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平成２０年３月２５日（火） 

学校の教育課程運営・改善のために ２００７ ＮＯ．８ （通巻７６号） 

回覧・掲示用 

「横浜版学習指導要領 総則・総則解説」への御質問について 

■ 市立学校の総授業時数について 
・ 今回示された市立学校の総授業時数は、小学校は平成 23 年度から、中学校は平成 24 年度から 

実施します。ただし、平成 21 年度からは新しい学習指導要領実施に向けた移行措置が行われるた 

め、それに伴った授業時間数が必要になります。（詳しい内容については 4 月以降に国の指示が出 

てから御連絡します） 

・ 総則解説（47 頁）で例示したＡ小学校の事例の 1001 時間は、1 年間を 41 週実施したと想定し 

て算出した時間数です。これはあくまでも例示であり、この時間数を確保するものではありませ 

ん。各学校の特色や実態に合わせて、授業時間数の確保をお願いします。 

■ 「しっかり教え、しっかり引き出す指導」について 
・ 「しっかり教え、しっかり引き出す指導」は、学校教育法で示された学習指導の方向性を踏ま 

えた上で、市立学校の目指す教育の方向を示しています。総則解説 17 頁で示すように、「しっか 

り教える」と「しっかり引き出す」のとらえを共通理解して、授業改善を進めていくようにお願 

いします。 

■ 『横浜の時間』について 
・ 基本的に「総合的な学習の時間」はすべて『横浜の時間』に含まれます。また、『横浜の時間』 

は平成 21 年度から実施可能となり、平成 23 年度（小学校）、平成 24 年度（中学校）からは完全 

実施です。 

※ 今回は紙面の関係で、３つの視点からの解説しかできませんが、今後、継続して御質問等にお答 

えしてまいります。 

「横浜版学習指導要領 総則・総則解説」及び「同 保護者・市民版」の配付について 

■ 配付時期 平成２０年４月上旬 各学校にメールカーで配送 
■ 配付数 総則・総則解説：全教職員数 保護者・市民版：児童生徒数 

■ 活用について 

○ 総則・総則解説 ：新しい学習指導要領に合わせた各学校のカリキュラムマネジメントに活用す 

るために、内容の共通理解を図る校内研修等の実施をお願いします。 

○ 保護者・市民版 ：教職員での内容の共通理解を踏まえて、学校説明会や学年・学級懇談会等で 

御活用ください。 

平成 20 年 5 月末までに家庭に届くようにお願いします。 

策定！「横浜版学習指導要領 総則」 

2 年間にわたり横浜市教育課程研究委員会で検討されてき 

た「横浜版学習指導要領 総則」が策定されました。また、同 

総則解説についても学校からの意見聴取等を経て年度内に 

策定されます。平成20年度から、いよいよ各学校のカリキュラ 

ム編成が段階的に行われることになります。 横浜版学習指導要領 総則 説明会 2月 26日教文ホール
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「横浜版学習指導要領 

総則」の共通理解 

「横浜版学習指導要領 総則」 

「同 総則解説」策定(3 月) 
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「横浜版学習指導要領 

保護者・市民版」策定(3 月) 

夏の教育課程研究委員会研究協議会 

【8 月 18 日(月)～25 日(月)】 

カリキュラム 

全体計画作成 

横浜版学習指導要領教科等編説明会 

【2 月 16 日(月)～20 日(金)】 

「横浜版学習指導要領 教科等編」 

「同 子ども版」 策定 （2 月） 

「横浜版学習指導要領 

教科等指導資料」 

「同 評価ガイド」策定（1 月） 

「横浜版学習指導要領 

評価の手引」 策定(1 月) 

学習指導要領 
告示(3 月) 

学習指導要領 
教科等解説書(6 月頃) 
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移行措置期間 

小：平成 21～22 年度 

中：平成 21～23 年度 
平

成
 
年

度
 

平
成
 
年

度
 

平
成

 
年
度
 

学習指導要領 
小学校実施 

学習指導要領 
中学校実施 

「横浜版学習指導要領」 

市立小学校 全面実施 

「横浜版学習指導要領」 

市立中学校 全面実施 

教科等 

カリキュラム作成 

評価計画作成 

カリキュラム 

マネジメントの推進 

横浜市 国 市立学校 

「横浜版学習指導要領 総則」及び 

「同 総則解説」配付（4 月） 

「同 保護者・市民版」配付（4 月） 

国の「学習指導要領」に基づく市立学校のカリキュラム編成に合わせて、今後、「横浜版学習指導要領 教科等編」 
「同 子ども版」「同 教科等指導資料」等を策定し、整備を進めてまいります。平成 23 年度（小学校）、平成 24 年 
度（中学校）の全面実施に向けて各学校では平成 20 年度より準備が始まることになります。 

24 
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市立学校のカリキュラム編成等のスケジュール 

教科等編は、小中一貫 

カリキュラムとして作 

成されています。各学 

校では小中学校双方の 

教員が連携・協働して 9 
年間のカリキュラムを 

作成します。 

学校教育目標や取組目 

標等を見直し共通理解 

したうえでカリキュラ 

ムの全体計画を策定 

します。
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１． 説明会・報告会の動画（ビデオ映像） ・ 資料等 ・ プレゼンテーション を見る場合 

○ Ｙ・Ｙネットのイントラ版 （学校の職員室等につながっているネットワーク） から入ります。 

２． 教育課程開発実践推進校の研究成果報告書を見る場合 

○ Ｙ・Ｙネットのインターネット版から入ります。 

授業改善支援課 ハマ・アップ 

をクリックします。 

よこはまカリキュラム 

をクリックします。 

平成１９年度教育課程開発実践推進校 

をクリックします。 

「横浜版学習指導要領 総則」等説明会 ・ 「同 教科等」中間報告会 

横浜版学習指導要領 

総則動画配信開始 

１ 
２ 

教育課程研究委員会 

検討内容 中間報告会 

どちらからで 

も入ることが 

できます。 

見たい情報を選ぶ 

と画面が表示され 

ます。 

Ｙ・Ｙネット 教育課程関連サイト紹介 

平成１９年度 教育課程開発実践推進校 研究成果報告 

授業改善支援課 ハマアップ 

１ 

２ 

３ 

２ ３ ４ 

学校名をクリック 

１ 

次に示すような情報を Y・YNET から御覧いただくことができますので、御活用ください。
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平成 19年 1 「基礎・基本の習得とそれを活用しながら探究する 
学習指導 実践事例集Ⅰ」（ＣＤ版） の内容と活用方法 

独学できる！ 

習得したことを活用し探 
究する学習指導の在り方 
について、指導案を基に学 
ぶことができます。 

共有できる！ 

中学校の教科会や小学 
校の学年研究会などで、学 
習指導方法のポイントについ 
て共有することができます。 

連携できる！ 

小中一貫カリキュラムの導入 
に向けて、小中学校合同の研究 
会などで、連携の在り方につい 
て互いに学ぶことができます。 

よこはまカリキュ 
ラム実践資料が見 
られます。 

Ｙ・ＹＮＥＴの関連サイト 
とリンクしています。 

充実した学習指導案 
が見られます。 

本年度の横浜市教育課題研究委員会では、 「習得」「活用」「探究」をキーワードに、義務教育９年間の各教 

科の学習の滑らかな接続の在り方を探りながら、小中学校研究委員の協働による実践的な研究を進めてまい 

りました。研究成果をまとめたＣＤ（配付済み）には、 「しっかり教え、しっかり引き出す指導」の具現化を 

図った全教科等の授業実践が収録されております。是非、本実践事例集を積極的に御活用ください。 

ＣＤのトップページ 

ＣＤの活用例 

平成 19 年度 

ハマ・アップデータ 

ハマ・アップの利用 
者数も昨年以上に増 
え、益々充実してまい 
りました。 

推薦指導案 
最新の 

教育関係図書 
授業づくり講座 
出前授業づくり講座 授業づくり相談 

主に小中学 
校の各教科等 
の優れた指導 
案を、約 500 
点そろえてあ 
ります。 

特別支援教育、 
人権教育関連 
をはじめ、最新 
図書を４３０ 
冊追加しまし 
た。 

前期 30 講座、 
後期 36 講座を 
開催し、1,600 
名以上の方が受 
講されました。 

学習指導案の検 
討や日常の授業 
づくりなどにつ 
いて、約 500 名 
が相談に来られ 
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


