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平成１９年３月２２日（木）

学校の教育課程運営・改善のために                    ２００６ ＮＯ．１２ （通巻６８号）

回覧・掲示用 

これからの横浜の教育の 
理念・方向及び特色とは･･･ 

 3 月 1 日、2 日の 2 日間、関内ホ

ールと教文ホールで「横浜版学習指導

要領総則の素案」の説明会が行われま

した。管理職及び担当者の方々977

名が参加されました。事務局からの説

明後、参加者より貴重な御意見や御質

問をいただきましたので、その場での

回答も含めて御報告いたします。 

Q  学校は家庭・地域との連携を充実させるため

に、「家庭学習や放課後等の学習の充実に向け

た取組を進めます。」とありますが、具体的に

どういうことを進めるのですか。 

A  推進プログラムの中でも家庭教育環境づくり

については、重点的な取組としています。横浜

版学習指導要領においては、「保護者版」の中

で家庭教育の充実に向けた具体策を示してま

いります。 

Q  総則が示される 19 年度の夏の教育課程研究

協議会は、より多くの教職員が参加できるよう

にしていただけないでしょうか。 

A  多くの方に参加していただけるように、大き

な会場を確保してまいります。また、Y・Y ネ

ットを活用して、動画配信できるような体制も

整えてまいります。ただし、国の学習指導要領

告示の時期により、8 月に総則を示すことがで

きないことも考えられます。 

Q  『横浜の時間』は、学校にいつ、どのように

して入ってくるのでしょうか。それまで学校は

どのように取り組めばよいのでしょうか。 

A  『横浜の時間』は、平成 22 年度から全校展

開いたします。それまで、『横浜の時間』リー

ダー養成講座、横浜版学習指導要領実践モデル

校、教育課程の専門部会等から情報を積極的に

発信しますので、それらの情報をキャッチして

計画的に準備を進めてください。 

Q  授業時数については、横浜の方向性はどのよ

うなものなのでしょうか。 

A  重点的課題の解決に向け、具体的取組等を確

実に進めるために、基本的には、国の示す年間

総授業時数に加えた数字を示す方向です。ただ

し、国の動向を勘案しながら、今後も検討をし

てまいります。 

Q  小学校英語教育を推進するにあたり、横浜市

として共通に指導する内容を決めたり、教材を

作ったりするのですか。 

Ａ  小学校の英語教育を進めるにあたっては、今

後、年間指導計画例や事例集を作成・配付しま

す。また、横浜独自の教材も作成する予定です。

小学校英語教育においては、コミュニケーシ

ョンを図ろうとする態度の育成を主たるねら

いとしていることを踏まえて、単語や文法事項

などをどの学校でも共通して扱うものとして

示すかどうかは検討中です。 

Q  中学校で年間 140 単位時間英語を実施する
ために、選択教科としての英語を学校選択とし
てやってよいのですか。 

Ａ  中学校の 140 単位時間の英語教育について
は、「小中学校英語教育推進プログラム」（中間
案）の p.34 に書かれているように、小学校で
の英語教育を受けて、中学校における英語教育
を充実・改善するために考えられることの一つ
です。このためには教員数にかかわる課題など
があります。 

   選択教科の履修にかかわる本市としての考
え方は、これまでと同じように生徒が選択する
ことが基本です。 

4 ページにつづく 
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一人ひとりを大切にする 

横 浜 の 習 熟 度 別 指 導 

一人ひとりの子どもが分かる授業の実現に向けて、横浜市で習熟度別指導を全校展開してから２年が経ち

ました。今回の習熟度別指導特集は、教育課程の充実に向けて、積極的に「少人数指導」「習熟度別学習」

に取り組んでいる磯子区根岸中学校（中里順子校長）＜教育課程開発実践推進校＞の実践をＱ＆Ａの形で紹

介いたします。     （※中里校長 と 研究部主任 上田教諭 にお答えいただきました。） 

Ｑ１．根岸中学校での「習熟度別指導」導入の経緯と意図を教えてください。 

Ａ１．導入の意図は、基礎・基本の定着を図ること 
根岸中学校では、平成１０年度から複数教科を組み合わせた

「少人数指導」に取り組み、落ち着いた教育活動を実現してき

ました。教師も「教育活動の基本は授業である。」ととらえ、

１時間１時間の授業を大切にしてきました。 
平成１５年度からは、「学習形態の工夫」を教育課程全体で

とらえ、各学年の学級の生徒数に応じた「少人数指導・習熟度

別学習」等で、個に応じた指導を行うことで、基礎・基本の定

着を図ってきています。 

Ｑ２．根岸中学校の「少人数指導」と「習熟度別学習」の指導体制はどのようなものですか。

Ａ２．教科ごとに学習形態を工夫する指導体制 

平成１５年度からは、学習形態をさらに工夫しながら「少人数

指導」「習熟度別学習」に取り組んできています。「少人数指導」

は２学級を３グループに編成し、いくつかの教科を組み合わせる

ことにより可能になっています。例えば、３８名の学級、２クラ

スをＡ・Ｂ・Ｃの３グループに分け、Ａグループが国語、Ｂグル

ープが美術、又は技術・家庭科、Ｃグループが英語というように

時間割を編成することで、２５名での「少人数指導」が可能です。

平成１８年度は、以下のように学習形態を工夫しています。 

社 会 ： ２学年の歴史と地理の分野別に学習。単元終了ととも

に生徒が入れ替わる。 
数 学 ： 全学年で少人数指導の基本コースと発展コースに分か

れる習熟度別学習を実施。 
理 科 ： １学年で２人の教師で授業を行うＴＴを実施。基礎・

基本の定着を図り、安全面に注意を払う。 
技・家 ： １学年は、少人数指導で、技術科と家庭科のそれぞれ

の専門性を生かすために、単元終了とともに生徒が入

れ替わる。２・３学年は、ＴＴ法を実施。 
保 体 ： １学年は、単元により少人数指導又は、ＴＴによる授

業を行い、基礎・基本の定着を図り、安全面に注意を

払う。 
英 語 ： 全学年で少人数指導を実施。 

１年生数学（少人数指導）     

図形の授業の学習風景 

全学年で少人数指導を行ってい

る数学の指導の様子 

授業後半には、生徒の「分かっ

た。」「なるほど。」というつぶやき

を聞くことができた。 

 少人数指導は、生徒から「分から

ないことをていねいに教えてくれ

る。」というように高い評価を得て

いる。 

＜基本と発展コースに分かれる習

熟度別クラスの選択は、準備テスト

と生徒の希望から行っている。＞ 
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Ｑ３．習熟度別指導を進めていく上で、配慮していることを教えてください。 

Ａ３．「授業評価」から生徒の声を生かして実施 

根岸中学校では、平成１５年度より、「少人数指導」や「習熟度

別学習」に本格的に取り組んでいます。数学では習熟の程度に応

じたクラス編成をしていることから、特に、基本コースで学習し

ている子どもの気持ちを知る必要がありました。また所属してい

る学級（ＨＲ）に対してどのような気持ちをもっているのか、と

いう不安もありました。そこで「授業評価」を実施しながら進め

てきました。発展コースで学習している生徒からも、「分からない

ところが、出てきているので基本コースに行きたい。」と、要望が

出されることもあります。このような生徒、保護者の声を生かし

ていくために、現在では「授業評価」を全教科で行うようになり

ました。「授業評価」では、学習形態の他に、授業内容や教授法に

ついての質問項目を設定しています。結果の集約、分析、課題の

発見から、授業改善に向けての手だての検討を各教師が行い、校

内研修会を開くことから、全体で共有化しています。 
「授業評価」により、「コース別の授業は、よく分かる。」「手をあ

げて質問できるようになった。」「授業が楽しい。」という生徒、保

護者の思いが、教師に自然と伝わってきます。また、生徒は、自

分の学級（ＨＲ）に対して、ほどよい緊張感をもって、新鮮な気

持ちで接することができていることが分かりました。 

 

Ｑ４．習熟度別指導を進めていく上で、これからの課題をどうとらえていますか？ 

Ａ４．個に応じた指導の一層の充実 
「授業評価」の集計・分析は大変な作業で、教授方

法等を共有化するには、正直なところ辛い場合もあ

るようです。しかし、「授業改善」という視点での

会話が職員室で広がりつつあります。生徒・保護者

からの「授業評価」を「授業改善」につなげていく

取組を継続させていくことが、教師の「授業力」を

高める上でも課題となっています。 
その中で、学習形態の工夫を行い、習熟度別指導

により、個に応じた指導の一層の充実を図り、学力

の向上を目指していこうと考えています。 

Ａ４｡指導体制のさらなる充実 
教師のキャリアステージに応じた目標設定を生か

し、組織的に授業力を高めていくという、新たな課

題も生じています。研究授業を行うことで、教科・

学年の枠を越えた教師間の協力と連携を図り、指導

体制の在り方をさらに充実させ、学び合う集団を目

指していきます。 

『数学教室』の様子 

教材・教具がしっかりと準備さ

れている『数学教室』で、少人数

指導が展開される。 

 

ＡＥＴが入って行われる英語の授業（少人数指導） 

英語を発することへの抵抗をなくしていく取組として行われて

いる授業。英語を口頭で表現するまでの道筋をつくることに重点

がおかれている。ＡＥＴは２つに分かれた少人数クラスに、前半・

後半と時間を分けてＴＴとして加わる。 

最後に 今までの５年間をふり返ってみると、課題

解決を学校の特色づくりにつなげて、学校経営を行

ってきました。今後も、現状を的確に分析し、新し

い課題解決につなげていきたいと考えています。 

「横浜版学習指導要領 総則素案」では、『指導方法の工夫』

として「横浜型習熟度別指導」の一層の充実 があげられ

ています。また、教育委員会からの支援として「習熟度別

指導・指導資料」が提示されることが記されています。 
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ハマ・アップからのお知らせ  

Q  小学校英語の研修について予定を教えてくだ
さい。 

Ａ  平成１９年度から小学校英語リーダー研修
を予定しています。各学校におけるリーダーを
育成し、校内で研修ができるようにしていきた
いと考えています。また、これまでの小学校英
語実技研修の実施時期及び内容を見直し、参加
しやすい研修にしていきたいと思います。さら
に、各学校の取組状況に応じられるようコース
別の小学校英語ワークショップを実施してい
く予定です。 

横浜版学習指導要領 総則 素案 の説明会（3 月 1 日、2 日）での質問と回答 

Q  横浜版学習指導要領に合わせて、教科書を作
成する必要があると思うのですが・・・ 

Ａ 「横浜版学習指導要領」は、国の学習指導要領
を踏まえた上で、市立学校の教育課程の理念・
方向及び特色を示す立場から、独自の教科書は
作成しません。「教科等編」や「指導資料」で
より授業に役立つ指導内容・方法、具体的教材
等の情報を盛り込んでいきます。 

    そして、補充的指導内容・発展的指導内容
を示すことで、個に応じた具体的な授業イメー
ジがもてるようにします。「指導資料」の中で
は補充的・発展的指導内容の具体的指導方法を
示してまいります。 

Q  「知」「徳」「体」「公」「開」については
並列なのか、また、「徳」の部分のようにより
具体的に書かれているのは何故ですか。 

Ａ  「横浜教育ビジョン」で示しているとおり、
「知」「徳」「体」「公」「開」は、「知」「徳」「体」
の３つの基本、「公」「開」という２つの横浜ら
しさを示しています。５つは並列的な関係では
なく、３つの基礎を縦軸に置くと、２つの横浜
らしさは横軸に位置付くものとして考えるこ
とができます。また、より具体的に記述するこ
とで、抽象度の高い概念をより現実的に、明確
にイメージできるようにしました。 

Q  英語教育の導入について、事務局は段階をお
ってとありましたが、具体的にはどのように考
えているのですか。 

 
Ａ  英語教育を導入していただくのは、平成１７

年の教育改革会議の答申にあったとおり、１９
年度から準備のできた学校にスタートしてい
ただき、２１年度までに全校展開を目指しま
す。また、校内の英語教育推進という点につい
ては、初年度は全学年３５時間の実施とするの
は、厳しいと予想されることから、国際理解教
室を含めて、２０時間程度の実施を目安とし、
２１年度に３５時間の実施を目指していただ
きます。 

Q  横浜版学習指導要領の「子ども版」や「保護
者版」を作成する意図は何ですか。 

A 「子ども版」及び「保護者版」は、横浜のめざ
す教育の内容や方法について分かり易く示す
ガイドとなります。教職員向けのものと性格が
異なり、児童生徒の学習意欲や主体性の向上、
学校、家庭、地域との連携の充実を図るために
策定するものです。 

Q  横浜版学習指導要領の実施に向けて、教育環
境の整備をどのように進めていくのですか。 

A 「横浜版学習指導要領」の中で使われている教
育環境とは人的または物的環境について言及
するものではなく、指導内容や指導方法、教
材・教具、指導体制及び制度面などを指します。
なお、「横浜版学習指導要領実践推進モデル校」
への人的加配等については、今後検討していき
ます。 

平成１９年度は、４月２日（月）オープンです！
 

平成 19 年度の開館時間 

平日   13：00～21：00

土曜日   9：00～17：00

【長期休業中】 

平日    9：00～17：00

土曜日  閉館 

 ハマ･アップの利用者数は、年間で 6 千人を超えました。

次年度も、「よりわかる、魅力ある授業づくり」を目指す皆

さんを支援させていただくために、ますます機能を充実させ

てまいります。なお、平成 19 年度は、開館 

時間が大きく変更されますので、御確認くだ 
さい。※「ハマ･アップ」案内参照 

Q  小中一貫カリキュラムを作成する意図は何で
すか。 

A  義務教育9年間で子どもを育てるという意識を
教職員が共有し、小中学校の接続の部分を、学習
面や児童・生徒指導面等で滑らかにつなぐことで
す。教科等指導 9年間で身に付ける力の一覧など
を示します。国の「学習指導要領」で示される学
習内容を双方の学校へ移行するなど、本市独自の
内容構成をするものではありません。 


