児童生徒指導授業づくり
5 月 17 日（水）
（18:00～19:30）
会場：北部学校教育事務所
講師：北部学校教育事務所

講座番号

3

研修室Ｂ
永松 正則

【メンター向け・
人夢時を大切にする研修】
学級活動や教科指導の中で、児童生徒指導にお
ける課題や解決方法を参加者同士で共有し、クラ
ス経営・教科指導をしよう！
① 人を大切にする･･･よい人間関係の作り方や
コミュニケーションのとり方について考え
る。
② 夢を大切にする･･･何事も目標や夢を持つ
ことから始める大切さを学ぶ。
③ 時を大切にする･･･教職員はとにかく忙しい!
しかし、時間の使い方の基礎を学ぶことで、
自身のワークライフバランスをしっかり保て
るようにすることを学ぶ。グループで悩みや
学校の楽しさを協議し、講義で「なるほど！」
を感じる研修となるはずです。
小中どちらの参加者にも役に立つ研修です。児
童生徒指導の悩みや、仕事がうまく進まないなど、
ご意見ご不満をたくさんご持参ください。

重点研究
講座番号

5 月 19 日（金）(18:00～19:30)

会場：北部学校教育事務所 研修室Ｂ
講師：北部学校教育事務所 深沢 恵子
八城 政徳
大幸 麻理
細井 歩 北部授業改善支援員

【第１回 パワーアップ！重点研】
～年間４回シリーズの第１回目～
今年は、全４回のシリーズで企画しました。講
座前半には全体会、後半には課題別協議会を行い
ます。第 1 回目のテーマは「学校教育目標と重点
研究の関わり、年間の見通し」。課題別協議会では、
各学校の現状やニーズに合わせて参加者にグルー
プを選んでいただきます。
・・・中期学校経営方針
をご持参ください。
＜課題別＞：申込みの際、課題別Ａ・Ｂ・Ｃの、どの
部会に参加希望かもお伝えください。
Ａ：推進委員の仕事、校内での効果的な情報共有は？
･･･ 学校の研究計画・研究組織図を一部ご持参くだ
さい。
Ｂ：指導案の作成の基礎基本、事前検討会でのアドバイ
スの視点は？･･･指導案を一部ご持参ください。
Ｃ：一人一役・参画意識を高める研究体制って？
･･･ 学校の研究計画・組織図を一部ご持参ください。

重点研究を進める上で、工夫していることや悩み
等を共有し、一緒に考えていきましょう。

学級レク

講座番号
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5 月 26 日（金）
（18：30～20：00）
会場：北部学校教育事務所
講師：南部学校教育事務所

クレールホール
若色 昌孝 瀬田

5

ゆかり

他

【仲間づくり、集団づくりレクリエーション】
力を合わせたり、知恵をしぼったり…いつの間にかに仲間ができ、集団が育っていく。そんなレクリ
エーションを、まずは！先生が体験しませんか。
「これは面白い！」
「これは活かせそうだ！」そんなレクを一つでも多くお土産として、学級、学年、学
校に、持ちかえってください。子どもたちの笑顔を思い浮かべながら、楽しみましょう！
動きやすい服装でご参加ください。

小学校

横浜の時間

全教科
講座番号

講座番号
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6 月 1 日（木）
（18:00～19:30）
会場：北部学校教育事務所
講師：北部学校教育事務所

研修室Ｂ
芦垣 幸代

6 月 7 日（水）
（18:00～19:30）
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会場：北部学校教育事務所 研修室Ｂ
講師：人権教育･児童生徒課 井上 祐介

【『横浜の時間』の授業づくりの
基礎・基本】

【ワークショップ：アクティブ・ラーニング
×教職員の働き方改革】

横浜の時間をどう考えていけばいいのか？
核となる総合的な学習の時間の立ち上げ
は？
単元構想をどう考えればよいか？
総合的な学習の時間を核とした『横浜の時
間』を充実させていくことが、本気で取り組
み、生き方を考え、人と一緒に活動していく、
まさに『生きる力』を育てることにつながり
ます。
「そもそもこの活動でよいのか」
「そもそも
横浜の時間ってどういうこと？」
「どのように
単元を立ち上げるか」など、考えていきます。
今年度の総合的な学習の時間を順調にスタ
ートした方も、まだちょっと・・・という方
も、一緒に考えていきましょう。

次期学習指導要領では、主体的・対話的で
深い学び（アクティブ・ラーニング）の実現
に向けた授業改善を行うことが示されていま
す。
また、次期横浜教育ビジョン（仮称）の骨
子では、目指す人づくりとして「自ら学び、
社会とつながり、ともに未来を創る人」が示
されました。
これらの実現のためには、教職員自身が主
体的に学び続け、様々な人や社会とつながり、
協働して新たな価値を創造していくことが必
要となります。
そこで、
「主体的・対話的で深い学び（アク
ティブ・ラーニング）を実現するために必要
なことは何か」
「アクティブ・ラーナーとして
の教職員の働き方とは」をテーマに、みなさ
んと一緒に横浜の教育の未来を考えていきた
いと思います。

算数・数学
講座番号

6 月 8 日（木）
（18:00～19:30）
会場：北部学校教育事務所
講師：北部学校教育事務所
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研修室Ｂ
古木 喜雅

【学びあいの授業づくり】
主体的・対話的で深い学びを実現するため
のひとつの手立てとして、算数・数学科にお
ける「学び合いの授業づくり」を提案します。
経験年数に関わらず、楽しく学び合える講座
にしたいと思います。
参加の皆さんの横のつながりも大切にして
いけたら幸いです。気軽にご参加ください。

「授業づくり講座」で学び合いましょう。

授業づくり講座の受講によっ
て、先生方が今やっている取
組の「見直し」や「価値付け」が
できるものと思います。
今月もご多用とは思います
が、多数の先生方の参加をお
待ちしています。

学級づくり 道徳・社会・特別支援教育

音楽
講座番号

講座番号

6 月 15 日（木）
（18:00～19:30） 27

6 月 9 日（金）
（18:00～19:30） 24
会場：北部学校教育事務所
講師：北部学校教育事務所
南部学校教育事務所

研修室Ａ
鬼木 勝
内山 義則
大山 憲

会場：北部学校教育事務所
講師：北部学校教育事務所
東部学校教育事務所
南部学校教育事務所

【ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の視
点を取り入れた学級・授業づくり！①】

研修室Ｂ
大幸 麻理
高山 俊哉
今村 行道

【音楽の授業づくりの基礎・基本】
「低学年の担任となったけれど、音楽の授業
ってどうやったらいいいの？」
「音楽の学習の評価のポイントを知りたい」
悩みをもった先生方のお声をよく聞きます。
本講座では、音楽の授業づくりのポイント
を示しながら、明日から使える楽しい音楽の
授業アイディアを提供いたします。

「誰もが安心して過ごせる学級にするため
には？」
「誰もが参加できる授業にするために
は？」などの課題を解決するため、特別支援
教育の視点を取り入れた「ＵＤ」による実践
を紹介します。
「ＵＤ」を取り入れる際に必要な「焦点化」
「視覚化」
「共有化」の視点についての基本的
な考え方から、具体的な学級づくり、道徳、
社会科を中心とした授業づくりの実践など、
３回シリーズで模擬授業や演習形式で進めて
いきます。
今回は第 1 回の基本編を紹介します。
第１回 学級・授業づくり ～基本編～
第２回 授業づくり
～道徳編～
第３回 授業づくり
～社会科編～

「授業づくり講座」で
学び合いましょう。

子どもの社会的スキル横浜プログラム

※６月 10 日（金）西部の講座と同じ内容です。

講座番号
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6 月 22 日（木）
（18:00～19:30）
会場：北部学校教育事務所 研修室Ｂ
講師：人権教育・児童生徒課 土井 純

他

【横浜プログラムで子どもが育つ「居場所づくり」＆「絆づくり」①】
～一人ひとりが大切にされる魅力ある授業で、いじめが起きにくい学級風土に～
○横浜プログラム基礎講座
指導プログラムと YP アセスメントの基本エッセンスを体験しながら学んでいただきます。
明日からの授業、学級経営に活かすことで、児童の誰もが安心できる、自己存在感や充実感を
得られるような授業づくりや集団づくりを進められるヒントをお伝えします。また、教師自身が
子どもにとって「安心できる存在」となる豊かな感性を磨くための時間を共有しませんか？

特別活動
講座番号
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6 月 23 日（金）
（18:00～19:30）
会場：北部学校教育事務所 研修室Ａ
講師：教育政策推進課 石川 まゆみ

指導企画課

【学級経営に生かす学級活動

三橋

弘康

～話合い活動編～】

子どもたちの生活づくり、人間関係づくりをねらいとした特別活動、特に「学級活動」は、学
級経営に欠かせないものです。しかし、教科書や指導書のない「学級活動」をどのように進めた
らよいのか分からないという声も聞かれます。そこで、学級経営に生かすという視点で学級活動
について考えていきます。
第一期のテーマは、「話合い活動」です。子どもたちがよりよい学級生活をつくるために合意
形成し、集団決定したり自己決定したりする話合い活動について、実践例をもとに具体的な方法
を考えます。あなたの学級の話合い活動をバージョンアップしませんか。
今年度は、活動を起こすところから、話合いの本時、実践、事後の振り返り、そして、次の活
動につなげるためにはどうしたらよいかということも考えていきます。

特別支援教育
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6 月 27 日（火）
（18:00～19:30）
会場：北部学校教育事務所
講師：北部学校教育事務所

研修室Ｂ
内山 義則

講座番号

海瀬

茂

【コミュニケーションがうまくいかない児童生徒とのかかわり－その 1】
日頃児童生徒とかかわる中で「どうもうまく理解してもらえていないかな」と感じることは
ありませんか。そこには何らかの理由が潜んでいる可能性があります。ちょっとした理解と工夫
でうまくいくことがあります。授業の中でも生かせると思います。
①コミュニケーションがうまくいかない理由を発達の特性から考える
②教員のかかわり方として考えられる方法や支援について考える。
③実際の学校の事例を通して適切なかかわり方について実践してみましょう。
※次回〈その 2〉を計画します。発達の特性と自尊感情の関係について。「子どもの社会的ス
キル横浜プログラム」の Y-P アセスメントの活用について学びます。
授業づくり講座の受講によって、先生方が今やっている取組の「見直し」や「価値付け」ができるものと
思います。
今月もご多用とは思いますが、多数の先生方の参加をお待ちしています。

重点研究
講座番号
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6 月 28 日（水）
（18:00～19:30）
会場：北部学校教育事務所
講師：北部学校教育事務所

研修室Ｂ
深沢 恵子 八城 政徳
北部ハマ・アップ支援員

大幸

麻理

細井

歩

【第２回 パワーアップ！重点研】 ～年間４回シリーズの第 2 回目～
６月下旬 校内重点研究が軌道にのるとともに、課題も見えている頃です。重点研究を進める
上で、工夫していることや悩みを共有し、一緒に考えていきましょう。講座前半には全体会、後
半には課題別協議会を行います。全体会テーマは、「事前・事後研究会を充実させるには？前期
の振り返りはどうすればいいの？」。
課題協議会では、各学校の現状やニーズに合わせて参加者にグループを選んでいただきます。
＜課題別＞ ：申込みの際、課題別Ａ・Ｂ・Ｃの、どの部会に参加希望かもお伝えください。
Ａ：授業の記録・まとめ方、事後研究会の持ち方
･･･授業記録用紙（記入したもの）を一部ご持参ください。
Ｂ：前期の振り返りの具体。後期にむけて修正は？
･･･学校の研究計画・研究組織図を一部ご持参ください。
Ｃ：推進委員会の振り返りと充実した発信
･･･学校の研究計画・研究組織図を一部ご持参ください。
☆第 1 回目に参加していない方も大歓迎です☆

特別支援教育
講座番号
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6 月 29 日（木）
（18:00～19:30）
会場：北部学校教育事務所
講師：特別支援教育相談課
北部学校教育事務所

研修室Ｂ
原 みゆき
海瀬 茂

西部学校教育事務所

菅井

昭宏

【どうすればいいの？
個別支援学級の授業づくりの「いろは」から具体的な教材教具の紹介まで】
個別支援学級の子どもたちを前にして、何を目標にして、どのような活動をして、教材教具を
どう準備すればよいのか、悩まれている方も多いのではないでしょうか。新たなアイデアを生み
出したり、教材を開発したりすることも難しいですよね。
身につけさせたい力に合わせて学習活動を計画し、教材・教具をどのように結びつけて考え
るかをお伝えし、実際の教材・教具も手にとっていただきながら、具体的にご紹介します！
＊6 月 16 日（金）西部の講座と同じ内容です。

学級レク
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6 月 30 日（金）
（18:30～20：00）
会場：北部学校教育事務所
講師：南部学校教育事務所

クレールホール
若色 昌孝
瀬田

講座番号

ゆかり

【盛り上がれ！キャンプファイヤー 心にしみる！キャンドルファイヤー】
楽しいキャンプファイヤー、心にしみるキャンドルファイヤーの指導をどうしようかと悩ん
でいる先生、ぜひこの講座にご参加ください。子どもを楽しませるには、まずは、先生自身が楽
しさを体験してください。子どもたちの笑顔を思い浮かべながら、先生が楽しんでください。
動きやすい服装でご参加ください。
（90 分では足りませんが、時間の限り楽しみましょう！）

北部ハマ・アップへのアクセス
（１）「センター南」駅改札口を出て進むと、左側に
長い「下りエスカレーター」があります。
エスカレーターを下り、前方の「出口５」を
目指してさらに直進します。

駅構内写真
案内看板写真 →
「出口５」の前方には
案内看板があります。
（２）「出口５」の表示のところ
からすぐ左へ 曲がり、
１２０ｍほど進むと歩道橋が
あります。
歩道橋写真 →
この歩道橋を渡ります。
（３）歩道橋を上り、８０ｍほど
進むと、右手に
「グランクレールセンター南」
という看板があります。
自動ドアから入り、階段または
エレベーターで １階に下りて下さい。
（建物の入口は２階、北部ハマ・アップは１階です。
）

北部ハマ・アップ

都筑区茅ケ崎中央４０－３ グランクレールセンター南１階
電 話 ０４５－９４４－５９６６
ＦＡＸ ０４５－９４４－５９６７

