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令和４年度

【構成する小・中学校：弘前市立石川中学校・弘前市立石川小学校】
中学校区の名称： い し か わ 学 園

目指す子ども像(１５歳の姿)

○将来への憧れ・夢・希望・目標をもち、意欲的に学習に取り組み、自分の考えや思い
を豊かに表現できる子ども

○時と場に応じた挨拶・返事・言葉遣いができ、思いやりの心をもつ子ども
○石川小・中学校や地域に誇りと感謝をもつ子ども
○自己の健康管理・安全管理に努め、文武両道に根気強く取り組む子ども

石川地区は弘前市及び津軽平野の最南端に位置し、平川を挟んで水田が開け、山手にはりんご園が

広がる農村地域である。また、東北縦貫自動車道、国道７号線、県道石川百田線、ＪＲ奥羽本線、弘

南鉄道大鰐線が通る交通の要衝でもある。さらに、大仏ヶ鼻城跡、乳井茶臼館などの史跡もあり、歴

史的にも由緒ある地域である。昭和３２年に石川町は弘前市と合併したが、石川、小金崎、乳井、薬

師堂、大沢の５地区から成り立つコミュニティは相互連携の絆も強く、一地区一小学校一中学校とい

。う条件はコミュニティ・スクールを基盤とした併設型小・中学校を構築する有利な環境が整っている

保護者及び地域の方々は、学校教育に対する関心も高く協力的である。子どもも純朴・素直である

が、自主的に行動することや表現することは苦手としているなどの課題もある。このような実態を踏

まえ、小・中学校教職員、保護者、地域の方々から 「どのような姿で義務教育を終え、巣立ってほし、

いか」という内容のアンケート調査を基に、上記の「目指す子ども像」を設定した。この「目指す子

ども像」を柱に９年間の一貫した教育を推進することを通して、子どもの「生き抜く力」を育むとと

もに、教師の授業力・指導力・連携力等を培い、子どもと教師が共に育つ「共育」を目指したい。ま

、「 」 「 」 「 」た 教育自立圏 推進に係る取組を通して 持続可能な学校づくり 及び 持続可能な社会の創り手

になり得るような「人財」の育成に挑戦するものである。

各学校の教育目標

○進んで学ぶ生徒(自主) ○たくましい生徒(実践)
○きまりを守る生徒(規律) ○思いやりのある生徒(協調)
進んで学び、思いやりをもって、たくましく、しなやかに生き抜く人間の育成

○かしこい子 ○やさしい子 ○ たくましい子

５月１９日(水)に行った小中集団下校訓練の様子です。災害

はいつ起こるかわかりません。どんなときでも、児童生徒が自

分の命や身を守り、保護者のもとに無事に帰ることができるよ

うに、小中の協働体制はとても大切です。町会ごとに中学生が

小学生をはさむように整列し、交通安全等に注意を払いながら

帰宅しました。小学校・中学校の教員も町会ごとのグループに

ついて見守り安全を確認しました。

このことは、９月１日（水）に行う防災訓練及び小中合同引

き渡し訓練へとつながっていきます。※今年度はコロナ禍によ

り実施できませんでした※

弘前市立石川中学校

弘前市立石川小学校
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プラン項目１ 中学校区の主な教育課題の共有と具体的な取組

●学習意欲や表現力・発表力の向上を核とした「確かな学力」の向上
●自主的・積極的に行動する態度を養うこと
●たくましい体と心を育てること
●ふるさとに愛着をもち、誇りに思う気持ちを高めること

○教師の指導力向上とよくわかる授業づくり
・小・中学校の指導内容の関連性の研究

・石川スタンダード「 のある授業づくり」の実践研究（ 主体的・対話○○○○あ じ さ い 「
的で深い学び」を視点とした授業改善）

・インクルーシブ教育の理念に基づいた授業のユニバーサルデザイン化
・学習課題（めあて）とまとめや振り返りが確実にある授業 など

○児童生徒の自主性を育む特別活動等の推進・充実
・縦割り活動によるリーダー性の育成
・一人とみんなが生きる集団づくり など

○体力づくり・健康づくり等の推進・充実
・マラソンの奨励、防災・安全教育の充実
・弘前式健康教育コアカリキュラムを組み入れた健康教育の推進 など

○ふるさと教育の推進や地域行事への参加・ボランティア活動による地域貢献
・ 石川・弘前 （ふるさと）を学ぶ「ひろさき卍学」の実践「 」
・あじさい祭り、大沢ねぷた、公民館文化祭などへの参加・協力 など

プラン項目２ 組織図（中学校区）

取組の内容

石川中学校区小中一貫教育研究協議会

小・中学校教職員全員

※会長は隔年で小・中学校の校長が務める

令和４年度は小学校長が会長

石川小・中学校長会

石川小・中学校三役会

各部会（学習・道徳、特活、生活・安全、

特支、養教、事務）

各教科部会（国・英、算・数、社・理、技能）

事務局 両校教務主任

石川中学校区学校運営協議会

町会連合会長、公民館館長、小・中ＰＴＡ会長、青少年健全育成推進員、

校区こども園・保育園長、児童館代表など地域住民・保護者を代表する

方、地域コーディネーター代表、校長、教頭、教務主任

石川小・中学校合同ＰＴＡ連絡協議会

両校ＰＴＡ役員、両校教頭

石川地区学童健全育成協議会

町会長、民生委員、保護司、青少年育

成委員、駐在、公民館長、小・中学校

ＰＴＡ役員、小・中学校教職員

事務局 中学校教頭

学習・道徳指導部 特活指導部 生活・安全指導部 特別支援教育部 養護教諭部 事務部

教
科
部
会

国語・英語

算数・数学

社会・理科

技能教科

石川地区児童安全委員会

事務局 小学校教頭
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地域と学校の協働活動など部 会 学校の活動など

、 、小・中校長会 基本方針の検討・決定、各部会への指導・助言、新校舎 地域会合への出席 情報交換

地域への依頼等の整備に関すること

校地環境整備（地域学校協働小・中三役会 基本方針・具体策の検討、ひろさき卍学・キャリア教育

）、 、の研究、中学校入学説明会（教務 、ＰＴＡに関するこ） 活動 大沢ねぷたへの参加

公民館文化祭への協力と（教頭 、新校舎の整備に関すること）

「 」 、 、学習・道徳指導部 石川スタンダード の実践研究 合同校内研修の計画

家庭学習の習慣化の研究、道徳教育に関すること会

学習内容の系統性（教科年間指導計画）の研究、乗り入教科部会

れ授業の実施（ＴＴ）

児童生徒の交流活動、縦割り活動に関すること（ボラン特活指導部会

ティア活動、合同合唱など）

健全育成協議会との連携生活・安全指導部 生徒指導上の情報連携、合同防災訓練の計画・実施、防

災・安全・健康づくり（健康コアカリキュラム・合同健会

康マラソン・合同マラソン記録会）に関すること

情報交換、交流活動の検討特別支援教育部会

健康づくりに関する情報交換・連携養護教諭部会

学校徴収金に関すること、相互支援事務部会

プラン項目３ 小中一貫３つの教育プラン〈全市共通〉

プラン項目４ 年間計画

内 容
全市 ・ ９年間を見通す単元系統図』を基にした、小中９年間の系統性・連続性を重視した教科等の年『
共通 間指導計画の作成・加筆修正

・あいさつ運動の実施
通 ・小中校長会（適宜、月１回程度）
年 ・小中三役会（２ヶ月に１回程度計９回）

・小中合同健康マラソン（５～10月、月１～２回）
、 、 （ ）・小中一貫ＣＳだより等の発行 地域事業所等への掲示 市ＨＰ掲載による情報発信 月1～2回

・小中一体型校舎建築について施工業者・弘前市教委学校整備課との打合せ及び計画推進等
月 内 容

小・中学校 保護者・地域
・小中三役会①

４

・小中一貫教育研究協議会① 中学校の授業公開 ・公民館運営委員会等地域諸会合への出席５ （ 、
分科会、全体会） ・小中三役会② （小・中学校長～通年）

○あいさつ運動；児童生徒・教職員・保護者・学校運営協議会委員・地域コーディネーター
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（ ）・小中合同集団下校訓練 ・小中ＰＴＡ合同環境整備 地域学校協働活動

・小中合同ボランティア①
・小中合同健康マラソン①②
・小学校運動会
・中学校一日参観デー（夏季中体連壮行式）６
・小中合同健康マラソン③④
・小中三役会③
・小中合同健康マラソン⑤ ・ あじさいまつり」への協力（小・中）「
・中学校期末保護者集会 （中学校：大仏公園写生大会）
・小学校一日参観デー ・小中ＰＴＡ合同親睦球技大会７
・夏休み～中学校陸上部と小連体選手の合同練習 ・小中ＰＴＡによる宵宮巡回

・地区運動会への協力
・地区学童健全育成協議会①

・小中合同校内研修会① ・市連Ｐバレーボール大会合同参加（運営）
・小中一貫教育研究協議会②（分科会・全体会） ・大沢ねぷたへの参加８

（ ）・小中合同健康マラソン⑥ ・小中ＰＴＡ合同環境整備 地域学校協働活動

・小中三役会④

・中学校陸上部主将による小連体激励
・小中合同健康マラソン⑦ ・大沢獅子踊りへの協力（小・中）９
・中学校一日参観デー（秋季中体連壮行式）
・中学校生徒会役員による小学校への石中祭ＰＲ
・小中合同引き渡し訓練（防災訓練）

・石中祭（合唱祭含む） ・地区対抗駅伝大会への協力（小・中）10
・小学校学習発表会 ・地域職場体験活動（中１）
・小中三役会⑤

（ 、11 ・小中一貫教育研究協議会③ 小学校の授業公開
分科会、全体会） ・

・地域職場体験活動報告会(中１～小５・６)
・小中三役会⑥

・地区学童健全育成協議会②12
・小中合同校内研修会② ・小中三役会⑦
・小中合同ボランティア②１
・乗り入れ授業（１～３月）

・令和５年度新入生 中学校入学説明会 ・公民館文化祭への協力（小・中）・
・小中三役会⑧(小中教育課程成会議)２

・小中三役会⑨ ・小中ＰＴＡ合同歓送迎会３
・中学校新入生情報交換会 ・つなぎ教材配布

プラン項目５ 評価・検証の方法

方 法 内 容
教職員の自己評価 目指す子ども像に対する評価、取組に対する評価

教職員の自己評価に対する評価、取組に対する評価、意見交換
学校運営協議会委員によ

る学校関係者評価

児童生徒アンケート 目指す子ども像に対する自己評価

保護者アンケート 目指す子ども像に対する評価、取組に対する評価

目指す子ども像に対する評価、取組に対する評価
健全育成協議会員へのア

ンケート

取組に対する評価、三役の意見交換、次年度への展望
教育自立圏推進プラン評

価シートによる自己評価

◇学校運営協議会③

◇学校運営協議会②

○あいさつ運動；児童生徒・教職員・保護者・学校運営協議会委員・地域コーディネーター

○あいさつ運動；児童生徒・教職員・保護者・学校運営協議会委員・地域コーディネーター

◇学校運営協議会①

◇学校運営協議会④


