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〈午前の部〉受付 ８：４５  開会  ９：３０ 

〈午後の部〉受付１３：００ 開会１３：１５ 
総則 
18 日（月） 

関内ホール  ＪＲ関内駅徒歩５分 

①文部科学省中央説明会（総則）内容説明 
②横浜版学習指導要領・概要説明（全体計画の作成、小中一貫

カリキュラム、学習指導要領子ども版策定、保護者版活用） 
〈午前の部〉受付 ９：００ 開会 ９：３０ 
〈午後の部〉受付１３：３０ 開会１４：００ 

国語科 
22 日（金） 

鶴見会館 京急鶴見徒歩 7 分／ＪＲ鶴見徒歩 9 分

①文部科学省中央説明会（国語科）内容説明 
②横浜版学習指導要領（国語科）概要説明 
③シンポジウム「これからの国語科教育（仮題）」 

〈午前の部〉受付 ９：１５ 開会 ９：３０ 
〈午後の部〉受付１３：３０ 開会１４：００ 

社会科 
19 日（火） 

教育文化センターホール  ＪＲ／関内駅徒歩１分

①文部科学省中央説明会（社会科）内容説明 
②横浜版学習指導要領「社会科編」概要説明 
③講演『新学習指導要領と社会科学習』 

〈午前の部〉受付 ９：２５ 開会 ９：４５ 
〈午後の部〉受付１３：１０ 開会１３：３０ 

算数科   
数学科 
20 日（水） 神奈川県立音楽堂  JR 桜木駅徒歩 10 分 

①文部科学省中央説明会（算数科数学科）内容説明 
②横浜版学習指導要領「算数科数学科編」概要説明 
③講演「算数・数学で育てる活用する力」 

〈午前の部〉受付 ９：１５ 開会 ９：３０ 
〈午後の部〉受付１３：３０ 開会１３：４５ 

理科 
19 日（火） 

磯子公会堂  総合庁舎内、ＪＲ磯子駅徒歩５分 

①文部科学省中央説明会(理科)内容②横浜版学習指導要領

｢理科編｣概要③義務教育７年間の理科で身に付ける力④

｢補充･基礎･発展｣指導内容･指導方法の具体例 
〈午前のみ〉受付 ９：００ 開会  ９：２０生活科 

21 日（木） 磯子公会堂 総合庁舎内、ＪＲ磯子駅徒歩５分 
①文部科学省中央説明会（生活科）内容説明 
②横浜版学習指導要領「生活科編」概要説明 

〈午前の部〉受付 ９：１０ 開会  ９：３０

〈午後の部〉受付１３：３０ 開会 １３：５０

音楽科 
20 日（水） 

磯子公会堂  総合庁舎内、ＪＲ磯子駅徒歩５分 

①文部科学省中央説明会（音楽科）内容説明 
②横浜版学習指導要領「音楽科編」概要説明 
③本市重点的課題と音楽科指導 

〈午前の部〉受付 ９：００  開会 ９：３０ 
〈午後の部〉受付１３：３０ 開会１４：００ 

図画工作科 
美術科 
25 日（月） 教育文化センターホール   ＪＲ関内駅徒歩１分 

①文部科学省中央説明会(図工 美術)内容説明②横浜版学習

指導要領「図工 美術」概要説明③講演｢これからの図画工

作科･美術科の授業づくり｣ 

 

〈午前の部〉受付 ９：００ 開会 ９：３０ 
〈午後の部〉受付１３：００ 開会１３：３０ 

 体育科   
保健体育科 
19 日（火） 鶴見会館  京急鶴見徒歩 7 分／ＪＲ鶴見徒歩 9 分

①基調講演『これからの体育科・保健体育科の方向性』（仮）』

②文部科学省中央説明会（体育科 保健体育科）内容説明

③横浜版学習指導要領「体育科 保健体育科編」概要説明

〈午前の部〉受付 ９：１５ 開会 ９：３０ 
〈午後の部〉受付１３：４５ 開会１４：００ 

家庭科 
技術・家庭科 
21 日（木） 神奈川公会堂   ＪＲ東神奈川駅徒歩４分 

①文部科学省中央説明会（家庭科 技術・家庭科）内容説明

②しっかり教え、しっかり引き出す指導③９年間で身につ

ける力④補充、基礎、発展的指導内容・方法 
〈午前の部〉受付 ９：２０ 開会 ９：４５ 
〈午後の部〉受付１３：４５ 開会１４：１５ 

ＹＩＣＡ 
外国語 
25 日（月） 西公会堂 横浜駅徒歩 10 分／相鉄平沼橋徒歩８分

①文部科学省中央説明会（外国語活動 外国語）内容説明

②横浜版学習指導要領「YICA 外国語科編」概要説明 
③パネルディスカッション「小中一貫英語教育の方向性」

〈午前の部〉受付 ９：１５ 開会 ９：３０ 
〈午後の部〉受付１３：００ 開会１３：３０ 

道徳 
22 日（金） 

教育文化センターホール   ＪＲ関内駅徒歩１分 

①文部科学省中央説明会（道徳）内容説明 
②横浜版学習指導要領「道徳編」概要説明 
③「しっかり教え、しっかり引き出す指導」 

〈午前の部〉受付 ９：００ 開会 ９：２０ 
〈午後の部〉受付１３：００ 開会１３：２０ 

特別活動 
20 日（水） 

教育文化センターホール  ＪＲ関内駅徒歩１分 

①文部科学省中央説明会（特別活動）内容説明 
②横浜版学習指導要領「特別活動編」概要説明 
③シンポジウム「子どもの学校生活はどう変わるか」 

〈午前の部〉受付 ９：１５ 開会 ９：３０ 
〈午後の部〉受付１３：３０ 開会１３：４５ 

総合的な学

習の時間 
21 日（木） 教育文化センターホール  ＪＲ関内駅徒歩１分 

①文部科学省中央説明会（総合的な学習の時間）内容説明

②「しっかり教え、しっかり引き出す指導」③横浜版学習

指導要領「横浜の時間」概要説明④指導モデル 
〈午前のみ〉受付 ９：１５ 開会 ９：３０ 通級指導教室 

19 日（火） 横浜市養護教育総合センター 相鉄和田町徒歩７分 
①横浜版学習指導要領総則 
②教科等編の基本的な考え方 

〈午前の部〉受付 ９：３０ 開会１０：００ 
〈午後の部〉受付１３：３０ 開会１４：００ 

個別支援学

級 
22 日（金） 神奈川公会堂    ＪＲ東神奈川駅徒歩５分 

①学習内容段階表（案）について 
②学習内容段階表を活用した具体的事例 
 

〈午後のみ〉受付１３：００ 開会１３：３０ 特別支援学校 
20 日（水） 神奈川公会堂    ＪＲ東神奈川徒歩５分 

①文部科学省中央説明会（特別支援学校学習指導要領）内

容説明②横浜版学習指導要領「特別支援学校編」概要説明

③教育課程の改善にむけて 

平成２０年７月１１日（金）

学校の教育課程運営・改善のために                    ２００８ ＮＯ．２  （通巻７８号）

回覧・掲示用 
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平成２０年度 前期 「授業づくり講座」 始まる！ 

「しっかり教え、しっかり引き出す指導」を具体化する「授業づくり」講座が 
スタートしました！  「授業づくり」への「参加型講座」が大好評です！ 

～前期３３講座で 合計５６時間、参加予定者 約５００人！～ 
 

「横浜版学習指導要領」で示された「しっかり教え、しっかり引き出す指導」の具体的な指導方法

を示し、分かる・魅力ある授業づくりを目指す教師を支援する「授業づくり」講座が始まりました。

7 月 3 日（１８時３０分～２０時）に教育センターで行われた「家庭科」『横浜の時間』の 2 講座

を皮切りに、前期３３講座で合計５６時間が予定され、教師が授業づくりのノウハウを実体験しな

がら授業力を向上させていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

講座番号２ 『横浜の時間』      講師：相澤指導主事（小中課） 受講者 ２７名 

テーマ：『横浜の時間』単元づくりのアプローチ １・２・３ 

■ 横浜教育ビジョンに示された「公」と「開」の子どもの姿（豊かに人とかかわり、社

会に貢献する姿）を具現化するために、行動性を高め市民力を育む『横浜の時間』の

取組の在り方を具体的な事例をもとに研修しました。『横浜の時間』は、「総合的な学

習の時間」を核として、道徳・特活・教科等 

関連づけながら学習する横浜らしい取組です。 

■ 講座内容 

○ 学習指導要領解説編で示された 

「総合的な学習の時間」の動向の解説 

○ 『横浜の時間』プログラムの具体の紹介 

○ 教科学習や行事と関連したプログラムを考える 

○ プログラムをグループで協議 

＊感想 

 ・他校の先生と情報交換できてよかったです。身近な教材か 

  ら単元づくりを考えることができて参考になりました。 

 ・総合の核心部分を改めて教えていただきました。 

 ・日々の授業に困っていたので大変参考になりました。 

実際のプラン作成 
熱心に検討中！ 

講座番号１ 『家庭科』   講師：斉藤教育顧問、清水優秀教員、小田指導主事（研研課）  受講者 １７名 

テーマ：魅力ある授業、初めの一歩 経験の少ない先生方も自信をもって！ 

■ 「しっかり教え、しっかり引き出す指導」を、家庭科の授業を通して研修しました。

家庭科の授業を経験の浅い教師にも分かりやすく、体験を取り入れての実習研修となり

ました。実際の調理を実習室で行い、受講者たちは真剣な眼差しで学んでいました。 

■ 講座内容 

○ 「横浜版学習指導要領」で示す方向の解説 

○ 「いためる調理」に関する単元紹介 

○ 実際の調理実習 

○ 課題をグループで協議 

＊感想 

 ・今までの授業の作り方を見直すきっかけになりました。 

 ・実践的でよかったです。今後も相談にのってほしい。 

 ・子どもの体験の回数を増やすことの重要性を改めて確認しました。 

 ・新しいカリキュラムの作成方法が分かりました。 

実習のポイントを 
横浜優秀教員がレ
クチャーしました。
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横浜の教師の授業力向上を支援します！ 

 
○ 「授業づくり講座」「出前授業づくり講座」は魅力ある・わかる授業づくりを求める教師を支援するために、

指導主事、教育顧問、横浜優秀教員等を講師に開設しています。 

・ 「授業づくり講座」は、主に教育センター研修室にて実施。 

・ 「出前授業づくり講座」は講座内容により、各方面別に学校を会場として実施。 

○ 「授業づくり相談」は魅力ある・わかる授業づくりや単元づくりを求める教師を支援するため、指導主事や

教育顧問等による「ハマ・アップ授業づくり相談」を実施します。 

・ 個人はもとより、グループ等の相談に対しても実施しています。 

○ 受講ご希望の方は、講座番号と講座名、希望者の学校名と氏名をご記入の上、ＦＡＸでお申し込みください。 

（ ＦＡＸ番号 ６６３-0152 お問い合わせは、671-3733 横浜市教育委員会教育センター授業改善支援

課 ） 

番号 月日（曜） 時　間 会　場 教科等 内　容 講　師

1 ７月　２日（水） １８：３０～２０：００ ５０６研修室 家庭科 家庭科の授業づくり　“魅力ある授業、はじめの一歩” 教育顧問 斎藤憲子 他

2 ７月　２日（水） １８：３０～２０：００ ５０７研修室 横浜の時間 「横浜の時間」における習得・活用・探究 相澤昭宏　他

3 ７月　８日（火） １８：３０～２０：００ ５０７研修室 図工・美術 独立した鑑賞の授業づくり
藤代守　　長澤博昭
松原雅俊

4 ７月　８日（火） １８：３０～２０：００ ５０６研修室 生活科 生活科の授業づくりと子どもの育ち 原南実子　堀江邦子

5 ７月１１日（金） １８：３０～２０：００ 語学研修室 生活科 生活科の授業づくりと子どもの育ち 原南実子　堀江邦子

6 ７月１２日（土） 　９：３０～１２：００ 地下研修室 特活 初任者限定！学級づくりの基礎・基本（小学校編） 勝木　茂

7 ７月１６日（水） １８：３０～２０：００ ５０７研修室 特活 横浜の特別活動で指導すること 持丸隆一

8 ７月１６日（水） １８：３０～２０：００ ５０６研修室 特別支援 個別の教育支援計画を基盤とした授業づくり 荻原規彦

9 ７月１６日（水） １８：３０～２０：００ ５０５研修室 算数 しっかり教え、しっかり引き出す指導 久保田節子　南部礼子

10 ７月１８日（金） １８：３０～２０：００ ５０７研修室 理科 魅力ある、わかる理科授業「しっかり教え、しっかり引き出す指導」 三宅一彦　宮城篤

11 ７月１８日（金） １８：３０～２０：００ ５０５研修室 YICA 横浜版学習指導要領に基づいたYICAの実際（第１回） 鈴木薫　高橋秀吉　他

12 ７月２５日（金） １８：３０～２０：００ ５０７研修室 理科 観察、実験の基礎・基本（実験編）～楽しく分かる理科授業～ 伊藤雅代

13 ７月２９日（火） １８：３０～２０：００ ５０７研修室 理科 観察、実験の基礎・基本（観察編）～楽しく分かる理科授業～ 伊藤雅代

14 ７月３０日（水） １８：３０～２０：００ ５０７研修室 特別活動 子どもが、明日も来たい学級づくり 新美 美由子

15 ８月　５日（火） １５：３０～１７：００ 音楽研修室 音楽 和楽器を用いた音楽学習：篠笛を吹こう！～はじめの１歩～ 高橋実

16 ８月　６日（水） １０：３０～１２：００ 音楽研修室 音楽 低学年の音楽学習～楽しい活動で音楽大好き～ 戸塚浩恵

17 ８月２５日（月） １８：３０～２０：００ ５０７研修室 数学 しっかり教え、しっかり引き出す指導 （初任者対象） 増田昌浩

18 ８月２６日（火） １８：３０～２０：００ ５０５研修室 道徳 魅力ある、分かる「道徳の時間」授業づくり「基礎編」
齋藤孝　根岸久明
三浦康子

19 ８月２９日（金） １０：００～１２：００ 語学研修室 中学校英語 横浜における小中一貫英語教育（第１回） 高橋秀吉　他

20 ８月２９日（金） １３：３０～１６：００ ５０７研修室 YICA 横浜版学習指導要領に基づいたYICAの実際（第２回） 高橋秀吉　他

21 ７月２８日（月） 　９：００～１７：００
港北区社会
福祉協議会

横浜の時間
福祉教育の授業づくり 　　午前；活動ホーム等の見学、午後；福祉教育
の授業づくりワークショップ

桜美林大学
谷内孝行

22 ８月　１日（金） 　９：００～１７：００
環境エネル
ギー館

横浜の時間
環境教育（エネルギー）の授業づくり　　午前；エネルギー館見学とイン
タープリター体験、午後　環境教育ワークショップ

環境エネルギー館
嶋野弥名子

23 ８月　６日（水） 　９：００～１７：００
情報文化セン
ター

横浜の時間
情報教育（ＮＩＥ）の授業づくり 　　　午前；新聞博物館施設見学と講義
午後；新聞を活用したプログラムづくり

ＮＩＥ本部長
吉澤正一

24 ８月　７日（木） 　９：００～１７：００
横浜自然観
察の森

横浜の時間
環境教育（自然）の授業づくり 　　　　午前；自然観察の森フィールドワー
ク　　午後；材を生かした教材づくり

横浜自然観察の森
尾崎理恵　渡邊初恵

25 ８月　７日（木） 　９：００～１７：００
横浜若者サ
ポートステー
ション

横浜の時間
キャリア教育の授業づくり 　　　　午前；若者サポートステーション見学と
講義　午後；企業と連携したキャリア教育ワークショップ

未定

26 ８月　７日（木） 　９：００～１７：００
西谷協力農
家

横浜の時間
食教育の授業づくり　　　　午前；畑見学・収穫体験・食べ比べ　　午後；
農家と連携した食教育プログラム開発

農業
苅部博之

27 ８月２８日（木） 　９：００～１７：００ ＪＩＣＡ横浜 横浜の時間
国際教育の授業づくり
午前；移住資料館見学　　午後；開発教育ワークショップ

かながわ開発教育　事務
局長　　木下理仁

28 ７月３１日（火） １３：３０～１７：００ ワークピア横浜 横浜の時間 みんなで創る　「横浜の時間」 金子正人 他

29 ８月２６日（火） １５：００～１７：００ 戸部小学校 横浜の時間 「横浜の時間」を学校の特色に 尾上伸一

30 ８月２６日（火） １４：００～１６：００ 末吉小学校 算数
しっかり教え、しっかり引き出す指導
　第１回　活用型授業づくり　その１　活用の目的、対象、方法

斉藤一弥

31 ８月２７日（水） １４：００～１６：００ 瀬谷小学校 算数
しっかり教え、しっかり引き出す指導
　第２回　活用型授業づくり　その２　習得との関連

斉藤一弥

32 ８月２８日（木） １０：００～１２：００ 本郷台小学校 算数
しっかり教え、しっかり引き出す指導
　第３回　活用型授業づくり　その３　活用の文脈

斉藤一弥

33 ８月２９日（金） １４：００～１６：００
釜利谷東小学
校 算数

しっかり教え、しっかり引き出す指導
　第４回　活用型授業づくり　まとめ

斉藤一弥



４

 

   野庭中学校・野庭すずかけ小学校 

小学校の再編・統合で、今年度より１中学校－１小学校の関係となった野庭中学校ブロックでは、

昨年度より、計画的に小中連携の取組を進めてきています。「児童生徒指導の充実を目指し、より

効果的な小中連携・協働の在り方を探る」ことをブロックの研究主題として、「地域も含めて、小

中学校教職員相互の“顔が見える”関係づくりが進み、“一人の児童・生徒”を大切に、共に育て

る機運とシステムを創り上げる」ことを目指して、取組が展開されています。 

 
  

野庭中学校ブロックの取組は、月に一度開かれる「小中連

絡会」で練り上げられています。 
○ 参加者 ： 校長・副校長・教務主任・生徒指導専任・

一貫教育担当（すずかけ小学校）・他に、月毎の取組の担

当者や該当者（例）文化祭担当者・初任者など 
○ 議 題 ： ６月の小中連絡会の議題を例示します 

 

小中一貫教育の計画を練り上げる小中連絡会 ５月１９日（月）に行われた授業参観

後の研修会・職員レク＆懇話会の様子

小中学校教職員の顔が見える関係づくりを

目指している野庭中学校ブロックでは、教職

員の交流にも、様々な工夫を取り入れていま

す。５月１９日（月）の懇話会では、体育館

に小中の教職員が集い、アイスブレークのレ

クを行ったあと、参観した野庭中学校の授業

を通して、小中一貫の取組について、熱心に

語られていました。 

■６月１３日（金）１６時～ 野庭すずかけ小校長室 
■議題① ： 参加者自己紹介 
 議題② ： ６月、７月の小中一貫行事の確認 
    ・給食交流・授業交流・朝会講話（小学校で中

学校長が中学校で小学校長が講話）・体育祭

での共同種目・小中連携地域活動（Ｇ３０の

取組）・学家地連  以上について 
 議題③ ： 小中一貫行事の内容検討 
  ◇野庭中体育祭への小学校児童の参加の仕方 
  ◇１０月文化祭への５・６年生の参加の仕方 
  ◇算数・数学の授業交流の在り方について 
  ◇初任者交流（中学校初任者が、小学校授業に入る） 
  ◇学家地連（まち懇と総会・地区懇談会） 
  ◇専任会モデルプラン作成 
 議題④ ： 情報交換と今後の取組の連絡・確認 
  ◇おやじ・おふくろの会 開催について 
  ◇夏の親睦会について（ソフトバレーボール大会）

  ◇人権講演会について 
   

小学校（６年生）が、中学校に行き、担任の

先生と中学校の数学の先生から教わる合同

授業  ＜平成２０年３月より開始＞ 

 

 
小中連絡会の議題の中心として、話し合われているのが、

授業交流と児童・生徒交流の取組についてです。 
○授業交流  
◇中学校教員が小学校で授業を行う交流授業 
◇中学校に小学生が出向いて授業を受ける合同授業等、連

絡会で内容の調整をしながら進めます。 
○児童・生徒交流  
◇小中連携の地域活動（中１・２年生が、小学校の全学年と連携

してＧ３０の取組を実践する） 
 ◇体育祭・文化祭への小学生の参加 
 ◇中学生が小学校に行き、授業の補助をする職業体験学習

 ◇定期的に実施している給食交流 等 

取組の核となる授業交流と児童・生徒交流 

 野庭中学校ブロックでは、算数・数学で

の接続を糸口に、小中一貫カリキュラムの

導入・実施に向けて、授業研究、授業交流

の取組を推進しています。中学校の教師が

小学校に出向いて授業をする授業交流と小

学生が中学校に、中学生が小学校に出向い

て授業や行事に参加する取組のバランスを

考え、実践しています。 
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