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   “学校の元気・先生方の元気”を支援するために 

“知恵と熱意と元気”で！ 
                   授業改善支援担当課長 服部 信雄 

 

 
  

１

尾上伸一（小学校理科・総合）・榮秀之（小学校総合・体育）

斉藤一弥（小学校算数）・磯部修一（中学校英語） 

根岸久明（中学校道徳） 

平成 18年 4月 日（ ） 

学校の教育課程運営・改善のために                    ２００６ ＮＯ．１ （通巻５７号）

新しい出会いの時を経て“学校開き”

が行われ、そして、学年・学級づくりが

様々な形で展開されていることと思いま

す。各学校、それぞれに“子どもたちが

安心して通い、気持ちよく生活できる学

校づくり”“子どもたちが個性を発揮し、

お互いの違いやよさを認め合いながら豊

かに学び合える学校づくり”を目指して、

その歩みをスタートさせているのだと思

います。 

 さて、本年度は横浜教育改革会議最終

答申を受け、各学校が自校にとっての重

要課題を明確にし、優先順位を決め、そ

して、多様な取組・実践を展開していく

１年になるのだと思います。教育委員会

事務局では、改革推進のプログラムを作

成するとともに、様々な支援策を検討し、

各学校への支援につなげてまいります。

私たち教育課程開発・授業改善支援担当

におきましても、「“学校の元気・先生

方の元気”を支援するために、“知恵と

熱意と元気”で！」を合い言葉に、積極

的な支援に努めさせていただきます。と

りわけ、この「よこはまカリキュラム情

報」を通じて、「教育課程の開発」「学

校評価の推進」「授業力・教師力の向上」

等に関する情報を継続的に発信・提供さ

せていただきますので、御活用ください。

また、「授業改善支援センター～ハマ・

アップ～」に関する諸情報につきまして

も、この「よこはまカリキュラム情報」

の紙面を活用して「ハマ・アップだより」

を発行してまいりますので、御期待くだ

さい。 

 本年度も「教育課程研究」「学校評価

研究」「授業力・教師力向上」を支援し

てまいりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

回覧・掲示用 

〈教育課程開発・授業改善支援担当指導主事〉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 18 年度 教育課程開発・授業改善支援担当 事業の柱  

教育課程開発支援事業 

○教育課程開発研究 

○教育課題研究 

○教育課程開発実践推進校 

等支援 

○教育課程情報発信 

学力向上授業改善事業 

○授業改善支援センター機

能充実 

○学力向上研究 

 ・「習熟度別指導資料Ⅲ」作成

 ・「総合的な学習の時間指導モ

デル」作成 

学校評価研究推進事業 

○学校評価研究 

 学校評価研究推進校の支援 

・学校評価研究推進校・実践校の

設置 

・「学校評価実践事例集３」作成
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教育課程課題等 区 学校名 研 究 主 題 等 
旭 今宿小 できる喜び、わかる楽しさを味わえる算数学習の在り方 

根岸小 生きる力を育み、互いに思いやり認め合い、自主的に活動する子を目指して 
～基礎・基本の確実な定着を図るための個に応じた指導の在り方～（算数） 磯子 

井土ヶ谷小 ともに輝きひびき合う子の育成 
～自ら問題を解決する中で、豊かに表現し、学び合う学習を目指して～ 南 

中 本牧南小 豊かな心をもち、すすんで学び考える子の育成 

～理科・生活科を通して、個に応じた指導と評価の在り方を探る～ 

港北 樽町中 子どもの実態に即した少人数指導や習熟度別学習の単元開発と評価の在り方 

※ なお、教育課程開発実践推進校の研究成果の公開・発表は、各学校からの案内等を参照ください。 

磯子 根岸中 楽しくわかる授業を展開し、進んで学ぶ意欲を育む 

基礎・基本を大切にし、その確実な定着を図る 

個に応じた 
指導 
 
小中連携 

 

豊岡小 一人ひとりの生き方を切り拓く学びの創造 
～個に応じて確かな学力の向上を図る算数科学習指導の在り方～ 鶴見 

南 大岡小 ともに学びをきりひらいていく子どもの育成 
 ～経験にひらかれた学びを創り、確かな学びをみとる～ 

磯子 岡村小   心も体も元気な岡村っ子 ～自分にあっためあてをもち、豊かなかかわりを通し

て進んで健康体力つくりに取り組もうとする子どもの育成～ 

平沼小 自らのよさを生かし学びをつくる子を目指して 
～自ら調べ、考えを深める生活科・社会科学習～ 西 

鶴見 末吉小 実感的にわかる子どもの育成 
～「確かに読む力」を生かしてすすんで表現する子どもを目指して～ 

評価 

学びのここちよさを実感できる子を目指して 

～学びあい、高め合う算数科学習～ 都筑 茅ヶ崎小 

戸部小 自ら学びを創り出す子どもの育成 
～「学びを創り出す力」を育む総合的な学習の時間・生活科～ 西 

南 日枝小 学校生活を意欲的に過ごさせるための望ましい教育課程を求めて 
～学びの成立「知と経験の統一」～ 

総合的な 
学習の時間 

中 元街小 人とのつながりを大切にしながら総合的な学びをつくる 

金沢 能見台南小 能見台南メソッドの創造～学ぶことの楽しさを実感するために～ 

金沢 瀬ヶ崎小 
差別に気付き、差別と向き合い、差別を許さない心情と実践力の育成 
～自分を大切にし、なかまと歩もうとする子どもの育成を目指して～ 

  （低学年：国語、生活 中高学年：国語、社会、理科） 
港北 新田小 互いに認め合い、自分の生き方を創り出す子どもの育成（道徳） 

瀬谷 三ツ境小 
自己をみつめ、正しい考えのもとに主体的に生きる子どもの育成 
～道徳の授業を中心に～ 

中 山元小 教えることから見守ることへ ～子どもの本気が学びをつくる～ 豊かな心 

緑 山下みど
り台小 

響き合う学びを実現するための教師の指導性を探る 
～一人ひとりの子どもの物語が語れる学びの実現～ 

西 一本松小 学び合う集団づくりを通して、自分の存在を感じ取っていく子の育成（特別活動）

西 稲荷台小 豊かなかかわり合いをつくる学びの創造  ～国語の学びを生きる力へ～ 

神奈川 二谷小 
思いを生き生きと表す子の育成 
～一人ひとりが豊かな造形活動を生み出す題材展開の工夫～ 

 

港北 新田中 
理科教育を通じて生き方の教育を推進し、基礎・基本の確実な定着を図る 
～年間を通しての観察・実験～ 
子ども一人ひとりの基礎・基本の充実を図る指導の在り方 

教育の情報化 星川小 保土ヶ谷 
～ICT 活用を通して子どもの学びの質を高める～ 

「確かな学力」の向上を目指し、基礎・基本の確実な定着を図る学習を具現化していくために、26 校の教

育課程開発実践推進校を委嘱し、本市の抱える教育課程の課題解決に向けた研究を推進していきます。課

題内容別の委嘱校名とテーマは次のとおりです。 
教育課程
支援事業

  今日的な教育課程の課題の解決 

  研究方法の工夫・研究成果の発信 



  

平成 18年度「よこはまカリキュラム」年間発行計画   

 

様々な角度から、教育課程関連の情報発信を進めていきます！各学校の教育実践に 

御活用ください！ 

 
教育課程支援事業を紹介します 
教育課程開発実践推進校レポート 

○ 教育課程開発実践推進校の研究について 
・各学校の研究成果を紹介 
・授業公開等の情報提供 

○ 指導主事要請訪問の情報について 
・要請訪問での研究課題や話題などを提供 

特色ある学校の紹介 
○ 学校からの実践紹介について 

・学校から寄せられた特色ある教育実践の紹介 

学校評価システム研究レポート 
○ 外部評価を中心とした学校評価の研究

 ・学校評価研究推進校の研究成果等を紹介 

授業改善支援センターだより 
○ 授業改善支援センターの情報発信

  ・授業改善支援センターの概要紹介 
  ・授業づくり講座の紹介等 
 「授業改善支援センターだより」は、「よこ

はまカリキュラム情報」に定期的に掲載しま

す。センターでの具体的な授業改善への支援

の様子や学校に役立つ新しい情報を掲載して

いきます。 

教育課程開発事業を紹介します 
教育課程研究レポート 

○ 教育課程研究委員会の組織・運営について 
・新しい教育課程研究委員会の紹介 
・各専門部会の研究概要の報告 
・夏季開催の協議会の案内及び協議会報告 
・新しい学習指導要領の方向について、国

や県の動向や研究協議会内容紹介 
○ 英語教育、習熟度別指導等の課題に関する 
情報発信 

○ 教育委員会の施策に関する情報提供 
  ・横浜教育改革最終答申  

～７つの視点と２６の提案～ を受けて 
   ・横浜版学習指導要領 
   ・市民・創造科（仮称） 
   ・小中学校一貫英語教育 等 
○ 横浜教育フェスティバル 2006 レポート 

教育課題研究レポート 
○ 教育課題研究委員会の組織・運営について 

・新しい教育課程研究委員会の研究紹介 
・各委員会の研究概要の報告 
・評価・評定に関する情報提供 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

「よこはまカリキュラム情報」では、今年度も各学校の様々な実践 

を紹介していきます。実践の紹介を希望する学校は、下に示す方法 

でお寄せください。元気のでる実践をお待ちしております。 

（連絡先TEL 671―3732 FAX 671-3782） 

○ 特色ある教育課程づくりに積極的に取り組まれている学校 
○ 学校評価（特に授業評価や外部評価の開発）を積極的に実践している学校 

募集内容 
○ 習熟度別指導や「総合」、英語教育など、今日的な課題に積極的に取り組んでいる学校 
○ 独自の教育課題に挑戦している学校  など 
○ 内容と掲載希望時期を明記（様式は自由）の上、小中学校教育課 教育課程開発担当まで

FAX、メールカー等で5月19日（金）までに御連絡ください。具体的な内容が分かる場合

はお知らせください。 
応募方法 

備  考 ○ 掲載分量はＡ４版１ページです。原稿は、FD等電子媒体でお寄せいただきます。 

募 集 

 

３



    
 授業力アップ・教師力アップ  

教師が技を磨き、授業力を高める 

 
 
 
 

 

ハマ・アップ開設から10ヶ月間の総利用者数  

6,218 名 
       月別利用者数（Ｈ17.6～Ｈ18.3）  
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 昨年 6 月の開設以来、６千名を超える

方々に御利用いただきました。授業づくり

等の相談者数も４１５名にのぼりました。

校種別１校あたりの利用者数は、小学校 9.

７名、中学校 5.3 名、盲ろう養護学校 6.9

名、高校 4.6 名でした。 

 

 

 

 

                       

                       指導主事による「授業づくり相談」「よろず相談」 

○毎週火･木曜日、毎月第１水曜日の夜9時まで 

                       ○毎月第２･第４土曜日 午前 9時から午後5時まで 

指導主事 
月

平成18年度 
 授業改善支援センターの 

取組の概要 
開設初年度の成果と課題を受けて、今年

度は機能のより一層の充実を目指して下に

示すような取組を進めていきます。図書資

料やＷＥＢでの情報の充実、『初任者よろず

相談窓口』の設置など相談機能の拡充、「授

業づくり講座」の拡充・新たなタイプの講

座開設などを予定しています。 

 

◇ より活用できる図書資料の充実･各
コーナーの充実     

 

◇ 初任者･若手教員からベテラン教員

までのニーズに応じた相談･支援 
■指導主事による「初任よろず相談窓口」

の設置 

■横浜国大教授による授業づくり相談等 

 

◇ ニーズに対応した「授業づくり講座」 
  の開設 

■指導主事による「授業づくり講座」の

増設 

■横浜国大教授、横浜優秀教員による「授

業づくり講座」の新設等 

日 曜
小学校 中学校 

教育課程 

相談員 

火 藤馬･社会 小池･体育 渡邊･算数 １８

木 田子･算数 西･理科  飯住･国語 

４

２０

２２ 土 尾上･理科 根岸･道徳  

２５ 火 金子･人権 中込･国語  畑井･図工 

４

木 後藤･音楽 高橋･英語 谷川･国語 ２７

火 金子･人権 永井･技･家  ２ 

火 前田･体育 中込･国語  ９ 

木 平井･国語 齋藤（敏）･体育  １１

１３ 土 田子･算数 鈴木･英語  

火 藤馬･社会 永井･技･家  １６

木 田子･算数 鈴木（薫）･英語  １８

火 八嶋･理科 中込･国語  ２３

２５ 木 後藤･音楽 西･理科  

２７ 土 藤馬･社会 高橋･英語  

５

※事前に電話

でお申し込み

いただければ、

担当指導主事

が確実に相談

対応させてい

ただきます。 

３０ 火 前田･体育 小池･体育  
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