
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

    平成 27年８月 13 日（木）、那覇市教育委員勉強会において、那覇市小中一貫教育の

推進状況について報告を行いました。  

  添石幸伸委員長、喜久里美也子委員、饒波正博委員、神村洋子委員、渡慶次克彦委

員（教育長）の参加のもと、これまでの、小中一貫教育の推進状況について報告を行い

ました。 

１ 那覇市の小中一貫教育の推進状況説明 

・平成２６年度の取組内容と１年間の流れ（映像資料活用） 

・平成２７年度の本格実施校の取組の様子 

・コーディネーターによる小学校乗り入れ指導の様子（映像資料活用） 

・平成２８年度導入ブロックの取組の様子  

 

２ 小中一貫教育本格実施校の検証 

・小中一貫教育本格実施校の学力向上の取組と成果 

・小中一貫教育本格実施校の不登校改善の取組と成果 

・小中一貫教育推進に係る課題と対応策 

 

３ ｗｅｂ－ｍｅｅｔｉｎｇ会議システムについて 

  ｗｅｂ-meeting会議システムの説明では、学校教 

育課と会議室のパソコンを結んで、実際に模擬会義 

を行い、その有用性、利便性について実感して頂き 

ました。 

1  那覇市教育委員への推進状況報告 

2  第 2回教頭連絡会における実践紹介   

「 

 平成２６年度からは、小禄ブロック、平成２７年度に本庁・真和志南ブロック、２８年度に

首里・真和志北ブロックと３年をかけて全市小中学校に導入してまいります。 

   この小中一貫教育を通し、児童生徒一人一人の個性や能力を伸ばし、生きる力を育むと

ともに、学力の向上、豊かな人間性や社会性の育成、中学入学時の不安解消を図ります。 

  小中一貫教育は、「義務教育９年間を連続した期間ととらえ、一貫性のある教育課程で継

続的、計画的に学習指導、生活指導を行う教育」です。 

  全国的に中学進学時において、下記のような点が教育上の課題となっています。 

    ①中学進学時に生じる学習意欲の低下 ②中１で増加する問題行動（不登校、いじめ、

暴力行為等） ③中学校入学時の不安 

これらの課題解決に向け、学習指導・生徒指導について、小学校と中学校の垣根をと 

りはらい、義務教育９年間で連続性のある「指導内容」「指導方法」を実施します。 

市の小中一貫教育の特色ある取組 

 平成 27 年 8月 4 日（火）、対馬丸記念館において第 2 回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、①小中合同研修会での講話の紹介 ②小学校への乗り入

れ指導について。実際の乗り入れ指導の取組ＶＴＲ紹介 ③ 小中一貫教育導入中学校グル

ープの「目標」「部会」等の紹介 ④推進室からの依頼事項について説明を行いました。 

推進室に合同研修会での講師や指導助言者を紹介してほしいという問い合わせが増えま

したので、これまでに、小中合同研修会で開催された講話の様子と講師の先生方の紹介を行

いました。小中一貫教育の共通理解や校内研及び授業研究会に関しては、池間生子小中一

貫教育アドバイザー。生徒指導、特別支援教育に関しては、屋部文幹小中一貫教育アドバイ

ザーを紹介しました。その他に、県立総合教育センターの出前講座を利用しての講師招聘を

行った中学校グループもありました。推進室では、アドバイザーの他、那覇市教育委員会の

指導主事の紹介もしておりますので、ご相談下さい。 

また、小学校への乗り入れ指導についての説明と、実際の乗り入れ指導のＶＴＲ紹介を行

い、乗り入れ指導について理解していただきました。乗り入れ指導を行うコーディネーターはと

ても優秀な教諭が任命されています。校長会でも説明いたしましたが、校長先生、教頭先生

方におかれましては、この優秀な人材をどのように授業で活かせるのかについて、指導・助

言をお願いいたします。 

最後に教頭先生方に推進室から依頼をいたしました。那覇市小中一貫教育の推進につい

ご御協力をお願いいたします。                 

①Ｗｅｂ－ｍｅｅｔｉｎｇ会議システムの活用促進（いつでも、誰でも活用できるように） 

②小中合同研修会、合同授業研修会、交流会、各部会の取組みへの支援 

③小中一貫教育推進室だよりの職員への、印刷配布 
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教頭連絡会において 

本格実施校の実践紹介 

 

小中一貫教育推進室だより  

第  1     第１７号 （夏季休業中の小中合同研修会の推進状況）  

平成 27年 8月 24日 

 

平成２７年度の取組（乗り入れ指導）

英語指導

8

理科指導

社会指導

 

教育委員への小中一貫教育の説明の様子 

H27.8.13（木） 

 

 

教頭連絡会での推進状況の説明様子  

Ｈ２７．８．１５（火） 

 

小学校への乗り入れ指導の紹介 
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3  次年度導入グループ小中合同研修会の様子① 
平成 27年７月 24日（金）から 31日（金）にかけて、次年度導入の小中一

貫教育グループ（７グループ、２１校）で小中一貫教育に係る小中合同研修

会が実施されました。 

各小中合同研修会の「全体会」では、「小中一貫教育目標」「部会設置目

的」「組織体制」等が確認されました。  

「各部会」協議においては、各学校の教育活動の状況を紹介し合うととも

に、各学校の現状、課題等について情報交換が行われ、次年度の本格実施に

向けて「共通実践」についての協議を行いました。 

各中学校グループの「小中一貫教育目標」「部会設置状況」は、下記のよ

うになっています。   

 ＊「目標」「部会名」等は「修正」が行われる可能性もあります。 
                 ＊（      ）内は、各グループの「部長担当校」を示しています。 

 

真和志北ブロックの紹介 

 

１ 真和志中グループ【真和志中、大道小】            

（１）目  標  自ら学び 心豊かで たくましく生きる児童生徒の育成     

（２）設置部会     ①学習部会     （大道小） 

研究テーマ：協議中 

②生徒指導部会   （真和志中） 

 

 

２ 安岡中グループ【安岡中、安謝小、曙小、銘苅小、天久小】  

 （１）目  標  自ら進んで考え、思いやりの心を持ち、未来を創造する

児童・生徒の育成 

  （２）設置部会        ①確かな学力の向上部会（天久小） 

研究テーマ：協議中 

②生徒指導部会    （曙 小） 

③交流部会      （安謝小） 

④体験活動部会    （銘苅小）   

 

 

３ 松城中グループ【松城中、松川小】 

（１）目  標  確かな学力と 社会性を身につけた 心豊かで 

たくましい児童生徒の育成 

  （２）設置部会    ①学習部会      （松川小） 

研究テーマ：協議中 

②生徒指導部会    （松城中）  

 

 

４ 松島中グループ【松島中、松島小、真嘉比小】 

（１）目  標  考える力を育て 社会性を身につけた児童生徒の育成 

（２）設置部会   ①研究部会      （松島小・真嘉比小） 

                                               研究テーマ：思考力・判断力・表現力を高める学習

指導の工夫 

            ○研究班  ○英語班  ○算数・数学班 

            ○国語班  ○理科班             

          ②生徒指導部会    （松島中） 

④特別支援教育部会  （松島中）              

 

次年度導入グループ 

「共通実践」に係る協議を実施しました。 

 

 
 真和志中グループ（真和志中学校・大道小学校） 

生徒指導部会の様子  Ｈ27．７．24（金） 

 

 

 
 安岡中グループ（安岡中・安謝小・曙小・銘苅小・天久小） 

校内テレビ中継を利用して全体会を実施   

Ｈ27．７．28（火） 

 

 

 

 

 
 

松城中グループ（松城中・松川小） 

学習部会の様子 Ｈ27．７．28（火） 

 

 

 松島中グループ（松島中・松島小・真嘉比小） 

特別支援教育部会の様子 Ｈ27．７．31（金） 
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首里ブロックの紹介 
  首里ブロック（石嶺中グループ、首里中ブロック、城北中グループ）では、

目標を統一して、小中一貫教育を推進していきます。 

 

５ 石嶺中グループ【石嶺中、石嶺小、城東小】 

 （１）目  標   夢実現に向け 確かな学力と 豊かな人間性・社会性を

身につけた 創造性あふれる児童生徒の育成 

  （２）設置部会      ①学習部会      （城東小） 

研究テーマ：協議中 

②児童生徒支援部会  （石嶺中） 

③交流推進部会    （石嶺小） 
  

 

６ 首里中グループ【首里中、城西小、城南小】 

 （１）目  標  夢実現に向け 確かな学力と 豊かな人間性・社会性を

身につけた 創造性あふれる児童生徒の育成 

 （２）設置部会      ①学習部会      （城西小） 

研究テーマ：首里中校区授業スタイルの構築と言語

活動の充実 

②児童生徒支援部会  （首里中） 

③交流推進部会    （城南小） 

 
 

７ 城北中グループ【城北中、城北小、大名小】 

 （１）目  標  夢実現に向け 確かな学力と 豊かな人間性・社会性を

身につけた 創造性あふれる児童生徒の育成 

 （２）設置部会      ①学習部会      （大名小） 

研究テーマ：書くことで表現する力を培う 

②児童生徒支援部会  （城北中） 

③交流推進部会    （城北小） 

 
 

 

 

 
 

    

 
 

 
 

石嶺中グループ（石嶺中・石嶺小・城東小） 

学習部会の様子 Ｈ27．７．29（水） 

 

 

首里中グループ（首里中・城西小・城南小） 

交流推進部会の様子Ｈ27．７．29（水） 

 

  

 

    

 

 
 

 

城北中グループ（城北中、城北小、大名小） 

全体会の様子のＨ27．７．30（木） 

 

  

 

寄宮中グループ小中合同研修会 德門敦子銘苅小学校

教頭の全体講演の様子Ｈ27．７．27（月） 

 

  

 

仲井真中グループ小中合同研修会 屋部文幹アドバイ

ザーの全体講演会の様子 Ｈ27．８．３（月） 

 

 

４ 次年度導入グループ小中合同研修会の様子② 

 

寄宮中グループ小中合同研修会の紹介  

   平成 27年７月 27日（月）、今年度から小中一貫教育を本格実施している寄宮中学校小中一貫教

育グループ（寄宮中、真和志小、与儀小、上間小）では、９月の小中合同授業研究会を前に研

究テーマに沿った全体講演会を開催しました。 

 講師に、德門敦子氏（銘苅小学校教頭）を招いて、 

『 発達段階に応じた「かく」活動の充実をめざして 』～ノート指導の共通実践を通して～ 

 の内容で全体講演を行いました。ワークショップを取り入れながら、楽しい雰囲気での講演

会でした。今後「ノート指導の工夫」の研究テーマのもと、共通実践や、合同授業研究会が開

催されていきます。 

仲井真中グループ小中合同研修会の紹介 

平成 27年８月３日（月）、仲井真中学校小中一貫教育グループ（仲井真中、仲井真小、真地

小）では、生徒指導の充実に向けて全体講演会を開催しました。小中一貫教育アドバイザーの

屋部文幹氏を講師に「教育の連続・継続という視点から児童・生徒の発達を理解することの意

義と、それに伴う小中一貫教育の大切さについて」の内容での講話でした。まとめに、 

①児童生徒の発達をつなぐ視点から、小中一貫教育で児童生徒理解の在り方を考え、共通 

実践や情報交換会等につなげる。 

②教育の連続・継続という視点から児童・生徒の発達を理解する事の意義とそれに伴う小中

一貫教育を実践する。 

の２点をしっかりと実践することの大切さについて確認されました。 

 

５ 実践校の紹介（全体講演会） 
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〈8月〉 
8月 31日（火） 計画訪問（寄宮中学校） 

 

〈9月〉 
9月 1日（火）  小中合同授業研修会（寄宮中学校グループ） 

 小中合同授業研究会（上山中学校グループ） 

那覇市議会 9月定例会（～28日予定） 

9月 2日（水） 小中合同授業研究会（石田中学校グループ） 

 9月 3日（木） 小中一貫教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研修会（Web-meeting会議ｼｽﾃﾑ） 

9月 4日（金） 学力向上講演会 講師：杉田 洋氏（文部科学省 前視学官） 

9月 5日（土） 青少協スポーツ大会（那覇中学校グループ） 

9月 7日（月） 小中合同授業研究会（小禄中学校グループ） 

 9月 8日（火）  小中合同授業研究会（鏡原中学校グループ） 

        小中合同授業研究会（古蔵中学校グループ）  

9月 9日（水） 首里ブロック校長会 

9月 14日（月） 小中合同授業研究会（小禄中学校グループ） 

9月 16日（水） 真和志北ブロック校長会 

9月 24日（木） 小中合同研修会（安岡中学校グループ） 

9月 25日（金） 小中合同授業研究会（古蔵中学校グループ） 

         小中合同授業研究会（那覇中学校グループ） 

9月 28日（月） 小中合同授業研究会（小禄中学校グループ） 

9月 30日（水） 第 4回校長連絡協議会 

 

〈10月上旬〉 

10月 1日（木）  小中合同授業研究会（寄宮中学校グループ） 

10月 2日（金）  小中合同授業研究会（神原中学校グループ） 

         小中一貫教育コーディネーター研修会（本庁）  

10月 7日（水）  首里ブロック校長会 

10月 9日（金） １学期終業式 

10月 13日（火） 小中合同研修会（松島中学校グループ） 

                   小中合同研修会（神原中学校グループ） 

10月 16日（金） 小中合同研修会（金城中学校グループ） 

 

     
2014 年 8月 

日 月 火 水 木 金 土 

      １ 

２ 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

          
2014 年 9月 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30     

 

 

 

 

行政視察 那覇市小中一貫教育の説明の様子 

Ｈ27．8．１9（水） 

 
 

 

行政視察 質疑応答の様子 

Ｈ27．8．１9（水） 

 
 

６ 尼崎市議会議員への那覇市小中一貫教育の説明 

 

 

７  主な予定 （小中一貫教育関連） 

 

 

 

 

平成 27 年 8 月 19 日（水）、兵庫県尼崎市の市議会議長他 4 名の市議会議員の方々が、

行政視察で来庁し、那覇市の小中一貫教育について次の内容で説明を行いました。 

【説明会内容】 

１ 那覇市よりあいさつ・・・那覇市議会 古堅茂治副議長                     

２ 尼崎市よりあいさつ・・・尼崎市議会議員 波多正文 

３ 那覇市小中一貫教育の概要説明      

    (1) 本市の現状  

 (2) 那覇市小中一貫教育のねらい 

 (3) 那覇市小中一貫教育の取組概要  

   (4) 実践事例の紹介  

 (5) 小中一貫教育本格実施の検証  

 (6) 那覇市小中一貫教育の課題   

 (7) Web-meeting会議システムの紹介（デモ） 

      ４ 質疑応答（事前質問内容） 

        ・小中一貫教育の現状と課題等概要について 

        ・小中一貫教育と学力向上との関連、取組内容について 

        ・神原中小中一貫教育グループモデル事業の実績について 

        ・小中一貫教育導入前後の不登校生徒数の変化について 

   

その他、乗り入れ指導や、いじめ問題、授業改善の課題解決のために、小中一貫教育で

どのような取組を実践しているのか等の質問がありました。 

どの市町村も、同じような課題を抱え、その解決に小中一貫教育が有効であると考えて

いるようです。 

    

    

    

 

 


