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        「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 0256－57－6114 

１ なぜリーフレットを作成したか 

  「３歳までに心の基礎を、６歳までに躾の基礎を、９歳までに言葉

の基礎を、文(ふみ)の基礎は１２歳までに、理(ことわり)の基礎は１５まで」

と言われています。人生 80年といいながらも、この３歳から 15歳は

人の根幹を育てる教育の最適時です。「田上の 12 か年教育」はまさに

この時期をとらえて、田上の総力を挙げて子どもを育てる営みです。 

リーフレット作成の意図は… 

（１）12か年を貫く考えを明確にして、家庭・学校・地域の役割とそ

れぞれの立場でやることを具体的に示し、全町民・全教職員の力を

結集するため。 

（２）リーフレットを活用し「教育の町 田上」を外部に発信し、幼・

小・中で一貫して指導することを明確に示すため。 
 

２ 「田上の 12 か年教育」を強く進めていくために 

（（（（１１１１））））家庭家庭家庭家庭のののの２２２２つのつのつのつの柱柱柱柱    

柱①【「我が家の約束」を作る】 

親（家庭）は「①食事をつくり子どもの健康な体をつくる。②言葉を整え、

豊かなこころを育てる。③我慢を教え、たくましく生きる術（すべ）を教える。」

このことを町ＰＴＡが中心となって「我が家の約束」にまとめて、田上の子どもを育てていきます。 

柱②【親（家庭）はゲームやネットの管理を行う】 

無制限のゲーム遊びやテレビの視聴は、子育てに必要な時間を根こそぎ奪っていきます。家庭は「ノーテレ

ビ・ノーゲームデー」を設けて子育てに必要な時間を作り、団欒や読書に使ってほしいと思います。12 か年

の小さいけれど継続したこの時間の積み重ねが子どもを育てていきます。 

（（（（２２２２））））園園園園・・・・学校学校学校学校のののの５５５５つのつのつのつの柱柱柱柱＝「＝「＝「＝「田上田上田上田上のののの 12121212かかかか年教育年教育年教育年教育」」」」をををを貫貫貫貫くくくく理念理念理念理念    

 

 

  そして「今」最も育てなければならない力を３点に絞りました。それは 「①聞くこと ②考えを伝える

こと ③自分の役割をやり遂げていくこと」の３つです。 

この力を育てるために保育士や教職員がどのように子どもに働きかけていくかを具体的に示しました。保育

士や教職員は心を一つにして田上の子どもを育てていきます。 

（（（（３３３３））））切切切切れれれれ目目目目ののののなななないいいい支援支援支援支援＝＝＝＝田上田上田上田上のののの特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育    

  田上の特別支援教育を「すべての子どもが参加できる学びを目指す」という広い概念でとらえました。子ど

もたちは、障害の有無に関わらず友達関係がうまく作れない、生活のペースがみんなと違うなど様々な「困り

感」を持ちながら生活しています。親や担任が子どもの困り感に気付き、特別な支援が必要だと思った時は、

いつでも学校や教育委員会に相談下さい。 

困り感を持つ子どもには、園・学校の区分なく、幼・小・中と連続し社会性を育てながら個別の支援に当た

っていきます。特に生活や学習に個別の支援が必要な子どもには特別支援学級で丁寧な指導を行います。 

（（（（４４４４））））地域地域地域地域へのへのへのへの期待期待期待期待    

  地域での職場体験や語り継がれた地域の伝統文化、豊かな自然とのふれあいなど、地域には子どもを育てる

土壌が多くあります。この恵まれた田上の自然、人材、組織を有効に結びつけ、田上を愛し将来を担う子ども

を育てていかなければなりません。学校・家庭・地域が連携し、子どもを育てるネットワークをもっと強くし

ていくことが必要です。キャリア教育推進協議会は、地域の子どもを育てるために惜しみなく協力してくださ

っています。地域は「田上の 12か年教育」推進の大きな力となっています。 

柱①【大好き 田上】    柱②【ともに生きる】    柱③【自分のことは自分で行う】 

柱④【やり抜いて進む】   柱⑤【将来への夢を持つ】 



 

        

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 27条により、下記の経過を経て議会へ報告いたしました。 
 

Ⅰ 経緯等について 

１ 経緯 

 （１）国では 

  ・平成 19年 6月に教育三法を改訂、20年 4月から施行 

  ・地方教育行政法第 27条に、「教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、教育委員会自

らが点検・評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに公表する。」ことが義務付けら

れた。また、「点検・評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図る。」こと

が示された。 

 （２）新潟県では 

  ・平成 20年 3月に「教育に関する事務の点検及び評価の実施に関する規則を制定し、毎年前年度分の点検及

び評価を学識経験者（新潟大学副学長、上越教育大学教授）の知見を得て行うこととした。 

  ・点検・評価を行い県議会へ提出した。 

 （（（（３３３３））））田上町田上町田上町田上町ではではではでは 

  ・平成 22年 10月より「教育に関する事務の点検及び評価の実施に関する規則」の制定に向け協議を始める。 

  ・平成 23年 3月に「教育に関する事務の点検及び評価の実施に関する規則」を制定し、平成 23年 4月の

実施を決定。 

   ① 田上町教育委員会が定める「「「「田上田上田上田上のののの教育行政教育行政教育行政教育行政のののの重点重点重点重点」」」」をををを点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価のののの対象対象対象対象とするとするとするとする。。。。 

   ② 学識経験者は、新潟経営大学教授 中島 純 様、社会教育委員長 吉沢 卓 様にお願いする。 

   ③ 協議会（田上町教育委員会規則第 12条）を開催し、点検・評価を行う。 

   ④ 田上町議会 9月定例会を目途に議会へ提出する。 

２ 点検・評価について 

  ・平成 22 年度の「田上の教育行政の重点」の大項目毎に成果と課題に 

分けて表記し、自己評価の結果をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの 4 段階で評価する。 

３ 協議会の進め方 

  ・資料に基づき教育長が評価の概要について説明する。 

  ・学識経験者、教育委員が意見を述べ、協議結果を踏まえ加除修正の上報告書とする。 
 

Ⅱ 報告書について 

１ 点検・評価項目 

  ・平成 22年度教育委員会として重点的に取り組んできた「田上の教育行政の重点」の中から、 

「田上の 12か年教育」をはじめ「知育・徳育・体育」そして「特別支援教育」に対応する事業の 

6項目について点検・評価を行いました。 

  ・生涯学習分野では講座、講習会、体育、文化展示、レクリエーションをはじめ 7 項目の重点施策につ

いて点検・評価を行いました。 

２ 点検・評価の概要 

＜＜＜＜学校教育係学校教育係学校教育係学校教育係＞＞＞＞                      ＜＜＜＜生涯学習係生涯学習係生涯学習係生涯学習係＞＞＞＞ 

事 業 名 評価  事 業 名 評価 

田上の 12か年教育 A  生涯学習推進体制の整備充実・地域活動の振興 B 

確かな学力の向上  B  学習機会の拡充と活性化 A 

豊かな心の育成  A  青少年健全育成の推進 B 

健やかな身体の育成 A  スポーツの振興と体力・健康づくり A 

自律を促す生徒指導の充実 A  芸術文化の振興と文化財保護の推進 A 

自立や社会参加を目指す特別支援教育の充実  A  国際理解と交流の推進 C 

   指導体制の整備 C 

 

※点検・評価の詳細内容については、町ホームページよりご覧いただけます。 

教育委員会の「通信簿」

のようなものです。 



 

 

 

 

        
「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 0256－57－6114 

田上町田上町田上町田上町のののの教育点検教育点検教育点検教育点検・・・・評価協議会評価協議会評価協議会評価協議会    

    田上田上田上田上町教育委員長町教育委員長町教育委員長町教育委員長    大矢大矢大矢大矢    宏宏宏宏    

戦後間もない昭和 22年に制定された教育基本法

は 60年が経過。この間、科学技術の進歩や、情報

化、国際化、少子高齢化など、わが国の教育を巡

る状況は大きく変化しました。それとともに様々

な課題が生じており、教育の根本にさかのぼった

改革が求められ、教育に関する憲法というべき教

育基本法が平成 18 年 12 月に改正、教育新時代を

迎えました。 

教育基本法改正に伴い、関連法である教育行政

の在り方に関わる教育委員会制度を中心とした

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が

一部改正されました。田上町教育委員会は責任体

制の明確化のため、教育の基本的な方針や規則の

制定・改廃などの事項についても合議制の教育委

員会が責任を持って管理・執行し、また、効果的

な教育行政の推進、町民への説明責任を果たすた

め、自らの活動状況の点検評価を行い、その報告

書を議会に提出し、公表することといたしました。 

田上町の教育に関する事務の点検・評価につい

ては、前述にて詳細に記載されております。ここ

に至るには事務局の用意周到なご苦労がありまし

た。また、外部学識経験者として、いつも子ども

たちに関心を寄せ、地元の教育事情に精通されて

おられる社会教育委員長 吉澤 卓 様、学生との関

わりなどで田上町の教育にご理解・ご協力をいた

だいております、新潟経営大学教授 中島 純 様の

お二人より、ご高説やアドバイスを頂戴しており

ます。おかげさまで、初の「点検・評価の協議会」

がスムーズに終了し、報告書を議会に提出、公表

することができましたことを、謹んでお知らせ申

し上げます。 

さらに田上町教育委員会は、学校教育と社会教

育の密接な連携のもと、12 か年教育の充実と、学

ぶことで心豊かな人生を送るための生涯学習社会

の構築を推進して参ります。 

群竹群竹群竹群竹のようにぐんぐんとのようにぐんぐんとのようにぐんぐんとのようにぐんぐんと    

新潟経営大学新潟経営大学新潟経営大学新潟経営大学教授教授教授教授    中島中島中島中島    純純純純    

こんにちは、新潟経営大学の中島です。大学では、

教職課程を担当しています。田上町には、公民館のゆ

うゆう教室で学生がボランティア活動に参加させて

いただいたり、中学校で教育実習生がご指導いただい

たりと、日頃からたいへんお世話になっています。こ

の度、教育委員会の「田上町教育の点検及び評価」事

業にかかわってお手伝いをさせていただきました。 

「田上の 12か年教育」が本格始動しました。12年

というのは干支のめぐりでいえば、人生の一つの節目

です。特にこの 12 年間は人間形成の黄金期、生涯に

わたる発達において特に重要な意味を持ちます。  

平成 18年に改定された教育基本法の第 10条で、「父

母その他の保護者」を、「子の教育において第一義的

責任を有する」とし、さらに、「国及び地方公共団体」

は、「家庭教育の自主性を尊重」し、保護者に対して

は、「家庭教育の支援するために必要な施策を講じる」

ことが明示されました。 

親、家族が、わが子の教育に責任を持つということ

は論を俟（ま）ちません。ですが、家庭の生活事情、

環境はさまざまですし、経済的格差も存在します。現

実に、どの家の子にもひとしなみに充実した教育を、

というのはむずかしい状況にあります。その点、田上

町は、一中学校区の町です。まちぐるみで人を育てる

のにふさわしい規模です。学校にいる“気になる子”、

“困っている子”の抱える問題を、“町の問題”とし

て受け止めることができる。しかも、幼・小・中の各

校種が連携することで、教育のバトンリレーが可能に

なり、長い目でじっくりと見守ることができます。ま

た、異世代交流の可能性が広がり、少子化、核家族化

がもたらす諸課題を地域でささえる環境が整えられ

ていくことになるでしょう。 

田上町はまちぐるみで、人づくりを進めていくのに

理想的な環境です。知育・徳育・体育、そして食育。

群竹のように、ぐんぐんと天に向って伸びていき、ま

っすぐで、しなりのある若者に成長していってほしい

ものです。 

 

３ まとめ 

   外部の学識経験者から「田上の 12 か年教育」について評価するお言葉をいただきました。未来

を生きる「田上の子ども達は田上で育てる」を大切にしながら、教育の質の向上はもとよりトー

タルシステムとしての田上の教育を構築していかなければならないと肝に銘じております。 

また、生涯学習においても、近年公民館類似施設の設置やカルチャーセンター、放送大学など

による学習機会の増加のもとで、あらためて公民館の役割が問われています。 

各事業の質を高め、地域のニーズにあった事業を展開し、田上の担い手を育てることが急務と

考え、更なる発展充実を目指し鋭意努力する所存であります。 

 



 

 

 

一人では登れない壁も･･･ 

 

田上町公民館では毎年学校の夏休みに合わせて、自然の中でのアドベンチャー活動等を通じて協力する

ことの大切さ、人との信頼関係をどうやって築いていくかなどを体験してもらう「妙高青少年研修」を実

施しています。今年はあいにくの空模様でしたが、参加した子どもたちや、学生・青少年ボランティアス

タッフともにたくさんの貴重な体験をしてきました。ぜひ日常生活・学校生活でも今回学んだことを活か

してください。また来年も参加お待ちしています！ 

 

        「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 0256－57－6114 

田上小学校は平成 17年度から 21年度まで国立教育政策研究所より「わが国の伝統文化を尊重する教育

に関する実践モデル事業」の指定を、さらに平成 21年度から 3年間、新潟県小学校教育研究会より「音楽

科」の研究指定を受け、「田上の伝統や文化を自己化する子どもの育成」を研究主題として実施してきまし

た。去る 10月 12日（火）その集大成ともいえる発表会が、県下から約 180名の先生方を迎え、盛大に執

り行われました。地域の皆様のご協力、教職員による効果的な授業の組み立て、そしてなにより子どもた

ちのもつ力により、田上の文化・伝統音楽が地域から子どもたちへ伝承されていました。これらの学びが

地域社会のエネルギーとして還元されていくことを願っています。 

ボランティアスタッフの声 

・リーダー、サブリーダーに立候補する子

がいてよかった！ 

・小学校４年～中学生の難しい時期の子ど

もたちを指導するのは大変だった。 

参加者の声 

・まず「支えあう」「声をかけ合う」。この

２つから協力の意味がわかりました。 

・失敗をせめるんじゃなくて、次成功する

ための方法を皆で考え、それを協力し合い

ながら実行しました。 

新潟大学 伊野教授による講演 

自分たちの民謡をつくって… 
まりつき上手にできるかな。いちもんめの いちすけさん♪ 

子どもたちによる大人顔負けの田上甚句 

うまく火をおこせるかな？ 

子どもたちだけで火お

こしからカレー調理ま

でできました！ 


