第２６号 （各小中一貫教育グループで共通実践事項が 確認される）
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小中一貫教育推進室だより
平成２８年５月２７日

１ 第１回校長連絡協議会、教頭連絡会での説明
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平成２８年４月２２日(金)、那覇市役所１２階会議室に於いて、第 1 回校長連絡協
議会が、５月１０日（火）には真和志庁舎に於いて教頭連絡会が開催されました。小
中一貫教育推進室からは、次の内容について説明をいたしました。
１ 那覇市小中一貫教育の本格実施
(1) 小中一貫教育の位置づけ
(2) 小中一貫教育のねらい
(3) 那覇市全小中学校導入までの経緯
(4) 全小中一貫教育中学校グループの取組
(5) 報告物について

各種研修会が開催 P4
６

主な予定（小中一貫教育関連）

新任・転任の校長・教頭先生に
小中一貫教育推進に係る説明行う

新任・転任校長への事業説明の様子
H28.4.22 於：那覇市役所

新任・転任教頭への事業説明の様子
H28.5.10 於：真和志支所

P4

２ 小中一貫教育推進に係る具体的取組
(1) 実施グループの支援
校長連絡協議会での事業説明
・小中一貫教育アドバイザーの活用について
・学校支援訪問について
(2) 小中一貫教育コーディネーター支援
・コーディネーター研修会の実施について
(3) Web-meeting 会議システム会議システムの活用
・Web-meeting 会議システム操作研修会について
・接続テストについて
(4) 小中一貫教育推進室だよりの発行
(5) 小中一貫教育フォーラムの開催
・平成２８年１２月２６日（月）午後 開催予定
今年度は第３期の真和志北・首里ブロックが導入となり、那覇市全小中学校で小
中一貫教育が本格実施となりました。今年度の各小中一貫教育グループの取組計
画から、那覇市の小中一貫教育のスタイルができつつあると考えています。これま
での実施グループの取組の成果も現れてきていることから、那覇市のどの学校へ
行っても、「学力の育成」「豊かな人間性、社会性の育成」「中学校入学時の不安の
解消」が図れますよう、取組の推進をお願いしました。
また、多くの小中学校で管理職の異動がありましたので、この第 1 回校長連絡協
議会、教頭連絡会終了後に新任・転任の校長・教頭先生を対象に、小中一貫教育
の推進に係る説明会を行いました。これまでの那覇市の小中一貫教育の取組につ
いて理解をしていただきました。
那覇市の小中一貫教育は離れた学校間で
の取組ですので、web-meeting 会議システ
ムの活用を推進しています。
昨年度は校長先生全員に、そして今年度は
教頭先生全員に会議用 web カメラを配布しま
した。どうぞ効果的な活用をお願いします。
また、 ４月２５日から２８日にかけて、Webmeeting 会議システム操作研修会を開催し、
約８０人の方が受講いたしました。５月 12 日に
は各学校との接続テストも行い、全小中学校で
Web-meeting 会議システム操作研修会
接続できる事が確認できました。各学校間の
の様子
調整等、いつでも活用が可能です。
H28.4.25～4.28 於：那覇市役所ＰＣ室
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２ 第３期小中一貫教育グループ本格実施
小中学校の職員が一堂に会し
今年度の取組を確認しました

真和志中学校グループ小中合同研修会の様子
H28.4.5 於：大道小学校図書室

平成２８年４月より、第３期グループで小中一貫教育が本格実施となり、これ
で那覇市全小中学校で小中一貫教育が実施となりました。下記に第３期小中一貫
教育グループを紹介いたします。
【真和志北ブロック】
☆安岡中学校小中一貫教育グループ
・安岡中学校 ・安謝小学校 ・曙小学校 ・銘苅小学校
☆真和志中学校小中一貫教育グループ
・真和志中学校 ・大道小学校
☆松島中学校小中一貫教育グループ
・松島中学校 ・松島小学校 ・真嘉比小学校
☆松城中学校小中一貫教育グループ
・松城中学校 ・松川小学校
【首里ブロック】
☆首里中学校小中一貫教育グループ
・首里中学校 ・城西小学校 ・城南小学校
☆城北中学校小中一貫教育グループ
・城北中学校 ・城北小学校 ・大名小学校
☆石嶺中学校小中一貫教育グループ
・石嶺中学校

城北中学校グループ小中合同研修会の様子
H28.4.5 於：城北中学校地域連携室

識名小学校の合同研修会の様子（5 月 1４日）

松島中学校グループ小中合同研修会の様子
H28.5.13 於：那覇市職員厚生会館

安岡中学校グループ小中合同研修会の様子
H28.5.24 於：安岡中学校体育館

・城東小学校

・天久小学校

石嶺中学校グループ
小中合同研修会の様子
H28.5.24 於：石嶺公民館

・石嶺小学校

新年度が始まり、各中学校グループでは、第１回の小中合同研修会が開催さ
れ、各グループの小中一貫教育の取組が確認されています。今年度本格実施とな
る真和志北ブロック、首里ブロックの各中学校グループでも、小中学校の職員が
一堂に会し、グループの共通実践事項等の確認が行われ小中一貫教育がスタート
しています。その中から首里中学校グループの取組の様子をご紹介します。
首里中学校グループは、春休みの４月６日に小中一貫教育定例会を開催し、グ
ループ校の校長、教頭、小中一貫教育コーディネーターの顔合わせを行い、今年
度の取組の確認と小中合同研修会の内容について協議しました。後日、第 1 回の
小中合同研修会を開催し、全職員の顔合わせと、グループの小中一貫教育推進要
領の共通確認が行われました。
研修会の前には、中学校１年生への生徒会オリエン
テーション（部活動紹介）を小学校教員が参観し、進
学したばかりの生徒の様子を確認していました。その
後行われたの合同研修会では共通実践事項の確認とお
互いの職員を知る事を目的にアイスブレーキングが行
アイスブレーキングで親睦を深める
われ笑顔溢れる楽しい雰囲気で会が進行していました。
H28.4.11 首里中グループ

３ 新任コーディネーター研修会の開催
平成２８年５月１３日（金）、第２回小中一貫教育コーディネーター研修会が那覇市役所
１１階会議室で開催されました。
今年度から、従来の研修会に加え、新任の小中一貫教育コーディネーターのみを対
象とした研修会も実施し、コーディネーターの資質向上を図っていきます。今回は１０名
の新任コーディネーターが参加しました。
研修会では、平成２６年度から小禄中学校グループ（高良小・宇栄原小・小禄中）の小
中一貫教育コーディネーター３年目の宮城恵美子教諭（小禄中）が「小中一貫教育コー
ディネーターの経験を通して」と題し、スタート時の経験やコーディネーターとしての業務
の実際、乗り入れ指導や小中合同の各種研修会の
企画・運営での配慮事項等について、新任のコーデ
ィネーターにわかりやすくお話しをしていただきました。
研修会の後半は、質疑応答とコーディネートの現
状と課題、乗り入れ指導のあり方等について活発な
意見交換が行われ充実した研修会となりました。
小中一貫教育の取組を効果的かつ円滑に行うた
めには、調整役となるコーディネーターの動きが重要
第２回小中一貫教育コーディネーター
研修会の様子
であると考えます。推進室としましては、今後もコーデ
（写真奥中央は宮城恵美子教諭）
ィネーター研修会を充実させ、コーディネート力の向
上を図っていきたいと考えております。
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４ 小学校６年生児童の中学校進学に向けての意識調査
小中一貫教育推進室では、昨年度末に小中一貫教育を本格実施している１０の中学校グループの小学校６
年生児童全員を対象に中学校進学に向けての意識調査を実施しました。集計結果がまとまりましたのでご報
告いたします。

＜実施概要＞
１ 目的

小中一貫教育実施にあたり、小学校６年生児童の中学校進学への意識を把握するととも
に、今後の経年比較を行い小中一貫教育の取組の参考に資する。
２ 対象
小禄ブロック、本庁ブロック、真和志南ブロックの全６年生児童
３ 回答数
１８７４名
４ 実施時期 平成２８年２月２２日（月）～ 平成２８年３月４日（金）

＜アンケート結果＞

1 中学校へ進学するのは楽しみですか
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１とても楽しみ

３少し不安
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2 中学校で楽しみにしている事は何ですか
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５生徒会活動

６部活動
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その他（制服やジャージ、修学旅行、図書館、席次、違う小学校の人と一緒になる事、先輩と会える、新しいクラス等）

3 中学校で不安に思っていることは何ですか
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７その他

その他（席次、先輩（上下関係）、定期テスト、宿題、いじめ、制服、友達と離れる、新しい環境、校則、先生等）

4 中学校についてもっと知りたいことは何ですか
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１行事

49.8%

63.9%

53.0%

49.1%
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2授業

３テスト

４きまり

５生徒会活動
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47.0%
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６部活動

７先生

８中学校の様子

９その他

その他（小学校との違い、宿題、席次、クラス替え、先輩等）

中学校へ進学するのを楽しみのしている児童は、７３．２％で、多くの児童が楽しみと回答していますが、約３割の児童が
「少し不安」または「とても不安」と回答しており、今後も中学校進学時の不安解消の取り組みが必要であると考えます。
また、不安に思っていることの第 1 位が「学習」であり、もっと知りたいことの多くが「テスト」や「授業」についてであったこ
とから、中学校の学習に関する情報提供や学力の育成にさらに取り組む必要があると考えます。
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５ 幼・こ・小・中のつながりを意識した各種研修会が開催
平成２８年４月１４日（木）、第１回那覇市学力向上推進担当者全体研修会が那覇市役所
１２階会議室で次の内容で開催されました。
【趣 旨】
昨年度までの学力向上に係る那覇市の現状を踏まえ、今年度の学力向上推進のねらいや方向
性及び取組の重点等について、市内幼稚園、認定こども園、小学校、中学校の担当者と共通理解
を図り、本市の学力向上推進の取組に資する。
【会 順】
１ 開会のことば
学校教育課 課長 武富
剛
２ 学校教育部長あいさつ
学校教育部 部長 黒木 義成
３ 小中学校の取組について
学校教育課 指導主事 池原
鉄
４ 質疑応答
５ 幼稚園・認定こども園の取組について
こども政策課 指導主事 又吉めぐみ
６ 幼稚園・認定こども園、小学校、中学校の情報交換
７ 閉会のことば
学校教育課 副参事 馬上
晃

学力向上推進担当者全体研修会の様子
（グループ別情報交換：城北中学校グループ）
H28.4.14 於：那覇市役所

また、平成２８年５月１２日（木）、小中合同で特別活動主任研修会も那覇市職員厚生会
館ホールで開催されました。下記に参加者の感想をご紹介いたします。
【中学校】
○小学校の様子なども詳しくうかがうことができてよかった。連携の必要性を強く
感じた。
○小学校の取組を知ることができたのがとてもよかった。小学校の話合いの資料は
なかなか手に入らないので勉強になる。
【小学校】
○中学校の話合い活動は、小学校での話合い活動が根本となっていることを知り、
特活主任としての自覚が強まった。
○小中一貫教育の取組のなかで何ができるか話し合えた事は大変意義があった。

両研修会の情報交換では、１７の小中一貫教育グループに分かれて、それぞれの取組
について活発な意見交換が行われていました。各校種の取組の情報交換だけでなく、こど
もたちの発達段階に応じた一貫した取組がとても重要になること等が確認されました。

６ 主な予定（小中一貫教育関連）
〈5 月〉
５月２７日（金）

神中登校日（神原中グループ）
小中合同研修会（松城中グループ）
５月３０日（月） 計画訪問（那覇中学校）
小中合同研修会（小禄中グループ）
５月３１日（火） 小中一貫教育コーディネータ－研修会（Web-meeting 会議）
小中合同研修会（古蔵中グループ）

〈6 月〉
６月 １日（水）
６月 ２日（木）
６月 ３日（金）
６月１３日（月）
６月１５日（水）

小中一貫教育コーディネータ－研修会（Web-meeting 会議）
第２回校長連絡協議会
小中合同授業研修会（神原中グループ）
小中合同授業研究会・合同研修会（真和志中グループ）
小中合同授業研究会（松島中グループ）
小中合同研修会（松城中グループ）
６月１７日（金） 神中登校日（神原中グループ）
６月２０日（月） 小中合同授業研究会（小禄中グループ）
６月２１日（火） 小中合同授業研究会（那覇中グループ）
小中合同授業研究会（安岡中グループ）
６月２２日（水） 小中合同授業研究会（金城中グループ）
小中合同授業研究会（上山中グループ）
６月２４日（金） 臨時的任用教職員研修会 ※小中一貫教育に係る市費臨時教諭は参加
（14:00～ パレット市民劇場）
６月２７日（月） 小中合同授業研究会（仲井真中グループ）
６月２８日（火） 小中一貫教育コーディネータ－研修会（15:00～ 市役所 10 階）
６月２９日（水） 小中合同授業研究会（首里中グループ）

特別活動主任研修会の様子
（グループ別情報交換：小禄中学校グループ）
H28.5.12 於：那覇市厚生会館ホール

