
市民説明会
〜 義務教育学校ってどんな学校？ 〜
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1．嘉麻市教育基本方針について

● 中学校区単位を基本校区とした

小中一貫教育の導入（全中学校区）

● 小中一体型校舎が整備された基本校区は、

義務教育学校へ移行

（碓井・稲築・稲築東中校区）

▷嘉麻市教育基本方針を策定（令和2年2月）

教育の方法➡

学校の種類➡
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▷小中一貫教育とは（参考）

小中連携教育のうち、小・中学校段階の教員が目指す
子ども像を共有し、９年間を通じた教育課程を編成し、
系統的な教育を目指す教育

小中学校段階の教員が互いに情報交換や交流を行うことを通じて、
小学校教育から中学校教育への円滑な接続を目指す様々な教育

小中連携教育

小中一貫教育

小中一貫教育が求められる背景・理由（抜粋）

①教育内容や学習活動の量的・質的充実 ②発達の早期化等に関わる現象
③いわゆる「中１ギャップ」の解消 ④社会性育成機能の強化の必要性
⑤学校現場の課題の多様化・複雑化

【小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引き（平成28年12月文部科学省）より】



▷嘉麻市教育基本方針策定の理由
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（１）なぜ小中一貫教育を導入するのか？

☞嘉麻市の４つの教育課題（学力向上、不登校解消、規範意識の
醸成、郷土を愛する人材の育成）を解決する手段として、
小中一貫教育が最適と判断

（２）どの範囲で小中一貫教育を導入するのか？

☞全ての中学校区で小中一貫教育を導入、教育の公平性を確保する。

≪教育基本方針より≫
▶中学校区単位を基本校区とした

小中一貫教育の導入



ふるさと嘉麻を胸に志を持ち社会にはばたく子どもたちを育成する

イメージ（案）
小中一貫教育めざす児童生徒像

3つの紡ぐ
『学びを紡ぐ・夢を紡ぐ・心を紡ぐ』

＜学びを紡ぐ＞【知識・技能・思考力・判断力・表現力等】

問題を見いだし、９年間の学びを紡ぎ、解決策を
導き出す児童生徒

＜夢を紡ぐ＞【学びに向かう力等】

価値ある出会いを紡ぎ、志を抱く児童生徒

＜心を紡ぐ＞【道徳性・人間性等】

感性を働かせ、豊かな心を紡ぎ、行動する
児童生徒

社会からの期待

夢

心

学び

紡
ぐ

義務教育９年間

学校 地域
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（１）小中一体型校舎による施設整備は決定事項

☞現状の小・中学校施設分離とは異なる学校運営が必要

（２）一つの校舎の中に複数の組織が混在すると、教職員も児童生徒も
混乱しないか？

☞簡素で分かりやすい学校運営組織が必要

（３）小中一体型校舎の最大のメリットは？

☞すべての教職員と児童生徒が同一校舎内で日常生活を送る。

≪教育基本方針より≫
▶小中一体型校舎が整備された基本校区は、

義務教育学校へ移行
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『同じ校舎で学校生活を送る
すべての教職員が、すべての児童生徒に

責任を持って向き合ってほしい！』

これらの条件を満たせるのは・・・

義務教育学校
小中施設分離の中学校区における効果的な方法は・・・
☞各学校が抱える諸問題に対し、それぞれの学校で対応が必要な場面も多いため、

既存の小学校・中学校を基本とした小中一貫教育を実施。



小中一貫教育の実施
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▷嘉麻市教育基本方針のイメージ図

山田中学校区 稲築中学校区 稲築東中学校区 碓井中学校区 嘉穂中学校区

山田中学校 嘉穂中学校碓井中学校稲築東中学校稲築中学校

熊ヶ畑小学校

上山田小学校

下山田小学校

稲築西小学校 稲築東小学校 碓井小学校

牛隈小学校

嘉穂小学校

Ｒ5.4～（予定）

●●●●
義務教育学校

施設
整備

Ｒ5.4～ （予定）

▲▲▲▲
義務教育学校

Ｒ5.4～ （予定）

■■■■
義務教育学校

施設
整備

施設
整備

●●●●
義務教育学校

●●●●
義務教育学校
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２．義務教育学校について

▷義務教育学校とは？

平成２８年４月に、学校教育法の一部が改正・施行
され、これまでの小学校、中学校に加え、
「義務教育学校」が新たな学校種として位置付けら
れました。

⇒義務教育学校は、小学校課程から中学校課程までの
義務教育（9年間）を一貫して行う学校です。

☞小中一貫教育を行う9年制の学校

小学校・中学校との相違点は…
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小中一貫教育
小・中学校段階の教員が目指す子ども像を共有し
９年間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育を目指す教育

小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引き（平成28年12月文部科学省）より

義務教育学校
新たな学校種（一つの学校）

⇒一人の校長
一つの教職員組織

修業年限：９年

小中一貫（教育）校

組織上独立した小学校及び中学校が一貫した
教育を施す形態

⇒それぞれの学校に校長、教職員組織

修業年限：小６年 中３年

【小学校】 【中学校】

▷義務教育学校と小中一貫（教育）校の比較



▷義務教育学校と小中一貫校の組織・運営イメージ図
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小中一貫校（複数の学校）

1年 2年 3年 4年 6年5年

校長

教頭

主幹教諭

１年 2年 3年

校長

教頭

主幹教諭

中学校

・学校名
・校章
・校歌

・学校名
・校章
・校歌

小学校

義務教育学校
（一つの学校）

校長

1年 2年 3年 4年 6年5年 7年 8年 9年

副校長・教頭

主幹教諭

・学校名
・校章
・校歌統

合

入学

入学

卒業入学

卒業

卒業

進学



▷義務教育学校への動き
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福岡県内の状況

ホクゼイ

①八女市立北汭学園
（Ｈ29～）

②宗像市立大島学園
（Ｈ30～）

③八女市立矢部清流学園
（Ｒ2～）

④福智町立金田義務教育学校
（Ｒ2～）

⑤香春町立香春思永館
（Ｒ3～）

〈文科省 学校統計要覧より〉

公立のみ（国立・私立除く） 平成２８年度 Ｒ２ 変動数

小学校数 20,011校 19,218校 △ 793校

中学校数 9,555校 9,292校 △ 263校



▷国（文部科学省）の方向性
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≪中央教育審議会答申より抜粋（Ｒ3.1.27）≫

▶2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿
①個別最適な学び ➡ 「個に応じた指導」の充実
②協働的な学び ➡ 子ども同士、あるいは多様な他者と協働

「令和の日本型学校教育」の構築に向けて

国の示す方向性 嘉麻市の取組

▶少人数によるきめ細かな指導体制（小学校35人以下学級へ） 30以下学級

▶「１人１台端末」等ＩＣＴ環境の整備（ＧＩＧＡスクール構想） １人１台学習用端末

▶各学校や地域の実態を踏まえ、教科等間のつながりを意識して
教育課程を編成・実施

小中一貫教育

▶小学校高学年への教科担任制の導入 小中一貫教育

▶義務教育学校制度の活用等による小中一貫教育の推進（小規模化対策等） 義務教育学校

▶地域の人的資源等を活用し、学校教育を社会との連携の中で実現 コミュニティスクール（今後取組）
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▷義務教育学校の開校に向け事前準備を行う事項

① 学校名称

② 校 章

③ 校 歌

３．義務教育学校開校までの
スケジュール等について
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▷学校名称の募集について

学校名称形式：嘉麻市立 義務教育学校

募集期間 令和３年５月１日（土）から令和３年５月３１日（月）まで

応募資格 義務教育学校を応援していただける方、又は関心がある方
※１校あたり一人一点まで

応募条件
当該校区に縁のある名称
漢字、ひらがな及びカタカナを使用
（漢字は常用漢字を基本とし、誤読しにくい名称）

応募方法

嘉麻市役所ホームページから応募
市役所各庁舎の応募箱へ投函
嘉麻市教育委員会教育総務課教育企画係へ、郵送、ＦＡＸ、
電子メールなど
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▷開校までのスケジュールについて

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

学校名称

校章

校歌

校舎建設 校舎建設設計

開

校

解体・外構工事等

決
定

決

定
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嘉麻市の発展のために、

質の高い学校教育を実現するため、

地域創造の核となる学校を実現していくため、

皆様のご協力をお願いします。

ご清聴ありがとうございました。


