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和泉中学校　新泉小学校　和泉小学校

平成27年４月の開校まで、あと4年となりました。3月26日に行われた小中一貫教育校設計業者選定の
プロポーザルでは、２次審査に残った4者の中から最優秀として日本設計（株）が選定されました。
新校舎と既存中学校校舎を一体化し、「児童・生徒が」「教師が」そして「地域と」繋がる小中一貫教育校
の提案がありました。いよいよ、未来の新しい学校が具体的に見えてきました。新しい学校の施設に
想いを馳せながら、23年度も教育の質を高め、子供たちがよりよく育つ小中一貫教育を進めていきます。

平成23年度 新泉･和泉地区

小中一貫教育がスタートしました。

「自ら考え、行動し、よりよく創り出す子ども」を目指して

拓き・高め・繋がる
小中一貫教育

小中一貫教育コーディネーター  教科部会・教科外部会の担当紹介
イラストは新泉・和泉地区小中一貫教育校基本
設計業務プロポーザルのために描き起こされた
もので、最終的な完成予想図ではありません。
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4月 5月 6月 7月 8月

●22日（日）新泉小
   85周年行事
●２８日（土）和泉中運動会

■１７（火） 6年

①７日（木）和泉中

○7号誌発行 ○8号誌発

②６日（水）和泉小研究授業
③２１日（木）午後

④2６日（金）午後 ⑤7日（水

●15～１７弓ヶ浜
●２９～１富士学園
■１３（月） ６年
■１４（火） ５年
■２１（火） ５年

●保護者①
●６年児童①

●5・６年児童① ●６年児童②
●中１生徒①

分析 発信

■１３（火）

●５日（日）新泉小運動会
●１１日（土）
   和泉小芝生１０周年集会

●１4日（木）
授業体験・部活動体験

●4日（木）5日（金）
夏休みおもしろ実験教室

○１７日（日）
新泉ぼんぼん踊り

○２７日（土）
和泉GPコンサート

○3日（土
各校重点行事

３校合同行事

2校合同行事
（■小・小交流）

３校合同研究会

小中一貫アンケート

３校ニュースレター（広報誌）

小中一貫教育スケジュール

小中一貫教育校で伸ばす小中一貫教育校で伸ばす！ 夢を実現するための力小中一貫教育校で伸ばす
23年度 新泉･和泉地区
小中一貫教育研究の

児童・生徒および教員の
交流の充実を図ります。

研究授業によ
一貫性を追究

学びの意欲と質を高める小中学校教

教員相互の交流の充実を図ります。（全教員の兼

児童・生徒の交流による、よりよい理解

小中一貫教育への理解の推進

●以下の教科において、定期的な授業指導

●全教科で不定期な授業指導の交流を行い

単元や学習内容により、全教科で指導交流を

算数・数学 和泉中第３学年の基礎

音楽 新泉小・和泉小第６学年

図画工作・美術 和泉中第３学年の授業

技術 和泉小の授業支援、新

国語 新泉小・和泉小第６学年

英語 新泉小第５・６学年の授

●小中一貫教育の日、学校行事だけでなく、日常的な児童・生徒の交流を図ります。 

●小学校同士の交流を図ります。

小中一貫教育の日（10月31日）　3校の全児童生徒・教職員が集まり  和泉小でのお弁当大会

部活動交流  児童会・生徒会交流  スポーツ交流  夏休みおもしろ実験教室  など

６年生は月1回程度の  授業交流  弓ヶ浜移動教室  での交流

５年生は学期１回の  授業交流  富士学園移動教室  での交流

３・４年生は  学芸会  和泉フェスタ  交流

１・２年生は  芝生でお弁当大会の後  の交流

1 2

○小中一貫教育ニュースレターを年間4回発行し、小中
一貫教育の各取り組みを検証し、理解を深めます。
○小中一貫教育ホームページ（３校合同）の充実を図り、
取り組みの様子を随時発信します。

での交流

での交流



9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

発行 ○9号誌発行 ○10号誌発行

水）和泉中研究授業 ●杉教研
⑥５日（水）新泉小研究授業

⑦３０日（水）
和泉小英語活動研究授業

⑨８日（水）和泉中

●5・６年児童②
●中１生徒②

●保護者② 分析 発信

） ６年 ○分区連合運動会
●１１日（火）狂言教室（５・６年）
■１８（火） ５年

●１０日（木）学芸会交流（新泉小）
●１７日（木）学芸会交流（和泉小）
■２２（火） ６年

■２４（火） ６年
■３１（火） 5年

■２１（火） ６年

●31日（月）
3校交流お弁当給食

土）さざんかフェスタ ●１日(土）和泉小運動会 ○６日（日）
ミラクルタウン（和泉小）
○２７日（日）新泉親子マラソン

す！ 夢を実現するための力小中一貫教育校で伸ばす！ 夢を実現するための力す！ 夢を実現するための力

る指導内容・方法の
します。

各教科およびその他の
カリキュラム開発を行います。

員の指導の連携

兼務発令を行っています。）

学びの意欲と質を高める特色ある教育（言葉の教育）
●杉並能楽堂で狂言教室を行います。（地域で学ぶ）小学校高学年対象 
●小・中学校言葉の教育及び書道の充実を図ります。

連続した教育課程の実施による学びの共有化（カリキュラムの作成）

キャリア教育の充実および生活指導の共通化
●新泉・和泉地区キャリア教育推進プログラムを実施します。また、3校が共に生活
指導・進路指導の充実を図ります。 

学習情報センターによる主体的な学びの形成
●地域の学校連携による学習情報センター構想を推進します。また、学びの基盤と
なる調べ学習・読書活動の充実を図ります。 
＊学校図書館司書による連携

導の交流を行います。

います。

を行います。

礎の時間の授業

年の授業、和泉中の授業

業、新泉小第６学年の授業

新泉小の情報教育の授業

年の授業

授業

●９年間の連続したカリキュラム作成 （小中一貫教育校 シラバス作成）を行います。

弟子入り体験
（和泉小３年）

赤ちゃんだっこプログラム
（和泉小6年）

保育園幼稚園活動体験
（新泉小6年）

職業体験
（和泉中2年）

起業家体験
（和泉小6年・和泉中1年）

＊人生の先輩から学ぶ進路指導の機会の充実 
＊地域で学ぶ機会の充実

3 本 柱
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。



柱としました。また、新泉小・和泉小・和泉中の全教員が、相互に教えられ
る兼務発令を行っています。そして、8教科部会・３教科外部会の11部
会で年間を通して研究を進め、取り組みのビフォー･アフターを検証し、
発信していく計画です。
　新泉・和泉地区の小中一貫教育は7年目を迎えました。質の高い
授業・温かなふれあい・豊かな学校生活を目指した小中一貫教育は、
始動期から充実期を越え、発展期を迎えています。計画的・長期的・
組織的な対応により、小学校と中学校が分かり合うから生かし合う段階
に進んでいます。
　3校の教職員が心を合わせ、小中一貫教育を進めてまいりますので、
本年度も地域の皆様、保護者の皆様のご理解とご協力をよろしく
お願いいたします。

　4月7日（木）の午後に、新泉小・和泉小・和泉中の教員全員が和泉中
に集まって、平成23年度の小中一貫教育がスタートしました。今年度の
キャッチフレーズは「小中一貫教育校で伸ばす！夢を実現するための力」
です。自信をもって自らの人生を切り拓いていく子供を育てようと3校の
教員が力を合わせて、取り組んでいきます。
　今年度は、①児童生徒及び教員の交流の充実　②研究授業による
指導の交流　③各教科及びその他のカリキュラム開発　を研究の3本

杉並区立和泉中学校 校長

由井 良昌

平成23年度　小中一貫教育のスタート
杉並区立新泉小学校 校長

鶴巻 景子
杉並区立和泉小学校 校長

相馬 季子

〒168-0063  東京都杉並区和泉2-17-21
tel.03-3322-4254  fax.03-3322ｰ8336
url.http://izel.sakura.ne.jp/izumi/

〒168-0063  東京都杉並区和泉2-17-14
tel.03-3322-7671  fax.03-3322ｰ3574
url.http://www.suginami-school.ed.jp/izumichu/

〒168-0063  東京都杉並区和泉1-44-26
tel.03-3322-4251  fax.03-3322ｰ2761
url.http://www.suginami-school.ed.jp/shinsenshou/

杉並区立 和泉中学校

小中一貫教育ニュースホームページ　　http://www.suginami-school.ed.jp/shinsen-izumi/

杉並区立 新泉小学校 杉並区立 和泉小学校

■平成23年度　第１回　新泉・和泉地区小中一貫教育校設置協議会開催について
日 時：
会 場：

平成23年５月23日（月）14:00～
新泉小学校

内 容：小中一貫教育校の設計プロポーザルの結果について、選考委員より説明があります。
設置協議会は公開しておりますので、傍聴希望の方は事前に各校副校長までご連絡ください。

お 知 ら せ

小中一貫教育コーディネーター  教科部会・教科外部会の担当紹介小中一貫教育コーディネーター  教科部会・教科外部会の担当紹介小中一貫教育コーディネーター  教科部会・教科外部会の担当紹介

新泉小学校

秋元

○中村・脇山・西村

秋元

篠田・瀬下

有澤

岡

木下

○柿添・内田・福田・平林

高原・高橋

鈴木・伊東

福田・森・伊東・北

三浦・池田

○鈴木・塩田

○畠山・伊藤

坂井・能登

小田切・貝原

宮本・國光・明比

片岡・井出・山田

小松・小杉・川口・都木

都木・山下

○小杉

小松・生川

志津野

○影山

○川口・瀬戸

勝俣・鈴木

○小川

コーディネーター

国語・読書

社会

算数・数学

理科

音楽

図画工作・美術・技術家庭

体育・保健

英語

和泉小学校 和泉中学校

新泉小学校

秋元・内田

中村・瀬下

篠田・木下

片岡・能登

國光・鈴木

伊東・宮本

小松・勝又・都木

志津野・瀬戸

川口・小杉・鈴木

キャリア教育

児童会・生徒会活動

生活指導

和泉小学校 和泉中学校

平成23年度の「小中一貫教育コーディネーター」と各「教科部会」「教科外部会」の担当教員が決定しました。一年間よろしくお願いします。
各担当教科の教員が話し合った計画や意見をコーディネーターが取りまとめ学校間の調整を図り、小中一貫教育を推進していきます。

■小中一貫教育コーディネーター・教科部会

■教科外部会

（○印→各教科部会　チーフ）


