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より実践力を身に付けるために   授業力講座「学校で学ぶ 模擬授業」～PART2～ 
 

授業力講座「学校で学ぶ～模擬授業～」は、２月 10 日の南中学校に続いて、第２弾として３月３日に   

南区の南小学校の教室等をお借りして実施しました。 

事前に、小学校は３、４年生の社会科、中学校は各教科、特別支援学校は体育科の学習指導案を各自が作

成し、「指導と評価の一体化」の視点で、班ごとに学習指導案の検討を行いました。 

当日は、前回と同様の校種別・教科別の班に分かれ、一人当たり 25 分の持ち時間で模擬授業を行いまし

た。模擬授業後の研究討議では、本時の目標を達成するための発問や板書について考え合ったり、効果的な

児童生徒への声掛けや資料の提示の仕方について意見を出し合ったりするなど、活発な討議がされました。

Ⅲ期にも学びの集大成としての模擬授業があります。さらに自ら学び、実践力を高めて欲しいものです。 

 

 

    

 
 

特別なニーズへの対応 インクルーシブ教育講座 
特別支援教育に関わる指導・支援の実際 

まず全体で「特別支援学校とそのセンター機能」についての講義を

受けました。その中で、 

①子どもの困り感に寄り添い、実態を把握する。 

②校内の支援体制や学校を取り巻く様々な関係機関と連携しながら、 

 支援及び指導をしていく。 

③具体的な手立てについて自分の考えをもつ。 

ということが大切であることを学びました。 

次に、テーマ別に４グループに分かれて、それぞれに演習を交えた

講義を受けました。講師は、横浜市内の特別支援学校で日々、児童  

生徒の支援に携わっている丸田剛洋教諭（北綱島特別支援学校）、飯島

万里教諭（港南台ひの特別支援学校）、林尚美主幹教諭（本郷特別支援

学校）、小島明主幹教諭（日野中央高等特別支援学校）です。 

 ・個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成と活用 

・困り感のある児童生徒に対する支援 事例検討(1)(2) 

・自立や社会参加に向けた特別支援学校の取組 

などについて、具体的な児童生徒の姿を思い浮かべながら、理解する

ことができました。そして、これまでの学びを生かし、「教育活動に自

分なりにインクルーシブ教育をどのように取り入れていきたいか」と

いうテーマでレポートをまとめました。 

通信 

｢そこに気が付いたんだね。すごい！｣ 「スーパーマーケットの“ひみつ”

をさぐろう｣ 
「皆さん、この資料を見て、何か気が

付いたことはありませんか？」 



                                                                                                                                                                                              

 
学校現場で得られる貴重な体験   教職の素養講座「教師体験プログラム（ＫＴＰ）」 

 

「教師体験プログラム（ＫＴＰ）」は、実際の教育現場で、教職員の方々や児童生徒と関わり、学習指導

や児童生徒への支援の様子等を体感するとともに、自ら設定した課題を探究していくものです。 

塾生はＫＴＰ協力校の他、臨時的任用職員、非常勤講師、あるいはアシスタントティーチャー（ＡＴ）   

として、既に関わっている学校でＫＴＰに取り組んでいます。原則として週１回程度で１日４時間以上、  

のべ 10日以上を目安としています。具体的なＫＴＰの内容は、学校によって違

いますが、学校で継続的に学ぶことで、児童生徒との関わり方、指導方法、組

織の一員としての在り方等について、より実感を伴って学びながら、自ら設定

した課題を探究しています。各学校の御理解・御協力に改めて感謝いたします。   

 

      

教師力の定着に向けて    Ⅱ期 効果測定 

 

「効果測定」は、期ごとに行って

います。Ⅱ期は一般教養、教職教養

と小論文によって学びの定着の様子

を確認しました。 

入塾当初、塾生の多くが小論文に

苦戦していましたが、様々な講座で

の学びを生かして、今回の効果測定

では、ゆとりをもって取り組んでい

る姿が多く見られました。 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「はいっ、では、始めてください。」 集中して問題に取り組む塾生 平成 30年度オープンカレッジ＆説明会 
・オープンカレッジ 13:00～14:00  ・説明会 14:15～15:15 

（※どちらも事前の申込は不要です。講義内容は変更する

場合があります。） 

①４月 14 日（土）「子どもの社会的スキル横浜プログラム」 

②５月 12 日（土）「児童生徒への防災教育の実践」 

③５月 19 日（土）「構成的グループエンカウンター」 

☆オープンカレッジのみ （事前にお申込みください） 

④４月 ７日（土）13:15～14:45「学級の対応力」 

⑤４月 21 日（土） 9:20～11:50「学校安全に関すること」 

⑥４月 28 日（土） 9:20～11:50「模擬授業」 

⑦５月 26 日（土）13:15～14;45「児童生徒指導」 

⑧６月 ２日（土） 9:20～11:50「YICA」 

☆説明会のみ（※事前の申込は不要です） 

４月 24 日（火）、５月 10 日（木）、５月 25 日（金）、 

６月 20 日（水）いずれも 18:30～20:00   

 

会場；横浜市教育委員会事務局 花咲研修室 

（横浜市西区花咲町６－145  横浜花咲ビル２階） 

問合せ TEL 045-411-0516 

Ａｉｓｔａｇｒａｍ（愛スタグラム） 

 

「体験を通して学んだこと」 

澤田七海 

「自分の思いを自信をもって表すこと」これが

上郷宿泊体験学習で得た私の一番の学びだ。 

毎回の講座の始まりと終わりに行う挨拶で

は、これまで、周りに合わせなければという 

思いが先行して、なかなか第一声を発すること

ができずにいた。 

しかし、上郷体験学習で班活動をしたとき、

話合いを通してみんな同じようなことを感じ、

このままではいけないという思いをもってい

ることが分かった。そこで、「学びの発表」  

では、そのことから学んだことを発表した。 

感謝やお詫びの気持ちを表す挨拶等は、自分の

気持ちを言葉にするのであって、他者に合わせ

て言う言わないを決めるのでは意味がない。 

教師として、子どもの前に立つからには、挨拶

等は、自分の気持ちを大切にして自分から行っ

ていく。 

挨拶に限らず、自分の思いを伝えたいときは

自信をもって表現していきたい。時には「自分

の正しいと思うことを貫き通す」ということも

必要だと私は感じている。 
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～授業力講座 学校で学ぶ 模擬授業～ 

 

全体のほぼ半分の講座が終了し、折り返し地点に達しました。基礎力養成期であるⅡ期の講座は、より  

実践を意識した内容になっています。なお、２月からアイ・カレッジの開講日は日曜日から土曜日になって

います。 

実際に学校の教室で模擬授業を行う講座「学校で学ぶ」は、２月 10日（土）、南区の南中学校の御協力の

下、実際に同校の教室等をお借りして実施しました。小学校は国語科、中学校は各教科、特別支援学校は生

活の学習指導案を作成し、模擬授業の２週間前の講座で互いの学習指導案について、「指導と評価の一体化」

と「言語活動の充実」を視点に検討しました。 

模擬授業の当日は、小学校と中学校・高等学校・特別支援学校それぞれの班に分かれ、一人当たり 25 分

の持ち時間で模擬授業に挑戦しました。体育館、音楽室、理科室もお借りして、普段は経験できない臨場感

のある模擬授業を行うことができました。 

学習指導案の検討、模擬授業ともにアイ・カレッジの指導教官・指導主事に加えて、教職員育成課以外の

指導主事からも専門的な視点から指導を受けました。 

 

〈 2 月 10日 学校で学ぶ～南中学校をお借りして 〉 

 

 

 

 

 

 

 

                      

学習指導案検討では教職員育成課以外の指導主事からも指導を受けました。              「はい、○○さんどうぞ。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「教室の黒板ってこんなに大きかったかな。」              実際の教室での模擬授業には緊張感が漂います。 

                     

               

  

 

通信 

模擬授業後は授業改善に向けて活発な話合いがなされました。 

 
常に安全面への指導は欠かせません。 

より実践に近づくために 



 

特別なニーズへの対応  ～児童生徒指導講座 インクルーシブ教育講座～ 

学級の中での支援の在り方 

  
インクルーシブ教育を理解するため、昨年の 12月 10 日にＤＶＤ「いるんだよって伝えたい～横浜特別

支援学級の子どもたち～」（ＮＨＫドキュメンタリー平成 29年５月 27日放送）の視聴をし、横浜市立飯島

小学校の「共生」を図るための取組について学びました。 

１月 28 日には発達の特性を知るために、稲垣智則氏（東海大学准教授）による「個別の教育的ニーズの

把握と合理的配慮」と題した講義を受けました。稲垣先生の具体的なお話を通して、児童生徒の実態や  

特性を考慮した指導支援の在り方について理解を深めました。 

この講座のあと、今までの学びを受けて、「インクルーシブ教育」に関する論文作成に取り組み、講義や

討議での自分の考えを文章にまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真剣な眼差しでビデオを視聴し、その後、活発な話合いがなされました。            熱心にメモを取りながら受講しました。 

 

 

     

             

  

   

 

 

Ａｉｓｔａｇｒａｍ（愛スタグラム） 

「新しい環境での学び」        A－4 班 有田由布 
 アイカレ初日。慣れない環境に緊張していた。同じ班の人とも仲良くな

れるか不安だったが、まずは隣の人に挨拶をした。するとその人は気さく

に話してくれるし、他の班のみんなも初対面とは思えないほど雰囲気があ

たたかく、初日から居心地の良さがあった。 
 その後、毎週の活動の中では、塾生のみんなの積極性や挑戦する姿に  

圧倒された。周りの様子をうかがってなかなか自分から行動できずにいた

私は恥ずかしくなった。その頃から、少しでもチャンスがあれば大人数の

前でも発言したり、手を挙げたりできる自分に変わっていったと思う。 
 新しい環境でのいろいろな人から刺激を受け、支えられ、あっという間

にⅠ期の活動を終えた。ここで出会えた塾生のみんなと一緒にⅡ期以降も

頑張っていきたい。                  
 

 

塾生コラム欄の愛称が決まりました！ 

 

応募多数の中から決まったのは、 

「Aistagram（愛スタグラム）」です。 

この愛称には次のような意味が込められ

ています。 

・ユーモアがあり、流行中のインスタグ

ラムにちなんでいるので、興味をもっ

て読んでほしい。 

・「インスタ映え」のように伝えたいこ

とが明確に伝わるようにしたい。 

・アイ・カレッジの３つのアイ（鍛える  

Eye、磨くＩ、高める愛）の意味も込

めた。 

 

基礎力養成に向けて 
～ 児童生徒指導講座 学級づくりのビジョン 

教職の素養講座 よこはまを学ぶ  

授業力講座 ＹＩＣＡの授業づくり②  ～ 

目指す学級像をマンダラートで 

具体的にします。 
次期横浜教育ビジョンについて

熊切主任指導主事の講義を受け

ました。 

西村指導主事とデレック FC による

外国語活動に引き込まれました。 

 

Ⅰ期の振り返りを共有して 

新たな課題をもちます。 
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  体験を通して学ぶ    特集 ～宿泊体験～ 
 
集団宿泊行事（体験型学習）の意義やねらいを学ぶため、平成

29 年 11 月 25 日（土）26 日（日）の一泊二日、栄区の「上郷・

森の家」で宿泊体験を行いました。 

「上郷・森の家」は、横浜市内にある数少ない自然に囲まれた

研修施設で、小学校の宿泊体験学習にも利用されます。今年度も

塾生が分担して企画運営を行い、指導者として必要な実践力の 

一端を学びました。 

塾生は「児童生徒」「教師」「塾生」の三つの立場でそれぞれど

う行動するかを考え、安全で楽しく有意義な活動になるよう計画

を立て、準備して宿泊体験に臨みました。ここでの経験を生かして、引き続き教師としての実践力や指導力

の向上を目指していきます。２日間にわたる活動の一部を御紹介します。 

  

             もり                                               あい 

 「森あがろう！アイ・カレチームで 学び 愛  」 
 

～1日目～ 
★ 出発～開講式・入村式 

開講式は総務（全体計画）係が中心となって運営しました。宿泊体験のスローガンをみんなで 

唱和し、目的意識を高めることができました。 

 

 

 

 

 

 

開講式 総務リーダー挨拶      出発前、立田副塾長の言葉       貸切バスで 車内マナーも学びます   「上郷・森の家」入村式 

 

★ フィールドワーク・全体レクリエーション  
フィールドワークや全体レクリエーションでは、安全面や健康面に配慮した計画を立て、集団行 

  動のあり方やルールを守ることの大切さを体感しました。 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

通信 

29年度 宿泊体験講座 スローガン 

上郷の森ﾚﾝｼﾞｬｰによるﾚｸﾁｬｰ   ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ係からの諸注意   ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄごとに出される課題   親睦が深まる班ごとの昼食 

「仲間集めゲーム」でグループづくり 距離が縮まる「人間知恵の輪」 どっちが早い？｢野菜取りｹﾞｰﾑ｣  学習指導要領は｢新｣?｢次期｣?         



★ キャンドルファイヤー 

                                                                                                                       

            

                                              

 

「学びの発表」では、集団宿泊行事の指導者としての課題を出し合い、課題解決のためにそれぞれの班で

話し合いました。明確になった指導のポイントについて、班ごとに伝え方を工夫しながら発表し、実り多

き時間となりました。 

 

 

インターンシップで実践力の向上を 

いろいろな学びがありました     

グループで課題を共有し、意見を出し合って整理します 

 

立てるかな？心を一つ

に！ 

 

立てるかな？心を一つに！ 

火の神様はオカリナが上手 
火を囲んで、丸くなって、心をひとつに 踊れや歌え、楽しいひととき 

～２日目～ 

★朝のつどい ラジオ体操第一！★朝食 育ち盛りは朝から大盛り   ★学びの発表 思考力、判断力、そして表現力 

総務（全体計画）係の活動をして、児童・生徒が安全に楽しく宿泊体験を行うためには、指導上の留意
点が多くあることが分かり、教師の細かい配慮が大切なことを学びました。この二日間で、教師になりた
いという思いが強くなりました。塾生、特に班のみなさんと、アイ・カレの先生方に感謝します。 

                          総務リーダー 諸橋奈苗 

～11月の講座から～ 
 
 
 
 

｢社会人マナー｣    ｢横浜の人権教育」  ｢ＹＩＣＡの授業づくり｣    ｢横浜の歴史｣ 
講師：朝岡万吏江氏      講師：日暮主任指導主事   講師：西村指導主事､Ｄ・ウッズＦＣ  講師：横浜開港資料館西川副館長 

塾生コラム（仮称；コラム欄の名称を募集します） 
「塾生同士の討議を通して」    周防 愛理(A2班) 
 アイ・カレッジで新たな仲間とともに学ぶ中で、自分の考え

を他者に分かりやすく伝えるという課題が自分の中で明確に

なった。「よい授業とは何か」を考える講座では、塾生同士で

討議する機会があった。この時、自分の思い描いている理想の

授業について整理して分かりやすく伝えることができなかっ

た。他の塾生が、言葉や図を用いて分かりやすく説明している

のを聞き、簡潔に伝えることの難しさと大切さを痛感した。他

者に分かりやすく伝えることができると、自分の考えをさらに

深めたり広げたりすることができるようになるのではないか

と思う。これは教師になったら必ず役に立つ力だと思うので、

これからも学び続け、力を付けていきたい。 

「教師体験プログラム（ＫＴＰ）」では、横浜市立
小･中・特別支援学校の御理解と御協力をいただき、
アイ・カレッジの塾生が学校で継続的にインターン
シップを行います。そこでは、児童生徒との関わり
方、指導方法、組織の一員としての働き方等、体験
を通して学び、教師力の育成を図ります。今年度は
全塾生が教師の仕事の実際に触れ、自ら設定した課
題に基づいて実践的に学んでいきます。このプログ
ラムは平成 29 年 11 月から翌年５月末までの期間
中、原則 10 回（40 時間）以上を予定しています。 
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平成 23 年度から実施している よこはま教師塾「アイ・カレッジ」（小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特

別支援学校教員志望者対象）が、７期目を迎えました。 

よこはま教師塾「アイ・カレッジ」では、「教員のキャリアステージにおける人材育成指標」に示されている“横浜市

が求める着任時の姿”を目標に、次代を担う教員の育成を目指しています。                                                           

平成 29年度は、90人の入塾生を迎え、10月 22日に開講しました。これまで以上に、カリキュラムの内容を充実           

させ、教員としての使命感や意識の向上と基本的な知識・技能の習得を図り、資質の向上を目指していきます。特

に今年度は、グループで学びを深める討議や探究の場としての「アイ・カレ タイム」をさらに充実させ、主体的・協働

的な活動を通して資質・能力の育成に努めたいと考えています。 

今年度も、よこはま教師塾「アイ・カレッジ」通信を発行し、全横浜市立学校に配付し、Web ページにも掲載いたし

ます。「アイ・カレッジ」の活動や塾生の成長の様子だけでなく、市立学校の教員の皆様へは、公開講座のお知らせ

などを発信していきますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

  

平成 2９年度 入塾式   ～教師となった自分に出会うために～ 

 

 

小林 力塾長（教育次長）式辞から 

アイ・カレッジの強みは、横浜の教師をめざす仲間が、ともに学び、切磋琢磨して、

互いの力を伸ばしていくことにあります。すぐれた教育活動が実践できるようにしっ

かり学んでください。そのために次の３点をお話しします。 

まず一つ目は「教えるために学ぶ」ということです。皆さんが学んだことは、近い

将来、横浜の子どもたちに返っていくのです。 

二つ目は「ベストコンディションで学ぶ」ことです。自身の体調管理も、教師とし

て必要な資質・能力の一つと考え、十分気を配ってほしいと思います。 

三つ目は「新たな自分に出会うために学ぶ」です。指導教官や指導主事をはじめ多

くの人と関わりながら、成長していく自分を実感してください。 

皆さんにとって、価値ある９カ月間の学びとなることを期待しています。                                                                       

塾生の振り返りシート「学びのあしあと」の「自分の課題と今後の取組」から                                                                                                                                                    

 

 

塾生の一日  

 

  

 

 

朝の会＞＞   1時限＞＞  2時限＞＞    昼休み>    (小テスト)>     3時限＞＞   4時限＞＞  帰りの会 

9:00        9:20    ～          11:50～12:50         13:15    ～        16:20～ 

アイ・カレッジの各講座は、横浜市教育委員会の指導主事・指導教官、現職教員、外部講師等が 

担当し、それぞれの専門性を生かした講義・演習・討議等で進められます。そして、校長経験のある 

指導教官が、塾生の学びをより高めるために指導・助言を通して塾生を支援していきます。 

通信 

自分が教師になる上で特に考えたり学んだりしたいことは､学校のよさ､教師の果たすべき

役割です。・・・(略)・・・（児童生徒が）学校だからこそ学べること、気付くことができる

こととは何なのだろうか と考えました。 

 



よこはま教師塾「アイ・カレッジ」では、「横浜市 

教員のキャリアステージにおける人材育成指標」

の「横浜市が求める着任時の姿」を目指して次の

ように講座を展開していきます。 

 

講座名 主な内容 
教職の素養 よこはまを学ぶ､社会人基礎、課題探究 
児童生徒指導 個や集団へのアプローチ、多様性への理解と特別支援

教育 インクルーシブ教育 

授業力 授業力基礎､授業づくり、模擬授業､学校で学ぶ 
マネジメント力 学級づくりのビジョン、目標設定と振り返り(学び続ける

姿勢)、危機管理 連携・協働力 
 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                 

期ごとのねらい                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                 

横浜市が求める教師像 
○教育への使命感や情熱をもち学び続ける教師 

○子どもに寄り添い豊かな成長を支える教師 

○「チーム学校」の一員としてともに教育を創造する教師 

 

Ⅰ期 課題把握期 

10 月～12 月 
教師を目指すに当たっての

自己課題を把握するととも

に､教師としての心構えや社

会人としての基礎･基本､横浜

の教育や児童生徒等について

の理解を深めます。 

★☆よこはま教師塾『アイ・カレッジ』の見学について☆★ 
毎週いつでもアイ・カレッジの様子を見学することができます。見学を希望される方は、事前に御連

絡ください。 

★☆オープン講座のお知らせ☆★ 
横浜市立学校教員の皆様（臨時的任用職員、非常勤講師を含む）は、「よこはま教師塾『アイ・カレ

ッジ』」の一部の講座に参加することができます。「学びたい」「アイ・カレッジの様子を知りたい」と

いう方は、ぜひオープン講座に御参加ください。参加を希望される方は、事前にお申込みください。定

員になり次第、締切とさせていただきます。 

1月 28日（日） 13時 15分～14時 45分   （受付：花咲研修室２階事務室） 

「特別支援教育(1)～個別の教育的ニーズの把握と合理的配慮」 

講師  東海大学准教授 稲垣 智則 氏 

お申込み・お問い合わせ先  

横浜市教育委員会事務局 教職員育成課 （TEL 045-411-0516） 

尚、アイ・カレッジの様子については Web ページでも御覧いただけます。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/i-college/ 

 

Ⅱ期 基礎力養成期 

1 月～3 月 

教師として高めたい資

質・能力を把握するととも

に､学校での授業見学や学校

行事への参加､講義等の受講

を通して､授業力や学級経営

力等を身に付けます｡ 

 

Ⅲ期 実践力養成期 

4 月～6 月 

今日的な教育に関す

る諸課題への関心を高

め､課題に対し柔軟に対

応できる応用力や実践

力の養成を図ります。 

横浜で、鍛え・磨き・高める！  成長の鍵は…３つのアイ！ 

〇鍛える EYE ≪幅広い視野、子どもを「みる」力、コミュニケーション力≫ 

〇磨く  I   ≪謙虚に振り返る姿勢、自己成長し続ける力、授業力・学級経営力≫ 

〇高める愛   ≪教育への情熱、子どもへの愛情、郷土愛（横浜への愛）≫ 

このほかにも、学校の

教育活動にふれること

のできる｢授業参観｣や

｢教師体験プログラム

(KTP)｣､「宿泊体験」な

どがあります｡ 

 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/i-college/
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