
 

 

 

        
「たけの子」に関するお

田上町にも東日本大震災で被災された

おられます。そのうち、６月現在で小学生

２名のお子さんが田上町立学校へ通っており

児園にも２名の入園があります。 

また、皆さんのご好意で、文房具やランドセルなど

どもたちに関わる様々な物品のご寄附をいただきまし

た。田上中学校の生徒は自主的に呼びかけあい

など必要なものを集めてくれました。様々

どもたちの助け合いの精神が自然と発揮

深く感銘を覚えました。 

（現在は YOU・遊ランドに設置された避難所

田上温泉へ移動されています。） 

 

田上町長

これまでの田上町の教育体制は、幼稚園

校６年間そして中学校で３年間の 10 か年教育

たびの「田上の１２か年教育」では幼児園

年間の幼稚園教育を導入することとし、

校、小学校と中学校の連携を重視することにしました

この取り組みは、小学校入学時の「小１

学校入学時の「中１ギャップ」の解消を

います。幼児園・小中学校の教育（保育所

のためのカリキュラム（教育課程）の検討

た。幼児園での就学前の「アプローチカリキュラム

て小学校入学後４週間の「スタートカリキュラム

で、新入生が小学校の学校生活にスムーズ

しました。スタートカリキュラムを通して

るだけ早く慣れることが先ず大切です。

慣を身につけることが、この時期でもっとも

す。家庭での学習習慣を身につけるためには

家庭での手助けが必要です。私たちの頃は

そのことがあって家庭学習ができたような

題をすることで新しい発見ができる課題

どもの学ぶ意欲を引き出していくものと思

中学校においては、学習と部活動が学校生活

いますが、最近では部活動で悩む生徒がおり
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された方が避難して

小学生４名、中学生

っており、竹の友幼

やランドセルなど子

をいただきまし

びかけあい、文房具

々な場面で、子

発揮されたことに

避難所から、湯

田上町長 佐藤 邦義 

幼稚園で１年間、小学

年教育でした。この

幼児園で３歳児から３

、特に幼児園と小学

することにしました。 

１プロブレム」、中

を一つの目的にして

保育所も含む）の連携

検討を重ねてきまし

アプローチカリキュラム」、そし

スタートカリキュラム」の導入

スムーズに入れるように

して学校生活にでき

。低学年で学習の習

でもっとも大切なことで

につけるためには、どうしても

は毎日宿題があり、

ができたような気がします。宿

課題であることが、子

思っています。 

学校生活の基本になって

おり、そのことが 

原因で登校拒否になってしまうことがあると

ます。部活動の目的が競技力向上

は、問題が生じる原因となります

「スポーツが好きだ」と感

らないのだろうか、と考えることがあります

中学生にとっては、入学

えているわけです。自分

は、希望の高校に入学することが

になります。このハードルを

力を身につけてもらうために

の授業に全力を尽くしています

ーツを両立し、確かな成長

努力しています。 

田上の竹のように真直ぐ伸

新潟県では「ピークカット

めとして、節電活動に力を

今夏は田上町でも学校、公共施設

取り組んでいきます。 

皆様のご理解とご協力をお
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になってしまうことがあると聞いてい

競技力向上のみになってしまって

となります。選手になれなくても

感じることができる部活動にな

えることがあります。 

入学して三年後には高校入試が控

自分の将来の夢を実現するために

することが人生の最初のハードル

このハードルを乗り越えるために確かな学

につけてもらうために、全教員が力をあわせ毎日

くしています。生徒たちが学習とスポ

成長ができるように、町としても

伸びる子どもを目指しています 

ピークカット１５％作戦」をはじ

を入れています。 

公共施設で節電活動に

をお願いいたします。 



 

 

        

田上小学校田上小学校田上小学校田上小学校でのでのでのでのスタートスタートスタートスタートカリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム

１年生の４月の学習スタイルが大変身。

１時間目は１年生全員で、鬼ごっこや童歌遊

ンスやかけっこをしました。幼稚園や保育所

環境を構成しながら、童歌のもつ心身の

果、教師とのコミュニケーション、集合

方、５０ｍ走、発表など、大きな集団の

楽しむことを学びました。上級生とのかか

食の食べ方や児童会歌等の伝達）により

ワーが全校へと広がっています。（田上小学校長

 

 「田上の１２か年教育」がスタートして

児園・幼稚園―小学校―中学校」の３つの

 「田上の１２か年教育」を進める大切なキーワードは

学校と中学校をどうつなぐか」を具体化していかなければなりません

 

≪学びの接続＝アプローチ・スタートカリキュラムづくり

 今年度は園（幼児園・幼稚園）と小学校をつなぐ

り、田上小・羽生田小の両小学校で実施し

した。 

今後「学びの接続」を更に進め、「小・

学校でかかえている課題の解決を図りたいと

タートカリキュラム（小学校から中学校へ進学する

学生にとって中学校進学は期待の半面「友達

れるだろうか」などの大きな不安もあります

プローチ・スタートカリキュラムの作成をしたいと

 算数・数学は積み重ね教科であり、学年

小学校の復習や関連などを丁寧に取り入れ

また、英語は小学校で学ぶ「外国語活動

す。文字の学習をだんだんと取り入れながら

作成します。「算数・数学」と「英語」のカリキュラムは

上町教育研究協議会」の英語部会のメンバーを

田上町では、幼稚園（幼児園）から小学校
めに「アプローチカリキュラム」「スタートカリキュラム

みんな上手にできるかな

 

カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム    

。１か月間、

童歌遊び、ダ

保育所に似た

の発達への効

集合や整列の仕

の中で様々に

とのかかわり（給

により、１年生パ

田上小学校長） 

羽生田羽生田羽生田羽生田小学校小学校小学校小学校でのでのでのでのスタートスタートスタートスタート

スタートカリキュラムの一番

の「わくわくタイム」があげられる

のスタートと同じように、学年全体

合科的な指導を行った。その

いなく、違う園から入学してきた

に打ち解けることができた。

清掃活動、給食準備、１年生

生とかかわる様々な活動を組

にすぐに慣れることができた

 

がスタートして２年目となり、一歩ずつ内容の充実が図られています

つの教育機関を引き継ぎながら子どもを育てていきます

なキーワードは「接続と交流」です。「園と小学校

していかなければなりません。 

アプローチ・スタートカリキュラムづくり≫ 

をつなぐ「幼児教育と小学校教育の円滑に向けてのカリキュラムの

し、遊び中心の生活から学習中心の生活へと切り

・中の連携・接続」を円滑にして、「中１ギャップ

りたいと考えています。そのために「小学校と中学校

する準備と中学校生活の円滑なスタートをするための計画）」作りに着手

友達ができるだろうか」、「勉強についてきるだろうか

もあります。特に学習面での不安解消を図るために「

をしたいと考えています。 

学年が進むに従って学力が低下していく傾向があり

れ、苦手意識を解消し数学への興味関心を引き

外国語活動（英語）」と中学校から始まる「英語」とのギャップが

れながら、英語に親しみ、コミュニケーション力をしっかりつけていくために

のカリキュラムは、田上町の算数・数学の教員や

のメンバーを中心として作成に当たっていきます。 

小学校へ入学する際に、なだらかな接続で小学校生活
スタートカリキュラム」を実施しています。 

にできるかな？ 
仲良

スタートスタートスタートスタートカリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム    

一番の特徴として、朝一番

があげられる。１時間目を園

学年全体で歌や遊び等の

その結果、登園を渋る子が

してきた子ども同士がすぐ

。 また、おりづる班、

年生を迎える会など、上級

組んだことで、学校生活

れることができた。（羽生田小学校長） 

られています。１２か年を「幼

てていきます。 

小学校をどうつなぐか」、「小

けてのカリキュラムの試案」を作

り替えがスムーズにできま

ギャップ」の解消など小学校と中

中学校をつなぐアプローチ・ス

着手したいと思います。小

についてきるだろうか」、「部活動が続けら

「算数・数学」「英語」でア

があり大きな課題です。 

き出したいと思います。 

とのギャップが指摘されていま

をしっかりつけていくために

や教員の研修団体である「田

 

小学校生活へ慣れてもらうた

仲良くつながって！ 



 

 

 

 

「たけの子」に関するお問い合わせ･･･田上町教育委員会学校教育係

 「キャリア」を簡潔明瞭に日本語訳で表

とは「個々人が生涯にわたって遂行する様

や価値付けの累積」であるとしています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「田上の１２か年教育」と「田上
平成２２年４月から田上町は、５つの

育・幼児教育（３歳児から）をスタートさせ

「田上の１２か年教育」構想を作りました

目指す子ども像を「志をもって意欲的

ア教育で育てられる能力（人間関係形成能力や問題対応能力等

「田上の１２か年教育」を推進するためには

分のよさ」「やり抜く」「夢・目標に向かって

た。具体的には「明るい挨拶ができる」、「

ことができる」、「田上の自然を守りたい

が一体となって、社会的・職業的自立へと

だといえます。特に「田上への愛着」と

 
２ キャリア教育を支える田上町と学校
 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、学校では「キャリア教育全体計画

に働くこと、目標を決め努力することなどをどう

には、働く大切さや働く苦労などを体験

 

３ キャリア教育の広がり 

  若者の現状を職業面から見ると、「６３

というデータがあります。この原因が経済状況

分に育っていないことも一因となっていることも

が、キャリア教育といえます。「キャリア

となって、田上を愛し、たくましく生きる

のです。田上のキャリア教育は、職業に

６月９日（木）付け新潟日報に『田上

キャリア教育 本格始動』という見出しの

商工会、農業関係者、保護者、学校、

リア教育推進協議会」が開催されました

験の実施や田上のよさを地域の力によって

マナーやしつけなど家庭の大切な役割として

きます。この組織は、学校・家庭・地域

もの社会性育成などに大きな力を発揮し

る有力な地域の応援団です。 
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表すことは難しく、文部科学省のキャリア教育に

様々な立場や役割の連鎖及びその過程における自己

。下の図は、「キャリア」の内容をイメージ化したものです

田上のキャリア教育」 
つの保育所と公立幼稚園を統合し「竹の友幼児園」

をスタートさせ、小学校とのスムーズな接続を図り、さらに中学校

りました。 

意欲的に学び、自律と思いやりの心をもつ、たくましい

問題対応能力等）を「田上の１２か年教育」に取り入

するためには、幼・小・中を貫く柱が必要です。その

かって」であり、さらに田上独自の「大好き！

」、「好きな教科がある」、「係りの仕事をやり遂げる

りたい。特産物を作りたい」ことなどです。子どものもつ

へと育てていくのが「田上の１２か年教育」であり

と「働く大切さ」を育てるためには、地域の協力

学校でのキャリア教育 

教育全体計画」をつくり、その中には、仲間と仲良く生活

することなどをどう育てるかを明記しています。特に中学校

体験し学ばせる職場体験についての活動内容を細かく

６３万人が無業者」であり「早期退職者は高卒・

経済状況の厳しさだけではなく、「働くこと」と

となっていることも考えらます。「働くこと」と「生きること

キャリア教育推進協議会」は県下でも先進的取組であり

きる子どもを育てるという共通の土俵となり、今後

に限らず子どもを逞しく育てる活動でもあります

図から「キャリア

階（成長過程）

がら、職業に関心

分の生き方」についてしっかりとした

を持ち、社会的

分が満足できる

力や態度を育てる

しかし「自分

いくことは、少子化

社会では極めて

校では、望ましい

自分の役割を

て努力する能力

田上 幼・小・中一貫で社会性育成＝

しの記事が掲載されました。 

、教委が初会合を持ち、「田上キャ

されました。当協議会の設立により、職場体

によって育てることができます。また、

として浸透を図っていくことがで

地域との連携や役割分担を図り、子ど

し、「田上の１２か年教育」を支え
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に関する報告書で「キャリア」

自己と働くこととの関係付け

したものです。 

」を開園しました。新たな保

中学校へつないでいくという

たくましい子ども」として、キャリ

入れました。 

その柱とは「共に生きる」「自

！ 田上」の５つを柱としまし

げる」、「目標を持ち努力する

どものもつ力を学校、家庭、地域

であり、「田上のキャリア教育」

協力が必要です。 

生活すること、学校全体のため

中学校のキャリア教育全体計画

かく作られています。 

・短大卒等４割、大卒３割」

と「生きること」の自覚が十

きること」の自覚を育てる教育

であり、学校、家庭、地域一体

今後の広がりが期待できるも

でもあります。（文責 教委 田村） 

キャリア教育」とは、各学校段

）で、自分の役割を果たしな

関心を持ち「働くこと」や「自

についてしっかりとした考え

社会的・職業的自立と自己実現（自

できる生き方）ができるような能

てる教育といえます。 

自分らしい生き方を実現」して

少子化や体験不足で情報過多

めて難しいことです。だから学

ましい人間関係を作りながら、

を遂行する力や目標に向かっ

能力を育てる必要があります。

中
１
の
職
場
体
験
＝
自
動
車



 

 

 

既にご利用された方も多いと思いますが

ミュニティセンター脇テニスコートが

コートとして整備されました。ぜひご
 

＜使用方法＞ 

・事前申し込み制です。使用日 2週間前

ます。予定が空いていれば、当日

ます。 

・テニスコートとしての利用のほか

ートとしてもご利用できます。 

・道具の貸出は行っておりません。

・田上町公民館（57－3114）もしくは

ニティセンター（57－5355）へお

い。（申請書の提出が必要です）

 

「たけの子」に関するお問い合わせ･･･田上町教育委員会学校教育係

町教育委員会では、指導主事が小学校入学前

教育委員会に相談するのはちょっと

てみてはいかがでしょうか。特にお子

るのではないか、と不安を抱えている

まだまだ入学なんて先のこと･･･という
 

 

＜相談の一例＞ 
・来年小学校へ子どもが入学
くて困っている。学校でじっと

     ・友達とうまく遊べなくて
う･･･  
・体の弱い子なので、学校

 

★相談はこちらまで  田上町教育委員会
    
＜＜＜＜町教育相談会町教育相談会町教育相談会町教育相談会のごのごのごのご案内案内案内案内＞＞＞＞    

今年は 8 月 8 日（月）を予定しています

面談形式で開催します。入学前に心配

 

大人から子どもまで参加できます

いますが、田上町コ

テニスコートが多目的人工芝

ぜひご利用ください！ 

週間前より受付し

当日でも申込受付し

のほか、フットサルコ

 

。 

もしくは田上町コミュ

へお申し込みくださ

） 

田上町教育委員会学校教育係 0256－57－6114

原ヶ崎交流センター

く町民の皆様に開放を

ホールにはグランドピアノが

サートも開催できます

は、会議室やサークル

きます。また、児童用図書

ご利用を希望する

－3114）もしくは原

4378）までお問い合わせください

 

※学校の夏休み期間

るため、一般の方への

のみとなります。ご

 

小学校入学前からでも教育に関する相談を受付

するのはちょっと…という方は、幼児園・幼稚園または保育所

子さんを育てにくい、と感じている方や、

えている方であれば、まずは相談してみることをお

のこと･･･という方も、早めに相談すれば早めに解決できることもあります

入学するんだけど、落ち着きがな
でじっと座っていられるか心配･･･ 

べなくて、時々トラブルを起こしてしま

学校生活についていけるか心配･･･         
などなど 

田上町教育委員会 0256－57－6114  受付：平日午前

しています。来年度小学校入学のお子さんをお

心配なこと･不安なことがあればぜひこの機会

※後日、対象者

昨年度の準備期間を経て、ついに今年度

ーツクラブが発足しました。現在約

ります。健康な身体は前向きな心を

動かす習慣をつけるのに、ぜひご活用

※活動案内については、クラブからの

覧ください。 

問い合わせ：田上スポーツクラブ

   ０２５６－５７－５６５１（
できます 
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センター（旧竹の友幼稚園）は広

を行っています。 

ホールにはグランドピアノがあり、ミニコン

できます。以前教室だった場所

やサークル活動の場としても利用で

児童用図書コーナーもあります。 

する方は、田上町公民館（57

原ヶ崎交流センター（57－

わせください。 

期間中は児童クラブで利用す

への開放は夜間及び日曜日

ご了承ください。 

受付けています。 

保育所の担任の先生に相談し

他の子と大きく違ってい

してみることをお勧めします。 

できることもありますよ。 

         

平日午前 9 時 30 分～午後 5 時 

さんをお持ちの保護者を対象に、

機会にご相談ください。 

にチラシを配布します。 

今年度より田上スポ

現在約 100 名の登録があ

を生みます。身体を

活用ください！ 

クラブからの案内チラシをご

スポーツクラブ 

（田上町公民館内）   


