
教育課程研究委員会 『横浜の時間』アンケート 集計結果 

 

＜ 『横浜の時間』のとらえについて ＞ 

【 小学校 】 

 １． 質問   

  ◆ なぜ『横浜の時間』なのか。これまでの総合と違うところはどこなのか。 
 

・これまでの総合との違いは何なのか。「横浜の～」という言葉がついただけで何が違うのかよく分から

ない。環境を例にとると、今、地球規模の環境の変化で大騒ぎしているのに、なぜ「横浜の～」なの

か。 
・なぜ「横浜の時間」を設定するのか分からない。 
・今までの総合的な学習の時間ではなぜいけないのか？「横浜の時間」という呼び名に変わっただけで、 

ねらい等が大きく変わるのか？ 
・総合という名称が横浜の時間に変わるのか。時間割としてどう表されるのか。 
・「横浜の時間」とならない「総合的な学習」もありと考えてよいのでしょうか。例えば卒業に向けた単

元など本校は行事に関わる単元が多いので不安です。 
・「ローマ字を習ったことから、パソコンで文を打てるようになりたい」とか、「磁石の勉強をしたので

マグネットおもちゃランドを作りたい」などという、教科の発展的学習は、どうなるのでしょうか。

また、体験学習の準備の活動も大切な学びだと思うのですが、横浜の時間に入れてはいけないのでし

ょうか。横浜の時間からはみ出す総合もあるように聞いたのですが。図では、総合が横浜の時間にす

っぽり入っているのですが、この二つの関係がまだよくわかりません。 
・これから移行期間に入るようですが、まずは、今の総合の中で横浜の時間のねらいに沿う大単元が一、 
二できているか見直すということでよいでしょうか。 

  ・「横浜の時間」イコール「総合的な学習の時間」だと勘違いしているので、違いをはっきりしてほしい。 
  ・年ごとに横浜の時間やそれに関わる教科・道徳・特活のカリキュラムを微調整させていくのは大変で

はないでしょうか。 
  ・「横浜の時間」を、各校教育課程に位置付けていかないといけないということでしょうか。総合的な学

習の時間との違いはどこにあるのでしょうか。道徳の時間や特別活動の内容を、単元の中に明確に位

置付けたことだけでしょうか。教えてください。 
  ・「総合的な学習の時間」という時間の名称及び、時数としての扱いは、今後も続いていくのでしょうか。 

「総合的な学習の時間」→（変わって）「横浜の時間」というわけではないのですね。 
・どの学校でも、あの形式で取り組むのですか？ 

   
 

◆ 「横浜らしさ」のとらえについて。「横浜らしさ」が必要なのか。 
 

  ・「横浜らしい」というとらえが分からない。 



・「横浜らしいテーマ」がやはり分かりにくいです。全国どこでも取り上げられるようなことに、「では

ないもの」が果たして設定できるのかどうか疑問です。 
・横浜らしさとは、①地域材の活用②地域の人々と関わりのある活動が組み込まれている③学習を通し

て地域貢献の実践活動ができるようになる。④横浜を通して日本、世界を見るような内容がある。・・

このような単元作りを目指すということでしょうか。今回の説明では今ひとつ分かりにくかったので、

どこが横浜らしいのか教えてください。 
・「横浜らしさ」とは視点、内容テーマの両方からいずれから迫るものですか。たとえば３年生で横浜ら

しさを自分たちのまちをテーマにやっていたら直結しにくいと思うのですが。いずれはつながる「公」

の視点で考えていけばよいのでしょうか。 
・６年修学旅行にむけて世界遺産を調べるなど、横浜の地域から外に出る活動学習の場合、どのように

していけばいいのか。（もっと広い地域を教える場合） 
・公立小、中、高という視点から、横浜の市政のみ突出して総合の内容を変更して進めて行く必然性は

あるのだろうか。 
・横浜らしさと言われるのはすごく分かりますが…、結局は、子どもの身近な材から学習を組み立てる

ということ、横浜らしさを加えることを、はじめから視野に入れると限られてくる。身近な材→これ

がもう地域の特性＝横浜らしさじゃないのですか？ 
 
◆ 『横浜の時間』の位置づけについて。週案上、時間割上どうとらえるのか。 
 
・名称は（週案上、時間割表上）今までどおり各校独自のものでよいのでしょうか。 
・横浜の時間は週案などにも記入することになるのでしょうか。 
・横浜の時間は時間割の中でどう位置付けられるのか。 
・時間割上はこれまで通りなのか。「横浜の時間」という時間で扱うのか。 
・「横浜の時間」に位置づけた教科は、週案で時数を出すときに教科に入れるのか、「横浜の時間」に入

れるのか、どちらですか。 
・あゆみや時間割では、「横浜の時間」と表現していくのか。週案の時数上は「総合的な学習の時間」と

して計上するのか。 
  ・横浜の時間＝総合＋教科＋道徳＋特活 なので、そのあたりが曖昧。教えて欲しい。 

 
 
◆ 道徳・特別活動・教科との関連について。 
 
・道徳・特活・教科の内容を単元の中に明確に位置づけると書いてありますが、これらの３つを必ず入 
れて計画しないといけないと言うことでしょうか。 

・総合＋道徳＋特活 総合＋特活＋教科 総合＋道徳＋教科 などのパターンはあるのでしょうか。 
・道徳・特活のどの内容を関連させるべきなのか。 
・道徳・特活・教科をすべて単元に組み込まなければいけないのでしょうか。 
・各教科や道徳の時間数を横浜の時間に組み込むのかそれとも別時間でとるのか。各クラスで取り組む

内容が違った場合、カリの中でのねらいと違う場合どうするのか。 
・過去「研究発表」「研究会」で「総合的な学習の時間」として単元をつくるべきであって、他教科を時

数に位置付けながら一単元をつくるのはおかしいという類の話を講師から聞くことがあったが、この



考えは違っているという理解でよいのか。 
・『横浜の時間』は、道徳・特活の内容を単元の中に明確に位置づけると、なっているが、道徳・特活か

らは何も話されなかったが、どうなっているのか？ 
・総合的な学習の時間の教育課程の中では、道徳と特活との関連を明確に位置づけることが「横浜の時

間」では大切なことだと内容に盛り込まれていたが、道徳と特活の教育課程の報告では、横浜の時間

とのかかわりについては一切ふれられていないとのことでした。今後、校内で横浜の時間を進めてい

く際、道徳部や特活部との連携はどのようにしていったらよいのか、お互いが共通理解をして校内で

協働していく必要を感じました。 
・特活は今でもすべきことがたくさんあるのですが、具体的な特活の時間の活用についてどのように運

営していくのでしょうか。 
・構成、教科、道徳や特活の内容を単元の中に位置づけ、それぞれ評価、評定も行うという点がよくわ 
かりません。また、横浜の時間独自の評価もするのでしょうか。 

・時数の式がよくわからなかったので教えてください。この国語の時数は、既にあるカリの時数の中か

ら何かを削ってもってくるのでしょうか。それとも、１割増の分になるのでしょうか。 
 
◆ その他（「生活科」「英語活動」「国際理解教室」等）との関連について 

 
  ・１，２年生は「横浜の時間」はないのか。 
  ・生活科は、『横浜の時間』とどうかかわってくるのか？そのあたりのことは示されるのか？ 
  ・国際理解教室、たてわり活動などについては、どうとらえたらよいのでしょうか。 
  ・英語・外国語専門部会では２１年度全校実施と報告を受けましたが、横浜の時間との関連を教えてい

ただきたい。 
  ・英語と総合の時間との関連（時間数）はいつ頃わかるのか。総合の部会としては現在のところどのよ

うに考えているのか。 
・英語との関連について ①棲み分け（関わり方、時数等） ②研究会の在り方  教育課程も別々だ

ったが、区研レベルではどうなるのか。 
・英語教育の低学年の位置づけはどうなるのか。（総合の時間が設けられないので） 
・英語の時間は総合の時数で使うのか。 

  ・ 英語は「横浜の時間」と別？ 
 

 
 ◆ 『横浜の時間』の時間数構成と全体計画について 

 
・中教審が総合の時間を週 2 回にするというが、英語の分の 35 時間を引いて、70 時間を総合の時間に

当てるということでよいのか。 
・総合的な学習は年間１０５時間ですが、モデルでは５０時間ぐらいでした。その他の時間は別の内容

のものにされているのでしょうか。 
・８月３０日（木）朝ＮＨＫのラジオで文科省の大臣が総合は週１時間にする方向で考えているという

発言をしていました。横浜の時間という十分な時間を必要とする考え方そのものに無理があるのでは

ないかと思いますが、いかがでしょうか。 
・『横浜の時間』の考え方に基づいた全体計画をすでに作成し、授業実践をしている研究校はありますか？ 



・3 年生以上で実施すると考えてよいのですか。 
・小３～中３までしっかり教える内容を系統立てて考えていくのだと思います。各学校で考えていくの

でしょうか。 
・テーマについては、例で出されていたものを基準としてある程度の拡大解釈をしたテーマに設定して

も良いのですよね。 
・時数についての質問。「『横浜の時間』の時数」というものはなく、総合の時数（75h）を中心に他教科・

領域から何時間か充てたものの合計が「時数」となるのは分かるのですが、他教科・領域には（例え

ば理科には理科の）目標やねらいがそれぞれあり、単純に「関連した内容だから○ｈを理科で、□ｈ

を道徳で…」という訳にはいかないのではないでしょうか。その分、教科・領域の時数が減ったり、

各学級間で教科・領域の扱いが違ってきたりすると思うのですが、いかがでしょう。校内で質問が出

ましたので、お知らせします。 
  
◆ 小中一貫について  

 
・「小中一貫カリキュラム」は、各中学校区で、今後つくっていくことになるのでしょうか。そのモデル

案なども今後出てくるのでしょうか。現状を見ると、なかなか難しい作業のように思われるのですが

…。 
・小中一貫で具体的に進めていくための時間確保はどのようにしていったらよいか、一つの中学校の学

区に何校かの小学校が入るため、その調整は難しいと思う。 
 

 ◆ 『横浜の時間』の評価について 
 
  ・評価は具体的にどうみていくのでしょうか？（関連する国語等教科を含めて） 
  ・総合的な学習の評価は今まで通りなのか。 
  ・学習の総合化ということで、各教科等との関わりを考えるとあり、指導案に組み込み、各教科ごとに

評価するそうですが、具体的にどう行っていくのか、その手段を教えてください。 
 
 ◆ 『横浜の時間』導入の環境整備について 
 
  ・いつも思うのですが、物品購入等にかかる予算は、どのように計上しているのでしょうか？ 教えて 

ください。 
 

 ２．意見  

 ◆ 肯定的な意見 
 
  ・他教科等との関連、テーマともによい。 

・公、開の視点を重視して横浜（まち）を愛する「横浜の子ども」を育てようとする姿勢に賛同し 
ます。（郷土意識が薄い地域でもあるので）「まち」を「横浜」まで広げてとらえていくことはよ 
い。小中９年間で対象を広げていくことは大切だと思う。 

・具体的で参考になりました。 



・横浜を愛し、日本の伝統や文化を尊重していくことはとても大切なことだと思います。せっかく歴史

を持ち、都市と自然が入り交じった横浜に生まれたので、そのよさを存分に感じながら育ってもらい

たいと思います。そのためには、まず教師が子どもの興味関心を引き出すテーマ設定を行い、まさに

しっかり教え、しっかり引き出すことが大切だと感じました。実施がとても楽しみだと感じました。 
・とても興味深く聞かせていただきました。共通して感じたのは、いかに先生が興味を向けさせ、子ど

もたちをうまくレールに乗せてあげられるかということでした。可能性が幅広い分、教師の指導力が

とても問われると思います。自身がしっかり学び、研究していくことが大切だと感じました。 
・しっかり教え、しっかり引き出す指導が打ち出されたことで、ねらいとする価値へと学習を進めてい

く過程が分かりやすくなった。 
・本校は、「環境教育」という枠組みで研究を行ってきたので、『横浜の時間』のとらえでの教科間の関

連や子どもの体験等、イメージがつかみやすい。 
・公・開の視点では、明確に横浜を意識しながら、目指す子どもの姿をイメージすることが、必要であ

るように強調されていた。 
・「まち」から「材」を広げ、横浜らしさとつないでいくことを意識して、活動をつくっていき、子ども

も教師も本気で取り組むことができる横浜の時間にしていきたい。 
・ご説明がとても分かりやすく、「横浜の時間」の趣旨をしっかりと理解できたと思います。また、「横

浜の時間」導入により、これまでの取組がより分かりやすい形になると思いました。同じまちで学ぶ

という意味で、小中一貫の視点もとても重要であると感じました。 
 

◆ 課題の提示 
 

  ＜『横浜の時間』のとらえ 「横浜らしさ」について＞ 
 
  ・「横浜の時間」を「横浜らしいテーマ」という切り口で考えると難しいと思う。子どもの発達に応じて

まちや地域から市へとその意識が広がって深めていけるように・・ということは分かる。そもそも総

合的な学習のねらいの実現が、課題として大きいので、身近な価値ある材の発掘や人との出会いから

夢中になれる主体的な問題解決的学習になるように設定していくことが大切と思った。地域性が重要

で、それを大切に取り入れることでまちと人を大切にする子どもが育つと思う。 
  ・横浜らしさ、横浜らしいテーマというのが、少しわかりにくい感じがしました。 
  ・各先生とも大変よく研究されていて、新しい総合的な学習をつくっていくためにいろいろと工夫され

ていることがわかった。しかし、壇上の委員の方との問答で、しきりに「その材の横浜とのかかわり

は？」という質問に対して先生方がこじつけるように「田んぼと横浜はつながっている」「公園は横浜

が発祥だ」と言っている姿には正直考えさせられた。全ての材を横浜と結びつける必要があるのか、

また横浜と結びつけさえすれば、ねらいとする子どもの姿が実現できるか疑問が残った。 
  ・総合的な学習のとらえがよくわかりました。テーマが横浜を視野に入れたものになっていくことにつ

いて、今までよりテーマ選択の自由が減るのではないかという意見が出されました。道徳・特活・教

科との関連を明確にするには、年度当初に年間を見通した、構想を立てる必要があるとあらためて思

いました。 
  ・他教科でも基礎基本の見直しがされている中、本当に今横浜の時間が必要なのかやはり疑問を持ちま

す。横浜の時間はＨ２２年度から実施なのでしょうか。国の動向も定まっていない状態の中で、リー

ダー養成講座は本当に意味をなしているのでしょうか。横浜の教育の見通しに不安を感じます。役員



のみなさま本当にご苦労様です。 
・「横浜らしい」と強調しすぎて言うと、「別に他の地域でも同様のテーマで行えるものがある」「本当に

横浜らしいの？それって」という質問が出てきてしまうように思います。各学校が地域に目を向け関

わりながら学習を進めるならばその場所が横浜市である以上はどういったテーマにせよ、「横浜らし

い」と言えるのではないかと思います。 
・このテーマが「横浜らしい」か、どうかを吟味する研究より、いかに地域の材を活用して単元を立ち

上げていくかを研究していくことの方が大切だと思います。 
・「横浜の枠」にとどまらず、「横浜」を通して「日本」「世界」へつながる概念を図にも位置付けたい。 

  ・先生によって、どの教科・領域を何時間取るのか差が出ると思う。そうなると、「横浜の時間」の枠が

必要では。 
  ・多くの教員、児童が「総合的な学習の時間」をどのようにするのかわからず、実際にこの時間が機能

しているのはごく一部のクラス学校だという実態を改善していく支援の在り方を研究するほうが「横

浜らしさ」を打ち出すよりも先決なのではないか。 
  ・改めて横浜の時間とする必要性がしっくりこないのでもう少し説明してほしい。 
  ・モデルや事案が少ない中で、横浜市のみ独自の時間を創設するには無理があるのではないか。部会も

含め、核たる在り方が定まらないまま施行しようとしている節がある。 
  ・当初「市民・創造科」と改革会議答申で示されていたものが「横浜の時間」という時間枠で示された

意味を語るべきではないか。現在の小中高特別支援学校での授業実践する中での課題、実践しようと

する時の課題、実践語の子どもの変容についての課題を整理して、再構築の必要性を述べるべきだっ

たのではないか。 
  ・「横浜らしさ」という部分においては十分に理解することができなかったので、多くの実践提案を出し

てもらいたい。   
・はじめに「横浜ありき」とテーマを絞り込んでしまうのは、やや無理があると思います。地域を見つ

め、材として学習を立ち上げることの教育的価値は認めるが、学習のまとめとして、自分を振り返っ

たときに「横浜」がある、というのが、自然な形でよいのではないか。 
・郷土愛、地元に根ざす密着する中で、横浜や全国に目を向けるというイメージですが、職員の転勤が

ショートスパンになっているので、教材研究や学校の特色づくりの必要性を感じる。 
・「横浜」にとらわれすぎて、他の地域への広がりにつながりにくいのではないか。 
・特に若い世代に横浜生まれの教員が少ないと思う。まずは、教員自らが「横浜」に対する見聞を深め

ないと、「横浜らしさ」というイメージができないと思う。 
・時間枠であるという説明がもっと必要であったと思う。 
・公開を重視するのであれば、ここでの知識、技能と学び方というのは、主旨に合致しないように思う。 
・学級の子どもとともにつくる総合の総合の魅力は分かるが、自由であることの中にしっかり説明でき

るものがないといけないと考える（育てる力、他教科の目標との関連、若い教職員へのフォロー等）。 
・横浜らしさと言われるのはすごく分かりますが、聞いていると、すごく強引な気がしました。（田んぼ

の実践は、何となくそう言われれば…という感じですが、公園の実践は、道徳との関連を強く出して

いるわけで、横浜らしさはどこへ行ったのかというように、２分化してしまっていていいのか、よく

分かりませんでした。 
 
  ＜道徳・特別活動・教科との関連について＞ 

 



・今までも総合だけでは時間的にも内容の充実の面からも深められないので、他教科とも関連を図って

いる。道徳に限らず内容関連の必然性から計画的にタイミングよくさしこむことは育ちとしてとても

有効なので絶好のチャンスとしてとらえ、校内でも意図的に柔軟に取り組む姿勢を持ちたい。公開の

視点を大切にしてみようということは分かるが、道徳や特活の時間を必ず位置づけるという全市的取

組については、どうかなと思う。児童・生徒指導面での連携も 20 年近く言われているが、未だに難し

い。 
・道徳・特活との関連を図るために、研修等を共同で行い、観の共有化を図るべきだと思います。 
・道徳・特活との関連を深める単元構想は何に何時間時間計算が複雑になりそうだ。 
・そもそも「総合的な学習の時間」自体が各教科と関連した時間であったものをなぜ「横浜の時間」を

設定して総合の時間も含んだ横断的なものにしたのか意図がよくわからない。 
・特活との関連、特に学校行事との関連を整理していくことは大切だと思う。いまいち、学校行事のね

らいと総合的な学習のねらいがあやふやな部分があったり、わかりにくい部分があったりするので、

ぜひ整理して提示してほしい。 
・子どもの気付きや思いとともに単元をつくるのに、教科との関連を事前に組み込むことは難しいと思

える（国語の「書く」の領域の目標と合っているのか、同じ学年で年間計画を変えていいのか）。 
 
＜時間数・全体計画について＞ 
 
・「横浜の時間」編について、試行版でもよいから早めに具体的な方向性、内容が分かるとうれしい。 
・各担任間での温度差が大きい中で、学校全体でどのように取り組んでいくとよいのか、学校、学年で

の取組例も教えてほしい。 
・なるべく早く、全体計画の例示が欲しいです。どのような項目が入るのかということだけでも、早く

教えて欲しい。 
・本来なら、「授業実践の提示」の前に、「全体計画」モデルの作成、説明があるべきだと思う。 
・21 年度に向けての事例集等できるだけ早急に情報を提供して欲しい。 
・総合の授業時数が減らされると予想される。その中で今までのように学校行事への取組などに時数が 
あてられると、純然たる総合の時間の確保がむずかしくなる。学校全体で考えてカリづくりしていか 
なければならない。 

・時数の取り方が分かりにくい。 
 
＜小中一貫について＞ 
 
・小中一貫はとても必要だと思いましたが、まずは可能な範囲、例えば学習歴のようなものを作り、中

学校の先生にお知らせするなど考えました。 
・小中一貫カリキュラム、小中合同だけでも意味があるが、委員同士のずれがあったのではないか。 
・夏休みの研修で、ある中学校の「朝食」をテーマにした学習は、とても新鮮に感じました。 
・算数や国語とは違い、指導者によって変化する総合を小中一貫で進めるのは、難しいと思います。 
 
＜『横浜の時間』導入のための準備・環境設定について＞ 
 
・もっと現場の教員の声を聞いて検討してもらいたい。 



・スケジュールの中で、平成 21 年度までは移行期間ということですが、どれくらいまで準備していけ

ばよいのか年間の教育計画を学区独自で立てておくべきなのか、これから明確になっていくのだと思

います。時間を要することなので、決まり次第いつから本格実施になるのか、いつまでに何をしてお

くべくなのか等、ガイドラインを早めに知らせていただけるとありがたいです。 
・ますます多忙を極めている現場で実際にやれるような方法や時間、そしてそのためにやめることを生

み出さないと難しい。 
・「育てる子どもの姿」を明確にして、各学校での取組を伝えあう、教師間の交流の方が効果があるので

はないかと思いました。 
・教材研究や中学校の実践を知るなど、普段の勤務にもう少しゆとりが欲しい。 
・教師どうしが協働・共生するための糸口が欲しい。 
・英語教育も同時に始まり、とても手いっぱいになると思う。がんばりたいが、少しずつ確実に進めて

いく手だてはないかと考える。 
    ・総合で予算のかかるものもあるので、しっかり予算がとれるように配慮して欲しいと思いました。 

    

 ３．感想  

○名称を聞いて「創意ある活動」を思い浮かべた。昔、盛んになり昼休みに 30 分くらいその時間に

区の音楽会の練習をしたことを覚えている。時の流れ、時代の背景によって随分影響を受けるも

のだと思った。しかし、総合のカリキュラムをつくることにより、各教科を縦に見たりくっつけ

たり、発展させたり、教師力は付いたと思う。 
○テーマで「横浜らしさが出るもの」というところが、とてもよいと思いました。横浜といえば、

国際都市！国際理解教室や英語活動などとからめて、いろいろなことに子どもの力をぶつけさせ

たいです。 
○総合の時間が減り、週２になるということが発表された。時数は減るが、しっかり教え、しっか

り引き出すためには、各教科や特活、道徳とのかかわりを考え、単元構想をねらなければならな

いと感じた。 
○中学の先生と話をする機会があり、総合で扱う内容に対する温度差を感じた。「あれが総合？」と

思ってしまう。 
○「横浜の時間」となり、育てる子どもの姿が「公」「開」と限定されていることに不安を感じる。

総合の時間について反省を余儀なくされたからだと思うが。 
○教科を教えるのも時間ぎりぎりなのに、そこに横浜の時間で教科の時数をとられていくのでは、

という不安がある。 
○「公」「開」を中心にすえて「横浜の時間」を考えていけばよいということがとてもよく分かりま

した。 
○総合の時間のねらいとの違いも明確になりました。 
○中教審では、高学年の英語必修、主要教科一割増、総合的な学習減ということですので、「横浜の

時間」として単元構成をする際、その分を充当できそうな気がします。 
○総合的な学習の時間の時間数が減るということだが、短くなった時間数の中で、提案したことの

実現を目指すのは難しいかもしれないと感じた。教師が材のどこに目を付けて価値づけていくか

にかかっていると思いました。司会役の先生がわかりやすく疑問を提示してくださったり、まと

めてくださったりとありがたかったです。 



○横浜の時間として横浜独自の材を求めていく方向はすばらしいと思います。ただ、字数が今後も

確保されるのでしょうか。英語教育との兼ね合いもあって、内容の精選や縮小がないかと心配で

す。 
○素晴らしい実践でした。中学校では、もう少し具体的な生徒の声が聞こえる内容がほしかった気

もします。 
○横浜の時間でねらう「知徳体公開」を生かすのは、今後より教科領域の指導の充実が大切だと感

じました。なぜならば横浜の時間でねらう資質や能力を生かすためには、その基礎である教科・

領域の指導力を高めることが大切だからです。様々な実践例や資料を元に今一度学校の教育課程

を見直すことが必要であると思いました。ありがとうございました。 
○横浜らしさを感じる材を一つに絞って取り組む大切さを感じた。 
○国語、道徳、特活を含めたカリの見直しをする必要を感じる。 
○テーマに食や安全が入ってきて現代らしいと感じた。 
○中学の総合興味深く見せていただきました。 
○小中一貫ということではじめて中学で総合をどのように行っているのか聞くことができた。今後

一貫して行うためには互いに知る機会が必要だと思った。 
○部長会、はじめ委員の自信にもったやりとり（提案）は良かった。実践したり真剣に考えていれ

ば何かできそうですね。教師をその気にさせましょう。とても素敵な半日になりました。ありが

とうございました。 
    ○非常に分かりやすい内容でした。 

○「横浜らしい材」は、とりあげるテーマをせばめるように感じました。 
○「総合」でどのように小中一貫を図っていくのかが、正直不安です。 
○本校の総合は、今回の話を聞く限りでは、間違っていないようなので、このまま特色を生かした

実践を続けていきたいと思いました。 
○横浜の時間』が各教科をつなげ、子どもたちを伸ばす大きな可能性があることがよく分かりまし

た。 
○教師の意識を高めること、チームを組んでやっていくことの大切さを感じました。 
○自分自身が勉強することで、子どもたちに還元していきたいと思いました。 
○今まで良く分からなかった部分が分かりました。 
○Ｑ＆Ａ形式で、私たちが疑問に思うことも具体的にかみくだいて説明していただき、分かりやす

かった。 
○（特別支援学校）各学校で、テーマを決めて取り組んできた事があると思いますので、その時間

を「横浜の時間」としていく上で良い影響があると思います。 
          子どもが生き生きと活動でき、活躍できる場だと思いますので、大切にしていけたらと思いまし

た。 
○「総合的な学習の時間を核として他教科との関連を図りながらという形で横浜の時間を創ってい

く」という形が伝わってきました。年度始めにつくる年間計画の時点で、教師の側でも積極的に

考える柔軟さが要求されると思いますが、・・・楽しそうですよ。 
○学校によっては、総合で英語に熱心に取り組んでいる学校、問題解決的な学習を大事にしている

学校、どっちつかずで、行事の準備に総合の時間をあてている学校など、取組に学校間の温度差

があるように感じます。どの学校でも若手が増えている中で、横浜の時間のねらいがしっかりと

理解され、進めていけるのか不安が残ります。 



    ○育てる子どもの姿「公」「開」の視点を重視し、自分の育った横浜を大切にすることはとてもよい。 
          テーマまちの「人」についても学習すると他者との協働や共生についても理解が深まる。 

○児童の想いを受けて、どうしっかり教えるか、引き出すか、その場になって判断することを求め

られ、大変だと思います。何を教えるか、何を引き出すか、何をつけたいか、何年後かを見据え、

児童の未来を信じる「思いを実現する」貴重な時期になると思いますが、方法として内容として、

各個人差の中で身につけたい力を確実に把握することが肝要と思います。 
○今までの総合的な学習の時間との違いが分かりにくい。 
○自分の課題として、自ら考え、判断するために、周りで（教師）どのように支援をしていくかが、

とても大切だと思いました。 
          しっかり教えることがとても大切ですが、どのように教えるかで引き出されるものが変わってく

るので、とても大切です。 
    ○「横浜の」という頭書きが、活動テーマに付くような内容でという提案でしたが、まちの活動か

らどう「横浜」まで活動を広げていけばよいのか、いまいち分かりませんでした。 
 

 ＜ 『横浜の時間』のとらえについて ＞ 

【 中学校 】 

 １． 質問   

  ◆ なぜ『横浜の時間』なのか。これまでの総合と違うところはどこなのか。 
  ◆ 「横浜らしさ」のとらえについて。 

 
・「総合的な学習の時間」というものを「横浜の時間」に置きかえるのか。連絡票、要録、時間割 
での名称の扱いはどうするのか。校内では「総合的な学習の時間」や独自の「○○の時間」など 
としてもよいのか。 

  ・「総合」は、個人の課題追究が大事かと思っていたが、『横浜の時間』では、共生とか協働とか、個人

よりも集団というイメージが強く、軸足が完全にずれた気がするが、そこのところはどうか？ 
・「横浜らしい」テーマについては、もう少し具体的に横浜らしいとはどういうことなのか知りたい。 

 
  ◆ 道徳・特別活動・教科との関連について。 

 
・「横浜の時間」の構成が道徳の時間や特別活動・教科の内容を単元の中に明確に位置づけるとあるが、

今回、これら他の専門部会との連携はどうなっているのか。他の専門部会では、「横浜の時間」の説明

等はなかったようだが・・・。 
・行事との関連については、今回、触れられていないようですが、そのあたりもどうなるのか知りたい。 
 

◆ 『横浜の時間』の時間数・評価に関して 
 

・ 評価、評定に関してどう変わるのか。横浜の時間として評価するのか。各教科内の横浜の時間分と

して評価するのか。 



・「横浜の時間」の時間数は明確に規定されるのかどうか。 
・「横浜の時間」のとしての評価項目は新たに設けられるのかどうか。その場合、郷土愛の評価は難し

い 。実施報告書等のみでよいのかどうか。 
・総合的な学習の時間に、横浜の時間がどのように位置づけれれるのか、取り扱う時間数や、具体的な

内容など、もう少し詳しく知りたい。今後の流れについては示されているが、各学校で具体的にどの

程度の内容で取組をすすめたらよいのかなど、情報が欲しい。 
 

◆ 『横浜の時間』導入までのスケジュール・準備に関して 
 

・ 今後、具体的なタイムテーブルがわかると職員にも説明しやすくて助かる。 
・リーダー養成講座の内容を詳しく知らせてほしい。学校でだれがどのように取り組んでいくか計画を

立てる必要があるので。 

 

 ２．意見  

◆ 肯定的な意見 
 

・総合的な学習の時間について、道徳や特活・教科も絡めてやってゆくのが本来の姿であろうと思う。

その点で、横浜の時間の考えはとても本来の姿を実現する上で必要だと感じられた。その実現のため

には、教科担任や学級担任の間で、どのように道徳や教科を取り入れ、組み込んでゆくのかというこ

とを設定したり、調整したりするコーディネーター役が必要なように思われた。 
 
 ◆ 課題の提示 
 
  ＜『横浜の時間』のとらえ 「横浜らしさ」について＞ 
 

・横浜（まち）にこだわったテーマにしたため、やや無理が見られます。例えば、「横浜（まち）のキ

ャリア」と言われてもなかなか分かりにくくなってしまっています。「横浜（まち）をはずしてもよ

いテーマです。つまり、日本という国で生きていく人間として力をつける学習なのです。そうすると、

多文化共生も不十分です。いわゆる国際理解教育には、多文化共生以外にグローバルな問題に対する

学習（グローバル教育、地球市民教育、開発教育などの視点）がありますが、後者がすっかり抜け落

ちてしまっています。これからの社会（グローバルな社会）で、生きていくこれからの横浜の子ども

たちに是非付けたい力です。「環境」についても同様で、例えば机や割り箸の原材料を調べていくと、

熱帯雨林にたどり着き、熱帯雨林の減少が地球温暖化につながっていくわけですが、これに「横浜（ま

ち）の」と付けてしまうことで中学生らしい学びが実現できなくなってしまいます。「横浜（まち）」

にこだわる背景も分かりましたが、どう考えても中学校では狭すぎるのです。小学校で「横浜」をや

り、中学校では国、世界全体のことまで学習範囲に広げさせてやりたいと考えます。 
・「公」は、日本、「開」は国際社会に生きる子どもを育てることになっているのに、説明では横浜で止

まっているように見えます。まったく矛盾しています。図では、横浜の上部に、さらに国、国際社会

が位置しなければ「横浜版学習指導要領」に矛盾した「横浜の時間」となってしまいます。今回の発

表は自己矛盾に満ちたものとなっており、これから改善して横浜教育フェスティバルではしっかりと



した発表を期待します。各校の教育課程全体の中での位置づけのモデルがあるとありがたい。 
・全体を通してなぜ「横浜」なのかという点が腑に落ちなかった。多文化共生とか港町横浜としての歴

史とか横浜独特のものは理解できる。が、例えば、キャリア、健康・安全、福祉は「横浜らしさ」と

どう結びつけるのか。「横浜」にこだわりすぎると本来の目標がかえってあいまいにならないだろうか。 
・平和学習を重点テーマとしてもよいのではないか。せっかく国際社会に開かれた子どもという視点が

あるならば、世界が平和に．．．一人ひとりの生命が平等に大切にされる世界をつくるために貢献でき

る人間になってほしいと願っている。横浜大空襲もあったのだから、平和という視点を横浜としても

っていく必要があるのではないか。 
 

＜小中一貫について＞   
・小中一貫、9 年間で考えるべき・・確かにそうですが、今までと同じ流れの中で「それをやろう。」と

いうのは難しい。小中相互にどれだけ協力できるか、ミーティングできるか。（3 校種など）誰がイニ

シャチブをとるのか、明確にしたいものですが。 
  ・小中連携の意義を小さくとらえすぎで、面白みが減少。 
  ・小中一貫については小中で話し合う機会があまり無いので、お互いに「横浜の時間」の実際の様子を

知る機会を増やしてほしい。 
  ・小中一貫・小中連携については、小学校で総合の時間にこんな取組をしているのだという例は知って

いるものの、振り返って、勤務校の中学校区の取組については、あまり知らないことに気付いた。勤

務校の中学校区では、次年度から一中一小の地域になるため、一層、連絡を取ってゆく必要があると

感じた。 
 
  ＜実施の困難さ＞ 
 

・実施は難しい。 
・新指導要領では、総合が１時間減となる様子だし、そこにこの「横浜の時間」実施が加わると、今ま

でそれぞれの学校で独自にやっていたプログラムを減らさなければならない状況も生まれるだろう。

よい効果を生むとは思えない。 
・中学校では、生徒指導、進路指導、部活動など時間をかけるべき課題が山積しており、この新しい事

業の準備のために時間をさくのはとても負担である。中学校の実情を把握して実施の可否を考えてい

ただきたい。 
 

 ３．感想  

○小学校においては有効だと思われる部分が感じられるが、その流れを中学校へ結びつけようとし

ているところに無理がある。小学校主導というイメージを強く感じた。 
○「横浜らしさ」がまだ自分の中で掴めません。モデル案をみて少しずつつながってきました。で

も、こじつけになりそうで、少々尻ごみしてしまいます。 
○小中一貫というが、現実問題として、学区の小学校と総合の時間の内容を確認し調整するような 
場（時間）がとれるかが不安。 

○本校では総合的な学習の時間について２年末の職業体験を核として位置づけている。今後、「横浜

（まち）」との関連性を検討し、本校のカリキュラムの開発を考えていきたい。 



○「小中一貫」という点について、どのように連携をとっていくのか点に関し不安がある職員が多

い。テーマに関しても、「横浜らしさ」をどのようにして出していくのかといところが課題として

あげられた。 
○協議会の様子では、小学校は今までどおり各担任がテーマを設定して取り組むと感じた。小学校

の中で取組が一貫していないのに、小中一貫を進められるのか。 
○育てる子どもの姿については、子どもたちが横浜の一員として、また、横浜の将来を担う人とし

て、「郷土愛」や「社会参画」を重視していることは素晴らしい。 
○現在、学年別にテーマを設定して、総合学習に取り組んできているが、自校の取組が、今後の市

として考えている方向性とどのように関連付けていけるのかなど、課題が多いと思います。 
 

＜ 『横浜の時間』指導モデル案について ＞  

【 小学校 】 

 １． 質問   

○「横浜の時間」に含まれる教科の評価は、本来の教科の時間の評価と合わせて評価、評定をする

のでしょうか。それとも「横浜の時間」の枠の中で評価、評定をするのでしょうか。実践事例集

ではなく、 モデル案にした理由は何でしょうか。 
○公園も虫もルールも横浜らしさにつながるというお話でしたが、都田西小なら都田西小らしさ（地

域の特徴）から学年があがっていくにつれて横浜市全体に目を向けていけばよいということでし

ょうか。無理に開港のことやみなとみらい取り上げなくてもいいし、内容がそこだけに集中する

こともないと受け取りました。 
○各学校で「５年生は田んぼ」などというように、学年ごとにテーマを固定して全体計画に位置づ

けるのでしょうか？それとも従来通り、初任者でも自分で自分のクラスの単元構想を一から行う

ことになるのでしょうか？ 
○これまでの総合的な学習の時間では、中学年は自分のまちとのかかわりが主で、高学年になると

それが横浜市を意識した活動になっていくような感じであったが、中学年は横浜市をあまり意識

しなくても、やはりまちとのかかわりが中心の内容でよいのではないか。 
○テーマは「例」とあるが、今後示されるのか。 
 

 ２．意見  

 
○稲作のモデル案では、稲作をするだけでなく、生き物を取り上げているところがよい。 
○参考になった。が、道徳の項目は限られてくると思う。どの単元も道徳との関連で構成していく 

のはちょっと無理があると思う。 
○「伝えよう」型の終わり方の実践について 
問題の解決が終わりであるべきであって、「伝える」（発信等）の終わりは違うのでは 
発表会へ向けての取組ではないはず 

○公開はわかるが、その理念に縛られすぎない方がいいと思う。視野が狭くなりそうです。 



○道徳・特活の扱いについて具体的な資料が欲しい。 
○子どもの反応、教師の対応、声かけがわかるような指導モデルが欲しい。 

    ○活動内容はわかるのだが、その活動がどのように生まれ、発展させていくのかがわかりません。

なので、児童の反応、児童のつぶやき、教師の拾い方がわかるような事案が欲しいです。 
○近所の古い寺や石碑などから社会の発展をしたことがあります。 
旭区の昔話を調べることや畠山重忠はどんな人か手紙を書くというのをしました。 

○モデルの実践のためには、教材研究や専門的な方に関わってもらうことが効果的だと思いました。 
○学校教育に協力的な施設や人を知ることも大切だと感じました。 
○横浜らしさにつなげるためにも、横浜にいる協力的な方が見つかると活動が広がると思います。

是非、情報をいただきたいです。 
○「材」を足元から全体まで見渡し、選べることができるようになるために、教材研究が一番大切

だと思います。 
○地域の材や人の情報収集を継続的に行っていきたいと思います。 
○実践までに様々なモデル案を提示して頂けると参考になって助かる。 
○指導モデルは、地域の教材になるので、直接生かせにあのではないか。 
○「横浜」と関連性があまりないように思われる。何でも「横浜」に結びつけて考えようとするの

でなく、自然に「横浜」と結びつくような指導集が良いと思う。 
○横浜らしさが見えるようにするために、モデルがもう少し欲しいと思います。 
○１時間ごとに、どんな活動や字数の割り振りがされるのか、細かいモデルがあると組み立てやす

いのではないか。 
    ○指導モデルとして、流れや観点はとても参考になると思う。いくつかのパターンがると、いろい

ろな活動でも使ったり、真似したりできる。 
          指導モデルがあると、分かりやすく、クラス間で差が少なくなることが期待できそうです。横浜

市の中でもいろいろな地域があると思うので、少しでも実態に近いモデルがあるのは、とても助

けられると思います。指導モデルがあると、総合の学習に不安な私はうれしいです。他のパター

ンもいろいろ見てみたいです。指導モデルのパターンがこれからどんどん増えていくことを期待

します。 
          本校で重点をおいているものはそれとして大切ですが、比較的ある方向に寄っていきがちなので、

事例があると視点を広げて構想できるので参考になります。 
 

    ○（特別支援）今までやってきた事（ごみ拾い、稲作・・・）を「横浜らしい」のみに結び付ける

のではなく、地域－日本－世界－自分と広げる中で横浜を意識できたらいいのかと思います。担

任の先生の思い次第で子どもに与える影響も大きいと思うので、「横浜らしい」が全面に出るのは、

どうかなと考えてしまいます。 
    ○「横浜らしさ」を盛んに提唱していましたが、学校独自性の材の見つけ方のヒントをもう少し出

していただくと、もっと良かったと思いました。 
          教師の独断と偏見で理解が難しい指導プランもあり、その点、あくまでも「横浜らしさ」を出し

て欲しかったと思いました。 
    ○具体的に示され、分かりやすかったです。ただ、細部まで説明していただく時間がなかったのが

残念でした。実際にどんな活動をして、どう単元の中での成長があったのかも知りたかった。モ

デル案の提示、とてもよかったです。いろいろな実践例をもっと聞きたいです。 



 

 ３．感想  

○子どもの実態に応じたモデルであったと思います。 
    ○わかりやすかったと思います。 

○３つともすばらしい実践でした。材の取り扱い方、地域との連携の図り方、時数の扱い等、参考

にしたいと思います。 
○先生が熱中して取組むことで、子どもたちの意欲、活動が盛り上がっていくことが分かりました。 
○モデル案は参考になる。自校の総合的な学習で重点化されている育てたい資質や能力と教え引き

出す指導を合わせて考え見直してみたい。 
○具体的な単元構成が分かりやすく示されていて参考になります。 
○今まで材を選ぶ、展開をどうすればよいか？など不安がいっぱいだった総合の時間だったが、指

導モデル案が出てくれると安心します。全教員にあるといいです。 
○モデル案を見て、大変参考になると心強い反面、これが指導書のようになるのではと不安感もあ

ります。 
○（ゴミ拾いの活動）引き抜かれていた看板をきっかけに、学校→土木事務所（地域）へと視野が

広がったことがよいと思う。活動を続けることによって、子どもの活動が本物になっていき、力

が身に付いたと思う。 
     （田んぼ）本校も町中にあるので、花壇を使った稲作に興味をもった。 
     （ルールづくり）やはり本物（弁護士）と出会うことは、子どもたちを本気にさせると思い、地

域人材の活用を考えていきたいと思った。 
○前回の指導要領の改訂で新たに“総合的な学習の時間”が設けられた際、総合的な学習を研究す

るために“クロスカリキュラム”を参考にしましたが、今回の「横浜の時間」の指導モデルを見

ると、クロスカリキュラム“に似ているように感じました。総合的な学習が教科・領域の学習を

またいでいるので、今後はその意識をより強く持つことが大切だと感じました。 
○地域と関わりながら学習が展開されていて、とても参考になりました。 
○健康、食、安全など今市民の関心が高まるテーマについて横浜らしいモデル案がだされると嬉し

い。 
○教師も『本気』『夢中』『真剣』がいいキーワードだから、どれかを使いたいですね。 
○単元づくりのヒント「公開」いいですね。本時目標、単元目標につながりそうですね。 
○単元の時間○ｈ（総合○ｈ、社会○ｈ）・・・の構想のプロセスや考え方が大切だと思います。そ

こに横浜の時間の再構築のエキスがあるのでは。 
○しっかり教え、しっかり引き出す対象の議論が必要だと思いますが、対象のキーワードも枠の中

に入れてみてはどうですか。 
○分かりやすくてよいと思います。 
○先生（提案の委員）が一生懸命であったことが、最も印象的でした。教師がいかに高いアンテナ

を常に掲げていることが大切だと思います。 
○どのモデルも子どもたちが本気になる場面が目に浮かび、授業のイメージが湧きました。 
○指導モデル・指導資料・授業づくり講座を是非、活用させていただきたいと思います。 
○単元構成、その道のりや全体的なモデルとしてとても見やすい。また面白い。 
○単元モデルの活動や見えやすい。 



    ○指導モデルがあるのは、とてもいいと思います。ただもう少し具体的な説明がほしいです。どの

教科「しっかり教え・・・」と言われている中で、また新たに横浜の時間が加わり、英語も加わ

り、小中一貫で・・・とても不安です。 
公園改革プロジェクトの方が６年２組で進行している総合の内容に似ているところがある 
以前、米作りを活動としてやった後、うまく広げていけなかったので、見てなるほどと思った。

教師の言葉かけ、投げかけも入っていて参考になると思う。 
    ○せっかく、総合的な学習の時間で各学校の色（カラー、特色）を出すことや、教師のコーディネ

ート力を生かした単元や学習を目指してきたのに、モデル案が提示されるのは善し悪しだな、と

感じました。それをもとにして自分なりの学習を考えるというように、活用できていけばよいと

思うのですが…。 
○時間配分や考え方等について、資料が解り易かったです。 
○学校報告会から、横浜らしさという点では正直、先生方の研修や教材研究がもっと必要だなとい

う感じがします。実践例の少なさも実際に動き出す時の第一歩の出にくさがあるようです。個人

的には、リーダー養成講座等で得た情報、知識を先生方と共有すていく必要があると思います。 
○分かりやすく作られていて参考になりました。もっと多くの事例を見てみたいと思います。 
 

【 中学校 】   

 １． 質問   

 
○特に、学年をまたいでの中学校の取組は「なるほど」と思ったのだが、最終的には３年間（９年

間？）のプログラムを作ってゆくのが理想なのだろうか…。 
○高等特別支援学校、高等学校や特別支援学校がどうなっているのか、もっと知りたいです。小中

一貫、小中一貫と叫ばれる中ではありますが。 

 ２．意見  

 
○中学生が真剣に興味を持ち追求心をもって取組む課題を準備するためには、生半可な準備ではま

かなえない。モデル案はよいと思うが、それを継続的に行っていくのは難しいだろう。生徒は小

中を通して数年間この「横浜の時間」に取組むわけで、小学校中学年では興味を持って取組むか

も知れないが、中学校の上級生になったときに、いかなる様相を呈するのか甚だ疑問である。 
  ○中学校のように授業が教科ごとにはっきりと分かれている場合、総合の時間だけでなく教科もか 

らめた授業展開の具体的なモデル案を示していただけるとありがたい。 
    ○中学校で教科をこえての単元扱いをすることはなかなか難しく、教科間で綿密な打ち合わせをし、

長期的計画を立てることが必要だという意見が出た。 
    ○今回の教育課程では、教科でも総合でも小中一貫という言葉がキーワードの一つとして出てくる。

小中一貫は、横浜の教育の理想の形なのだろうか。中学校の場合、自校につらなる小学校はたい

てい２～３校はある。ということは、中は、３校前後の小学校と一貫性をとらなければならない、

と言うことだ。一貫にするための人的・金銭的裏付けはしっかりもってくれるのだろうか。現場

は人と金の伴わない改革にはあきあきしている。「工夫」「意識の変化」でできることには限界が



あるからだ。小中一貫というような大きな変化を生かせるように、人的・金銭的措置・裏付けを

強く望むものである。 
 

 ３．感想  

 
○プロ、外部の方との出会い（土木事務所さんたち）は、子どもたちにとっても自分たちの取組を

客観的に見てもらえてしかも、信憑性のある評価をいただけるので、何をしたのか実感がもてる

のだなあと、いいなあと思いました。 
  ○進行のお二人と提案者のやりとりが漫才、コント風（？）でよかった。飽きずに楽しんで理解す 

ることができた。ご苦労様でした。 
○自分では限られた時間内での修学旅行の事前・事後の学習の一部（報告書を書く、掲示物にまと

める、発表する）を国語の授業と関連づけて行えないかと考えていたので、モデル案の他教科と

の関連の部分は意を強くした。 
○内容的に特に目新しいわけではなく安心した。その後、総合の授業数削減の報道があったが、年

間モデル等あったら参考にしたい。 
○ゴミ拾いから土木事務所（行政）の人とつながり、子どもたちが「社会参画」を実感できたこと

は素晴らしいと思った。 
○それぞれの先生がテーマを決めて行うのでは、小中一貫が難しいと感じるので、これからも勉強

していきたい。 
○小学校、中学校共によく工夫されており、興味深く聞きました。参考にさせて頂きたいと思いま

す。 
○進行役の方が取り上げていた「横浜らしさ」は、必ずしもステレオタイプ的な“横浜”像ではな

くて、“公・開”を重視した、横浜の目指す教育像をイメージしてゆけばよいのだなあと感じた。 
○素晴らしい発信をありがとうございました。特別支援学校にも目を向けていただきたいと思いま

す・・・。 
○研修会は大変勉強になりました。ハマアップの方にも、これから足を運びたいと思います。 

    ○先生方の熱い思いが伝わってきました。 
 

 
 
 
 


