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授業改善支援センター

ＹＣＡＮ、Ｙ・ＹＮＥＴにアクセスして、ハマ・アップ情報を活用しよう!! 
ハマ・アップの役割は、①教育情報の提供（教育図書・教育雑誌

の貸出、学習指導案の閲覧、教科書や教育資料の収集）、②授業・学級
づくり講座の開催（受講者数第１、２期計1374 名）、③授業・学級づ
くり相談の実施（指導主事や支援員などに相談）などです。 

ＹＣＡＮ、Ｙ・ＹＮＥＴのホームページに、ハマ・アップの所在地、
開館時間、授業づくり講座の案内、今年度購入した図書などが掲載さ
れています。ＹＣＡＮ、Ｙ・ＹＮＥＴにアクセスし、ハマ・アップ情
報を活用し、気軽にご利用ください。  

ＹＹＣＣＡＡNN ホホーームムペペーージジ  ＹＹ・・ＹＹＮＮＥＥＴＴホホーームムペペーージジ  

①①  教教育育委委員員会会事事務務局局  TTeeaacchheerrss’’  RRoooomm  

②②  指指導導主主事事室室oorr 各各方方面面別別指指導導主主事事室室    ユユーーザザＩＩＤＤ、、パパススワワーードド入入力力  

③③  ハハママ・・アアッッププののペペーージジ    ハハママ・・アアッッププ((外外部部))  

好好評評！！  第第３３期期授授業業づづくくりり･･教教育育テテーーママ別別講講座座  受受付付開開始始！！  

※ 時間は 18:30～20:00 11/12・19(土)、12/17(土)は 13:30～15:30 

第３期 授業づくり講座・教育テーマ講座 一覧 

会場 番号 期 日 教科等 対象者 担当指導主事等 

1 １０/１２（水） 小学校 生活 基礎をしっかり学びたい方 指導主事 齋藤澄子 

３ １０/１４（金） 小中学校 図工・美術 図工・美術に関心のある教員 指導主事 藤城 守 

６ １０/２０（木） 小学校 特別活動 全教員 指導主事 石川隆一 

９ １０/２５（火） 小学校 理科 小学校 教員 指導主事 井上・板倉 他 

１６ １０/２８（金） 一般学級の特別支援教育 小中一般級担任・特別支援教育コーディネーター 指導主事 笠原丈史 

１８ １１/２（水） 子どもの社会的スキル 全教員 指導主事 室伏・大塚  

１９ １１/４（金） 小中学校 音楽 全教員 指導主事 館・村上・後藤  

２５ １１/９（水） 学校事務 学校事務職員 採用 3 年以下 学校事務支援員・学事支援第二課職員 

３５ １１/１７（木） 個別支援学級 個別支援学級担任 指導主事 笠原丈史 

３８ １１/１８（金） 横浜の時間 全教員 指導主事 後藤・相澤 永野小教諭 佐藤朗子 

４２ １１/１９（土） フレッシュ先生・小学校 算数 経験年数の浅い教員 末吉小主幹教諭 刀根正秀  授業改善支援員

４７ １１/２９（火） ハートフル講座 初任者中心 指導主事 緒方浩臣 授業改善支援員

 

 

東 

 

 

部 

 

 

 

５０ １１/３０（水） 一般学級の特別支援教育 特別支援教育関係する教員 指導主事 冢田・杉山・笠原 

７ １０/２０（木） 小学校 社会 全教員 指導主事 小西俊光 

１２ １０/２６（水） 個別支援学級 全教員（主に個別級担当） 指導主事 工藤幹夫 
西 

部 
１３ １０/２７（木） 小学校 特別活動 全教員 指導主事 嶋田克彦 

２２ １１/８（火） 児童生徒理解 小中学校教員 指導主事 齋藤・茂野 

２３ １１/８（火） 国際教室 小中学校教員 指導主事 宮澤千澄 

い
ち
ょ
う
小 ２４ １１/８（火） 小学校 体育 小中学校教員 指導主事 高山和宣 

２６ １１/９（水） 子どもの社会的スキル 全教員 指導主事 宮生・伊藤   

２９ １１/１０（木） 横浜の時間 全教員 指導主事 嶋田・間邊 

３２ １１/１１（金） 特別支援教育 個別級担任・特別支援学校担当 指導主事 中川・林  

３９ １１/１８（金） 個別支援学級の生活数学 全教員 指導主事 工藤幹夫 

４５ １１/２５（金） 小中学校 国語 全教員 指導主事 三橋・深瀬 

西 

部 

４８ １１/２９（火） 中学校 社会 全教員 指導主事 間邊・小嶋 

12 月２日に 
変更しました 

ハマ・アップ通信 
（ハマ・アップ情報メール配信） 

授業づくり講座や教育図書

の新刊案内などの情報を配信

するメーリングリストを開設

しました。情報料は無料（受

信料は除く）です。携帯電話

から登録できま 

すので、是非、 

ご利用ください。 

 



５ １０/１９（水） 授業・学級づくり 小・中学校教員（初任者～５年目） 南部事務所 指導主事 

８ １０/２１（金） 特別支援教育 小中一般級担任・特別支援教育コーディネーター 指導主事 須藤・梅原 

１０ １０/２５（火） 一般学級の特別支援教育 小中一般級担任・特別支援教育コーディネーター 指導主事 福岡いつみ 他 

１４ １０/２７（木） 小中学校 音楽 全教員 指導主事 館・村上・後藤  

１７ １１/１（火） 子どもの社会的スキル 全教員 指導主事 梅田・後藤  

２０ １１/４（金） 個別支援学級 個別担任経験３年未満 指導主事 福岡いつみ 他 

２７ １１/９（水） 小家庭科、中技術・家庭科 小家庭科、中技・家担当  指導主事 繁里・菊池 

３０ １１/１０（木） 小学校 特別活動 全教員 指導主事 関谷道代 

３６ １１/１７（木） 一般学級の特別支援教育 特別支援教育に関心がある教員 指導主事 福岡いつみ 他 

南 

 

 

部 

４０ １１/１８（金） 中学校 外国語 中学校外国語科教員 指導主事 関口和弘 

森東小 ４４ １１/２２（火） 小学校 体育 全教員 指導主事 藤巻・末岡 

４９ １１/２９（火） 小中学校 算数・数学 小教員（３年目まで） 指導主事 志田・杉浦 南

部 ５１ １２/１７（土） フレッシュ先生・小学校 道徳 経験年数の浅い教員 並木第四小教諭 山口美歩  授業改善支援員

榎が丘小 ２ １０/１２（水） 小学校 社会 小学校 教員 指導主事 山田 仁 

南山田小 ４ １０/１４（金） 小学校 理科 全教員 指導主事 出口・鈴木・板倉 

１１ １０/２５（火） 人権教育 全教員 指導主事 大塚・梅田 他 北 

部 １５ １０/２７（木） 地域連携 全教員 指導主事 清田・緒方 

山内小 ２１ １１/７（月） 小学校 体育 全教員 指導主事 小泉・高木 

２８ １１/９（水） 小中学校 国語 小中学校教員 指導主事 岩間・丹羽 

３１ １１/１０（木） わかる 授業 小中学校教員 北部学校教育事務所指導主事

３３ １１/１１（金） 横浜の時間 全教員 指導主事 梅澤・濵本 

３４ １１/１２（土） フレッシュ先生・小学校 算数 経験年数の浅い教員 城郷小学校教諭 高木広希  授業改善支援員

北 

 

部 

３７ １１/１７（木） 小学校 特別活動 全教員 指導主事 緒方克行 

十日市場小 ３８ １１/１８（金） 小学校 理科 全教員 指導主事 出口・鈴木・板倉 

篠原西小 ４０ １１/２１（月） 小学校 体育 全教員 指導主事 小泉・高木 

北部 子どもの社会的スキル 全教員 ４６ １１/２５（金） 指導主事 水木・長尾  

  
「「幼幼保保小小中中のの学学びびのの連連続続ししたた学学習習づづくくりり講講座座」」参参加加者者のの声声よよりり  

■ 「ものづくり」の考え方や教科での扱い方がよく分からず、この講座を受講しました。授業を振り返ってみると、実はやっていたりし

ていることもあったり、尻切れになっていることもあったり……。改めて子どもたちと話し合いながら、みんなで楽しい「ものづくり」

に取り組みたいと思いました。ものづくりは「人づくり」であること。「体験」と「題材」を吟味しながら「人づくり」にかかわり、自

分も成長したいと感じました。（4年目） 

■ 今まで小・中の先生方と話をし、学校ではどんな事をしているのかという事をあまり知る 

機会がなかったので、今回知ることができてよかったです。 

また、右手・左手のお話、とても実感しました。いろんなことを経験・体験させてあげた 

いなと思いました。ものづくりのやり方などを学ぶ場かと思っていたので、講義の深さや、 

先生方のお話がたくさん聞けて、とても勉強になりました。（6年目）   

 

ＹＣＡＮ、Ｙ・ＹＮＥＴに講座の詳細・申込用紙が掲載されています。御活用ください。 

ハマ・アップ 東部 西部 南部 北部 

電 話 ６７１－３７５０ ３３６－３７４１ ８４３－６３７１ ９４４－５９６６

ＦＡＸ ６６３－０１５２ ３３６－３７６１ ８４３－６３７２ ９４４－５９６７
 

 

☆ハマ・アップでは、教科書目録に登載されている平成２４年度用中学校教科書（全発行者）

を閲覧できます。カリキュラム編成や教材研究に活用してください。 


