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平成１９年１月９日（月） 

学校の教育課程運営・改善のために                    ２００６ ＮＯ．９ （通巻６５号） 

回覧・掲示用 

 夏の教育課程研究委員会で提案した「横浜版学習指導要

領･総則」のプロット案について、全市立学校から、御意

見･御要望をいただきました。学校からの貴重な声を、総

則の策定に向けて反映させていただきます。御協力ありが

とうございました。今後、順次回答してまいります。 

「横浜版学習指導要領･総則」基本構想（プロット案）について 

「市民力･創造力」という 

       言葉の定義が必要では？ 
子どもに育てたい「市民力」と「創造力」には、は

っきりした境界線がなく、重なる部分もあるので、「横

浜版学習指導要領」では、「市民力･創造力」を総体的

にとらえ、次のように定義しています。 

◇ 学ぶ楽しさと創り出す喜びを原動力に、夢や希望

に向けて努力する力 

◇ お互いの違いを認識した上で、協働･共生する力

◇ 進取の精神と多様性を認める柔軟さをもち、変化

する社会を生き抜く力 

カタカナが多く分かりづらい。誰にでも理解

できる表現にしたらどうか？ 

 ローカルオプティマム、サポートシステム、ロー

カルスタンダード等、まだ広く認知されていない言

葉の使用を避け、できるだけ分かり易い言葉で表現

するようにします。 

国の動向によって、今後、解釈を変えていく 

ようなこともあるのでは？ 

 文部科学省の学習指導要領の告示を受け、その内容

を踏まえて「横浜版学習指導要領･総則」を策定しま

す。現在の国の動向を踏まえ、「横浜版学習指導要領･

総則」の策定を、当初予定していた平成 19 年 3月か

ら平成19年 8月に延期します。平成19年 3月 1日、

2日は、「横浜版学習指導要領･総則」の素案の説明を

行います。 

新よこはま教育プランを、どのように継承す

るのか見えてこないが･･･ 
 新よこはま教育プランの「生き方教育」を、次の

ように継承･発展させていきます。 

○ 子どもを「自ら成長する存在」ととらえる子ど

も観を継承し、「市民力・創造力」を兼ね備えた

市民へ向けて健全に成長していく過程を今後も

重視していきます。 

○ 「市民力・創造力」を兼ね備えた市民へ向けて

育つ子どもの姿を「４つの子どもの姿」として

表します。 

○ 子どもの生き方や生活の視点に立った「学習の

総合化」を図ることを今後も重視していきます。

○ 基礎･基本の示し方については、検討中です。 

「行きたい学校、行かせたい学校」という表現

は学校選択につながるように思えるが･･･ 

 保護者による学校選択を示唆するものではなく、

その学校に通う子どもや保護者にとって、魅力ある学

校づくりを意味するものです。しかし、様々な解釈か

ら誤解を生まないように、十分な説明に努めてまいり

ます。 

各教科での取扱いや配慮すべき事項がよく分

からないが･･･ 

 総則は、「横浜の義務教育の目指す方向」「横浜の

市立学校の教育課程の特色」「これからの横浜の市立

学校づくり」の３つの柱で構成されます。この総則

を基に、横浜版学習指導要領･各教科等編を策定し、

より具体的に取扱いや配慮すべき事項等を明示して

まいります。（平成20年 3月に策定の予定） 

新年 明けまして 
おめでとうございます。

よこはまカリキュラム情報では、今年も、
教育課程に関連する“旬”な話題を分かりや
すくお届けできるよう努めてまいります。 
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確かな学力の向上を目指し、一人ひとりの子どもへのきめ細かな指導を行うために、横浜市では『習熟度別

指導』を平成１７年度より全校展開しています。 

「横浜版学習指導要領」で示される『各学校の教育課程の特色を具現化する指導』の中でも、「一人ひとりを大

切にする指導の在り方」として、習熟度別指導のとらえがクローズアップされます。横浜の習熟度別指導が、

各学校でどのように実践されていくのか。今後『よこはまカリキュラム情報』やＹ・Ｙ ＮＥＴで発信してい

きたいと思います。 

横浜版学習指導要領でクローズアップ！ 

 
 

習熟度別指導の取組のチェックを 

  
○基礎的、補充的、発展的指導内容の教育課程への位置付け 

○個に応じた指導の効果的な展開 

○学習内容の習熟の程度や興味・関心、地域の特性などに対応した指導の工夫

○客観的で信頼できる学習状況の把握及び授業評価と授業改善 

『横浜版学習指導要領』に位置付けられる 

横浜市立学校の教育課程の特色をつくる「習熟度別指導」

各学校に求められる   
「補充的・発展的学習」
     の一層の充実 

「具体の評価規準」 
を生かして 

個に応じた指導の展開 

習熟度別指導の充実に向けて 
―教育委員会からのどのような情報発信がされているのか？― 

 
『習熟度別指導 指導資料』 
○ 第Ⅰ集（平成１６年度版） 

○ 第Ⅱ集（平成１７年度版） 

 
『よこはまカリキュラム情報』 
○ 習熟度別指導をより充実させる 

  シリーズ ① ～ ④ 

資料提供 
 
『よこはまカリキュラム実践情報』 
○ 具体の評価規準を生かした分かる授業の実践 

  シリーズ（平成17年度①～⑤、平成18年度①～③） 

 
ＣＤ『具体の評価規準を活用した 

指導と評価 実践資料集』 
○第Ⅰ巻（平成１７年度）第Ⅱ巻（平成１８年度3月予定）

資料提供

   確かな学力の向上 子どもが分かる授業の実現 
『横浜の習熟度別指導』  

Ｙ・Ｙネット 

平成１８年度の「教育課程研究委員会 教科等専門部会」「教育課題研究委員会 各部会」の実践

提案を『横浜の習熟度別指導』のとらえから整理、発信します！！（平成１９年３月アップ予定）
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◆ 教育課程研究委員会専門部会からの提案 

◆ 研究協議会参加者数 

【授業風景】 
小学校第５学年 国語科「大造じいさんとガン」 

（一斉指導形式での習熟度別指導） 
○「分かる授業」のための具体的な指導 
 ・児童が見つけ出すと予想されることばを分析し、具体

的な指導の手立てを考えました。そして、読み取った
内容を一人ひとりがシートに整理していく活動を通し
て、それぞれの学習状況を把握しながら指導を展開し
ました。 

・ 一人ひとりがシートに整理して
いく活動の支援として、付箋紙を
有効に活用しました。 

 
・ 付箋紙のピンクには、情景描写等

で、読み取った部分を書き写し、
黄色にはその部分を選んだ理由を書いていきました。書
くことを通して、一人ひとりがことばに着目しながら読
み進めることに関心を高めていきました。 

○  この授業は、教育課題研究委員会の「具体の

評価規準を生かした分かる授業の実践」とし

て、並木中央小学校で行われたものです。   

子どもの学習状況を正しく把握するために

「具体の評価規準」を作成することは、習熟度

別指導を行う上で大切なおさえとなります。 

具体の評価規準を生かし 補充的・発展的学習を行う 
＜小学校理科での実践例＞ 

習熟度別指導をより充実させる シリーズ①  

【発展学習】 
○観察タイムで幼虫観察を行う際に、「明日はどう

なるか」を昆虫のからだのつくりに着目しなが

ら予想し、観察カードに書き込む。 

【補充学習】 
○観察タイムで幼虫観察を行う際に、「どこをみれ

ばよいか」「何をかけばよいか」について指導者

のアドバイスを受けながら、観察カードに記録

する。 

① 指導する内容の重点を明らかにして、よ
り具体性のある評価規準（具体の評価規
準）を学校として作成します。 

【基礎学習】 
○毎日、１５分間の幼虫観察タイムを設け、「日数」

「エサの食べ方」「成長の様子」「天気・気温」

などを考えながら、観察カードに記録する。 

具体の評価規準の作成例  
小学校３年 理科「昆虫を育てよう」 

［学習する内容］ 
○ 昆虫には、植物を食べたり、それをす
みかにしたりして生きているものがい
ることをとらえる。 

［重点をかける指導内容 例］ 
○ 日数の変化にともなうアゲハの幼
虫の成長を継続観察し、図と文で記録
をまとめる。 

［具体の評価規準の例］ 
○ アゲハチョウの幼虫の成長を､ミ
カンの葉を食べることと関連づけ
てとらえ、観察カードに図を用いて
記録している。 

（観察・実験の技能・表現）

③ 習熟度別指導の取組の評価を学校評価
のＰＤＣＡサイクルとして位置付け、学
校組織として見直し、改善を図るように
します。 

② 具体の評価規準から、一人ひとりの子
どもの習熟の程度をとらえ、適切な補充
的・発展的指導を行います。 

具体の評価規準を生かした分かる授業の実現 

一斉指導においても、習熟の程度

に応じた指導が大切なことを確

認し、子ども一人ひとりにきめ細

やかに対応していきます。

次号特集「習熟度別指導を充実させる」は、シリーズ②「習熟度別指導での指導体制と評価のあり方」です。
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「授業づくり講座」 

開設日 講座名・内容 講師 
 1月１６日（火） 
１８：３０～２０：００ 教育評価 「教育評価の基礎･基本」 三宅一彦・小中学校教育課 

１月１８日（木） 
１８：３０～２０：００ 小学校英語教育「小学校英語活動 はじめの一歩」 

鈴木 薫・研究研修指導課 

高橋秀吉・研究研修指導課 

１月２３日（火） 
１８：３０～２０：００ 

小学校国語教育 

「読解力を伸ばす授業づくり（基礎･基本から応用･発展）

～「どうして？」を考える子どもを育てる教材･発問･板書～ 

平井佳江・研究研修指導課 

藤村幸秀・小中学校教育課 

２月６日（火） 
１８：３０～２０：００ 

小学校総合的な学習の時間 

「明快！単元のつくり方」（基礎･基本） 

池田千晶・千秀小学校 

相澤昭宏・小中学校教育課 

 榮 秀之・小中学校教育課 
 ２月２０日（火） 
１８：３０～２０：００ 国語教育 「これからの国語の授業づくり」（仮称） 高木まさき・横浜国立大学 

 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 

指導主事 
月 日 曜 

小学校 中学校 
教育課程相談員

9 火 佐竹・個別 星野・技家 北村・道徳 

11 木 佐藤・人権 笠原・外国語 野見山・社会

13 土 相澤・総合 三宅・理科  

16 火 渡辺・国語 野中・人権 渡邊・算数 

18 木 藤村・国語 増田・数学 谷川・国語 

23 火 小野・個別 小林・個別 渡邊・算数 

25 木 戸塚・音楽 直井・社会 飯住・国語 

27 土 榮・総合 島田・国語（小）  

1 

30 火 大塚・社会 鈴木（裕）保健 畑井・図工 

1 木 永野・理科 久保田・国語 未定 

6 火 和泉・理科 宮部・教育相談 〃 

7 水 戸塚・音楽 鈴木・外国語 〃 

8 木 藤村・国語 小澤・体育 〃 

10 土 島田・国語 諏訪部・特活  

13 火 原・体育 鈴木・外国語 〃 

２ 

15 木 永野・理科 佐藤・幼児教育 〃 

ハハママ・・アアッッププデデーータタ  
 利用者総数 相談者数 
１０ 月 ４６４ ３９ 
１１ 月 ５２５ ３７ 

１８年度累計 ４,７４５ ２７５ 

横浜市教育委員会事務局小中学校教育課  教育課程開発・授業改善支援担当 横浜市中区万代町１－１ 電話（６７１）３７３２  横浜市広報印刷物登録 第１８－３０００３号 類別・分類 Ｃ－ＭＥ０８０

横浜国大教授による 「授業づくり相談」（電話でお申し込みください。） 

海老原 修 健康教育 毎週木曜日 18:30～ 

金馬 国晴 生活科･総合的な学習の時間 毎週火曜日、2月は木曜日も可 18:00～

加藤 圭司 理科教育 毎週火曜日（1/23,1/30を除く） 

図画工作・美術 ～鑑賞の授業づくり～ 
[第 12 回 松原・藤城指導主事] 

体験しながら「鑑賞」の授業をするときの留意点

やポイントを知ることができました。自分も作品を

観て「何だろう？」と引き込まれました。（教職 4 年）

中学校理科 ～楽しく分かる理科の授業づくり～ 
[第 13 回 三宅指導主事] 

通常、教科書に沿っていまひとつ面白みがないな

と思いながら進めているのですが、切り口を思い切

って変えてみると楽しい授業になりそうです。 
（教職 4 年）

音楽科の授業づくり ～お囃子 初めの一歩～ 
[第 14 回 高橋指導主事] 

丁度今、5 年生の音楽でお囃子づくりの学習をして

います。授業では太鼓、締太鼓、リコーダーを使っ

ていますが、鐘をいれることで随分曲の感じが変わ

ることに気づきました 

受講申込受付中！所定の申込書にご記入の上、ＦＡＸ等で送ってください。FAX:671－3782
                   ※電話でのお申し込みも可能です。TEL:671―3733 

※2 月 13 日（火）に予定されていた石田淳一教授（国大）の小学校算数の講座は、都合により中止になりました。


