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平成２９年５月３０日（火）、古蔵中学校小中一貫教育グループ（古蔵中・古
蔵小・城岳小）の第１回小中合同研修会が古蔵小学校で開催されました。
〈ねらい〉
(1)古蔵中学校区小中一貫教育具体的取り組みについての現状と課題につい
て検討し、今後の実践につなげていく
(2)当該校の全職員が一同に会することで、小中一貫教育等としての連携を
深める

P4
８ 主な予定（小中一貫教育関連）

P4

小中学校間をつなぐ様々な取組が
全１７グループですすんでいます

古蔵中学校グループ小中合同研修会の様子①
H29.5.30 於：古蔵小学校

〈各部の取り組み〉
１授業研究部会
① 全教科で毎時間「めあて」「まとめ（振り返り）」を書く
② 教師は授業における「めあて」のとらえ方の共通確認をする
③ 授業前の「黙想」を行う
④ 授業では子ども自身が主体的に考え、判断し、表現できる場面を設定し
言語活動の充実を図る
⑤ 合同授業研究会の充実
⑥ 相互乗り入れ授業の工夫・実践
２交流部会
① 古蔵小・城岳小合同スポーツ交流会（小小連携）
② 部活動見学
③ 中学生による中学校説明会
④ 地球クリーン作戦
⑤ その他
３生徒指導部会
① あいさつ運動の奨励
② 中学校区の校則の検討と小中学校足並み揃えた指導の徹底
③ 小中連絡会
④ 時間を守る
４特別支援部会
① 小中合同行事（交流会：暮れの街見学）
② 中学校教諭による小学校授業参観（観察）

古蔵小学校・城岳小学校・古蔵中学校の教職員が、上記の具体的な取組
（共通実践事項）を確認し、今年度の小中一貫教育がスタートしました。
古蔵中学校グループ小中合同研修会の様子②
H29.5.30 於：古蔵小学校
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２ 小中一貫教育合同研修会「松城中学校グループ」
平成２９年５月２６日（金）、松城中学校小中一貫教育グループ（松城中・松
川小）の第１回小中合同研修会が松城中学校で開催されました。
松城中学校グループは、本格実施から２年目を迎え、第１回目のこの研修
会では、池間生子小中一貫教育アドバイザーを講師に迎え、「主体的・対話的
な深い学び」というテーマで、小中一貫教育の意義と授業改善という視点から
講話をいただきました。

〈共通確認事項〉
１学習部会
【共通実践事項】
①「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指す授業づくり
②整合性のとれた「めあて」と「まとめ・ふり返り」の設定
③「ルール」や「マナー」などの学習規律の確立（チャイム始業、授業前黙
想、机上の整頓等）
④合同授業研究会及び授業研究会の実施
⑤合同研修会（教科会等）における指導内容の系統性の確認
２学校生活部会
【共通実践事項】
①あいさつ運動の実施（朝のあいさつ、儀式的行事での返礼・拍手等）
②授業中における児童生徒に対し「さん」付け呼称を行うなど、丁寧な言葉
遣い
③児童生徒の活躍がわかる掲示物の作成（競争をあおる掲示物は貼らない）
④小中の校則等に関する情報交換を通して生徒指導の充実を図る。（小中で
「時を守り、場を清め、礼を正す」を取り組む）

松川小学校・松城中学校の教職員が、上記の具体的な取組（共通実践事
項）を確認し、今年度の小中一貫教育がスタートしました。

松城中学校グループ小中合同研修会の様子①
池間生子アドバーザーの講演会

H29.5.26

於：松城中学校

松城中学校グループ小中合同研修会の様子②
授業開始の確認 H29.5.26 於：松城中学校

３ 小中一貫教育合同授業研究会「金城中学校グループ」
平成２９年６月１６日（金）、金城中学校小中一貫教育グループ（金城中・金城小・さつき小・小禄小）の小中合同授業研究
会が金城小・さつき小・小禄小の三小学校で開催されました。
授業研究会を通し、教科の授業づくりおよび指導技術の向上を趣旨とし、「主体的・対話的で深い学び」を意識した授業づ
くりの視点で授業研究会が行われました。授業評価シートのチェック項目には小中の共通実践事項もありました。研究協議で
は、小学校の先生と中学校の先生がワークショップ型で話し合いがもたれ、多くの意見交換が活発に行われました。

金城中学校グループ小中合同授業研究会の様子① 金城中学校グループ小中合同授業研究会の様子② 金城中学校グループ小中合同授業研究会の様子③
Ｈ29.6.16 於：さつき小学校
Ｈ29.6.16 於：金城小学校
Ｈ29.6.16 於：金城小学校
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４ 小中一貫教育合同授業研究会「城北中学校グループ」
平成２９年６月２１日（水）、城北中学校小中一貫教育グループ（城北中・城北小・大名小）の小中合同授業研究会が城北中
学校で開催されました。
城北中学校小中一貫教育グループでは小中合同授業研究会の目的として、①小中相互で授業研究を行うことで、学びの連
続性を生かす指導方法の工夫改善を行う。②小中の違いについて理解し、児童生徒の発達段階を踏まえた指導に生かすこと
としています。学習部会のテーマ「書くことで表現力を培う」に基づいた授業づくりという視点で、授業研究会が行われました。

城北中学校グループ小中合同授業研究会の様子①

H29.6.21

於：城北中学校

城北中学校グループ小中合同授業研究会の様子②

H29.6.21

城北中学校グループ小中合同授業研究会の様子③

H29.6.21

於：城北中学校

於：城北中学校

５ 小中一貫教育合同授業研究会「那覇中学校グループ」
平成２９年６月２７日（火）、那覇中学校小中一貫教育グループ（那覇中・泊小・若狭小・那覇小）の小中合同授業研究会が泊
小学校で開催されました。
那覇中学校小中一貫教育グループでは小中合同授業研究会のねらいとして、統一テーマに基づき授業実践を共有すること
で、小中学校職員の小中一貫教育の意識高揚を図り、学びの連続性を生かした授業改善を目指すとしています。「思考力・判
断力・表現力を育てる言語活動の充実」～「かく活動」の指導に視点をおいて～を小中一貫の統一テーマとしてかく活動に視点
をおいた授業研究会が行われました。５つの授業が公開され、研究協議も活発に行われました。

那覇中学校グループ小中合同授業研究会の様子①
英語の授業 H29.6.27 於：泊小学校

那覇中学校グループ小中合同授業研究会の様子④
国語の授業 H29.6.27 於：泊小学校

那覇中学校グループ小中合同授業研究会の様子②
算数の授業 H29.6.27 於：泊小学校

那覇中学校グループ小中合同授業研究会の様子⑤
理科の授業 H29.6.27 於：泊小学校

那覇中学校グループ小中合同授業研究会の様子③
道徳の授業 H29.6.27 於：泊小学校

那覇中学校グループ小中合同授業研究会の様子⑥
研究協議 H29.6.27 於：泊小学校
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７ その他の取組

【小禄中グループ小中一貫教育の目標】
将来を切り拓く知恵と社会性を身につけた児童生徒の育成
（将来の社会的自立に向けた発達（学力や社会性等）を意図的・継続
的に支援する小中一貫教育）
【共通実践・取り組み事項】
【授業部】
① 共通実践
・「まとめ・ふりかえり」の工夫と充実
② 「話形」の共通掲示
③ 授業スタイルの共通実践
・めあて→主体的学び→まとめ→ふりかえり
④ 合同授業研究会の企画・実施
（小→中 中→小 小→小）年４回
【学級経営部】
① 学級集団の質的向上に向けた取り組み
・支持的風土のある学級づくり
・心地よい教室環境づくり
（掲示物の工夫・整理整頓）
・当番活動による社会性の育成
② 授業参観・学級経営参観
③ 合同会議の企画・実施
【生徒指導部】
① 「黙想」・「身がまえ・気がまえ・物がまえ」の継続実施
② 学期に一回、児童・生徒指導委員会の相互参加
③ 小６年対象の「出前講座」の日程調整
【交流部】
① 「リーダー研修会」に於ける交流活動の計画
② 「小禄中登校日」の計画実施
③ 生徒指導部との連携で「出前講座」の実施

那覇中学校グループの取組 於：泊小学校

城北中学校グループの取組 於：城北中学校

８ 主な予定（小中一貫教育関連）
松島中学校グループの取組（小中一貫だより）
〈７月〉
７月 ３日（月） 神原中Ｇ小中合同授業研究会
那覇市計画訪問（首里中学校）
７月 ４日（火） 安岡中Ｇ小中合同授業研究会（安謝小・天久小）
７月 ７日（金） 松城中Ｇ小中合同授業研究会（松川小）
松島中Ｇ小中合同授業研究会（真嘉比小）
７月１１日（火） 那覇市計画訪問（石田中学校）
７月１３日（木） 鏡原中Ｇ小中合同授業研究会（鏡原中）
７月２０日（木） 1 学期前半終了
７月２１日（金） 県民一斉夜間街頭指導
７月２５日（火） 古蔵中Ｇ小中合同研修会
７月２６日（水） 上山中Ｇ・石田中Ｇ小中合同研修会
首里中Ｇリーダー研修会
７月２７日（木） 仲井真中Ｇリーダー研修会
安岡中Ｇ・那覇中Ｇ小中合同研修会
７月２８日（金） 金城中Ｇ・仲井真中Ｇ・寄宮中Ｇ・城北中Ｇ小中合
同研修会
小禄中Ｇ児童会・生徒会交流
７月３１日（月） 神原中Ｇ・小禄中Ｇ・鏡原中Ｇ・松島中Ｇ・首里中
Ｇ小中合同研修会

