
 

 既に、多くの教科で授業実践を行ってきて 

います。どの教科等においても「活用」に視 

点をあてた授業には、児童や生徒の主体的な 

活動があることが見えてきました。 

 中学校２年生の理科に「静電気と電流」と 

いう単元があります。電流と電圧の関係を理 

解する学習です。生徒は、実験を通して得ら 

れた電流と電圧の値を、グラフに表すことでその関係を明らかにしていき

ました。グラフのよさを活用することによって視覚的に分かり易く表し、

電流と電圧の関係を理解していったのです。既習のグ

ラフの書き方を「活用」することで理解を深めること

につながったわけです。これは生徒が主体的に「活用」

した学習活動の例ですが、もちろん教師の意図的・計

画的な指導によるものであることもポイントです。 
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平成２０年１２月１１日（木）

学校の教育課程運営・改善のために                   ２００８ ＮＯ．６ （通巻８２号） 

回覧・掲示用 

研究テーマ；「しっかり教え、しっかり引き出す指導」の開発及び実践研究 

     ～活用の場面を意識した指導方法の開発～ 
新学習指導要領の総則に位置付けられた｢習得・活用・探究」の学習活動。今年度の教育課題研究委員

会はその中でも、｢活用」について研究を進めています。｢活用」を視点にした授業づくりについて各教

科等の教育課題研究委員が研究授業を通して研究を進めています。 

 

｢活用」とは、新学習指導要領総則編にあるように、｢思考力、判断力、表

現力等」の育成を図るための学習活動です。今年度の教育課題研究委員会

では、「なぜ活用するのか」「どのように活用するのか」「何を活用する

のか」の三つの視点を設定し、各教科等や単元ごとに分析し、実際の授業

づくりの研究を進めています。 

 三つの視点については、各教科等の特性や、年間の単元配列、単元計画、

学習過程を踏まえながら、効果的に指導に盛り込んでいくことが必要にな

るというのがこれまでの研究で明らかになってきました。研究は、小学校・

中学校の委員が共同で進め、授業実践を通して行っています。 

「活用」とは何ですか？

「活用」を視点にした授業づくり（中学校２年生 理科）

 

「活用」を視点にした授業はこれまでと全く異なる授業なのでしょうか。

 単元の学習の中で、子どもは「習得」した知識や技能を「活用」したり、

「活用」することを通して知識や技能を一層定着させたりしていきます。

こうして｢思考力、判断力、表現力等」を育成することをねらいとしてい

るのです。 

「活用」を視点にした授業（活用型の授業）は、これまでと全く異なる授

業ではありません。「活用」を意識することで、授業改善を目指すもので

あるのです。 

授業改善の視点 

平成２０年度（前期）　教育課題研究委員会　活動報告

授業実践

実施日

5月22日(木)

6月5日(木)

6月30日(月) 生活 下野谷小 小２

7月4日(金) 数学 泉が丘中 中１

7月15日(火) 音楽 大岡小 小６

7月16日(水) 算数 都岡小 小６

７月31日(木)

9月5日(金)

9月25日(木) 英語 下末吉小 小６

9月30日(火) 理科 中山中 中２

10月1日(水) 体育 釜利谷東小 小６

平成２０年度（後期）　教育課題研究委員会　活動内容

10月21日(火) 横浜の時間 小田中 縦割

10月22日(水) 英語 中田中 中３

10月23日(木) 特別活動 桜台小 小１

10月23日(木) 理科 高田小 小４

10月29日(水) 国語 日下小 小６

11月11日(火) 特別活動 十日市場中 中１

11月13日(木) 家庭 新鶴見小 小５

11月14日(金) 国語 生麦中 中１

11月17日(月) 道徳 南戸塚中 中３

11月17日(月) 技術 田奈中 中２

11月18日(火) 美術 港南中 中２

11月19日(水) 英語 鶴見小 小６

11月25日(火) 横浜の時間 新田小 小６

11月25日(火) 保健体育 小山台中 中１

11月26日(水) 生活 下野谷小 小２

11月26日(水) 数学 泉が丘中 中２

11月28日(金) 社会 権太坂小 小６

12月4日(木) 横浜の時間 上大岡小 小３

12月5日(金) 音楽 白幡小 小４

12月9日(火) 道徳 稲荷台小 小１

12月11日(木) 図工 日枝小 小１

12月11日(木) 算数 幸ヶ谷小 小６

12月16日(火)

12月18日(木) 横浜の時間 汐見台中 中１

1月16日(金) 音楽 新羽中 中１

2月13日(金) 全体会「今年度のまとめ」

教科 学校
校種
学年

全体会「実践報告」

全体会「今年度の方向性」

全体会「今年度の計画」

全体会「実践中間報告」

全体会「今後の実践予定報告」
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具体的目標は、「知・開」、「徳・公」、

「体」の３つの視点から「学校の願い」
を踏まえて作成しています。また、関連
する中学校「Ｉ区Ｈ中学校」「Ｋ区Ｔ中
学校」の学校教育目標を確認し、目標を
関連づけています。 

よこはまカリキュラム情報では、『学校全体計画の作成』についてシリーズでお届けいたします。「小中一貫

教育を核とした全体計画の作成」「道徳教育を核とした全体計画の作成」「横浜の時間を核にした全体計画の作

成」「特別活動を核にした全体計画の作成」の全５回を予定しています。今回はその１回目です。 

Ｓ小学校では、全体計画を、中期学校運営計画に反映させるとともに、関連する中学校との義務教育
９年間を見通した連続性の確保という共通理解に立ち、「知・徳・体・公・開」の５つの視点に基づ
いた調査結果を生かした「学校の願い」を根底に据え、作成しています。 

     子どもが、あらゆる課題に対して豊かな感性を働かせ、思いやりをもち、
創造的に考え合い、話し合う過程を大切にしていきます。そこで獲得した知識・
技能を活用し、ねばり強く最後までやり遂げられるようにしていきます。また、
人として生きることの重要性として「知」「徳」「体」「公」「開」の視点から
学習を積み上げ、できた喜びを分かち合うことを目標ししています。 

（２）具体的目標 

（１）学校教育目標 

 
   学年別等の目標は、具体目標の具現化に向け、低・中・
高学年別に設定するとともに、個別支援学級及び中学校と
の関連も重視して作成しています。例えば「知」の視点「ね
ばり強く考える」では、課題解決に向かい見通しをもって
ねばり強く取り組むことを願い、それぞれの学年の実態に
ふさわしい具体目標に設定しています。 

（３）学年別等の目標 

  
  各教科等指導の重点は、小中一貫カリキュラムに示された各教科、外国語活動、『横浜の時間』及び
特別活動の目標及び学校教育目標実現に向けて設定しています。また、道徳教育との密接な関連を図り
ながら、学校の教育活動全体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うた
め、道徳教育の重点目標を設定しています。さらに『横浜の時間』のねらいでは、各教科、外国語活動、
特別活動の関連、学校教育目標実現に向けて「問題解決の資質・能力」「主体的・創造的態度」「他者
や社会との協調・分かち合う能力」「知識・技能を活用する能力」の育成を目指し、設定しています。

（４）各教科等指導の重点 

  
   重点的課題への取組は、学校教育目標、具体目標に照らし、６つの課題に対して設定しているが、次
年度は、「豊かな心の育成」「国語力及び学習の基礎的能力の育成」「コミュニケーション能力の育成」
を重点的に取り扱うことにする。また、教育課題への取組は、重点的課題と重複するため、重点的課題
への取組の具体にと教育課題を設定している。 

重点的取組１  ｢豊かな心の育成」  
     ａ 「Ｓ小 モラル」を実施し、差別偏見のない感性・思いやりを育て、学校や郷土を愛する心情を養う。 
     ｂ 異学年、中学校等の異校種、地域交流を通して、社会のルール、マナー等を身につけ、人としてのよい生き方を身につける。

重点的取組２ 「国語力及び学習の基礎的能力の育成」  
ａ  「補充」「基礎」「発展」の指導内容を確認し、習得に向けた学力を目指す。 

     ｂ   音読タイム、読み聞かせタイムなどの時間を活用し、基礎的能力の育成を図る。 
 重点的取組３「コミュニケーション能力の育成」 
     ａ  コミュニケーション能力の育成に向け、国語、英語活動に重点を置く。 
     ｂ  伝え合う力を育成するため、小中の交流を一層図るようにする。 

（５）重点的課題の取組目標 

  
 「具体的取組」は、「重点的課題」の解決に向けて、学校がこれまで主体的に取り組み、成果を上げ
てきた活動や、今後、学校教育目標実現に向けて具体的に取り組む必要のある活動を整理統合し、設定
しています。 

（６）具体的取組の取組目標 
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平成２１年度版横浜市立Ｓ小学校 全体計画構造図
「 」スローガン 中期学校運営計画に反映

Ｆ（ｆｅｅｌｉｎｇ 思いやり） Ｔ（ｔｈｉｎｋｉｎｇ 考え合い） Ｓ（ｓｈａｒｉｎｇ 分かち合い）

国や横浜市の方針学 校 の 願 い 学 校 教 育 目 標
「知」話を正しく聞き取れる子 日本国憲法 教育基本法

豊かな感性・思いやりをもち、ねばり強く考え、できた喜びを分かち合う子に育てますねばり強く取り組める子 学校教育法 学習指導要領
分かち合える子 横浜教育ビジョン徳 知 ・ 体 公・開

「徳」自由と責任を理解する子 横浜板学習指導要領
善悪の判断ができ正直な子

「体」基本的な生活習慣が身に付

の願いいていて自立している子 具 体 目 標 地域保護者
元気な子 知」意欲的に学習する【知】【開】 「

「公」地域や自然を大切にするこ 本を読むこと①課題解決に向け、進んで取り組み、最後までやり抜くことができるようにします。
と 「徳」いじめ・暴力がない②素直に話を聞き、コミュニケーションをとおして考え合い、深め合えるようにします。
みんなの役に立つ子 こと【徳】【公】

「開」多くの人とのコミュニケー 「体」元気で病気をしない③善いこと、悪いことをきちんと判断し、責任をもって行動できるようにします。
ションを通して視野を広 こと④人や自然を大切にし、思いやりをもって進んでかかわれるようにします。
げ、考え深い子 「公」人の役に立つことを【体】

すること⑤自他の命を大切にし食生活や運動など 生活習慣に気をつけて生活できるようにします、 。
「開」誰とでもつきあえる

こと
関 連 中 学 校 の 目 標

Ｈ 中 学 校 Ｔ 中 学 校
【徳】【開】■未来を見つめ まちとともに生きる子どもたちのために 共に尊重し合い、つながりを大切にする人になる。Ｔ

【徳】 【公】【徳】■愛する心を育てます。 自らが社会の一員として、ルールやマナーを大切にする人になる。Ｍ

【知】【徳】【体】 【体】■生きる力を伸ばします。 思いやりをもち、命を大切にする人になる。０

【公】【開】 【知】■支え合う気持ちを大切にします。 課題にチャレンジし、関心をもち、視野を広げられる人になる。Ｋ

学 年 別 等 の 目 標

個別支援学級 １・２年 ３・４年 ５・６年・中学校１年

【知・開】 【知・開】 【知・開】 【知・開】
①課題解決に向かって、ねばり強く ①課題解決に向かって、ねばり強く取り組 ①進んで課題に取り組み、ねばり強く取り ①見通しをもって課題に取り組み、最後ま
取り組めるようにします。 めるようにします。 組むようにします。 でねばり強く取り組むことができるよう

②素直に人の話を聞き、コミュニケ ②素直に人の話を聞き、コミュニケーショ ②素直に人の話を聞き、コミュニケーショ にします。
ーションをとおして自分の考えが ンをとおして自分の考えがもてるように ンをとおして、ものの見方や考え方を深 ②共感をもって人の話を聞き、ものの見方
もてるようにします。 します。 め合えるようにします。 考え方を広げ、考えを深める合えるよう

にします。【徳・公】 【徳・公】 【徳・公】
③善いこと悪いことを区別し、善い ③善いこと悪いことを区別し、善いと思う ③善いこと悪いことを判断し、正しいと判 ③善いこと悪いことをきちんと判断し、責

と思うことを進んで行えるように ことを進んで行えるようにします。 断したことは勇気をもって行動できるよ 任をもって行動できるようにします。
【徳・公】します。 ④身近な地域や自然に温かい心でかかわる うにします。

④身近な地域や自然に温かい心でか ようにします。 ④人や地域、自然を大切にし、思いやりを ④社会とのつながりを大切にし、自分ので
かわるようにします。 もち、進んでかかわるようにします。 きることを考え、実践できるようにしま【体】

⑤自分や友だちの命を大切にし、進んで運 す。【体】 【体】
【体】⑤自分や友だちの命を大切にし、進 動したり、元気に生活したりできるよう ⑤自他の命を大切にし、運動する習慣を身

んで運動したり、元気に生活した にします。 に付け 元気に生活できるようにします ⑤自他の命を尊重し、食生活に気を付け、、 。
りできるようにします。 健康な生活ができるようにします。

各教科等 指導の重点 ～ 小中一貫カリキュラムを通して ～

道徳教育の重点目標 と 各教科等の指導の重点

（ ） 。（ ） 、 、 。１ 自己を見つめ希望と夢をもってより高い目標の実現を目指し努力しようとする ２ 思いやり謙虚な心をもち 互いに信頼し合って 協力し助けようとする
（３）生きることを喜び、自他の生命を尊重しようとする （４） 公共心や公徳心を養い、進んで働き、よりよい社会を築こうとする。。

国 語 社 会 算 数 理 科 生 活 音 楽 図画工作 家 庭 体 育 道徳の時間 特別活動 英語活動

自己の考えを 情報の収集・ 自ら進んで問 問題解決の能 具体的な活動 音楽の楽し 創造活動の基 生 活 を 見 つ 心と体を一 自分のよさ 集団活動を 英語に慣れ
豊かにし～ 活用・伝え合 題解決に取り 力、自然を愛 や体験を通し さ美しさを 礎的な能力を め、家族の一 体としてと を知り、友だ 通して心身 親しみ主体

う活動を通し 組み～ する～ て～ 感じ取り～ 育て～ 員として～ らえ～ ち自然との関 の調和の取 的にコミュ
て～ わりの中で問 れた発達個 ニケーショ

題に気付き、 性の慎重を ンを図ろう
高い価値を追 図り、集団 とする。平成２１年３月に示される「横浜版学習指導要領教科等編」をもとに、小中一貫教育を踏まえた
究しようとす の一員とし記載にする。
る。 ての自覚～

横浜の時間「 Ｓ小 タイム」のねらい

（１）問題を解決する資質や能力を育てます （２）主体的に学ぶ創造的な態度を育てます （３）他者や社会との協調・分かち重点的課題 。 。
教育課題屁の取組 合う能力を育てます （４）探究的な活動を通して、知識・技能を学習や生活において活用できるようにします。。

＜重点２＞ ＜重点３＞＜重点１＞
豊かな心の育成 ◇健康でたくましい体 ◇国語力及び学習の ◇コミュニケーション ◇情報社会を生き抜 ◇社会の変化に対応◇

の育成 基盤的能力の育成 能力の育成 く能力の育成 する能力の育成

◎小・中学校共に生活指導を いざというときさっと動け ◎知的活動の基盤としての ◎国語、外国語活動をとおし ◎情報ツールを正しいモラ ◎体験活動、人との交流を◎
通して、規範意識や礼儀を る体力等の向上を目指しま 国語力を育成、各教科の て伝え合う力の育成、より ルで活用し、責任ある態度 とおして得た知識技能を生
大切にする態度、責任ある す。 知識・技能の習得・活用 よい人間関係のための社会 や能力を育成します。 活や学習に活用する能力を
行動を育成します。 する能力を育成します。 スキルを育成します。 育成します。

■Ｓ小 モラル ■いきいきキッズ ■音読タイム ■望ましい人間関係のための ■情報モラルマナーの育成 ■公園清掃ボランティア
■仲良しタイム（縦割り） ■特設バスケットボール、サ ■音読発表会 社会的スキルの育成 ■プレゼンテーション力の ■禁煙教育
■１中３小一貫の生活指導 ッカークラブ、ブラスバン ■聞き方、話し方の指導 ■言葉遣い 育成 ■消費者教育
■異学年交流、幼保小中高、 ドクラブ ■特別支援教室の活用 ■外国語活動・国際理解教室 ■情報活用能力の育成 ■道志村間伐体験、

地域交流 ■ランチルーム、食の指導 ■表現力の醸成 の充実 足尾植林体験、
■子ども人権会議 ■教科の習得活用 ■牛乳パックリサイクル□小・中情報モラル

■Ｓ小 学援隊交流ルール共有
■セーフティスクール□小・中挨拶運動 □小・中筋肉番付 □小・中授業改善 □小・中文化祭、フェスタ

具体的取組交流

★ 学校評価★『横浜の時間』の創設 小中学校英語教育の推進 ★読解力向上へ向けた横浜型指 ★一人ひとりのニーズに対応し
「さわの里タイム」 すべての教育活動は自己点導モデルの推進 た教育の実現

検・自己評価を行い、学校
○環境教育等、身近な課題を ○「ＹＩＣＡ」では 「聞く ○ 音読タイム 読書タイム ○特別支援が必要に児童のため 関係者評価も活用しなが、 「 」「 」

粘り強く追究し、得た知識 話す」を中心に、進んでコ を通して、音声言語表現、読 に特別支援教室カリキュラム ら、適正な学校教育がすす
技能を友だちと共有しなが ミュニケーションをしよう 解力向上を図ります。 で子どもの支援を図ります。 められるよう改善をしてい
ら共に高まる子に育てま とする態度を育てます。 ○ＰＴＡとの協力体制を図りま きます。
す。 す。 ＜学校評議委員会＞
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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２弾として、｢西部授業改善支

援センター（西部ﾊﾏ･ｱｯﾌﾟ）｣が 10 月 30 日に、第 3弾として「南部授業改善支援センタ

ー（南部ハマアップ）」が 11 月 6日（木）にＯＰＥＮいたしました。方面別ブロックの

関係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。関内の教育文化センター内の東部を合わせて、４方面揃い踏みとなり

ました。また、オープンを記念して、「OPEN 記念 授業づくり講座」を９講座（10 月

30 日～11 月 12 日）開催し、延べ 193 名もの先生方が受講されました。      

「授業づくり講座」 NO １６  10 月 30 日（木） 午後６：３０～午後８：００ 

 「横浜の特別活動で指導すること」特別活動 講師 持丸隆一（教育政策課 主任指導主事） 
 「しっかり教え、しっかり引き出す指導」とは…指導内容の実際は？          参加者 40 名

「授業づくり講座」 NO １７  10 月 31 日（金） 午後６：３０～午後８：００ 

 「担任ができる楽しい音楽の授業づくり」 音楽 講師 後藤俊哉（研究研修指導課 指導主事） 
 担任としてすぐにできる「楽しい音楽の授業」のこつを教えます！           参加者 14 名

「授業づくり講座」 NO １9  11 月 4 日（火） 午後６：３０～午後８：００ 

 「観察・実験の基礎・基本」 小学校理科 講師 伊藤雅代（研究研修指導課 指導主事）尾上伸一(研究研修課 指導主事) 

 担任としてすぐにできる「楽しい音楽の授業」のこつを教えます！           参加者 14 名

「授業づくり講座」 NO 20  11 月 5 日（水） 午後６：３０～午後８：００ 

 「ＹＩＣＡ 入門！」 小学校英語活動       講師 鈴木 薫（研究研修課 指導主事）他 
初めての方から少し経験した方まで、実際の授業の進め方を楽しく学べます       参加者 8 名

「授業づくり講座」 NO 21  11 月 6 日（木） 午後６：３０～午後８：００ 

  「ＹＩＣＡ 入門！」 小学校英語活動       講師 高橋秀吉（授業改善支援課 指導主事） 
 初めての方から少し経験した方まで、実際の授業の進め方を楽しく学べます       参加者 18 名 

「授業づくり講座」 NO 24  11 月 7 日（金） 午後６：３０～午後８：００ 

 「算数のしっかり教え、しっかり引き出す指導」 算数 講師 齋藤一弥（授業改善支援課 首席指導主事） 
 今、注目の「習得」「活用」のポイントを徹底紹介！楽しい模擬授業に参加しませんか！  参加者 43 名

「授業づくり講座」 NO 25  11 月 8 日（土） 午後６：３０～午後８：００ 

 「大岡川を通して学ぶ探究学習のあり方」『横浜の時間』 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） 

 南部ハマアップの近くを流れる大岡川で実施研修                   参加者 26 名

「授業づくり講座」 NO 26  11 月 11 日（火） 午後６：３０～午後８：００ 

 「単元構想図をつくろう パート 2」 小学校生活科  講師 原 南実子（小中学校教育課 指導主事） 
いろいろなバージョンで単元づくりにチャレンジしてみよう              参加者 9 名

「授業づくり講座」 NO 29  11 月 12 日（水） 午後６：３０～午後８：００ 

 「しっかり教え、しっかり引き出す指導」 小学校特別活動  講師 石川隆一（文庫小学校 主幹教諭） 
授業実践最前線！ 横浜版の学級活動はこれだ！                   参加者 53 名

授業改善支援センター ４方面 揃い踏み 

←西部開所式テープカット； 左から 丸山教育次長、田村教育長、新井中学校島瀬校長先生 
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