
　『横浜版学習指導要領　

　総合的な学習の時間編』説明

平成２０年度　横浜市教育課程研究委員会
総合的な学習の時間　専門部会



第１章　
　　　総合的な学習の時間の目標

○　五つの要素
○　各学校において定める目標
○　総合的な学習の時間における
　　小中間の接続について



第３章　
　　　７年間で身につける力と内容

○　身につける力について
○　「育てようとする資質や能力及び態度

の系統表」（横浜版）



視点 小学校中学年 小学校高学年 中学校

課題の発見と設定、計画の立案
対象との体験的なかかわりの中から興味や疑問をもち、課題を見つ
け、解決への見通しをもって計画を立てる

対象と積極的にかかわる中で、自ら課題を設定し、解決の方法や手順
を考え、見通しをもって、計画を立てる

対象から的確に課題を見いだし、仮説に基づいて検証方法を考えて、
計画を立案する

課題解決に向けた情報の収集 見つけた課題を解決するために、必要な情報を考えながら収集する 課題解決のために適切な手段や内容を選択し、情報を収集する 課題解決に向けて、的確な情報を効率的に収集する

必要な情報の整理・分析・考察 さまざまな情報を整理したり、比較したり、関連づけたりして考える
収集した情報を整理し、様々な視点から分析したり、推論したりして解
決に向けて考える

収集した情報を、多面的・多角的に整理・分析し、解決に向けて論理的
に考察する

相手や目的に応じた表現 相手に伝わるように、わかりやすくまとめ、表現する 相手や目的に応じて、わかりやすい方法で表現し、伝える 相手や目的・意図に応じて、効果的に表現し、伝える

学習や生活への生かし方 身につけた力を教科等の学習や生活の中で生かす 身につけた力を積極的に教科等の学習や生活の中で生かす
身につけた力を主体的に教科等の学習に生かすとともに、現在及び将
来の自己の生き方につなげる

学ぶ楽しさと創り出す喜び 体験を通した探究活動の楽しさや、自分自身の成長を実感する 探究的な学習活動の楽しさを味わうとともに自己有能感をもつ
探究的な学習過程を通して得られる学びの価値に気づき、自己有能感
をもつ

課題の解決に向けた行動
自分のもっている知識や技能を課題解決のために活用し、すすんで探
究する

自分のもっている知識や技能を課題解決のために活用し、最後まであ
きらめずに探究する

自分の経験や知識、技能を活用し、よりよい課題解決のために試行錯
誤しながら粘り強く探究する

生活の在り方を見直した実践 自分の生活を振り返り、よりよくしようと行動する 自分の生活の在り方を見直し、課題解決に向けて実践する 生活の在り方を見直し、自分ができることを考えながら実践する

将来を考え夢や希望をもつこと
(自分自身に目を向け、)自分のよさに気付き、未来に向かって意欲的に
生活する

自分の成長を振り返り、これからの自分を見つめ、自己をより高める
現在及び将来の生き方を幅広く考え、夢と希望をもち、より高い目標の
実現を目指す

自らの行為についての意志決定 課題解決や夢の実現に向けて、自分のやるべきことを決定する 正しいと判断したことがらを自分の意志で実行する 自分が決定した考えを実行し、その結果に責任をもつ

他者の意見や考え方の理解（他者理解） 自分と違う考えや意見があることを認める 異なる意見や他者の考えを受け入れ、理解する 異なる意見や他者の意見を受け入れ、尊重する

他者と協働した課題解決 仲間と力をあわせて課題の解決に取り組む 自分や仲間のよさを生かして課題の解決に取り組む 互いの特徴を生かし、協働して課題を解決する

礼儀と規律、相手の人格尊重の態度 礼儀正しく行動したり、感謝の気持ちをもったりする 礼儀正しく行動し、感謝や尊敬の気持ちをもって相手に接する 礼節を重んじ、相手の人格を尊重する

地域での活動と社会へのかかわり 自分と地域とのつながりに気づき、地域とすすんでかかわる 自分と地域とのかかわりを考えながら、地域の活動に参加する 広く社会に目を向け、課題の解決に向けて社会活動に参画する

他者とのコミュニケーション 思いを伝え合い、様々な人たちと交流する 思いを伝え合い、様々な人たちとの交流を深める 交流を深め、豊かな人間関係を築く

横浜（まち）の伝統・文化の尊重 地域の伝統や文化などに興味をもち、大切にする 先人の努力を知り、横浜（まち）の伝統や文化を大切にする 横浜（まち）の伝統や文化の価値を理解し、守り伝える
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「資質・能力及び態度の系統表」（横浜版）



○　総合的な学習の時間の内容とは
○　「横浜の教育課題内容系列表」に
　ついて

　内容の設定



課題（領域）
学習対象例

（ひと　こと　もの）
学習事項・小学校（中学年） 学習事項・小学校（高学年） 学習事項・中学校

動植物の成長による変化と生命を尊ぶ心 生態系としての動植物の存在とその連続性に対する畏敬の念 環境問題の科学的理解と再生保全に向けた働きかけ

自然環境の変化への気づきとその特徴に合わせた生活の仕方 人間の営みと自然環境の変化、自然環境を考えた生活の創造 持続可能な社会の創造と生活改善

身近な自然環境のよさへの気付きと身の回りの環境改善 身近な自然環境を大切にする取組と地域の人々との協働 人間と自然の共生を目指した地域社会への働きかけ

自然の特徴への気付き、資源としての自然の見方 文明の発展と資源としての自然のとらえ、利用の仕方 資源としての自然環境と再生保全への参画

自分や友だちのよさや得意なこと、成長への気付き 自分の長所・短所、まわりの人々との関係への気付き 自己理解と他者の多様な個性の理解認め合い

地域生活を支える様々な仕事とそこで働く人々の願い 様々な職業とその大切さへの気付き、働く人々の喜びと苦労 進路選択に向けた体験と職業観・勤労観の形成　　　　　

身の回りの自然や社会と関わる中でもつ、自分の夢や希望 自然や社会に働きかけていく中で考える、働くことの意味 将来の進路希望に基づいた進路計画の設定

周囲の人々との関係から気づく自分自身のありかた 大人との出会いから考える将来の生き方 職業や自己の将来への展望と自己の生き方

自分や友だちのよさの発見と気持ちの伝達 心の発達についての理解とコミュニケーションのとり方 自他の理解とストレス解消法やコミュニケーションの方法

生活習慣のふりかえりと健康な生活の仕方 病気の予防や望ましい生活習慣 健康な体づくりと生涯を通じた望ましい生活習慣

危険の原因や事故防止についての理解と安全な行動の仕方 生活の中に潜む危険の予測と安全な行動の仕方 自分の生活行動の見直し、危険の予測と的確な行動

安全な生活を支える仕組みと安全を守る人たちの思い 安全を守る地域の取組と安全を守る人たちとの協働 安全を守る取組への積極的参加と犯罪や災害に強いまちづくりへの貢献

災害から身を守る方法や対処の仕方 災害発生時の的確な判断と安全な行動 学校、地域の防災や災害時のボランティア活動の大切さ

規則正しい食習慣と好き嫌いなく食べることの大切さ 朝食の習慣化と栄養バランスのとれた食事の大切さ 食事が果たす役割と栄養素を考えた望ましい食事の習慣の理解

衛生的に給食の準備や後片付けすること 衛生的に調理をしたり、食事の準備や後片付けをすること 食品の安全・衛生面を判断し、適切な選択と取扱

食事を作る人への感謝の心と楽しい会食のマナー 食事に関わる人への感謝と協力や思いやりのマナー 生産者や自然の恵みへの感謝と望ましい人間関係の構築

地域の産物、季節や行事にちなんだ料理の理解 特産物、日本及び外国の食文化の理解 食文化や歴史と自分の食生活との関連及び食品の生産・流通・消費についての理解

外国の文化や習慣の理解と、自分たちとの共通点・相違点への気づき 各国の文化の独自性と相互理解の重要性 外国の伝統や文化の尊重と共生への取組

身の回りの人・もの・ことを通した日本と外国とのつながり 自分の生活と外国とのつながり、相互依存への気づき 国際社会の中で生きる日本の役割と課題の認識

身の回りの課題（環境、開発、人権、平和など）と自分とのかかわり 地球的規模での課題の理解と自分（なり）の生活や行動 地球的規模での課題解決に向けた行動と地球市民としての生き方

異なる文化をもつ人々との交流を通した（自分への）気づき 異なる文化をもつ人々を理解し、尊重する態度 平和な世界を構築するための寛容の精神とコミュニケーション力（の育成）

年少者・高齢者・障害者などに温かい気持ちで接することの大切さ 誰もが支え合って幸せに生きることができる社会の重要性 偏見や差別のない人権に根ざす共生と平等の心

福祉の仕組や施設を利用する人の思いや願い 福祉の現状や課題と携わる人の思いや願い 日本や諸外国の福祉に関する政策や法律、条約などの理解

自分にできることから始めようとする態度や思いやりの心 自分ができることを日常的に実践しようとする心 福祉の充実の向けたボランティア活動等への積極的な参画 

地域に受け継がれてきた伝統や行事、文化の理解と継承 日本の伝統や文化、歴史に見られる固有のよさの理解と継承 日本の伝統文化の尊重と郷土愛の涵養、他国文化の尊重

地域の歴史と、地域の発展に尽くした先人の思い 横浜や日本の歴史と横浜の未来 日本や世界の歴史と日本の果たすべき役割

地域の産業理解とまちへの愛着 地域の産業と自分たちの生活とのかかわり 産業の活性化と自分たちの役割　地域参画
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職業や自己の将来
（キャリア）

健康

安全

食

環境

国際理解
多文化共生

福祉

伝統・文化

自分の将来との関係で訪ねて
みたい人や施設・機関

地域に暮らす年少者、高齢
者、障害者と、その暮らしを支
える人々や施設や仕組み

地域の伝統文化とその継承や
発展に尽力する人々

身近な自然環境とそこで起き
ている環境問題

毎日の健康な生活とそれを支
えてくれているもの

安全な生活とそれを支えてくれ
ている仕組みや地域の人々

毎日の食生活と健康な生活、
それを支える人々や食文化

地域に暮らす外国人とその人
たちが大切にしている文化や

価値観

「横浜の教育課題内容系列表」



第４章　
　　　『横浜の時間』の創設

○　『横浜の時間』とは
○　ねらい
○　『横浜の時間』と総合的な学習の時間





『横浜の時間』の単元構成

総合的な学習の時間（●ｈ）

道徳の時間（■ｈ） 特活（▲ｈ） 国語（◆ｈ）

『大好き○○公園』（●＋■＋▲＋◆）ｈ

　枠　組　み



基本単元の設定

○　設定の経過

○　基本単元とは

○　扱いについて



第５章　
総合的な学習の時間を核とする
『横浜の時間』の全体計画について

○　要素
○　年間指導計画
○　単元計画

各学校の『横浜の時間』の計画書



全体計画
　　　　プロット例



大切なことは・・・

全職員での話し合い

運営と評価・改善

　　　　　（カリキュラム・マネジメント）



年間指導計画の作成

学年・学級の年間プラン

教科等との関連を計画的に

　　　　　　　　　（あくまでも予定）





年間指導計画の作成

学年・学級の年間プラン

教科等との関連を計画的に　　　　　
　　　　　　　　　　　　（あくまでも予定）

その前に・・・



単元計画の作成

探究的な単元構想

基本単元の取扱い

年間指導計画への位置付け



基本単元について

　『横浜の時間』で取り組むべき探究型単元
の在り方を示すもの

　各学校では、基本単元を土台にして、子ど
もや学校の実態、地域の特色に合わせ、実
施する学年、内容、時間数、材、教育課題、
関連させる教科等を見直し、工夫して適切に
扱う。　



基本単元の充実に向けて

　単元計画の考え方と構想

　指導モデルを参考に
　（ＹＹネット・指導資料集発行）



第６章　
　『横浜の時間』の実践に当たって

○　学習指導
○　評価について



移行期間中の時間数（小学校）



移行期間中の時間数（中学校）



『横浜の時間』ホームページの紹介

Ｙ・Ｙネット

　　　　（授業改善支援課→『横浜の時間』）

これまでの各種資料

加工可能なデータで発信



　■　横浜市各地での『横浜の時間』の実践紹介
実践紹介

　■　横浜市教育委員会からの発信情報や研究会情報
　　　など、『横浜の時間』の展開を紹介
　■　『横浜の時間』関連スケジュール

　　『横浜の時間』ニュース

　■　学習指導要領「総合的な学習の時間」の説明
　■　『横浜の時間』の全体計画の作成
　■　『横浜の時間』Ｑ＆Ａ
　■　先生方からのアンケート

　　「総合的な学習の時間」と『横浜の時間』　　

　　　　　　　　＜２００８年８月　教育課程　協議会＞　

　■　『横浜の時間』についてのとらえや説明会等で
　　　使った資料など、推進する際に役立つ情報

　■　先生方からのアンケート

　　　『横浜の時間』とは？
　　　　　　　　　　　説明用資料はこちらか
　　　　　　　　＜２００７年８月　教育課程　協議会＞

　■　『横浜の時間』全体計画の作成資料

　　　 ダウンロードはこちらから！
　　　全体計画構造図（小学校の例）
　　　全体計画構造図（中学校の例）
　　　横浜の教育課題「内容系列表（例）」
　　　育てようとする資質や能力・態度の系統表（横
浜版）　

　　『横浜の時間』全体計画



　『横浜版学習指導要領　

　総合的な学習の時間編』説明

平成２０年度　横浜市教育課程研究委員会
総合的な学習の時間　専門部会


