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第１２号 （ 平成 ２７年度小 中一貫教 育推進 の基盤 づ くり）

小中一貫教育推進室だより
平成 27 年 3 月 20 日

1 ブロック校長会における説明
目

次
平成２７年２月１８日（水）の真和志北ブロック校長会、3 月 3 日（火）の首里ブ
ロック校長会において、次年度の「準備期間」の取組について説明を行いました。

１ ブロック校長会における説明

P1

２ ブロック教頭会における説明

P1

３ 小中一貫教育コーディネーター研修会の開催

P2

①平成 27 年度ブロック校長会における「協議時間」設定のお願い

４ 本格実施校の取組紹介「部活動見学」

P3

②平成 27 年度 「学校職員説明会」の日程調整について

５ 平成２７年度小中一貫教育推進の重点

P3

６ 平成２７年度小中一貫教育の推進に向けて

P4

では、これから１年間をかけて本格実施

７ 「豊かな心」を育む学校紹介

P4

に向けた準備を進めてまいります。

８ 主な予定

P4

主な説明内容は下記のとおりです。

真和志北ブロック・首里ブロック校長会

推進室も月１回のブロック校長会に参
加させていただき、グループ校の「目標」
「部会設置」「共通実践」等について協議

首里ブロック・真和志北ブロック
校長会で次年度準備始まる

を行っていく予定です。
真和志北・首里の両ブロックの校長先
生方のご協力をよろしくお願いいたします。

首里ブロック校長会における説明
H27.3.3 (火) 於：石嶺中学校

2 ブロック教頭会における説明
平成２７年３月１０日（火）、首里ブロック教頭会で次年度の「準備期
間」の取組について説明を行いました。
説明内容については、ブロック校長会における説明内容と同じ柱とし、特
に「準備期間」における「教頭先生の役割」学校職員説明会の「日程調整」
に重点をおいた説明を行いました。この説明の後、質疑応答の時間を設定し
教頭先生方の共通理解を深めました。
１年間の協議内容について説明
H27.3.3 (火) 於：石嶺中学校

上記のような校長先生・教頭先生方との調整を経て、次年度の「学校職員
説明会」日程を設定いたしました。「説明会日程一覧表」をご覧下さい。
」
１
２
３
４
５
６
７
８

「教頭先生の役割」に重点をおいた説明
H27.3.10（火） 於：石嶺小学校

首里ブロック教頭会における説明
H27.3.10（火） 於：石嶺小学校

〈説明会日程一覧表〉
松島中Ｇ
５月１３日（水）
城北中・若夏５月１５日（金）
石嶺中Ｇ
５月１９日（火）
真和志中Ｇ ５月２１日（木）
城北・大名小５月２５日（月）
首里中Ｇ
５月２７日（水）
安岡中Ｇ
５月２８日（木）
松城中Ｇ
６月１７日（水）

職員への周知、学校職員説明会場
の準備等、教頭先生方のご協力をよ
ろしくお願いいたします。
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小中一貫教育コーディネーター研修会
「平成２７年度実践のイメージづくり」

3 小中一貫教育コーディネーター研修会の開催
平成２７年３月１８日（水）、那覇市役所において第３回小中一貫教育コーデ
ィネーター研修会が開催されました。研修会の流れは、下記の通りです。

１
２
３
４
第３回コーディネーター研修会の様子
H27.3.18（水）

於：市役所

開会のことば
司会 稲福政彦
室長あいさつ
室長 松田哲哉
推進室説明
主査 備瀬純子
講義「次年度の小中一貫教育スタートに向けて」
小中一貫教育ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 池間生子
５ 報告「本格実施グループの実践内容」
（１）神原中学校
（２）小禄中学校
（３）鏡原中学校
（４）金城中学校

大川哲史
宮城恵美子
久志奈美子
名嘉眞千枝美

６ 情報交換（２グループに分かれて）
（１）小中一貫教育コーディネーターの役割
（２）新年度準備について
（３）「小中連携授業」「乗り入れ指導」について

７ まとめ
８ 閉会のことば

室長 松田哲哉
司会 稲福政彦

池間生子アドバイザーの講義
H27.3.18（水）

於：市役所

この研修会には、平成２６年度小中一貫教育コーディネーター
４名の他に平成２７年度、新たにコーディネーターとなる８名の
方にも参加していただき、「次年度実践のイメージづくり」を行
いました。下記に「講義」「報告」の概要をご紹介いたします。
池間生子小中一貫教育アドバイザーの「講義」概要
（１）小中一貫教育の組織
（２）基本的な仕事内容
（３）仕事内容（業務）の充実のために

実践事例報告（小禄中グループ）
H27.3.18（水）

於：市役所

識名小学校の合同研修会の様子（5 月 1４日）

①小中一貫教育に関する情報はすべて把握する努力をする。
②コーディネーターとしての仕事内容については、記録・報告をまめに行う。
（校長・教頭・部長等）
③見通しをもった仕事を行うために、ＰＤＣＡのマネジメント力を発揮する。
④推進室との連携を基本とする。
⑤推進室の向かっている方向を実践するため、チームとして取り組んでいく
ための手だてを具体的に持つ。
□ 乗り入れ指導を行う段取り
□ 学力向上を目指す
□ 生徒指導の連携・充実

平成２６年度小中一貫教育コーディネーターからの「報告」概要

実践事例報告（神原中グループ）
H27.3.18（水）

於：市役所

２つのグループで情報交換
H27.3.18（水）

於：市役所

（１）「年間活動計画」に基づいて実践を行ってきた。今年度の計画の改
善を図りながら、平成２７年度構想を立案している。「保護者への
情報提供」が課題であった。
（２）「小中合同会議」を開催し実践を行ってきた。小学校と連携した生
徒指導の取組が充実したが、近隣グループとの「情報の共有化」が
課題であった。
（３） 「書く活動」を中核とした実践が展開できた。次年度は、授業の
「まとめ」を自分の言葉で書く力を育成できるよう取組を充実させ
ていきたい。

平成２７年度は、小中一貫教育グループ１０グループが本格実
施となることに伴い、コーディネーターも１０名に増加します。
小中一貫教育推進室では、きめ細かな情報交換が可能となるよ
う、次年度は、小中一貫教育コーディネーター研修会を年間９回
に増やして開催する予定です。
＊９回の研修中、４回は市役所で研修会実施、５回は「Web-meeting 会議システム」を活用予定
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４ 本格実施校の取組紹介

「部活動見学」

平成２７年２月１８日（水）、「小禄中学校グループ」では、隣接グル
ープである「鏡原中グループ」「金城中グループ」と連携した６学年児童
の「部活動見学」を実施しました。
小禄中学校には、グループ校である「宇栄原小学校」「高良小学校」に
加え、「小禄南小学校」「さつき小学校」の児童も「部活動見学」に参加
をしました。
各部活動の活動説明は小禄中学校の新生徒会役員の皆さんが行いまし
た。生徒会役員は、学校ごとのプラカードを持って活動場所まで案内し、
それぞれの部活動の活動内容等について丁寧な説明を行っていました。
児童は、野球部、ハンドボール部、剣道部、バレー部、バスケットボー
ル部、吹奏楽部等の部活動の様子を興味深く見つめ、中学校進学への期待
を大きくふくらませているようでした。
小禄中学校グループでは、これまでも「隣接グループ校」との連携を密
に行ってきました。昨年５月には、小禄中学校に進学する児童が在籍する
近隣小学校の６年担任を招いた授業参観や合同会議も行われました。
小中一貫教育推進室では、このよ
うな「隣接グループ間の連携」の先
進事例をブロック校長会等で紹介し、
「情報の共有化」を図っていきた
いと考えております。

隣接グループが連携した「部活動見学」
H27.2.18（水）

於：小禄中学校

剣道部の説明を行う生徒会役員
H27.2.18（水）

於：小禄中学校

５ 平成２７年度小中一貫教育推進の重点
小中一貫教育推進室では、平成２７年度の小中一貫教育の取組の重点
として下記の５つの視点を掲げています。
１
２

小禄・真和志南・本庁ブロックの本格実施に伴う条件整備及び支援
真和志北・首里ブロックの導入に向けての校長会協議、教職員説明
会及び研修会の実施
３ 「Web-meeting 会議システム」の活用促進
４ 小中一貫教育にかかる啓発活動の実施
５ 小中一貫教育フォーラムの開催

平成２７年度は、上記を推進の重点に据え、取組の充実を図るとと
もに、平成２８年度の全市導入に向けて、各グループ間の連携を密に
した取組を推進していきたいと考えております。
各ブロック、グループ校のご協力をよろしくお願いいたします。

体育館ギャラリーからの部活動見学
H27.2.18（水）

於：小禄中学校

運動場の部活動を見つめる６年生児童
H27.2.18（水）

於：小禄中学校

案内した生徒会役員にお礼をする児童
H27.2.18（水）

於：小禄中学校
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６ 平成２７年度教育計画について
「推進室だより第１１号」でもお知らせをいたしましたが、次年度の
取組が円滑に推進できるよう下記の点について、平成２７年度教育計画
の確認をお願いいたします。
（１）各小中一貫教育グループの「組織」「目標」「共通実践」が教育計画に
明記されている。
（２）平成２７年度「小中合同研修会」等を年間行事計画に位置づけている。
（３）各小中一貫教育グループの取組について「共通理解」を図る場が設定さ
れている。
※本格実施校については、上記の３項目の確認
※真和志北ブロック・首里ブロックにおきまし
ては（２）の項目の確認をよろしくお願いい
たします。（職員説明会、夏季合同研修会等）

平成２６年度環境教育推進校表彰式の様子
Ｈ27.3.16
那覇市役所

☆詳細につきましては、「推進室だより１１号」をご参照ください。

７ 「豊かな心」を育む学校紹介
平成２７年３月１６日（月）那覇市教育委員会で平成２６年度環境教
育推進校表彰式があり、下記の学校が受賞しました。
１．緑・花いっぱい部門
最優秀賞・・・開南小学校 優秀賞・・・小禄中学校
優良賞・・・・石田中学校、仲井真小学校
奨励賞・・・・天久小学校、真嘉比小学校、真地小学校
さつき小学校
２．環境教育部門
最優秀賞・・・上山中学校 優秀賞・・・天久小学校
３．緑のカーテン部門
優良賞・・・・天久小学校
各学校の「豊かな心」を育む地道な教育活動が認められました。
受賞校の皆様、受賞おめでとうございます！

「緑・花いっぱい部門」最優秀賞
那覇市立 開南小学校

2015 年 ４月

８ 主な予定

日

月

火

〈4 月〉
４月
４月
４月

６日（月）
７日（火）
８日（水）

４月１４日（火）
４月２１日（火）

幼稚園入園式
小中学校始業式
小中学校入学式

木

金

土

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

（午前小学校・午後中学校）

12

13

14

15

16

17

18

第１回小中一貫教育
コーディネーター研修
全国学力学習状況調査

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

金

土

1

2

（小６，中３）

４月２４日（金）
４月２９日（水）

水

第 1 回校長連絡協議会
昭和の日（公休日）

〈５月〉
５月 ３日（月）
（３日～５日）
５月 ４日（火）
５月 ５日（水）
５月 ６日（木）
５月 ８日（金）
５月１３日（水）
５月１５日（金）
５月１８日（月）
５月１９日（火）
５月２０日（水）
５月２１日（木）
５月２５日（月）
５月２７日（水）
５月２８日（木）

憲法記念日（公休日）
那覇ハーリー
みどりの日（公休日）
「豊かな心」を育む環境づくり
こどもの日（公休日）
Ｈ27.3.16
開南小学校
振替休日
第１回教頭連絡会
学校職員説明会（松島中グループ）
学校職員説明会（城北中・若夏分校）
標準学力検査（～２２日）
学校職員説明会（石嶺中グループ）
真和志北ブロック校長会
学校職員説明会（真和志中グループ）
学校職員説明会（城北小・大名小）
学校職員説明会（首里中グループ）
学校職員説明会（安岡中グループ）

2015 年 5 月
日

月

火

水

木
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5
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