
【大仙教育メソッド：平和中学校区】 【大仙教育メソッド：西仙北中学校区】

小・中連携 地域との連携（公民館等）
組取る係に携連るあ色特組取る係に携連るあ色特

Ⅲ：活かす力
い

○伝統を引き継ぐ体験学習を通した後継者育成･地域活性化への貢献
・「刈和野大綱引き」「ふるさと西仙まつり」「西仙秋の音」等地域行事の理解と体験学習
・まち探検・地域探訪及び地域における職場訪問・職場体験学習

Ⅱ：学ぶ力 Ⅱ：学ぶ力
ぶ学に他○む育を志やれ憧○

・小学生学習会への中学生の支援 ・高校教員による中学生学習相談会の実施
・中学校壮行会等への小学生の参加 ・中学生の保育実習
・「学び合い」を重視した授業づくりの共通実践 ・小学生、中学生の福祉施設等訪問

Ⅰ：基礎となる力 Ⅰ：基礎となる力
○「にしせんプロジェクト」の実践

○幼保･小･中･高･行政との連携・授業研究班、家庭学習班、ふるさとキャリア
・「西仙北地域園長･校長等連絡協議会」の教育班による共通理解・共通実践

定期開催・あいさつこだま運動、合同クリーンアップ等
小・中学生の活動

【西仙北中学校】

“ 学び合い　支え合い　高め合い ”

特色ある教育活動の充実を期す 「何をもって西仙北中たらん」

○地域への元気発信
・「世界一のひまわり」開花
・地域行事等における生徒会を中心としたボランティア活動 ・サマーボランティアコンサート

○ふるさとキャリア教育
・伝統継承者としての意識の醸成・高揚

大綱講演会の実施、「刈和野大綱引き（綱よい・綱のばし）」「ふるさと西仙まつり」等、地域
行事への参加

・職場訪問、職場体験学習 ・高校、専門学校、大学への訪問
○授業と地域社会の結び付き

・美術科「創作和菓子」を地元菓子店で商品化 ・授業における地域人材の活用

<「世界一のひまわり」開花>

【西仙北小学校】

思いやりの輪を広げ 本気で楽しく 元気に学ぼう

『大好きな学校、大好きな西仙北』
○わたしのふるさと西仙北

・学校を愛し、地域を愛する
（校歌への愛着、地域の自然への畏敬、伝統文化への誇り）

・地域を学び、地域とかかわり、地域へ発信する
（「目指せ！にしせんはかせ」）

＜あいさつこだま運動＞

○みんなの力で共に生きる
・「にしっこ活動（縦割り活動）」で広げる思いやりとふれあいの輪
・中学生と共に力を合わせ

（あいさつこだま運動、綱よい 等）
＜綱よい＞

小・中連携 地域との連携（公民館等）
組取る係に携連るあ色特組取る係に携連るあ色特

Ⅲ：活かす力 Ⅲ：活かす力
い い

○被災地（岩手県大槌町吉里吉里地区）との交 ○地域行事・事業への積極的参加
流活動による心の支援 ・５００歳野球大会、神岡文化祭、八幡神社祭典、

○避難所開設訓練による地域貢献意欲の向上 音楽拠点整備事業、その他種々の要請 等

Ⅱ：学ぶ力 Ⅱ：学ぶ力
○９年間で育む「神岡プラン」の共有・実践 ○「神岡地元学」の推進によるふるさと・キャ

・教え学びのガイドライン「神岡スタンダード」 リア教育の充実
・オール神岡で育てる「神岡型家庭学習の手引き」 ・嶽雄館講座等と連携した地域課題解決学習
・国語力向上「神小・平中 国語ステップアップ」 ・嶽雄館小・中コーナーでの児童生徒の作品展示と学

○授業交流、相互乗り入れ授業、合同研修会等 校情報の積極的発信
による連携した授業改善 ・地域企業等での職場訪問、職場体験学習

○防災教育と道徳教育を核とした命の教育の推進 ・地域人材、素材、施設、事業の積極的活用

Ⅰ：基礎となる力 Ⅰ：基礎となる力
○学校・家庭・地域協働アクション「あいさつ ○ボランティア活動の推進

向上プロジェクト」の実施 ・除雪ボランティア、サマーショートボランティア、
等収回缶ミルア、紙古等動運つさいあ頭街、成作ータスポ・

○家族への感謝の心の醸成 ○経営者、職員間連携の定期開催
・家族と会話「ＨＡＮＡＫＩＮ」(ノーメディアディー) ・神岡地域連絡協議会、幼保小中連絡協議会・交流会
・小・中統一「弁当の日」 ○企業・施設の地域貢献活動への協力と参画

【平和中学校】

たくましく生きぬく力をもち 一人一人が輝く生徒の育成

平中ism「『ま・え・む・き』平中」の形成
（ま…学ぶ え…笑顔 む…結ぶ き…鍛える）

○自助・共助の気持ち、社会に役立つ力を育む系統的「防災教育」
・１年：被災地（大船渡市、釜石市）宿泊学習
・２年：神岡地域防災学習
・３年：被災地（大槌町吉里吉里地区）交流活動“大槌・神岡交流グラウンドゴルフ大会”
・全校：避難所開設訓練、体験活動を取り入れたトレーニング的避難訓練

○地域力を活用し、子どもたちの将来と地域との接点を求める「ふるさと・キャリア教育」
・地域の教育力を積極的に活用した教育活動と子どもたちの育ちの姿の発信
・地元企業等での職場体験学習、職場訪問
・地域との協働による体験学習、オレンジリング（認知症サポーター）取得、ボランティア活動
等による福祉教育

〈避難所開設訓練〉

【神岡小学校】

私は変わる みんなと変わる 未来を変える

○「コラボ・スクール」構想による担い手育成
・「コラボ・スクール推進委員会」設置
・学校経営中期計画「スクールマニフェスト」公表
・「成果報告リーフレット」作成
・ふるさと・キャリア教育「神岡地元学」学習
・学校支援地域本部による「地域学習ＤＶＤ」制作

○地域元気プロジェクト
・よさこい(飴売り節)チーム「Jingujiキャンで～ず」
・多世代交流事業「ニコニコサンデー」実施
・地域住民とのふれあい交流スペース「がっこ茶広場」運営 <ニコニコサンデー>

<Jingujiキャンで～ず>

－３－

【大仙教育メソッド：中仙中学校区】 【大仙教育メソッド：豊成中学校区】

小・中連携 地域との連携（公民館等）
組取る係に携連るあ色特組取る係に携連るあ色特

Ⅲ：活かす力(ESD) Ⅲ：活かす力(ESD)
い い

○小・中交流会(スクラム集会、総体激励会等) ○なかせんコミュニティポイント制度
○地域の実状に即した防災教育(合同引渡訓練) ○地区住民運動会への参加・協力
○体験からの学びの重視(職場体験、宿泊訓練) ○分館祭り、ドンパン祭りへの参加・協力

Ⅱ：学ぶ力 Ⅱ：学ぶ力
○中仙モデルを基盤とした授業実践・研修 ○著名人に生き方を学ぶ集会の開催
○乗り入れ授業(外国語活動)、家庭学習の推進 ○地域人材、地域素材の効果的活用
○進路学習の推進(関わる・つながる・広げる) ※地域の人から学ぶ、地域に学ぶ

Ⅰ：基礎となる力 Ⅰ：基礎となる力
○あいさつ元気運動(木曜実施) ○あいさつ運動
○ボランティア活動〈福祉教育・環境教育〉 ○資源物回収活動
(サマーショート、除雪活動、資源物回収活動等) ○地域の伝統芸能・文化の継承

豊 成 地 区 Ｆ Ａ 宣 言 Ｆｅａｔｕｒｅ Ａｃｔｉｏｎｓ

【豊成中学校】

輝く瞳 未来に向かって ～学びを深め 心を開き 道を拓く～

○地域との連携
・森林環境学習(十六沢城址公園を守る会)、資源物回収(夏の大回収等)
・地区住民運動会(豊川・豊岡地区)、郷土の歴史学習(水神社、小沼神社)
・なかせんコミュニティポイント制度、 「円満造甚句」の踊り継承

○キャリア教育
・職場体験学習、国際教養大学訪問、プラザクリプトン宿泊体験学習
・生き方を学ぶ集会(中仙教)、ものづくりマイスター

○校種間連携等【中仙東保育園、豊川小学校・豊岡小学校との連携】
・あいさつ運動(小・中)、スクラム集会(小・中)、乗り入れ授業(小・中：外国語教育)
・花いっぱい運動(中仙地域)、桜の植樹(保育園・中)、学校緑化活動(保育園・中)

〈資源物 夏の大回収〉

【豊川小学校】

「おもいやり からだ まなび」ゆめアップ豊川 ～ワクワク登校 にこにこ下校 キラリ・キラキラ豊川っ子～

○地域との連携
・なかせんコミュニティポイント制度、地区住民運動会

郷土の歴史学習、地域探検、踊りの伝承活動、文化財保護防火訓練
○キャリア教育

・「ふるさと・自分 発見プロジェクト」(円満造甚句、水神社清掃、
稲作活動等）、生き方を学ぶ集会（中仙教）

○校種間連携等【豊岡小学校・中仙東保育園との連携】
・ふるさと写真絵はがき制作、地域探訪マップ制作

ゆめアップランニング教室、保呂羽山自然教室、合同修学旅行
合同フィールドワーク

〈円満造甚句踊りの継承〉

【豊岡小学校】

夢に向かって 明るく しなやか 豊岡の子ども

○地域との連携
・なかせんコミュニティポイント制度、地区住民運動会・分館祭りへ全校児童参加
・ふるさと発見・発信学習の継続、世代間交流おたのしみ会

岡小人材バンクの活用
○キャリア教育

・あいさつ運動、稲作活動、縦割り交流活動、夢のカード
生き方を学ぶ集会（中仙教） 、各種全校集会

○校種間連携等【豊川小学校・中仙東保育園との連携】
・おもちゃフェスティバル、図書委員による園児への読み聞かせ 〈豊岡分館祭りへの参加〉

－４－

小・中連携 地域との連携（公民館等）
組取る係に携連るあ色特組取る係に携連るあ色特

Ⅲ：活かす力
い

○ドンパン祭り、分館祭りへの参加 ○なかせんコミュニティポイント制度
○地域住民運動会への参加
○秋桜プロジェクト ○ＩＤＤ運動（Ｉ：いつでも Ｄ：どこでも Ｄ：だれにでも）

・地域でのあいさつ活性化 ・ドンパン祭り支援 ・園・小･中合同引き渡し訓練 ・施設訪問
○秋桜の里づくり運動

・中仙地域を秋桜でいっぱいに（園・小・中学区内施設） ・花いっぱい運動（園・小・中）
○まち探検、地域探訪、及び地域における職場訪問・職場体験活動

Ⅱ：学ぶ力 Ⅱ：学ぶ力
○「中仙モデル」による授業実践 ○著名人に生き方を学ぶ集会
○中仙地区小･中学校「授業を見合う会」 ○伝統芸能の継承（中仙のよさを伝えていく）
○「Ｎ１スタディー」（秋田大学との連携） ○世代間交流活動への参加

Ⅰ：基礎となる力 Ⅰ：基礎となる力
○「中仙モデル」を支える学習規律 ○地域教育機関連携（園、小、中、支所、公
○「家庭学習推進のてびき」の活用 　民館）
○小･中合同あいさつ元気運動 ○資源物回収活動
○小･中合同ノーメディア運動 ○一斉クリーンアップ運動

【中仙中学校】 ○｢中仙モデル｣による授業実践
･｢学びの手引き｣の活用による学習習慣の

心豊かに たくましく、共に現在・未来を創る 確立
い ま あ す

･学習規律の徹底

○地域に根ざした教育活動 ○あいさつ元気運動
･「秋桜プロジェクト」園・小・中

･ＩＤＤ運動連携地域貢献活動
（いつでも・どこでも・だれにでも）･体験活動
･小・中連携あいさつ運動（職場体験･ドンパン踊り･資源物回収・クリーンアップ）

【中仙小学校】 ○「中仙モデル」による授業実践
・学び合いの充実を目指した授業改善
・学習規律と学びの基本の確立
・「学びの手引き」の活用

夢に向かって 笑顔いっぱい みんなでチャレンジ

～あなたも　わたしもみんな　楽しく～

○地域に根ざした教育活動 ○あいさつ元気運動

【清水小学校】 ○「中仙モデル」による授業実践

豊かな人間性を培い、たくましく生きる“清水っ子”の育成

～ 明るく・かしこく・たくましく～

○地域に根ざした教育活動 ○あいさつ元気運動
・黒土神楽の伝承 ・八坂神社梵天奉納 ・中学生と行うあいさつ運動
・ドンパン踊り ・資源物回収活動 （IDD運動の推進）

・ノーメディア運動による
　ルールづくり

動活全保境環・
（イバラトミヨの保全、水質検査）

・モデルを支える学習規律の徹底
・学び合いで考えを深める力を高める授業の実践
・「家庭学習推進てびき」の活用

<ＩＤＤ運動ステッカー>

＜八乙女学習：桜施肥＞

＜八坂神社への梵天奉納＞

・八乙女山学習　　・きのこ栽培
・森林環境学習支援事業・資源回収
・長野ささらの継承
・ロックドンパン

・児童会によるあいさつ
　運動
・中学生と行うあいさつ
　運動（IDD運動の推進）


