
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
鏡原中学校小中一貫教育グループ（鏡原中・小禄南小・垣花小）で

は、小禄南小学校に於いて小中合同授業研究会を開催しました。その

概要についてご紹介します。 

 

１ 日時  平成２８年１１月３０日（水）１４：００～１６：４５ 

２ 公開授業 

 (1)１学年 生活科「かぞくハッピー大さくせん」 

   授業者：岸本  麻 教諭  

 (2)２学年 図画工作科「わっかでへんしん」 

   授業者：下地 聡美 教諭 

 (3)４学年 国語科「便利ということ」 

   授業者：城間 麻愉巳 教諭 

 (4)６学年 算数科「場合を順序よく整理して」 

   授業者：具志堅 太一 教諭 

 

 

 

 

 

 

 

３ 授業研究会（司会：小禄南小、記録：小禄南小） 

 (1)１学年生活科  

指導助言者：野原 洋子 市教育委員会 指導主事  

ファシリテーター：城間 義守 教諭 

 (2)２学年図画工作科  

   指導助言者：嵩原 貴子 教諭（鏡原中学校）  

ファシリテーター：大澤 幸司 教諭 

 (3)４学年国語科  

   指導助言者：宮里 寿子 市立教育研究所 指導主事  

ファシリテーター：諸喜田 征司 教諭 

 (4)６学年算数科  

   指導助言者：上原 彩子 授業改善アドバイザー（小禄小学校教諭） 

ファシリテーター：大城  貢 教諭 

  ４ 全体会（司会：槙田 正法 小禄南小学校 教務主任 ） 

   (1)はじめのあいさつ（司会） 

   (2)授業校のあいさつ（廣 幸和 小禄南小学校 校長） 

   (3)各部の発表（授業の視点を中心に） 

   (4)まとめ（上田 由加利 教諭（小禄南小学校校内研主任）） 

   (5)鏡原中Ｇ代表あいさつ（奥間 朝順 鏡原中学校 校長） 

   (6)諸連絡（上地 秀美 教諭（小中一貫教育コーディネーター）） 

   (7)終わりのあいさつ（司会） 

 

まとめでは各部の発表を集約し、成果・課題・改善策等を短くまと

め、全体の意見を構造化する工夫がなされていました。 

 

１   小中合同授業研究会の開催（鏡原中学校グループ） 目           次 

１ 小中合同授業研究会の開催（鏡原中Ｇ）P1 

２ 小中交流会の取組紹介（城北中Ｇ） P2 

 小中交流会の取組紹介（首里中Ｇ） P3 

３ 第７回小中一貫教育コーディネーター研修会の開催  P4 

４ 平成 29年度小中一貫教育に係る臨時教諭の募集    P4 

５ 主な予定（小中一貫教育関連）    P4 

 

 

小中一貫教育推進室だより  

第  1     第３３号 （小・中学校で様々な交流が行われる） 

平成２８年１２月１９日 

 

 
鏡原中Ｇ小中合同授業研究会 

全体会各部の発表の様子 

H28.11.30（水）於：小禄南小学校 
 

鏡原中Ｇ小中合同授業研究会 

６年生算数の授業参観の様子 

H28.11.30（水）於：小禄南小学校 
 

＜授業参観の視点（小中一貫した取組）＞ 

 (1)課題・めあてが適切であったか。 

 (2)児童生徒が自分の考えや意見を持つための手だての工夫が適

切であったか。 

 (3)「かく」時間が確保されていたか。 

 (4)まとめ・ふり返りで今日の学びの確認がなされていたか。 

 (5)学習の規律が徹底されていたか。 

 

 
鏡原中Ｇ小中合同授業研究会 

ワークショップの様子 

H28.11.30（水）於：小禄南小学校 
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   １１月、１２月は各中学校小中一貫教育グループで、小学校と中学校の様々な
交流の取組が実践されています。その取組についていくつかご紹介致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

２ 小中交流会の取組紹介 

 

＜音楽鑑賞及び交流会＞ 
１ 目的  小・中学校の交流を通して、児童生徒の感動や創造性を育むととも 

に中学生への尊敬の念を深め、小学生と中学生の一体感や所属感の育 

成を目指す。 

２ 日時  平成２８年１２月６日（火） １４：００～１４：５０ 

３ 場所  城北小学校体育館 

４ 参加者 城北中学校 ３年３組（校内合唱コンクール・グランプリ学級）、合唱・吹奏楽同好会        

      大名小学校 ５・６年生 

      城北小学校 ２年生～６年生 

５ プロクラム（司会進行：城北小児童、城北小上原教諭） 

    (1)開会の言葉（司会） 

    (2)学校長あいさつ（川村 和久 城北小 校長） 

    (3)オープニング（城北小６年生による合唱） 

    (4)各学校の発表（各学校発表時間８～９分程度） 

①城北小学校発表（６年生による音読） 

       ・終了後、大名小、城北中の児童生徒の感想発表 

      ②大名小学校発表（５、６年生による合唱） 

       ・終了後、城北小、城北中の児童生徒の感想発表 

      ③城北中学校発表（校内合唱コンクール・グランプリ学級（３年３組）の合唱） 

              （合唱・吹奏楽同好会による演奏） 

       ・終了後、大名小、城北小の児童の感想発表 

    (5)閉会の言葉（司会）  

 

城北中学校グループの取組（城北中・大名小・城北小） 

＜交流会の目的＞ 

   １ 児童生徒が交流する機会を持つことで、異学年の触れあいの中から豊かな 

人間性や社会性の育成を図る。 

   ２ 計画的・継続的な交流活動を通して、児童に中学校生活に対する希望や抱 

負を抱かせ、中学校生活へのスムーズな移行を図る。 

３ 交流活動の中で相互に協力し、連携することで児童生徒の一体感や所属感 

を高める。 

 

＜児童・生徒の感想＞ 
大名小学校の合唱を聞いて、とてもきれいな声で声も大きかったので、とて

も聞き取りやすかったです。また、大名小学校のように、きれいな大きい声で

歌えるようにしたいと思いました。（城北小５年生） 

 

今日の６年生の歌は、みんなが声を出してとなりの人の歌声も聞こえたの

で、４月と比べると、とても良かったと思います。でも、もっと城北中学校の

ほうが、ふんわり包みこむような歌声が響いてきて、聞いていると、優しくな

れそうな気がしました。だから、城北中学校の歌声の良いところを真似して、

私たちも、聞いている人に優しい気持ちを届けられるような歌声を目指して成

長していきたいです。（城北小６年生） 

 

城北小の校歌を聞いた時に、体育館なのにこんなに大きな声が出せるなん

て、本当にすごいと思いました。夢の世界を歌う時、聞いている人の多さにび

っくりして、緊張してあまり声が出せなかったけど、自分の中では一番みんな

の息が合っていて、上手だと思いました。中学生になってもこの気持ちを忘れ

ずに歌いたいです。（大名小６年生） 

 

小学生の合唱や音読を聞いてみて元気があっていいなと思いました。城北小

学校の児童が言っていた「とにかくやってみることだ」という音読が、今受験

期を迎えている私たちへの応援のように聞こえました。小学生の活気あふれる

歌声と音読の声が私たちを後押してくれるようでした。 

この交流会は私たちにとって良い機会となりました。（城北中女子） 
 

 

 
 城北中Ｇ鑑賞及び交流会 

城北中学校合唱・吹奏楽同好会の演奏の様子 

H28.12.6（火） 於：城北小学校 

 城北中Ｇ鑑賞及び交流会 

城北小学校児童の合唱披露の様子 

H28.12.6（火） 於：城北小学校 

 城北中Ｇ鑑賞及び交流会 

交流会の感想を発表する中学生の様子 

H28.12.6（火） 於：城北小学校 

 城北中Ｇ鑑賞及び交流会 

大名小学校児童の合唱披露の様子 

H28.12.6（火） 於：城北小学校 
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首里中学校グループ 

合唱コンクール・リハーサル見学の様子 

H28.11.22（火） 於：首里中学校 
 

 
合唱コンクール・リハーサル見学 

真剣に合唱を鑑賞する６年生の様子 

H28.11.22（火） 於：首里中学校 
  

＜小学校６年生の首里中学校合唱コンクール・リハーサルへの見学＞ 
１ ねらい ① ６年生が中学校の合唱を鑑賞することで、中学校行事を体得し、中 

学校に対する希望を抱かせる。 

       ② 中学生が合唱コンクールへの意欲と、先輩としての意識の向上を高 

める。 

 ２ 日時  平成２８年１１月２２日（火）５～６校時 

 ３ 場所  首里中学校 体育館 

 ４ 参加者 中学校３年生、小学校６年生（城西小、城南小） 

 ５ 日程  ① 合唱コンクールの説明（親泊哲男 小中一貫教育コーディネーター） 

       ② 中学校３年生リハーサル開始 小学生合唱鑑賞 

       ③ お礼のことば（小学生） 

 ６ 相互交流（コミュニケーション） 

① 合唱コンクールについて、各小学校で紹介する。 

② 各学級の曲と見所を紹介文で小学生に紹介する。 

③ 合唱コンクールの結果を小学生へ報告する。 

④ 児童の見学感想ワークシートを中学校に掲示する。 

 

首里中学校グループ部活動見学 

各部の活動を見学する６年生の様子 

H28.12.7（水） 於：首里中学校 
 

 

首里中学校グループの取組（首里中・城西小・城南小） 

 
首里中学校グループ部活動見学 

各部活動キャプテンの話を聞く６年生の様子 

H28.12.7（水） 於：首里中学校 
 

 

＜児童の感想＞ 
 首里中学校の先ぱい方の部活動を見て、入りたい部活は決まっていたけれど、ど

の部活も楽しそうで生き生きしていました。そんな首里中学校の先ぱい方を見て、

私たちも、部活と勉強の両立できる先ぱいになりたいなと改めて感じました。 

 来年には、私も首里中学校の１年生として部活をやるのが、この部活動見学を終

えて、今までよりずっと楽しみになりました。私も先ぱい方のような、後はいから

あこがれるような中学生になりたいです。（６年生女子） 

 

 首里中学校の部活動を見学して、すべての部活動がきびきびしていて、みんなの

やる気や気迫が伝わってきてすごいなと思いました。特に剣道部の声が体育館に響

きわたっていて、より気迫が伝わってきました。 

 中学校の部活はとても楽しそうにやっていたので「やりたい」という気持ちがさ

らに強くなりました。見学させてくれてありがとうございました。（６年生男子） 

 

 今回の初めての部活動見学は、文化系も、体育会系も練習しているときは活気が

あってすごいと思いました。ぼくは部活でどこに入るかまだ決めていないので、今

回の部活見学を通して決めたいと思いました。 

 生徒会の方達も、僕たちの案内や気を使かってくれて、とてもありがたいと思い

ました。あいさつ等の礼儀も上手で見習いたいと思いました。（６年生男子） 

＜部活動見学会＞ 
１ ねらい ① 小学生が部活動を見学することで、先輩への憧れと中学校生活への 

期待感を高める。 

② 中学生が部活動を行っている姿を見せることで、先輩としての自 

覚と誇りを持ち意欲を高める。 

２ 日時   平成２８年１２月７日（水）１５：３０～１６：１５（小学生集合 15:20） 

３ 見学場所 首里中学校 

① 運動場（サッカー部、野球部、男女テニス部、ソフトテニス部） 

② 体育館（男女バスケット部、男女バレー部、剣道部） 

③ センターホール（男女バドミントン部、卓球部） 

④ 特別棟（吹奏楽部、合唱部、イラスト部） 

 ４ プログラム 

     (1)開会式（司会：首里中学校生徒会代表） 

      ①はじめの言葉（喜瀬 乗英 首里中学校 校長） 

②各部キャプテン自己紹介（ユニホーム着用） 

③注意（郷田士朗 城南小学校 教諭） 

       移動（首里中学校生徒会代表で誘導） 

     (2)部活動見学 

      ①城西小１・２組（運動場→体育館→センターホール→特別棟） 

      ②城西小３・４組（特別棟→運動場→体育館→センターホール） 

      ③城南小１・２組（体育館→センターホール→特別棟→運動場） 

    （3）閉会式（司会：首里中学校生徒会代表） 

      ①児童感想発表（各小学校代表１人） 

      ②終わりの言葉（親泊 哲男 小中一貫教育コーディネーター） 

      ③諸連絡（郷田士朗 城南小学校 教諭）   
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〈１２月〉 

 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（中央公民館） 
〈１月〉 

 １月１１日（木）  第６回校長連絡協議会（市役所） 

１月１２日（金）  神中登校日（神原中） 

１月１７日（火）  小中一貫教育コーディネーター研修会（市役所） 

１月２０日（金）  石田中Ｇ小中合同研修会 

１月３０日（月）  首里中Ｇ小中合同研修会 

            寄宮中Ｇブックトーク（真和志小） 

１月３１日（火）  寄宮中Ｇブックトーク（与儀小） 

〈２月〉 

２月 １日（水）  寄宮中Ｇブックトーク（上間小） 
 

５ 主な予定（小中一貫教育関連） 

 

 

 

 

 

 

第７回小中一貫教育コーディネーター研修会 

班別協議（学力の育成班）の様子 

H28.12.13（火）於：那覇市役所 1001会議室 

 
平成２７年度小中一貫教育フォーラムの様子 

H27.11.6（金）於：パレット市民劇場 
 

 

 平成２８年１２月１３日（火）、市役所会議室に於いて第７回コー

ディネーター研修会が開催されました。今回の研修会は、２６日に開

催される小中一貫教育フォーラムの実践発表についての協議を行い、

実践発表の確認を行いました。 

１ 学力の育成班 

  石垣 文野 教諭（安岡中Ｇ）、親泊 哲男 教諭（首里中Ｇ）、大城 優子 教諭（石田中Ｇ）、 

上地 秀美 教諭（鏡原中Ｇ）、山田 健都 教諭（松城中Ｇ）、大城 志乃 教諭（金城中Ｇ） 

２ 豊かな人間性・社会性の育成班 

  下地 覚 教諭（那覇中Ｇ）、ロドリゲス 裕子 教諭（古蔵中Ｇ）、幸地 直美 教諭（石嶺中Ｇ） 

知花 桂子 教諭（仲井真中Ｇ）、平良 恵輝 教諭（真和志中Ｇ） 

３ 中学校入学時の不安解消班 

  宮里 理枝子 教諭（上山中Ｇ）、新垣 昌徳 教諭（神原中Ｇ）、松川 志乃 教諭（寄宮中Ｇ）、 

宮城 恵美子 教諭（小禄中Ｇ） 市岡 秀巳 教諭（松島中Ｇ）、喜納 多枝子 教諭（城北中Ｇ） 

フォーラムでは実践発表、講演を通して、各グループの共通実践の

共通理解を深め、今後の実践に生かして頂きたいと考えています。 

 

３ 第 7回小中一貫教育コーディネーター研修会の開催 

４ 平成２９年度  小中一貫教育に係る臨時教諭の募集 
 那覇市教育委員会学校教育課小中一貫教育推進室では、平成２９年

度の小中一貫教育に係る「臨時教諭」の募集を行います。希望される

方は、小中一貫教育推進室までお問い合わせ下さい。また、お知り合

いの方がおりましたら、その方にお声かけをお願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先：小中一貫教育推進室（９１７－３５１０） 

＜那覇市小中一貫教育フォーラムのご案内＞ 
１ 日時  平成２８年１２月２６日（月）14:00～1６:45 

２ 場所  中央公民館ホール 

３ 内容  (1)実践発表 

        (2)講演「小中一貫教育における特別支援教育の充実 

―連携・協働を踏まえた指導・支援―」 

           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）） 

１ 募 集   臨時教諭（１７名） 

２ 資 格   中学校教諭免許 

３ 勤務先   那覇市立中学校 

４ 勤務日   週５日、７時間４５分／日 

５ 募集期間  平成２９年２月１日～  

那覇市ホームページに募集要項が掲載されます

（２月１日より）  

 

 

 

 


