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「田上の 12 か年教育」と「まちづくり」～「まちづくり」は「人づくり」～ 

                  田上町教育長 丸山 敬 

「三つ心、六つ躾
しつけ

、九つ言葉、文
ふみ

十二、 理
ことわり

十五で末
すえ

決まる」

と江戸時代の諺にありますが、人生 80 年時代を迎えても、 

3 歳から 15 歳は人の根幹を育てるもっとも大切な時期である

ことには変わりがありません。田上町では、教育の最適時期を

とらえて「「「「田上田上田上田上のののの 12121212 かかかか年年年年教育教育教育教育」」」」を推進しています。 

 昔から教育の現場では、9~10 歳あたりを境に子どもの思考

に大きな変化が現れること、教育学や教育心理学の世界では

「10 歳の壁」として広く知られていました。脳科学者 篠原菊紀氏

の知見によれば、ちょうどこの時期に前頭葉の発達がピークを

迎えます。脳は場所によって役割が違います。たとえば、後頭

葉は見えるものの処理を行い。側頭葉は聞いたり理解したりを 

行い、頭頂葉は動きや感覚の処理を行います。前頭葉は、それらの場所で処理された情報を総合的に組み立て

て出力するという大切な役割を担っています。その前頭葉がほぼ完成するのが個人差はありますが大体 10.5

歳、その後も成長は続きます。だから 10歳までの教育が重要と言うことになります。前頭葉が 10歳以降にう

まく働いてくれるよう、いい刺激をたくさん与え、上手に成長させるかが肝要となります。たとえば、小学 1,2

年生でひらがなや漢字の書き取りをたくさんやることは、一見詰め込みのようですが、前頭葉の鍛え方として

は理にかなっていると言われます。書き取って覚えるときの工夫そのものが前頭葉にとって重要な刺激と言わ

れています。 

 前頭葉をきちんと成長させるには、学習のほか生活のリズムをきちんと整え

ること、生活のリズムと脳の発育には密接な関係があることも分かってきまし

た。安定した生活リズムを作るには、「規則正しい睡眠」、「適度な運動」、「規則

正しい食事」が欠かせません。前頭葉の発達のためには、自分で物事が考えら

れるようになる 9~10歳までに、正しい生活のリズムが出来上がっていることが

もっとも大事です。この時期に夜遅くまで頑張って勉強させるよりも、早寝早

起きや規則正しい食生活を実践させてあげるほうが、ずっと頭のよい子に育つ

のです。 

そしてお手伝いをさせてください。実は国際比較で「お手伝いしなさい」ともっとも言われていないのが日

本の子ども達です。お手伝いは前頭葉を使う仕事ですし、生活のリズムを作るという意味でも大変重要と篠原

氏は強調されていました。「田上の 12か年教育」のなかでも具体的な取組として生かしています。 

 田上町では今年から 10年計画で第 5次田上町総合計画がスタートします。前期計画に「田上の 12か年教育」

が主要施策に位置づけられました。今年度から重点的に取り組むことは次の 3点に絞りました。 

①話を聞くこと ②自分の考えをまとめ伝えること ③役割を果たしてゆくこと、 

この 3点を幼児期の 3歳児から中学校 3年生までの 12年間を一貫して指導し、「志をもって 意欲的に学び

自律と思いやりの心をもつ たくましい子ども」を育てることとしております。 

この実現には、学校、家庭、地域が認識を共有し、同じ方向を向いて協力し

ていくことが重要です。町を挙げて「田上のこどもは田上で育てる」の人材育

成が田上の町づくりに大きく寄与することと期待しております。今後、この紙

面を通して、「田上の 12か年教育」のポイントについて順次掲載し理解の一助

にしていただければと考えております。 

 



 

「田上の１２か年教育とは？」の質問にズバリ答えるなら、 

  １ 話を聞くこと  ２ 自分の考えをまとめ伝えること  ３ 役割を果たしてゆくこと 

の３点を幼児園３歳児から中学校３年の１２年間一貫して指導し、「志をもって 意欲的に学び 自律と思

いやりの心をもつ たくましい子ども」を育てるのが、「田上の１２か年教育」です。 

 １２か年間、園小中学校で一貫して指導する内容を具体的に、 

しかも重点化したものが「田上の１２か年教育の重点」です。 

【Ａ 竹の友幼児園】 

１ 生活と遊びの中で健康な心と体をつくる 

生活と遊びの中で衣服の着脱などの生活技能、人間関係、ルールを

守ること、さらにふるさとを学び、体をつくっていきます。 

２ アプローチカリキュラム 

12か年教育の目玉は、「幼児園と小学校を円滑につなぐ時間割の実

施（アプローチカリキュラム）」です。小学校入学前に昼寝をなくし座っての

作業やワークを実施し、小学校に近い生活を一部取り入れ、すでに実施しています。(小学校では「スタートカ

リキュラム」でつなぐ) 

【Ｂ 義務教育期：小中学校共通の重点】 

１１１１    ≪知を鍛える≫        ◎重点 １    授業改善をおこなう ２ 学習習慣をつくる 

  子どもに学力をつけるとは、変化の激しい社会を生き抜く力を育てることです。学力をつけるため

に学校と家庭の役割を確実に果たしていくことを重点にしました。 

  教師の仕事は、「子どもに分かるように教えること」。子ども一人一人を理解し教え方を工夫し教師

自身も学んでいきます。また web配信システム（月々の単元テスト）を使い確実な定着を図ります。 

家庭では学習習慣を育てるために学ぶ環境を整えます。例えば、週１日のノーテレビ、ノーゲーム

日を設け、静かで落ち着いた雰囲気を作り出して、読み聞かせや家庭読書の日、静かな中でじっくり

と問題に取り組み考える時間にしてみるのも素晴しいことではないでしょうか。 

２ ≪心を鍛える≫  ◎重点 １ 豊かな心を育てる ２ 社会性を育てる 

子どもは優れた直感を持ち素直です。しかし一方で人間関係の希薄さ、規範意識の低下、実体験の

不足から様々な問題を引き起こしています。この解決を図るには、豊かな心と社会性を育成すること

が求められています。具体的には、体験活動を重視し心に染み込むような道徳の授業を工夫し、全教

育活動を通して思いやりの心や生命尊重の心を育てます。また目標や志をもち、自分のよさに気付き、

それを集団や社会生活（学校生活や家庭生活等）で生かしていく知恵を育て、一方集団生活を通して社会のルー

ルを理解し身に付け社会性を育んでいきます。 

３ ≪体を鍛える≫ ◎重点 １ 体力向上に努める  ２ 望ましい生活習慣をつくる 

健康な体は、生きていく意欲や生活など全ての土台です。この１２か年は人生 80年を生きる健康な

体づくりにとって最も大切な時期です。生活様式の変化から子どもの体力低下が社会問題になってい

る中、学校は発達段階に応じて計画的に体力づくりを行います。子どもの弱い種目を捉え「１学校１

取組」を集中的に取り組んでいます。当然運動好きになる指導の工夫も行います。 

一方健康管理を含め体づくりは家庭の大きな役割です。人生80年を生きる健康な体を育てるために、

よき生活習慣とバランスの取れた食生活は、何にも換えがたい親から子どもへのプレゼントと言えま

す。健康な人生を保障する親の責任は大きいと言えます。 

４ ≪特別支援教育を進める≫ 全ての子どもの学びづくり・生活づくり 

◎重点 １ 全校体制で特別支援教育に取り組む  ２ 学びやすさにつながる授業の工夫 

  特別支援教育は一部の子どものことではありません。様々な問題をかかえて、困り感を持ちながら

生活している子どもが多くいます。一人一人の子どもの状況を理解し、必要に応じて個別の指導計画

を作っていきます。また、学びやすい環境づくり、授業づくりを工夫していきます。 

 

≪小学校スタートカリキュラムの一場面≫ 
５年生から盛り付けしてもらう１年生 

「田上の１２か年教育の重点」の詳しくは田上町教育委員会ホームページをご覧ください。 
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竹の友幼児園 

新任の園長 有本久美子です。 

よろしくお願いします。 

竹の友新入園児 54 名（0 歳…7 名、 

1 歳…12 名、2 歳…12 名、3 歳…21

名、4 歳…0 名、5 歳…2名）を加え、

264 名の園児でスタートしました。 

安心・安全な保育環境を築き、次の

３点を重視します。 

１１１１        養護養護養護養護とととと教育教育教育教育のののの一体化一体化一体化一体化のののの充実充実充実充実…子どもの生命の

保持と情緒の安定を図り（養護）、健康・人間関係・

環境・言葉・表現の５領域を通して心情・意欲・態

度などの育ちを適切に援助（教育）します。 
 

２２２２    キャリアキャリアキャリアキャリア教育教育教育教育をををを柱柱柱柱とするとするとするとする［［［［田上田上田上田上のののの１２１２１２１２かかかか年教年教年教年教

育育育育］］］］    のののの土台土台土台土台をををを担担担担うううう縦縦縦縦のののの連携連携連携連携（幼小連携…〈聞く・

伝える・片付ける楽しさ〉アプローチカリキュラム）

横の連携（家庭・地域の生活との連続）の充実 
 

３３３３    管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士、、、、看護師看護師看護師看護師のののの専門性専門性専門性専門性をををを生生生生かしたかしたかしたかした保育保育保育保育、、、、

食育食育食育食育のののの充実充実充実充実  

 

田上小学校  『今日が楽しく、 

明日がまたれる学校』 

    校長  白井 貞一 

 これまで地域の文化や人々と一体に 

なった教育活動を展開し、文部科学大臣

表彰の受賞や県小研の音楽の指定研究

発表等数々の実績を収めてきました。 

そのすばらしい伝統を継承しつつ、児童が輝き、たく

ましく生きる力を育む教育を保護者・地域・行政と一

体となって推進していきます。そのためにも、一人一

人の教職員が力を結集し、子どもたちには学びがいが

ある学校にし、『今日が楽しく、明日がまたれる学校』

を目指します。 

 

羽生田小学校  

今年、創立 140 周年を迎える羽生田小学校は、 

“challenge 140th” 

～発見・感動・進歩の実感～ がスローガンです。 

１１１１    学校学校学校学校のののの歴史歴史歴史歴史やややや地域地域地域地域のののの文化自然等文化自然等文化自然等文化自然等をををを、、、、人人人人・もの・・もの・・もの・・もの・    

    ことがらからことがらからことがらからことがらから学学学学びびびび、『、『、『、『発見発見発見発見』』』』していきしていきしていきしていきますますますます。。。。    

        学校の教育活動を積極的に支えてくださる地

域・保護者の皆様や、地域の自然等に触れながら、

たくさんの新たな驚きを見つけていきます。  

２２２２    様様様様々々々々なななな人人人人やものなどとのかかわりのやものなどとのかかわりのやものなどとのかかわりのやものなどとのかかわりの中中中中からからからから、、、、多多多多

くのくのくのくの『『『『感動感動感動感動』』』』をををを得得得得ますますますます。。。。    

     積極的に人の思いや技、知恵に触れたり、実感

を通して学んだりすることにより、たくさんの感

動や、やり遂げた達成感を得ます。 

３３３３    1111 年間年間年間年間のののの取組取組取組取組をををを通通通通してしてしてして、、、、子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち一人一人一人一人一人一人一人一人がががが    

自分自分自分自分のののの成長成長成長成長をををを『『『『実感実感実感実感』』』』しますしますしますします。。。。    

  自らを振り返り、知・徳・体いろいろなことに

働きかけることによって、自分が１年間で大きく

成長・進歩したことを実感します。 

 

田上中学校 

田上魂あふれるあいさつの田上中 

 今年は「「「「日日日日々、々、々、々、一歩前進一歩前進一歩前進一歩前進！！！！田上魂田上魂田上魂田上魂」」」」 を合い言葉に次の

ような学校を目指します。                      

 １１１１    「「「「自己肯定感自己肯定感自己肯定感自己肯定感のあるのあるのあるのある生徒生徒生徒生徒」」」」をををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。    

・するべきことはきちんとさせて、さらに進んで取

り組ませ、認め励まし、各生徒の自己肯定感を高

めます。 

  ・学力学力学力学力をををを高高高高めますめますめますめます。。。。 

    ＊家庭学習の習慣化を、質を課題にして取り組み

ます。 

    ＊勉強する方法を指導していきます。 

    ＊「しっかり聞き、自分で考え、筋道をたてて文

章にまとめ、相手にわかるように伝える」力を

高め、課題を解決する活用力をつけます。 

２２２２    「「「「目標目標目標目標のののの実現実現実現実現にににに努努努努めるめるめるめる生生生生徒徒徒徒」」」」をををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。    

 ３３３３    全体全体全体全体のののの活力活力活力活力がががが各自各自各自各自のののの力力力力にににに還元還元還元還元することをすることをすることをすることを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。 
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＜＜＜＜それぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれは何何何何をするところをするところをするところをするところかというとかというとかというとかというと…………？？？？＞＞＞＞    

学校教育係学校教育係学校教育係学校教育係（（（（町役場町役場町役場町役場 1111 階階階階））））    

 ・教育委員会会議に関すること 
・私立幼稚園就園奨励費、就学援助（義務教育）、私立高校学費助成などご家庭への教育助成 
・各学校の施設管理、備品整備など児童生徒の教育環境の整備 

   などなど…学校での教育全般の事務を行っています。児童クラブなどの事務も行っています。 
   

生涯学習係生涯学習係生涯学習係生涯学習係（（（（公民館公民館公民館公民館））））    

 ・生涯学習、社会教育、社会体育の推進に関すること 
 ・芸術文化、文化財の保護活用など 
 ・各種スポーツ大会、主催事業の実施 

などなど…体験活動支援センターの事務も行っています。 

 

生涯学習係生涯学習係生涯学習係生涯学習係（（（（公民公民公民公民館内館内館内館内））））    学校教育係学校教育係学校教育係学校教育係（（（（役場役場役場役場 1111 階階階階））））    

＜管理施設＞ 

田上小学校 羽生田小学校 田上中学校 

（各学校スクールバス） 

竹の友幼児園（子育て支援センター） 

学校給食共同調理場 

＜管理施設＞ 

田上町公民館    町民体育館  

羽生田野球場    田上町ｺﾐｭﾆﾃｨセンター 

原ヶ崎交流センター 保明・曽根交流センター 

町営テニスコート  民俗資料館  

県の設置した機器を活用して、５月３１日より給食用食材の放射性物質検査を月

１回ペースで実施しています。詳しい検査結果・検査内容については町ホームペー

ジにて掲載してありますのでご覧ください。 

今年度予算今年度予算今年度予算今年度予算のののの目玉目玉目玉目玉    
 田上中学校屋根の大規模改修を行います。また、太陽光発電の設備設置や、ステージ照明のＬＥＤ化

などエコに対応した改修も併せて行います。太陽光発電で発電された電気は災害時の応急的な電源とし

ても活用が期待されます。 

 

壁
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校舎側の屋根に太陽光パ
ネルが設置されます 

屋根を全面改修します。

既存の屋根を新しい屋

根で覆います。 

5555 月月月月 31313131 日日日日のののの検査結果検査結果検査結果検査結果    

検査品目 放射性物質 

埼玉県産にんじん 検出なし 

田上中学校体育館屋根工事イメージ図 

こどもから大人まで生涯を通じた

学習・教育を支援しています 

田上町教育委員会田上町教育委員会田上町教育委員会田上町教育委員会    この広報紙「たけの子」
を発行しているのは、
学校教育係です 


