授業づくり講座では、教科別の授業づくりのポイントを、講義や参加型の学習を通して学んだり、
本市の教育課題に関するテーマを軸とした授業づくりや学級づくりを学んだりすることができます。
西部では５・６月に 14 講座を開設して、皆さんの参加をお待ちしています。
申込み・問合せは、西部ハマ・アップまで！

TEL：336－3741 FAX：336－3761

西部学校教育事務所オリジナル講座【横浜市学力・学習状況調査活用ゼミナール①・②】
（講座番号：６、44）
第１回

分析チャートは「宝の山」。活用しないなんてもったいない！

みなさんは、学状のデータをどのように活用していますか？
教育基本振興計画では学状の活用の大切さについてふれられています。｢学級や学校の実態を踏まえた指導がし
たい｣｢市の学状をもっと活用したい！DVD の見方が知りたい！｣｢授業改善によって学力向上を図りたい！｣「小
中ブロックでの活用方法を知りたい！」等、みなさんも様々な視点から関心をもっていることと思います。そこ
で今年度も初年度以来ずっとご指導いただいている福田先生・土屋先生を講師として迎え、自校の課題に沿った
内容で研究を進めていきます。月末の水曜日、18：00～、年間５回を予定しています。
第１回目は、今年度から新しく加わった「小中ブロック分析チャート」
「学校規模を反映するチャート」などの
新機能の活用や分析の仕方について、土屋先生にご講演いただきます。
日時：５月 24 日（水）18:00～19:30 会場：西部学校教育事務所 対象：管理職も含め全教職員
講師：土屋 隆裕氏（横浜市立大学教授）
、西部学校教育事務所職員

第２回

西部学状ゼミの２回目は、活用の具体へむけてテーマを考えます！

｢活用が大切です｣とは言うけれど、具体的なイメージがわきますか？
学状のデータを読み解き、子どもたちの学力が向上するために、子どもたちの笑顔のために、研究の志を同じ
くする仲間と活用方法について語り合ってみませんか。５回連続で参加していただければ、得るものが大きいと
思いますが、１回だけの参加ももちろん OK！今年度参加の方も、２年目・３年目の方も、小中ブロックでの参加
もそれぞれのニーズに合わせて研究できるよう工夫してお待ちしています。
日時：６月 28 日（水）18:00～19:30 会場：西部学校教育事務所 対象：管理職も含め全教職員
講師：福田 幸男氏（横浜薬科大学教授）土屋 隆裕氏（横浜市立大学教授）、西部学校教育事務所職員

西部学校教育事務所オリジナル講座【西部 ミドルリーダー養成ゼミナール 第１・２回】
（講座番号：12、33）
西部学校教育事務所では、年間５回の授業づくり講座と、具体的な実践プランをもとにした各学校での取
組支援を通して、メンターチームや行事の運営などグループのリーダーとして推進力を発揮するために、ミ
ドルリーダーとして必要な資質・能力及び、学校運営への参画意識を高めるための研修を行います。
○対象：採用４年目～10 年目までの先生方を対象としています。
○登録：１年間を通しての登録となります。（学校規模に応じて、各学校１～３名まで参加可能です。）
※２回目以降の途中参加も可能です。
○内容：参加者一人ひとりに応じた目標設定と具体的な実践プランの作成を通した、資質・能力及び学校
運営への参画意識の向上のための研修です。
日時：第１回 ５月 30 日（火）18:00～19:30
第２回 ６月 20 日（火）18:00～19:30
場所：西部学校教育事務所
対象：採用４年目～10 年目までの先生方
講師：西部学校教育事務所指導主事

総合的な学習の時間
（講座番号：16）
【より探究的学びを目指して】

小学校算数
（講座番号：20）
【算数授業づくりの基本①～子どもが「じ
っくり考える」ことを大切にした授業～】

経験年数の浅い先生を対象に、算数の授業づくり
探究のプロセス（特に、情報収集や整理分析）の具 のポイントを具体的に考えていく年間３回シリー
体的な場面を体験しながら、共に学んでいきましょ ズの１回目です。第１回は、子どもが主体的に「じ
っくり考える」ことを大切にした授業について、発
う！
問や板書、ノート指導など、基本的な授業の進め方
子どもが変わる授業展開を！
を中心に、参加された先生方と一緒に考えていきま
す。
本年度、算数の重点研に取り組まれている学校の
日時：６月６日（火） 18:00～19:30
先生や、日々の算数の授業づくりで悩んでいる先生
会場：境木小学校
など、経験年数５年以上の先生方も参加いただけま
対象：基本的に経験の浅い教員を対象としていますが、
す。
共に学びたいと思う方はどなたでも
日時：６月８日（木）18:00～19:30
講師：西部学校教育事務所 池田 千晶、柿崎 順子
会場：西部学校教育事務所
対象：経験年数の浅い先生 初任～５年目程度
講師：西部学校教育事務所 小林 雅弘、刀根 正秀

中学校社会
（講座番号：22）
【定期テストをつくろう】

生活
（講座番号：26）
【生活科における子どものみとり】

定期テストは成績をつけるためだけのものではあり
｢子どもをどのようにみとったら、いいの？｣
ません。子どもの力をみとり、今後の指導に生かせる、
子どものみとりに困っている人、集合！ワークを
そして、子どもの学習意欲を引き出せる、そんなテス
通して、実際に体感してみませんか？
トづくりを学びます。
※これまで作成したテスト（自信作・悩み途中のも
の）があれば、お持ちください。
日時：６月 13 日（火） 18:00～19:30
日時：６月９日（金）18:00～19:30
会場：西部学校教育事務所
対象：テストづくりに悩んでいる教員、
テストづくりを極めたい教員

会場：境木小学校
対象：基本的に経験の浅い教員を対象としています
が、共に学びたいと思う方はどなたでも
講師：西部学校教育事務所 池田 千晶、柿崎 順子

講師：西部学校教育事務所 髙橋 力、柿崎 順子

小学校国語
【国語科の「？」に応える授業づくり】

（講座番号：29）

国語の授業は毎日ありますが、
「どう進めていくの？」
「どうしたら子どもが書けるようになるの？」
「音読
は宿題でいい？」
「ぴったりな言語活動って何？」と悩んでいる先生方のための講座です。
子どもたちに言葉の力を付けるための学習課題や言語活動、交流、ワークシートなど、具体的な実践を基
に一緒に授業を考えてみませんか。先生もクラスの子どもも、国語の授業が楽しみになります！
日時：６月 16 日（金）18：00～19：30
会場：西部学校教育事務所
対象：基本的に経験の浅い教員を対象としていますが、国語で悩んでいる方はどなたでも
講師：西部学校教育事務所 阿山 美香

★ 西部学校教育事務所・西部ハマ・アップ

★

所在地：横浜市保土ケ谷区仏向町８４５－２ 横浜市特別支援教育総合センター２階
アクセス：相鉄線「和田町」駅下車 徒歩６分

特別活動

【学級経営に生かす学級活動

～話合い活動編～】

（講座番号：30）

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 1 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。

日時：６月 16 日（金） 18:00～19:30
会場：西部学校教育事務所
対象：教職経験年数の浅い教員を中心にどなたでも
講師：南部学校教育事務所 瀬田 ゆかり、教育政策推進課 石川 まゆみ

（講座番号：31） 子どもの社会的スキル横浜プログラム
【どうすればいいの？個別支援学級の授業づくり 【横浜プログラムで子どもが育つ「居場所づ
（講座番号：34）
の「いろは」から具体的な教材教具の紹介まで】 くり」＆「絆づくり」①】
特別支援教育

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 29 日（木）北部の講座と同じ内容です。
日時：６月 16 日（金）18:00～19:30
会場：西部学校教育事務所
対象：個別支援学級の授業づくりに関心のある
教職員
講師：特別支援教育相談課 原 みゆき
西部学校教育事務所 菅井 昭宏
東部学校教育事務所 伊東 純太

～ 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？
日時：６月 20 日（火） 18:00～19:30
会場：西部学校教育事務所
対象：全教員
講師：人権教育・児童生徒課 土井 純 他

（講座番号：41）
特別支援教育 【障害のある児童生徒の進路 小学校国語
支援の実際：初級編】 （講座番号：39） 土曜フレッシュ講座
【子どもたちの目が輝く国語授業をつくる】
特別支援教育における進路支援は、早い時期から、そ
れぞれの児童生徒の「自立と社会参加」を見据えて本
人・保護者とともに進めていくことが大切です。そのた
めには、学校で関わる先生方が最新の情報をもってい
ることや、本人・保護者への適切な情報提供が求められ
ます。
この講座では、中学校個別支援学級初担任者研修で
の進路支援に関する内容（特に中学校からの進学の制
度や現状について）を中心に、小学校の先生方にも知っ
ておいていただきたい内容をお伝えします。
※6 月 22 日（木）東部の講座と同じ内容です。
日時：６月 23 日（金）18:00～19:30
会場：西部学校教育事務所
対象：個別支援学級の授業づくりに関心のある
教職員
講師：特別支援教育相談課 原 みゆき
東部学校教育事務所 伊東 純太
西部学校教育事務所 菅井 昭宏

「国語の授業が楽しみ。
」
「早く国語の時間にならないかな。」
そんな子どもたちの声が聞こえるような国語の授業
を目指す先生のための講座です。
子どもたちがわくわくする授業をつくるために、考
えが深まる話合い、指導計画の立て方や日々の国語授
業の進め方等についていっしょに考えてみませんか。
きっと、あなたも明日の国語の授業が楽しみになりま
す。
日時：６月 24 日（土） 14:00～16:30
会場：西部学校教育事務所
対象：小・中学校教員
講師：大門小学校教諭 髙津 千絵美
授業改善支援員

※「小学校」には義務教育学校前期課程、「中学校」には義務教育学校後期課程を含みます。

【子どもたちの目が輝く国語授業をつくる】
「国語の授業が楽しみ。」
「早く国語の時間にならないかな。」
そんな子どもたちの声が聞こえるような国語の授業を目指す先生のための講座です。
子どもたちがわくわくする授業をつくるために、考えが深まる話合い、指導計画の立て方
や日々の国語授業の進め方等についていっしょに考えてみませんか。きっと、あなたも明日
の国語の授業が楽しみになります。

日時：６月 24 日（土） 14:00～16:30
会場：西部学校教育事務所
対象：小中学校教員
講師：大門小学校教諭 髙津 千絵美、授業改善支援員
※「小学校」には義務教育学校前期課程、「中学校」には義務教育学校後期課程を含みます。

お申込み・問合せは、西部ハマ・アップまで！
参加ご希望の方は、
「授業づくり講座申込書」
をご記入のうえ、西部ハマ・アップにお申込み
ください。
皆さんのご参加をお待ちしています。
所在地：横浜市保土ケ谷区仏向町８４５－２
横浜市特別支援教育総合センター２階
ＴＥＬ：３３６－３７４１ ＦＡＸ：３３６－３７６１
アクセス：相鉄線「和田町」駅下車 徒歩６分

