
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 平成２８年１０月２１日（金）、第３回教頭連絡会が那覇市役所で

開催されました。その中で、推進室より小中一貫教育の推進について

下記の内容で説明を行いました。 

  

 

 

 

 

 

 

   これから、各学校では今年度の検証や次年度計画の作成が始まりま

す。教頭先生方はとりまとめの中心となり大変だと思いますが、どう

ぞよろしくお願いします。 
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小中一貫教育推進室だより  

第  1     第３２号 （小・中学校が連携した学力向上と生徒指導・進路指導の取組） 

平成２８年１１月２２日 

 

 

 

第４回生徒指導主事連絡協議会 

パネルディスカッションの様子 

H28.9.6 於：真和志庁舎 

学力向上推進担当者研修会 

グループ協議の様子 

H28.10.17 於：真和志庁舎 

 

３ 学力向上推進担当者研修会の開催 

 平成２８年１０月１７日（月）、小・中学校の学力向上推進担当者５４

名を集めての研修会が真和志庁舎で行われました。 

はじめに「平成２８年度全国学力・学習状況調査の結果分析」について

担当の池原鉄指導主事から説明があり、結果を受けての今後の取組につい

て下記の３点をお願いいたしました。 

 

 

 

 

その後、小中一貫教育グループごとに児童生徒質問紙からみた成果や課

題、これからの取組について協議が行われました。「学年会・教科会・教

科の枠を越えた研修会の充実」「小・中学校のつながりを意識した日々の

授業実践」等、活発な話し合いが行われました。 

 

 

 

第３回教頭連絡会の様子 

H28.10.21（金）於：那覇市役所 12階 
 

１ 第４回校長連絡協議会「グループ協議」の報告（抜粋） 

  ・「小中合同授業研究会」の現状と課題 

・課題解決のための今後の取組 

２ 次年度教育計画への位置づけについて 

３ 小中一貫教育フォーラムの案内 

４ ６年生の進学中学校について 

  ・進学中学校は「従来通りの通学区域」である   

２ 第４回生徒指導主事連絡協議会の開催 

 平成２８年９月６日（火）、小学校生徒指導主任を対象に第４回生徒指

導主事連絡協議会が開催されました。 

協議会では小・中学校の生徒指導の連携強化を目的に、前半は中学校生

徒指導主事による「中学校生徒指導上の課題と対処法」「不登校・入室し

ぶりの生徒への対応」、小学校生徒指導主任による「児童会を中心とした

学校全体のいじめ防止への取組」の講話が行われました。後半は講話して

いただいた先生方によるパネルディスカッションが行われました。 

小学校の生徒指導主任は、「校内の生徒指導体制」「小中間や関係機関

との連携」の重要性について考える機会となりました。 

参加者からの感想の一部をご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中学校の生徒指導の現状が知れてよかった。小学校のうちでどのような対

応をしていけばよいのかのヒントになった。小学校のうちで不登校対策を

していく大切さを感じた。 

・中学校では生徒指導主事の負担が大きいように感じた。その中で一人一人

の生徒としっかり向き合い、声かけ、励まし、支援する様子が伺え、一人

の大人として寄り添う姿勢が教師には必要であると感じた。 

○授業の骨子づくりの推進 

○こども視点の「めあて」の推進、支持的風土・言語活動の充実 

○授業改善サイクルの推進 
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   《小禄中学校グループ 小小合同授業研究会》 

平成２８年９月２１日（水）、宇栄原小学校で小小連携の合同授業研究

会が開催されました。宇栄原小学校の授業研究会に高良小学校の先生方を

招いて、お互いの授業力向上のための取組が小中一貫教育グループの小学

校同士で実践されています。 

  
  

４ 小中合同授業研究会の開催 

 

 

小禄中グループ小小合同授業研究会 

ワークショップの様子 

 Ｈ28.9.21（水） 於：宇栄原小学校 

安岡中グループ小中合同授業研究会 

 特別支援学級生徒による発表の様子 

H28.10.24（月） 於：安岡中学校 

 
安岡中グループ小中合同授業研究会 

全体会の様子 

H28.10.24（月） 於：安岡中学校体育館 

 
城北中グループ小中合同授業研究会 

授業研究会（５学年算数）の様子 

H28.11.4（金） 於：城北小学校 

《安岡中学校グループ 小中合同授業研究会》 

平成２８年１０月２４日（月）、安岡中学校で小中合同授業研究会が開

催されました。安岡中学校グループは、１中４小と大きなグループですの

で、中学校全学級・全教科で公開授業を行い、授業後に教科会を行いまし

た。また、教科会と並行してグループ校長会も開かれ、次年度の組織体制

や取組内容についての話し合いが行われました。 

  

《城北中学校グループ 小中合同授業研究会》 
城北中学校グループでは、中学校は平成２８年９月２１日（水）に、小

学校は１１月４日（金）に小中合同授業研究会が開催されました。小学校

（城北小・大名小）の小中合同授業研究会は同日開催となり、中学校の先

生方は２つの小学校に分かれて参加し研修を深めました。 

 
城北中グループ小中合同授業研究会 

グループ協議の発表の様子 

H28.11.4（金） 於：大名小学校 

授業部テーマ 「主体的に学習に取り組む児童の育成」 

～聴きあい、学びあい、支え合う授業づくりを通して～ 

・授 業   ２学年 算数科 「たしざんとひきざんのひっさん(2)」 

・授業者   新垣  香  教諭 

・指導助言  上原 彩子  授業改善アドバイザー（小禄小学校教諭） 

１ 公開授業  全学級・全教科 

２ 教科会   ①国語科 ②社会科 ③算数・数学科 ④理科 ⑤英語 

⑥図工・美術・技術家庭科 ⑦音楽科 ⑧保健体育科 

⑨特別支援教育 ⑩養護 

・公開授業についてのグループ協議 

・グループ協議内容の発表 

・教科指導の情報交換 

３ 全体会   「アンケート報告と今後の取組について」 

小中一貫教育コーディネーター 石垣 文野 教諭 

４ 校長あいさつ 安岡中学校 安次富 功 校長 

学習部テーマ 「書くことで表現する力を培う」 

＜城北中学校＞ 平成２８年９月２１日（水） 

・研究授業 全学級 

・各学年部会ワークショップ 

・全体会 （指導助言  稲福 政彦 市小中一貫教育推進室指導主事）  

＜城北小学校＞ 平成２８年１１月４日（金） 

授業① ４学年国語科『段落同士の関係を捉え、説明の仕方について考えよ 

う』「アップとルーズで伝える」 

・授業者  山城 有紗 教諭 

・指導助言 小島 哲夫 教諭（城北小学校研究主任） 

授業② ５学年算数科『人と間の数の関係』「人文字」 

  ・授業者   （Ｔ１）槇田 邦子 教諭、（Ｔ２）宮城 里沙 教諭 

  ・指導助言 渡口 里夏 市立教育研究所指導主事 

 授業③ ６学年社会科『戦争と人々の暮らし』「アジア・太平洋に広がる戦争」 

・授業者  （Ｔ１）上原 昭典 教諭 

（Ｔ２）喜納多枝子 教諭（城北中Ｇ小中一貫教育コーディネーター） 

  ・指導助言 池原 鉄 市教育委員会指導主事   

＜大名小学校＞ 平成２８年１１月４日（金） 

・研究授業 ６学年道徳『親切・思いやり』「もうひとつの親切」 

 ・授業者  友利  勉 教諭 

 ・指導助言 松田 敦子 那覇小学校校長 
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《上山中学校グループ 小中合同授業研究会》 
上山中学校グループでは、中学校は平成２８年９月１３日（火）に、小学

校（開南小）は１１月４日（金）に小中合同授業研究会が開催されました

（天妃小６／２２開催済み）。同グループでは児童生徒が考えをまとめたり表現したり

する言語活動の充実を図るための日々の授業実践が行われています。 

 

 
上山中グループ小中合同授業研究会 

授業研究会（社会科）グループ協議の様子 

H28.9.13（火） 於：上山中学校 
 

 
上山中グループ小中合同授業研究会 

小学校・国語の公開授業の様子 

H28.10.31（月） 於：開南小学校 

 

 
誕生月ごとにグループを編成し一緒に昼食 

H28.11.16（水） 於：那覇中学校体育館 

 

那覇中グループ「６年生仲良くなろう会」 

ブーサーシー（沖縄式じゃんけん）で盛り上がる 

H28.11.16（水） 於：那覇中学校体育館 

平成２８年１１月１６日（水）、那覇中学校小中一貫教育グループでは泊

小・若狭小・那覇小の６年生が那覇中へ登校して、中学生の合唱鑑賞と３小

学校合同の合唱披露、児童交流を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施後、小学６年生からは「中学校へのあこがれや期待感が高まった」

「他校に友だちが出でき中学校に行くのが楽しみ」といった感想がありまし

た。また、中学３年生からは「緊張したけど、中学校最高学年として小学生

へ合唱が披露できてよかった」等の声がありました。 

５ 那覇中グループ「６年生仲良くなろう会」ならびに「音楽交流会」の開催 

学習部会テーマ 「思考力・判断力・表現力を育てる指導の工夫」 

＜上山中学校＞ 平成２８年９月１３日（火） 

授業① ３学年社会科『国民として国の政治を考えよう』「裁判の判決を 

考えよう」 

・授業者  仲座 康一 教諭 

・指導助言 稲福 政彦 市小中一貫教育推進室指導主事 

 授業② ２学年技術科『機械の安全な利用と保守点検』「電気回路配線実習」 

  ・授業者  座安 秀則 教諭 

  ・指導助言 比良 尚起 市教科指導員（石田中学校教諭） 

授業③ １学年家庭科『食生活と自立 調理と食文化』「弁当作りに挑戦 

しよう」 

・授業者  中村 優子 教諭 

・指導助言 運天 克子 天妃小学校校長  

 授業④ ３学年道徳『礼儀・適切な言動』「あいさつのことば」 

  ・授業者  美佐 礼子 教諭 

  ・指導助言 西原 琢哉 市教科指導員（城北中学校若夏分校教諭） 

＜開南小学校＞ 平成２８年１０月３１日（月） 

 ・授 業 『ここが魅力！私が感じた宮沢賢治の世界』「雪わたり」 

 ・授業者  伊藤 正紀 教諭 

 ・指導助言 與那嶺 美奈子 市教育委員会指導主事 

＜ねらい＞ 

昼食・合唱・レクを協同実施することで、中学生活への希望や目標を持ち 

４月からの中学生活の円滑化を図る。 

＜日程＞ 

13:10 那覇中集合、昼食 

14:00 音楽交流会             （司会：若狭小学校児童） 

１ 歓迎のあいさつ………………………………………那覇中３年生 

２ 激励のあいさつ………………………上田 正弘 泊小学校校長 

３ 合唱鑑賞会へ向けての決意表明……………………泊小学校児童 

４ 合唱 （１）中学１～３年金賞学級合唱 

（２）全小学校６年生合唱  曲目「夢の世界を」 

指揮：石内 みのり 教諭（若狭小学校） 

伴奏：若狭小学校児童 

（アルト：泊小 ソプラノ：那覇小、若狭小） 

５ 感想…………………………小学生（那覇小児童） 

中学生（中学１年生、中学２年生） 

６ 講評……………………………………山里 望 那覇中学校校長 

７ おわりのあいさつ………………………………………………司会 

14:50 ６年生仲良くなろう会 

○昼食時のグループで、泊・前島に伝わるわらべ歌にのせてブーサ 

ーシー（沖縄式じゃんけん）大会 

○各小児童へのインタビュー（感想） 

15:20 解散 

那覇中グループ「音楽交流会」 

小学６年生全員で中学生に合唱を披露 

H28.11.16（水） 於：那覇中学校体育館 
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〈１１月〉 

１１月２２日（火）  那覇市計画訪問（古蔵中） 

１１月２５日（金）  小禄中Ｇ小中合同授業研究会（高良小） 

           上山中学校合唱コンクール 

１１月２６日（土）  安岡中学校合唱文化祭 

１１月３０日（水）  金城中学校県指定研究発表会 

            鏡原中Ｇ小中合同授業研究会（小禄南小）  

〈１２月〉 

 １２月 ４日（日）  ＮＡＨＡマラソン 

１２月 ６日（火）  城北中Ｇ鑑賞及び交流会（城北小） 

１２月１３日（火）  小中一貫教育コーディネーター研修会（市役所） 

           小禄中登校日 

１２月１８日（日）  上山中Ｇ ＣＧＧ運動 

           安岡中Ｇ ＣＧＧ運動 

１２月２０日（火）  古蔵中Ｇ小中合同授業研究会（古蔵中） 

１２月２２日（木）  二学期前半終了 

１２月２６日（月）  小中一貫教育フォーラム（市中央公民館） 
  

８ 主な予定（小中一貫教育関連） 

 

 

 

 

 

 

６ 全九州中学校進路指導・キャリア教育研究大会で神原中が実践発表 

全九州中学校進路指導・キャリア教育研究大会 

第６分科会で発表する田重子教諭（神原中） 

H28.11.2（水）於：浦添市立港川中学校 

 
  臨時小中一貫教育コーディネーター研修会 

  実践報告の班別協議の様子 

 H28.10.20（木）於：那覇市役所 12階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の実践発表については、１７名の小中一貫教育コーディネータ

ーを３つの班に分け、本市小中一貫教育のねらいの「義務教育９年間を

修了するにふさわしい学力の育成」「豊かな人間性や社会性の育成」

「進級時や中学校入学時の不安解消」の視点で実践報告いたします。 

また、講演では、特別支援教育における現状と課題を受けて、小・中

学校の教職員がどのように連携して児童生徒と関わっていけばよいのか

等について、講演の中で具体的なお話が聴けると考えております。 

７ 小中一貫教育フォーラムのご案内 

平成２８年１１月２日（水）、第５３回全九州中学校進路指導・キャ

リア教育研究大会（沖縄大会）が浦添市立港川中学校で開催されまた。 

第６分科会（各学校段階（校種間）の接続と進路指導）では、神原中

学校の田重子教諭が、総合的な学習の時間における小中をつなぐキャリ

ア教育の在り方等について、神原中学校小中一貫教育グループ（神原

小・壺屋小・神原中）の実践発表を行いました。 

 田教諭からは「各学校が取り組んでいたキャリア教育を見直し、小中

９年間のスパンで捉え、学びの系統性や内容のつながりを意識した様々

な取組を行ったことで、児童生徒のキャリア発達が促され、自己の成長

に向けて学び続ける児童生徒の姿が見られた」との報告があり、キャリ

ア教育の視点に立った小・中学校の接続について、大きな示唆を与えて

いただきました。 

 発表後、「小中一貫したその他の取組」「教師の意識の変容」等の質

疑応答がなされ、充実した分科会となりました。 

日時  平成２８年１２月２６日（月）14:00～16:45 

場所  那覇市中央公民館（那覇市民会館うら） 

対象  那覇市の小・中学校教職員、行政関係者 

内容  １ 実践報告 

２ 講演「特別支援教育における小・中学校の連携（仮題）」 

      講師：城 間 園 子 准教授 

（琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻（教職大学院）） 

 


