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授業改善支援担当課長 服部 信雄 

 
「今年も、子どもたち一人ひとりの輝く姿を引き出すことを目指すとともに、横浜市の目指してい 

る『教育のまち・横浜』の誇りある一校として、多くの人たちの期待に応えられるように、皆様と共 
に学校創りに取り組んでまいります。」（Ａ小学校「学校便り」新年号より一部抜粋） 
 
多くの学校より、「学校便り」新年号をご送付いただきました。新しい年・教育改革の年に寄せる各 

学校の“熱い想い”を強く感じさせていただきました。と同時に、“子どもたち一人ひとりの輝く姿” 
を求めて邁進される学校を、奮闘される先生方をこれまで以上に応援していきたい！の想いを強めまし 
た。 
大きな教育改革の年：「横浜版学習指導要領」策定の年、改めて、“学校の元気・先生方の元気”の 

ために、“知恵と熱意と元気”を合い言葉に、教育課程開発・授業改善支援担当として積極的な支援に 
努めてまいります。        本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

平成１９年 １月２５日（金）

学校の教育課程運営・改善のために                    ２００６ ＮＯ．１０ （通巻６６号）

回覧・掲示用 
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本年度、「学校教育推進会議」を活用して、教職員一人ひとりの「授業力の向上」につながるような小

中連携の取組がなされました。その取組の状況について御紹介します。 

 小中連携 ～「学校教育推進会議」を活用した取組（神奈川区）

公開授業参観を、「学校教育推進会議」の年

間計画の中に２回位置づけて、小中学校の人的

な交流を図りました。 

 

【授業を通した学校長の小中連携】 

 

 

 
◇区内の小中学校長が授業を参観 
◇感想及び意見交換 

【授業を通した推進担当者の小中連携】 

  

 

 

◇区内の小中学校それぞれの学校教育推進担当

者が授業を参観 

◇感想及び意見交換 

 中学校での公開授業は、教育課程中学校国語

科専門部会ともリンクして実施されました。 
授業参観後は、授業中の教師と子どものかか

わりや学習内容・指導方法などについて、新鮮

な感想が多く出されるとともに、小中間での違

いや小中間でつなぐべきことなど、授業改善に

向けた貴重な意見が出され、大変活発で有意義

な協議となりました。 
 

今後、小中連携を推進していくために小・中

学校の人的な交流を進めていく場合、「学校教育

推進会議」が、具体的な交流をコーディネート

していく仕組みをつくることも検討されていく

ようです。 

 

小学校の公開授業（平成18年 11月 17日） 

[神奈川小学校：3年、5年 算数] 

中学校の公開授業（平成18年 11月 29日） 

[栗田谷中学校：3年 国語] 

取組の概要 

改めて、“知恵と熱意と元気”を合い言葉に！ 
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平成１８年１２月１５日（金）立野小学校において、「ともにかかわり合いながら、「自分づくり」を進め 

ていく子の育成」を研究テーマとして研究発表会が行われました。立野小学校は、「パイオニアスクールよこ 

はま」（ＰＳＹ）の指定校でもあり、英語活動、社会科、国語科、算数科、理科の小中一貫カリキュラムの検討を 

進めています。 

当日は、「小中学校一貫教育を見据え、コミュニケーション能力を育む学習を求めて」をサブテーマとして、

英語活動と社会科で全学級が授業を公開しました。県外からも合わせて約２５０名の参加者を迎え、充実し 

た研究発表会となりました。 

ここでは、立野小学校の「『英語となかよし』研究資料集」にまとめられている英語活動年間計画作成上の 

ポイント、活動計画の立て方、授業計画の立て方を御紹介します。  

 

年間計画作成上のポイント 
〈トピックの設定について〉 

○ 学校や子どもの実態を考慮し、子どもに身近で興味・関心をもちやすいトピックを設定する。 
○ 他教科・領域、行事等と関連させ、関心や必要感の高い内容を組み入れることも有効である。 

○ ６年間のトピックの配列は、最低でも２学年で触れられるように計画を立てる。 

〈言語材料の設定について〉 

 ○ 小学校の英語活動では、英語を覚えることをねらいとはしていないが、一度触れた英語を繰り返し耳にし

たり話したりする機会を多くすることで、それらの言語材料を無理なく内在化させる。 
○ ６年間で同じ言語材料に繰り返し効果的に出会うことのできる内容を配列する。 
○ 年間活動計画の配列だけでなく、授業の中で既習の言語材料をクラスルームイングリッシュとして意識し

て使用（英語に多く触れる効果的な方法）する。 

文の場合  ： 同じ文だけでなく、各学年に合わせて文の長さや難易度を考え、基本の文型から部分的に単

語を変えたり、表現を広げたりする工夫をしている。                       

   単語の場合： 低学年の場合は、子どもたちが英語に親しみやすいよう、日常的によく使っているカタカナ

英語を多く取り入れる工夫をしている。  

                  同じトピックを異なる学年に設定する場合は、各学年に応じて単語の数や難易度を考えて設

定している。また、設定した単語は固定化せず、子どもの実態や興味・関心に合わせて変える

ようにしている。 
 
 活動計画の立て方 
○ 授業時間をＡパターン（３０分）とＢパターン（４５分）に分け、授業内容によって組み合わせる。  
○ 活動計画を立てる際は、第１時にインプット（主に英語の音声に触れ、意味を理解すること）中心の活動、

第２時でアウトプット（インプットした英語を発話すること）中心の活動を設定することを基本としている。 
○ 無理に発話を引き出そうとするのではなく、子どもが自信をもって発話できるようになってから、発話中心

の活動を設定することが大切である。 
○ 活動形態も発話に慣れるまでは、一斉あるいはグループでの活動を設定することが望ましい。ペアや１対

１の活動は、発話に十分慣れてから取り入れる。 

(例）３年トピック「今日の天気は？」                                              
 

 ○聞き取りを中心にして、天気の言い方を知る。           （活動例） 

           ↑                                               Yes / No ｸｲｽﾞ 

 

第１時 

（３０分） 

     英語のインプットを中心に活動内容を考える     記憶ゲーム 

 

 ○話すことを中心として、天気の言い方に慣れる。           （活動例） 

             ↑                                               カード交換ゲーム

  英語のアウトプットを中心に活動内容を考える    

 

第２時 

（３０分） 

   

  

英語活動推進校の取組に学ぶ  
～立野小学校の実践より～ 

御紹介します、立野小学校の英語活動！



３

   授業計画の立て方 

 
一回の授業は、基本的に①始めのあいさつ（Greeting）②ウォームアップ（Warm-up）③活動（Activity） 

④終わりのあいさつ（Closing）⑤振り返り で構成されている。 

    インプットからアウトプットへの活動の流れを順序よく丁寧に踏むことで、子どもの英語に触れることへの

不安感を和らげることができる。安心して楽しみながら英語に触れ、「英語が分かった、言えた」という満足感

や自信をもたせることが、「英語って楽しい」という実感につながっていく。 
 

(例）２年トピック「虫となかよし」（第１時） Ａパターン：３０分 

          主 な 活 動           ＊留意点  

 子ども（Ｃ） 担 任（Ｔ） サポーター（Ｓ） 

①Greeting 
 

 

Good morning. 
I’m fine, thank you. 
And you? 

Good morning, class. 
How are you? 
I’m fine, thank you. 

Good morning. 
I’m fine, thank you. 
 

○♪Hello, Good-byeの 

歌を歌う。 

・（C)と一緒に歌う。 

 

・（C)と一緒に歌う。 

 

②Warm-up 
 

 

 

 

 

        

○虫の言い方を知る。 

・（S)の発音を 

・虫のカードを見せ、（C) に虫

の名前を質問する。 

・発音の手本を示す。   

 

 よく聞き、 

 リピートする。 

    （T)：What’s this ? 
    （S）：It’s a ~ . 

 

       
   

 

 

 beetle  stag beetle  grasshopper  mantis  bee 
 ladybug ant   mosquito  spider  dragonfly  butterfly 

 

    
                       

 

 

 

    

 

 

 

 

③Activity1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Activity2 

○タッチバトルゲーム 

・英語をよく聞いて、言わ

れた虫をタッチする。 

・（S)と交互に虫の名前を言う。

 

・（T)と交互に虫の名前を言う。

 

④Closing 
 

 

Thank you very much. 
Good-bye. 
See you. 

That’s all for today. 
Thank you very much. 
Good-bye.  See you. 

You are welcome. 
Good-bye. 
See you. 

⑤振り返り 

 

 

○本時の振り返りをする。 

 

＊よくできたこと、頑張ったこと

などを褒め、次時の意欲をもたせ

る。 

 

 

 

準 備 チャンツのリズムボックス  虫のピクチャーカード タッチバトルゲーム用ハエたたき  

 

中心となる文 

中心となる単語 

☆Activity1で単語をインプットする時のポイント 
  ①Ｔ・S     Ｔ・S  指導者から指導者へのデモンストレーション

②Ｔ・S          Ｃ       指導者と子どものやりとり 
③Ｃ            Ｃ      子どもと子どもとのやりとり 

     ＊Ｔ：担任  S：サポーター   Ｃ：子ども 
 新しい言語材料に触れる時、上記のような流れで慣れさせていくと、 
 無理なくインプットすることができる。

心と体をほぐす大切な活動である。短い時間でよいので、復習の 

要素を含む体を動かす活動を入れるとよい。例として、歌・ダンス 

・チャンツ・ミニゲームなどが挙げられる。



４

 

 

 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

何のための小中一貫カリキュラムなのか、 

9 年間の学びの再構築のねらいがよく理解で

きないが・・・ 

○ 小中一貫カリキュラムの導入の目的は、現在

の学習指導や生活指導での重なりや隙間を検証

し直し、義務教育９年間の連続性のある教育の

推進に努めることによって、児童生徒一人ひと

りの発達段階に応じたきめ細やかな公立学校教

育の実現をより一層図るためです。また、いじ

めや不登校など、子どもの心情にかかわる今日

的な課題を解決するためのものでもあります。

小中一貫カリキュラムでは、学校間の交流
等が必要になるが、具体的な方策についても
示すべきでは？ 

○ 各学校が、小中一貫カリキュラムを編成・運

営していく際には、小中の連携を図ることが不

可欠です。 

○ 編成にあたっては、中学校区内の小中学校で

各教科等の担当者が合同で会合をもち、互いに

情報交換、意見交換をする中で進めていくこと

が考えられます。また、小中相互で授業研究を

通した交流を実践し、具体的な指導内容や指導

方法について検討する機会をもちながら作業を

進めていくことも大切になります。 

○ 運営にあたっては、実施状況や実施上の課題、

改善点などを検討する機会を小中合同で開催す

るなど、小中の連携を積極的に図っていくこと

が大切になってきます。 

○ 今後、小中一貫カリキュラムの開発実践推進

校（平成 19 年度より実施）、PSY など、モデル

校の取組から小中一貫カリキュラムの編成・運

営に関する情報を積極的に発信していきます。

小中一貫カリキュラムを編成する際、複数
の小学校をもつ中学校では、その調整が困難
なのでは？ 

○ 小中一貫カリキュラムは、子どもが身に付け

る力や学ぶ内容について、小学校も中学校も、

「義務教育 9 年間」という期間を丸ごととらえ

ていくものです。 

○ 各学校は、小中一貫カリキュラムを、中学校

では、義務教育の入り口である小学校のカリキ

ュラムを意識して、小学校では、義務教育の出

口である中学校のカリキュラムを意識して編成

することを大切にします。これは、各学校が、

独自性を互いに調整して同一のカリキュラムを

編成するという意味ではありません。小中合同

の会議をもってカリキュラム編成を進めること

は効果的ですが、その手順は必ずしも一定した

ものではありません。 小中一貫カリキュラムと「小中連携」や「学
校の特色づくり」との関係は？ 
○ 「横浜版学習指導要領･総則」を受けて、各教

科等編を策定していきますが、これらは、小中

別々ではなく、9年間を通したものになります。

各学校では、9年間を見通した上で、児童･生徒

及び地域の実態に応じて、その学校のカリキュ

ラムを編成し、学校の特色づくりを進めながら

運営、改善していくことになります。 

○ 滑らかで、連続した義務教育 9 年間の学習を

実現するためには、小中学校の教職員双方が指

導内容や指導方法を確認したり、指導観、評価

観等を共有したりすることが大切になってきま

す。 

小中学校での指導観の共有と言うが、現実
的には指導法の違いが大きすぎるのでは？ 
○「横浜版学習指導要領･総則」では、「しっかり

教え、しっかり引き出す」教育の実現を謳って

います。これは、教え込みでも放任でもなく、

子ども一人ひとりを徹底的に大切にし、子ども

が身に付けるべきことはしっかり教えて、子ど

も自ら成長していく力をしっかり引き出すとい

うことです。 

○ 指導観を共有した上で、子どもの成長過程に

即した指導法を開発し、小中学校が互いに理解

し合うことも大切になってきます。 

 

小中一貫カリキュラムについて 

小学校
6 年間のカリキュラム 

中学校
3年間のカリキュラム 

小学校 中学校
 ９年間のカリキュラム 

これまで 

これから 

※次回は「重点的課題」についてお答えします。 


