
 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

 

   平成 27年 11月 25日（水）、第 5回校長連絡協議会が真和志庁舎で開催され

ました。主要施策説明の中で、那覇市の小中一貫教育の推進状況について、下

記の内容で説明を行いました。 

    

 

 

 

  11月 6日に開催された那覇市小中一貫教 

育フォーラムの報告では、職員の派遣のお礼と、 

参加者アンケートの結果を報告いたしました。 

期待される効果も昨年度よりも増えており、年 

を重ねる毎に、取組みが充実していくと考えて 

おります。那覇市の小中一貫教育のスタイルが 

確立しつつあります。 

次に文科省の小中一貫教育に係る全国実態 

調査の概要紹介では、法制化に伴い今後、全 

国的に小中一貫教育を導入する自治体・学校 

が増加していくと考えられることを報告しました。 

本市としてはます。今後も、全国的な動きを 

確認しながら検証を重ね、小中一貫教育を推進 

してまいります。 

1  第５回校長連絡協議会における説明 

2  実施校への学校支援訪問 

   

「 

「 

 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 
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小中一貫教育推進に係る学校支援訪問 

 

小中一貫教育推進室だより  

第  1     第 21 号 （「協議の視点」を明確化した小中合同授業研究会） 

平成２７年１２月１８日 

  

 

小中一貫教育に係る学校支援訪問の様子 

H27. 9. 17（木） 古蔵中学校 

 

 

小中一貫教育に係る学校支援訪問の様子 

H27. 10. 23（金） 開南小学校 

 

平成 27 年 9 月 14 日（月）から 11 月 24 日（火）の期間、「小中一貫教育推進室が

小中一貫教育実施校を訪問し、学校長等と小中一貫教育の取組の現状を話し合い、

今後の小中一貫教育の充実への支援が図れるようにする」趣旨で、小中一貫教育推

進に係る学校支援訪問を実施いたしました。 

小中一貫教育実施校の校長先生・教頭先生等にはお忙しい中ご対応いただき、心

より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

この訪問は、下記のような流れで意見交換を行いました。各学校とも、約４０分程度

の時間設定でしたが、有意義な情報交換となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この学校支援訪問全体を通して、各グループの「取組の良さ」「課題と今後の対応」

について今後の小中一貫教育の推進に活かしていきたいと考えています。 

 

 

 
フォーラムのアンケート結果の説明の様子 

H27．11．25（水）於：真和志庁舎 

 

小中一貫教育に係る学校支援訪問の様子 

H27. 10. 26（月） 天妃小学校 

 

１ はじめのことば・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 指導主事 稲福 政彦 

２ 趣旨説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 室   長 有銘 盛和 

３ 取組状況について 

４ 情報交換 

（１）今後の小中一貫教育推進と支援策 

①取組について 

②小中合同研修会等への小中一貫教育アドバイザー活用について 

（２）次年度教育計画作成に向けて 

（３）小中一貫教育フォーラムについて 

（４）その他 

５ おわりのことば・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・室   長 有銘 盛和 

１ 那覇市小中一貫教育フォーラムの報告 

２ 小中一貫教育に係る全国実態調査の概要と現行制度との比較 

３ 平成２８年度の教育計画への位置付けについてのお願い 
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3 協議の視点を明確化した小中合同授業研究会 
  平成 27 年 11 月 20 日（金）、若狭小学校に於いて那覇中学校グループ

（那覇中・若狭小・泊小・那覇小）の第 2 回小中合同授業研究会が開催され

ました。全ての授業で視点を明確にした協議が行われ、内容の深い研究会と

なっていました。その内容について紹介します。 
 

 

 

 

 
小中合同授業研究会の様子 ① 

11．20（金）若狭小１学年 国語 

 

 
 小中合同授業研究会の様子 ② 

11．20（金）若狭小３学年 算数 

 

 

 

 

 

識名小学校の合同研修会の様子（5月 1４日） 

 
 

 

小中合同授業研究会の様子 ③ 

11．20（金）若狭小５学年 国語 

 

小中合同授業研究会の様子 ④ 

11．20（金）若狭小６学年 外国語 

 

小中合同授業研究会の様子 ⑤ 

11．20（金）若狭小６学年 社会 

 

 

  

 

那覇中学校小中一貫教育グループ 統一研究テーマ 

 

 

 
＜小中合同授業研究会のねらい＞ 

上記の統一研究テーマに基づいた授業実践を参観し共有することで、小

中一貫教育への意識高揚を図るとともに、お互いの発達段階を踏まえた学

びの連続性を生かした授業改善をめざす。 

 

１ 日 程 
（1）公開授業 14:00～14:45 

学年・組 教 科 授 業 者 単元名・題材名 

1年 1組 国 語 大城 朱美 
「のりものずかんをつくろう」 

教材名「はたらくじどう車」 

3年 1組 算 数 
Ｔ1：長嶺 奈々子 

Ｔ2：照喜名 麗 
「べつべつに いっしょに」 

5年 1組 国 語 上江田 艶子 
「宮澤賢治作品の魅力を探ろう」 

教材名「雪わたり」 

6年 1組 外国語活動 

担任：廣瀬 千佳 

J E T：安次富 槙子 

中学（英）：瀬長 恵子 

Hi,friends２ Lesson３ 

「Ｉ can swim」 

6年 2組 社 会 
Ｔ1：上原 敏希 

Ｔ2：下地 覚 
（小中一貫教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

アジア・太平洋に広がる戦争 

授業を見る視点 
【１学年 国語】 

視点１：児童の考えを引き出しり、思考を深めたりする発問や指導 

視点２：学習（思考）の流れを創ったり振り返ったりする板書 

その他：授業づくりのスタンダードより 

 

【３学年 算数】 

視点１：考えを整理したり、書く楽しさを味わえたりするノート指導 

視点２：意見や考え等を交わせ合う交流活動 

その他：授業づくりのスタンダードより 

 

【５学年 国語】 

視点１：考えを整理したり、書く楽しさを味わえたりするノート指導

（ワークシート） 

視点２：意見や考え等を交わせ合う交流活動 

その他：授業づくりのスタンダードより 

 

【６学年 外国語活動】 

視点１：自分を表現したり、相手の考えを聞き合ったりする場の設定 

視点２：教師の役割 担任・ＪＥＴ・ＪＨＴ（コーディネーター） 

その他：授業づくりのスタンダードより 

 

【６学年 社会】 

視点１：考えを整理したり、書く楽しさを味わえたりするノート指導

（ワークシート） 

視点２：児童の考えを引き出したり、思考を深めたりする発問や指導 

その他：授業づくりのスタンダードより 

 

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～ 
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小中合同授業研究会は「小中学校の教職員がお互いの専門性に学び、９年間の

教育課程及び指導方法を理解することで、子どもたちの発達段階に応じた指導に

活かす事」が目的であります。那覇中学校小中一貫教育グループの小中合同授業

研究会は、全ての授業で協議の視点が明確にされ、内容の深い研究会となってい

ました。１年生の国語の授業研究会でも、中学校と小学校の教師が真剣に協議し

ている姿が、確実に子どもたちの９年間の成長に繋がっていくと感じました。那

覇中学校小中一貫教育グループの先生方の取り組みに感謝申し上げます。 

 

 
 

  
 

ワークショップの様子① 

1 学年 国語 グループの発表 

 

 

ワークショップの様子② 

３学年 算数 グループ協議 

 

 

 

 
 

 

ワークショップの様子③ 

５学年 国語 グループ協議 

 

  ワークショップの様子④ 

６学年 外国語活動 グループ協議 

 

 

 

 

  ワークショップの様子⑤ 

６学年 社会 グループ協議 

 

 

 

 

（2）授業研究会（ワークショップ） 15:00～16:45 

ワークショップの役割 

研究会運営 グループ進行 グループ記録 グループ発表  

若狭小学校 那覇小学校 泊小学校 那覇中学校  

 指導助言者・総括 

学年・組 指導助言者 総  括 

1年 1組 

（国語） 

那覇市教育委員会  

指導主事 與那嶺 美奈子  

那覇小学校 

 教頭 平良 智 

3年 1組 

（算数） 

那覇市教育委員会  

指導主事 大城 香織 

泊小学校 

 教頭 奥間 千賀子 

5年 1組 

（国語） 

那覇市教育研究所  

指導主事 平良 一 

若狭小学校 

 教頭 野原 洋子 

6年 1組 

（外国語） 

那覇市教育委員会  

指導主事 望月 雄紀 

泊小学校 

 校長 長嶺 将範 

6年 2組 

（社会） 

那覇市教育委員会  

指導主事 稲福 政彦 

那覇小学校 

 校長 兼浜 みどり 

 ２ 授業研究会の進め方 
  （１）授業研究会の進め方についての確認（3 分） 

     ・研究会の流れと授業を見る視点を確認する 

     ・研究会のゴールを参加者全員で確認して研究会に臨む 

  （２）授業説明（5分） 

     ・「研究テーマに関わること」を踏まえて授業について説明する 

  （３）「授業を見る視点」に基づいて、グループ毎に意見交換（40分） 

     ・「良さ・工夫点」は黄色の付箋紙「課題」はピンクの付箋紙に記入 

     ・グループでの役割（進行・記録・発表者）を確認する 

・一人ずつ意見を言いながら付箋紙を貼っていく 

・出てきた意見をまとめて、見出しを付ける 

・「課題」については改善策を検討して記入する 

     ・グループ発表の準備をする（意見をまとめる） 

      ※「良さ・工夫点」を１つ、「課題・対応策」を１つに絞り、短冊 

カードに記入する（発表時に提示） 

  （４）各グループの発表（10分） 

・「良さ・工夫」「課題・対応策」をについて説明する 

・その中で 1つに絞って短冊を提示しながら説明する 

  （５）ワークショップのまとめ（10分） 

     ・研究会運営で各グループの発表をもとに「良さ・工夫点」「課題・

対応策」を整理する 

  （６）指導助言（20分） 

・今後の授業実践の方向性を確認・共有する 

  （７）総括（5 分） 

  

 授業研究会の進め方の説明の後に次の言葉で結ばれていました。   

      

 

  

 授業研究会での学びを、各自の実践に活かしていくことがねらいです。 

那覇中学校グループの小中一貫教育推進の 2年次に向けて、子どもたちの

姿から私たちの指導について振り返り、「何を生かして繋いでいくか」

「何をどのように改善するか」について、各自がしっかり考え実践に活か

していきましょう。  
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〈２０１６年 １月〉 

１月 ５日（火） ２学期後半開始 

１月 ８日（金） 第６回校長連絡協議会 

１月１３日（水） 首里ブロック校長会 

１月１４日（木） 小中一貫教育コーディネーター研修会（Web-meeting会議） 

１月１５日（金） 神原中学校グループ登校日（神原小・壺屋小） 

松島中学校ブロック保護者・地域説明会 

１月１９日（火） 首里中学校ブロック保護者・地域説明会 

１月２０日（水） 真和志北ブロック校長会 

         小中合同研修会（石田中学校グループ） 

１月２２日（金） 小中合同研修会（寄宮中学校グループ） 

〈２月〉 

２月  １日（月） 城北中学校ブロック保護者・地域説明会 

２月 ３日（水） 安岡中学校ブロック保護者・地域説明会 

２月 ４日（木） 石嶺中学校ブロック保護者・地域説明会 

２月 ８日（月） 第７回校長連絡協議会（最終）  

２月１０日（水） 首里ブロック校長会 

中学校入学説明会（併せて部活動見学（鏡原中 G・金城中 G）） 

２月１２日（金） 児童生徒理解部情報交換会（那覇中学校グループ） 

松城中学校ブロック保護者・地域説明会 

２月１５日（月） 第４回教頭連絡会（最終） 

         小中合同研修会（小禄中学校グループ） 

小中一貫教育コーディネーター研修会（Web-meeting会議） 

２月１６日（火） 小中合同研修会（上山中学校グループ） 

２月１７日（水） 真和志北ブロック校長会 

         小中合同研修会（金城中学校グループ） 

２月１９日（金） 小中合同研修会（神原中学校グループ） 

 

                      
2015 年 12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   

 

 

 
2016 年 1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       

  

 平成 27年 11月 11日（水）に首里ブロック校長会が城北中学校で、18日

（水）には真和志北ブロック校長会が安岡中学校でそれぞれ開催されまし

た。今回は「保護者・地域説明会」の開催についての説明を行いました。 

初めに、昨年度の様子、実施内容について説明を行いました。説明会は推

進室で導入の経緯や実施校の取り組みの様子、準備状況の説明を行い、小中

一貫教育グループで次年度からの取組内容についての説明を行います。その

日程調整、グループの発表形態について協議していただきました。 

また、開催にあたっては、教頭先生を中心に運営が行われますので、11月

17日（火）に真和志北ブロック教頭会、18日（水）首里ブロック教頭会で 

それぞれ説明を行い、実施に向けての計画・調整をお願いしました。 

尚、各グループの保護者・地域説明会の日程につきましては、下記の「主

な予定」に記しましたのでご覧下さい。 

 
 

 

4 首里・真和志北ブロック校長会、教頭会の開催 

6  主な予定 （小中一貫教育関連） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

首里ブロック校長会の様子  

於：城北中学校 

真和志北ブロック校長会の様子 

 於：安岡中学校 

 

真和志北ブロック教頭会の様子 

H27．11．17 於：大道小 

 

首里ブロック教頭会の様子 

H27．11．18 於：首里中 

 

5 那覇市臨時教諭・非常勤講師の募集 

 

 

 

教育委員会では、平成２８年度の小中一貫教育に係る「市費臨時教諭・非常

勤講師」の募集を下記の通り行っております。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。 

  １ 募集職種  臨時教諭１７名、非常勤講師７名 計２４名 

  ２ 勤 務 日  週５日、７時間４５分/日（臨） 週５日、６時間/日（非） 

３ 資  格  中学校教諭免許 

問い合わせ先：小中一貫教育推進室（TEL ９１７－３５１０） 


