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第２４号 （中学校進学への不安解消の取組が各小中一貫 教育グループで行われる）

小中一貫教育推進室だより
平成 28 年 3 月 25 日
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中学校進学への不安解消の
取組が各グループで行われる

平成２８年３月１５日（火）、鏡原中学校小中一貫教育グループでは中学
校卒業式後の空いた３年生の教室を利用して、垣花小学校・小禄南小学校
の６年生が鏡原中学校へ登校して中学校の授業体験と小小交流会（児童
交流）を行いました。実施内容について下記に紹介します。
＜実施方法＞
（１）鏡原中学校へ登校し、中学校の５０分授業を体験する。
（２）学級を４クラスに特別編成し、小学校職員が担任をする。
（朝の会、給食、清掃、学活等）
（３）授業は、中学校教諭がＴ１、小学校担任はＴ２を担当する。
（４）小小交流会は小学校職員の計画・進行で行う。
（５）児童は各小学校のＴシャツと名札を着用する。
（６）特別支援学級でも交流を行う。
（鏡原中学校へ進学する宇栄原小・小禄小も一緒に）
（７）給食は、２つの小学校の分を４クラスに分けて鏡原中学校へ運ぶ
よう、給食センターに依頼する。
＜日程＞
8:00
8:15
8:45～ 9:15
9:15～10:45
11:00～11:50
12:00～12:50
12:50～14:00
14:05～14:55
15:00

鏡原中学校へ登校
出席確認・日程確認
オリエンテーション
小小交流会
授業（１・２組：数学 ３・４組：英語）
授業（１・２組：英語 ３・４組：数学）
小小交流会の様子
給食・清掃・休憩
学活（ワークシートの記入等）
下校

実施後、「中学校へのあこがれや期待感が高まった」「他校に友だちがで
き、中学校に行くのが楽しみ」といった感想が児童からあがっていました。

２ 中学校進学への不安解消の取組紹介② 「中学生による学校説明会」
鏡原中登校日の様子 数学の授業を体験
H28.3.15(火) 於：鏡原中学校

平成２８年３月１７日（木）、古蔵中学校小中一貫教育グループで「中学生

「による学校説明会」を城岳小学校６年生を対象に開催されました。

２月に実施した小中一貫教育に係る児童アンケートの結果をもとに、

「小学６年生が中学校進学について不安に思っていることなどを古蔵中学

古蔵中学校小中一貫教育グループ
「中学生による学校説明会」の様子
H28.3.17（木） 於：城岳小学校

校の生徒会役員（高等学校推薦合格内定者）が丁寧に答えていました。
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
児童からは「中学校の給食はおいしいですか」「中学校の先輩は本当
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。
に怖くないですか」等の追加質問があり、中学校進学が目前に迫り活発
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
な質疑応答がなされました。
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。
４５分間という短い時間ではありましたが、児童からは「中学校進学
への不安が少し解消した」「中学校へ入学するのが楽しみになった」と
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
いう言葉が聞けました。
続的、計画的に学習指導、生活指導を行う教育」です。
この取組は急きょ決まり、今年度は城岳小学校のみの実施でしたが、
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。
次年度は同グループの小学校２校（城岳小学校・古蔵小学校）の年間行
事計画に入れる予定です。
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
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３ 小中一貫教育コーディネーター研修会の開催
小中一貫教育コーディネーター研修会
次年度の取組に向けてのイメージづくり

平成２８年３月１８日（金）、那覇市役所１２階会議室において今年度最
後の「第９回小中一貫教育コーディネーター研修会」が開催されました。
研修会の流れは、下記の通りです。

第９回小中一貫教育コーディネーター研修会の様子
池間生子アドバイザーの講話
H28.3.18（金）

於：那覇市役所 12 階会議室

１ 開会のことば
司会 稲福政彦
２ 室長あいさつ
室長 有銘盛和
３ 講義「次年度の取組に向けて（学習面）」
小中一貫教育アドバイザー 池間生子
質疑応答
４ 講義「次年度の取組に向けて（生徒指導面）」
小中一貫教育アドバイザー 屋部文幹
質疑応答
休憩
５ 説明「コーディネーター等の業務について」
主査 備瀬純子
質疑応答
６ 情報交換（グループごとに）
（１）小中一貫教育コーディネーターの役割について
（２）新年度準備について
（３）「乗り入れ指導」等について

７ 閉会のことば

第９回小中一貫教育コーディネーター研修会の様子
屋部文幹アドバイザーの講話とワークショップ
H28.3.18（金）

於：那覇市役所 12 階会議室

室長 有銘盛和

この研修会には、平成２７年度小中一貫教育コーディネーター１
０名の他に平成２８年度、新たにコーディネーターとなる１２名の
方（代理含む）にも参加していただき、次年度の学習面や生徒指導
面の取組に向けてのイメージづくりを行いました。下記に「講義」
の概要をご紹介いたします。
池間生子小中一貫教育アドバイザーの「講義」概要
（１）仕事（業務）内容の充実のために
①小中一貫教育に関する情報はすべて把握する努力をする。
②コーディネーターとしての仕事内容については、記録・報告をまめに行う。
（校長・教頭・部長等）
③見通しをもった仕事を行うために、ＰＤＣＡのマネジメント力を発揮する。
④推進室との連携を基本とする。
⑤推進室の向かっている方向を実践するため、チームとして取り組んでいく
ための手だてを具体的に持つ。

（２）学力向上をめざすために
第９回小中一貫教育コーディネーター研修会の様子
次年度の取組（生徒指導面）ワークショップ
H28.3.18（金）

於：那覇市役所 12 階会議室

①小中合同研修会…児童生徒の良さや課題解決のための共通実践内容の確認
②小中合同授業研究会…共通実践の視点、実践を持ち寄る、全員参加

屋部文幹小中一貫教育アドバイザーの「講義」概要
（１）模擬ワークショップ
①事例を読む
②ワークシートに自分の考えを記載
③意見交換
④グループの意見集約
⑤全体で深める（発表）
意見交換・集約の視点例
・学校間の連携の視点から
・保護者との連携の視点から
・地域・他機関との連携の視点から
・積極的な生徒指導の視点から

（２）小・中学校の一貫した生徒指導・教育相談・特別支援教育に
おけるコーディネーターの役割について

第９回小中一貫教育コーディネーター研修会の様子
グループに分かれての情報交換
H28.3.18（金）

於：那覇市役所 12 階会議室

平成２８年度は、市内全ての１７の小中一貫教育グループが本格
実施となることから、小中一貫教育推進室では、小中一貫教育の更
なる推進ときめ細やかな情報交換が可能となるよう、次年度は、小
中一貫教育コーディネーター研修会と併せて、乗り入れ指導を行う
非常勤講師の研修会も開催する予定です。
＊次年度も「Web-meeting 会議システム」を活用した上記研修会を開催する予定です。
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４ 本格実施校の取組紹介 「寄宮中学校小中一貫教育グループ」
①ブックトーク小中交流
平成 28 年１月 27 日（水）、28 日（木）に寄宮中学校グループでは、６年生を
対象に、中学校が上間小学校、与儀小学校、真和志小学校を訪れて「ブックトー
ク」を実施して小中交流会を実施しました。その内容についてご紹介します。
１ねらい
中学生によるブックトークを小学生に行うことで、中学校入学への期待感を持
たせるとともに不安感をなくし、充実した中学校生活が送れるようにする。
２実施方法
卒業前の６年生を対象に、中学校の図書委員が小学校を訪れてブックトークを
行う。テーマを「中学校図書館へようこそ」とし、中学校で人気のある図書、
推薦図書などを紹介する。

寄宮中学校図書委員のブックトークの様子
H28.1.27（水）

３プログラム
①初めのあいさつ
②中学生の自己紹介
③ブックトーク
④小学生からの質問
⑤小学生からのお礼の言葉
⑥終わりのあいさつ
ブックトークでは、中学 1 年生、2 年生の図書委員が「中学校における各学年の
人気図書ベスト 10 紹介」「図書委員お勧めの本の紹介」「中学校と小学校の図書
館の違い」等についてクイズ形式で工夫して進められました。
児童の感想を紹介します。
いろいろな本のことがわかったし、長い本を読むのが苦手な私でも読めそうな本を紹介
してもらえたので読みたくなりました。特別貸出券を宝探しのように探して見つける企画
も楽しそうだと感じました。（真和志小 6 年生）

クイズ形式で中学校図書を紹介

僕たちの先輩が 6 年生にブックトークをやりながら中学校の図書のことを教えるのがす
ごいと思いました。今回のブックトークをきっかけに、先輩を見習っていきたいとすごく思
いました。（上間小 6 年生）
本のことだけでしたが、いろいろな情報が聞けたのですごく楽しかったです。私は早く中
学生になって図書委員会をやってみたいと思いました。こういう取組みは、来年もやったほ
うが中学校に入学するワクワク感がふえていいと思います。（与儀小 6 年生）

アンケート結果からも、中学生の先輩が直接来て説明してくれたことがすごく嬉
しかったようです。

小学生からたくさんの質問が出ました

②小中合同研修会
平成 28 年３月 1 日（火）、寄宮中学校グループでは、今年度最後の小中合同研
修会が、寄宮中学校新世代室で開催されました。
第 1 部は、平成 27 年度の寄宮中グループの学習部会、生徒指導部会、交流部会
学級経営部会の各部長さんから、①今年度の実践事項、②成果、③課題、④次年
度の取組についての報告が行われ、今年度の小中一貫教育の取り組みのまとめと
平成 28 年度の計画についての共通理解を図りました。
第 2 部は、屋部文幹小中一貫教育アドバイザーによる、「生徒指導における課
題への対応策 ～事例を通して～」についてワークショップが次の流れで行われ
ました。
①事例を読む
②ワークシートに自分の考えを記載する
③意見交換
④グループの意見を集約する
⑤全体で深める
⑥屋部アドバイザーから
事例として①「学校外での喫煙指導に関する事例」 ②「小学校からのいじめ
の情報に関する事例」 ③「不登校に関する事例」 ④「課題を抱える児童の多
い学級に関する事例」 ⑤「小学校にたむろする中学生の指導に関する事例」⑥
「特別支援学級児童の進学に関する事例」について各グループで初期対応の課題
や、今後この状況をどう解決するかについて 寄宮中学校、真和志小学校、与儀
小学校、上間小学校の先生方の活発な意見交換が行われていました。
どのグループも、小学校と中学校の連携が十分にできていない事が課題として
あげられ、小中で、どのように対応するかの共通確認しておくことが重要である
事が報告されました。

小中合同研修会（ワークショップ）の様子
H28.３.1（火）

於：寄宮中学校

指導助言をする屋部文幹アドバイザー
H28.３.1（火）

於：寄宮中学校
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５ 石垣市教育委員会への小中一貫教育説明
平成２８年２月９日（火）、石垣市教育委員会から部長、総務課長の 2 人の方々が
行政視察で来庁し、那覇市の小中一貫教育の推進状況についての説明を行いました。
説明内容は下記のとおりです。
１ 石垣市教育委員会あいさつ（石垣市教育委員会 成底啓昌部長）
２ 那覇市小中一貫教育の推進状況説明
①那覇市の現状 ②小中一貫教育のねらい ③委員会の取り組み
④本格実施の検証 ⑤実施の課題 ⑥Web-meetng 会議システムの紹介
３ 質疑応答
①小中一貫教育実施に向けての、条例、規則、要綱等の制定または改正等に
ついて
②導入を決めた理由と経緯
③推進体制の在り方
④メリットとデメリット
⑤導入に向けてのアドバイス ⑥今後の計画について
石垣市でも同じような課題があり、その課題解決に向けて那覇市の小中一貫教育の
取組やこれまでの成果等の説明で小中一貫教育の良さについて理解してもらいました。

石垣市教育委員会の行政視察の様子
Ｈ28.2.9 那覇市役所 11 階会議室

６ 平成 28 年度小中一貫教育推進室の取組の重点
小中一貫教育推進室では、平成２８年度の小中一貫教育の取組の重点として下
記の６つを掲げています。
（１）小中合同研修会、小中合同授業研究会の支援
（２）校長連絡協議会、教頭連絡会における推進状況報告で小中一貫教育に
関する情報の共有化を図る
（３）小中一貫教育コーディネーター、非常勤講師研修会の開催
（４）小中一貫教育アドバイザー派遣による小中一貫教育の取組支援
（５）小中一貫教育推進室だよりの発行、小中一貫教育フォーラム等の開催
による各グループ実践紹介や講演等で情報の共有化を図る
（６）Web-meeting 会議システムに関する研修の実施と活用事例紹介による
学校間の連絡調整に係る時間確保の改善
平成２８年度は全小中学校、１７の小中一貫教育グループで小中一貫教育が本格
実施となります。児童生徒の学力向上、豊かな人間性や社会性の育成、中学校進学
時の不安解消をめざし、今後とも各小中一貫教育グループのご協力をよろしくお願
いいたします。

７ 主な予定
〈３月〉
３月 １日（火） 小中合同研修会（寄宮中グループ）
３月 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 会議ｼｽﾃﾑ活用
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
〈４月〉
４月 １日（金）
４月 ６日（水）
４月 ７日（木）
４月 ８日（金）
４月１９日（火）
４月２２日（金）

辞令交付式（新規採用職員・管理職）
幼稚園入園式
小中学校始業式
小中学校入学式（午前：小学校・午後：中学校）
全国学力学習状況調査（小６，中３）
第 1 回校長連絡協議会

今年度の取組に感謝申し上げます
写真上段左から
屋部文幹 小中一貫教育アドバイザー
池間生子 小中一貫教育アドバイザー
田端一正 学校教育部 部長
森田浩次 学校教育部 副部長
写真下段左から
有銘盛和 小中一貫教育推進室 室長
備瀬純子 同主査
稲福政彦 同指導主事

