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那覇市子育て支援の４つのプロジェ
クトに「小中一貫教育」はいる

第７回校長連絡協議会における説明

平成２８年２月８日（月）、那覇市役所１２階において第７回校長連絡協議会が開
催されました。冒頭、城間幹子那覇市長が講話され、その中で「子どもを取り巻く本
市の課題について、今こそ、学校を拠点とした子育て支援策を市役所と学校が手を
携えて推進していくことが、子どもとその家庭の負の連鎖を断ち切ることができる」と
話されました。
さらに那覇市の子育て支援の４つのプロジェクトについて、「認定こども園の設
置」、「放課後子ども総合プランの推進」、「小中一貫教育の推進」、「子どもの貧困対
策」を挙げられました。その中の「小中一貫教育の推進」について、当日配付資料の
中から一部抜粋し、下記にご紹介いたします。
【目的・効果】
小中学校教員間の連携・協力により、義務教育９年間を見通した教
育活動を行い、「確かな学力の育成」「豊かな人間性の育成」「中学
校入学時の不安解消」を目指す。
【学校に協力してほしいこと】
① 共通実践事項の実施
② 小中合同研修会・授業研究会の実施
③ 学力・生徒指導・特別支援教育等の情報交換会
④ 乗り入れ指導・交流活動等の実践など

第 7 回校長連絡協議会の様子
城間幹子市長の講話
H28.2.8
於：那覇市役所

配付資料「那覇市の子育て支援 ４つのプロジェクト」

第 7 回校長連絡協議会の様子
H28.2.8
於：那覇市役所

市長講話の後、小中一貫教育推進室からは、下記の説明を行いました。
（１）次年度導入グループの保護者・地域説明会
（２）本格実施グループの実践紹介（小禄中学校グループ）
（３）次年度計画に係る確認事項
（４）Ｈ２７年度実施報告書・Ｈ２８年度実施計画書の提出
（５）小中一貫教育本格実施２年目の歩み
上記（１）次年度導入グループの保護者・地域説明会で保護者・地域の皆様方か
ら特にご質問の多かったものにつきましては、今月号「小中一貫教育推進室だより」
に掲載しております。また、上記（２）本格実施グループの実践紹介（小禄中学校グ
ループ）につきましては、前月号「小中一貫教育推進室だより」に掲載しております。
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次年度導入グループ
保護者・地域説明会おわる

那覇市小中一貫教育推進室

２ 新しい本格実施校の取組① （真和志北ブロック）
平成 28 年度より新たに本格実施となる「真和志北ブロック」の学校の取組を
ご紹介いたします。

１ 安岡中学校小中一貫教育グループ
(安岡中学校・安謝小学校・曙小学校・銘苅小学校・天久小学校)

（１） 小中一貫教育目標
〇自ら進んで考え、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
④ 交流部会
安岡中学校グループの保護者・地域説明会
２月３日（水） 安岡中学校多目的教室

②

生徒指導部会

③

体験活動部会

学校支援訪問

（３） 主な取組
・「安岡中学校区学習規律共通実践」を通し、学力向上に資する。
・９年間を見通した生徒指導取組みの実践から、豊かな人間性を育む。
・児童生徒の交流を通し、豊かな人間性・社会性を育む。
・各学校の体験活動を相互に関連づけ、小中のつながりを実感する。

２ 真和志中学校小中一貫教育グループ
（真和志中学校・大道小学校）

（１）小中一貫教育目標
〇自ら学び

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

②

生徒指導部会

（３）主な取組
真和志中学校グループの保護者・地域説明会
1 月２０日（水） 真和志中学校体育館武道場

・小中の全教科で９年間の学びをつなぐことを意識し「書く活動」の授業
実践を行い、確かな学力の向上を図る。
・学習規律の確立を図る。
・発達段階に応じてルールやマナーを守る態度を育てる取り組みを行う。

３ 松島中学校小中一貫教育グループ
（松島中学校・真嘉比小学校・松島小学校）

（１）小中一貫教育目標
〇考える力を育て
識名小学校の合同研修会の様子（5 月 1４日）

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

②

生徒指導部会

③

特別支援教育部会

（３）主な取組
松島中学校グループの保護者・地域説明会
1 月１５日（金） 松島中学校図書室

・義務教育９カ年を見通した「生きる力」を育む教育実践を行う。
・発達段階に応じた学習規律の確立を図る。
・「みそあじ」（場にふさわしい身なり・服装、清掃をきちんと行う、
コーディネーター研修会
あいさつ、時間を守る）」の共通実践により、生活習慣の確立を図る。

４ 松城中学校小中一貫教育グループ
（松城中学校・松川小学校）

（１）小中一貫教育目標
〇確かな学力と

社会性を身につけた児童生徒の育成

（２）設置部会
①

学習部会

②

生徒指導部会

（３）主な取組

松城中学校グループの保護者・地域説明会
２月１２日（金） 松城中学校体育館

・小中の全学級・全教科で９年間の学びのつながりを意識した「書く活動」
の授業実践を行い、確かな学力の向上を図る。
・学習規律の確立を図る。
・小中共通のルール・マナーを設定し、基本的生活習慣の定着を図る。
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３ 新しい本格実施校の取組 ② （首里ブロック）
平成 28 年度より新たに本格実施となる「首里ブロック」の学校の取組をご紹介
いたします。

１ 首里中学校小中一貫教育グループ
（首里中学校・城南小学校・城西小学校）

（１）小中一貫教育目標
〇夢実現に向け、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

②

児童生徒支援部会

③ 交流推進部会

（３）主な取組
・発達段階に応じた言語活動を充実させ、思考力・判断力・表現力を育
てる。
・生徒支援に係る情報共有と行動の連携を図る。
・児童・生徒・教師の交流を通して中学校への抱負や期待を持たせる。

首里中学校グループの保護者・地域説明会
1 月１９日（火） 首里中学校センターホール

２ 城北中学校小中一貫教育グループ
（城北中学校・城北小学校・大名小学校）

（１）小中一貫教育目標
〇夢実現に向け、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

②

児童生徒支援部会

③ 交流推進部会

(３) 主な取組
・９年間の学びの連続性を意識し「書くこと」で表現する力を培う。
・学習規律の確立を図る。
・小中で連携した基本的生活習慣の確立に努める。
・児童生徒交流によりコミュニケーション能力及び、小中学生の一体感
感や所属感の育成を図る。

城北中学校グループの保護者・地域説明会
２月１日（月） 城北中学校地域連携室

３ 石嶺中学校小中一貫教育グループ
（石嶺中学校・石嶺小学校・城東小学校）

（１）小中一貫教育目標
〇夢実現に向け、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

②

児童生徒支援部会

③ 交流推進部会

（３）主な取組

石嶺中学校グループの保護者・地域説明会
２月４日（木） 石嶺公民館

・発達段階に応じた言語活動を充実させ、確かな学力の向上を図る。
・授業と連動した家庭学習で基礎学力の向上を図る。
・児童生徒交流により豊かな人間性と社会性の育成を図る。

４ 次期導入グループの保護者・地域説明会の開催
平成 28 年 1 月 15 日（金）から 2 月 12 日（金）にかけて首里・真和志北ブロックの「保護
者・地域説明会」が開催されました。
夕方のお忙しい時間帯にも関わらず、参加下さった保護者、地域の皆様に深く感謝申し
上げます。推進室、グループ校の説明の後、ご質問を頂き、質問の内容によってグループの
校長、推進室や池間、屋部両アドバイザーでお答えしました。特に質問の多かった内容につ
いて紹介いたします。
質問：「小中一貫教育が始まると、校区はどうなるのか」
回答：小中一貫教育で、校区の変更はなく、進学する中学校はこれまでと変わらない。
質問：「他の中学校へ進学する子どもたちのフォローはどうなるのか」
回答：那覇市全体で情報の共有化を図りながら、市内どの中学校へ行っても、同じねらい
のもと、ほぼ同じ内容で取組みが行われているので、不利益になることはない。また、
他の中学校ともこれまで通り、子どもの情報の連携は行われる。
質問：「特別支援についての対応はどうなるのか」
回答：特別支援に関しても、小・中学校で交流や情報を共有しながら、こどもたちを支援して
いく体制を取っていく。
首里・真和志北ブロックは 4 月から小中一貫教育が本格実施となります。保護者・地域の
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

安岡中学校グループ保護者･地域説明会
質問に回答する池間生子アドバイザー

安岡中学校グループ保護者･地域説明会
質問に回答する屋部文幹アドバイザー
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５ 平成 28 年度教育計画の「チェックリスト」
校長連絡協議会、教頭連絡会で下記の平成 28 年度教育計画の確認のための「チェ
ックリスト」をご紹介いたしました。教育計画に各小中一貫教育グループの「共通実
践」「年間計画」等が反映されるよう印刷前の点検・確認をお願いいたします。

１．基本方針
□

小中一貫教育に係る「組織」「目標」「部会」
「共通実践」等が教育計画に明記されている。

２．「共通実践」項目の反映
□

学力向上推進計画、校内研修計画、生徒指導全体計画等に小中
一貫した取組（「共通実践」項目）が反映されている。

第 4 回教頭連絡会の様子
H28.2.15
於：那覇市役所

３．年間行事計画
□

平成 28 年度の「小中合同研修会」「授業研究会」が年間行事
予定に明記されている。
□「校長・教頭・コーディネーター連絡会」「各部会」等の日程が
設定されている。

４．組織づくり
□

小中一貫教育コーディネーター、部会長、小中連携担当（年間
行事計画等の学校間調整：教務主任）の人選ができている。

５．共通理解
□

平成 28 年度の円滑な推進ができるよう年度始め、年度末の職員
会議、校内研修等で「共通理解」を深める場が設定されている。

平成 28 年度の円滑なスタートに向け、上記の確認をよろしくお願いいたします。

６ 主な予定
〈２月〉
２月１５日（月）

２月１６日（火）
２月１７日（水）
２月１９日（金）
２月２４日（水）
２月２５・２６日
２月２９日（月）

第４回教頭連絡会（那覇市役所 12 階）
小中合同研修会（小禄中グループ）
小中一貫教育コーディネーター研修会（web-meeting 会議）
小中合同研修会（上山中グループ）
真和志北ブロック校長会
小中合同研修会（金城中グループ）
小中合同研修会（神原中グループ）
県学力到達度調査（小学校）
県学力到達度調査（中学校）
授業参観・情報交換会（小禄中グループ）
小中合同研修会（古蔵中グループ）

〈３月〉
３月
３月

１日（火） 小中合同研修会（寄宮中グループ）
３日（木） 部活動見学（小禄中グループ）
小中合同研修会（鏡原中グループ）web-meeting 会議
３月 ４日（金） 部活動見学（小禄中グループ）
成果・課題まとめ（鏡原中グループ）
３月１２日（土） 中学校卒業式
３月１５日（火） 鏡原中登校日
３月１６日（水） 真和志北ブロック校長会
３月１７日（木） 首里ブロック校長会
３月１８日（金） 小中一貫教育コーディネータ－研修会（15:00 市役所）
３月２４日（木） 小学校卒業式
３月２５日（金） 小中学校修了式

第 8 回小中一貫教育コーディネーター研修会の様子
H27.2.15
Web-meeting 会議システム

