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琉球大学教育学部との第２回連携協力推進会議

昨年９月２日に締結した連携・協力に関する協定書に基づき、去る 11 月 18 日（水）に、第２回連
携協力推進会議を島尻教育研究所２階会議室にて開催しました。
連携協力推進会議では、後期教育研究報告会及び検証保育・検証授業への学生の参加、島教連（島

尻地区教育研究団体連絡協議会）への講師派遣等について協議を行い、事業の具体的な推進について
確認しました。
引き続き、教育研究所からは、適応教室「しののめ教室」への学生ボランティアの派遣状況、短期

研修への講師派遣、琉球大学教育学部からは、アドバイザリースタッフ派遣事業の状況等、４月～ 10
月の間に行われた連携事業の報告が行われました。
これまで実施してきた連携事業を振り返り、新しい展開を広げる視点をいただけた、有意義な会議

となりました。

【会順】

１ 開会のことば 司会
２ あいさつ
(1) 教育学部附属教育実践総合センター センター長 大城 賢
(2) 南部広域行政組合島尻教育研究所 所長 上原雅志
３ 協議
(1) 平成27年後期教育研究報告会等への学生の参加
① ３月25日（金）13:30 開始予定
② ポスター掲示等、広報

(2) 後期長期教育研究員の検証保育・検証授業への学生の参観 写真１ 会議の様子
① H28年１月実施予定
② 実施期日が決定後、事務局を通して、参観を呼びかける。
(3) 島教連（島尻地区教育研究団体連絡協議会）等への講師派遣
(4) その他

４ 報告・連絡事項
(1) 報告
① 適応教室「しののめ教室」への学習支援等
② 指導講師（長期教育研究員）の委嘱
【前期】上地完治先生（小学校道徳）、湯澤秀文先生（中学校数学）

【後期】濱田栄作先生（中学校理科）

③ 平成27年度前期教育研究員報告会（平成27年９月25日）
〇教育学部から10名の学生が参加した（３・４年次）。 写真２ 所長あいさつ

④ 「校内研修支援研修事業」
⑤ アドバイザリースタッフ派遣事業の状況
(2) 連絡

５ 閉会のことば 司会

連携協力推進会議の委員

【琉球大学 教育学部】
・大城 賢 （教育学部附属教育実践総合センター センター長）
・平田幹夫 （教育学部附属教育実践総合センター 教授）
・森山克子 （教育学部生涯教育課程生涯健康教育コース 准教授)
・川上 一 （教育学部附属教育実践総合センター 准教授）
・真喜志得永（教育学部 事務長）
・幸喜千晃 （教育学部附属教育実践総合センター 事務局員）
・森山 鈴 （教育学部附属教育実践総合センター 事務局員）

【南部広域行政組合教育委員会】
・上原雅志 （島尻教育研究所 所長）
・羽根田幸江（島尻教育研究所 主任指導主事）
・佐久本広志（島尻教育研究所 指導主事）
・大城美恵子（島尻教育研究所 指導主事）
・宮里紀子 （島尻教育研究所 庶務）

月　日 曜日 教員名 内容 依頼者 備考

1 5月7日 木 川上　一
校内研修での講話「協働意識を高めるための校内
研修のあり方」

座間味村立座間味小中学校

2 5月14日 木 玉城　きみ子
校内研修での講話「単元を貫く言語活動について・
並行読書」とワークショップ「教材分析・素読の仕
方」

南城市立玉城小学校

3 5月15日 金 平田　幹夫
児童の実態把握と学級に掲示されている描画から
見えてくる児童との関わりについての教師への助言

豊見城市立とよみ小学校

4 5月27日 水 川上　一
島尻教育研究所主催・小中学校研究主任研修会で
の講話・ワークショップ「全員参画の校内研修を推
進するための研究主任の役割」

島尻教育研究所 島尻教育研究所　短期研修

5 6月9日 火 平田　幹夫
日曜授業参観時の保護者対象の講話「子ども理解
について」 豊見城市立とよみ小学校

6 6月16日 火 山口　剛史 校内研修：研究授業での指導助言 渡嘉敷村立阿波連小学校

7 7月3日 金 山口　剛史 複式指導についての相談対応等 渡嘉敷村立渡嘉敷小学校

8 7月23日 木 辻　雄二
国語科の校内研修での指導助言「地域教材を生か
した授業づくりについて」

南風原町立南風原中学校

9 7月27日 月 玉城　きみ子
島尻教育研究所主催・校内研修支援事業における
講話「言語活動の充実について」（潮平小・東風平
小合同）

島尻教育研究所 島尻教育研究所　短期研修

10 7月27日 月 玉城　きみ子

島尻教育研究所主催・校内研修支援事業における
講話「子ども主体の授業づくり～単元を貫く言語活
動と並行読書～」とワー文学教材のクショップ（豊見
城市立とよみ小学校）

島尻教育研究所 島尻教育研究所　短期研修

11 7月27日 月 村上　呂里
校内研修での講話と指導助言「小学国語の教材研
究及び授業づくり（文学教材を中心として」 八重瀬町立新城小学校

12 7月28日 火 道田　泰司
校内研修での講話「思考力を育む授業づくりと評
価」

南城市立知念中学校

13 7月29日 水 玉城　きみ子
理論研修会での講話「子ども主体の授業づくり～単
元を貫く言語活動と並行読書～」と文学教材ワーク
ショップ

豊見城市立座安小学校

14 7月30日 木 村上　呂里
理論研修での講話「『読むこと』の領域について、単
元を貫く言語活動について」

豊見城市立伊良波小学校

15 8月3日 月 萩野　敦子
国語科研修会での指導助言「伝統的な言語文化
（古文分野）の授業づくりについて」 南城市立佐敷中学校

16 8月5日 水 道田　泰司
理論研修での講話「思考力を育てる授業づくりの理
論」

豊見城市立長嶺中学校

17 9月7日 月 川上　一
島尻教育研究所主催・校内研修支援事業における
講話「言語活動の充実について」（糸満市立高嶺中
学校）

島尻教育研究所 島尻教育研究所　短期研修

18 9月7日 月 玉城　きみ子
理論研修での「物語教材の指導の在り方～単元を
貫く言語活動～」についての講話と教材研究・素読
の仕方に関するワークショップ

南城市立大里北小学校

19 9月9日 水 小川　由美
市の学力向上の指定研究校としての研究授業（音
楽）・授業研究会での指導助言

豊見城市立長嶺中学校

20 9月9日 水 永津　禎三
市の学力向上の指定研究校としての研究授業（美
術）・授業研究会での指導助言 豊見城市立長嶺中学校

21 9月29日 火 川上　一
市内小中学校臨任教員等研修会での「学級経営の
基礎づくり」についての講話

豊見城市教育委員会

22 10月13日 火 森山　克子
全校生徒に向けた食育（早寝・早起き・朝ごはん、
成長期と食育）に関する講演会 南城市立佐敷中学校

23 10月14日 水 山口　剛史
へき地教育・複式学級について模擬授業等を通して
の指導助言

南城市立久高小中学校

24 11月2日 月 川上　一 校内研修での講話「今、求められている学力」 渡名喜村立渡名喜小中学校
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