？ レンケイガッコウジュギョウセイカツシドウヨウスハアクドリョク


			とてもそう思う オモ			6.7%


			そう思う オモ			53.0%


			どちらとも言えない イ			30.5%


			あまり思わない オモ			9.0%


			全く思わない マッタオモ			0.8%








連携校の様子
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指導観の変化


			小中一貫教育が始まって、以前よりご自身の指導観や評価観が変わりましたか？ ショウチュウイッカンキョウイクハジイゼンジシンシドウカンヒョウカカンカ


			とてもそう思う オモ			2.9%


			そう思う オモ			31.8%


			どちらとも言えない イ			43.2%


			あまり思わない オモ			17.8%


			全く思わない マッタオモ			4.2%








指導観の変化
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教育効果


			教育効果があると思うか


						中学校 チュウガッコウ			小学校 ショウガッコウ			小中一貫校 ショウチュウイッカンコウ			全体 ゼンタイ


			強く思っている ツヨオモ			6.2%			3.1%			7.7%			4.1%


			思っている オモ			38.9%			50.9%			48.7%			48.2%


			あまり思っていない オモ			39.8%			39.6%			33.3%			39.2%


			思っていない オモ			15.0%			6.3%			10.3%			8.4%








教育効果
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強く思っている
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教育効果があった内容


			教育効果があった内容 キョウイクコウカナイヨウ


						健康・体力 ケンコウタイリョク			いじめや不登校 フトウコウ			市民科の指導内容 シミンカシドウナイヨウ			人間関係 ニンゲンカンケイ			基礎基本の定着 キソキホンテイチャク			中への不安の解消 チュウフアンカイショウ			生活指導 セイカツシドウ


			全体 ゼンタイ			0.4%			4.5%			8.6%			8.8%			22.5%			28.1%			35.8%


			小中一貫校 ショウチュウイッカンコウ			0.0%			10.3%			7.7%			33.3%			17.9%			30.8%			41.0%


			小学校 ショウガッコウ			0.3%			3.9%			10.0%			6.8%			23.4%			29.1%			35.7%


			中学校 チュウガッコウ			0.9%			4.4%			4.4%			7.1%			21.2%			23.9%			34.5%








教育効果があった内容
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健康・体力


いじめや不登校


市民科の指導内容


人間関係


基礎基本の定着


中への不安の解消


生活指導





職務の参考


			小中連携が自分の職務に参考になったと感じますか ショウチュウレンケイジブンショクムサンコウカン


						中学校 チュウガッコウ			小学校 ショウガッコウ			小中一貫校 ショウチュウイッカンコウ			全体 ゼンタイ


			強く感じたことがある ツヨカン			6.2%			5.8%			15.4%			6.6%


			感じたことがある カン			54.9%			58.8%			61.5%			58.2%


			あまり感じていない カン			28.3%			30.4%			15.4%			28.9%


			感じていない カン			10.6%			5.0%			7.7%			6.4%








職務の参考
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強く感じたことがある


感じたことがある


あまり感じていない
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職務の参考となった内容


			職務の参考になったと感じた内容 ショクムサンコウカンナイヨウ


						教育研究（校内研究） キョウイクケンキュウコウナイケンキュウ			学校行事 ガッコウギョウジ			言葉遣いや振る舞い コトバヅカフマ			校内の協力体制 コウナイキョウリョクタイセイ			学習態度の指導 ガクシュウタイドシドウ			教科等の専門性 キョウカトウセンモンセイ			児童・生徒へのかかわり方 ジドウセイトカタ			生活指導 セイカツシドウ			指導方法の工夫 シドウホウホウクフウ


			全体 ゼンタイ			8.6%			8.8%			11.1%			16.1%			16.7%			17.3%			26.6%			29.8%			32.3%			167.3%


			小中一貫校 ショウチュウイッカンコウ			7.7%			23.1%			25.6%			35.9%			15.4%			15.4%			51.3%			38.5%			38.5%			251.4%


			小学校 ショウガッコウ			7.9%			8.1%			8.4%			14.7%			17.3%			19.4%			22.6%			31.5%			31.5%			161.4%


			中学校 チュウガッコウ			11.5%			6.2%			15.0%			14.2%			15.0%			10.6%			31.9%			21.2%			32.7%			158.3%








職務の参考となった内容
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教育研究（校内研究）


学校行事


言葉遣いや振る舞い


校内の協力体制


学習態度の指導


教科等の専門性


児童・生徒へのかかわり方


生活指導


指導方法の工夫





授業の工夫


			以前に比べ授業で工夫・改善するようになったか


						中学校 チュウガッコウ			小学校 ショウガッコウ			小中一貫校 ショウチュウイッカンコウ			全体 ゼンタイ


			強く思っている ツヨオモ			0.9%			1.0%			5.1%			1.3%


			思っている オモ			39.8%			45.7%			56.4%			45.2%


			あまり思っていない オモ			47.8%			49.3%			35.9%			48.0%


			思っていない オモ			11.5%			3.9%			2.6%			5.4%








授業の工夫
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強く思っている


思っている


あまり思っていない


思っていない





授業の工夫の内容


			以前に比べ授業で工夫・改善するようになった内容 ナイヨウ


						表現力の育成 ヒョウゲンリョクイクセイ			説明の仕方 セツメイシカタ			問題解決的能力の育成 モンダイカイケツテキノウリョクイクセイ			教師の言葉遣い キョウシコトバヅカ			独自教材の活用 ドクジキョウザイカツヨウ			発問・指示の仕方 ハツモンシジシカタ			学習態度の指導 ガクシュウタイドシドウ			評価（習得状況確認） ヒョウカシュウトクジョウキョウカクニン
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起床時刻（小学生）

起床時刻（中学生）

品川区『全国学力・学習状況調査』より

基本的生活習慣の変化
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品川区『全国学力・学習状況調査』より

規範意識の変化
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不登校児童・生徒発生の抑制

○小中一貫教育実施によって

　不登校生徒の出現率が抑制

　されている

※小学6年生の不登校人数比を

　「1.0」として算出

※国および都は平成18年度、

　区は平成19年度の数値

品川区教育委員会「学年別児童・生徒不登校の実態」より

⑴ 学年別不登校の実態
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						小1			小2			小3			小4			小5			小6			中1			中2			中3


			いつもそう思う			57.00%			36.00%			38.00%			24.00%			12.00%			3.00%			9.00%			3.00%			6.00%


			ときどきそう思う			19.00%			33.00%			27.00%			35.00%			35.00%			25.00%			31.00%			17.00%			19.00%


			あまり思わない			11.00%			17.00%			16.00%			29.00%			31.00%			51.00%			44.00%			49.00%			35.00%


			思わない			13.00%			14.00%			19.00%			12.00%			22.00%			21.00%			16.00%			31.00%			40.00%


			合計			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%








自分のことが好き


			





いつもそう思う


ときどきそう思う


あまり思わない


思わない





品川区学力調査


			








不安に思っていること


			小中学校間の「段差による不安」の変化


						家庭			行事			習い事			同級生			高校進学			部活動			中学校の先生			上級生			新しい友達			勉強


			平成19年度			10.70%			9.70%			12.50%			36.70%			27.40%			17.20%			23.40%			35.90%			24.40%			60.80%


			平成16年度			3.40%			14.00%			18.50%			20.80%			23.60%			32.60%			33.70%			39.90%			56.20%			73.60%








不安に思っていること


			





平成19年度


平成16年度





不登校の実態


			学年別不登校実態（平成19年度）


						小1			小2			小3			小4			小5			小6			中1			中2			中3


			全国			0.10%			0.20%			0.30%			0.50%			0.70%			1.00%			2.90%			4.50%			5.20%


			東京都			0.10%			0.20%			0.30%			0.50%			0.70%			1.00%			2.40%			3.60%			4.40%


			品川区			0.10%			0.20%			0.30%			0.60%			0.40%			1.00%			1.60%			1.90%			2.80%








不登校の実態


			





全国


東京都


品川区





不登校出現率


			中学校における不登校出現率


						平成18年度			平成19年度			平成20年度


			品川区			3.02%			2.94%			2.92%


			東京都			3.24%			3.23%


			全国			3.00%			3.07%








不登校出現率


			





品川区


東京都


全国





日野学園学力（国語）


			日野学園における学力偏差の経年変化（国語科）


						7年			6年			5年			4年			3年			平均


			平成15年度			44.00			50.60			51.40									48.67


			平成16年度			46.80			48.80			50.50			47.30						48.35


			平成17年度			47.60			49.10			53.00			49.30			50.30			49.86


			平成18年度			48.40			52.30			52.90			51.10			53.10			51.56


			平成19年度						55.40			55.30			55.70			52.30			54.68








日野学園学力（国語）


			





7年


6年


5年


4年


3年


平均





日野学園学力（算数）


			日野学園における学力偏差の経年変化（算数／数学科）


						7年			6年			5年			4年			3年			平均


			平成15年度			47.10			50.00			51.10									49.40


			平成16年度			46.90			50.00			50.70			45.30						48.23


			平成17年度			46.40			49.80			51.80			50.10			49.20			49.46


			平成18年度			49.20			49.90			51.80			50.60			52.50			50.80


			平成19年度						56.10			53.80			54.20			54.20			54.58








日野学園学力（算数）


			





7年


6年


5年


4年


3年


平均





連携校の様子


			連携している学校の授業や生活指導の様子を把握しようと努力していますか？


			とてもそう思う			6.7%


			そう思う			53.0%


			どちらとも言えない			30.5%


			あまり思わない			9.0%


			全く思わない			0.8%








連携校の様子


			








指導観の変化


			小中一貫教育が始まって、以前よりご自身の指導観や評価観が変わりましたか？


			とてもそう思う			2.9%


			そう思う			31.8%


			どちらとも言えない			43.2%


			あまり思わない			17.8%


			全く思わない			4.2%








指導観の変化


			








教育効果


			教育効果があると思うか


						中学校			小学校			小中一貫校			全体


			強く思っている			6.2%			3.1%			7.7%			4.1%


			思っている			38.9%			50.9%			48.7%			48.2%


			あまり思っていない			39.8%			39.6%			33.3%			39.2%


			思っていない			15.0%			6.3%			10.3%			8.4%








教育効果


			





強く思っている


思っている


あまり思っていない


思っていない





教育効果があった内容


			教育効果があった内容


						健康・体力			いじめや不登校			市民科の指導内容			人間関係			基礎基本の定着			中への不安の解消			生活指導


			全体			0.4%			4.5%			8.6%			8.8%			22.5%			28.1%			35.8%


			小中一貫校			0.0%			10.3%			7.7%			33.3%			17.9%			30.8%			41.0%


			小学校			0.3%			3.9%			10.0%			6.8%			23.4%			29.1%			35.7%


			中学校			0.9%			4.4%			4.4%			7.1%			21.2%			23.9%			34.5%








教育効果があった内容


			





健康・体力


いじめや不登校


市民科の指導内容


人間関係


基礎基本の定着


中への不安の解消


生活指導





職務の参考


			小中連携が自分の職務に参考になったと感じますか


						中学校			小学校			小中一貫校			全体


			強く感じたことがある			6.2%			5.8%			15.4%			6.6%


			感じたことがある			54.9%			58.8%			61.5%			58.2%


			あまり感じていない			28.3%			30.4%			15.4%			28.9%


			感じていない			10.6%			5.0%			7.7%			6.4%








職務の参考


			





強く感じたことがある


感じたことがある


あまり感じていない


感じていない





職務の参考となった内容


			職務の参考になったと感じた内容


						教育研究（校内研究）			学校行事			言葉遣いや振る舞い			校内の協力体制			学習態度の指導			教科等の専門性			児童・生徒へのかかわり方			生活指導			指導方法の工夫


			全体			8.6%			8.8%			11.1%			16.1%			16.7%			17.3%			26.6%			29.8%			32.3%			167.3%


			小中一貫校			7.7%			23.1%			25.6%			35.9%			15.4%			15.4%			51.3%			38.5%			38.5%			251.4%


			小学校			7.9%			8.1%			8.4%			14.7%			17.3%			19.4%			22.6%			31.5%			31.5%			161.4%


			中学校			11.5%			6.2%			15.0%			14.2%			15.0%			10.6%			31.9%			21.2%			32.7%			158.3%








職務の参考となった内容


			





教育研究（校内研究）


学校行事


言葉遣いや振る舞い


校内の協力体制


学習態度の指導


教科等の専門性


児童・生徒へのかかわり方


生活指導


指導方法の工夫





授業の工夫


			以前に比べ授業で工夫・改善するようになったか


						中学校			小学校			小中一貫校			全体


			強く思っている			0.9%			1.0%			5.1%			1.3%


			思っている			39.8%			45.7%			56.4%			45.2%


			あまり思っていない			47.8%			49.3%			35.9%			48.0%


			思っていない			11.5%			3.9%			2.6%			5.4%








授業の工夫


			





強く思っている


思っている


あまり思っていない


思っていない





授業の工夫の内容


			以前に比べ授業で工夫・改善するようになった内容


						表現力の育成			説明の仕方			問題解決的能力の育成			教師の言葉遣い			独自教材の活用			発問・指示の仕方			学習態度の指導			評価（習得状況確認）


			全体			7.9%			8.1%			8.8%			9.0%			9.9%			12.0%			12.6%			23.8%


			小中一貫校			5.1%			12.8%			12.8%			10.3%			25.6%			23.1%			12.8%			17.9%


			小学校			8.4%			6.3%			7.9%			9.2%			8.1%			10.5%			14.7%			26.5%


			中学校			7.1%			12.4%			10.6%			8.0%			10.6%			13.3%			5.3%			16.8%








授業の工夫の内容


			





表現力の育成


説明の仕方


問題解決的能力の育成


教師の言葉遣い


独自教材の活用


発問・指示の仕方


学習態度の指導


評価（習得状況確認）





生活指導の工夫


			以前に比べ、生活指導面で工夫・改善するようになったか


						中学校			小学校			小中一貫校			全体


			強く思っている			1.8%			3.4%			10.3%			3.6%			19.0%


			思っている			35.4%			56.4%			53.8%			51.8%			197.5%


			あまり思っていない			49.6%			35.7%			28.2%			38.1%			151.5%


			思っていない			13.3%			4.5%			7.7%			6.6%			32.0%








生活指導の工夫


			





強く思っている


思っている


あまり思っていない


思っていない





生活指導の工夫の内容


			以前に比べ、生活指導面で工夫・改善するようになった内容


						不登校			いじめへの指導			進路指導			問題行動			礼儀・規範意識			基本的な生活習慣


			全体			4.5%			9.0%			12.6%			14.3%			37.1%			42.8%


			小中一貫校			5.1%			15.4%			2.6%			20.5%			43.6%			43.6%


			小学校			4.5%			8.9%			15.7%			14.2%			39.9%			46.2%


			中学校			4.4%			7.1%			5.3%			12.4%			25.7%			31.0%








生活指導の工夫の内容


			





不登校


いじめへの指導


進路指導


問題行動


礼儀・規範意識


基本的な生活習慣





学校選択


			特色ある教育活動として小中一貫教育を選択した割合


						1年保護者			6年保護者			6年児童			平均


			平成17年度			28.00%			17.40%			12.80%			19.40%


			平成18年度			32.90%			35.20%			23.60%			30.57%


			平成19年度			32.80%			45.50%			38.80%			39.03%








学校選択


			





1年保護者


6年保護者


6年児童


平均





学校満足度


			現在通っている学校に満足している


						そう思う			ややそう思う			あまりそう思わない			そう思わない			無回答


			平成20年度　1年			336			244			31			16			30


			平成19年度　1年			344			231			29			9			17


			平成20年度　2年			289			243			35			10			26


			平成19年度　2年			296			269			24			12			18


			平成20年度　3年			276			253			37			16			29


			平成19年度　3年			221			261			47			14			14


			平成20年度　4年			240			236			62			20			28


			平成19年度　4年			233			242			38			23			14


			平成20年度　5年			201			219			38			12			31


			平成19年度　5年			249			217			58			17			18


			平成20年度　6年			239			211			45			14			43


			平成19年度　6年			241			205			51			17			21


			平成20年度　7年			133			195			58			26			19


			平成19年度　7年			139			205			58			21			9


			平成20年度　8年			123			197			49			22			21


			平成19年度　8年			118			191			71			18			18


			平成20年度　9年			155			138			32			13			14


			平成19年度　9年			139			163			22			8			17


			平成20年度			1,992			1,936			387			149			241


			平成19年度			1,980			1,984			398			139			146








学校満足度


			





そう思う


ややそう思う


あまりそう思わない


そう思わない











⑵ 中学校における不登校の発生率の推移

○小中一貫教育実施によって、年々、不登校生徒の出現率

　が抑制されている

品川区教育委員会「学年別児童・生徒不登校の実態」より

不登校児童・生徒発生の抑制





Graph13


			平成18年度			平成18年度			平成18年度


			平成19年度			平成19年度			平成19年度


			平成20年度			平成20年度			平成20年度
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不登校


			学年別不登校児童・生徒数


						小1 ショウ			小2 ショウ			小3 ショウ			小4 ショウ			小5 ショウ			小6 ショウ			中1 ナカ			中2 ナカ			中3 ナカ


			平成19年度 ヘイセイネンド			1,092			1,802			2,805			4,102			5,980			8,145			25,120			37,714			42,494








不登校


			0
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			0


			0





平成19年度





問題行動


			学年別加害児童・生徒数 ガクネンベツカガイジドウセイトスウ


									小1 ショウ			小2 ショウ			小3 ショウ			小4 ショウ			小5 ショウ			小6 ショウ			中1 ナカ			中2 ナカ			中3 ナカ			高1 コウイチ			高2 タカ			高3


			平成17年度 ヘイセイネンド			率 リツ			0.15%			0.37%			0.48%			0.68%			1.33%			2.89%			16.34%			26.57%			30.11%			10.89%			6.54%			3.65%


			平成19年度 ヘイセイネンド			率 リツ			0.36%			0.56%			0.83%			1.48%			2.32%			3.51%			18.29%			23.93%			25.17%			11.97%			7.37%			4.21%


			平成17年度 ヘイセイネンド			件数 ケンスウ			56			139			179			252			494			1,075			6,078			9,880			11,197			4,048			2,431			1,357


			平成19年度 ヘイセイネンド			件数 ケンスウ			202			315			470			834			1,309			1,981			10,321			13,500			14,202			6,756			4,158			2,376








問題行動
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平成17年度


平成19年度





品川区不登校・問題行動


			品川区不登校・問題行動の発生率 シナガワクフトウコウモンダイコウドウハッセイリツ


						小1 ショウ			小2 ショウ			小3 ショウ			小4 ショウ			小5 ショウ			小6 ショウ			中1 チュウ			中2 チュウ			中3 チュウ


			不登校 フトウコウ			0.05%			0.15%			0.25%			0.40%			0.45%			0.60%			1.90%			3.10%			3.70%


			問題行動 モンダイコウドウ			0.00%			0.00%			0.00%			0.02%			0.06%			0.00%			0.05%			0.44%			0.59%








品川区不登校・問題行動


			0			0
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			0			0


			0			0


			0			0


			0			0
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不登校


問題行動





まわりの人から認められている


			まわりの人から認められていると思いますか？ ヒトミトオモ


						小1 ショウ			小2 ショウ			小3 ショウ			小4 ショウ			小5 ショウ			小6 ショウ			中1 チュウ			中2 チュウ			中3 チュウ


			いつもそう思う オモ			60.00%			28.00%			18.00%			16.00%			5.00%			1.00%			8.00%			2.00%			3.00%


			ときどきそう思う オモ			29.00%			40.00%			47.00%			41.00%			40.00%			31.00%			30.00%			25.00%			19.00%


			あまり思わない オモ			4.00%			20.00%			20.00%			27.00%			30.00%			55.00%			51.00%			58.00%			51.00%


			思わない オモ			7.00%			12.00%			15.00%			16.00%			25.00%			13.00%			11.00%			15.00%			27.00%


			合計 ゴウケイ			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%








まわりの人から認められている


			小1			小1			小1			小1


			小2			小2			小2			小2


			小3			小3			小3			小3


			小4			小4			小4			小4


			小5			小5			小5			小5


			小6			小6			小6			小6


			中1			中1			中1			中1


			中2			中2			中2			中2


			中3			中3			中3			中3





いつもそう思う


ときどきそう思う


あまり思わない


思わない
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0.15


0.03


0.19


0.51
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自分のことが好き


			あなたは自分のことが好きですか？ ジブンス


						小1 ショウ			小2 ショウ			小3 ショウ			小4 ショウ			小5 ショウ			小6 ショウ			中1 チュウ			中2 チュウ			中3 チュウ


			いつもそう思う オモ			57.00%			36.00%			38.00%			24.00%			12.00%			3.00%			9.00%			3.00%			6.00%


			ときどきそう思う オモ			19.00%			33.00%			27.00%			35.00%			35.00%			25.00%			31.00%			17.00%			19.00%


			あまり思わない オモ			11.00%			17.00%			16.00%			29.00%			31.00%			51.00%			44.00%			49.00%			35.00%


			思わない オモ			13.00%			14.00%			19.00%			12.00%			22.00%			21.00%			16.00%			31.00%			40.00%


			合計 ゴウケイ			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%








自分のことが好き


			小1			小1			小1			小1


			小2			小2			小2			小2


			小3			小3			小3			小3


			小4			小4			小4			小4


			小5			小5			小5			小5


			小6			小6			小6			小6


			中1			中1			中1			中1


			中2			中2			中2			中2


			中3			中3			中3			中3





いつもそう思う


ときどきそう思う


あまり思わない


思わない


0.57


0.19


0.11


0.13


0.36


0.33


0.17


0.14


0.38


0.27


0.16


0.19


0.24


0.35


0.29


0.12


0.12


0.35


0.31


0.22


0.03


0.25


0.51


0.21


0.09


0.31


0.44


0.16


0.03


0.17


0.49


0.31


0.06


0.19


0.35


0.4





品川区学力調査


			








不安に思っていること


			小中学校間の「段差による不安」の変化


						家庭 カテイ			行事 ギョウジ			習い事 ナラゴト			同級生 ドウキュウセイ			高校進学 コウコウシンガク			部活動 ブカツドウ			中学校の先生 チュウガッコウセンセイ			上級生 ジョウキュウセイ			新しい友達 アタラトモダチ			勉強 ベンキョウ


			平成19年度 ヘイセイネンド			10.70%			9.70%			12.50%			36.70%			27.40%			17.20%			23.40%			35.90%			24.40%			60.80%


			平成16年度 ヘイセイネンド			3.40%			14.00%			18.50%			20.80%			23.60%			32.60%			33.70%			39.90%			56.20%			73.60%








不安に思っていること


			家庭			家庭


			行事			行事


			習い事			習い事


			同級生			同級生


			高校進学			高校進学


			部活動			部活動


			中学校の先生			中学校の先生


			上級生			上級生


			新しい友達			新しい友達


			勉強			勉強





平成19年度


平成16年度


0.107


0.034


0.097


0.14


0.125


0.185


0.367


0.208


0.274


0.236


0.172


0.326


0.234


0.337


0.359


0.399


0.244


0.562


0.608


0.736





不登校の実態


			学年別不登校実態（平成19年度） ガクネンベツフトウコウジッタイヘイセイネンド


						小1 ショウ			小2 ショウ			小3 ショウ			小4 ショウ			小5 ショウ			小6 ショウ			中1 ナカ			中2 ナカ			中3 ナカ


			全国 ゼンコク			0.10%			0.20%			0.30%			0.50%			0.70%			1.00%			2.90%			4.50%			5.20%


			東京都 トウキョウト			0.10%			0.20%			0.30%			0.50%			0.70%			1.00%			2.40%			3.60%			4.40%


			品川区 シナガワク			0.10%			0.20%			0.30%			0.60%			0.40%			1.00%			1.60%			1.90%			2.80%








不登校の実態


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0


			0			0			0





全国


東京都


品川区





不登校出現率


			中学校における不登校出現率 チュウガッコウフトウコウシュツゲンリツ


						H18			H19			H20			H21			H22


			品川区 シナガワク			3.02%			2.94%			2.91%			2.74%			2.62%


			東京都 トウキョウト			3.24%			3.25%			3.15%			3.09%			3.07%


			全国 ゼンクニ			3.01%			3.07%			3.05%			2.93%			2.76%








不登校出現率


			





品川区


東京都


全国





日野学園学力（国語）


			日野学園における学力偏差の経年変化（国語科） ヒノガクエンガクリョクヘンサケイネンヘンカコクゴカ


						7年 ネン			6年 ネン			5年 ネン			4年 ネン			3年 ネン			平均 ヘイキン


			平成15年度 ヘイセイネンド			44.00			50.60			51.40									48.67


			平成16年度 ヘイセイネンド			46.80			48.80			50.50			47.30						48.35


			平成17年度 ヘイセイネンド			47.60			49.10			53.00			49.30			50.30			49.86


			平成18年度 ヘイセイネンド			48.40			52.30			52.90			51.10			53.10			51.56


			平成19年度 ヘイセイネンド						55.40			55.30			55.70			52.30			54.68








日野学園学力（国語）


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0





7年


6年


5年


4年


3年


平均





日野学園学力（算数）


			日野学園における学力偏差の経年変化（算数／数学科） ヘンササンスウスウガクカ


						7年 ネン			6年 ネン			5年 ネン			4年 ネン			3年 ネン			平均 ヘイキン


			平成15年度 ヘイセイネンド			47.10			50.00			51.10									49.40


			平成16年度 ヘイセイネンド			46.90			50.00			50.70			45.30						48.23


			平成17年度 ヘイセイネンド			46.40			49.80			51.80			50.10			49.20			49.46


			平成18年度 ヘイセイネンド			49.20			49.90			51.80			50.60			52.50			50.80


			平成19年度 ヘイセイネンド						56.10			53.80			54.20			54.20			54.58








日野学園学力（算数）


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0





7年


6年


5年


4年


3年


平均





連携校の様子


			連携している学校の授業や生活指導の様子を把握しようと努力していますか？ レンケイガッコウジュギョウセイカツシドウヨウスハアクドリョク


			とてもそう思う オモ			6.7%


			そう思う オモ			53.0%


			どちらとも言えない イ			30.5%


			あまり思わない オモ			9.0%


			全く思わない マッタオモ			0.8%








連携校の様子


			0


			0


			0


			0


			0








指導観の変化


			小中一貫教育が始まって、以前よりご自身の指導観や評価観が変わりましたか？ ショウチュウイッカンキョウイクハジイゼンジシンシドウカンヒョウカカンカ


			とてもそう思う オモ			2.9%


			そう思う オモ			31.8%


			どちらとも言えない イ			43.2%


			あまり思わない オモ			17.8%


			全く思わない マッタオモ			4.2%








指導観の変化


			0


			0


			0


			0


			0








教育効果


			教育効果があると思うか


						中学校 チュウガッコウ			小学校 ショウガッコウ			小中一貫校 ショウチュウイッカンコウ			全体 ゼンタイ


			強く思っている ツヨオモ			6.2%			3.1%			7.7%			4.1%


			思っている オモ			38.9%			50.9%			48.7%			48.2%


			あまり思っていない オモ			39.8%			39.6%			33.3%			39.2%


			思っていない オモ			15.0%			6.3%			10.3%			8.4%








教育効果


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





強く思っている


思っている


あまり思っていない


思っていない





教育効果があった内容


			教育効果があった内容 キョウイクコウカナイヨウ


						健康・体力 ケンコウタイリョク			いじめや不登校 フトウコウ			市民科の指導内容 シミンカシドウナイヨウ			人間関係 ニンゲンカンケイ			基礎基本の定着 キソキホンテイチャク			中への不安の解消 チュウフアンカイショウ			生活指導 セイカツシドウ


			全体 ゼンタイ			0.4%			4.5%			8.6%			8.8%			22.5%			28.1%			35.8%


			小中一貫校 ショウチュウイッカンコウ			0.0%			10.3%			7.7%			33.3%			17.9%			30.8%			41.0%


			小学校 ショウガッコウ			0.3%			3.9%			10.0%			6.8%			23.4%			29.1%			35.7%


			中学校 チュウガッコウ			0.9%			4.4%			4.4%			7.1%			21.2%			23.9%			34.5%








教育効果があった内容


			0			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0			0





健康・体力


いじめや不登校


市民科の指導内容


人間関係


基礎基本の定着


中への不安の解消


生活指導





職務の参考


			小中連携が自分の職務に参考になったと感じますか ショウチュウレンケイジブンショクムサンコウカン


						中学校 チュウガッコウ			小学校 ショウガッコウ			小中一貫校 ショウチュウイッカンコウ			全体 ゼンタイ


			強く感じたことがある ツヨカン			6.2%			5.8%			15.4%			6.6%


			感じたことがある カン			54.9%			58.8%			61.5%			58.2%


			あまり感じていない カン			28.3%			30.4%			15.4%			28.9%


			感じていない カン			10.6%			5.0%			7.7%			6.4%








職務の参考


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





強く感じたことがある


感じたことがある


あまり感じていない


感じていない





職務の参考となった内容


			職務の参考になったと感じた内容 ショクムサンコウカンナイヨウ


						教育研究（校内研究） キョウイクケンキュウコウナイケンキュウ			学校行事 ガッコウギョウジ			言葉遣いや振る舞い コトバヅカフマ			校内の協力体制 コウナイキョウリョクタイセイ			学習態度の指導 ガクシュウタイドシドウ			教科等の専門性 キョウカトウセンモンセイ			児童・生徒へのかかわり方 ジドウセイトカタ			生活指導 セイカツシドウ			指導方法の工夫 シドウホウホウクフウ


			全体 ゼンタイ			8.6%			8.8%			11.1%			16.1%			16.7%			17.3%			26.6%			29.8%			32.3%			167.3%


			小中一貫校 ショウチュウイッカンコウ			7.7%			23.1%			25.6%			35.9%			15.4%			15.4%			51.3%			38.5%			38.5%			251.4%


			小学校 ショウガッコウ			7.9%			8.1%			8.4%			14.7%			17.3%			19.4%			22.6%			31.5%			31.5%			161.4%


			中学校 チュウガッコウ			11.5%			6.2%			15.0%			14.2%			15.0%			10.6%			31.9%			21.2%			32.7%			158.3%








職務の参考となった内容


			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0			0			0			0





教育研究（校内研究）


学校行事


言葉遣いや振る舞い


校内の協力体制


学習態度の指導


教科等の専門性


児童・生徒へのかかわり方


生活指導


指導方法の工夫





授業の工夫


			以前に比べ授業で工夫・改善するようになったか


						中学校 チュウガッコウ			小学校 ショウガッコウ			小中一貫校 ショウチュウイッカンコウ			全体 ゼンタイ


			強く思っている ツヨオモ			0.9%			1.0%			5.1%			1.3%


			思っている オモ			39.8%			45.7%			56.4%			45.2%


			あまり思っていない オモ			47.8%			49.3%			35.9%			48.0%


			思っていない オモ			11.5%			3.9%			2.6%			5.4%








授業の工夫


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





強く思っている


思っている


あまり思っていない


思っていない





授業の工夫の内容


			以前に比べ授業で工夫・改善するようになった内容 ナイヨウ


						表現力の育成 ヒョウゲンリョクイクセイ			説明の仕方 セツメイシカタ			問題解決的能力の育成 モンダイカイケツテキノウリョクイクセイ			教師の言葉遣い キョウシコトバヅカ			独自教材の活用 ドクジキョウザイカツヨウ			発問・指示の仕方 ハツモンシジシカタ			学習態度の指導 ガクシュウタイドシドウ			評価（習得状況確認） ヒョウカシュウトクジョウキョウカクニン


			全体 ゼンタイ			7.9%			8.1%			8.8%			9.0%			9.9%			12.0%			12.6%			23.8%


			小中一貫校 ショウチュウイッカンコウ			5.1%			12.8%			12.8%			10.3%			25.6%			23.1%			12.8%			17.9%


			小学校 ショウガッコウ			8.4%			6.3%			7.9%			9.2%			8.1%			10.5%			14.7%			26.5%


			中学校 チュウガッコウ			7.1%			12.4%			10.6%			8.0%			10.6%			13.3%			5.3%			16.8%








授業の工夫の内容


			0			0			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0			0			0





表現力の育成


説明の仕方


問題解決的能力の育成


教師の言葉遣い


独自教材の活用


発問・指示の仕方


学習態度の指導


評価（習得状況確認）





生活指導の工夫


			以前に比べ、生活指導面で工夫・改善するようになったか


						中学校 チュウガッコウ			小学校 ショウガッコウ			小中一貫校 ショウチュウイッカンコウ			全体 ゼンタイ


			強く思っている ツヨオモ			1.8%			3.4%			10.3%			3.6%			19.0%


			思っている オモ			35.4%			56.4%			53.8%			51.8%			197.5%


			あまり思っていない オモ			49.6%			35.7%			28.2%			38.1%			151.5%


			思っていない オモ			13.3%			4.5%			7.7%			6.6%			32.0%








生活指導の工夫


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





強く思っている


思っている


あまり思っていない


思っていない





生活指導の工夫の内容


			以前に比べ、生活指導面で工夫・改善するようになった内容 ナイヨウ


						不登校 フトウコウ			いじめへの指導 シドウ			進路指導 シンロシドウ			問題行動 モンダイコウドウ			礼儀・規範意識 レイギキハンイシキ			基本的な生活習慣 キホンテキセイカツシュウカン


			全体 ゼンタイ			4.5%			9.0%			12.6%			14.3%			37.1%			42.8%


			小中一貫校 ショウチュウイッカンコウ			5.1%			15.4%			2.6%			20.5%			43.6%			43.6%


			小学校 ショウガッコウ			4.5%			8.9%			15.7%			14.2%			39.9%			46.2%


			中学校 チュウガッコウ			4.4%			7.1%			5.3%			12.4%			25.7%			31.0%








生活指導の工夫の内容


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0			0





不登校


いじめへの指導


進路指導


問題行動


礼儀・規範意識


基本的な生活習慣





学校選択


			特色ある教育活動として小中一貫教育を選択した割合 トクショクキョウイクカツドウショウチュウイッカンキョウイクセンタクワリアイ


						1年保護者 ネンホゴシャ			6年保護者 ネンホゴシャ			6年児童 ネンジドウ			平均 ヘイキン


			平成17年度 ヘイセイネンド			28.00%			17.40%			12.80%			19.40%


			平成18年度 ヘイセイネンド			32.90%			35.20%			23.60%			30.57%


			平成19年度 ヘイセイネンド			32.80%			45.50%			38.80%			39.03%








学校選択


			0			0			0			0


			0			0			0			0


			0			0			0			0





1年保護者


6年保護者


6年児童


平均





学校満足度


			現在通っている学校に満足している


						そう思う オモ			ややそう思う オモ			あまりそう思わない オモ			そう思わない オモ			無回答 ムカイトウ


			平成20年度　1年 ヘイセイネンドネン			336			244			31			16			30


			平成19年度　1年 ヘイセイネンドネン			344			231			29			9			17


			平成20年度　2年 ヘイセイネンドネン			289			243			35			10			26


			平成19年度　2年 ネン			296			269			24			12			18


			平成20年度　3年 ネン			276			253			37			16			29


			平成19年度　3年 ネン			221			261			47			14			14


			平成20年度　4年 ネン			240			236			62			20			28


			平成19年度　4年 ネン			233			242			38			23			14


			平成20年度　5年 ネン			201			219			38			12			31


			平成19年度　5年 ネン			249			217			58			17			18


			平成20年度　6年 ネン			239			211			45			14			43


			平成19年度　6年 ネン			241			205			51			17			21


			平成20年度　7年 ネン			133			195			58			26			19


			平成19年度　7年 ネン			139			205			58			21			9


			平成20年度　8年 ネン			123			197			49			22			21


			平成19年度　8年 ネン			118			191			71			18			18


			平成20年度　9年 ネン			155			138			32			13			14


			平成19年度　9年 ネン			139			163			22			8			17


			平成20年度			1,992			1,936			387			149			241


			平成19年度			1,980			1,984			398			139			146
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全国に広がる小中一貫教育

　○平成23年7月『小中一貫教育全国サミット』

　　には、41都道府県から約2,100名が参加



　○小中一貫教育全国連絡協議会に正会員として、

　　８つの自治体が新たに加入し、全国で３１自

　　治体となる。

全国での取り組みの広がり







Ⅳ．法整備の必要性









⑴ 義務教育9年間の継続性・系統性の担保を

　○児童・生徒の成長に即した9年間の中での自由

　　な学習集団の構成

　○特例措置の継続は、あくまでも「特例」であり、

　　継続性が担保されていない

⑵ 義務教育学校の法的整備を

　○驚くほど深い小・中学校校種間の溝の解消

　○保護者や地域の選択肢の一つとして『義務教

　　育学校』の法的設置

　○校種を超えた一体的な学校運営による一つの

　　組織としての機能と意識の充実

義務教育9年間の継続性・系統性







義務教育9年間の継続性・系統性

進む『義務教育学校』の法整備の気運

　○内閣総理大臣の私的諮問機関「教育再生懇談

　　会」第四次報告に義務教育学校の法的位置づけ

　　の明確化が明記

教育再生懇談会　これまでの審議のまとめ－第四次報告－

1「教育安心社会」の実現－「人生前半の社会保障」の充実を－

　【学校教育の信頼回復】

⑶　保護者から信頼される公教育の確立

○子供たちの育ちや学習の系統性・連続性を保証するという観点から、

　幼稚園・保育所と小学校、小学校と中学校、中学校と高等学校の校種間

　連携を促進する。特に、子供の心身の発達上の変化や多様化、「中一ギ

　ャップ」や学力低下に対応するため、既に一部の自治体で取組が進めら

　れ、一定の成果が上がっている小中一貫教育の取組を踏まえて、義務教

　育学校の法的な位置付けを明確にし、小学校高学年からの教科担任制の

　導入など、取組を支援するために必要な方策を早急に検討する。
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