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平成 29 年度 授業改善支援センター～ハマ・アップ～ 
第３期「授業づくり講座」の実施について（追加分による再通知） 

 
 「授業づくり講座」の実施について、趣旨を御理解の上、貴校教職員の受講につきまして、御配慮くだ

さいますようお願いします。 
 11 月 7 日付で、学校便利帳による発出をさせていただきましたが、その後追加講座(59 番･60 番)があり

ましたので、再度通知を発出させていただきます。 
 回覧用文書（日程順一覧表）と教職員配付用文書（教科等別一覧表）の２種類を添付していますので、

回覧（または掲示）及び配付をもって、貴校教職員への周知をお願いいたします。併せて、授業改善支援

センター（ハマ・アップ）のホームページ（※次ページ URL 参照）から、第３期案内が閲覧できることの

周知もお願いいたします。 
 また、「授業づくり・学級づくり相談」についての周知もお願いいたします。 
 
１ 趣旨 等 

授業力の向上や授業改善に向けた横浜市立学校教職員の取組に対する支援（人材育成）の一環として、

指導主事や授業改善支援員等により、「横浜版学習指導要領」に基づく授業づくりや教育課題等を柱とし

た学級づくりや授業づくりの講座を開設します。 
また、個人やグループ単位（学年研等）での、授業づくりや学級づくりについての相談を指導主事や

授業改善支援員等が随時受け付けます。 
  
２ 対象者 

横浜市立学校教職員 
 
３ 開設期間 ３期に分けて実施する。 

第１期    ５月～ ７月 
第２期    ８月～１１月 
第３期   １２月～ ２月 

 
４ 開設講座 別紙一覧表参照（第３期分） 
 
５ 応募方法 
  『平成 29 年度 授業づくり講座受講申込書』に必要事項を記入し、各講座、開催日１週間前までに各

授業改善支援センター（ハマ・アップ）あてに送付願います。 
 
６ その他 

 「授業づくり・学級づくり相談」は、指導主事、授業改善支援員が個人、またはグループでの授業づ

くりや学級づくり等の相談に応じます。別紙申込書にて随時申し込みを受け付けます。相談場所は、原

則としてハマ・アップとなります。 
担当 西部学校教育事務所指導主事室 

 主任指導主事 小林 雅弘 
TEL ３３６－３７４３ 
FAX ３３６－３７６５ 

 
※講座の参加申込や欠席等の問合せ・連絡は各授業改善支援センター（ハマ・アップ）に 

ご連絡ください。（裏面の地図・連絡先をご参照ください。） 



 

 

◆各授業改善支援センター（ハマ・アップ）のアクセス・連絡先 

 

 
 
【アクセス】 

※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。 

 

 

 

※ ハマ・アップホームページ http://www.edu.city.yokohama.jp/tr/ky/hamaup/theme04/hamaup.htm 

 

■東部授業改善支援センター 
横浜花咲ビル４Ｆ 
電話４１１－０６１４ ＦＡＸ４１１－０６１５ 
市営地下鉄ブルーライン 高島町駅から徒歩２分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■西部授業改善支援センター 
特別支援教育総合センター2 階 
電話３３６－３７４１ ＦＡＸ３３６－３７６１ 
相鉄線 和田町駅から徒歩６分 

  
■南部授業改善支援センター 
三井生命上大岡ビル 4 階 
電話８４３－６３７１ ＦＡＸ８４３－６３７２ 
京急線・市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅から徒歩２分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■北部授業改善支援センター 
グランクレールセンター南 1 階 
電話９４４－５９６６ ＦＡＸ９４４－５９６７ 
市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン センター南駅から徒歩５分 

http://www.edu.city.yokohama.jp/tr/ky/hamaup/theme04/hamaup.htm


番号 日 時間 会場 教科等 内容 対象者 講　師

1 12月 4日（月） 18:00～19:00
東部

４階研修室
数学科

【数学の楽しさやよさを実感できる授業づくりを目指して】
　数学の楽しさやよさを実感し、数学を活用して考えたり、判断したりしようとする授業を考
えます。
　普段みなさんが行っている授業の略案を持ちより、さらにどの様な工夫ができるかを話し
合い、授業をデザインする力を高めます。

初任者から５年目程度
の数学科教員

東部学校教育事務所
藤井　正春
小倉　孝行

2 12月 5日（火） 18:30～20:00
南部

６階研修室

学級づくり
道徳科
社会科

特別支援教育

【ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の視点を取り入れた学級・授業づくり！②】
　「誰もが安心して過ごせる学級にするためには？」「誰もが参加できる授業にするために
は？」などの課題を解決するため、特別支援教育の視点を取り入れた「ＵＤ」による実践を
紹介します。
　今回は第１回の基本的な考え方を踏まえた、小中学校の道徳の授業づくりです。
　タブレット端末を活用した映像教材やグループ活動を取り入れることで、子どもが主体的
に活動し、対話を通して考えを深めていくような授業の実践を紹介します。
　第1回に参加していない方でも大丈夫です。これからの「特別な教科　道徳」に向けて研
修したい方をお待ちしております。

全職員

北部学校教育事務所
鬼木　勝
南部学校教育事務所
大山　憲
指導企画課
吉田　圭一

3 12月 9日（土） 14:00～17:00
東部

横浜美術館 美術科

【横浜美術館コレクションを活用した授業のための中学校・美術館共同研究
会】（全３回の３回目）【本案発表・検討】
　横浜美術館教育普及グループと連携して、中学校美術科の授業で使えるツール（ウェブ
ダウンロード形式の鑑賞パンフレットなど）づくりを行う合同研究会です。完成したツール
は、横浜美術館ウェブサイトに掲載し、中学校の先生方に公開して広く授業で活用してい
ただくようにする予定です。今回は、グループで検討した内容の発表を行います。初めての
方もどうぞお気軽にご参加ください。

中学校教員

南部学校教育事務所
寺澤　みゆき
指導企画課
中澤　務
横浜美術館
教育普及グループ学芸員
他

4 12月12日（火） 18:00～19:00
東部

４階研修室
保健体育科

【保健体育科よろず相談】
　保健体育の授業に関して、何でも相談にのります。悩んでいることや疑問に思っているこ
と、新学習指導要領などについて、集まったみなさんで話をして考えていきましょう。

初任者から５年程度の
保健体育科教員

東部学校教育事務所
齋藤　真弘

5 12月12日（火） 18:00～19:30
南部

６階研修室
算数科

【考えることを楽しむ算数の授業づくり④】
　毎日の授業の中で、１から教材開発をする時間はなかなかありませんが、教科書の内容
に少し味付けをするだけで、子どもたちが夢中になって考える学習活動になることがありま
す。各学年の１月～３月の単元の中から、子どもたちが考えることを楽しむ授業をつくるた
めのヒントを具体的に紹介します。当日は、子どもになった気持ちで、一緒に算数を楽しみ
ましょう。はさみを使用する可能性がありますので、持ってきてください。

小学校・義務教育学校
小学部の教員を中心
にどなたでも

南部学校教育事務所
佐藤　裕二

平成２９年度 授業づくり講座一覧 第３期（12月～２月）日程順 【追加済一覧】
※講座番号59，60は日程順ではなく後から追加されたものです。その他の講座番号は変更していません。

※講座によって開始時間が異なりますのでご確認ください。

※教員には、 どの講座も臨任、非常勤を含みます。

※表の中の「小学校」「小」には義務教育学校前期課程、「中学校」「中」には義務教育学校後期課程を含みます。

【申込先】
東部ハマ・アップ FAX ４１１－０６１５
西部ハマ・アップ FAX ３３６－３７６１
南部ハマ・アップ FAX ８４３－６３７２
北部ハマ・アップ FAX ９４４－５９６７



番号 日 時間 会場 教科等 内容 対象者 講　師

6 12月13日（水） 16:50～17:20
南部

本郷小学校
算数科

【考えることを楽しむ算数の授業づくり④】
　毎日の授業の中で、１からの教材開発をする時間はなかなかありませんが、教科書の内
容に少し味付けをするだけで、子どもたちが夢中になって考える学習活動になることがあり
ます。各学年の１月～３月の単元の中から、子どもたちが考えることを楽しむ授業をつくる
ためのヒントを具体的に紹介します。当時は、子どもになった気持ちで、一緒に算数を楽し
みましょう。はさみを使用する可能性がありますので、持って来てください。
※12月12日と同じ内容です。

小学校・義務教育学校
小学部の教員を中心
にどなたでも

南部学校教育事務所
佐藤　裕二

7 12月19日（火） 18:00～19:30
南部

６階研修室 授業づくり

南部　小学校　授業力向上講座⑥
【導入の工夫の基礎・基本～社会・家庭編～】
　昨年度より好評のテーマ別の『南部　小学校　授業力向上講座』。「いろいろな教科・領域
の話を聞きたい」という参加者の声にお応えして、今年度は内容をテーマ別に絞り、毎月第
３火曜日に実施します。５回目（11/21）と６回目（12/19）のテーマは、「導入の工夫」。２回
にわたり、４つの教科で話します。メンター研修にもぴったりの内容ですので、複数の教員
で参加して、講座の話をもとにしながら、さらに学校で深めてほしいです。

授業力アップをめざし
ている人ならどなたで
も

南部学校教育事務所
若色　昌孝
竹山　昭子

8 12月20日（水） 18:00～19:30
東部

南吉田小学
校

理科
情報教育
プログラミ
ング教育

【小学校の先生方のための「プログラミング教育」入門】
　教科の中で取り扱う「プログラミング教育」をテーマにした講座の第３回目です。学習指導
要領・理科解説では「電気の利用」でセンサーを使った制御について例示されています。理
科の時間でプログラミングを取り入れるとはどんな授業なのか？実際に模擬授業で体験し
ていただきます。今回は理科室の実験器具とコンピュータやセンサー教材等の体験を組み
合わせた展開を考えております。子どもの視点に立って、テクノロジーを体験しながらプロ
グラミング教育について一緒に考えてみませんか。プログラミング教材等の展示・体験も予
定しています。

小学校教員
義務教育学校教員

（株）アーテック　ほか
指導企画課
鈴木康史
（同）情報教育担当
吉田圭一

9 12月21日（木） 18:30～20:00
東部

４階研修室 保護者対応

【よりよい児童生徒指導のための保護者との連携】
　保護者との関係でお悩みではないですか？
　彼を知り己を知れば・・・というように、円滑な人間関係の鍵は自己理解と他者理解です。
ワークを通じて自己理解を深めるとともに、信頼関係構築に必要な共感的他者理解、対人
援助の視点を生かした対応のコツ、クレーム対応の基本などを学びます。
明日からすぐに使えるノウハウが満載の講座です。

全教員

東部学校教育事務所
スクールソーシャルワー
カー
鬼塚 幸

10  1月 9日（火） 18:00～19:30
西部

研修室
ＹＩＣＡ

【無理なく自然に語彙表現に慣れ親しませる活動アラカルト】
　退屈な練習抜きに子どもたちの「聞いてみたい！」「言ってみたい！」を引き出す様々な
活動を、模擬授業を通して体験します。

担任として外国語活動
を効果的に進めたいと
思っている教員
外国語活動に興味の
ある中学校外国語科
教員

指導企画課
吉川真由美

11  1月10日（水） 18:30～20:00
南部

６階研修室
中学校
国語科

南部　中学校　授業力向上講座
【古典がもっと好きになる！生徒を育てる単元づくり】
　古典の単元づくりの基本の流れ（指導と評価）を、ベテラン教諭が実践を基に、丁寧に解
説をします。そのうえで、『対話的で深い学び』を目指す単元づくりに、一緒に一歩踏み込ん
でみませんか。

10年目までの先生を
中心にどなたでも（臨
任・非常勤を含む）

丸山台中学校
主幹教諭　宇津俊雄
南部学校教育事務所
込江　茂久

12  1月11日（木） 18:00～19:30
東部

４階研修室 学級経営

【心を育てる高学年の学級づくり】
　高学年の３学期、どんな雰囲気の学級にしたいですか。また、卒業に向けて大切にした
い学級づくりのイメージはありますか。いっしょに考えましょう。アイディアも提供します。

初めて高学年を担任
する先生　他　高学年
の学級づくりを工夫し
たい方

東部学校教育事務所
小林京子



番号 日 時間 会場 教科等 内容 対象者 講　師

13  1月11日（木） 18:00～19:30
北部

早渕中学校
特別支援教育

【すぐに実践できるアンガーマネージメント】
　児童生徒指導でつい怒ってしまう。また、怒ってしまいがちな児童生徒といかにかかわっ
ていくのか。怒りと上手に付き合う方法を学んでみませんか。
①アンガーマネージメントとは。
②怒りを誘発する「思い込み」そこからくる「一時感情」を知る。
③特性ある児童生徒とのかかわりに応用してみましょう。
持ち物はありません。気軽に参加して一緒に実践してみましょう。

児童生徒指導に携わ
る方、どなたでも。

北部学校教育事務所
内山義則
齋藤浩司
中里純子
大幸麻理

14  1月12日（金） 18:00～19:30
東部

４階研修室 特別活動

【学級経営に生かす学級活動～まとめの時期にしておきたいこと編】
　学級集団づくりもまとめの時期に入ります。「この学級の一員でよかった」「すてきな出会
いだった」と思えるような活動を創りたいものです。
　そこで、学級のよさを味わえるような集会活動や、次年度につながるまとめの活動、学級
目標を振り返る活動、下学年へのバトンタッチのための活動など、この時期ならではの活
動のポイントを具体例を基に考えてみたいと思います。
　中学校の先生方も、ぜひご参加ください。
※1月19日（金）南部教育事務所研修室での講座と、同じ内容です。

経験年数の浅い先生
方

特活担当指導主事

15  1月12日（金） 18:00～19:30
西部

研修室
中学校
外国語科

【教科書を活用した表現活動～ストーリー・リテリング～】
　外国語の学習にインプットは必要不可欠！教科書はインプット材料の宝庫です。リーディ
ングで表現をたくさん取り込み、取り込んだ表現を用いて自分の言葉で内容を再生（ストー
リー・リテリング）する。これを繰り返すことで表現力を高めていきます。（授業体験）
※第二期と同じ内容です。お持ちの方は、１年の教科書（COLUMBUS 21）をお持ちくださ
い。無くても大丈夫です。

中学校英語科教員
西部学校教育事務所
阿部みゆき

16  1月12日（金） 18:00～19:30
西部

研修室
特別支援教育

【誰もが安心して学べる学級づくり・授業づくり＜一般学級編＞～ユニバーサ
ルデザインの視点を生かして～】
　多様な児童生徒が在籍している学級で、一人ひとりが安心して豊かに学んでいくために、
教師はどのような点に留意して学級づくり・授業づくりをしていけばよいでしょうか。
　今回の講座では、ユニバーサルデザインの考え方を確認するとともに、児童生徒の様々
な認知の特性、学習スタイル、背景等を踏まえて、ユニバーサルデザインの視点から「より
良い学級づくり・授業づくり」の考え方を整理し、具体的な日々の学級・授業づくりについて
考えていきます。
※1月16日（火）北部の講座、第2期に東部、南部で開講した講座と同じ内容です。

全校種

（小中学校・一般学級
担任向けの内容です
が、どなたでも参加で
きます。）

西部学校教育事務所
菅井　昭宏
特別支援教育課
瀧田　美紀子

17  1月12日（金） 18:30～20:00
南部

６階研修室 社会科

【５、６年の教材（実践例・資料）をホットに！ご紹介！】
　高学年（5.6年）の教材をどうやって見つけよう…。違う教材にチャレンジしたい…。新しい
資料がほしいなぁ…。指導案だけでは実践の様子が分かりにくいなぁ…。単元の導入で、
子どもたちをワクワクさせたい！そんな皆さんにぴったりな講座です。
　来年度の実践も見据え、今から教材をホットに！温めませんか。受講後は、「あぁ、早く実
践がしたいなぁ…」と思う気持ちでお帰りください。　お待ちしております。
※1月19日（金）　西部事務所研修室での講座と、同じ内容です。

楽しい社会科の授業
づくりをしたい先生
来年度の実践を少し
前取りして考えたい先
生

南部事務所　若色　昌孝
南部事務所　赤羽　博明
北部事務所　伊藤　智樹
指導企画課　吉田　圭一



番号 日 時間 会場 教科等 内容 対象者 講　師

18  1月12日（金） 18:30～20:00
北部

研修室 重点研究

【パワーアップ重点研講座　④】
　年間全４回シリーズの最後の講座です。
「年間の振り返り・まとめはどのように行えばいいの？」「来年度の研究に本年度の研究を
どのようにつなげればいいの？」「来年度の研究の見通しはどうしたらいいの？」実践の紹
介、演習を行います。（学校から複数で参加していただくことをお薦めします。）
第1回から３回まで参加していない方も、大歓迎です。

研究推進委員長
研究主任
研究推進委員
をはじめとする全職員

北部学校教育事務所
大幸　麻里
細井　歩
八城　政徳
深沢　恵子

19  1月16日（火） 18:00～19:30
南部

６階研修室 授業づくり

南部　小学校　授業力向上講座⑦
【授業のまとめ方の基礎・基本～算数・総合的な学習の時間編～】
　昨年度より好評のテーマ別の『南部　小学校　授業力向上講座』。「いろいろな教科・領域
の話を聞きたい」という参加者の声にお応えして、今年度は内容をテーマ別に絞り、毎月第
３火曜日に実施します。最終回のテーマは、「授業のまとめ方」。算数と総合的な学習の時
間の２つの教科・領域で話します。「まとめが変わると授業が変わる」と言われます。メン
ター研修にもぴったりの内容ですので、複数の教員で参加して、講座の話をもとにしなが
ら、さらに学校で深めてほしいです。

授業力アップをめざし
ている人ならどなたで
も

南部学校教育事務所
佐藤　裕二
永野　理恵子

20  1月16日（火） 18:00～19:30
北部

研修室
特別支援教育

【誰もが安心して学べる学級づくり・授業づくり＜一般学級編＞～ユニバーサ
ルデザインの視点を生かして～】
　多様な児童生徒が在籍している学級で、一人ひとりが安心して豊かに学んでいくために、
教師はどのような点に留意して学級づくり・授業づくりをしていけばよいでしょうか。
　今回の講座では、ユニバーサルデザインの考え方を確認するとともに、児童生徒の様々
な認知の特性、学習スタイル、背景等を踏まえて、ユニバーサルデザインの視点から「より
よい学級づくり・授業づくり」の考え方を整理し、具体的な日々の学級・授業づくりについて
考えていきます。
※1月12日（金）西部の講座、第2期に東部、南部で開講した講座と同じ内容です。

全校種
（小中学校・一般学級
担任向けの内容です
が、どなたでも参加で
きます。）

北部学校教育事務所
海瀬　茂
内山　義則
特別支援教育課
瀧田　美紀子

21  1月17日（水） 18:00～19:30
西部

研修室 保健体育科

【生徒たちが主体的に学ぶ授業展開の工夫　～保健～】
　保健の授業では、教員の説明が多くなったり、プリント穴埋めになっていませんか？
生徒が主体的に学ぶ保健の授業展開をご紹介します。

どなたでもお越しくださ
い。

西部学校教育事務所
合澤依希子

22  1月17日（水） 15:30～17:00
南部

洋光台第二
中学校

総合的な学
習の時間

【H30年度全面実施に向けて　今からできること】
　10年に一度の学習指導要領改訂、学校の取組を見直すいい機会です。
来年度の全面実施に向けて、各学校の全体計画や年間指導計画を作成をどうしたらよい
か？
いま学校で取り組んでいる単元計画をどう見直したらよいか？
各校で取り組んでいること、悩んでいることを出し合いながら進めていきたいと思っていま
す。
各学校で来年度に向けて準備されているもの等があればお持ちください。

中学校教員
義務教育学校教員
校内で「総合的な学習
の時間」を担当されて
いない方でも、興味・
関心がある方ならどな
たでも参加可能です。

西部学校教育事務所
柿崎　順子
池田　千晶

23  1月18日（木） 18:00～19:30
南部

６階研修室
特別支援教育

【子どもが夢中になって取り組む個別支援学級の授業のポイント】
　個別支援学級の授業は、面白さ、楽しさが命。子どもが目を輝かせて、夢中になって取り
組むためには、実は授業のアイディアだけでなく、いくつかのポイントがあります。経験豊
富な個別級の担任の先生をお招きして具体的な事例を通してポイントを学びます。

経験の浅い教員が対
象ですが、どなたでも
けっこうです。

南部学校教育事務所
仁平　浩史
港南台第三小学校
活田　宏輔



番号 日 時間 会場 教科等 内容 対象者 講　師

24  1月19日（金） 18:30～20:00
西部

研修室
社会科

【５、６年の教材（実践例・資料）をホットに！ご紹介！】
　高学年（5.6年）の教材をどうやって見つけよう…。違う教材にチャレンジしたい…。新しい
資料がほしいなぁ…。指導案だけでは実践の様子が分かりにくいなぁ…。単元の導入で、
子どもたちをワクワクさせたい！そんな皆さんにぴったりな講座です。
　来年度の実践も見据え、今から教材をホットに！温めませんか。受講後は、「あぁ、早く実
践がしたいなぁ…」と思う気持ちでお帰りください。　お待ちしております。
※1月12日（金）南部事務所研修室での講座と、同じ内容です。

楽しい社会科の授業
づくりをしたい先生
来年度の実践を少し
前取りして考えたい先
生

南部事務所　若色　昌孝
南部事務所　赤羽　博明
北部事務所　伊藤　智樹

25  1月19日（金） 18:00～19:30
南部

６階研修室 特別活動

【学級経営に生かす学級活動～まとめの時期にしておきたいこと編】
　学級集団づくりもまとめの時期に入ります。「この学級の一員でよかった」「すてきな出会
いだった」と思えるような活動を創りたいものです。
　そこで、学級のよさを味わえるような集会活動や、次年度につながるまとめの活動、学級
目標を振り返る活動、下学年へのバトンタッチのための活動など、この時期ならではの活
動のポイントを具体例を基に考えてみたいと思います。
　中学校の先生方も、ぜひご参加ください。
※1月12日（金）東部教育事務所研修室での講座と、同じ内容です。

経験年数の浅い先生
方

特活担当指導主事

26  1月19日（金） 18：30～20:00
北部

研修室
組織開発

【ミドルリーダー自己啓発セミナー　選択講座④】
次期学習指導要領に向けたカリキュラムづくり
　次期学習指導要領の完全実施に向けて、各学校でカリキュラムづくりを進めていくことに
なります。とはいえ、「何から始めたらよいのだろう？」「どうやってつくっていけばよいのだ
ろう？」と感じているのではないでしょうか。
　まずは、今できることから少しずつ始めてみませんか。カリキュラムづくりについて一緒に
考えたいと思います。ぜひご参加ください。

学校長から推薦されて
いるミドルリーダー
各学校のミドルリー
ダー

北部学校教育事務所
高橋　亨
八城　政徳

27  1月23日（火） 18:00～19:30
南部

６階研修室 安心アップ

南部学校教育事務所オリジナル講座
【信頼アップ！安心アップ！学級づくり・授業づくり！
　　　　　　　　　　　　　　　素敵な学級のまとめ方ヒント講座】
　安心アップ講座の第４回目です。今回は、「学級のまとめ方」をテーマとした講座を開設し
ます。１年間の学級経営のまとめとなるこの時期、懇談会や学級集会、そして学習のまと
めなど、年度末の様々な「こと」の不安や悩みにお応えします。この時期だからこその講座
です。グループでの協議も考えていますので、互いのアイデアも交流しましょう。

小・中学校・義務教育
学校全教員

南部学校教育事務所
帶川　理加
佐藤　裕二

28  1月23日（火） 18:30～20:00
北部

研修室

学級づくり
道徳科
社会科

特別支援教育

【ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の視点を取り入れた学級・授業づくり！③】
　「誰もが安心して過ごせる学級にするためには？」「誰もが参加できる授業にするために
は？」などの課題を解決するため、特別支援教育の視点を取り入れた「ＵＤ」による実践を
紹介します。
　今回は第1回の基本的な考え方、第2回の道徳の授業づくりを踏まえ、「誰もが参加でき、
わかった！」と子どもが実感できる小中学校の社会科の授業づくりについてです。
　子どもが主体的に活動し、対話を通して考えを深めていくような授業の実践と参加者によ
る意見交換を多く取り入れた講座です。
　第1回、第2回に参加していない方でも大丈夫です。「ＵＤ」について広く研修したい方をお
待ちしております。

全職員

北部学校教育事務所
鬼木　勝
伊藤　智樹
南部学校教育事務所
大山　憲



番号 日 時間 会場 教科等 内容 対象者 講　師

29  1月24日（水） 18:00～19:30
東部

４階研修室 音楽科

【合唱・合奏の指揮法基礎講座】
　卒業式や音楽会、学校行事等での指揮にお困りではないですか。指揮法の基本から、子
どもたちの実態に応じたテクニックをわかりやすく学んでいきます。
「横浜市歌」やおなじみの楽曲を教材に、指揮法について学びます。ご自身の音楽経験は
不問です。
　本番を控えている方も、今後そういった機会に向けて準備をしたい方もふるってご参加く
ださい。
※お持ちであれば、指揮棒をご持参ください。

学級担任
経験の浅い音楽専科
等

東部学校教育事務所
高山　俊哉
南部学校教育事務所
今村　行道
北部学校教育事務所
大幸　麻理
指導企画課
大庭　一修

30  1月24日（水） 18:00～19:30

西部
サンハート

二俣川

二俣川ライフ
5F（二俣川駅

から徒歩1
分）

学力・学習
状況調査活

用
ゼミナール

西部シンポ
ジウム

西部学校教育事務所オリジナル講座
【横浜市学力・学習状況調査活用ゼミナール⑤
　■西部学状ゼミの５回目は、西部シンポジウムを行います！】
　研究校が今年度の研究の取組や成果について発表をします。
　「市学状データの分析のその先へ」という全体テーマのもと、各校が独自のテーマを設定
し、一年間研究を進めてきました。小中ブロックでの発表も予定しております。今後のカリ
キュラム・マネジメントにもきっと役立つはずです。
　会場となる「サンハート二俣川」は、二俣川駅徒歩1分の好アクセス。ぜひ多くの方のご参
加をお待ちしております。

管理職も含め全教職
員

横浜市立大学データサイエ
ンス推進センター副セン
ター長　教授
土屋　隆裕
横浜薬科大学教授
福田　幸男
西部学校教育事務所職員

31  1月24日（水） 18:30～20:00
南部

６階研修室 数学科

【どの生徒にもやさしい数学授業のユニバーサルデザイン】
　数学は、生徒によって取り組みに違いが出やすい教科と言われています。どの生徒にも
やさしく、意欲をもって取り組めるような授業のポイントを、具体例を通して学びます。
○まずはここから、ユニバーサルデザインのポイント
○気になる生徒も巻き込む、全員参加の授業

経験の浅い教員が対
象ですが、どなたでも
けっこうです。また、数
学以外の教科の方も
どうぞ。

南部学校教育事務所
仁平　浩史
洋光台第一中学校通級指
導教室
下村治

32  1月24日（水） 18:00～19:30
南部

６階研修室 社会科

【３、４年の教材（実践例・資料）をホットに！ご紹介！】
　中学年（3.4年）の教材をどうやって見つけよう…。違う教材にチャレンジしたい…。新しい
資料がほしいなぁ…。指導案だけでは実践の様子が分かりにくいなぁ…。単元の導入で、
子どもたちをワクワクさせたい！そんな皆さんにぴったりな講座です。
　来年度の実践も見据え、今から教材をホットに！温めませんか。受講後は、「あぁ、早く実
践がしたいなぁ…」と思う気持ちでお帰りください。　お待ちしております。
※1月31日（金）西部教育事務所研修室での講座と、同じ内容です。

楽しい社会科の授業
づくりをしたい先生
来年度の実践を少し
前取りして考えたい先
生

南部事務所　若色　昌孝
南部事務所　赤羽　博明
北部事務所　伊藤　智樹

33  1月25日（木） 18:00～19:30
西部

研修室
特別支援教育

【「ソーシャルスキルトレーニング（ＳＳＴ）」って？
子どもたちが楽しんで取り組める！社会性が身に付く！実践のポイント 】
　学校生活の約束やルールを守ったり、友達と上手に関わったりすることが難しいなどな
ど、様々な配慮が必要な子どもたちがいます。自分から好んで「ルールを破ったり」、「友達
に手を出したり」はしないはず。関わり方を「知らない」、「分からない」からかもしれません。
そこで有効なのが、ソーシャルスキルの考え方や実践！子どもたちが楽しみながら社会的
なスキルを身に付けることができるように具体的な実践例を豊富に取り揃え、ご紹介しま
す。
※２月23日（金）東部教育事務所研修室での講座と、同じ内容です。

個別支援学級担任、
特別支援教育に関わ
る方など関心のある教
員

西部学校教育事務所
菅井　昭宏
東部学校教育事務所
伊東　純太
佐藤智久
特別支援教育相談課
原　みゆき



番号 日 時間 会場 教科等 内容 対象者 講　師

34  1月26日（金） 18:00～19:30
南部

６階研修室
特別支援教育

【「個別の指導計画」の作り方＜一般学級編＞～具体的な事例を通して～】
　現在、小中学校の一般学級においても、特別な支援の必要な児童生徒が在籍しているこ
とを踏まえた学級経営が必要になっています。一人ひとりに応じた「個別の指導計画」の作
成には、一般学級の担任の先生方にも主体的に関わっていただくことが大切です。
　今回の講座では、特に一般学級の担任の先生方が「個別の指導計画」を作成する際に、
どの様な視点で児童生徒を見取り、指導目標や手立てを考えていけばよいかについて、具
体的な事例を通して一緒に考えていきます。
※2月27日（火）東部の講座、第2期に北部、西部で開講した講座と同じ内容です。

全校種
（小中学校・一般学級
担任向けの内容です
が、どなたでも参加で
きます。）

南部学校教育事務所
仁平　浩史
特別支援教育課
瀧田　美紀子

35  1月30日（火） 18:30～20:00
南部

６階研修室

学級づくり
道徳科
社会科

特別支援教育

【ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の視点を取り入れた学級・授業づくり！③】
　「誰もが安心して過ごせる学級にするためには？」「誰もが参加できる授業にするために
は？」などの課題を解決するため、特別支援教育の視点を取り入れた「ＵＤ」による実践を
紹介します。
　今回は第1回の基本的な考え方、第2回の道徳の授業づくりを踏まえ、「誰もが参加でき、
わかった！」と子どもが実感できる小中学校の社会科の授業づくりについてです。
　子どもが主体的に活動し、対話を通して考えを深めていくような授業の実践と参加者によ
る意見交換を多く取り入れた講座です。
　第1回、第2回に参加していない方でも大丈夫です。「ＵＤ」について広く研修したい方をお
待ちしております。

全職員

北部学校教育事務所
鬼木　勝
伊藤　智樹
南部学校教育事務所
大山　憲
若色　昌孝
赤羽　博明

36  1月31日(水) 18:00～19:30
東部

４階研修室 ＹＩＣＡ

【新学習指導要領を踏まえた担任としての授業設計】
　外国語活動の授業を充実させるために、担任とAETとの授業におけるかかわり方や、担
任が単元の中のどこでAETの入る時間を設定するか、他教科との関連などを扱います。
　担任だからこそできる、子どもたちの実態を踏まえた授業づくりを一緒にしていきましょ
う。

高学年の担任の先生
方だけではなく、低学
年・中学年・７学年の
先生方の参加もお待
ちしています。

東部学校教育事務所
矢柄　梨花

37  1月31日（水） 18:00～19:30
西部

研修室 算数科

【算数授業づくりの基本③　～「次につながる確かな学び」を大切にした単元づ
くり～】
　経験年数の浅い先生を対象に、算数の授業づくりのポイントを具体的に考えていく年間３
回シリーズの３回目です。今回は、「既習事項を使って問題を解決してほしい！」、「次の学
習につながるまとめはどうしたらいいの？」など、単元を通した算数の授業づくり・単元づく
りの基本について、新学習指導要領の内容を踏まえながら授業のポイントを分かりやすく
お伝えします。
　各学年（１～６年）の２、３月の単元や、新年度４月以降の単元について、グループワーク
を通して参加された皆さんと一緒に考えていきます。
　本年度、算数の重点研に取り組まれている学校の先生や、日々の算数の授業づくりで悩
んでいる先生など、経験年数５年以上の先生方も参加いただけます。

経験年数の浅い先生
初任～５年目程度を対
象としますが、どなた
でも参加できます。

西部学校教育事務所
小林　雅弘
刀根　正秀

38  1月31日（水） 18:00～19:30
西部

研修室
社会科

【３、４年の教材（実践例・資料）をホットに！ご紹介！】
　中学年（3.4年）の教材をどうやって見つけよう…。違う教材にチャレンジしたい…。新しい
資料がほしいなぁ…。指導案だけでは実践の様子が分かりにくいなぁ…。単元の導入で、
子どもたちをワクワクさせたい！そんな皆さんにぴったりな講座です。
　来年度の実践も見据え、今から教材をホットに！温めませんか。受講後は、「あぁ、早く実
践がしたいなぁ…」と思う気持ちでお帰りください。　お待ちしております。
※1月24日（水）南部教育事務所研修室での講座と、同じ内容です。

楽しい社会科の授業
づくりをしたい先生
来年度の実践を少し
前取りして考えたい先
生

南部学校事務所
若色　昌孝
赤羽　博明
北部学校事務所
伊藤　智樹



番号 日 時間 会場 教科等 内容 対象者 講　師

39  1月31日（水） 18:30～20:00
南部

６階研修室
中学校
部活動

南部　中学校　部活動運営力向上講座①　【生徒の瞳を輝かせる部活動】
  「瞳を輝かせる言葉集　～生徒の心に残り、運命を変えていく言葉とは～」
　「どうやったら生徒はやる気を出すのだろう？」　誰もが考えます。この講座では生徒がや
る気を持って取り組むようになったきっかけや出来事などを体験を元に確認していきます。
「言葉」「取組」「日記」･・・など様々な実践例を紹介します。グループワークも交え、共に学
びあいましょう！
　申し込みの際はグループワークの席次の参考としますので、担当部活動名を記入してく
ださい。

どなたでも
南部学校教育事務所
新庄　広

40  1月31日（水） 18:30～20:00
北部

研修室

カリキュラ
ム・マネジメ

ント

【カリキュラム・マネジメントの確立に向けて～学校のグランドデザインを描こ
う】
　中央教育審議会の答申により、各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立が求め
られています。カリキュラム・マネジメントの確立に向けて、子どもたちの姿や地域の実情
等を踏まえて、学校教育目標を実現するために、学習指導要領等に基づき教育課程を編
成することが大切です。また、教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域
等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に組み合わせることも必要になります。
　まず、学校のグランドデザインを描いてみませんか。現在の学校の状況を振り返りなが
ら、一緒に描いていきましょう！

各学校のスクールリー
ダー・ミドルリーダー

北部学校教育事務所
伊藤　智樹
竹下　恭子
井上　祐介
八城　政徳
深沢　恵子

41  2月 6日（火） 18:00～19:30
西部

研修室
中学校
社会科

【定期テストの作問】
　思考・判断・表現の問題、資料活用の問題はこれでいいのかな？そんな悩みを解決しま
しょう。
※過去に作成した定期テストの問題をお持ちください。

中学校社会科教員
西部学校教育事務所
金澤  昌浩
柿崎  順子

42  2月 6日(火） 18:00～19:30
西部

研修室 教材開発

【子どもたちの意欲を高める教材づくり】
　オリジナル教材の「ギザギ算（ギザギザン）」等を例示しながら、学習意欲を高める教材の
条件や要素を分析し、教材づくりの視点や効果的な活用方法について発信します。簡単な
教材づくりの体験も予定しています。
　基礎学力・体力向上等、スキルアップを図るための教材について興味や関心のある先生
方、お気軽にご参加ください。

全教員
西部学校教育事務所
小宮　健

43  2月 7日（水） 18:30～20:00
南部

６階研修室
中学校
外国語科

【ＣＡＮ-ＤＯリストを活用した授業づくり】
　ＣＡＮ-ＤＯリストを日々の授業実践や授業改善に効果的に結びつくような活用法につい
て、具体的な事例を通して一緒に考えましょう。

経験の浅い教員が対
象ですが、どなたでも
けっこうです。

南部学校教育事務所
鈴木　博道
国際教育課
西村　秀之

44  2月14日（水） 18:00～19:30
西部

研修室

学力・学習
状況調査活

用
ゼミナール

西部学校教育事務所オリジナル講座
【横浜市学力・学習状況調査活用ゼミナール⑥
　■西部学状ゼミの６回目は、研究のまとめを行います！】
　全体テーマ｢市学状データの分析のその先へ｣について、それぞれが研究してきた今年度
の振り返りを行います。研究の成果と課題を見つめることで、今後のカリキュラム・マネジメ
ント、日々の授業改善に生かしていきます。
　講師の土屋教授、福田教授のミニ講演も予定しています。今回が初めての学校も大歓迎
です。

管理職も含め全教職
員

横浜市立大学データサイエ
ンス推進センター副セン
ター長　教授
土屋　隆裕
横浜薬科大学教授
福田　幸男
西部学校教育事務所職員



番号 日 時間 会場 教科等 内容 対象者 講　師

45  2月14日（水） 15:30～16:45

西部
鶴ケ峯小学

校
算数科

【出前授業づくり講座　算数科】
数学的な思考力・表現力を高める子を育成する算数科学習　～身に付ける力
を明確にした授業の在り方～
　子どもたちが生き生きと学習に取り組み、数学的な思考力や表現力を高める算数の授業
について考えていきます。新しい学習指導要領のポイントや、身に付ける力の捉え方、主
体的・対話的で深い学びの実現を目指した授業改善のポイントなどについて、具体的な授
業場面をもとに参加された先生方と一緒に考えていきます。
※旭区小学校算数研究会の会場をお借りしての出前授業づくり講座となります。

どなたでも
西部学校教育事務所
刀根　正秀

46  2月14日（水） 18:30～20:00

南部
港南台第二

小学校
小学校
体育科

【小学校体育の授業づくり（ボール運動）】
　体育授業に安心して取り組めるように、「体育の授業を進める上で不安や心配をおもちの
方」「体育があまり得意ではないと思っている方」ぜひご参加ください。
　今回はボール運動の基礎基本を確認しながら、授業をどのように組み立てていくとよい
のかを参加者のみなさんと考えていきます。

どなたでも
南部学校教育事務所
稲葉　靖
栗田　高広

47  2月14日（水） 18:00～19:30
南部

６階研修室
安心アップ

南部学校教育事務所オリジナル講座
【信頼アップ！　安心アップ！　新年度の授業参観・懇談会・家庭訪問】
　安心アップ講座の最終回（５回目）です。新年度の授業づくり講座では間に合わない、来
年度初めの授業参観・懇談会、ゴールデンウィーク前後の家庭訪問について講座を開設し
ます。
　年度初めの授業参観・懇談会などをどのように行うと保護者の信頼を得られるのか、ま
た、家庭訪問ではどんな準備をすればよいのか、みなさんで考えていきましょう。

小・中学校・義務教育
学校全教員

南部学校教育事務所
帶川　理加
佐藤　裕二

48  2月16日（金） 18:00～19:30
東部

４階研修室
外国語活
動・英語科

【繰り返しを踏まえた授業づくり
～スモール・トークや、プリント、教科書の活用、５ラウンドの授業づくり等～】
　言葉を習得する上で繰り返しは大切なポイントとなります。
　授業の中でどのように繰り返しを行うか、ということについて実際に体験してもらいながら
考えていきます。

どなたでも
（全校種対象）

国際教育課
西村　秀之

49  2月16日（金） 18:30～20:00
西部

研修室
学級レク

【仲間づくり、集団づくりレクリエーション　（アンコール！）】
　学級のまとめに、また新学年のスタートにぴったりの講座です。
　力を合わせたり、知恵をしぼったり…いつの間にかに仲間ができ、集団が育っていく。そ
んなレクリエーションを、まずは！先生が体験しませんか。
　「これは面白い！」「これは活かせそうだ！」　そんなレクを一つでも多くお土産として、学
級、学年、学校に、持ち帰ってください。子どもたちの笑顔を思い浮かべながら、楽しみま
しょう！
　動きやすい服装でご参加ください！
※5月に北部、8月に南部で行った講座です。前回定員オーバーで参加できなかった先生
も、ぜひご参加ください。

楽しい学級、学年、学
校をつくりたい先生
集団づくり・仲間づくり
に取り組みたい先生
楽しいレク財を増やし
たい先生

南部学校教育事務所
若色　昌孝
瀬田　ゆかり　　他



番号 日 時間 会場 教科等 内容 対象者 講　師

50  2月21日（水） 18:00～19:30
西部

研修室
組織開発

【西部　ミドルリーダー養成ゼミナール　第５回】
　西部学校教育事務所では、年間５回の授業づくり講座と、具体的な実践プランをもとにし
た各学校での取組支援を通して、メンターチームや行事の運営などグループのリーダーと
して推進力を発揮するために、ミドルリーダーとして必要な資質・能力及び、学校運営への
参画意識を高めるための研修を行います。
○対象：採用４年目～10年目までの先生方を対象としています。
○登録：１年間を通しての登録となります。（学校規模に応じて、各学校１～３名まで参加可
能です。）
○内容：参加者一人ひとりに応じた目標設定と具体的な実践プランの作成を通した、資質・
能力及び学校運営への参画意識の向上のための研修です。

採用４年目～10年目ま
での先生方

西部学校教育事務所指導
主事

51  2月23日（金） 18:00～19:30
東部

４階研修室
特別支援教育

【「ソーシャルスキルトレーニング（ＳＳＴ）」って？
子どもたちが楽しんで取り組める！社会性が身に付く！実践のポイント 】
　学校生活の約束やルールを守ったり、友達と上手に関わったりすることが難しいなどな
ど、様々な配慮が必要な子どもたちがいます。自分から好んで「ルールを破ったり」、「友達
に手をだしたり」はしないはず。関わり方を「知らない」「分からない」からかもしれません。そ
こで有効なのが、ソーシャルスキルの考え方や実践！子どもたちが楽しみながら社会的な
スキルを身に付けることができるように具体的な実践例を豊富に取り揃え、ご紹介します。
※１月25日（木）西部教育事務所研修室での講座と、同じ内容です。

個別支援学級担任、
特別支援教育に関わ
る方など関心のある教
員

西部学校教育事務所
菅井　昭宏
東部学校教育事務所
伊東　純太、佐藤智久
特別支援教育相談課
原　みゆき

52  2月23日（金） 18:00～19:30
西部

研修室
中学校
社会科

【社会科授業の進め方】
　この時期に、授業の進め方を振り返り、４月からのスタートに力を蓄えておきましょう。授
業をツールとした生徒指導にも触れていきます。 中学校社会科教員

西部学校教育事務所
金澤  昌浩
柿崎  順子

53  2月27日（火） 18:00～19:30
東部

４階研修室
特別支援教育

【「個別の指導計画」の作り方＜一般学級編＞～具体的な事例を通して～】
　現在、小中学校の一般学級においても、特別な支援の必要な児童生徒が在籍しているこ
とを踏まえた学級経営が必要になっています。一人一人に応じた「個別の指導計画」の作
成には、一般学級の担任の先生方にも主体的に関わっていただくことが大切です。
　今回の講座では、特に一般学級の担任の先生方が「個別の指導計画」を作成する際に、
どの様な視点で児童生徒を見取り、指導目標や手だてを考えていけばよいかについて、具
体的な事例を通して一緒に考えていきます。
※1月26日（金）南部の講座、第2期に北部、西部で開講した講座と同じ内容です。

全校種
（小中学校・一般学級
担任向けの内容です
が、どなたでも参加で
きます。）

東部学校教育事務所
伊東　純太
佐藤　智久
特別支援教育課
瀧田　美紀子

54  2月28日（水） 18:30～20:00
南部

６階研修室
中学校
部活動

南部　中学校　部活動運営力向上講座②　【生徒の瞳を輝かせる部活動】
  「年間計画立案　～来年度の部活動計画の完成～」
　 次年度年間計画案が各学校で出てきたこの時期こそ、部活動運営年間計画を立てる時
期です。生徒主体の目標をいかし、長期→中期→短期と目標を立てていき、各期の目標達
成のための練習をすることが大切です。部活動を計画的に運営することで、生徒だけでな
く、あなたの瞳も輝きます！！　当日は、各学校の次年度年間計画を持参してください。一
緒に年間計画を考え、元気になりましょう。申し込みの際はグループワークの席次の参考
としますので、担当部活動名を記入してください。

どなたでも
南部学校教育事務所
新庄　広



番号 日 時間 会場 教科等 内容 対象者 講　師

55  3月 2日（金） 18:30～20:00
北部

研修室
組織開発

【ミドルリーダー自己啓発セミナー　必須②】
１年間のまとめと振り返り、来年度に向けて
　年間６回（必須２回、選択４回）のミドルリーダー自己啓発セミナーの最終回です。
　セミナー１回目に立てた「自校プラン」をもとに発表をしたり、情報交換をしたりしながら、１
年間の振り返りをしていきましょう。

学校長から推薦されて
いるミドルリーダー

北部学校教育事務所
池田　勉

56

日程調整中

（ESDの推進
校研修の案内
をご参照くださ
い。）

18:00～20:00

東京都市大
学

または北部
学校教育事

務所

ＥＳＤ

【ESD実践に向けて　企業・ＮＧＯなどとどうつながっていくか】
　配布するＥＳＤ研修冊子「見直す・つなげる・変わる・地域で、世界へ」を活用した研修で
す。
　これまでの、学校と企業・ＮＧＯ・大学・行政などが、どのようにつながって授業をつくって
いけるか。広げていけるかのワークショップを行います。ＥＳＤ、横浜の時間担当者だけで
なく、興味のあるすべての先生に聞いていただきたい講座です。
　横浜市ＥＳＤ推進コンソーシアムの様々な方とつながる機会にもなります。

ＥＳＤ、『横浜の時間』、
環境教育、防災などに
関心のある管理職、教
職員

ＥＳＤ担当指導主事
「横浜市ＥＳＤ推進コンソー
シアム」委員　等

57

日程調整中

（ESDの推進
校研修の案内
をご参照くださ
い。）

18:00～20:00 未定 ＥＳＤ

【ESD実践に向けて　企業・ＮＧＯなどとどうつながっていくか】
　配布するＥＳＤ研修冊子「見直す・つなげる・変わる・地域で、世界へ」を活用した研修で
す。
　これまでの、学校と企業・ＮＧＯ・大学・行政などが、どのようにつながって授業をつくって
いけるか。広げていけるかのワークショップを行います。ＥＳＤ、横浜の時間担当者だけで
なく、興味のあるすべての先生に聞いていただきたい講座です。
　横浜市ＥＳＤ推進コンソーシアムの様々な方とつながる機会にもなります。

ＥＳＤ、『横浜の時間』、
環境教育、防災などに
関心のある管理職、教
職員

ＥＳＤ担当指導主事
「横浜市ＥＳＤ推進コンソー
シアム」委員　等

58

日程調整中

（ESDの推進
校研修の案内
をご参照くださ
い。）

18:00～20:00
未定

（ＥＳＤ推進
校を予定）

ＥＳＤ

【ＳＤＧｓを知ろう！　ＳＤＧｓカードゲーム体験】
　ＳＤＧｓという言葉を耳にする機会が増えているかと思います。ＥＳＤだけでなく、世界の
国々共通して取り組む目標としているものです。それをカードゲームの形で体験し実感する
ワークショップを行います。ＥＳＤ、横浜の時間担当者だけでなく、興味のあるすべての先生
に参加いただきたい講座です。
　横浜市ＥＳＤ推進コンソーシアムの様々な方とつながる機会にもなります。

ＥＳＤ、『横浜の時間』、
環境教育、防災などに
関心のある管理職、教
職員

ＥＳＤ担当指導主事
「横浜市ＥＳＤ推進コンソー
シアム」委員　等

59 12月14日（木） 18:00～19:30

（東部）
VORT

横浜関内Ⅲ
9階研修室

（関内駅から
徒歩3分）

健康管理

【健康診断「子どもの健康管理プログラム」の入力操作と活用】
　健康診断における成長曲線の活用について、プログラム入力の操作と活用の仕方を、実
際にパソコンを操作しながら学びます。※12/19(火)と同じ内容になります。
○「児童生徒等の健康診断マニュアル平成27年度改訂」付録のCDーR「子供の健康管理
プログラム」をお持ちください。
○校務システム｢健康診断｣についての操作方法や活用についての質問があれば、事前に
FAXにてご提出ください。（FAX：681-1456　健康教育課保健係「授業づくり講座質問」宛）

全教職員

健康教育課
大嶋　智子
宮﨑　千恵　他

60 12月19日（火） 18:00～19:30

（東部）
VORT

横浜関内Ⅲ
9階研修室

（関内駅から
徒歩3分）

健康管理

【健康診断「子どもの健康管理プログラム」の入力操作と活用】
　健康診断における成長曲線の活用について、プログラム入力の操作と活用の仕方を、実
際にパソコンを操作しながら学びます。※12/14(木)と同じ内容になります。
○「児童生徒等の健康診断マニュアル平成27年度改訂」付録のCDーR「子供の健康管理
プログラム」をお持ちください。
○校務システム｢健康診断｣についての操作方法や活用についての質問があれば、事前に
FAXにてご提出ください。（FAX：681-1456　健康教育課保健係「授業づくり講座質問」宛）

全教職員

健康教育課
大嶋　智子
宮﨑　千恵　他



平成 29 年度授業づくり講座 第３期（12～２月）開催 教科等別一覧 

【追加済一覧】 

※講座番号５9、60 が追加されています。それ以外の講座番号の変更はありません。 
 
□ 教科等ごとに、日時、会場・申込先ハマ・アップ、講座名、講師が掲載されています。詳細は、別紙「日程順

一覧」で講座番号からご確認ください。ハマ・アップのホームページにも掲載しています。   
□ 授業づくり講座の申込みは、申込用紙をご記入のうえ、各方面ハマ・アップへお願いします。 

 
 

東部ﾊﾏ･ｱｯﾌﾟ ℡411-0614、Fax411-0615 西部ﾊﾏ･ｱｯﾌﾟ ℡336-3741、Fax336-3761 
南部ﾊﾏ･ｱｯﾌﾟ ℡843-6371、Fax843-6372 北部ﾊﾏ･ｱｯﾌﾟ ℡944-5966、Fax944-5967  

番号 教科等 日時 会場 講座名・講師 

11 中学校 

国語科 

１月 10 日(水) 

  18:30～ 

南部 南部 中学校 授業力向上講座 古典がもっと好きになる！生徒を育 

てる単元づくり   講師: 宇津俊雄(丸山台中主幹教諭)、込江茂久（南部） 

17 

24 

社会科 １月 12 日(金) 

１月 19 日(金) 

ともに 18:30～ 

南部 

西部 

５、６年の教材（実践例・資料）をホットに！ご紹介！ 

※２講座とも同内容です。    講師: 若色昌孝・赤羽博明(南部)、 

伊藤智樹(北部)、吉田圭一(指導企画課 1/12 のみ) 

32 

38 

社会科 １月 24 日(水) 

１月 31 日(水) 

ともに 18:00～ 

南部 

西部 

３、４年の教材（実践例・資料）をホットに！ご紹介！ 

※２回とも同内容です。 

講師: 若色昌孝・赤羽博明(南部)、伊藤智樹(北部) 

41 中学校 

社会科 

２月６日(火) 

  18:00～ 

西部 定期テストの作問   ※過去に作成した定期テストの問題をお持ち 

ください。             講師: 金澤昌浩・柿崎 順子(西部) 

52 中学校 

社会科 

２月 23 日(金) 

  18:00～ 

西部 社会科授業の進め方   

                  講師: 金澤昌浩・柿崎 順子(西部) 

５ 

 

６ 

 

算数科 12 月 12 日(火) 

  18:00～ 

12 月 13 日(水) 

  16:50～ 

南部 

 

本郷小 

(南部) 

考えることを楽しむ算数の授業づくり④ 

※はさみを持ってきてください。 ２回とも同内容です。 

講師: 佐藤裕二(南部) 

37 算数科 １月 31 日(水) 

  18:00～ 

西部 算数授業づくりの基本③ ～「次につながる確かな学び」を大切に

した単元づくり～             講師: 小林雅弘・刀根正秀(西部) 

45 算数科 ２月 14 日(水) 

  15:30～ 

鶴ケ峯小 

(西部) 

出前授業づくり講座 算数科 数学的な思考力・表現力を高める子を

育成する算数科学習 ～身に付ける力を明確にした授業の在り方～  

※旭区小学校算数研究会の会場をお借りして    講師: 刀根正秀(西部) 

１ 

 

数学科 12 月４日(月) 

  18:00～ 

東部 数学の楽しさやよさを実感できる授業づくりを目指して  

   講師: 藤井正春、小倉孝行(東部) 

31 数学科 １月 24 日(水) 

  18:30～ 

南部 どの生徒にもやさしい数学授業のユニバーサルデザイン 

講師: 仁平浩史(南部)、下村治(洋光台第一中通級指導教室) 

８ 理科 

情報教育 

プログラミ

ング教育 

12 月 20 日(水) 

  18:00～ 

南吉田小 

(東部) 

小学校の先生方のための「プログラミング教育」入門 

 

講師: （株）アーテック ほか、鈴木康史（指導企画課）、 

吉田圭一（指導企画課情報教育担当） 

29 音楽科 １月 24 日(水) 

  18:00～ 

東部 

 

合唱・合奏の指揮法基礎講座 ※お持ちであれば、指揮棒をご持参

ください。      講師: 高山俊哉(東部)、今村行道(南部) 、 

大幸麻理(北部)、大庭一修（指導企画課） 

46 小学校 

体育科 

２月 14 日(水) 

  18:30～ 

港南台 

第二小 

(南部) 

小学校体育の授業づくり（ボール運動） 

講師: 稲葉靖・栗田高広 (南部) 

４ 保健 

体育科 

12 月 12 日(火) 

  18:00～ 

東部 保健体育科よろず相談 

講師: 齋藤真弘(東部) 

21 保健 

体育科 

１月 17 日(水) 

  18:00～ 

西部 生徒たちが主体的に学ぶ授業展開の工夫 ～保健～ 

講師: 合澤依希子(西部) 

３ 美術科 12 月９日(土) 

  14:00～ 

横浜 

美術館 

(東部) 

横浜美術館コレクションを活用した授業のための中学校・美術館共

同研究会(全３回の３回目)【本案発表・検討】講師: 寺澤みゆき(南部)、 

中澤務(指導企画課)、教育普及グループ学芸員他(横浜美術館) 



番号 教科等 日時 会場 講座名・講師 

10 YICA １月９日(火) 

  18:00～ 

西部 無理なく自然に語彙表現に慣れ親しませる活動アラカルト 

                講師: 吉川真由美(指導企画課) 

36 YICA １月 31 日(水) 

  18:00～ 

東部 新学習指導要領を踏まえた担任としての授業設計   

   講師: 矢柄梨花(東部)  

48 外国語活動 

・英語科 

２月 16 日(金) 

  18:00～ 

東部 繰り返しを踏まえた授業づくり ～スモール・トークや、プリント、

教科書の活用、５ラウンドの授業づくり等～ 

                       講師: 西村秀之(国際教育課) 

15 中学校 

外国語科 

１月 12 日(金) 

  18:00～ 

西部 教科書を活用した表現活動～ストーリー・リテリング～ ※第二期

と同じ内容です。お持ちの方は、１年の教科書（COLUMBUS 21）をお

持ちください。無くても大丈夫です。    講師: 阿部みゆき(西部) 

43 中学校 

外国語科 

２月７日(水) 

  18:30～ 

南部 ＣＡＮ-ＤＯリストを活用した授業づくり 

           講師: 鈴木博道(南部)、西村秀之(国際教育課) 

22 総合的な 

学習の 

時間 

１月 17 日(水) 

  15:30～ 

洋光台 

第二中 

(南部) 

H30 年度全面実施に向けて 今からできること ※各学校で来年

度に向けて準備されているもの等があればお持ちください。 

                  講師: 柿崎順子・池田千晶(西部) 

13 特別支援 

教育 

１月 11 日(木) 

  18:00～ 

早渕中 

(北部) 

すぐに実践できるアンガーマネージメント 

講師: 内山義則・齋藤浩司・中里純子・大幸麻理(北部)  

16 

20 

特別支援 

教育 

１月 12 日(金) 

１月 16 日(火) 

いずれも 18:00～ 

西部 

北部 

誰もが安心して学べる学級づくり・授業づくり＜一般学級編＞ 

～ユニバーサルデザインの視点を生かして～  

講師: 菅井昭宏(西部 1/12 のみ)、海瀬茂・内山義則(北部 1/16 のみ)、 

瀧田美紀子(特別支援教育課)   ※２講座とも同内容です。 

23 特別支援 

教育 

１月 18 日(木) 

  18:00～ 

南部 子どもが夢中になって取り組む個別支援学級の授業のポイント 

講師: 仁平浩史(南部)、活田宏輔(港南台第三小教諭) 

33 

51 

特別支援 

教育 

１月 25 日(木) 

２月 23 日(金) 

いずれも 18:00～ 

西部 

東部 

「ソーシャルスキルトレーニング（ＳＳＴ）」って？ 子どもたちが

楽しんで取り組める！社会性が身に付く！実践のポイント 

※２講座とも同内容です。 講師:  伊東純太・佐藤智久(東部)、 

菅井昭宏(西部)、原みゆき(特別支援教育相談課)  

34 

53 

特別支援 

教育 

１月 26 日(金) 

２月 27 日(火) 

いずれも 18:00～ 

南部 

東部 

「個別の指導計画」の作り方＜一般学級編＞ ～具体的な事例を通

して～ ※２講座とも同内容です。講師: 仁平浩史(南部 1/26 のみ)、

伊東純太・佐藤智久(東部 2/27 のみ)、瀧田美紀子(特別支援教育課) 

14 

25 

特別活動 １月 12 日(金) 

１月 19 日(金) 

いずれも 18:00～ 

東部 

南部 

学級経営に生かす学級活動～まとめの時期にしておきたいこと編 

※２講座とも同内容です。      講師: 特活担当指導主事 

９ 

 

保護者 

対応 

12 月 21 日(木) 

18:30～ 

東部 よりよい児童生徒指導のための保護者との連携 

            講師: 鬼塚幸(東部スクールソーシャルワーカー) 

39 中学校 

部活動 

１月 31 日(水) 

  18:30～ 

南部 南部 中学校 部活動運営力向上講座① 生徒の瞳を輝かせる部活動 

「瞳を輝かせる言葉集 ～生徒の心に残り、運命を変えていく言葉とは～」 

  ※申込時部活動名を記入してください。        講師: 新庄広(南部) 

54 中学校 

部活動 

２月 28 日(水) 

  18:30～ 

南部 南部 中学校 部活動運営力向上講座② 生徒の瞳を輝かせる部活動 

「年間計画立案 ～来年度の部活動計画の完成～」 

※申込時部活動名を記入してください。       講師: 新庄広(南部) 

７ 授業づくり 12 月 19 日(火) 

  18:00～ 

南部 南部 小学校 授業力向上講座⑥ 導入の工夫の基礎・基本～社会・

家庭編～            講師: 若色昌孝・竹山昭子(南部) 

19 授業づくり １月 16 日(火) 

  18:00～ 

南部 南部 小学校 授業力向上講座⑦ 授業のまとめ方の基礎・基本～算

数・総合的な学習の時間編～   講師: 佐藤裕二・永野理恵子(南部) 

18 重点研究 １月 12 日(金) 

  18:30～ 

北部 パワーアップ重点研講座 ④年間全４回シリーズの最後の講座です。  

講師: 大幸麻理・細井歩・八城政徳・深沢恵子(北部) 

２ 

 

学級づくり 

道徳科・社会科 

特別支援教育 

12 月５日(火) 

  18:30～ 

南部 

 

ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の視点を取り入れた学級・授業づく

り！②  講師: 鬼木勝(北部)、大山憲(南部)、吉田圭一(指導企画課) 

 

28 

35 

 

学級づくり 

道徳科・社会科 

特別支援教育 

１月 23 日(火) 

１月 30 日(火) 

いずれも 18:30～ 

北部 

南部 

 

ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の視点を取り入れた学級・授業づく

り！③  講師: 鬼木勝・伊藤智樹(北部)、 

大山憲(南部)、若色昌孝・赤羽博明(南部 1/30 のみ) 



番号 教科等 日時 会場 講座名・講師 

12 学級経営 １月 11 日(木) 

  18:00～ 

東部 心を育てる高学年の学級づくり 

             講師: 小林京子(東部)  

49 学級レク ２月 16 日(金) 

  18:30～ 

西部 仲間づくり、集団づくりレクリエーション（アンコール！） 

動きやすい服装でご参加ください！※5 月に北部、8 月に南部で行っ

た講座です。         講師: 若色昌孝・瀬田ゆかり 他(南部) 

42 教材開発 ２月６日(火) 

  18:00～ 

西部 子どもたちの意欲を高める教材づくり 

講師: 小宮健(西部) 

26 組織開発 １月 19 日(金) 

  18:30～ 

北部 ミドルリーダー自己啓発セミナー 選択講座④ 次期学習指導要領 

に向けたカリキュラムづくり       講師: 高橋亨・八城政徳(北部)  

55 組織開発 ３月２日(金) 

  18:30～ 

北部 ミドルリーダー自己啓発セミナー 必須② １年間のまとめと振り 

返り、来年度に向けて                講師: 池田勉(北部)  

50 組織開発 ２月 21 日(水) 

  18:00～ 

西部 西部 ミドルリーダー養成ゼミナール 第５回 

                    講師: 西部学校教育事務所指導主事 

40 カ リ キ ュ

ラム・マネ

ジメント 

１月 31 日(水) 

  18:30～ 

北部 カリキュラム・マネジメントの確立に向けて～学校のグランドデザイ

ンを描こう 

講師: 伊藤智樹・竹下恭子・井上祐介・八城政徳・深沢恵子(北部) 

30 学力・ 

学習状況 

調査活用 

ｾﾞﾐﾅｰﾙ 

１月 24 日(水) 

  18:00～ 

サンハー

ト二俣川 

(西部) 

西部学校教育事務所オリジナル講座 横浜市学力・学習状況調査活用ゼ

ミナール⑤ 西部学状ゼミの５回目は、西部シンポジウムを行います！         

講師: 土屋隆裕(横浜市立大学教授)、福田幸男(横浜薬科大学教授)、 

西部学校教育事務所職員 ※会場は二俣川ライフ５階(二俣川駅徒歩１分) 

44 学力・ 

学習状況 

調査活用 

ｾﾞﾐﾅｰﾙ 

２月 14 日(水) 

  18:00～ 

西部 西部学校教育事務所オリジナル講座 横浜市学力・学習状況調査活用ゼ

ミナール⑥ 西部学状ゼミの６回目は、研究のまとめを行います！         

講師: 土屋隆裕(横浜市立大学教授)、福田幸男(横浜薬科大学教授)、 

西部学校教育事務所職員 

27 安心 

アップ 

１月 23 日(火) 

  18:00～ 

南部 南部学校教育事務所オリジナル講座 信頼アップ！安心アップ！ 

学級づくり・授業づくり！素敵な学級のまとめ方ヒント講座    

講師: 帶川理加・佐藤裕二 (南部) 

47 安心 

アップ 

２月 14 日(水) 

  18:00～ 

南部 南部学校教育事務所オリジナル講座 信頼アップ！安心アップ！ 

新年度の授業参観・懇談会・家庭訪問    

講師: 帶川理加・佐藤裕二 (南部) 

56 

57 

58 

ESD 日程・会場・講師等調整中の

ため、改めて指導企画課より

案内を発出いたします。 

ESD 実践に向けて 企業・ＮＧＯなどとどうつながっていくか 

ＳＤＧｓを知ろう！ ＳＤＧｓカードゲーム体験 

講師: ESD 担当指導主事、「横浜市 ESD 推進コンソーシアム」委員 等 

59 

60 

 

 

健康管理 12 月 14 日(木) 

12 月 19 日(火) 

18:00～ 

VORT 

横浜関内 

Ⅲ(東部)   

健康診断「子どもの健康管理プログラム」の入力操作と活用 

※「児童生徒等の健康診断マニュアル平成 27 年度改訂」付録の

CD-R「子供の健康管理プログラム」をお持ちください。 

講師: 大嶋智子・宮﨑千恵 他(健康教育課) 

 
※ 表の中の「小学校」には義務教育学校前期課程、「中学校」には義務教育学校後期課程を含みます。 
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