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9改めて“緊張と期待”を大切にして！ 

                                                         授業改善支援課長 服部 信雄 

義務教育９年間の連続性ある教育活動の創造を目指していく２００８年がスタートいたしました。

各学校におかれましては新年を迎え、それぞれに歩みをスタートさせておられるのだと思います。新

年早々に頂戴いたしました「学校だより(１月号)」からも、各学校のスタートの様子を想わせていた

だいております。 
 
 
 
 
 

「横浜版学習指導要領 総則」「同 総則解説」「同 保護者・市民版」「同 教科等編（小中一貫カ 
リキュラム）」等が策定され、「小中一貫教育推進事業」が展開される２００８年、より一層各学校へ 
の積極的な支援が求められる１年になるのだと思っております。  

改めて“緊張と期待”を大切にして！  まずは、サポートツールとしての「横浜版学習指導要領」の

策定に全力を挙げて！   
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平成２０年１月３１日（木） 

学校の教育課程運営・改善のために                    ２００７ ＮＯ．７ （通巻７５号）

（前 略） 今年も小中一貫教育の取組の一つとして、ＰＴＡや地域の方々にお力をお借りしながら、

生徒たちに生きる力をはぐくむ「考える授業」の構築に向けて、小中の教員が互いに切磋琢磨し合っ

て指導力の向上に努めていきたいと考えています。授業参観の折りには、是非このような視点でも授

業を観ていただければと思います。（後 略）                  ～Ａ中学校だより～ 

 教育課程研究委員会中間報告会 

平成 20 年 2 月 26 日の教育課程研究委

員会研究協議会では、「横浜版学習指導要

領 総則」「同 総則解説」「同 保護者・市

民版」の説明を行います。 
また、2 月 27 日から 3 月 5 日にかけて

開催する教育課程研究委員会教科等専門

部会の中間報告会では、以下の提案、説明

が予定されています。 
 
○ 新・学習指導要領における教科等部分

の概要 

○ 「しっかり教え、しっかり引き出す指

導」の具体  

・習得、活用、探究に関する考え方を具

体的な指導事例で説明 

○ 「横浜版学習指導要領 教科等編」に盛

り込む内容についての概略 

・義務教育 9年間で身に付ける力の系統

性の示し方 

・補充的・基礎的・発展的指導内容の考

え方と具体例 

平成 20 年度 教育課程研究委員会・専門部会

開催日・開催場所の予定 

月日（曜） 教  科  等 予定会場 

８／１８（月） 総則 関内ホール 

通級指導学級 養総センター 

社会 教文ホール 

体育、保健体育 鶴見会館 
８／１９（火）

理科 磯子公会堂 

特別活動 教文ホール 

算数・数学 県立音楽堂 

音楽 磯子公会堂 
８／２０（水）

特別支援学校 神奈川公会堂 

総合（『横浜の時間』） 教文ホール 

生活 磯子公会堂 

 

８／２１（木）

家庭、技術・家庭 神奈川公会堂 

道徳 教文ホール 

国語 鶴見会館 ８／２２（金）

個別支援学級 神奈川公会堂 

図画工作・美術 教文ホール 
８／２５（月）

英語活動・外国語 西公会堂 

回覧・掲示用 
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 実践報告   着実に進む 横浜の小中一貫教育 

野庭中学校ブロック（野庭中学校・野庭小学校・野庭東小学校）の取組 
 今年度はじめて全市的に実施された“小中交流日”を中心として、本市の各中学校ブロックで、小中連携
の交流事業が展開されています。「横浜版学習指導要領 総則」では、小中一貫カリキュラムの導入に向け、
○「教育観」を共有化 ○特性を生かした「小中一貫教育推進ブロック」の実現 ○小中学校間の積極的な
協働 の在り方が明らかにされています。 
 港南区野庭中学校ブロックは、小学校の統廃合により、次年度より１小学校－１中学校の小中一貫ブロッ
クとなります。今年度は、小中連携の取組を先進的なブロックの事例を参考にしながら、３校の連携を深め、学習
内容や学び方に繋がりをもたせていくことを目指して計画的に進められてきました。ここでは、その野庭中学校
ブロックの小中連携の取組を紹介いたします。 

野庭中学校ブロック     

 
野庭小学校 野庭東小学校

野庭すずかけ小学校

野庭中学校

平成１９年度 主な取組の流れ 

 
４月 
  
 
 
 
６月 
 
 
８月 
 
 
11月 
 
11月 
28日 
 
 
 
 
12月 
 
 
 
 
１月 
 
 
 
 
 
２月 
 
３月 
 
 
平成

２０ 
年度 
4 月 

 
■ 年間計画の立案 
・中学校担当者がブロック小学

校を回る 
・担当者間の日常的な連絡調整 
 

■ 授業参観（中⇒小） 
 ・中間テスト日の午後を活用 
■ 職業体験（中⇒小） 
 ・小学校の先生のお手伝いを１ 

０名の生徒が２日間体験 
 
■ 文化祭見学（小⇒中） 
  
■ 小中交流日（小⇔中） 
 ・生徒会が進行する小中の学習 

発表会 ・セレモニー 
 ・防犯、安全がテーマの講演会 
 
■ 授業参観（小⇒中）・協

議会 
 ・中学校６校時の授業を参観 
 ・小中教職員の交流レク 
 ・視点を決めてグループ協議 
 
■ 取組の考察と発信 
・学校だより等での発信 
・文集、体験学習のまとめなど

学習の成果として発信 
 ・自己評価の項目として整理 
 
■ 部活動見学（小⇒中） 
 
■ 中学校１年生学級編成 
  話し合い（小⇔中） 
 ・小・中学校合同での学級編成 
 
＜野庭すずかけ小学校開校＞ 
・１小－１中学校ブロックとし

て取組をスタート 

授業参観後の中学校教諭の感想 

○初めて小学校の授業を見て、その様子を知ることができた。 
○隣の学校であるのに、今までは知らない世界であった。 
○入学してくる児童の様子を知ることができた。 
○今後、学習面や課題を抱えた子どもたちという視点での交流

を続けていけるとよいと思った。 
○日程調整の難しさがあるが、中学校の授業の様子を小学校に

見てもらう必要がある。 
○どのような交流・連携が必要か、そのときどきに考えていく。

小中交流日の反省（教職員） 

○中学生が立派だと実感できた。

○小中学校の普段の取組を見る

ことができた点が良かった。 
○交流レクができて良かった。 
○小学生と中学生が同時に聴く

講演を探すのは難しい。 
○１小１中になるので、そのよさ

を出していきましょう。 

中学校授業参観後の協議 （取組評価書より） 

■ 小学校教諭の感想 
○落ち着いた学習ぶりで安心できた。小学校で「どこまでやる
のか」要望を教えてもらいたい。 

○小学生の頃、指導が難しかった生徒も、表情よく素直に成長
していることが分かった。 

■ 学力面に関する実状報告 
■ 個々の生徒の情報交換   
■ 講評 （各校長より） 
○固有名詞で子どもの話がで 
きるよさ 

 ○小中一貫カリキュラムの環 
境整備の必要性 

 ○交流から連携そして一貫へ 
○共同体としてさらに情報交 
換を増やしていく必要性 

小学校の統廃合により

平成２０年度には「野庭

すずかけ小学校」が開校。

野庭中学校と１小学校－

１中学校のブロックとな

ります。 

３校グループ協議の様子 
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教育課程開発実践推進校 ＜研究紀要から＞  実践研究のまとめを発信 

 

 教育課程開発実践推進校の公開授業研究会が開催されています。既に終了した学校では、これから

の横浜の教育の在り方について検討を続けてきた授業実践をもとに、参加者との熱心な協議が行われ

てきました。今後、各学校ともに研究のまとめの時期を迎えます。今回は、実践推進校から送られて

きた紀要にまとめられている今年度の研究の成果をお伝えいたします。 

                      
 

研究主題  
「互いに思いやり、認め合い、自分の生き方を  

創り出す子どもの育成を目指した道徳教育」 
           ～友達の思いを受けとめ、語り合い、自己を深く見つめようとする子～ 
 

 
 
                      研究主題 
            「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、学びをみとる～ 

新田小学校

「豊かな情操と道徳心」を培うために   
  「３つの研究の柱」を設定 

① 児童の実態の的確な把握とねらいの設定 

・児童の実態、「本時のねらい」、適切な資料を 
整理 ⇒ 道徳の時間以外でも日常的に、子ど

もたちの言動を「ねらいとする価値」に照らし

て見とるようになった。そのことで、授業の導

入で問題意識をもたせやすくなった。 
② 道徳的価値の自覚を深めるための学習過程の

在り方を確認 

・分かりやすい学習課題の提示・価値把握に向

かうための発問の組み立ての工夫・振り返りの

充実・心に強く印象づけるまとめ ⇒ 子ども

たちの意識の流れに沿った学習過程を構成をす

ることにより、価値についてじっくり考え自分

なりの考えをもつことができるようになった。 

大岡小学校

生活科と総合的な学習の時間を中心に  

「こだわり学習」の単元開発 
○ 「学びを創り出す指針」の作成 
 ・「単元の内容的価値」と「単元で育てたい資質・能

力」を明確にすることができた。 
 ・「総合的な学習の時間」の単元開発、学年ごとの「育

てたい資質・能力」の作成に活用できた。 
 ・学習指導案と明確に対応させることで、単元で育て

たい資質・能力の根拠とすることができた。 
 ・今後、研究を進めながら見直し、活用することにつ

いても研究を深めていく。 
○ 学びを創り出す教師の姿勢「勘」「知恵」「技」の研

究の継承と深化 
 ・教師の「勘」 → 子どもの実態をとらえ、単元を

デザインしていく力 
 ・教師の「知恵」→ 単元の立ち上げを判断するため、

素材を分析する力 

・教師の「技」 → 実際の授業場面で「学びの瞬

間」を創り、生かす力 
 
 
 
 

 
生活科・「総合的な学習の時間」の 

学びの価値を横浜市から全国に発信 
○ 1月25日（金）の公開授業研究会には、横浜市は、
もとより全国から多くの参観者があった。授業研究
会・シンポジウムでは、文科省田村調査官をはじめと
するシンポジストから、「総合的な学習の時間」の一
層の重要性とこれからの指針が示された。 

  

③ 地域との温かいつながりを大切にした   

自作資料の開発 

・地域とのつながりを大切にした道徳的実践活動を

生かした自作資料の開発 ⇒ 道徳の時間としての

要件を備えた資料を開発することができた。 
「子どもの興味関心に応じた資料」 

「体験活動や日常生活等を振り返り、道徳的 

  価値の意義や大切さを考えさせられる資料」 
 「多様で発展的な学習活動を可能にする資料」 
 

  小中連携しての研究交流の場を設定 

○ 本年度の研究計画及び公開授業の案内など

について区内中学校に発信し、研究発表会の中

・高学年部会では、中学校の先生方との意見交

換ができた。 

 

「学びの瞬間」を創るために ⇒ 教師は、子
どもが立ち止まり、ぶつかり合う「学びの壁」
を創る。この「壁」を意図的に創っていくこと
こそが教師のしかけであり、今後大切にしてい
く視点となっている。 



 
・  
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 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 

平成１９年度 授業づくり講座 

  名が参加！ 

昨年比２．５倍！
平成 19 年 11 月 『横浜の時間』授業づくり講座

１,６４４ 

 
○ 今日は「音楽って楽しい！響き合うって気持ちいいな！」と実感しました。いつも指導書を見な

がら必死で何とか授業をするという感じでしたが、もっと子どもたちに「音楽って楽しい！響き

合うって気持ちいいな！」と思ってもらえるような授業をしなければと反省しました。午前・午

後両方受講して本当によかったと思っています。 
（第 26・27 回 音楽科「小学校音楽授業づくり」後藤指導主事）

○ 基本的な枠組としての社会科や授業づくりについての考え方を改めさせていただいたとともに、

具体的な単元、子どもの様子、授業展開、ずべてを網羅して伝えていただきました。どれも「目

からうろこ」で貴重な内容でした。子どもたちとともに、この楽しさを共有していきたいです。

（第 11 回 社会科「小中連携！子どもが動く教材開発の在り方」須貝、小笠原、大塚、中野、三嶽指導主事）

○ 活動と話し合いのバランスなどで、日々迷っています。今日聞かせていただいて、子どもに揺さ

ぶりをかけるということを絞ってやっていこうと思いました。子どもの思いから単元構想するこ

とは大変ですが、楽しいです。（第 6 回 生活科「学習材の見つけ方・単元の構想図づくり」堀江指導主事）

○ 事前の準備、見通しをもった予備実験、授業の流れ、子どもの予想等について、いろいろと学ぶ

ことができました。子どもたちに理科の面白さを教えていきたいと思っていいます。そのための

深い学びができたらと思っています。 
（第 36 回 理科「実感！子どもが問題をもつ導入」張替みさ子主幹教諭、伊藤、尾上指導主事）

後期授業づくり講座・出前授業づくり講座を受講された方々の声 

 本年度の授業づくり講座、全６６講座がすべて終了しました。教職員の皆さんのニーズに応えるため

に、本年度は講座数や講座の種類を増やし、学校での出前講座も新設しました。学校の体育館での実技

を通した体育の講座や実験室での理科の講座などの体験型や小グループでのワークショップ型、模擬授

業型など、それぞれの講座内容に応じて様々な形で行われ、延べ 1,600 名以上の教職員の皆さんが学び

ました。 

横浜市教育委員会事務局 授業改善支援課 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１９３００３号 類別・分類 Ｃ－ＭＥ２８０

月 昼間 夜間 計 月 昼間 夜間 計 
4 月 259（4） 84（15） 343（19） 9 月 202 107（37） 309（37）
5 月 463 420（38） 883（38） 10 月 384 215（15） 599（15）
6 月 730 503（26） 1233（26） 11 月 286 224（16） 510（16）
7 月 532 143（25） 675（25） 12 月 322(14） 126（49） 448（63）

8 月 1076（72）  1076（72） 計 4254(90） 1822(221) 6076(311)

 

ハマ・アップ 

データ 

ハマ・アップ利用者数 

（相談者数） 
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