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平成２０年９月１１日（木） 

学校の教育課程運営・改善のために                    ２００８ ＮＯ．３ （通巻７９号） 

回覧・掲示用 

○内容が明確であり、示唆が分かりやすく納得できる内容でした。ここ２年間で述べられた内容の読み込みをや

り直すことで教育課程策定に十分に取り組める気持ちになりました。 
○校長のリーダーシップのもと、組織的に教育課程の全体計画の作成、教育課程の編成を急がなくてはなりませ

ん。先を見通して現状を分析し、明確にしていくよい機会になります。子どもがより良く成長し、学校がより

良くなるように、組織的に取り組んでいきたいと思います。 
○ワーキンググループの主張は、テンポがよく、根拠となるデータも示され、今後の課題も明確化されていてと

ても分かりやすかったです。カリキュラムマネジメントの大切さを再確認しました。その意識を学校内で共有

していくことをベースに伝えていこうと思います。全体計画の作り方の説明がとても分かりやすかったです。

授業日数、時数の確保について今後検討する必要性を感じました。 
○子ども版は、「活用」に重点が置かれすぎると発行の目的がぶれてしまうような気がします。あくまで「理解」。

本校では「子ども版」が出たら保護者説明会をしようか、というアイデアもあります。 
○いつも子どもの目に触れ、時に応じて学級での話題に挙げられるような工夫ができればと思います。ポスター

のようなものと手元に持っていられるものと 2 つあるといいと思います。

の編成・運営に際する課題と解決

方法についての提案を、第３ワー

キングは「横浜版学習指導要領」

で示された内容や方法の保護

者・市民及び児童生徒への周知及

び理解に関する方法についての

提案をしました。 
全体統括 

変革期をカリキュラムマネジ

メントで乗り越えること、教職員

の元気を引き出すこと、カリキュ

ラムマネジメントのプロセスを

保護者や地域に発信することを

北村委員と外部委員の加藤委員

（午前）、中西委員と外部委員の

原委員（午後）がまとめました。

研究協議会（総則）参加者の声･･･ 

国の中央説明会の伝達 
学習指導要領改訂の基本的な

考え方、小中一貫カリキュラム、

授業時数・授業日数の確保等を説

明しました。 

 ワーキンググループからの提案 
第 1 ワーキングは、「横浜教育ビ

ジョン」「横浜版学習指導要領」

に基づく学校教育目標の見直し、

全体計画の作成や平成 20 年度後

半からの学校経営の具体につい

ての提案を、第２ワーキングは、

小中一貫カリキュラム導入まで

の市立学校の具体的な取組・連

携、協働、接続に向けた具体的な 

推進方法、小中一貫カリキュラム 

教育課程研究委員会研究協議会
～ ８月１７日 関内ホール ～ 教科等専門部会の 

参加実数 
※会場の都合で申込制限のあった

教科もあります。 

研究協議会 参加人数 

総  則 １,１６０ 

国  語 ９８３ 

社  会 ８６６ 

算数、数学 １,０１２ 

理  科 ８５２ 

英語、外国語 ８３７ 

生  活  ６５０ 

音  楽  ７２９ 

図画工作、美術 ７７９ 

家庭、技術・家庭 ６６５ 

体育、保健体育 １,０７１ 

道  徳 ６７８ 

特別活動 ７００ 

総合的な学習  ５８０ 

個別支援 ９１８ 

特別支援学校  ３８４ 

通級指導  １０９ 

合  計 １２,９７３ 



２

                    

 
 

「小中一貫教育」 推進に向けた取組について 

 

 

 
 

■ ４月２８日（月）１５時～１７時 「小中一貫教育推進説明会」 ＜教文ホール＞ 

■ ７月 ９日（水）１５時３０分～１７時 協議会 ＜教文センター研修室＞ 
    ○ 研究計画に基づく実践成果等のグループ協議 （※下記参照） 

■ １１月１１日（火）１５時～１７時 「小中一貫教育フォーラム」 ＜教文ホール＞ 

    ○ 市立全小中学校に呼びかけて開催  ○ 小中一貫教育の成果や可能性を発信 

■ １月２４日（土）「教育フェステｲバル」＜教育文化センターほか＞ 

○ 発信、研究成果・方向性の説明 

 

■ ２月２６日（木） 「小中一貫教育実践推進校 実践研究報告会」 ＜鶴見公会堂＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小中一貫教育実践推進校の取組を紹介します 

「小中一貫教育実践推進校」の取組 

小中一貫教育実践推進校＜２８ブロック・８５校＞の取組 年間計画 

会場 教育センター５階、地下研修室 

○ 本年度、「横浜教育ビジョン」で示された“横浜の子ども”の実

現を目指し、義務教育９年間の連続性のある教育を推進するた

めに、小中学校の教職員が連携・協働して、小中一貫カリキュ

ラムの導入・実施に向けた実践研究に取り組むために「小中一

貫教育推進ブロック」を設置しました。 

○ ブロック内の「小中一貫教育実践推進校」での実践研究の取

組成果を市立学校に広め、本市の小中一貫教育の推進に役立て

ます。 

研究テーマに基づくグループ別協議 

○ 各推進校の取組を紹介し合い、これまでの成果と課題の共有し、今後の方向性を確認しまし

た。具体的な取組を進める中で、これまでの小中交流・連携を越えた成果が報告されました。

○ 研究テーマが同じブロックで、①成果及び課題提示、②課題解決への取組、③今後の方向性

の確認、④指導主事による支援を行いました。 

○ 連携が進んでいるブロック、手探り状態からスタートしたブロックなど、それぞれの実態に

即した取組を共通理解して、各ブロックが今後の実践の見通しをもちました。（詳細次頁） 

実践成果と課題を確認する協議会を開催しました！ 

小中一貫教育実践推進校協議会（７月９日） 

課題解決の方向性を共有へ向け

て、熱心に議論が行われました。 
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■ 研究テーマに基づくグループと協議の柱 

グループ別研究テーマ  

 【 中学校ブロック名と校数 】 
協議の柱・主な意見 

児童・生徒指導の連携 ① 

（教職員交流と連携） 

東野・中田・秋葉・小田   ＜１３校＞ 

■ 中学校の生徒指導の視点から見た小学校の児童指

導の必要性 

・ 中学校ブロック内の小学校同士の連携を図る必要 

・ 授業交流等、情報交換の日常化 

児童・生徒指導の連携 ② 

（人権教育の推進） 

田奈・鴨志田・富士見・庄戸 

  ＜１２校＞ 

■ 学区域やブロックの特性に配慮した取組を展開す

る必要性 

・ 人格形成のプログラムづくりとその在り方 

・ 連携する校数が多いブロックでの小中間の連携内容の

統一や日程調整の難しさに課題 

児童・生徒指導の連携 ③ 

（中１ギャップの解消） 

平楽・鶴見・希望が丘・茅ヶ崎 

  ＜１７校＞ 

■ 観の共有化に向けての教職員の交流、日常の情報

交換の必要性 

・ 小中共通の行事カレンダーの作成 

・ 連携する校数が多いブロックでの小中間の連携内容の

統一や日程調整の難しさに課題 

職員の連携 ①   

（教育課程の理解） 

中山・洋光台第二・霧が丘・吉田    

＜１１校＞ 

■ 指導観の共有を目指した取組の必要性 

・ 非常勤講師の配当で、数学・英語の教師が小学校に指導

に出かけることの日常化 

・ 小中学校共同での教育課程の勉強会開催 

・ 授業交流を軌道に乗せる日課表の在り方検討 

職員の連携 ②  

（小中一貫英語教育推進） 

西金沢・西・矢向・上郷・境木  

＜１３校＞ 

■ 小学校・英語活動、中学校・英語教育の交流のた

めの様々なスタイルでの取組促進 

・ 小中合同での教科研究会や小中一貫カリキュラム作成 

・ 人的な配置や人材活用の在り方と課題 

・ 小中一貫教育の目指す方向性の明確化 

学習指導を通した子ども観の共有 

末吉・美しが丘・並木・永田   

＜１１校＞ 

■ 学校教育目標を含め、「目指す子どもの姿」を共有

する必要性 

・ 小中一貫教育で何を目指していくのか。目指す方向性を

明確にしていく必要がある。授業を通しての教職員連携

の在り方 

地域連携を通した職員の交流 

新羽・野庭・菅田  ＜８校＞ 

■ 地域の教育力の活用の充実 

・ 学家地連の共同開催、中学校ブロックでのおやじの会立

ち上げ等、地域との関わりの充実。 

例）・防犯訓練地域プログラムの中に、小中学生用プログラ

ムを導入し、共同参加 

・町内会・おやじの会・地区懇談会等、様々な場で小中

一貫の取組を連動 

■ 今後の学校支援へ向けた取組 

○ 実践校間、ブロック間の交流促進、情報交換の充実に向けた支援  

 ・ 非常勤講師の勤務体制の検討 
・ 小中一貫推進費等の予算面の拡充 

 ・ 小中一貫カリキュムの共同編成へ向けた支援 
 

 

 

小中一貫教育実践推進校の取組を紹介します

「小中一貫教育実践推進校」の取組については、 

「よこはまカリキュラム情報」での実践紹介、Ｙ・Ｙネットの「横浜の小中一貫教育の推進コーナー」等で、市立

学校に向けて積極的に情報発信をしていきます。 
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方面別展開をめざしている授業改善支援センターの第1弾として、｢北部

授業改善支援センター（北部ﾊﾏ･ｱｯﾌﾟ）｣が 8月 27日（水）にＯＰＥＮいた

しました。午前11時から、北部4区の校長先生方をご来賓としてお招きし、

教育長参加のもと、オープンセレモニーが行われました。 

また、オープンを記念して、「北部ﾊﾏｱｯﾌﾟ OPEN 記念 授業づくり講座」

を5講座（27日～30日）開催し、延べ135名もの先生方が受講されました。

西部、南部についても年内の開設を予定しています。 

←オープニングのテープカット（田村教育長、丸山教育次長、下中村校長） 

オープニング記念「授業づくり講座」 ① 8/27（水） 15:30～17:00             参加者 ６１名 

「小学校特別活動研修 特別活動を通しての人間関係づくり」 
講師 勝木 茂 （小中学校教育課 首席指導主事）

教師と子どもたちとの信頼関係づくりはどうあったらよいのか？特別活動の指導方法を学びました。 

■受講者感想（一部抜粋） 

・明日から始まる授業やクラスの作り方についてとても勉強になりました。子どもそして保護者との信頼関係が崩

れてはいけないと、少し悩んでいるところだったので、今日の話を糧にできることを少しずつやりたいと思いま

す

オープニング記念「授業づくり講座」 ② 8/28（木） 14:00～16:00             参加者 ３０名 

これでばっちり！ 『横浜の時間』の単元づくり  
講師 相澤 昭宏（小中学校教育課 指導主事）尾上伸一 （授業改善支援課 指導主事）

 『横浜の時間』のよさを知り、その単元づくりの基本をしっかりと学び、『横浜の時間』を徹底分析しました。 

オープニング記念「授業づくり講座」 ③ 8/29（金） 16:30～18:30             参加者 １０名 

「理科におけるしっかり教え、しっかり引き出す指導 ～実験を通して考える～」 
講師 三宅一彦 （小中学校教育課 主任指導主事） 宮城 篤（小中学校教育課 指導主事）

探究の中心となる問題解決学習の在り方を「てこ」「圧力・浮力」の実験を通して学びました。 

■受講者感想（一部抜粋） 
・子どもがもった疑問や興味を解決するために器具や技能を効果的にあたえることが大切だと感じました。科

学に興味をもてるような工夫をしたいと思いました。実験を実際に行ったりして楽しかったです。

オープニング記念「授業づくり講座」 ④ 8/30（土） 10:00～12:00             参加者 １２名 

「『横浜版学習指導要領』って何？ ～ねらいから活用までを丁寧に解説！～」 
講師 根岸久明 （授業改善支援課 主任指導主事） 梅田 巌（授業改善支援課 指導主事）

「横浜版学習指導要領」のイロハから学びました。入門講座として講評でした。 
■受講者感想（一部抜粋） 
・冊子を読むだけでは分からないことだらけでしたが、今回参加して本当によかったと思います。北部ハマ・
アップのオープンも後輩たちに宣伝し、私自身も、もっと利用して学校生活に積極的に生かしたいです。 

オープニング記念「授業づくり講座」 ⑤ 8/30（土） 13:00～15:00             参加者 ２２名 

「ＹＩＣＡ（小学校英語） スタートアップ講座 ～ＹＩＣＡ入門！～」 
講師 高橋秀吉 本田耕平 （授業改善支援課 指導主事）

来年度から本格実施のＹＩＣＡを初歩からしっかりと学びました。実際の授業の進め方を楽しく学びました。  

■受講者感想（一部抜粋） 

・とても参考になり分かりやすかったです。モヤモヤとした疑問がすっきりと解決しました。今までより近

くなので、また北部ハマ・アップを利用したいです！ 

北部授業改善センター 

所在地；都筑区中川中央 

1-28-11 平本ビル4F

ｱｸｾｽ：センター北駅徒歩3分

TEL：０４５-９１３-７９６１

FAX：０４５-９１３-７９６２

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２０３００５号 類別・分類 Ｃ－ＭＥ２８０



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


