
所 報 

第 7 9号 

平 成 2 9年 度 （ 2 0 1 7年 度 ） 

横須賀市教育研究所 



- 1 -

情報化やグローバル化など急激に社会が変化している昨今、教育

を取り巻く環境も大きく変化してきています。そのような中、国を

あげて教育改革が進められ、中央教育審議会の各部会において、さ

まざまな議論がなされてきました。 

その中の答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上

について」では、これからの時代の教員に求められる資質能力とし

て、教員としての使命感や責任感、教育的愛情、教科や教職に関す

る専門的知識、実践的指導力、総合的な人間力、コミュニケーショ

ン能力等、普遍的でいつの時代にも求められるものが挙げられてい

ます。 

そしてこれらの力に加え、時代の変化や自らのキャリアステージ

に応じて求められる資質能力を高め、情報を収集・選択・活用する

能力や深く知識を構造化する力、さらに学校を取り巻く新たな教育

課題に対応する力など、さまざまな力においてスキルアップを図る

ことも重要視されています。 

もちろん、これらの資質能力は、一朝一夕に身に付けられるもの

ではありません。そのために私たち教員は、常に学び続ける必要が

あるのです。 

本市の小中学校では，教職員の団塊世代の大量退職・大量採用に

より、学校によっては 30代、40代の教員の数が少なく、校内にお

ける年齢構成の不均衡が生じています。とりわけ若手教員の資質能

力の向上は喫緊の課題となっています。 

こうした状況を踏まえ，平成 30年度から、初任者研修、１年経

験者研修、２年経験者研修までの３年間の研修を設定しました。ま

た、新たに６年経験者研修、中堅教諭資質向上研修（10 年経験者

研修から改称）をそれぞれ位置付けました。採用から 11年目まで

に教員一人一人のキャリアステージに応じた研修を実施すること

で、実践力を確実に身に付けていく必要があると考えています。 

教育基本法第９条において、「法律に定める学校の教員は、自己

の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職務の

遂行に努めなければならない。」と示されているように、校内研修、

校外研修、自己研修などの研修を通して、教員として求められる資

質能力を一歩一歩着実に身に付けていかなければなりません。 

教育研究所としましては、教育専門職として教科等の指導に関す

る専門的知識や高い指導技術はもちろん、深い人間理解と教育的愛

情をもち、児童生徒、保護者、地域の方々から信頼される教員を育

成することを目指していきたいと思います。 
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日本の教育 平成 29年度 

中学生棋士藤井聡太四段が 6月にデビュー戦以来公式戦 29連勝の新記録を樹立し、2月には羽生竜王

を破り朝日杯に優勝し、6 段に昇段した。9 月には桐生祥秀選手が男子 100 メートル決勝で日本人初 9

秒台を出した。10月に行われた総選挙では自民党が圧勝した。韓国で行われた冬季オリンピック・パラ

リンピックでは過去最高のメダルラッシュに沸いた。また北朝鮮の核・ミサイル開発が加速し、日本に

とって大きな脅威となっていたが、オリンピックを境に北朝鮮は話し合い路線に転じた。 

以下、本年度の教育界の主要な動きを記す。 

◆全国学力学習状況調査

小学校 6年生と中学校 3年生を対象とした「全

国学力・学習状況調査」が 4月 18日実施された。 

今回で通算 10回目の実施となり、今後の在り方

について国立教育政策研究所の担当者は、「学習

指導の改善を図るという趣旨を再確認して臨みた

い。次期学習指導要領に適切に対応するとともに、

一層の活用を図る必要がある」との認識を示して

いる。 

参加した児童生徒は、小学 6 年生 101 万 2581

人、中学 3 年生は 102 万 4189 人、合計で 203 万

6770人で、国語と算数・数学の 2教科について実

施した。今年度調査では、初めて政令指定都市の

平均正答率も公表した。 

これまで小数第一位まで公表していた都道府県

別正答率を過度な競争を防ぐ観点から整数値での

公表に切り替えた。 

また、経年比較が可能となるよう、文科省は各

年度の上位と下位それぞれ 3都道府県の結果につ

いて標準化して分析した。 

◆働き方改革

昨年度の「教員勤務実態調査」の速報値では、

小学校で 33％、中学校で 57％の教員が「過労死ラ

イン」（月 80時間）を超える時間外労働をしてい

ることが明らかになった。6 月に文部科学大臣は

中央教育審議会に教員の長時間労働解消など「学

校における働き方改革」の検討を諮問した。 

中教審では教員の業務を 5 つのパターンに分

け、改善案の検討をし、12月に「中間まとめ」、

それを受け、文科省は「緊急対策」の公表、2 月

には「通知」を出した。 

これまで学校や教員が担ってきた 14 の業務を

地方自治体、地域や専門スタッフらと役割分担を

し、これに基づいた取り組みが進むようにした。 

部活動については、1 月にスポーツ庁が「週 2

日以上」の休養日を設け、練習時間は平日 2時間、

休日 3時間程度とのガイドライン案を示した。 

◆小中学校学習指導要領移行措置

次期学習指導要領を 2020年度以降、円滑に実施

するため、2018年度からの移行措置案が 5月に公

表され 7月に告示された。 

移行期間は小学校が 19年度までの 2年間、中学

校が 20年度までの 3年間で、指導内容に大きな変

更がなく、教科書の対応が必要ない教科は、積極

的に次期学習指導要領に基づく授業を先行実施

し、国語の漢字や社会の領土など、一部先行実施

も盛り込んだ。 

小学校で授業時間数確保のため総合的な学習の

時間の英語への振り替えを認めた。 

◆高等学校学習指導要領告示

2 月に次期学習指導要領の改定案を公表、3 月

30日に告示された。知識偏重から思考力重視への

転換を目指した。 

日本と世界の近現代史を合わせて学ぶ「歴史総

合」や、選挙権年齢の 18歳以上への引き下げを受

けた主権者教育を含む「公共」を新設するなど科

目を大幅に再編した。討論や発表などを通じた「主

体的・対話的で深い学び」（アクティブ・ラーニ

ング）を全教科で導入する。

2019 年度から移行期間に入り 2022 年度から年

次進行で実施される。 

また、4 月に特別支援学校の幼稚部教育要領と

小学部と中学部の学習指導要領を告示した。 

◆小・中・高校生のインターネット利用増加

小・中学生のネットの利用時間は増加を続け、1

日の利用時間は 2時間半ほどに達することが内閣

府の調査でわかった。小学生の平均は 1 時間 37

分、中学生の平均は 2時間 29分、高校生の平均は

3時間 34分だった。過去の調査と比較してみると

徐々に増えてきている。 
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横須賀の教育 平成 29年度 

－ 子ども －

 本年度、市立学校に在籍する幼児児童生徒数は、幼稚園 84 人、小学校 18,618 人、中

学校 9,922人、特別支援学校 62人、高等学校 1,174人で、減少傾向が続いている。 

 （平成 29年５月 1日現在） 

（１）子どもの体力・運動能力、運動習慣等

小学校３年生から中学校３年生、全児童生徒を

対象に「横須賀市児童生徒体力・運動能力、運動

習慣等調査」が行われた。今年度で実施３年目に

なり、これまで蓄積されたデータとの比較（経年

変化）や、全国調査によって、体力との関連が深

い事柄について、本市の傾向を分析した。 

体力合計点では、依然全国平均値に届かない学

年が多いが、総じて上昇傾向にある。測定項目別 

には、「反復横とび」と「ボール投げ」が、特に

全国平均値との差が大きく、本市の課題である。 

１週間の総運動では、全国的に「運動する子と

しない子の二極化」が課題として指摘されている

が、本市においてもその傾向が顕著である。 

今後は、同一集団の調査結果の経年変化などに

も着目しながらさらに比較分析を進め、子どもの

健康・体力向上推進に活用されることが望まれる。 

〔体力合計点の経年変化〕 
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〔１週間の総運動時間〕 
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（２）児童生徒の意識調査

本市では、指導の重点２として「認め合い高め

合う関係を築く力を育てます」を設定している。

その実態を把握するものとして、平成 29 年度実

施の全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙

（小学校６年 3,004人、中学校３年 3,052人）の

回答結果を分析したところ、次のような傾向が見

られた。 

【規範意識について】表１ 

 学校のきまり（規則）を守っていますかの設問

では、91.9％の児童、92.8％の生徒が肯定的な回

答をしている。また、携帯やスマートフォンの使

い方について、家の人と約束したことを守ってい

ますかの設問では、児童生徒ともに肯定的な回答

が全国平均を５ポイント以上上回っている。規範

意識については昨年に引き続き、良好な傾向が見

られた。 

【学校への満足度】表２ 

 学校へ行くのは楽しいと思いますかの設問で

は、83.3%の児童、74.3％の生徒が肯定的な回答

をしている。全国平均と比べても差が開いている

とともに、前年度よりも下がってしまっている。

学校が楽しいとは言えない要因を分析し、取組を

具体化していく必要がある。 

【いじめについて】表３ 

 いじめはどんな理由があってもいけないこと

だと思いますかの設問では、94.8％の児童、

89.0％の生徒が「いけないこと」と回答している。

この設問はすべての児童生徒がいけないことと

いえる必要があり、継続した指導がとても重要と

なる。 

【外国との関わり】表４ 

 外国の人と友達になったり、外国のことについ

てもっと知ったりしてみたいと思いますかの設

問では、67.6％の児童、68.2％の生徒が肯定的な

回答をしている。特に中学校では全国平均よりも

上回っている。また、外国への留学に関する意識

についても全国平均を大きく上回っている。横須

賀市という地域の特性から外国の人と関わる機

会が多く、生徒の外国に対する興味、関心が高い

と考えられる。 

【関わり合いに関する学校の取組】表５ 

 81.8％の児童、85.3％の生徒が「これまで受け

た授業の中で話し合う活動がよく行われていた

と思いますか」の設問で肯定的な回答をしてい

る。特に中学校では全国平均を上回っており、市

内学校で児童生徒の関わり合いを意識した取組

が実践されていることがわかる。 

 重点２は学力・体力とも関わり合うことが明ら

かとなっており、本年度明らかになった課題をも

とに、各学校での課題解決に向けた取組をより一

層充実させていくことが重要である。 

＜各設問の肯定的な回答の割合＞ 

表１「学校のきまり（規則）を守っていますか」 

小学校６年生 中学校３年生 

横須賀 91.9 92.8 

全 国 92.6 95.2 

表２「学校へ行くのは楽しいと思いますか」 

小学校６年生 中学校３年生 

横須賀 83.3 74.3 

全 国 86.3 80.9 

表３「いじめはどんな理由があってもいけないことだと

思いますか」 

小学校６年生 中学校３年生 

横須賀 94.8 89.0 

全 国 96.1 92.8 

表４「外国の人と友達になったり、外国のことについて

もっと知ったりしてみたいと思いますか」 

小学校６年生 中学校３年生 

横須賀 67.6 68.2 

全 国 70.4 64.3 

表５「これまでの授業で学級の友達（生徒）との間で話

し合う活動をよく行っていたと思いますか」 

小学校６年生 中学校３年生 

横須賀 81.8 85.3 

全 国 84.5 81.8 
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横須賀の教育 平成 29年度  

－ 教職員数 － 

資料から職員数の傾向を分析すると、ここ数年は、退職者数が新採用者数を上回り、
その結果、各学校では年齢構成のバランスが崩れるとともに、経験５年未満の職員が２
割近くを占めるようになってきている。このため、人材育成を最重要課題として、教育
委員会が中心となり進めている。また、数年後には、児童数の減少で採用が減るととも
に教職定数も減る傾向になると推測する。 
この推移から、経験豊富な教員の数は極端に減少し、各学校に経験 10年未満の教員が

増加していくため、教職員の研修の在り方や校内の研修の在り方を検討していく必要が
ある。

◆教職員数の推移状況

《表１》市立小・中学校の教職定数の推移（人） 

年 小学校 中学校 
高等学校 

特別支援学校 
合計 

23 
1,158 

（70） 

650 

（26） 

161 

（13） 

1,969 

（109） 

24 
1,137 

（59） 

654 

（28） 

160 

（13） 

1,951 

（100） 

25 
1,114 

（61） 

643 

（27） 

153 

（12） 

1,910 

（100） 

26 
1,103 

（59） 

646 

（27） 

152 

（12） 

1,901 

（98） 

27 
1,063 

（59） 

680 

（28） 

159 

（12） 

1,902 

（99） 

28 
1,058 

（61） 

679 

（29） 

163 

（13） 

1,900 

（103） 

29 
1,060 

（61） 

669 

（29） 

164 

（14） 

1,893 

（104） 

《表２》退職教職員数の推移（人） 

年 小学校 中学校 
高等学校 

特別支援学校 
合計 

23 
53 

（２） 

30 

（１） 

４ 

（０） 

87 

（３） 

24 
68 

（２） 

37 

（３） 

８ 

（０） 

113 

（５） 

25 
68 

（２） 

32 

（１） 

16 

（０） 

116 

（16） 

26 
60 

（２） 

38 

（１） 

10 

（１） 

108 

（１） 

27 
76 

(４) 

30 

（０） 

４ 

（０） 

110 

（４） 

28 
50 

(２) 

34 

（０） 

11 

（０） 

95 

（２） 

29 
51 

（２） 

38 

（２） 

10 

（０） 

99 

（４） 

《表３》初任者研修対象教員数の推移（人） 

（教諭、養護教諭） 

年 小学校 中学校 
高等学校 

特別支援学校 
合計 

23 49 35 - 84 

24 41 34 - 75 

25 44 40 - 84 

26 45 51 - 96 

27 
37 

（２） 

29 

（２） 
0 66 

28 
47 

（０） 

43 

（１） 

0 

(1) 

90 

(2) 

29 
44 

（４） 

30 

（０） 

２ 

（０） 

76 

（４） 

《表４》再任用教職員数の推移（人） 

年 小学校 中学校 
高等学校 

特別支援学校 
合計 

25 
51 

（７） 

23 

（４） 

11 

（１） 

85 

（12） 

26 
50 

（６） 

25 

（３） 

11 

（２） 

96 

（11） 

27 
47 

(6) 

24 

(3) 

4 

(1) 

75 

(10) 

28 
49 

(6) 

27 

(2) 

12 

(0) 

88 

(8) 

29 
53 

（３） 

37 

（０） 

18 

（０） 

108 

（３） 

※平成 29年５月１日現在

※高等学校は、全日・定時を含む

※下段については、事務職員・栄養職員数
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横須賀の教育 平成 29年度 

－ 教育行政 －

 平成 29 年度の教育費当初予算総額は、122 億 7 千 100 万 4 千円、一般会計に占める

割合は 8.4％。前年度比で 0.3％、4億 3千 567万 4千円の減額。平成 28年 12月 25日

付教育委員会委員長等の選任以降、平成 29 年７月 31 日まで、教育委員会は、荒川由

美子委員長、小栁茂秀委員長職務代理者、三浦溥太郎委員、澤田真弓委員及び青木克

明委員（教育長）の体制で執行した。 

平成 29年８月１日付で、新制度における教育長に新倉聡教育長が選任したことに伴い、

教育委員会は、新倉聡教育長、荒川由美子委員（教育長職務代理者）、三浦溥太郎委

員、小栁茂秀委員及び澤田真弓委員の体制となった。また、11 月 28 日付で、荒川由美

子委員が再任し、再度、教育長職務代理者に指名された。 

◆教育政策関連

本市の教育振興に関する基本的な計画である

「横須賀市教育振興基本計画」における第３期の

具体的な施策や事業を示した「第３期実施計画」

を平成 30年３月に策定した。 

この計画では、｢『生きる力』の育成｣を目指し

た学校教育編、｢いつでも、どこでも、だれでも

学べる社会の実現｣を目指した社会教育編の２つ

に区分して、施策・事業を位置づけている。 

子どもの教育を重点的に捉え、子どもの教育に

関する考え方を「横須賀の子ども像」と「目指す

子どもの教育の姿」として示し、学校・家庭・地

域での教育を充実させるとともに、共通の意識を

持って、相互に連携を図っていくことを目指して

いる。 

このことの実現に向けて、「学校・家庭・地域

の連携推進」「学力の向上」「健康の保持増進と

体力の向上」「いじめ・暴力・不登校の未然防止

と早期解決」「学校の教育力向上」「社会教育施

設による学習支援の推進」を重点課題として位置

付け、対応する事業を中心に取り組んでいく。 

◆教育指導関連

学力向上事業では、小学校低学年に配置されて

いる経験年数の少ない教員の授業力向上をサポー

トするために、小学校低学年授業アドバイザーを

導入したほか、経年での学習状況の変化をより細

かく見取ることができるよう、市の学習状況調査

に新たに小学校６年生で理科と社会、中学校３年

生の理科、社会、英語を追加した。また、土曜寺

子屋教室の会場も市内 10か所から 13か所に拡大

し、市内全域をほぼ網羅した。

国際コミュニケーション能力育成事業では、市

立全学校へネイティブスピーカー指導者を配置し

た。小学校では、指導主事や外国語活動アドバイ

ザーによる教科化に向けた研修を全校で実施し

た。中学校では、英語の副教材「Finding YOKOSUKA」

を作成し、市内の２年生全員に配布した。 

 児童生徒の行事として、小学校５年生芸術鑑賞

会、子どものための音楽会、小学校創意工夫展 

読書感想画展、児童生徒造形作品展、児童生徒書

写作品展等の行事を開催した。また、作詞･作曲募

集、学校文集等の作品募集も行った。 

 その他の研究活動として、幼稚園教育課程研究

会、小学校教育課程研究会、中学校教育課程研究

会、高等学校教育課程研究会を開催した。その中

でも、８月に開催した小学校・中学校の教育課程

研究会２日目においては、各部会で、新学習指導

要領についての説明会を実施した。 

◆支援教育関連

本年度の支援教育を進めていくにあたり、『認

め合い高め合う関係を築く力を育てる(重点２)』

と『学校運営の側面的支援』を取組目標とした。 

また、共生社会の実現に向けたインクルーシブ

教育システム構築の推進を目指し、「授業のユニ

バーサルデザイン化」や「支援体制の確立」、「研

修内容の充実」などを進めながら浸透を図った。 

支援体制の確立を図るため、不登校児童生徒へ

の対応や児童生徒の問題行動等の予防及び早期解

決に向けて、各種相談員やスクールソーシャルワ

ーカー、スクールカウンセラーが丁寧にそれぞれ

のケースに対応して支援策を組立てたり、継続し

た相談を行ったりした。また、学校と連携を密に

しながら教育相談を行った。 

研修内容を充実させた支援教育研修講座や特別

支援学級新担任者研修講座、児童指導担当者研修

講座、生徒指導担当者研修講座を実施した。支援

教育コーディネーター連絡会では、「集団づくり

プログラム」や「資源の活用について」等研修を
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行い、支援教育コーディネーターとして校内の支

援体制づくりに役立てた。 

主催行事としては、不登校児童生徒及びその保

護者を支援するための「不登校をともに考える会

(６/24)」や「不登校相談会・進路情報説明会(10/

７)」を開催した。特別支援教育では、「第７回児

童生徒ふれあい作品展」(12/１～12/５）、就労相

談会「就労支援のための合同学習会（１/13）」を

開催した。 

◆保健体育課関連

学校保健関係では、児童生徒の疾病を予防する

ため、就学時健康診断、結核検診、尿検査（蛋白、

潜血、糖）および心臓検診の健康診断を実施した。 

学校病に罹患した要保護および準要保護児童

生徒に対して医療費を、準要保護児童生徒に対し

て眼鏡購入費等をそれぞれ援助した。 

児童生徒に安全な環境を確保するとともに教

育効果を高めるため、学校の環境衛生検査を行っ

た。 

学校保健の充実発展を図るため、心肺蘇生法実

技研修講座、薬物乱用防止・食育・食物アレルギ

ー・健康安全に関する研修講座、養護教諭研修講

座、よい歯の図画・ポスターコンクール及び標語

コンクール、横須賀市学校保健大会などを開催し

た。

学校管理下における児童生徒の災害に対して

独立行政法人日本スポーツ振興センターに給付金

を請求し、保護者に支給した。また、市立学校災

害見舞金支給要綱に基づき見舞金を支給した。 

学校体育関係では、第 66 回中学校総合体育大

会開会式が４月 15日、横須賀市総合体育会館で開

催した。第 42回小学校児童相撲大会は５月 13日、

第 68回男子・第 34回女子中学校駅伝競走大会は

10月 21日、第 35回表現運動・ダンス発表会は 11

月 11 日に、第 51 回小学校児童ボール大会は 12

月１日に、それぞれ開催した。なお、10 月 14 日

に予定されていた第 49 回小学校児童陸上記録大

会は、雨天のため中止した。 

学校給食関係では、学校給食法に基づき、市立

小学校・ろう学校では全市統一献立により、養護

学校は独自献立により完全給食を、市立中学校で

はミルク給食を実施した。 

給食実施に伴う各種研修会、各種検査、給食施

設の維持管理、給食用備品・消耗品の整備、給食

用食器の樹脂製 PEN（ポリエチレンナフタレート）

食器への順次交換などを行った。また、統一献立

での地場産物の使用や米飯給食の推進、就学前児

童が給食を体験し在校児童と交流する学校給食交

流体験事業を行った。 

準要保護児童生徒の給食援助費の支給、学校給

食費の未納調査や督促、未納分の児童手当からの

徴収を行った。 

中学校完全給食の実施に向け、センター方式で

実施することを決定したほか、整備・運営に関す

る事業手法や基本計画の検討を行った。 

平成 30年度からの学校給食費公会計化に向け、

給食費管理システムの開発等事務処理の準備、給

食費の額の検討、規則の整備等を行った。 

◆スポーツ関連

第66回中学校総合体育大会開会式が４月15日、

横須賀アリーナで行われた。第 42回小学校児童相

撲大会は５月 13日、第 68回男子・第 34回女子中

学校駅伝競走大会は 10 月 21 日、第 35 回表現運

動・ダンス発表会は 11月 11日に、第 51回小学校

児童ボール大会は 12月 1日に、それぞれ開催され

た。10月 15日に開催予定であった第 49回小学校

児童陸上記録大会は雨天中止となった。 

◆学校施設の整備

本年度の主な学校教育施設整備は、グラウンド

整備（田戸小・富士見小・武山中）３校、外壁塗

装（夏島小・長浦小・城北小・大津小・浦賀小）

５校、トイレ改修（池上小・大矢部小・明浜小・

久里浜小・武山小・荻野小・久里浜中・野比中）

８校、体育館屋根改修（大矢部小・馬堀中）２校

などを実施した。 

上記の他にも様々な学校で施設改修を実施した。 
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教育研究所概観 平成 29年度 

学校と教育委員会が取り組むべき指導の重点として、「学力を向上させる」「認め合

い高め合う関係を築く力を育てる」の２つを設定し、各課が連携を取りながら横須賀の

目指す子ども像『人間性豊かな子ども』に迫るため各施策・事業を推進してきた。例年

どおり「全国学力学習状況調査（小６、中３）」「横須賀市学力状況調査（小５、中２）」

の結果を公表した。 

市内小・中学校においては、「小中一貫教育に関する日」を年間３回設定し、小中の

一貫を意識した取組を行った。また、長期休業を活用した授業日数の増加及び土曜日を

活用した授業日数の増加を試行した。 

１ 概要 

○教員研修において、職位・経験に応じた資質・

能力の向上と人材育成

本市における研修体系に基づき、教職員の資質

・能力の向上を図るため、実践的で実り多い研修

を実施してきた。

○調査研究、カリキュラムセンター機能のより一

層の充実

ここ数年で、調査研究を充実した事業とするた

めに工夫をしてきた。今後、カリキュラムセンタ

ーとして、機能を十分に発揮するにはどのように

していくかを検討していく。 

○教育の情報化推進のための３つの柱

①授業における機器の有効活用

  各教科で有効に活用することが学習指導要

領に述べられている。本市においても、授業

で活用されることが多くなってきており、機

器のもつ特性を生かして、さらに授業を豊か

なものへとしていく。 

②情報教育の推進 

  教員の指導力をはじめ、情報モラルの育成

等に関しては、課題がある。今後は、他課と

連携して進めていく必要がある。 

③校務における情報化 

  子どもと向き合う時間づくりと教育情報を

共有することをねらいとして、一定の成果は

得られている。今後は、今の環境をどう維持

していくかが課題となる。 

○環境整備及び業務・予算の適正な執行

業務及び予算執行で滞ることなく、適正に執行

してきた。 

○他課との密接な連携を取りながらの運営

研修を実施していく上で、関係している課と連

携していくことが必要不可欠である。今後も教職

員の資質・能力の向上を目的として、学校を支援

できる教育研究所として運営していく。 

２ 調査研究 

横須賀市の学校教育の現状を把握し、学力向上

にむけ、現在の教育課題の解決と学校教育の一層

の充実に貢献することを目指し、「研究員会」事

業を実施した。本年度は６研究員会 36名の研究員

と担当指導主事 15 名がそれぞれの研究テーマに

沿って調査研究に取り組んだ。また、本年度より、

研究員による研究授業を市内教職員も参加できる

ようにした。３回の公開研究授業を行い、６名の

参加があった。 

本年度より、長期研修員を長期研究員と名称を

変え、「互いに認め合い高め合う関係を築く力を

育む学級活動の工夫」を研究主題として、神明中

学校山口忠士教諭が研究に取り組んだ。 

理科センターとしては、理科室の環境整備を進

めた。また、理科教材の開発とその発信に努めた。 

レファレンスとして、図書・資料室の機能整備

と有効利用の促進、理科教材の展示、コンテンツ

の有効活用に関する情報提供などに努めた。 

３ 教員研修 

平成 27 年 12 月 21 日、中央教育審議会は「こ

れからの学校教育を担う教員の資質能力の向上に

ついて～養成・採用・研修を通じた方策『教員は

学校で育つ』との考えの下、教員の学びを支援～」

を答申した。 

そこでは、ここ数年の「新規教員大量採用」や

「ベテラン教員大量退職」に伴う職員の大幅な入

れ替えを踏まえ、初任者研修改革、法定 10年経験

者研修改革、管理職研修改革および、様々な教育

課題への対応に関わる継続的な研修の推進がうた

われた。 

教育研究所では、中央教育審議会答申が示した

方向性に合わせ、平成 29年度に教員研修体系の大

きな見直しを行った。見直しの方針は以下の通り
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である。 

【初任者研修改革】 

・ 校内研修の重視・校外研修の精選

・ ２，３年目など採用初期段階の教員研修との

接続促進

【法定 10年経験者研修改革】 

・ 研修受講者の受講時期弾力化

・ 目的・内容の明確化（ミドルリーダー育成）

【管理職研修改革】 

・ 新たな教育課題に対するマネジメント力強化

・ 体系的な管理職の養成・研修システムの構築

【継続的な研修の推進】 

・ 校内の研修リーダーを中心とした体制作りな

ど校内研修推進のための支援等の充実

・ メンター方式の研修（チーム研修）の推進

・ 大学、教職大学院等との連携、教員育成協議

会活用の推進

・ 新たな課題（英語、道徳、ICT、特別支援教育）

やアクティブ・ラーニングの視点からの授業

改善等に対応した研修の推進・支援

また同答申において、教員研修計画について

「教員育成指標」策定と、指標に基づいた研修の

企画･立案について述べられたことも大きな点で

あった。 

横須賀市教育委員会では、神奈川県教育委員会

と連携して教員育成指標の作成に携わり、平成 29

年 11月には、新たな教員育成指標が完成した。今

後の研修は、教員育成指標を踏まえ、横須賀市の

実態に合わせた、体系的な計画を策定し実施して

いくことになる。 

新学習指導要領では、よりよい学校教育を通じ

てよりよい社会を創るという目標を学校と社会が

共有し、連携・協働しながら、新しい時代に求め

られる資質・能力を子どもたちに育む「社会に開

かれた教育課程」を実現することが期待され、学

習指導要領が、子どもたちと教職員のみならず、

家庭・地域、民間企業等も含めた関係者が幅広く

共有し活用することによって、学校や関係者の創

意工夫のもと、子どもたちの多様で質の高い学び

を引き出すことが求められている。 

経験の浅い教員に対しても、即戦力となるよう

過大な期待が寄せられ、少ない中堅層においても、

学校の運営の主体となれるよう、優れた能力を発

揮できる人材の育成が急務となっている。同時に

臨時的任用職員や非常勤講師の割合も高くなって

おり、各校での教員の若年化が急速に進んでいる。 

教育研究所では、このような現状に対して、意

図的で計画的な人材育成を図る研修の仕組みづく

りを模索してきた。 

基本研修における「ペア」または「グループ」

による校内研修の実施は、授業を通して校内で学

び合う機会の充実につながっている。また、教職

経験年数が異なる者どうしがつながり合う場面の

設定し、教えることで学ぶメンターの機会も充実

させてきた。経験によって培われた教師としての

力がしっかりと継承されていくことが、子どもた

ちに対する教育の質の向上につながることと期待

される。 

平成 29年度は、具体的な目標と方針として①教

師として求められる資質、授業力の向上を図るこ

と②学校組織の活性化と人材育成を図ることを掲

げて事業を展開してきた。 

そこでは、研修そのものに係る工夫として主体

的に学ぶことのできる演習型の研修や、ワークシ

ョップ型の研究協議等の多様な研修スタイルを取

り入れてきた。 

また、一人一人が教師としての高い志を持ち続

け、学校においても優れた教師を育てようとする

意識が高まるよう、教育研究所としてのきめ細や

かな支援を大切にして取り組んできた。 

教師が学びたいときに学び、自己のキャリアや

職能に応じて、自らの資質を向上できる研修体系

を今後も維持、発展していきたい。 

４ 教育の情報化推進 

 学習指導要領に示された「情報教育の充実」

「ICT 機器を活用した授業の展開」を実現するた

め、学校の ICT機器の環境整備と活用推進を図る

事業を行った。また、「校務の情報化」を目的と

して校務支援システムの活用推進を図る事業を行

った。さらに、教育の情報化の推進のために、教

科指導における ICT活用研修、授業力向上のため

の ICT活用研修、経験年数に応じた各研修におけ

る教育の情報化についての研修を重ねてきた。 

 本年度も引き続き、授業における ICT機器の活

用推進を軸に、校務支援システムによる通信簿、

中学校調査書、指導要録、健康診断票の作成など

の集合研修や訪問研修を適宜行い、現場に寄り添

った支援に力を入れた。また、ICT 授業支援サポ

ーター制度も引き続き実施した。 

情報セキュリティを確保するため、「学校の保

有する情報の取扱いに関する基準」の周知を図る

とともに、ICT 担当者会や情報セキュリティ月間

（５,10,２月）を通して、情報セキュリティ喚起

の取組を行った。 

 今後の課題は、学習用データベースの充実や授

業における効果的な ICT機器の活用の促進を図る
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ための研修や授業支援の充実、職員と児童生徒の

情報モラルの育成などである。加えて、ICT 機器

を活用した次代の授業の在り方を模索し、子ども

の学びの充実についても考えていく。 

５ 教育研究所運営に関する懇話会 

（１）構成員 

<座 長> 小菅 哲也 (田戸小学校長) 

<副座長> 丸瀨 正 (浦賀中学校長) 

<構成員> 山岸 義之 (横須賀総合高等学校長) 

< 〃 > 長塚 直機 (沢山小学校長) 

< 〃 > 守谷 賢二 (衣笠中学校長) 

< 〃 > 明口 祥幸 (大矢部小学校教諭) 

< 〃 > 佐藤 昌俊 (教育指導課長) 

（２）教育研究所運営に関する懇話会 

第１回教育研究所運営に関する懇話会 

  日時 平成 29年５月 10日（水） 10時開催 

  場所 教育研究所 第２研修室 

第２回教育研究所運営に関する懇話会 

  日時 平成 30年１月 17日（水） 10時開催 

場所 教育研究所 第２研修室 

 横須賀市教育研究所条例に基づき、年２回の

教育研究所運営に関する懇話会を開催した。 

第１回では、教育研究所の運営についての質

疑応答・意見交換を行った。 

 第２回では、一年間の成果と課題について、

意見交換し、次年度の運営についてご意見をい

ただいた。 

６ 平成 29年度予算 

教育研究所費の平成 29年度一般会計予算額は、

558,887 千円であった。このうち、情報システム

の運用や情報教育の推進に係る情報関連予算は

387,115千円で、全体の約７割を占めている。 

 また、各学校費において、市立の小中学校、特

別支援学校、高等学校における教育用パソコン等

の整備・運用に関する予算 173,480千円も所管し

ており、これらを合わせた情報関連予算は、

560,595千円となる。 

また、学校指導費の学力向上事業の一部を専門

的調査研究の立場から所管し、445 千円を計上し

ている。所管予算全体では、732,812千円となる。 

合計(①+②) 732,812 

① 教育研究所費 小計 558,887 

・情報関連費

*情報教育研修費

387,115 

(4,538) 

*よこすか教育ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ事業費

*ICT活用教育推進事業費

(315,115) 

(67,462) 

・給与費 117,047 

・教育調査研究事業費 1,549 

・資料情報提供事業費 3,294 

・理科教育研修費 3,853 

・教員研修事業費 9,836 

・教育研究所管理運営費 36,193 

② 学校費 小計 173,925 

・教育用 PC等の整備・運用費 173,480 

・学校指導費（学力向上事業） 445 

（単位千円） 

７ 職員 

（１）職員の配属と異動 

平成 29年度の教育研究所は、所長および職員の

12人で組織した。 

 鷹取小学校より指導主事として澤口琢、教育指

導課より指導主事として関口さやか、健康保険課

より主任として佐藤明子、神明中学校より長期研

究員として山口忠士が配属された。 

 また、指導主事松本美紀が総括教諭として馬堀

小学校へ、指導主事若林完樹が総括教諭として常

葉中学校へ、担当者高田伸夫が教育委員会総務課

へ異動した。 

 ７月 14 日に所長の武田仁が校長として岩戸中

学校へ異動した。同日、主査指導主事の山崎亨が

所長に昇任した。 

（２）人員構成（平成 29年４月１日現在） 

所  長 武田  仁 (教育研究所の総括) 

主査指導主事 山崎   亨 (各係・担当の統括) 

〃 宇佐美 暁 (研修担当の統括) 

〃 関口  満 (調査研究担当の総括) 

係  長 島内さおり (管理運営係の総括) 

指 導 主 事 高橋 有香 (研修等) 

〃 澤口   琢 (研修等) 

〃 関口さやか (研修等) 

〃 小平功一郎 (調査研究等) 

〃 市下 啓嗣 (調査研究等) 

主  任 佐藤 明子 (管理運営) 

〃 山岸 弘美 (管理運営) 

長期研究員 山口 忠士 (調査研究等) 

非常勤職員 小曽戸 聡 
(研修補助・ 

よこすか教師塾等) 

〃 平野 邦好 
(理科教育・ 

よこすか教師塾等) 
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〃 小谷 孝夫 
(教育史・ 

よこすか教師塾等) 

〃 柏木 崇子 (調査研究補助等) 

〃 髙木恵美子 (調査研究補助等) 

〃 吉川 壮一 (調査研究補助等) 

〃 加藤美由紀 (研修補助等) 

〃 塚原 京子 (研修事務等) 

臨 時 職 員 河合 陽子 
(図書資料整備、 

研修補助等) 

〃 雑賀奈津子 (研修事務全般等) 

〃 井上 浩二 (施設管理運営等) 

総務課教育情報システム室 

室  長 北川  敬 (教育情報システム室の統括) 

主  任 小島 英雄 (校務支援システム等) 

〃 三ツ堀幸正 (校務支援システム等) 

非常勤職員 堀越 佳子 (教育情報データ整理等) 
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調査研究関係 

◆概 要

調査研究では、「研究員会」事業を中心とした調査研究の充実と、教育に関する情報

や資料の収集・発信の充実を重点目標として取組を進めた。 

「研究員会」事業は、６研究員会を組織し、それぞれの課題に対して調査研究を行っ

た。また長期研修では、「互いに認め合い高め合う関係を築く力を育む学級活動の工夫」

をテーマに研究を行った。 

資料・情報提供事業では、横須賀市教育情報センターイントラネットサイトと教育研

究所図書資料室を充実させることに努めた。経験年数が浅い教員の参考となるよう、イ

ントラネットサイトに学習指導案を掲載したり、図書資料室に「授業づくり」「学級づ

くり」などの書籍を整えたりした。また、昨年度作成した授業づくりの手引き書を、研

修で配付・活用した。カリキュラムセンターとしての機能の充実を図るべく、イントラ

ネットサイト内の資料の追加・更新・整理に努めた。 

理科センター機能の充実にも努め、理科教育研修講座やパワーアップ研修講座を開講

し、理科教育の充実に努めた。また、様々な理科教育に関する資料を作成し、イントラ

ネットサイトや理科室に掲示し、活用を促した。 

調査研究事業 

１ 研究員会 

｢研究員会｣の目的は、横須賀市の教育の現状を

把握し、学力の向上にむけ、現在の教育課題の解

決と学校教育の一層の充実に貢献すること、調査

研究の成果を学校に還元することを重視し、横須

賀市の学校教育の改善や発展に役立てることであ

る。本年度は、主権者教育研究員会を新規に起ち

上げ、６研究員会〔①学力向上 ②授業における

ユニバーサルデザイン ③学校組織の活性化 ④

教育の情報化 ⑤教育コンテンツ ⑥主権者教

育〕において、研究員 36名と担当指導主事 15名

が、各研究員会における研究テーマを掲げ、調査

研究に取り組んだ。 

Ⅰ 学力向上 

（１）目的

横須賀市の学力にかかわる課題を明確にし

て、課題を解決する方策を考え、実践し、その

効果を明らかにする。 
（２）具体的な取組

① 講師の招聘

児童生徒主体の授業づくりにより実績を

あげた東京都東村山市立大岱小学校元校

長・高知県教育委員会スーパーバイザー西

留 安雄先生を講師としてお招きし、特別

研修会を行った。

② 児童生徒主体の授業づくりの授業実践

西留先生の実践を参考に、児童生徒主体の

授業を実践した。 

③ 授業づくりガイドの検討

実践を次年度授業づくりガイドという形

で提示するため、内容の検討を行った。

Ⅱ 授業におけるユニバーサルデザイン 

「誰もが学ぶ喜びや楽しさを感じられる授業を

追求する～ユニバーサルデザインをテーマとした

授業～」をテーマに、小学校３名と中学校３名の

メンバーで活動した。 

 研究２年目の本年度は、ハンドブックの中のチ

ェックシートを活用し、市内教職員の意識調査を

もとに、学校での授業のユニバーサルデザイン化

の現状や課題の分析を行った。また、その分析結

果をもとに、授業研究を行い、市内に発信した。 

 その授業研究では、教師が活用しやすいよう、

授業のポイントが一目で分かりやすく、視覚に訴

えるものを意識した指導案を昨年度に引き続き作

成した。研究員以外の教員の参加も見られ、研究

成果の浸透に一定の成果が見られた。 

また、初任研受講者全員にハンドブックの中の

チェックシートを配布することで、ユニバーサル

デザインを意識した授業作りの意識の向上を図る

ことができた。 

今後の授業実践や校内研修等で活用していただ

けるようにこの２年間の研究成果を研究紀要にま

とめた。 

Ⅲ 学校組織の活性化研究員会 

～学校組織の活性化と総括教諭の役割～ 
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 本研究員会は、学校組織が活性化するために総

括教諭がどのような役割を果たす必要があるかを

探る２年目を迎えた。前年度小中学校の教員に対

し、アンケート調査を行っており、その結果をも

とにしながら意見を出し合い、総括教諭が自分の

担当するグループをチェックするためのチェック

リストおよび、セルフチェックするためのリスト

を作成した。 

（１）学校組織が活性化するとは 

 前年度アンケート調査を行った結果をもとにし

て、学校組織の活性化の定義を行った。 

（２）組織を活性化させるためのチェックリスト

作成 

 定義に照らし合わせ、総括教諭が担当グループ

を３つの視点「目的意識の共有」「個性を生かす」

「連携」でチェックすることで、組織が活性化し

ているかどうかを知ることができるようなリスト

を作った。また、総括教諭のセルフチェックリス

ト、３つの視点で見た時の学校組織が活性化され

ているときのイメージを明らかにしたものを作成

した。 

Ⅳ 教育の情報化 

 「分かる授業の実現を目指して～児童生徒によ

る課題や目的に応じた情報活用」をテーマに研究

を進めた。 

教科等の学習目標の達成、情報活用能力の育成

という２つの視点を踏まえ、授業研究を行った。

その際、現在配備されている ICT機器を有効に活

用した。昨年度配備されたタブレット PCを活用し

た実践も増やしている。 

また、ICT 機器の活用促進のためのリーフレッ

トを作成した。今後、担当者会等で配付する予定

である。 

Ⅴ 教育コンテンツ 

 児童生徒が、「認め合い高め合う関係を築く力」

の育成の基盤となるよりよい学級集団づくりを目

指し、各学校や学級で活用できる教育コンテンツの

中でも学級通信と教室環境について焦点化し研究

した。 

 前年度の研究成果を踏まえながら、学級通信の効

果ごとに分類整理し、具体的な文章（記事）ととも

に扱い方や配慮事項をまとめた。教室環境において

は、学習環境と生活環境の２つの面から物理的な環

境整備について実際の写真とともにまとめた。 

イントラネットや基本研修を利用して情報発信

を行っていくなど、より活用できるよう周知を工夫

していく。 

ⅤI 主催者教育 

公職選挙法改正により選挙権年令が 18歳以下

に引き下げられ、高校生が投票権を得たことで、

にわかに学校教育における主権者教育が脚光を

浴びてきた。本市においても、主権者教育の在り

方について研究するため、平成 29年度の１年間

で取り組んだ。 

主権者教育で身に付けさせたい力を「民主政治

上の各種制度に関する基礎的･基本的な理解」「社

会の諸課題について、多角的多面的に考え、公正

に判断する力」「社会の諸課題を見出し、協働的

に追究し、解決（合意形成・意思決定）する力」

「主体的かつ連続的に社会に参画しようとする

意欲や態度」の４つに整理し、その視点をもって

社会科の授業を見直し、推進するとし、全研究員

が研究授業を実施して検証を行った。 

研究員一覧表 

＜学力向上研究員会＞ 

石渡 知世（衣笠小） 小日向 真（神明中） 

佐々木崇浩（走水小） 関根 純平（田浦中） 

府中 高助（浦賀小） 青柳真理恵（大津中） 

小杉 功二（長井小） 工藤 圭介（浦賀中） 

＜授業におけるユニバーサルデザイン研究員会＞ 

脇門卓矢（鶴久保小） 大磯 陽平（坂本中） 

小野寺真由美（野比東小） 小林英恵（大矢部中） 

星野 文音（粟田小） 加藤万里絵（北下浦中） 

＜学校組織の活性化研究員会＞ 

清川 和真（馬堀小） 福田 亘（追浜中） 

北村 幸子（小原台小） 掛波久美子（北下浦中） 

武石太一郎（神明小） 三浦 千夏（長沢中） 

＜教育の情報化研究員会＞ 

蓑田由美香（豊島小） 松原 健明（大津中） 

淺見  浩（公郷小） 東谷  洵（岩戸中） 

村上 裕規（荻野小） 高橋 岳人（田浦中） 

＜教育コンテンツ研究員会＞ 

田山 雅也（久里浜小） 宮島 未来（衣笠中） 

井野 香奈枝（城北小） 吉川 知彦（不入斗中） 

熊沢 佐祐里（山崎小） 山口 忠士（神明中） 

＜主権者教育研究員会＞ 

長谷川佳子（大矢部小） 北脇梨沙（久里浜中） 

松田敏幸（富士見小） 直島 和也（浦賀中） 
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２ 長期研究 

平成 29 年度の長期研究は、「互いに認め合い

高め合う関係を築く力を育む学級活動の工夫」を

研究テーマとして実施した。 

概要は、次の通りである。 

(１)研究員  神明中学校 山口 忠士 教諭 

(２)研究主題 

「互いに認め合い高め合う関係を築く力を育む

学級活動の工夫」 

(３)アドバイザー 

鎌倉女子大学講師 渡辺 文 

(４)主題設定の理由 

全国学状質問紙調査によると、市内の子ども

たちの実態として、「自分の考えを発表するこ

とが得意ですか」「友達の意見を最後まで聞く

ことができますか」といった項目に対して、肯

定的な回答の割合が低いことが分かった。そこ

で、生徒一人ひとりが自分の考えを持ち、表現

できるようになるために、学級活動における話

合い活動を通して、互いに認め合う関係を築く

ことが必要であると考えたため。 

(５)研究内容 

子どもたちが互いに認め合い高め合う関係を

築くためには、まずお互いの特性を理解するこ

とが必要である。検証授業①では、自分のよい

ところ探しを通してお互いの特性を知るととも

に、検証授業②以降で必要な、話合い活動に必

要な安心した雰囲気や互いを認め合うために必

要な土壌づくりを行った。 

検証授業②～⑤では、合唱コンクールに向け

た取組を柱に据えて行った。合唱コンクールを

成功させるためのクラスづくりについて考える

ことからスタートし、その具体策を考え、実行

できているかどうかを振り返り、合唱コンクー

ル後には、活動全体の総括を行った。各時間に

適切な話合い活動を設定することで、研究主題

に対する効果検証が行われた。 

(６)研究成果の発信 

・ イントラネット上で情報発信

・ 研究発表会の実施

・ 県教育研究所連盟研究発表会で提案

３ 神奈川県教育研究所連盟 研究発表大会 

10月 13日(金)、神奈川県教育研究所連盟第 64

回教育研究発表大会において、平成 28年度横須賀

市教育研究所長期研修員の御所谷 歩教諭(鶴久

保小学校)が発表した。どのようにすれば教師が主

体的に道徳科の授業をつくっていけるのか、子ど

もにとっても教師にとっても充実した道徳科の授

業にすることができるのか、その具体的な方策に

ついて、成果を発表した。他地区からも質問や賞

賛の声が多く寄せられ、実りある発表となった。 

発表テーマ 

  「特別の教科 道徳（以下：道徳科）指導に

おける教師の意識向上の取組」 

１ 研究の仮説 

  教師の道徳科の指導力に関する課題の要因と

して、多くの教師が道徳科の指導内容や方法を

十分理解できていないという困り感を抱えてい

ることが大きいのではないかと考え、「教師の

道徳科に関する理解を深めることで、道徳科を

指導しようとする意識を高めることができる」

という仮説を立て、研究を行った。 

２ 指導に関する理解を深めるための手立て 

(1)「授業づくりに関する参考書」をもとに、授

業づくりを行う。 

実践されてきた数多くの取組から、授業

づくりに役立つものを選択し、「授業づく

りに関する参考書」としてまとめた。この

冊子を参考にして授業づくりをすること

により、教師が抱える困り感の解決が期待

できると考えた。 

(2)学年で授業づくりを行う。 

複数の教師で授業づくりを行うことで、

様々な人の意見や考えによる学び合いが

生じる。このことで教材の一面的な解釈が

避けられ、深い教材研究につながることが

期待できると考えた。  

３ 検証について 

  小学校第５学年の教諭３名で検証を行った。

まず道徳科の指導に関する意識調査を行い、道

徳科指導に関する理解を深めるための手立て

に基づく授業づくりをした検証授業を 

２回実施した。その後にもう一度意識調査を行

い、変容を見た。また、授業の深まりを見る参

考として、児童にも質問紙による調査を２回実

施した。 

４ 研究のまとめ 

 (1)成果 

  ①道徳科を指導しようとする意識が高まった。 
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検証前は、「道徳科の授業に楽しみを感

じるか」という問いに対して、３人のうち

２人の教諭は「楽しみでない」「あまり楽

しみでない」と否定的な意見だった。検証

後、２名の意見は「とても楽しみ」に変化

した。よい授業をつくるためのポイントを

理解し、困り感がなくなった結果、このよ

うな変容が見られたと考えられる。また、

もともと楽しみだった１名の教諭につい

ても、検証前は教え込みにならないための

発問や問い返しに迷いがあったが、検証後

は授業の組み立て方や発問のポイントが

見えたと答えており、指導への迷いがなく

なってきたことがわかる。 

  ②児童の成長が見られた。 

検証授業後、授業を行ったある学級では、

トラブル時に児童が、相手を行動の動機ま

で含めて見ようとする姿勢が芽生えてき

た。また、別の学級では、すぐにイライラ

していた児童が冷静に物事に対処する様

子が見られ、その理由をきいたところ、「授

業で心について考えることを意識したか

ら、イライラしても自分の心を冷静に見つ

めなおせるようになってきた」と答えた。

行為を生む心について深く考える授業づ

くりができた結果と考えられる。 

(2)課題 

このように、本研究を通して３名の教諭の

道徳科指導に対する意識は向上したが、最も

大きな課題は時間の確保である。本研究では

学年教師がそろって多くの時間を費やして授

業づくりを行った背景がある。学習指導要領

に沿った、児童に学びのある指導を行うため

には入念な授業づくりを必要とされるが、日

々の勤務の中であまりに多くの時間をかける

のは現実的に不可能である。継続して指導し

ていくためには、学年または学校単位での時

間を確保する工夫や、話し合いのポイントの

焦点化など、効率化をはかる必要がある。 

資料･情報提供事業  

【図書・資料】 （H30,3,31現在） 

１ 図書資料 

 平成 29年度、図書購入の予算は、CD・DVD付図

書も含めて 42万 7千円であった。この予算で、合

計 130冊の図書と 2本の教育用ビデオ（DVD）を購

入した。寄贈本は 57冊。学力向上への対応や各教

科・領域、教師としてのスキルアップ等に関する

図書を購入した。特に学習指導要領の改訂に伴う

もの、教科化される道徳教育に関するもの、特別

支援教育に関するもの、教師力を向上させるもの

などを購入した。 

 所蔵数は、図書 26,333点、教育ビデオ 25点（そ

れ以外に本研究所内で視聴可能なビデオ 139点）、

DVD75点である。 

 また、保管している市内各学校や各地の研究機

関・大学･学校・出版社等から寄贈された研究紀要

及び教育資料等は、前年度より 445点増え、25,061

点になった。 

本年度閲覧提供した雑誌等は次のとおりであ

る。 

〔定期購入したもの〕 

① 初等教育資料 ② 中等教育資料

③ 教育委員会月報 ④ 総合教育技術

⑤ 児童心理 ⑥ 教育 ⑦ 高校教育

⑧ 日経 PC21 ⑨ 内外教育

⑩ 教育展望

〔その他：寄贈等〕

⑪ 指導と評価 ⑫ 部落解放

⑬ 人権と部落

広報よこすか，県のたより，人権のとも，語る

・かたる・トーク，更生保護よこすか，よこすか

ボランティアニュース，よこすか社協だより，ま

なびかんニュースなどは、２階事務室の前にある

雑誌専用書架に配架している。貸し出しはしてい

ないが、いつでも利用することができる。

購入している新聞は、次の２紙である。 

①日本教育新聞  ②神奈川新聞 

また、教育家庭新聞教育マルチメディア号は毎

月寄贈されている。 

日本教育新聞、教育家庭新聞マルチメディア号

は 2階事務室前の雑誌専用書架に、神奈川新聞は

事務室に配架している。 
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２ 図書室・資料室の環境整備 

平成 21年度、図書室に整備したデスクトップ型

PC2 台は、インターネットでの情報検索やイント

ラネットでの閲覧等に利用していたが、基本ソフ

ト（OS）が古くなったので、25年度にノート型 PC1

台に変更し利用していたが、27年度、機器の更改

をし、使いやすくなった。 

図書室内のコーナーを分かりやすくなるよう配

置の工夫をしている。今年度は支援教育課から寄

贈された図書をまとめ、「日本語指導資料」のコ

ーナーを設けた。コーナー編成は、「学習指導要

領」「学校経営・法律関係」「情報・学校図書館」

「教師・教育一般」「新着図書」「学力向上」「防

災」「教員採用試験対策」「特別支援・教育相談」

「国語」「社会」「算数・数学・理科」「音楽」

「図画工作・美術」「体育・保健体育」「家庭・

技術家庭」「プリント教材問題データベース集」

「日本語指導資料」「幼稚園教育・生活・総合的

な学習の時間」「英語・英語活動」「道徳・特別

活動」「エプロンシアター・ビデオ」である。ま

た、各研究機関からの「研究紀要」や「学校教育

賞」、各学校の学校要覧・PTA 広報誌などのコー

ナーも設置してある。 

若い教員向けの書籍を集めたコーナー、ムック

等を集めた「話題のコーナー」、文部科学省や県

教委からの答申等の資料を印刷した「教育情報」

のコーナーなども設置してある。 

図書室前の書棚では、「齊藤喜博全集」「大村

はま国語教室」などや前年度の「児童心理」を配

架し、すぐ見られるようにしている。 

また、昨年度から始めた総合高校に保管してい

た蔵書の整理は今年度で終了した。 

書籍、資料の所蔵数が増えてきたことにより、

収納スペースの確保が課題になっている。若干の

整理はしたが、本研究所として保存していく資料

の精査を行い、継続的な資料の保存が可能となる

よう収集・保存のあり方を検討し、ルールを策定

する必要がある。 

３ 図書資料の閲覧と貸し出し 

図書室・資料室の利用規約は、次のとおりである。 

① 開館時間 平日9時 30分～17時 30分

② 図書室での閲覧は自由

③ 貸し出ししているもの

・研修図書（禁帯出以外）一人５冊まで

・ビデオ・DVD  一人５本まで 

・エプロンシアター

・集団読書絵本「からすたろう」

・オーストラリアングッズ

・紙芝居台

④ 貸出期間

原則として、図書は１ヵ月以内、ビデオ・DVD

は２週間、その他のものは 1 ヶ月以内としてい

る。

⑤ 利用対象者  横須賀市立学校の教職員 

教師塾受講者 

本年度の貸出実績は、次のとおりである。   

・図書       255点 

  ・ビデオ      10点 

４ 新刊本等の情報提供 

 新規購入図書の紹介はイントラネットを通し

て行っているが、研究所内でも掲示・配架方法を

工夫したりして、より分かりやすいようにしてい

る。 

また、エプロンシアターなど貸し出しできる教

材用具を見やすい場所に移動したり、手軽に見る

ことができるようにしたりして紹介した。 

５ 教科書センター 

 本教育研究所図書室は「横須賀地区教科書センタ

ー」を兼ねており、日常的な教科用図書の閲覧や

問い合わせに対応している。教科書センターとし

て教科用図書展示会は、本年度 6 月 17 日から 6

月 30日まで行った。本研究所の来場者数は、350

人（学校関係者 312人、一般 38人）だった。 

今年度採択替えのある高校教科書240冊と小学

校道徳 132 冊を加え、保管してある教科書は

14,750冊。 

６ レファレンス・サービス 

 本教育研究所の図書室・資料室に保管している

情報・資料をより広く活用してもらうために、教

育資料情報に関する問合せには、来所された方だ

けでなく、電話や電子メールなどでも応じてい

る。同窓会を行うので当時の校舎の写真がみたい

とか、道徳の教科書を比較したいとか、資料用教

科書の中で武者絵について調べたいなどの問合

せがあったが、それらには即時性を求めるものが

多いので、優先的な対応を心がけた。本年度の件

数は 14件であった。 

インターネット上には「資料用教科書目録」「写

真で見る横須賀教育史」「教具的民族資料」のデ

ータを公開している。このため、教育図書・資料
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の利用者は、市内の教職員や一般市民にとどまら

ず、市外の教職員や教育関係の学生、研究者及び

ライフワークとして教育に関心を持っている方な

ど多方面に広がっているので、それぞれのレファ

レンスにできるだけ迅速に対応した。 

７ 教育史編纂 

 「横須賀市教育史」〔江戸末期から第 2 次世界

大戦終了まで〕（平成 5年 12月刊）「戦後横須賀

教育史」〔戦後から昭和 43年まで〕（昭和 44年 3

月刊）から 50年がたち、変化の激しかった時代の

記録を整理していくことは、今後の横須賀の教育

を考える上で重要であるという認識で、今年度か

ら「教育史編纂に向けた懇談会」を立ち上げ、「横

須賀市教育史Ⅱ」（仮称）の編纂事業が始まった。 

 今年度は、どういう教育史にしていきたいかと

いう基本方針とどういうふうに編集し、またどう

いう項目・内容を記載していくか等の検討を 6 回

の懇談会で行った。 

 基本方針は、編集期間は昭和 44 年から平成 31

年の 50年間とし、学習指導要領の告示に合わせほ

ぼ 10年で区切り 5期に分けて編集、読んで面白く

横須賀の特徴が表されたもの、とした。 

 平成 30年度からは「教育史編纂プロジェクトチ

ーム」として、実際の資料収集・編集・執筆を行

う。来年度は第 1 期を中心に編集していくことが

確認された。 

「教育史編纂に向けた懇談会」のメンバー 

  座 長 堀越和宣  

  構成員 青木良紀・南 久直・渡邉 武 

 大久保静香・佐藤設夫 

  事務局 武田仁（教育研究所長） 

山崎亨（主査指導主事・研究所長） 

関口満（主査指導主事） 

小平功一郎（指導主事） 

小谷孝夫（図書資料室担当） 

第１回教育史編纂に向けた懇談会 5月 1日 

第２回教育史編纂に向けた懇談会 6月 19日 

第 3回教育史編纂に向けた懇談会  7月 10日 

第 4回教育史編纂に向けた懇談会  9月 4日 

第 5回教育史編纂に向けた懇談会 10月 27日 

第 6回教育史編纂に向けた懇談会 1月 22日 

８ 教育情報センターインターネットでの情報提供 

教育情報センターインターネット上には、次の

資料を提供している。 

① 資料用教科書目録

② 写真で見る横須賀教育史

③ 教具的民俗資料

④ 雑賀コレクション(平成 24年度より新設)

第８代本教育研究所長、横須賀市立高等学校

長、横須賀市教育委員長などを歴任された雑賀昭

二先生は、教育に関する道具や機器を中心に集め

られ時代とともに変遷していく教具や視聴覚機

器の散逸を憂い、収集された。 

平成 11 年に、これらの貴重な資料を本教育研

究所に移管された先生は、平成 22 年に亡くなら

れた。その後、ご家族と本教育研究所との寄贈の

手続きが整い、平成 24 年度にこれらの貴重な資

料 199点を、広く多くの方々に供するため、「雑

賀コレクション」と題し、ホームページへ目録と

その写真を掲載した。 

９ 民俗資料 

 民俗資料の数々は、昭和 47年より収集し平成 5

年に「教具的民俗資料集」と題して冊子にまとめ

られた。教育研究所では、冊子の内容を、「教具

的民俗資料」と題し、41点をインターネット上に

公開している。 

１０ 研究所刊行物  

本年度は、次の定期刊行物を発行した。 

・教育研究所要覧（平成 29年度版）

・教育研究所所報 79号

・小学校児童・中学校生徒 研究集録 56集
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理科教育事業 

平成 29年度に実施された「横須賀市小・中学校学

習状況調査 理科」の結果では、すべての学年に

おいて横須賀市の目標正答率および調査全体の正

答率を下回る結果であった。一方で、サイエンス

サマーや土曜科学教室、研究集録への応募状況を

見ると、必ずしも児童生徒の理科離れが進んでい

るとはいえないと考えられる。 

 各学年において課題のある単元が見えてきてお

り、課題を意識しながらの指導等、理科指導力を

高めていくことが必要である。そのため、教員研

修の充実、学習環境の整備が求められると考える。

教育研究所の理科教育事業では、教員が学び探究

する場、そして科学への関心を高める場として、

研修講座を中心に、授業支援や情報提供を行って

きた。 

 研修講座は、理科の指導に必要な基礎的技術を

身に付ける内容、指導が難しい観察・実験を含む

単元の教材研究を深める内容、野外での自然観察

における留意事項、授業中の安全指導にかかわる

内容等を取り上げた。 

 さらに、教員が科学の最新情報にふれ、関心を

高めることも理科教育の充実における大切な要素

であると考え、科学教養講座も実施した。 

 研修講座以外の事業としては、理科の学習や指

導に必要な教材の配布や斡旋、観察・実験器具の

貸し出し、研究・研修のための施設の開放、様々

な問合せ・相談への対応などを行うとともに、イ

ントラネットサイト「理科なび」を充実させ、授

業に役立つ資料の提供を進めた。 

 また今年度も、児童の科学に対する興味・関心

を高め、学力を向上させることを目的として、「サ

イエンスサマー2017」を継続して開催するととも

に、「土曜科学教室」を年間６回実施した。 

 なお、教育研究所の諸事業を進めるにあたり、

教育指導課指導主事や小学校理科研究会、中学校

理科研究会、他の研究機関と連携をとりながら、

内容の充実と活動の円滑な実施を図っている。 

１ 理科教育研修講座 

平成 29年度は下記の３講座を設定した。 

  ア．理科基礎技術研修講座 

  イ．小学校・中学校理科教材研究講座 

  ウ．科学教養講座 

（１）理科基礎技術研修講座 

 主に理科の授業を担当している教師や、

初任の小学校教諭を対象に、理科の指導に

必要な基礎的技術を身に付ける内容として

＜表１＞のような７講座を実施した。 

これらの講座は、理科を指導するにあた

って身に付けておきたい基礎的な内容を中

心に行った。事故防止を含めた観察・実験

の基礎技術、自然観察における知識、身近

な自然の活用等について学習した。この７

講座のうち、４講座は自然・人文博物館と

連携し、学芸員を講師に招いて行った。３

講座については校外による研修であった。 

（２）小学校・中学校理科教材研究講座 

 小中学校の学習内容で、学習効果を高め

るための教材開発や選定、学習展開の工夫

について研修するために＜表２＞のような

２講座を実施した。 

理科教材開発会社に講師を依頼し、様々

な教材・材料を用いての実験方法を学んだ。

第１回は化学分野について小中の系統性を

踏まえた実験、第２回は４分野全般のわか

りやすく安全な実験について学んだ。多く

の実験方法や工夫が紹介され、授業への生

かし方について考えることができた。 

（３）科学教養講座 

 理科を指導する教員にとって役立つ技術

や、最新情報を得るために、また、科学に

対して教員自身が興味・関心をもてるよう

にするために＜表３＞の１講座を実施し

た。 

 東京大学大気海洋研究所の佐藤克文氏を

講師に、新しい調査手法であるバイオロギ

ングをとおして見えてきた海洋生物の実態

や海洋環境について実際のデータや記録映

像等を交えてご講演いただいた。 

２ 理科実験観察教材の斡旋・配布・維持管理 

 生物教材の飼育・栽培・保存及び配布、斡旋を

行った。 

種ジャガイモ、サツマイモ苗、蚕種については、

多くの小学校から購入希望があった。種ジャガイ

モ・サツマイモ苗については小学校以外の需要が

うかがえる一方、木材チップ・堆肥については少

なかった。 

 水中の微小生物についても校種を問わず提供依

頼があり、各学校での顕微鏡観察の一助となるこ

とができた。県立総合教育センターから提供され

たものを維持管理し、継続的に提供できる体制を
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とっている。 

 水生植物等の提供依頼もあり、理科教材園の整

備が十分でない学校にとって、教育研究所の果た

す役割は大きい。 

３ 理科資料のデータベース化 

 教育情報センターイントラネットサイトで配信

している「理科なび」では、前年度に引き続き授

業で役立つ情報の提供を目的として、実践資料の

充実に努めるとともに、サイエンスサマーや土曜

科学教室の様子などの情報発信を行った。 

 また、今年度は見やすく、わかりやすい形にな

るようトップページおよびその項目を見直した。 

４ サイエンスサマー2017 

 小学生の科学に対する興味・関心を高める場と

なる自由研究を支援する目的で実施した。夏季休

業が始まった直後、教育研究所に小学校３年生か

ら６年生までの希望者を集め、実験・観察に取り

組んだ。理科指導に長けた教員が８つのブースを

運営し、研究仮説の設定、実験・観察、考察とい

う一連の流れを体験させ、自由研究への取り組み

を後押しした。 

 午前・午後合わせて 80名の募集に対し、291名

の応募があった。 

５ 小学校児童・中学校生徒研究集録の作成 

 各学校で選ばれた児童生徒の代表作品１点、及

びサイエンスサマー2017 参加者の作品を研究集

録としてＣＤにまとめ発行するとともに、イント

ラネットサイトにおいても配信した。 

 この研究集録には、夏季休業中に取り組んだ自

由研究を中心に、優秀作品を含め小学校 88点の研

究成果が掲載された。平成 28年度からＣＤに収録

して配付している。 

６ 土曜科学教室 

 児童が自身で行う実験・観察を通し、科学に対

する興味・関心を高め学力の向上を図ることをね

らいとして、＜表４＞のように年間６回実施し

た。応募に際しては、年間 240人の定員に対し 512

人の応募があり、保護者の関心の高さとともに取

組みが認知されてきていることがうかがえた。 

 参加児童のアンケートからは、科学への興味の

高まりと主催側の意図が伝わった感想が多く見ら

れた。保護者の参観も多数あり、感想には次年度

への参加や回数の増加、継続を望む意見など実施

への肯定的な意見が多くあった。児童のみならず、

家庭でも理科への興味・関心が高まり、理科教育

の推進の効果が高かったと考えられる。 

７ 授業支援 

 理科支援員（非常勤）職員を中心に、理科の授

業づくりの工夫や改善点、安全指導、動植物の飼

育や教材化の工夫、薬品廃棄の方法など様々な問

い合わせや相談に応じてきた。研究所や職員の蓄

積してきた資料や技術等の提供、理科施設や器具

の貸し出しなどを行った。 

 また、顕微鏡の視野を拡大表示できるタブレッ

ト顕微鏡を購入し、研修での活用や資料づくりに

活用した。 

 理科実験室の施設や機器等の利用については、

各学校の要望にできる限り応じ、天体望遠鏡、速

度測定器（ビースピ）などを貸し出した。 

８ 理科教育事業への協力 

理科教育研修やその他の事業について、小学校理

科研究会、中学校理科研究会をはじめ、多くの方

々との連携・協力を行った。ご協力いただいた主

な方々は次のとおりである。 

小学校理科研究会会長 小田部英仁（大塚台小） 

副会長 長島 智仁（武山小） 

副会長 大津 晃 （神明小） 

中学校理科研究会会長 坂庭 修 （北下浦中） 

副会長 守谷 賢二（衣笠中） 

（敬称略） 
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＜表１＞ 理科基礎技術講座 （６回 139 名） 

  月  日 講   座   名 指  導   者 場  所 参加人数 

５．10 生物教材の飼育と授業づくり 

～メダカ～ 

平野邦好 

（教育研究所） 

理科実験室 15 

５．12 生物教材の飼育と授業づくり 

～カイコ～ 

内舩俊樹 

（自然・人文博物館） 

情報研修室 23 

６．９ 自然観察会 

～校庭で見られる植物～ 

山本 薫 

（自然・人文博物館） 

武山小学校 18 

７．28 

～８．10 

はじめての理科実験 市下啓嗣 

（教育研究所） 

理科実験室 57 

８．１ 身の回りの自然から学ぶ〜植物遊び

から生活との関わりまで〜 

高橋良寿 

（五感教育研究所） 

理科実験室 26 

８．８ 自然観察会 

～相模湾の生き物～ 

萩原清司 

（自然・人文博物館） 

天神島自然教育園 中止 

10．25 自然観察会 

～観音崎で見られる地層～ 

柴田健一郎 

（自然・人文博物館） 

県立観音崎公園 中止 

＜表２＞ 小学校・中学校理科教材研究講座  （４回 44 名） 

  月  日 講   座   名 指  導   

者 

場 所 参加人数 

８．７ 小中の学びのつながりを意識した実験の工

夫 ～キーワードは粒子（化学分野）～ 

ケニス株式会社 理科実験室 ①12

②７

８．９ 安全・楽しい・分かりやすい！！理科実験 株式会社ナリカ 理科実験室 ①16

②９

＜表３＞ 科学教養講座 （１回 38 名） 

  月  日 講   座   名 指  導    者 場  所 参加人数 

 ７．31 バイオロギングによって見えて

きた野生生物や海洋環境の実態 

佐藤 克文 

（東京大学 大気海洋研究所） 

理科実験室 38 

＜表４＞ 土曜科学教室 （６回 229 名） 

月 日 対象学年 実施機関 募集人数 応募者数 

６．10 ３・４年 株式会社ナリカ 40 168 

７．８ ５・６年 電力中央研究所 40 66 

９．30 ３・４年 ケニス株式会社 40 125 

10．28 ３・４年 株式会社ナリカ 40 72 

12．２ ５・６年 JAMSTEC 40 42 

１．20 ５・６年 電力中央研究所 40 39 
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研 修 関 係 

平成 29 年度より新たな体系に基づき、初任者研修、教職１年経験者研修、教職２年経

験者研修、教職６年経験者研修、中堅教諭資質向上研修を実施することとした。初任者研

修は１年間の法定研修とし、同じく法定の 10 年経験者研修は「中堅教諭資質向上研修」

と改称した。中堅教諭資質向上研修は原則として 10 年経験後に受講する。これにより、

教職５年経験者研修および教職 20年経験者研修は廃止された。 

平成 28年度採用者までは旧研修体系で受講し、平成 29年度採用者より新体系で受講す

るため、２年経験者研修は平成 31年度より、６年経験者研修は平成 30年度より実施する

こととなった。 

新たな研修体系に基づき、職に応じた研修では、管理職や学校運営に携わる教諭を対象

に、リーダーとしての在り方や人材育成を促進する研修内容を充実させるとともに、それ

ぞれのキャリアステージに応じた研修や、学力の向上を目指した授業づくり、喫緊の教育

課題に応じた研修の充実を図ってきた。 

夏季休業中の選択研修については、各教科や最新の教育課題（子どもの貧困、主権者

教育、業務改善等）に応じた研修を実施し、全 70講座、延べ 3,533名の参加があった。 

１ 概要 

本年度の目標と方針は、次のとおりである。 

１ 教師として求められる資質、授業力の向上を

図る。 

（１）基本研修において、経験年数に応じた資質

・能力及び指導力の向上を図る。

（２）選択研修において、授業力向上、教育課題、

学校づくりなど系統的な研修講座を提供する。 

２ 学校組織の活性化と人材育成を図る。 

（１）各学校において組織的、計画的な人材育成

が図れるよう、学校づくり、コミュニケーシ

ョン能力、集団づくりなど実践的な研修内容

を充実させ、校内研修との連動を図る。

（２）各学校において協働性を生かした校内研修

・研究が推進されるよう訪問支援研修を行う。 

１「教師として求められる資質、授業力の向上」

については 

①各経験者研修において、教育公務員としての誠

実で公正な職務遂行能力の育成を図る研修を実

施した。「教師のためのハンドブック」を用い

て、公務員倫理やモラルの育成に努めた。 

②初任者研修グループ授業研究において、中堅教

諭資質向上研修受講者がファシリテーターとし

て協議会の進行を務め、話し合いの充実を図っ

た。経験年数を超えて研修研鑽を重ねる有用な

場となっている。 

③中堅教諭資質向上研修においては、校内人材育

成の視点を強調した研修を実施し、民間企業に

おける人材育成についても取り上げ、校内にお

ける OJTの促進を図った。 

④パワーアップ研修（理科シリーズ・達人シリー

ズ・英語シリーズ）を実施し、英語シリーズで

は「小学校外国語活動」の充実を図った。 

⑤スキルアップ研修講座を土曜日に開催し、著名

な講師を招聘し、授業づくりや日々の教育活動

に生かせる実践的な研修を充実させた。 

⑥スクールコンプライアンスや学校事故防止につ

いて考える研修講座を実施し、意識の向上を図

った。 

２「学校組織の活性化と人材育成」については 

① 学校づくり研修講座の充実を図るとともに、

人材育成に関わる内容について多くの機会を

通じて強調した。新任総括教諭研修、総括教

諭学校運営基礎研修を開講するとともに、選

択講座枠でも学校運営に関する内容を充実さ

せた。

②新任校長研修については、「校内研究の活性化と

校長の役割」をテーマに開催した。また、校長

会との連携研修や副校長・教頭の夏季講座にお

ける２講座選択受講を実施し、研修機会の拡充

を図った。 

② 臨時的任用職員研修講座を所管し、年間５回

実施した。これまで横浜国大と連携し、テレ

ビ会議システムを用いて行ってきた通信研修

は廃止され、通所型の研修に改められた。

以上のような取組により、校外研修と校内研修が

連動して学校の組織力が向上すること、そして、

一人一人の教員が人材育成の視点をもって OJTを

進められることを期待している。
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指定研修 

経験年数に応じた研修 

教職員のライフステージに沿って、教職経験に応じた体系的な研修により、

教育公務員としての公正な職務遂行能力と資質、そして専門職としての優れた

指導技術の向上を図る研修である。 

各経験年数に応じた職場における役割の理解を深めるとともに、本市の目指

す学力向上の視点を大切にし、指導力の向上や授業における ICT の活用などに

関わる研修内容を実施し、意識の向上を図った。 

１ 初任者研修講座 

新採用の教員として求められる資質・能力の向

上を図るとともに、学習指導や学級経営に必要な

基礎的・基本的な知識や技能の習得を目指した研

修を行った。外部民間講師や本市指導主事が講師

となり、実践的な研修を行った。受講者は 76名。

（養護教諭１名を含む）校外研修年間 18日以上と

校内研修年間 210時間以上を実施した。 

①校外研修（指定 16日 選択２日） 

第７～10 回宿泊研修において全員模擬授業を

行い、実践的授業力の向上を目指した。 

第 12回「よこすかを知る」では、横須賀市の歴

史を学び米海軍横須賀基地内の横須賀製鉄所跡地

や市内の史跡を見学した。 

回 日 時 内 容 講 師 

１ ４月18日 

開講式 

学校教育部長講話 

教職員の服務 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

横須賀市歌紹介 

学校教育部長 

教職員課指導主事 

教育研究所指導主事 

教育指導課指導主事 

２ ５月16日 信頼される教師を目
指して 

ハーモニア代表 

  中村 真理 

３ 
６月13日 認め合い高め合う集

団づくりの基本 

初任者指導アドバイザー 

  野中 信行 

４ ７月４日 教育の情報化 
学校事故対応 

教育研究所指導主事 

保健体育課指導主事 

５ 

６ 
７月25日 

人権教育の大切さ・ 

道徳教育の進め方・ 

食物アレルギー対応 

確かな学力を育成す
る授業づくりⅠ 

教育指課指導主事 

保健体育課指導主事 

７

８

９ 

10 

８月21日

～ 

22日 

学び続ける教師を目
指してⅠ 

確かな学力を育成す
る授業づくりⅡ 

確かな学力を育成す
る授業づくりⅢ 

学び続ける教師を目
指してⅡ 

教育研究所指導主事 

11 

小 
９月５日 

外国語活動 

食教育 

教育指課指導主事 

保健体育課指導主事 

11

中 
９月26日 

部活動指導 

学級経営 

保健体育課指導主事 

教育研究所指導主事 

12 10月24日 よこすかを知る 博物館学芸員 

13 

11月７日 

11月14日 

11月21日 

グループ授業研究

Ⅰ（中学校） 
教育研究所指導主事 

14 

12月５日 

12月12日 

12月19日 

グループ授業研究Ⅱ

（小学校） 
教育研究所指導主事 

15 １月16日 
横須賀市の支援教育・
児童生徒指導について 

支援教育課指導主事 

16 ２月20日 学び続ける教師として  
～実践報告会～ 

教育研究所指導主事 

②選択研修（２日） 

市主催の選択研修等より選択とした。 

小学校教諭は「理科基礎技術研修」「学校水泳

指導法研修」を受講した。中学校教諭は、それぞ

れの教科に応じた研修を受講した。 

③校外授業研究 

初任者によるグループ授業研究と研究協議（中

堅教諭資質向上研修受講者が進行役を務める）を

実施した。異なる年次の経験者が協議することで、

互いの相乗効果により実り多い研修となった。 

④校内研修（年間 210時間以上） 

平成 24 年度より初任者研修における非常勤講

師の任用に関する通知の変更があり、校内研修の

総時間数が 300時間以上から 210時間以上に変更

された。 

 研修時間の短縮を通して、研修内容の精選を図

るとともに、初任者の授業や部活動指導の教育活

動や校務処理等、内容の充実を図った。また、研

修報告書類を簡略化し、準備・まとめの時間の効

率化を図った。 

拠点校指導教員方式においては、拠点校指導教

員が担当する研修を週６時間程度、年間 180時間
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以上、コーディネーターが割り振る研修を週１時

間程度、年間 30時間以上実施した。 

校内指導教員方式においては、校内指導教員に

よる研修、校内指導教員が割り振る研修を年間

210時間以上実施した。 

２ 教職１年経験者研修講座 

協働性を高めながら教師としての基礎的な資質

の向上を目指すとともに、教育公務員としての自

覚を深め、子どもの学力を向上させるための指導

力を身につけることを目的として研修を実施し

た。校外研修７回、校内研修 10回。受講者 85名

（養護教諭３名を含む） 

①校外研修 

回 日 時 内 容 講 師 

１ ４月26日 
オリエンテーション

教職員の服務 
教育研究所指導主事

２ ５月９日 
指導と評価の一体化を

意識した授業づくり 
教育研究所指導主事 

３ ８月８日 

教育の情報化・授業づ

くりの工夫 

NPO法人企業教育研究会 

  関谷 紳吾 

教育研究所指導主事

４ ８月８日 
授業づくりで大切にし

たいこと 

関東学院大学 

松永 昌幸 

５ １月23日 
授業実践の交流と振り

返り 
教育研究所指導主事

６ ７～８月 夏季研修講座より選択 

７ 11月～２月 フロンティア研究発表会より選択 

②校内研修 

回 日 時 内 容 講 師 

- 
５月～ 

２月 

勤務校における授業研究

と研究協議および自主研

修10回 

校内でペアまたは 

グループを構成 

３ 中堅教諭資質向上研修講座 

教職経験 10 年を経過した教員が対象。教育公

務員特例法第 24条の規定に基づき、個々の適性を

伸長し、教科指導、生徒指導等に関する指導力の

向上を図るとともに、学年及び学校運営における

企画調整力を身に付ける研修を実施した。校外研

修 14回、校内研修 17回。受講者 48名。（養護教

諭 1名を含む） 

①校外研修 

回 日 時 内 容 講 師 

1 ４月25日 

開講式 

「中堅教諭として」 

「教職員の服務」 

教育研究所長 

教育研究所指導主事 

教職員課主査指導主事 

2 ６月６日 

人材育成の視点を持っ

た組織の動き１ 
キッザニア東京 

スタッフ 

3 ６月27日 
人材育成の視点を持っ

た組織の動き２ 

ＪＴＢほか 

4 ８月４日 

学力向上に繋がる授業づ

くり・校外授業参観の視

点について 

教育研究所指導主事 

5 
８月17日

AM 

校内研究の活性化 早稲田大学 

教授 小林 宏己 

6 
８月17日 

   PM 

ミドルリーダーとしての

役割 
教育研究所指導主事 

7 10月17日 
児童生徒指導、保護者対

応について 
支援教育課指導主事 

8 
７月～ 

 １月 

校内研究授業の実施 

(校外研修) 

教育研究所指導主事 

教科等担当指導主事 

9 
７月～ 

１月 
校外授業参観１ 

教育研究所指導主事 

教科等担当指導主事 

10 
10月～ 

 11月 

初任者グループ授業研

究と研究協議の進行・助

言 

教育研究所指導主事 

11 
７月～ 

１月 

教科指導員の授業を 

参観 

教科指導員 

教育研究所指導主事 

12 ２月６日 
実践交流と振り返り 

教育研究所指導主事 

13 

・ 

14 

自己課題の解決に向け、 

市や県の研修講座を選

択 

※第 13・14回については受講者の研修テーマに応

じて２日選択。免許更新講習受講者は、更新講

習で受講した講座は選択研修に振り替えること

ができることにしている。

②校内研修 

回 日 時 内 容 講 師 

全

17 

回 

４月～ 

２月 

「授業に関する研修」 

各校指導担当 

校内でのペアまた

はグループを構成 

「児童生徒指導に関す

る研修」 
校内教諭等 

「学年・学校運営におけ

る研修」 
校内教諭等 
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４ 養護教諭研修講座 

これまで、養護教諭経験者研修は神奈川県にお

ける教員のライフステージに即した研修体系に合

わせて２・15・25年経験時に実施してきたが、本

市における教員研修体系の見直しを踏まえ、平成

29年度以降の養護教諭経験者研修は、法定の初任

者および中堅教諭（10年経験者）以外では、横須

賀市が実施する研修のカリキュラムに合わせ、２

年経験者、６年経験者が受講することとした。 

しかし、研修効果を高めるとともに、市内にお

ける養護教諭の交流を図るため、神奈川県立総合

教育センターとの協定に基づき、県が実施する養

護教諭研修を選択しながら実施する形は踏襲し、

一部合同開催とした。 

そのため、６年経験者の受講については、神奈

川県立総合教育センターが実施する研修を受講す

る際、県のカリキュラムに合わせ、「養護教諭５

年経験者研修」を受講することとした。 

２年経験者研修は第１回、第２回を神奈川県立

総合教育センターと連携する形で実施した。 

６年経験者研修については、平成 29年度が研修

体系の移行期間であったため実施されず、平成 30

年度以降に開催される。 

研修回数の中には、管理職面談、校内研修の実

施等を行う 10回を含み、校内における OJTの促進

を図る研修を構築した。 

研修回数及び研修の概要は次のとおりである。 

養護教諭２年経験者研修（12回） 

回 内 容 

第１・２回 専門力向上・課題解決力向上 

県立総合教育センター実施 

第３・９回 管理職面談 

第４～８回 校内研修の実施及び研究協議等 

第 10～12回 校内自主研修の実施 

職務等に応じた研修 

１ 管理職研修講座（指定） 

学校運営・学校経営に関することや、今日的な

教育課題についての理解を深め、円滑な学校経営

に必要な資質の向上を図るために研修を実施し

た。 

本年度は特別支援教育の視点から、合理的配慮

と基礎的環境整備、発達障害を抱える子どもとの

関わりや組織的･計画的な体制づくりなどに関わ

る理解を深めた。 

昨年度に引き続き、新任校長研修講座、新任教

頭研修講座、校長会連携研修を開催し、研修の機

会を拡充し、実践的な内容の研修を展開した。 

合わせて副校長･教頭研修においては、夏季研修

講座より２講座を選択し受講した。 

①新任教頭研修講座 

回 日 時 内  容 講 師 

１ ４月13日 

「教頭としての役割」 

「教頭の実務」 

浦賀中学校校長 

丸瀨 正 

大津小学校教頭 

丸山 明美 

②校長会連携研修講座 

回 日 時 内  容 講 師 

１ ７月３日 
新学習指導要領「総則」

の理解と活用 

文部科学省 

初等中等教育局教育課

程課長  合田哲雄 

③校長・園長研修講座 

回 日 時 内  容 講 師 

１ ９月27日 
「発達障害のある子ども

とのかかわり」  

国立特別支援教育総合研究所 

発達障害教育推進センター長

笹森 洋樹 

④副校長・教頭研修講座 

回 日 時 内  容 講 師 

１ ９月27日 
「発達障害のある子ども

とのかかわり」  

国立特別支援教育総合研究所 

発達障害教育推進センター長

笹森 洋樹 

⑤新任校長研修講座 

回 日 時 内  容 講 師 

１ 12月８日 
「校内研究の活性化と

学校長の役割」 

国士舘大学 

教授 

  北 俊夫 
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２ 総括教諭学校運営基礎研修講座 

平成 29年度より新規で「総括教諭学校運営基礎

研修」を開講した。学校経営の視点も意識しなが

ら、学校運営に関わる力量向上を目的とし、指定

された 23人の総括教諭が受講した。 

回 日 時 内  容 講 師 

１ ５月12日 
研修概要 

学校運営について 

教育研究所指導主事

小学校 校長会長 

２ ７月７日 
教育法規 

教育課程編成 

教職員課指導主事 

教育指導課指導主事 

３ ８月10日 
自校を見直す 

ＳＷＯＴ分析 

キッザニア東京

スタッフ

４ 10月13日 
組織マネジメント 

学校評価 

教育指導課指導主事 

５ 11月28日 
自校の課題 

アクションプラン 

キッザニア東京

スタッフ

３ 総括教諭研修講座 

学校を組織的･機能的に運営するためにグルー

プリーダーとして必要な資質・力量の向上を図る

ことを目的としている。 

本年度は、各校の総括教諭等が学校づくり研修講

座、教育課題研修講座、支援教育研修講座の 12

講座より２講座を選択して受講した。（受講対象

人数 301名） 

回 日 時 内  容 講 師 

１ ７月25日 

学校事故対応を考える 日本女子大学 

教授 

坂田 仰 

２ ７月28日 

子どもの貧困を防ぐた

めにできること～ひと

り親家庭の現状から～ 

しんぐるまざーずふぉーらむ 

理事長  

赤石 千衣子 

３ ７月31日 
学校改善につながる学

校評価 

山梨大学 

教授 

日永 龍彦 

４ ８月１日 
変わる学校 変わらな

い学校 

学校マネジメント

コンサルタント

妹尾 昌俊 

５ ８月１日 

主権者教育の現状と展

望～18歳選挙権をブーム

で終わらせないために～ 

慶應義塾大学 

ＳＦＣ研究所 上席所員 

西野 偉彦 

６ ８月７日 
学校現場で活かすアド

ラー心理学 

八巻心理臨床オフィ

ス代表･駒澤大学教授

八巻 秀 

７ ８月９日 

想像力のスイッチを入

れよう～正しい情報キャ

ッチボールのために～ 

白鷗大学 

客員教授 

下村 健一 

８ ８月９日 

子どものネット依存に

ついて 

久里浜医療センター 

院長 

樋口 進 

９ ８月９日 
人をつなぎ、知恵をつな

ぐ組織的人材育成 

筑波大学 

教授 

浜田 博文 

10 ８月16日 

ユニバーサルデザイン

を生かした授業 

筑波大学附属小学校 

教諭 

桂 聖 

11 ８月18日 

施設分離型の小中一貫

教育推進に向けて 

筑波大学 

教授 

樋口 直宏 

12 ８月22日 

教育的緊急支援のあり

方 

大草心理臨床・教育相談 お

ーぷん・ラボ 臨床心理士・

学校心理士 

大草 正信 

４ 初任者研修拠点校指導教員研修講座 

年間を通して初任者の指導を専門に担当する拠点

校指導教員を対象に、初任者指導の現状とその対応を

協議し、指導教員自身の指導技術を高める研修を実施

した。希望者は初任者のグループ代表授業に参加し、

研究協議の中で助言を行った。 

研修日数は６日、受講者は 27 名。第３回は初任者

研修校内指導教員研修講座と合同実施した。 

回 日 時 内  容 講 師 

１ ４月３日 
拠点校指導教員の実務

と役割 

教育研究所指導主事 

２ ６月20日 

初任者研修の現状とそ

の対応 

森崎小学校  

拠点校指導教員 

鈴木 祐子 

教育研究所指導主事 

３ ７月26日 

講義「初任者をめぐる課

題とその対応」（校内指

導教員研修講座と合同

開催） 

元 川越市教育長 

山浦 秀男 

４ ９月12日 

初任者研修の現状とそ

の対応 

鴨居中学校 

拠点校指導教員 

佐久間 正一 

教育研究所指導主事 

５ 

11月 14日、11月 21日・28日・12

月５日、12日・19日の中から１回

または２回選択し、初任者グループ

授業研究を参観し、研究協議に参加

した。 

教育研究所指導主事 

６ １月30日 
本年度の振り返り（初任

者研修の成果と課題） 

教育研究所指導主事 



- 29 - 

５ 初任者研修校内指導教員研修講座 

初任者指導の担当である校内指導教員の職務に

ついて理解を深め、初任者研修の効果を高めるた

めに研修を実施した。本年度は初任者が抱える課

題とそのバックアップなどについて講義を通して

学びを深めた。 

研修日数は２日。第２回は初任者研修拠点校指

導教員研修講座と合同で実施した。 

回 日 時 内  容 講 師 

１ ４月３日 

初任者研修校内指導教

員の実務と役割 

教育研究所指導主事 

２ ７月26日 

講義「初任者をめぐる課

題とその対応」（校内指

導教員研修講座と合同

開催） 

元 川越市教育長 

山浦 秀男 

選択研修 

１ コミュニケーション研修講座 

児童生徒と教師、教師と保護者のみならず、

教職員どうしのコミュニケーションを円滑にす

るための技術と理論を身に付けることを目的と

し、コミュニケーションスキルやコーチング理

論に基づいた実践的な研修を実施した。 

回 日 時 内  容 講 師 

1 ８月１日 

児童生徒や保護者の気持

ちに寄り添えるコミュニ

ケーションのあり方 

帝京平成大学 

名誉教授 

中谷 三保子 

2 ８月１日 

職場でのコミュニケ

ーション術 

～アサーション～ 

フィールドデザイン 

代表取締役 

中山 佳子  

２ 教育課題研修講座 

今日的な教育課題に関する理解を深め、教員と

しての資質や指導力の向上を図ることを目的と

して、実践的な研修を実施した。 

回 日 時 内  容 講 師 

１ ７月28日 
子どもの貧困を防ぐために
できること～ひとり親家庭
の現状から～ 

しんぐるまざーずふぉーらむ 

理事長 赤石 千衣子 

２ ８月１日 
主権者教育の現状と展望～

18 歳選挙権をブームに終
わらせないために～ 

慶應義塾大学SFC研究所 

上席所員 西野 偉彦 

３ ８月７日 
学校現場で活かすアド
ラー心理学

やまき心理臨床オフィス 

代表 八巻 秀 

４ ８月９日 
想像力のスイッチを入
れよう～正しい情報キャ
ッチボールのために～ 

白鷗大学 

客員教授 下村 健一 

３ 学校づくり研修講座 

 様々な教育課題に対して、学校としての組織的

な対応が求められている。「スクールコンプライ

アンス」「学校評価」「組織的人材育成」等、教

育問題に関する理解を深め、学校組織力を高める

ための研修を５回実施した。管理職・総括教諭の

選択研修としても位置づけられている。 

回 日 時 内 容 講 師 

１ ７月25日 学校事故対応を考える 
日本女子大学 

教授 坂田 仰 

２ ７月31日 
学校改善につながる学校

評価 

山梨大学 

教授 日永 龍彦 
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３ ８月１日 
変わる学校 変わらな

い学校 

学校マネジメント 

コンサルタント

妹尾 昌俊

４ ８月９日 
人をつなぎ、知恵をつな

ぐ組織的人材育成 

筑波大学

教授 浜田 博文

５ ８月18日 
施設分離型の小中一貫教

育推進に向けて 

筑波大学

教授   樋口 直宏

４ スキルアップ研修講座 

授業づくりの基本的知識・技能に関する実践的

な研修講座。教員としての資質や指導力の向上を

図る目的として、平成 23年度から新規開講した。 

回 日 時 内 容 講 師 

1 10月28日 学び合いでつくる道
徳の授業 

鶴久保小学校 

教諭 御所谷 歩 

2 12月２日 
子どもが楽しく豊か
に学ぶ授業 算数 

明星大学 客員教授 

細水 保宏 

3 １月 20日 
外国語教育の理解と
実践 

国際言語アカデミア 

教授  江原 美明 

５ 訪問支援研修 

教育研究所指導主事が、教員の授業づくり等を

支援する「サポート研修」と、校内研究を支援す

る「校内研修ファシリテート」を実施した。 

 「サポート研修」では、本年度希望のあった対

象校６校に対し、授業参観及び指導、教材研究、

授業に関する指導を行った。 

「校内研修ファシリテート」では、校内研究協

議の充実を図るために、教育研究所指導主事が、

研究協議会の進め方等を支援した。 

研究推進委員会での目的意識の共有化や、協議

会における各学校のテーマや状況に応じたワーク

ショップ型協議の応用例、協議会・グループ協議

のファシリテート、マッピングを活用した協議の

収束方法等の研修を行うことにより、授業力向上

や人材育成につながる校内の協働性向上を図っ

た。 

小学校１校の校内研究に関わった。 

６ よこすか教師塾 

 横須賀市立学校で教師になるという強い志と情

熱をもった人材に、本市が目指す教師像、教育理

念、実践的指導力を伝授し、教職に対する強い使

命感をもつ教師を育成することを目的として開講

している。 

編成を前・後期制とし、後期からは大学３年生

も未来塾に入れるようにした。前期の「よこすか

教師未来塾」は大学４年生、大学院生、短期大学

２年生と社会人を対象に 14名で編成した。同じく

「よこすか教師希望塾」は現在、臨時的任用職員

または非常勤講師として勤務している者を対象と

して７名で編成した。 

後期は、未来塾８名、希望塾７名の編成である。 

原則毎月１回、年間 12回の開催となった。金曜

日の 18:00～19:45までの講義・演習の中で、授業

づくりや学級づくり、子ども理解や指導等、実践

的な講座を展開した。 

現職教員の実践例や経験の豊かな非常勤講師、

指導主事等による講義、演習を通して、即戦力と

なる人材の育成を行った。本年度は、12月・２月

に希望校種（小・中）別の講座を開催した。 

◆よこすか教師塾担当

非常勤講師  小曽戸聡 小谷孝夫 平野邦好 

回 日 時 内  容 講 師 

１ 

前 

期 

５月19日 

「開講式」 

「教師をめざす心得」 

「自分の考えを相手に伝え

る教育論文の書き方１」 

教育研究所指導主事 

非常勤講師 

２ ５月26日 

「相手に良い印象をあ
たえるために１」 
「求められる教師像に

ついて」 

「自分の考えを相手に

伝える教育論文の書き
方２」 

教育研究所指導主事 

非常勤講師 

３ ６月９日 

「先輩教師から学ぶ（心

構え）」 
「相手に良い印象をあ
たえるために２」 

衣笠小学校 教諭 

松本 章江 

鴨居中学校 教諭 

前山 あゆみ 

非常勤講師 

４ ６月23日 

「先輩教師から学ぶ（模
擬授業）」 

「自分の考えを相手に
伝える教育論文の書き

方３」 

「相手によい印象を与
えるために３」 

津久井小学校 教諭 

大野 真弓 

池上中学校 教諭 

松原 涼太 

非常勤講師 

５ ７月７日 

「教師としてのマナー
と身につけたいこと」 

「模擬授業グループワ
ーク」 

教育研究所指導主事 

非常勤講師 

６ ９月22日 「教育の今日的な課題」 
支援教育課指導主事 

教育研究所指導主事 
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７ 

後 

期 

10月20日 

「わかる授業のための
ICT活用」 

「授業のスキルアップ

（板書・発問・教具等）」 

教育研究所指導主事 

非常勤講師 

８ 11月17日 

「小・中学校の道徳授

業について」 

「小・中学校の評価に

ついて」 

教育指導課指導主事 

９ 12月15日 

「学級担任の役割と実

務」 

「学級経営のポイント

について」 

大塚台小学校 教諭 

石黒 功 

神明中学校 教諭   

山口 忠士 

10 １月26日 
「児童生徒理解と集団

作りについて」 
教育研究所指導主事 

11 ２月16日 

「小・中学校の特別活

動の指導法」 

「４月の学級開きに向

けて」 

粟田小学校 教諭 

星野 文音 

野比東小学校 

外川 翔大 

神明中学校 教諭 

山口 忠士 

馬堀中学校 教諭  

家村 亮 

12 ３月２日 

「学び続ける教師をめ
ざして」 

「閉講式」 

教育研究所所長 

教育研究所指導主事 

７ パワーアップ（理科・達人・英語）研修講座 

理科シリーズ・達人シリーズ・英語シリーズで

実施した。理科シリーズでは、学校訪問型 指導技

術向上研修を継続し、市内の小学校を会場に４回

実施した。 

達人シリーズでは、教科研究会で活躍した市内

の退職教員を講師に招いて実施した。 

英語シリーズは小学校外国語活動における授

業力向上をねらいとして行った。 

＜理科シリーズ 学校訪問型指導技術向上研修＞ 

回 時期 会場 講 師 

４回 ６月～12月 

神明小学校 

長浦小学校 

池上小学校 

浦賀小学校 

市内小学校教員 

教育研究所指導主事 

教育研究所非常勤講師 

＜授業の達人に学ぶシリーズ＞ 

回 時期 内容 講 師 

６回 ６月～２月 

国語 

算数 

理科 

社会 

音楽 

造形教育 

市内元校長 濱田芳子 

市内元校長 横田良 

市内元教頭 平野邦好 

市内元校長 小曽戸聡 

市内元校長 佐野享子 

市内元教頭 川合祥治 

＜英語シリーズ＞ 

回 時期 会場 講 師 

４回 ６月～12月 教育研究所 

教育研究所指導主事 

英語教育推進リーダー 

外国語活動アドバイザー 



平成29年度　夏季休業期間中実施　研修講座

研修名 講座 題名 所属 講師名 実施日 開始時間 場所 参加者

国語科研修講座 1 これから求められる国語科の授業改善 横浜国立大学 髙木 展朗 8月08日(火) 13:30 ヴェルクよこすか 68
社会科研修講座 1 楽しい歴史の授業づくり（仮） 東京大学
史料編纂所 本郷 和人 7月31日(月) 09:30 ヴェルクよこすか 95
算数科/数学科研修講座 1 ｢確かな学力｣育成のための算数･数学的活動の充実 国立学園小学校 佐藤 純一 8月07日(月) 13:30 ヴェルクよこすか 72
理科研修講座 1 子どもの学びを豊かにする理科教育 帝京大学教職大学院 矢野 英明 8月08日(火) 09:30 ヴェルクよこすか 30
音楽科研修講座 1 次期学習指導要領への対応とこれからの音楽教育 文部科学省 臼井 学 8月10日(木) 09:30 ヴェルクよこすか 49
図画工作科/美術科研修講座 1 造形教育における「学び」 画家 中川 久 8月04日(金) 13:30 教育研究所 47

1 プログラミング教育基礎講座 09:30 37
2 プログラミング教育基礎講座 13:30 22
3 ｢このＴｼｬﾂはどこからくるの?｣消費者教育授業 特定非営利活動法人ACE 田柳 優子 8月04日(金) 13:30 ヴェルクよこすか 15

生活科研修講座 1 新学習指導要領を生かした生活科の授業 名古屋大学大学院 久野 弘幸 8月07日(月) 09:30 教育研究所 16
外国語科研修講座 1 中学校外国語科における指導と評価の工夫 文部科学省初等中等教育局 平木 裕 8月04日(金) 09:30 ヴェルクよこすか 18

4 はじめての理科実験①～実験器具を扱ってみよう～ 7月28日(金) 09:00 23
5 はじめての理科実験②～実験器具を扱ってみよう～ 7月31日(月) 21
6 はじめての理科実験③～実験器具を扱ってみよう～ 8月04日(金) 8
7 はじめての理科実験④～実験器具を扱ってみよう～ 8月10日(木) 09:00 4
8 身の回りの自然から学ぶ～植物遊びから生活との関わりまで～ 五感教育研究所 高橋 良寿 8月01日(火) 13:30 26
9 自然観察会　～相模湾の生き物～ 横須賀市自然・人文博物館 萩原 清司 8月08日(火) 09:30 天神島自然教育園 中止

科学教養研修講座 1 バイオロギングによって見えてきた野生動物や海洋環境の実態 東京大学大気海洋研究所 佐藤 克文 7月31日(月) 09:30 教育研究所 38
1 09:30 12
2 13:30 7
3 09:30 16
4 13:30 9
1 学校水泳指導法研修講座① 市内公立学校 教諭等 8月09日(水) 34
2 学校水泳指導法研修講座② 市内公立学校・横須賀海上保安部教諭等・交通課長 8月10日(木) 77
3 小学校等体育科夏季研修講座① 09:00 43
4 小学校等体育科夏季研修講座② 13:30 38
5 小学校等体育科夏季研修講座③ 09:00 33
6 小学校等体育科夏季研修講座④ 13:30 48
7 中学校・高等学校等保健体育科夏季研修講座① 09:00 11
8 中学校・高等学校等保健体育科夏季研修講座② 13:30 12
9 中学校・高等学校等保健体育科夏季研修講座③ (株)フルクラムスクワッド 角田 義昭 09:00 18
10 中学校・高等学校等保健体育科夏季研修講座④ 市内公立学校 教諭等 13:30 16

体育実技講習会 2 体育実技講習会 日本女子体育大学 宮本 乙女 8月22日(火) 09:00 総合体育会館 38
児童生徒体力つくり推進研修講座 1 子どもの体力低下に学校はどのように立ち向かうか 東京女子体育大学 末永 祐介 8月07日(月) 09:30 横須賀市役所 48
総合的な学習の時間研修講座 1 新学習指導要領を生かした総合学習の授業づくり 名古屋大学大学院 久野 弘幸 8月07日(月) 13:30 教育研究所 29
特別活動研修講座 1 学習指導要領の改訂と特別活動の方向性について 文部科学省初等中等教育局 安部 恭子 7月27日(木) 09:30 ヴェルクよこすか 29
道徳研修講座 1 道徳科授業の充実に向けて 國學院大學　人間開発部 田沼 茂紀 8月08日(火) 13:30 ヴェルクよこすか 71

2 小学校外国語教育における指導と評価 文部科学省 国立教育政策研究所 直山 木綿子 7月25日(火) 76
3 今後の小学校外国語教育について知っておくべきこと 東京学芸大学 粕谷 恭子 8月08日(火) 44
3 子どものネット依存について 久里浜医療センター 樋口 進 8月09日(水) 178
4 ユニバーサルデザインを生かした授業 筑波大学附属小学校 桂 聖 8月16日(水) 177
5 教育的緊急支援のあり方 大草心理臨床・教育相談室 大草 正信 8月22日(火) 09:30 152
1 児童生徒や保護者の気持ちに寄り添えるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 帝京平成大学 中谷 三保子 09:30 74
2 職場でのコミュニケーション術～アサーション～ フィールドデザイン 中山 佳子 13:30 28
1 子どもの貧困を防ぐためにできること しんぐるまざーずふぉーらむ 赤石 千衣子 7月28日(金) 09:30 109
2 主権者教育の現状と展望 慶應義塾大学SFC研究所 西野 偉彦 8月01日(火) 13:30 39
3 学校現場で活かすアドラー心理学 駒澤大学 八巻 秀 8月07日(月) 177
4 想像力のスイッチを入れよう 白鷗大学 下村 健一 8月09日(水) 108
1 宇宙飛行士のチームワーク 宇宙航空研究開発機構 柳川 孝二 7月26日(水) ヴェルクよこすか 187
2 疑問と好奇心から広がる 未来を創る学びの世界 東京理科大学 藤嶋 昭 7月28日(金) 横須賀総合高校 87
3 人を育てるということ 横浜高校野球部前監督 渡辺 元智 8月10日(木) 13:30 ヴェルクよこすか 185

幼児教育研修講座 1 子どもの創造的想像力を育む保育者の役割 お茶の水女子大学 内田 伸子 7月28日(金) 13:30 教育研究所 67
就学前教育と小学校教育の連携研修講座 3 幼児の育ちを学ぼう 横須賀市立武山保育園 鎗田 喜美江 7月26日(水) 09:30 武山保育園 11
読書指導研修講座 1 活用しよう学校図書館～調べる学習 基本のｽｷﾙ～ 全国学校図書館協議会 藤田 利江 7月27日(木) 09:30 久里浜小学校 47

1 学校事故対応を考える 日本女子大学 坂田 仰 7月25日(火) 104
2 学校改善につながる学校評価 山梨大学 日永 龍彦 7月31日(月) 39
3 変わる学校　変わらない学校 学校ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾝﾄｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 妹尾 昌俊 8月01日(火) 09:30 119
4 人をつなぎ、知恵をつなぐ組織的人材育成 筑波大学 浜田 博文 8月09日(水) 13:30 34
5 施設分離型の小中一貫教育推進に向けて 筑波大学 樋口 直宏 8月18日(金) 09:30 40
1 PC教室を活用しよう（小学校対象） ｼﾞｬｽﾄｼｽﾃﾑ・JR四国ｺﾑｳｪｱ スタッフ 09:30 19
2 初めてのICT活用（小学校対象） 教育研究所 指導主事 13:30 28
3 ICT活用の実践から学ぶ 市内学校 教諭 09:30 8
4 初めてのICT活用（中学校対象） 教育研究所 指導主事 13:30 5
1 生命と性の健康教育 昭和大学 上田 邦枝 7月27日(木) 13:30 ヴェルクよこすか 50
2 生活発見プロジェクト 福岡市立舞鶴中学校 稲益 義宏 8月07日(月) 13:30 横須賀市役所 43
1 応急手当ⅠⅡ 8月17日(木) 19
2 応急手当ⅢⅣ 8月18日(金) 19

防災教育研修講座 1 地震災害の理解と効果的な防災教育プログラム 東京大学地震研究所 平田 直 8月23日(水) 09:30 教育研究所 32
1 授業デザイン 横浜国立大学教育学部　　有元 典文 8月18日(金) 13:30 教育研究所 41
2 発達障害のある子どもの問題行動への支援 渡部 匡隆 8月24日(木) 13:45 おださがプラザ 0

横須賀市環境企画課連携研修 1 出張環境授業「日産わくわくエコスクール」体験 日産自動車㈱総合研究所研究企画部桐谷　範彦　他 7月26日(水) 09:00 日産自動車追浜工場 9
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  学校教育の指導の方針・重点及び研修計画に基づき、一般的教育課題、各教科等に関する内容並びに実技等に関する研修を通して、
  教職員の指導力の向上を図ることを目的としている。｢選択研修｣として70講座実施した。延べ参加人数3,533人。

家庭科/技術・家庭科
研修講座

一般社団法人
みんなのコード

利根川 裕太 8月01日(火) 教育研究所

小学校・中学校理科教
材研究講座

小中の学びのつながりを意識した実験の工夫
～キーワードは”粒子”（化学分野）～ ケニス株式会社 スタッフ 8月07日(月)

理科基礎技術研修講座

教育研究所 市下 啓嗣
教育研究所

13:30

体育科/保健体育科研
修講座

09:00 鶴久保小学校

市内公立学校 教諭等

7月25日(火)

南体育会館

7月26日(水)

8月15日(火)

総合体育会館

8月16日(水)

教育研究所
安全・楽しい・分かりやすい！！理科実
験

株式会社ナリカ スタッフ 8月09日(水)

外国語活動研修講座 09:30 ヴェルクよこすか

支援教育研修講座
13:30

ヴェルクよこすか

コミュニケーション研修
講座

8月01日(火) ヴェルクよこすか

教育課題研修講座 ヴェルクよこすか

09:30

夏季大学
09:30

学校づくり研修講座

13:30
ヴェルクよこすか

教育研究所

横浜国立大学連携研
修講座

ＩＣＴ活用実践研修講座

7月28日(金)

教育研究所

8月10日(木)

学校保健研修講座

応急手当普及員研修
講座

横須賀市消防局消防・救
急課

救急隊員 09:15 消防局庁舎
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学校の基盤整備 

平成 10 年度に本市が国の「先進的教育用ネットワークモデル事業」の対象とな

って以降、教育分野における ICT機器の利用促進を積極的に進めてきた。 

そして「三浦半島地区教育ネットワーク」事業をはじめとする「よこすか教育ネ

ットワーク」の整備により、現在では、全市立学校はもとより教育関連施設等の拠

点を 100Mbpsの高速回線で結んでいる。 

また、教員等が校務の事務処理に使用するパソコンや児童生徒の教育用として教

室やパソコン教室で使用するパソコン、及び、プリンタやプロジェクタなどの周辺

機器を配備している。 

これらのネットワーク環境と ICT機器の活用及び情報発信のため、機器の保守・

管理を行っている。 

なお、平成 27 年４月の組織改正により、保守・管理と機器調達については、教

育総務部総務課（教育情報システム室）に所管を変更した。 

１ 横須賀市教育情報センター事業 

（１）センターホームページ 

教育研究所のカリキュラムセンター機能の充

実に向けて、市内の先生方が授業づくりをする

上で、参考となる指導案や資料などを必要に応

じてイントラネット上からダウンロードできる

ようにする仕組みを整備した。各学校にてフロ

ンティア研究やチャレンジ研究の際に作成し保

有する指導案や各種資料などの電子データの収

集及び蓄積・分類・整理などを進めた。  

①インターネットに掲出しているコンテンツ 

「久里浜の気象」「三浦半島の植物」「三浦

半島の地層･地質」「三浦半島の野鳥」「教具

的民俗資料」などがある。 

②よこすかスクールネット(各学校のホームペ

ージ集。PC版と携帯版の２種がある。)

定期的な更新や全面リニューアルなど、各学

校において、積極的な取組が進みつつある。

③横須賀市教育情報センターイントラネットサ

イトビュー件数

平成 29年(平成 29年 1月～12月)＝908,138件

平成 28年(平成 28年 1月～12月)＝1,443,365件

(２）よこすかスクールネット・よこすかスクー

ル携帯ネット

コンピュータネットワークの有効活用と各

方面への情報提供の機会拡大を目的に、平成 16

年６月１日、携帯電話から閲覧できる「よこす

かスクール携帯ネット」を開設した。 

ビュー件数は、次のとおりである。 

○よこすかスクールネット

平成 29年(平成 29年 1月～12月)＝10,075,651件 

平成 28年(平成 28年 1月～12月)＝10,102,374件 

○よこすかスクール携帯ネット

平成 29年(平成 29年 1月～12月)＝56,613件 

平成 28年(平成 28年 1月～12月)＝36,846件 

(３)教職員用電子メール・掲示板の活用

校務支援システムの導入により、メールや掲

示板を有効に活用することで、校務処理の効率

化を図ることができた。 

(４)三浦半島地区教育ネットワーク

横須賀市・三浦市・葉山町の情報教育関係の

担当者が集まり、「教育の情報化推進」という

視点から交流を積み重ねた。 

①三浦半島地区教育ネットワーク協議会 

本年度は、協議会を書面で実施した。また、

事務局会を１回開催した。 

②当該ネットワーク設置の経緯 

「先進的教育用ネットワークモデル地域事業

（文部省・郵政省、平成 10 年）」と「教育情

報通信基盤整備事業（総務省、平成 13 年）」

によって、平成 14 年１月に三浦半島地区教育
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ネットワーク内の全ての学校（横須賀市、三浦

市、葉山町）が、よこすか教育ネットワークセ

ンター経由 100Mbps でインターネットへ接続

する環境が確立し、大容量情報の高速化と低コ

スト化を実現したことが発足の端緒である。 

２ コンピュータ等の ICT機器の保守運用事業 

本市では、「学校の保有する情報の取扱いに関

する基準」を定めており、その中で、学校の児童

生徒、教職員が学習・指導や校務において使用す

るパソコンを総称して「公用 PC」と呼び、そのう

ち、教職員が専ら校務処理に用いるパソコンを「校

務用 PC」、教職員及び児童生徒が専ら学習・指導

に用いるパソコンを「教育用 PC」と呼んでいる。 

また、教育研究所と各学校間をつなぐコンピュ

ータネットワーク網を「よこすか教育ネットワー

ク」と呼んでいる。 

本稿でも、その呼称に合わせている。 

(１)整備方針

①児童生徒の学習における安全な ICT 機器およ

びインターネット利用環境を提供する。 

②教職員の校務支援のための安全かつ効率的な

ICT環境を提供する。

・Webを通した積極的な情報公開

・ネットワークの構築と保守・管理

(２)教育用 PC整備関連

①コンピュータ教室機器 

教育用 PCとして、小、中、ろう、養護の各

学校にパソコン教室を整備している。 

  （小学校：平成 24年度、25年度） 

（中、ろう、養護学校：平成 27年度） 

②普通教室用校内 LAN及び ICT機器 

小、中、ろう、養護の各学校の普通教室に

各学級１台のパソコンとインターネットに

接続可能な校内 LANを整備済である。周辺機

器として、プロジェクタや実物投影機を配付

している。 

 平成 26 年度には特別支援学級にタブレッ

ト型パソコン（85台）を整備した。 

平成 28年度に、平成 22年度配付分のノー

ト型パソコンを更改しタブレット型パソコ

ンとした（中、ろう、養護学校＋小学校一部）。 

③教育研究所情報教育研修室 研修用パソコン

 教育研究所内に教職員の ICT研修を主目的

とする情報教育研修室を設け、当該研修室で

使用する研修用パソコン（21台）を整備して

いる。 

(３)校務用 PC整備関連

①校務用 PC 

  平成 22年 12月に教職員１人１台体制とな

る整備が完了した。教育研究所と市内各学校

は 100Mbps の光ファイバー網によって結ば

れ、よこすか教育ネットワークを形成してい

る。 

平成 23 年度以降、古くなった校務用パソ

コンを順次更改しており、平成 29年度は 810

台の更改を行った。 

②校務支援システム 

  平成 21年度の「学校情報通信技術環境整備

事業費補助金（文部科学省）」により、小、

中、ろう、養護の各学校に校務支援システム

の導入を進めており、平成 22年度に導入の周

知及び運用研修を行い、平成 23年４月から本

格運用を開始した。 
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教育の情報化 

「情報教育」「教科指導における ICT活用」及び「校務の情報化」の一層の推進・充実

のために、各種の取組を行った。 

（１）ICT 機器を児童生徒・教職員が有効に活用できるよう、より実践的な内容をテー

マとした各種研修を実施した。 

（２）横須賀市教育情報センターイントラネットサイトに掲載されている情報の追加や

更新を行った。 

（３）平成 23年度に導入した校務支援システムの理解、普及をより浸透させるべく、シ

ステムを使っての成績データの入力や通信簿、指導要録、健康診断票などの帳票出

力について、教育研究所での集合研修や各学校への訪問研修を実施した。また、イ

ントラネットサイトに各種操作手順書を掲載し、資料の充実を図った。 

（４）情報化推進にあたり不可欠となる情報セキュリティに対する意識の醸成について

は、５、10、２月を「セキュリティ月間」とし、情報の取り扱いに関するルールの

周知と啓発を行った。また、「学校の保有する情報の取扱いに関する基準」の周知

を図った。 

（５）平成 25年度をもって終了した教育情報化支援員派遣事業（民間委託）にかわり起

ち上げた、教育研究所スタッフによる ICT授業支援サポーター制度を継続した。 

１ 研修事業 

研修成果の向上を目指し、開催目的や対象者を

明確にして取り組んだ。ICT 活用に関する研修に

は、延べ 224名（平成 30年１月現在）が参加した。 

(１)ICT活用実践研修講座［参加者数：62名］

ICT を活用する上で必要な基礎的・基本的知識

及び技能に関する具体的内容を取り上げ、技術力

の向上とともに教育の情報化を推進するために、

４回の研修を実施した。 

①初めての ICT活用（中学校対象）［６名］ 

②初めての ICT活用（小学校対象）［29名］ 

・タブレット PC や実物投影機、プロジェク

タなどの ICT 機器の基本的な操作方法及

び、授業における効果的な ICT 活用に関

する研修。

③PC教室を活用しよう［20名］

・小学校 PC 教室に導入されているソフトウ

ェア（わいわいレコーダー、ジャストスマ

イル）の基本的な使い方に関する研修。

④ICT活用の実践から学ぶ［７名］

・教育の情報化研究員会による、成果報告会。

学校現場からのアンケートをもとに、ICT

活用における疑問や課題の解決に関する研

修。 

(２)初任者対象研修［参加者数：76名］

ICTを活用した授業の在り方や情報セキュリティ、

著作権についての理解を深めるための研修を実施

した。 

(３)１年経験者対象研修 ［参加者数：86名］

携帯電話やスマートフォンの利用に係る情報モ

ラルに関する指導方法についての研修を実施し

た。

２ 校務の情報化推進事業 

情報セキュリティ保持のため、例年どおりセキ

ュリティ月間を３回設定し、情報の取扱いに係る注

意喚起を行った 

校務支援システムによる校務の省力化、教科指

導における ICT活用、情報教育など、横須賀の学

校における情報化の推進に関する検討組織とし

て、学校情報化推進部会を設置し、それぞれにつ

いて検討を進めてきた。また、ここでの意見要望

をもとに各部署と連携を取り、施策を展開した。 

第１分科会（学籍名簿管理について） 

第２分科会（成績・時数処理について） 

第３分科会（保健機能について） 

第５分科会（ICT活用、情報教育推進について） 

※第４分科会（学校の各種文書の管理について）は未開催

 横須賀の校務の情報化を進め、教職員が子ども

と向き合う時間を作り出すための環境整備に伴う

取組の一つとして、教職員向けの集合研修・訪問



- 36 -

研修を実施した。これにより運用上必要な伝達事

項の徹底と、スムーズな活用につなげることがで

きた。 

 今年度から、健康診断票のシステム化が全校で

始まった。スムーズな運用を目指して、集合・訪

問研修を実施した。それぞれ 10 校・45 校の参加

があった。 

 開設した研修は次のとおりである。 

【集合選択】 

・新教頭研修 （４/13） 

・健康診断票作成研修（６/１～９ ３日間）

・通信簿作成研修  （７/11～21 ４日間） 

・調査書作成研修 （10/11） 

・管理職(教頭)対象 （２/14～23  ４日間）

【訪問研修】 

・通信簿作成研修    （随時） 

・健康診断票作成研修（随時）

・指導要録作成研修 （随時）

・学校 HP作成研修  （随時） 

３ ICT授業支援サポーター事業 

教科指導における ICTを活用した分かりやすい

授業を支援することを目的として、ICT 授業支援

サポーター事業を行っている。主な活動内容は、

ICT 機器の設置や使用ソフトウェアの事前準備や

児童生徒への技術面のサポート、機器のトラブル

への対応である。本年度は、小学校２校から依頼

を受けた。１つは、PC教室でお絵かきソフトを使

ったカレンダーづくりを支援した。もう１つは授

業時間外ではあったが、PC教室の効果的な活用に

関する相談に対応した。 
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関係機関との連携 

◆神奈川県教育研究所連盟 総会
５月19日の総会に参加し、本年度の研究協議会や

役員会等の協議を行った。 

（１）指導主事研修講座 
７月12日(水)、県立総合教育センターで実施され、

國學院大学文学部准教授齋藤智哉氏の「子どもの学
びの事実にもとづいた授業改革」の講演があった。
また、分科会において調査研究部会を担当した。指
導主事６名が参加した。 

（２）第64回県教育研究所連盟教育研究発表大会 
10月13日(金)、県立総合教育センターにおいて、

「『生きる力』を育む神奈川の教育」をテーマにし
て開催された。臨済宗円覚寺派浄智寺住職朝比奈惠
温氏による記念講演「禅の修行と学び」と、12分科
会36テーマの発表及び報告があった。本研究所から
は、平成28年度横須賀市教育研究所 長期研修員の御
所谷歩教諭（鶴久保小学校）が発表者として、所長
及び５名の指導主事、本年度の長期研究員が参加し
た。 

（３）教育課題部会 
平成30年１月31日(水)、秦野市教育研究所の主催に

より秦野市役所教育庁舎で開催された。秦野市教育研
究所指導主事より「秦野市幼小中高一貫教育の現状と
取組について」の研究報告がされた。また、早稲田大
学小林宏己教授より「学びの連続性について」の講演
が行われた。指導主事１名が参加した。 

（４）教育相談・支援教育部会 
平成30年１月31日(水)、綾瀬市教育研究所の主催に

より綾瀬市役所で開催された。綾瀬市教育心理相談員
からの「要支援群に位置付けられた児童・生徒の理解
と対応」の実践報告と、教育課題研究学級経営研究員
４名の教諭からの「不登校・いじめを防止するSSTPの
アレンジと実践」の実践報告がされた。また、芝浦工
業大学岡田佳子准教授より「子どもの実態に応じた効
果的な支援」の講演が行われた。 

（５）調査研究部会 
平成30年１月25日（木）、横須賀市教育研究所の主

催により当研究所で開催された。本市指導主事からの
「調査研究事業の課題とその対応について」の報告
と、本市長期研究員からの「互いに認め合い高め合う
関係を築く力を育む学級活動の工夫」の研究報告がさ
れた。また、横浜国立大学脇本健弘准教授による「実
践研究の進め方」の講演が行われた。所長と指導主事
７名が参加した。 

（６）人材育成部会 
平成30年２月９日（金）、愛川町教育開発センター

の主催により、愛川町文化会館で開催された。１名の
校長と２名の教諭による「主体的・対話的で深い人材
育成」の実践報告がされた。また、元横浜市立小学校
教諭初任者指導アドバイザー野中信行氏による「学級
を軌道に乗せる学級づくり・授業づくりを考える」の
講演が行われた。 

◆関東地区教育研究所連盟
（１）関東地区教育研究所連盟第１回委員会

・総会・研究協議会（栃木大会）
５月11日(木)、12日(金)、栃木県総合教育センタ

ーが主管し、栃木県総合文化センターで開催された。
担当主査指導主事が出席した。１日目は総会と各教
育センターからの報告会に参加した。２日目の研究
協議会では、管理運営部会に参加した。 

（２）第89回研究発表大会・第２回委員会（横浜大会） 
10月20日(金)、横浜市教育委員会花咲研修室で開

催され、所長と主査指導主事１名が出席した。「教
科教育・情報」「教科外教育・人材育成」の提案を
基にした協議をし、他市の実態について様々な情報
交換を行った。 

◆全国教育研究所連盟
（１）全国教育研究所連盟総会・研究発表大会

（千葉大会） 
６月１日(木)、２日(金)の２日間に渡り、千葉県

総合教育センターが主管となって開催された。研究
所より担当主査指導主事が出席し、各都道府県にお
ける教育研究所の運営や課題の情報交換をした。ま
た、研究協議会においては、学校組織マネジメント
やいじめ防止教育の推進などについて情報交換を行
った。 

（２）全国教育研究所連盟研究協議会（愛媛大会） 
11月16日(木)、17日(金)、愛媛県総合教育センタ

ーが主管となって開催された。「これからの時代の
教員に求められる資質・能力を高める総合的な支援
の在り方」を大会テーマに、横浜国立大学高木展郎
名誉教授による「教育課程とその意味」の講演が行
われた。その後、２日間に渡り研究協議が行われた。
担当主査指導主事が参加した。 

◆県内教育センター、教育研究所等との連携
県内５つの教育センターと、行政枠を超えて研修

受講者を受け入れるための調整を行った。また、横
浜国大教育学部附属教育デザインセンターの客員教
授を小平功一郞指導主事が務め、連携研修などを実
施した。 
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学 校 教 育 

指導の目標と重点 

学校には、子どもの「生きる力」を育成すること 

が求められている。また、本市では、平成 22年度に「横

須賀市教育振興基本計画」を策定し、育てたい「横須

賀の子ども像」として新たに【人間性豊かな子ども】

を掲げ、学校・家庭・地域で連携して、子どもを育む

ことを目指している。 

【人間性豊かな子ども】 

○ 自ら進んで学び、問題解決する力を身に付けている

○ 生命や人権を尊重し、他者との豊かな関わりを持

っている

○ 心と体の健康を意識し、健やかな体を持っている

○ 自らの可能性を信じ、夢や目標に向かって努力し

ている

○ 社会の一員としてルールを守り、主体的に社会に

貢献している

○ 郷土を愛し、豊かな国際性を身に付けている

◆指導の目標

横須賀市教育振興基本計画第２期実施計画「学校教

育編」の４つの目標を基に、児童生徒を指導する上で、

学校が取り組むべき目標とその内容を「指導の目標」

として示している。 

１ 子どもの学びを豊かにします 

（１）学校教育目標の実現に向けて、創意工夫ある教

育課程を編成します 

（２）「確かな学力」を育成します 

（３）健康の保持増進と体力の向上を図ります 

（４）互いに認め合い高め合う集団を育成します 

（５）「基礎的環境整備」や「合理的配慮」の提供を図

り、インクルーシブ教育システムの構築を推進

します 

（６）校種間連携を推進します 

２ 学校の組織力や教職員の力を高めます  

（１）組織を有効に機能させ、人材を育成します 

（２）校内研究・研修の充実を図ります 

（３）学校事故や様々な学校問題へ組織的かつ適切に

対応します 

３ 学校・家庭・地域の連携を深めます 

（１）家庭・地域との信頼関係や協力体制を構築します 

（２）地域の教育資源や学習環境を一層活用します 

４ 教育環境を整備し、充実させます 

（１） 安全・安心な環境づくりに努めます

（２）効果的な学習環境づくりに努めます 

◆指導の重点

「指導の目標」や横須賀市教育振興基本計画で示した

重点課題、また本市の学校や子どもの実態を踏まえ、

学校と教育委員会が取り組むべきことを、本年度の「指

導の重点」として設定した。

重点１ 「学力を向上させます」

平成21年度より、「学力向上に向けた組織的な取組

の推進」を重点として位置付け、取組の推進を図って

きた。学力向上推進プランにおいては「確かな学力を

育成するための学校が取り組むべき３つの提言」をも

とに、平成28年度から学校への取り組みの方向性を示

している。今後も共通理解のもと、各学校、市全体と

して組織的に取り組むことで成果が期待できる。 

そこで本年度も、子どもの学力を向上させるために、

基礎的・基本的な知識・技能の定着、思考力・判断力・

表現力の育成、学習意欲の向上、健康的で望ましい生

活習慣を基盤とした学習習慣の確立を目指し、次のよ

うな取組を学校全体で組織的に行った。 

○ 学力向上に向けた課題解決のために、組織的に取

り組みます

○ 学習内容を定着させるために、目標と指導と評価

が一体となった授業づくりを行います

○ 家庭と連携し、子どもの基本的生活習慣・学習習

慣の確立を図ります

重点２「認め合い高め合う関係を築く力を育てます」 

適切に自己表現する力や相手の立場に立って考える

力を育てるとともに、規範意識をはじめ自律性や自主

性、集団の一員として協力する態度を育てることで、

子ども同士が互いに認め合い高め合う関係を築くこと

ができるようにすることが重要である。学校では、様々

な教育活動に取り組んでいるが、今まで以上に、他者

や集団、社会との関わりに意欲と関心を持つことがで

きるような実践が求められている。 

 そこで、子供一人一人の「生きる力」の育成の基盤

となる学級・学年等の集団に引き続き目を向け、より

良い集団づくりを目指すために、教職員の共通理解を

図りながら、学校全体の指導体制を確立し、子どもの

実態に応じて次のような指導をさらに充実させた。 

○ 人と関わるよさや集団で活動する価値を、子ども

に実感できるようにします

○ 集団や社会と関わることを通して、子どもに規範

意識や社会性を身に付けられるようにします

○ 一人一人が他者の考えや思いを理解し、集団の一

員として自分の力を発揮できるようにします



- 39 -

教 科

平成 29年度の市の指導の重点の一つである「学力を向上させます」の実現に向け、

各学校では学習状況調査の分析をもとに作成した学校重点プランのもと、教科指導

の充実を図るとともに、組織的に学力向上に向けた取組を推進している。教育委員

会としては、国語、社会、算数・数学、理科、外国語（外国語活動）、道徳の各教科

等で、小・中学校各２名教科指導員を任命し、各教科の指導改善と教育水準の向上

を図った。また、８月に開催した教育課程研究会２日目では、教科部会ごとに、新

学習指導要領についての説明を行った。 

 学校研究に関わっては、「教科等研究」以外にも、「学力向上」「学校図書館」「関

わり合い」「言語活動の充実」「防災教育」「支援教育」等をテーマとした研究が、各

教科の実践をとおして積極的に進められ、多くの学校で研究発表会が開催された。 

国   語

◎教育課程研究会

〔小学校〕

１日目は、津久井小学校を会場に、２年生で「じ

ゅんじょよくかこう」、５年生で「資料を生かして考

えたことを書こう」の授業を行い、付けたい力を明

確にし、児童が目的意識をもって書くことができる

ような授業づくりを提案した。 

２日目は、６年生「海のいのち」の教材文で、児

童が読みの力を生かし、振り返りの中で自己の成長

を感じられるような単元計画の工夫と評価の在り方

について提案した。 

〔中学校〕 

１日目は、追浜中学校を会場に「読むこと」に

ついて「奥のほそみち」を教材に提案授業を行っ

た。既習事項を生かしたり、単元を通して生徒が

対比を意識して読めるよう手だてを工夫したり

することで、作品の奥深さを味わって読むことに

つながっていた。 

２日目は、国語研究会「伝統的な言語文化」グル

ープと「読むこと」グループによる「奥のほそみち」

について新学習指導要領の授業改善の視点も含め

た提案が行われた。中央説明会の伝達内容とかみ合

う部分が多く、効果的だった。 

◎夏季研修講座

８月８日に、横浜国立大学名誉教諭髙木展郎氏に、

「これから求められる国語科の授業改善とは」と題

し講演をいただいた。これからの時代に求められる

読む力の育成について多くの示唆をいただいた。 

◎小学校国語研究会

研究テーマ「生きて働く確かな言葉」の育成～付

けたい力を意識した立体的な学びを通して～」をも

とに実践研究をした。 

「研究部」「研修部」の組織をもとに、授業研究会、

夏のワークショップ、書写の実技研修などを実施し、

学校文集の編集・書写作品展の運営に協力した。 

◎中学校国語研究会

研究テーマ「『生きて働く言葉の力』を育む国語科

教育の創造」に基づき、授業研究部各領域部会（「話

すこと・聞くこと」・「書くこと」・「読むこと」）、伝

統的な言語文化研究部の組織的な活動の中で研究授

業や提案発表に取り組んだ。 

また、学校文集の編集・書写作品展の運営に協力し

た。年度末研究発表会をもち、現在求められる力・

実践研究について学習会を行った。 

社   会

〔小学校〕 

平成29年度研究テーマは、前年度に引き続き、「社

会との関わりを実感し、自分自身を考えていく社会

科学習」である。社会的事象と自分の生活との関わ

りに気付き、社会的な見方・考え方を広げ、自分と

人、さらに社会とのよりよい関わりについて考えら

れるようにすることねらい研究を行った。 

教育課程研究会の１日目は、富士見小学校の松田

敏幸教諭（６年）、が「武士の政治が始まる」の単元

で授業提案を行い、視点を限定した資料の読み取り

を通して、学習問題を生む単元作り等について提案

した。 

教育課程研究会の２日目は、久里浜小学校の田山

雅也教諭が、「昔の暮らしと道具」（３年）の単元で、

知識の構造図を用いた単元作りと、発問の工夫と精

選・板書の構造化について文書提案を行った。 

〔中学校〕 

平成29年度研究テーマは、『思考力・判断力・表

現力を育てる授業の研究～単元計画作りを通しての
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指導と評価の一体化～』である。生徒それぞれが根

拠をもとにした意見を持ち、意見を交流することで

さらに思考を深めることができるような学習活動に

ついて研究を行った。 

教育課程研究会の１日目は、不入斗中学校の前徳

和徳教諭による地理的分野「世界の諸地域～アジア

州の中の中国」（１年）の授業提案を行った。問題解

決的な単元構成と、複数の資料を活用した多面的・

多角的思考及び、動態地誌的手法について提案した。 

教育課程研究会の２日目は、武山中学校の松原健

明教諭による文書提案を行った。公民的分野政治の

単元で、司法学習のまとめとして模擬裁判を行い、

司法参加について主体的に考える提案を行った。 

夏季研修は、７月31日に東京大学史料編纂所の

本郷和人先生に「楽しい歴史の授業づくり」という

テーマで歴史学習の魅力について講演していただい

た。 

算数・数学

◎研究テーマ

〔小学校〕

『学ぶ楽しさと充実感のある授業づくりをめざして』 

○「よみとる」「あらわす」といった表現力の育成

○「よさ（価値）」の高め合い

○活用していく態度の育成 

・基礎・基本の確かな定着 

・算数的活動を通して、自らが課題を持ち、数学
的な見方・考え方を育てる

・目標の明確化とそれに応じた指導と評価
・効果的な少人数指導の実践と検証
・確かな学力の定着の検証 

〔中学校〕 

「学び合いを通して、数学的な見方や考え方の育成」 

 ～学びあう喜びを感じとれる授業の創造～ 

○「楽しさ」：数学を学ぶ楽しさを実感し自分の学
習してきたことを振り返ろうとする態度の育成 

○「気づき」：自ら課題を見つけ、その課題を解決
しようと粘り強く取り組む態度の育成 

○「深める」：学び合いの中で、はぐくまれた数学
的な見方や考え方を深めようとする態度の育成 

○「活用」：数学的な見方や考え方を活用して問
題解決していこうとする態度の育成

○「伝達」：数学的な方法によって、伝えようと
する態度の育成

◎教育課程研究会

〔小学校〕１日目は、望洋小学校を会場に４年「計

算のしかたを考えよう」、６年「記録比べ」の提案授

業を行った。２日目は、森崎小学校「系統性を意識

した授業づくり」、荻野小学校「たがいに学び合い、

『考えをつなげる楽しさ』のある授業をめざして」

をそれぞれテーマとして提案を行った。 

〔中学校〕１日目は、大矢部中学校を会場に１年「文

字式」、２年「連立方程式」、３年「平方根」の提案

授業を行った。２日目は、神明中学校「生徒一人一

人の学びの保障」、研究会（図形領域部会）「見通し

を持った指導を通して、論理的に課題を解決しよう

とする生徒を育てる」をそれぞれテーマとして提案

を行った。 

◎夏季研修講座 

８月７日に、国立学園小学校教頭 佐藤純一先生を

講師として「数学的な思考力や判断力の育成に向け

て」～算数的活動を生かした実践を通して～をテー

マに、模擬授業形式での講演をいただいた。 

理  科 

◎教育課程研究会

〔小学校〕

 「問題解決の活動を通して、確かな学力を育成す

る理科学習」をテーマに、１日目は追浜小学校によ

る授業提案、２日目は久里浜小学校による文書提案

を行った。 

体験や経験を通して児童が身に付けた概念をもと

に、学習問題を見いだし、科学的に問題を解決する

活動を通して、科学的な概念へと変容する単元と授

業のあり方を研究した。児童がもつ概念を引き出し、

学習問題を見いだすための指導の工夫や、児童の思

いや考えに寄り添う単元計画などが協議された。 

〔中学校〕 

「科学的に探究する能力の基礎と態度を育てる理

科学習」を研究テーマに、１日目は坂本中学校によ

る授業提案、２日目は常葉中学校による文書提案が

行われた。生徒が自然事象に疑問をもち、明確な課

題に対して科学的に探究する授業展開を提案した。 

生徒が自然事象を理解するには、科学的に課題を

解決する必要があるだろう。そして、生徒が解決す

べき課題を見いだし、課題解決に向けて、科学的に

探究する指導の在り方が協議された。 

◎小学校理科研究会

「自ら自然にはたらきかけ、新たな知を創り出す

理科学習」を研究テーマとした実践研究を積み重ね

た。神奈川県小学校理科教育研究大会での文章提案

や、研究会による授業研究会が行われ、問題解決学

習を通した実感ある学びを追究した。また、教員向

けの研修会や広報の発行、「よこすか子ども科学賞」

や「創意くふう展」への協力を通して、児童に自然
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科学への興味・関心を高める活動を行った。 

◎中学校理科研究会

新学習指導要領を見据え、中学校理科における「主

体的・対話的で深い学び」を踏まえた授業改善につ

いて研究を進めた。研究会を４部会に分け、教育課

程や観察・実験、学習指導法、学習評価に関わる実

践的な研究を行った。 

また、日本学生科学賞神奈川作品展の審査員を務

める活動を行った。幹事会や委員長副委員長会議を

開催し、各学校の理科教育に係る情報交換や、指導

案検討を通して研修を深めた。 

生 活 科

◎教育課程研究会

「活動や体験を通して、学びをつなぎ、生活を豊か

にする子ども」を部会研究テーマとした。

１日目は、久里浜小学校の１年生、２年生それぞ

れ１クラスずつが授業を公開した。１年生は「内容

（４）公共物や公共施設の利用」、２年生は「内容（３）

地域と生活」を中心に構成した単元について、提案

した。 

２日目は岩戸小学校と鴨居小学校による文書提案

が行われた。岩戸小学校は、「内容（５）季節の変化

と生活」を中心に構成した単元で、子どもの思考の

流れを意識して学習活動を展開した研究について提

案した。鴨居小学校は、スタートカリキュラムの編

成と実施に関わって、具体的な取組について提案し

た。 

学習指導要領の内容を踏まえ、適切に単元目標や

本時目標を設定し、育ってほしい姿を思い描くこと

が指導と評価の一体化につながることや安心させた

り、成長を自覚させたりする教師の言葉かけが、主

体的に自己を発揮して学ぶ姿につながることが明ら

かになった。また、他教科等との関連や日常生活と

の関わりを重視し、合科的・関連的な指導や弾力的

な時間割の設定を行うこと、２年間の見通しをもち

実態に合わせた指導計画を作成することの重要性に

ついて協議された。 

◎夏期研修講座

８月７日に、名古屋大学 准教授 久野弘幸氏に、

「新学習指導要領を生かした生活科の授業づくり」

と題し講演をいただいた。新学習指導要領の趣旨を

踏まえ、これまでの生活科の成果と課題、今後の方

向性などについて多くの示唆をいただいた。 

◎生活科研究会

研究主題を「活動や体験を通して、学びをつなぎ、

生活を豊かにする子ども」に基づき、事業を進めた。 

 生活科のよりよい授業実践に向けて、全体研修会

と２回の部会別研修会を実施した。実践事例を共有

したり、スタートカリキュラムについて考えたりす

る機会となった。 

また、夏期研修会を、小学校「総合的な学習」研

究会と合同で開催した。「内容（６）自然や物を使っ

た遊び」に関わるワークショップ研修と併せて、帝

京大学小学校管理指導主事の矢野英明氏に講演をい

ただいた。 

音  楽

◎教科テーマ

[小学校]

「音楽のよさを感じ、ともに創り楽しむ子」

[中学校]

「豊かに表現する生徒の育成～深い学びを目指した

授業の創造～」

◎教育課程研究会

[小学校]

１日目「インターロッキングの音楽をつくろう」

（荻野小学校） 目標を明確にした指導と評価の一

体化を図る授業実践についての提案がされた。ねら

いに迫るために、児童の実態把握の重要性、学習目

標を達成するための学習活動、鑑賞と音楽づくりの

関連を図った。 

２日目「音楽づくりにおける学びの系統性」（小学

校音楽研究会） 他の領域に比べ、教師自身が授業

展開のイメージを持ちにくく、指導に難しさを感じ

てきた音楽づくりの系統性についての文書提案が行

われた。子どもの発達の段階を意識し、６年間を見

通し指導計画を見直すことの重要性が提案された。 

[中学校] 

１日目「曲想を生かして表現豊かに合唱をしよう」

（長沢中学校） 合唱の授業において、生徒が試行

錯誤し、主体的に曲づくりに取り組むための授業提

案がされた。表現する楽しさを知っている生徒をど

う育てるか、また生徒から表現を引き出すための効

果的な教師の声かけなどについて協議された。 

２日目「幅広く主体的に鑑賞する力を育成する学

習指導の工夫」（鷹取中学校） 生徒の実態把握を生

かしたテーマに迫るための手立てや、〔共通事項〕を

要とすること、また、他領域との関連を図る大切さ

について文書提案された。 

◎夏季研修講座

「次期学習指導要領への対応とこれからの音楽教

育」と題し、文部科学省教科調査官である臼井 学

氏を講師としてお招きし、研修を深めた。 
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◎小学校音楽教育研究会

歌唱・鑑賞部会、器楽・音楽づくり部会に分かれ、

研修をすすめた。また、作詞作曲審査、「子どものた

めの音楽会」 小学生合唱団指導等が行われた。 

◎中学校音楽教育研究会

歌唱・器楽部会、創作部会、鑑賞部会に分かれ研

修をすすめた。作詞作曲審査、「子どものための音楽

会」「中学校音楽研究会音楽会」「スクールバンドフ

ェスティバル」が行われた。「県連合音楽会」には衣

笠中学校、長井中学校が参加した。 

図画工作・美術

◎研究テーマ

テーマ「豊かな心を育てる造形教育―子どもによ

りそい、おもいをかたちに―～であう・あじわう・

つくりだす～」に基づき研究を進めた。 

◎教育課程研究会

〔小学校図画工作〕

 １日目は、黒澤弘道教諭（公郷小学校）が、６学

年で、消しゴムはんこを使った版表現の公開授業を

行った。いくつかの形のハンコを様々な押し方を試

しながら、連続して押印しながら、画面の構成がも

たらす印象について実感を伴いながら理解する学習

を行った。 

 ２日目は、五島栄幸教諭（武山小学校）が、３学

年で、『木々を見つめて』という題材で、学校敷地内

の木を自分の独自の視点でとらえ、自分だけの表現

を追求するという授業の報告となった。 

 １日目は発達の段階における学びのつながりを意

識し、活動の過程における学びの価値を大切にする

こと、２日目は、児童が自分の感覚や行為を通して

豊かに対象を捉え、表現の喜びを味わうことにつな

げることの意義を、新学習指導要領の趣旨に照らし

合わせながら、参加者と共に共有することができた。 

〔中学校美術〕 

 １日目は、八島恵美教諭（久里浜中学校）が、１

学年で『阿修羅像』の鑑賞をし、そのよさや美しさ

を生徒が感じ取りながら、他者と意見を交流するこ

とで、更に自分の見方を広げ、鑑賞の能力を育む活

動の公開授業を行った。 

 ２日目は、『愛を味わう木彫スプーン』という題材

において、長期にわたる制作過程で、美と用途との

調和のとれたデザインを追求する学習活動が展開さ

れる授業実践について提案がされた。制作過程にお

けるねらいを明確にした入念な指導計画が大切であ

ること話し合われた。 

両日ともに学習指導要領に基づき授業のねらいを

明確にすることの重要性が確認された。 

◎夏季研修講座

現在大津幼稚園で造形講師を務めている画家の中

川久氏をお招きし、造形教育について子どもの学び

をどうとらえるかという視点で講演いただき、研修

とした。 

 講師の実践を踏まえた、発達の段階に応じた具体

的な指導の在り方などについて貴重な話を伺うこと

ができた。 

体育・保健体育

 学習指導要領の趣旨に則り、改訂の要点である「指

導内容の体系化」や「指導内容の明確化」等を踏ま

え、目標と指導と評価の一体化を図るための研究・

実践を行った。 

◎市教育課程研究会

〔小学校〕 

授業提案は、野比東小学校による「高学年・陸上

運動（走り高跳び）」における、児童が主体的に学ぶ

ための学習指導・評価の工夫及び領域ごとのつなが

りを意識したカリキュラムマネジメントについて、

文書提案は、北下浦小学校による「中学年・ゲーム

（ネット型ゲーム・プレルボール）」における、技能

の向上ととも運動の楽しさを味わわせるための学習

指導の工夫について提案され、協議を深めた。 

〔中学校〕 

授業提案は、大楠中学校による「第２学年・器械

運動（マット運動）」における、グループ学習と ICT

を活用した主体的な学習について、文書提案は大矢

部中学校による「第１学年・陸上競技（短距離走・

リレー）」における、ユニバーサルデザインの視点を

取り入れた授業づくりについて提案され、協議を深

めた。 

◎小学校体育研究会

年間３回の授業研究会の開催をはじめ、各部が実

践研究を行った。また、県小学校児童体力つくり研

究発表大会では、研究会を代表して 根岸 佳広 教諭

（鷹取小学校）が提案を行った。 

◎中学校保健体育研究会

各研究部が２年継続２年目の研究発表会を行った。

また、県生徒体力つくり研究発表大会では、研究会

を代表して  山西 真莉子 教諭（坂本中学校）が提

案を行った。 

関東中学校保健体育研究協議会茨城県大会（水戸

市）には中体連と共に組織的に参加した。 

◎市体力つくり実践研究発表会

研究委託校（２年継続研究の１年目）の神明小学
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校による「運動有能感を高め、体力向上をねらう」、

武山中学校による「体力向上と運動習慣の定着につ

いて」の実践研究の中間報告を行った。また、横須

賀市児童生徒健康・体力向上推進委員会担当部会か

ら、横須賀市の子どもの体力の現状を踏まえ、体力

向上推進のために各校で活用できる資料について紹

介した。 

家庭、技術・家庭

【小学校家庭科】 

＜研究テーマ＞ 

「自分と家庭生活を見つめ、進んで実践する子ども

をめざして 

 ～なりたい自分、できる自分、生かす自分～」 

＜1日目＞ 

「はじめてみよう クッキング」（５年生） 

上記の題材において、豊島小学校では①課題解決

の時間の設定、②体験による実感を伴った知識の定

着の2点をテーマ達成の手立てとして取り組んだ。 

 「ゆでる」調理において、児童が各グループでゆ

で方を予想し、そのとおりにゆでてみた状態がどう

であったかを、教師がゆでたものと比較した。 

 自分たちで解決策を考え実践できたことは、主体

的に学ぶ上で大変効果的であったが、本時目標であ

った「ゆでる」ことの良さに気付かせるための手立

てが足りず、かさが減る、アクが抜けるといった基

礎・基本が押さえきれなかったということが協議の

中で話された。 

＜２日目＞ 

「いためてつくろう 朝食のおかず」（６年生） 

上記の題材において、鴨居小学校から提案された。

手立てとして、①生活時間との関連、②適切でない

モデルの提示による思考の促し、③ペア調理、④２

回の調理実践、⑤家庭との連携を主とし取組んだ内

容であった。 

 児童自身の生活時間との関連づけにより、目的意

識をもった学習へとつながった。今回のように、題

材の中で目標を明確にするだけではなく、常に意識

させていくことができるような手立てをとることで、

よりテーマに近づくことができるようになるといっ

た意見が話し合いで出された。 

【中学校技術・家庭科】 

＜研究テーマ＞ 

「生活や生き方を見通し、自立して生きていく生徒 

の育成 ～目標の明確化と指導と評価の一体化を図

る授業実践～」 

＜１日目＞ 

「エネルギー変換に関する技術」（技術分野２年） 

「食生活と自立」（家庭分野２年 ） 

 野比中学校から提案された。技術分野では、エネ

ルギー変換に関わる家庭内で起こりうる事故を想定

し、事故防止の対策を考えさせるものだった。手立

てとして、ICT を活用し電気事故の動画を提示した

り、電気事故につながる実物の提示を行い、生徒の

身近に感じさせる工夫をした。 

 小学校までの学びや他教科との関連を考えると、

さらに授業の組み方の工夫が考えられる。また、身

近な生活に還元し、生きる力につながる学びにする

といった課題も出された。 

 家庭分野では、食品の選択において、目的別にど

の食品を選択するかをグループで話し合わせる授業

実践だった。しっかりとした判断をさせるために、

実物や表示部分を写したカードを補助資料として使

用する手立てがとられた。これらの手立てによって、

グループ内での話し合いが深まったり、意欲を持っ

て取り組み様子が見られた。 

 食品の選択の際の目的設定は、食品の選び方に直

結するため、教師側の意図として、何を生徒に身に

付けさせたいのか、どういった視点を持たせたいか

といったことを明確にすることが大切であるという

意見が出された。 

＜２日目＞ 

「衣生活と自立～防災グッズを入れる小袋製作～」 

（家庭分野１年） 

 防災教育と関連させ、主体的に学習に向かうため

の手立てとして、題材導入の 1時間目を体験的な取

組で製作に関わる必然性を持たせる工夫をした提案

がされた。 

 技術分野としても、製作について学習意欲を継続

させるための工夫は重要で、導入時にいかに意識づ

けられるかという点は技術・家庭の両分野で共通し

て参考になる事例であった。 

 今後さらに他の領域等との時間数のバランスも考

慮して3年間を見通した計画の再検討をし、学びの

系統性を図ることが重要であることが確認された。 

外 国 語

１．教育課程研究会 

 「コミュニケーション能力の基礎を育成する学習

指導と評価の工夫・改善」を研究テーマに掲げ、１

日目は授業提案、２日目は文書提案が行われた。 

 両日とも、外国語教育における「目標の明確化と

指導と評価の一体化を図る授業実践」について、提

案および協議を通して、認識を深めることができた。 



- 44 -

２．外国人英語教員活用研究 

鷹取中学校（３年目）、常葉中学校（３年目）、公

郷中学校（３年目）、鴨居中学校（１年目）の４校と

横須賀総合高等学校(２年目)に外国人英語教員（FLT）

が配置され、ネイティブ・スピーカーの効果的な活

用に係る研究を行った。 

各学校による活用研究に係る公開授業が行われ、

研究協議を通して、ネイティブ・スピーカーの効果

的な活用について理解を深めることができた。 

＜公開授業提案者＞ 

鷹取中学校 サラ ジョンソン 

常葉中学校 
ケネス ギベンズ 

藤崎 いづみ 

渡部 友佳 

公郷中学校 ジェニファー スドウ 川名 幸子 

鴨居中学校 マーク シギョウ 玉澤 伶奈 

横須賀総合高校 フローリメル ワタナベ 

３．中学校英語副読本の作成 

 横須賀の魅力について英語で紹介する副読本を市

内中学２年生に配布した。次年度も同様の配布を予

定しており、各校へ活用を促していく。 

４．外国語教育強化地域拠点事業 

 田戸小学校・諏訪小学校・常葉中学校・横須賀総

合高等学校を拠点校とし、平成 27年度からスタート

した３年目（最終年）の事業として、次期学習指導

要領を見据えた小・中・高等学校をつなぐ CAN-DO

リストの完成、それに基づく研究成果発表会を行っ

た。相手意識を持ったコミュニケーションの在り方

をテーマに授業提案を行い、文教大学 金森 強 教授、

神奈川県立国際言語文化アカデミア 江原 美明 教

授の助言をもとに研究を進めた。 

５．学習指導実践研究協力校事業 

国立教育政策研究所より常葉中学校が委嘱を受け、

文部科学省 平木 裕 視学官が来校し授業を観察し

た。６月と１月の２度公開授業を行い、視学官によ

る今後の中学校外国語教育推進における小学校との

連携の在り方等についての講演を行った。 

幼稚園教育課程

平成29年９月14日（木）に、横須賀市幼稚園教

育課程研究会を実施した。 

研究会は、幼児教育研修用の DVD「幼児教育から

小学校教育へ １ねんせいになるってことは」（制

作：幼児教育映像制作委員会）を活用した演習と、

聖徳大学大学院兼任講師 篠原 孝子氏の講演という

構成で行った。 

研究テーマは、本市の指導の方針・重点等を考慮

するとともに、幼稚園教育要領のねらいや内容を踏

まえたものとし、本年度は「幼児期の豊かな育ちを

支える保育とは」と設定した。 

【演習】 

映像中の着目児について、遊びを通してどんな力

が育っているか、幼稚園と小学校の教師の関わり方

の違いなどを視点として、映像を踏まえたグループ

討議を行い、任意のグループが討議内容を発表した。 

遊びの中に、「幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿」（以降「10の姿」）と関連する姿が見られること

や、自発的に取り組む遊びや子ども同士の関わりの

中に多くの学びがあること、単なる適応指導では、

それまでの子どもの育ちを生かすことができないこ

となどが話題に挙げられた。 

【講演】 

概要は以下のとおりである。 

３つの要領・指針が同時に改訂された意味は大き

い。どの施設に行っても同様の教育が受けられるよ

う「内容の取扱い」も共通の文言となっている。幼

児教育においても３つの柱で資質・能力が整理され

た。特に「思考力・判断力・表現力等の基礎」に着

目していくべきだろう。また、幼児期の「学びに向

かう力」（自己主張、自己抑制、協調性、好奇心など）

も大切にしたい。小学校以降の学習に影響すること

が近年の研究により明らかになっている。 

「10の姿」は達成目標ではなく、方向目標である。

「考える」という文言が14カ所含まれていることか

らも、思考が大事だということが分かる。「遊びへの

没頭」が思考力等の育ちにつながる。何気なく遊ぶ

姿の中に「10の姿」が出てくる。思考を価値付ける

大人のまなざしが重要である。 

安心感が学びのベースとなる。まずは信頼関係を

大切にしたい。そして、知的好奇心、興味・関心を

喚起し、子どもと「もの」や「人」、「状況」との関

わりがより豊かになるように環境を構成し、援助し

ていくべきだろう。 

高等学校教育課程

平成29年度の研究テーマは、『「確かな学力」を育

成する教育課程の編成と教育活動の工夫・改善～目

標の明確化と指導と評価の一体化を図る授業実践～』

である。さらに全日制、定時制ともに部会テーマを

設定して研究に取り組んだ。 

〔全日制〕 

「自学自習の精神の確立～主体的・対話的で深い
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学びを実現する授業改善～」をテーマとして公開授

業を行った。本年度は、４教科の授業公開を行った。 

「国語科（国語総合）」では、主体的・対話的で深

い学びを通して、ものの見方、感じ方、考え方を豊

かにするための指導と評価の工夫・改善をねらいと

した。 

「外国語科（英語表現Ⅱ）」では、基礎・基本の確

実な習得を目指す指導の工夫とコミュニケーション

能力を伸ばす言語活動の充実をねらいとした。 

「芸術科（美術）」では、生きる力としての美術科

の「確かな学力」を育成することをねらいとした。 

「人間科（産業社会と人間）」では、総合高校にお

ける産社授業のあり方について複数の取り組みにつ

いて文書提案を行った。 

〔定時制〕 

 「「基礎・基本の確実な定着」～個に迫る指導を

通して～」をテーマとして、公開授業を行った。本

年度は２教科の公開を行った。 

「外国語科（コミュニケーション英語Ⅰ）」では、

リーディング活動において、主体的に表現したり内

容の理解をしたりするよう言語活動の取り組み内

容の工夫をねらいとした。 

「工業科（自動車工学）」では、授業導入でのポ

イントの提示や動画資料など生徒の興味関心の視

点を捉えた授業内容の工夫をねらいとした。 

全体会では、スーパーバイザーとして来校された

産業能率大学教授の小林昭文先生による講演会が行

われ、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業

づくりについて有意義なお話をいただいた。 
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教 科 外

教育を取り巻く環境の変化に対応し、さまざまな教育課題を解決するため、各研

究会は、研究内容の充実と組織の活性化を図りながら精力的に活動を行ってきてい

る。こうして得られた各研究会の研究成果は、学校教育にとって大変重要なものと

なっている。 

小学校道徳 

平成 30年度「特別の教科 道徳」実施に向け、

授業改善に向けての研修を重ねてきた。  

教育課程研究会１日目は、浦郷小学校が「豊かに

表現できる子」の授業を公開、２日目は池上小学

校が「特別の教科道徳の授業実践」、豊島小学校

は「地域社会の一員としての自分に気づき、主体

的に行動しようとする豊島っ子の育成」の文書提

案を行った。また、道徳教育連携推進講座では、

神明小学校が「他者とよりよい関係を築いていこ

うとする子どもの育成を目指した道徳教育」の授

業公開した。 

さらに道徳研究定例会として、鶴久保小学校で

新しく内容項目に加わった「よりよく生きる喜び」

の授業発表を行った、また、今年度より「道徳わ

くわくサークル」として研究会会員以外の方々と

共に、これまでの授業に対する悩みを解決し、よ

りよく生きる力を育む道徳の授業を学ぶ会を始め

た。いずれの会も多数の方が参加し、積極的な協

議が行われ、共に学びを深めることができた。 

中学校道徳 

研究テーマ「生徒の心に響く授業づくり―「私

たちの道徳」を効果的に活用して」―（３年計画

の３年目）として、市の重点２とも関連性を持た

せ、研究に取り組んだ。研究推進校による授業公

開（池上中学校・大津中学校）文書提案校（神明

中学校・野比中学校）が行われた。道徳の教科化

に向け、現在ある道徳の授業の見直しや、各学校

での効果的な指導方法の工夫などについて、試行

錯誤しながら取り組んでいる様子が伺えた。道徳

教育の更なる充実に向けて、大変良い取り組みと

なった。 

次年度はさらに「特別の教科 道徳」導入に伴

う新学習指導要領を見据えた道徳教育の改善・充

実を図ると共に、教科化に向けた準備を評価も含

めて進めて行きたい。 

小学校特別活動

本年度のテーマを「豊かな人間関係をはぐくむ

特別活動～望ましい集団活動を通して～」とした

が、主に学級活動に関する知識や技能を、経験の

浅い教員に継承することを視野に活動した。 

教育課程研究会１日目は、城北小学校において、

活動の目的を意識させるとともに、キャリア教育

の視点も含めた学級会活動を授業公開した。２日

目では、学級会活動における「くらべ合う」「ま

とめる」の進め方について、研究会としての見解

を示した。また、新学習指導要領の特別活動のね

らいや方法について理解を深めた。 

２月の県小教研中央研究大会では、特別活動分

科会に浦郷小学校が学級活動の提案を、学校行事

分科会に桜小学校がキャンプファイアーの提案

を、それぞれ行った。さらに、研究会独自の研修

として、１月に上記のプレ発表を行い、30名の参

加者と活動を共有化した。 

以上を、実践記録集にまとめていく。また次年

度、新学習指導要領への対応について早急に取組

む予定である。 

中学校特別活動

本研究会は学級活動研究会・生徒会指導研究会・

進路指導研究会の各研究会が共通研究テーマ「生徒

が互いに認め合い、高め合う関係を築く特別活動を

めざして｣を掲げ、連携しながら研究を進めている。 

 本年度の教育課程研究会１日目は、馬堀中学校の

学級活動の授業発表だった。年に数回全学級が同一

項目で行う学級づくりの進み具合を確認するアンケ
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ート結果から、それまでのクラスづくりを見直し、

今後の努力点を学級全体で確認する内容であった。 

 ２日目は長沢中学校が「社会の変化と主体的に向

き合う進路選択」を、久里浜中学校が「生徒の自治力

育成のためのPDCAサイクルの構築」を文書提案した。 

長沢中学校は現在の職業の 49％が機械にかわる可能

性を示すことから、将来必要な力を考え、普段から

取り組むことについて考えを深めた実践を報告し

た。久里浜中学校は主体的な活動を行うために、生

徒自身による PDCAサイクルを実施した実践を報告

した。いずれの実践も生徒を受け身にせず、主体的

に取り組める工夫のあふれるものであった。主体的

に取り組むためには、見通しと計画が大切であるこ

とが確認された。 

 小学校総合的な学習の時間

研究テーマ「生きる力を育てる総合的な学習」

～自分なりに考え行動し、ふりかえることができ

る子の育成を目指して～のもと、子ども達にとっ

て切実感のある探究活動をいかに作り出すか、単

元づくりを中心に研究・研修を重ねた。 

会員は、研究部又は広報部に所属し、指導案検

討を中心とする学習会運営、市教育課程研究会の

応援、ワークショップ及びフィールドワーク運営、

ガイドブック作成やホームページ管理等、様々な

活動を行っている。今年度は組織を改新し、運営

の推進者として４名の「指導員」を配置したこと

で、活動の活性化を図ることができた。 

また、県や国の組織に対応するため、生活科研

究会と合同の研修会・懇親会を開催し、連携をよ

り密にすることができた。さらに、横浜・鎌倉等

他地区の研究会や附属学校の研究発表に参加し、

その情報を研究会に還元することもできた。 

次年度に向けた課題として、新規研究会員の確

保や授業研究会への参加者拡大をどのように進め

るかがあげられている。 

中学校総合的な学習の時間

総合的な学習の時間は来年度から新学習指導

要領による取組が始まる。どの教科にも総合的な

学習の時間で求められている力が導入されてき

た。その最先端をいく総合的な学習の時間をより

発展的に行うことを目標に本研究会も取り組んで

いきたい。 

今年度末の幹事会で、新学習指導要領で求めら

れていることや新たに全体計画・年間計画に取り

組んでいる大津中学校にご提案をいただいた。 

中学校の総合的な学習の時間は学年教師全員が

担当している。職場体験や行事が先行しがちであ

るが、その学校が取り組みやすい内容を精査し、

探究的な学習（「課題設定」「情報収集」「整理

・分析」「まとめ・発表」）を教師全体が理解し、

生徒が主体的に取り組むことができるプログラム

を再確認する必要がある。 

本研究会の取り組みが各学校の総合的な学習の

時間を活発にできるように、幹事会等を充実させ

ていきたい。 

児童・生徒支援教育研究会

本研究会では「発達障害に対する学習・生活面に

おける支援のあり方～小中高のつなぎを生かす～」

をテーマに、発達障害のある子ども達に対する適切

な対応について、小・中・高の連携を図りながら、

支援のあり方を中心に研究している。 

会員に加え、各校の支援教育コーディネーター・

養護教諭・登校支援相談員など広く参加を呼びかけ

た事により、徐々に本研究会の主旨が理解され、裾

野が広がりつつある。本年度より、横須賀共済病院

臨床心理士の鈴木恵美先生にご協力頂き、「不登校

引きこもり支援」「支援におけるリソース探し」「変

化のための支援」等４回にわたって専門的・具体的

なご指導を受け、有意義な研修ができた。また、療

育相談センター・児童相談所・こども青少年支援課

等の特色を学び、学校と関係機関とのより良い連携

について研修を行うことも出来た。来年度は、学校

現場の必要とする課題を基に、特色ある研修を追究

し、委員会主催の同様な研修と上手に住み分けを図

っていきたい。 

特別支援教育

本年度は昨年度に引き続き，全体の研究テーマ

を「一人一人が主体的に生き，共に育ちあう教育

の研究」～インクルーシブ教育システムの構築を

めざして～」と設定し，小学校部，中学校部，通
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級指導部，特別支援学校部がそれぞれ，共通テー

マを元にサブテーマを設定して研究に取り組ん

だ。 

教育課程研究会での授業研究は，特別支援学級

の授業ではなく，交流級での授業を中心に行われ，

夏には実践発表，また，日常的な部会での研究だ

けでなく，ブロック内の小中学校の授業を見合っ

ての研修，宿泊学習や交流会，施設見学，講師を

招いての研修会，また，タブレット端末使用のた

めの研修等を行い，年間を通じて活動に取り組み

研究を深めることができた。 

今後も引き続き，インクルーシブ教育システム

の構築に向け，合理的配慮・通常の学級との交流

への研究だけでなく，現在の教育の根幹としての

特別支援教育の重要性と課題を認識し，各部でサ

ブテーマを設定し，更に研究を継続して深めてい

きたい。 

情報教育 

本年度も「情報の主体的活用をめざした学習活

動」をテーマに、視聴覚教育・新聞教育・統計教育

の各研究部がそれぞれ中心となって活動を行って

いる。県視聴覚・放送教育研究会との関連事業をは

じめ、学校・学級新聞展、統計グラフ指導者講習会、

コンクール入賞作品集作成など、各研究部の活動も

充実し、意欲的に行われた。 

特別委員会のワークショップでは、NPO 法人企業

教育研究会から講師を招き、メディアリテラシーを

用いた情報モラル指導について、模擬授業形式での

講義が行われた。また新学習指導要領を見据え、プ

ログラミング教育の実践紹介なども行われた。 

情報研ニュースの発行など、有意義な活動と研修

を重ねており、詳しい活動内容については、年度末

に発行予定の紀要「私たちの情報教育」をご覧いた

だきたい。 

学校図書館 

本年度も、『自ら学ぶ力と豊かな心を育む学校図

書館づくり』をメインテーマに、「～学校図書館の

整備・充実、計画的な活用を通して」をサブテーマ

にして、研究活動と事業活動とに取り組んだ。 

研究活動としては、学校図書館先進校視察のフィ

ールドワークで大和市の小・中学校図書館と大和市

が薦める学校司書の役割について学校司書スーパ

ーバイザーの講演を受けた。夏期研修として《読書

感想画の描き方》という研修会を行い、感想画指導

に実績のある講師より、様々な手法等を学んだ。事

業活動としては、夏の先進校視察フィールドワー

ク、読書感想文・読書感想画審査会、市感想画展の

開催等を行った。この成果の一つとして読書感想

文、読書感想画とも、県の審査会でも優秀な成績を

収める児童生徒が増えている。また、感想画展は参

観者も多く、市民・保護者への感想画についての理

解度が更に広がった感がある。 

学校保健 

学校保健研究会は、健康安全部会と養護教諭部 

会がともに「人間性豊かな子どもの育成」のテー

マのもと研究に取り組んだ。 

 健康安全部会では、「組織的・計画的な学校保

健・安全教育の進め方」を主題として各部会で安

全教育・防災教育についての実践に取り組み、1

月には１・３部会の学校の実践を中心に研究発表

を行った。授業研究会では、浦賀中学校 1年生の

学級活動（２）の時間に、自然災害に対して EVA

属性カードを使って防災対応能力の育成を目指し

た授業を行うことができた。 

養護教諭部会では、「児童・生徒の心身の育成

を目指して」を主題として、６部会ごとに研究を

進めてきた。12月のかまくら相談室室長 沢雄司

臨床心理士の研修会では、不登校や発達障害の児

童・生徒に対する心理的な支援についての理解が

深まり、今後の児童・生徒への対応に生かせるよ

うになった。 

国際教育・小学校外国語活動

本研究会では、「国際性豊かな児童生徒の育成」

～ちがいを知り、認め合い、学び合う子ども～ 

～外国語を通して積極的にコミュニケーション

を図ろうとする子ども～をテーマに研究活動を

行った。 

６月の教育課程研究会外国語活動部会では、

「コミュニケーション能力の素地を育成する学

習指導と評価の工夫・改善」のテーマのもと、岩
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戸小学校の樋口泰輔教諭とローラ フィッシャ

ー講師（ALT)により、５年生が ALTに道案内をす

るという公開授業を行った。８月は、船越小学校

の佐藤亜美教諭と阿部振一郎教諭、小原台小学校

の小島幸之教諭とロッド セリカク講師（ALT）

が、学級担任の役割についての実践報告を行い、

研究協議を深めた。 

 また、神奈川県小学校教育研究会中央大会横須

賀大会では、田戸小学校英語専科の羽田あずさ教

諭が「読むこと・書くことへの意欲を引き出す指

導の工夫」というテーマで提案発表を行った。 

研究会主催の外国語活動の授業研究では、２月

に田戸小学校の三橋実生教諭が１年生の授業を

公開し、遊びながら自然に外国語に触れる指導に

ついて研究協議を行った。 

国際教育の授業研究としては、11 月に公郷中

学校のジェニファー スドウ教諭(FLT）と菊地一

輝教諭が、日本の学校とカナダの学校との違いを

比較して自分の考えを英語で表現する授業を提

案を行い、研修を深めた。 

食教育 

食教育研究会の研究主題は「食育を通して豊か

な心と体を育てる」である。 

 研究を進めるにあたり、各学校が食に関する指

導の全体計画を見直し、食育の視点を加えた授業

が行えるよう、学校における食育を組織的・計画

的に進めて、好ましい人間関係の育成を図るため

給食指導の工夫を呼びかけている。 

 また、本年度は、野比東小学校の１年の学級活

動（２）「やさいとなかよしになろう」の授業提

案から、「心身の成長や健康の保持増進の上で望

ましい栄養や食事のとり方を理解し、自ら管理し

ていく能力を身につける（心身の健康）」を食教

育の視点とした授業実践での研修を深めた。 

また、給食時間を子どもたちにとって効果的な

食育の場とし、また、子ども達が生涯にわたって

健康の保持増進を図り、望ましい食習慣を養うこ

とができるようになるために、「給食マニュアル」

の活用について推進をしている。 

学校事務 

事務研究会では、今年度より２年計画で「新し

い学校事務に向けた実践と検証」をテーマに１年

目の研究に取り組んだ。 

 昨年度まで３年間かけて各部会ごとにおこなっ

た５つの研究テーマについて、各部会で実践し、

意見交換した内容を、研究委員会で集約し、検証

している。 

実践するテーマは、①サポートアイテムに関す

ること ②事務職員のワークスタイル ③研究・

研修に関すること ④配置人員と相互援助 ⑤世

代間の課題 の５つである。 

様々な意見を検証していき、これからの横須賀

市の学校事務のあり方についてや、事務研究会の

発展に活かしていけるように、研究を進め、来年

度まとめていきたいと思う。 

小学校校長会

本年度は「ピンチをチャンスに、変化を力に、

課題を強みに」をスローガンに掲げ、校長会のい

っそうの結束を図ると共に、横須賀市の子どもた

ちのよりよい成長と未来を願って、生きる力の獲

得へ向けた活動を行ってきた。活動の重点を、新

学習指導要領実施に向けた取組、校長会 48校のベ

ースの確立、学力向上の取組、3 年先を見据えた

校長会の組織強化、県校長会・市教委などとの積

極的連携とし、それぞれの活動を通して諸課題の

解決に努め、新たな教育課題についての情報を共

有し議論を深めた。 

研究所と連携して実施した研修会では、「新学

習指導要領の考え方・進め方」や、「人権尊重の

理念を基盤とした学校づくりと道徳教育推進上の

配慮事項」について理解を深めることができた。 

中学校校長会

 本年度も中学校長会では、「今後に先送りしな

い課題」として、五つの対策委員会を中心にし、

全体で取り組んできた。具体的には、（1）行財政

委員会では①各学校の施設設備の充実②駐車場使

用に関する各項目の改善点の洗い出しや料金の支

払い方法③県費出張旅費の増額（2）教育経営委員

会では①小中一貫教育制度の進行状況とこれから
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②授業時間数の確保（3）進路指導委員会では①適

切な進路指導②学力向上の取組（4）教育課程委員

会では①次期学習指導要領に向けての対応と準備

（5）生徒指導委員会では①インクルーシブ教育シ

ステムの導入②いじめ防止対策基本方針③教育困

難な学校への支援等について「チームよこすか」

として取り組んだ。また、市が開催した駐車場問

題検討会議、学期制検討委員会、学校給食推進連

絡協議会、学校業務改善検討会議等へ出席し、中

学校長会としての意見を述べた。次期学習指導要

領の移行と先行実施が始まる中、更に次期学習指

導要領への具体的な取組を進めていきたい。また、

リーダーシップを各校長がとるべく、中学校教育

全体を考えた校長会の取り組みを進めたい。 

小学校教頭会

『豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざ

して～教頭力の向上 H29～』という研究テーマを

設定し取り組んだ。一人一人の教頭の多様な経験

を生かし、互いに研さんし、学び、高め合うこと

によって、教頭職の専門性を発揮し、横須賀市の

教育の発展や課題の解決に寄与するよう努めた。

平成 30年 1月 26日(金)、相模原市民会館に於い

て、「神奈川県公立小学校教頭会研究大会」相模

原大会が開催され、市教頭会より「『確かな学力』

の育成に向けて～教頭としての関わり～」という

提案を行い、横須賀市の学力向上に関わる取組を

発信することができた。部会教頭会をはじめ、定

例会・研修会等を通して課題認識を持ち、学校運

営のリーダーとして必要な力を高め合えるよう取

り組んできた。さらに今後も、校長会・中学校教

頭会・市教委等の関係諸機関との連携を図りなが

ら、教頭力の向上に努めていきたい。 

中学校教頭会

教頭としての資質・力量を高め、本市・自校の

教育の向上を一層図ることを目標に、社会の変化

と共に、日々変遷を繰り返す教育課題に対応すべ

く、役員会と５つの対策委員会が年間計画に基づ

き、各部門が抱える個別の課題や研究主題に沿っ

た研修・研究に取り組むことができた。 

その成果は、定例教頭会での多様な事例研究や

各対策委員会が企画・運営する研修会を中心に周

知・徹底され、教頭としての力量を高めると共に、

円滑な学校運営や改善へと繋げることができた。 

また、県教頭会や逗葉・三浦地区中学校教頭会、

本市小学校教頭会との連携についても、合同研修

会や懇親会、各部会ごとの情報交換会等、年間を

通して積極的に関わり、協力し合いながら活動す

ることができた。 
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特 別 支 援 教 育

１ 特別支援教育の動向 

（１）市立ろう学校は、幼稚部１学級、小学部単一
学級６学級・重複学級２学級、中学部単一学級
１学級・重複学級１学級、高等部単一学級１学
級・重複学級１学級となり、合わせて 13 学級
となった。 
 市立養護学校は、小学部重複学級 12 学級、
中学部重複学級５学級となり、合わせて 17 学
級となった。 

（２）小学校の状況 

知的障害特別支援学級 44校 46学級 

  自閉症・情緒障害特別支援学級 46校 67学級 

  肢体不自由特別支援学級 14校 14学級 

  病虚弱特別支援学級 ４校 ４学級 

（３）中学校の状況 

知的障害特別支援学級 21校 24学級 

  自閉症・情緒障害特別支援学級 23校 27学級 

  肢体不自由特別支援学級 ４校 ４学級 

視覚障害特別支援学級 １校 １学級 

  病虚弱特別支援学級 ４校 ４学級 

（４）第６回児童生徒ふれあい作品展 

日時 12月１日（金）～12月５日（火） 

場所 横須賀市文化会館 

来場者総数 2,040 人 

（５）支援教育コーディネーター 

支援教育コーディネーターの研修と情報交換

のために「支援教育コーディネーター連絡会」

全体会を５回、地域別ブロック会を２回の合計７

回開催した。集団づくりプログラムや合理的配慮、

不登校についての研修を積み重ね、支援教育コー

ディネーター一人一人のスキルアップを図った。 

２ 就学教育支援委員会の活動 

「就学支援相談委員会」および「通級相談委員

会」を開催し、園児・児童・生徒の学校での支援

内容や進路についての審議を行った。 

（１）就学支援相談委員会    20回 ：312人 

（２）通級相談委員会       ４回 ： 57人 

３ 支援教育夏季研修 

回 日 時 内 容 講 師 

１ 8月 9日 
「子どものネット

依存について」 

久里浜医療センター 

院長  樋口進 

２ ８月16日 
「ユニバーサルデ

ザインを生かした

授業」 

筑波大学附属小学校 

教諭  桂聖 

３ ８月22日 
「教育的緊急支援

のあり方」 

大草心理臨床・教育相

談・お～ぷん・ラボ  

臨床・学校心理士  

大草正信 

人 権 教 育

 平成 12年の「人権教育及び人権啓発の推進に関す

る法律」に基づき、平成 14年３月に「人権教育・啓

発に関する基本計画」が閣議決定され、さらに、平

成 16 年６月には人権教育の指導方法等に関する調

査研究会議より「人権教育の指導方法等の在り方に

ついて」の第一次とりまとめ、平成 18年１月に第二

次とりまとめが、そして平成 20年３月に第三次とり

まとめが出され、人権尊重の精神を貫いた実効力のあ

る教育がより一層求められている。 

人権教育の目標は、人間は生まれながらにして自

由であり、平等であるという人類普遍の原理を実現

するために、人間尊重の精神を養い人間の尊厳性に

ついての自覚を深め、人と人との間に存在する実践

力を育成するところにある。人格の完成を目指す教

育が、人権問題の解決に大きな役割を果すものであ

ることを深く認識し、人権教育のさらなる推進に努

めているところである。 

本年度は、各学校の人権教育担当者を対象とした

研修講座を３回開催した。 

また、人権教育指導者養成講座（２年を１期間）

については、13校・２園の受講者が、各自の学校で、

「人権が尊重される授業づくりの視点」に基づいた

授業と協議を行った。 

◆人権教育担当者研修講座

回 日 時 内 容 講 師 

１ ５月17日 

「人権感覚の育成と人

権を尊重する指導のあ

り方」 

教育指導課 

人権教育担当 

指導主事 

２ 
７月 

～8月 

※夏季研修講座「夏季大学」の中から

1講座を選択 

３ 12月９日 

「人権感覚の育成と人

権を尊重する指導のあ

り方」 

日本ウェルネススポ

ーツ大学  

教授 近藤 卓 

◆人権教育指導者養成講座（10期 2年目）

授業実践  テーマ「人権が尊重される授業づくりの視点」 

＜幼稚園＞ 諏訪幼稚園   大楠幼稚園 

＜小学校＞ 大矢部小学校  森崎小学校   大津小学校 

根岸小学校   走水小学校   馬堀小学校 

 望洋小学校   大塚台小学校  浦賀小学校 

＜中学校＞ 大矢部中学校  大津中学校   馬堀中学校 
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教科指導員 

平成26年度から市内の小・中学校における教科の

指導改善と教育水準の向上を図る目的で、教科指導

員制度をスタートさせた。任期は１年間で、４月当

初に、国語、社会、算数・数学、理科、外国語の５

教科に加え、本年度から道徳科を加え、小・中学校

各２名の教員が任命された。業務内容は、教育課程

研究会や各学校の校内研究等で指導案検討や助言

を行った他、初任者等経験の浅い教員に対して師範

授業を行うなどした。制度がスタートして４年目に

なり、学校や研究会へも教育指導員制度が浸透し、

効果的な活用状況が見られている。各教科とも活用

回数が増加している。本年度の成果と課題を踏まえ

て、より活用しやすく、効果的な制度にしていくと

ともに、教科指導員の学びの機会も増やしていきた

い。 

小学校３年生における少人数学級指導に関すること 

（１）事業概要 

 市立小学校第３学年において、児童が 36人以上

在籍している学級がある学校に対して、きめ細やか

な指導を行い、学力の向上を図るため非常勤講師を

配置する。 

（２）事業の背景 

 横須賀市学習状況調査において、小学校３年生か

ら全国との学力差が顕著となった。児童の学習を充

実するため、35 人以下の学級を編成し、きめ細や

かな指導を実現することで、学力の向上を目指す。 

（３）実施小学校 

田戸小学校 城北小学校 鶴久保小学校  

山崎小学校 高坂小学校 池上小学校 

野比小学校 

学力向上放課後教室(サポートティーチャー) 

非常勤職員（サポートティーチャー）を活用する

中で、学習内容の定着状況に課題の見られる児童生

徒を対象とした学習指導を行い、基礎的・基本的な

知識・技能を図るとともに、すべての児童生徒に学

習の場を提供し、学力を向上させる。 

【方法】 

 １回の派遣を４時間までとし、小学校では週５回、

中学校では週２回を原則とし、年間 35週の派遣とす

る。長期休業期間中の運用に関しては、年間３～５

回、各１名までの派遣を原則とする。 

【内容】 

①通常級在籍の学力の定着に課題のある児童・生徒

への指導 

②授業において学習内容の定着を促すための指導 

③学習意欲のある児童生徒への学習の場の提供 
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移 管 事 業 の 推 移

【読書活動推進事業】   教育指導課 

１ 学校図書館活性化担当の活動 

 本年度は、23名の非常勤職員が学校司書として

全小学校に２週に３日勤務した。 

学校司書の業務として、以下を学校にお伝えし

ている。 

①日常的な学校図書館の開館 

②学校図書館を活用した授業のサポート 

③学校図書館機能を考慮した環境整備 

④本の選書、注文、受け入れ、配架の補佐 

⑤ボランティアとの連絡窓口 

⑥児童の図書委員会が行っている貸出返却業務

のサポート              等 

また、学校司書の資質・能力の向上を目的とし、 

学校司書連絡会を月１回開催し、研修の機会を確

保した。 

２ 司書教諭研修講座 

本年度発令された司書教諭を中心に、司書教諭

以外の希望も募って実施した。 

回 日時 内容 講師 

1 7月27日 

活用しよう学校図書

館～調べる学習基本

のスキル～ 

全国SLAスーパーバ

イザー 

  藤田 利江 

３ 読書活動の推進 

４月 23 日｢子ども読書の日｣に関する取組とし

て、「本を楽しもう展」を開催した。本年度は南

図書館を会場に、会場近隣の児童生徒の読書感想

画を展示した。 

また、学校図書館研究会と協力して「読書感想

文コンクール」「読書感想画コンクール」を開催 

した。これまで読書感想文コンクールの入賞作品

を掲載した「読書感想文集」を発行してきたが、

本年度から感想画の件のコンクール入賞作品も掲

載し、「読書感想文・画集第 61号」として発行し

た。 

４ 学校図書館ボランティアの養成 

学校図書館ボランティアの養成については、学

校司書が図書館整備を行う際に、共に活動を行う

中で、本の整備方法についての知識や技能を伝え

資質の向上を図った。１月にはさわださちこ氏を

招聘し、「本とのすてきな出会い～思わず本を手

にとりたくなる展示の工夫」と題し、学校司書研

修と同時に開催した。 

【外国語活動】   教育指導課 

１ 外国語活動研修講座の開催 

外国語活動の指導に必要な知識・技能を身に付

ける選択研修として、平成 22年度から開講してい

る。『ハッピータイム』に関わるワークショップ

や今後の外国語教育を見据えた授業づくりに関わ

る研修講座を全３回開催した。 

２ 横須賀市標準カリキュラム『ハッピータイ

ム』の提示 

小学校外国語活動の標準カリキュラムとして

『ハッピータイム』をイントラネット上に公開し

ている。外国語活動の補助教材である『Hi, 

friends!』に準拠したものであるとともに、横須

賀市独自の活動内容を踏まえたものとなってい

る。 

各小学校の児童の実態に合わせてカスタマイズ

することを推奨している。 

 また、新学習指導要領に係る移行措置期間に対

応した新教材『Let’s Try！』、『We Can!』を

加味した内容の改訂も行っている。 

３ YOKOSUKA English World 2018の開催 

(2018年 3月 21日開催) 

 市内の小学校５・６年生の希望者とサリバンズス

クールの児童が参加し、外国語活動の指導にあた

っている ALT や FLT、また、横須賀総合高校のボ

ランティアの生徒達が運営・支援にあたった。 

４ 外国語活動アドバイザーの派遣 

 各学校のそれぞれの状況や課題に応じた研修の

推進を図ることができるよう、外国語活動アドバ

イザーの派遣を行った。模擬授業の実施や授業内

容に関わるワークショップなどを通じて、外国語

活動の指導に必要な知識や技能等の向上を図っ

た。 

５ 外国語教育強化地域拠点事業 

田戸小学校・諏訪小学校・常葉中学校・横須賀

総合高等学校を拠点校とし、平成 27年度からスタ

ートした３年目（最終年）の事業として、次期学

習指導要領を見据えた小・中・高等学校をつなぐ

CAN-DOリストの完成、それに基づく研究成果発表

会を行った。相手意識を持ったコミュニケーショ

ンの在り方をテーマに授業提案を行い、文教大学 
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金森 強 教授、神奈川県立国際言語文化アカデミ

ア 江原 美明 教授の助言をもとに研究を進めた。 

【学校支援員派遣事業】 支援教育課 

本事業は、教育研究所『指導力向上・学級改善支

援員派遣事業』を引き継いだ、平成 23年度からの実

施事業である。平成 29年度から小学校３名、中学校

２名の計５名体制で市立全小中学校を担当する。 

１ 目的 

 各学校の状況把握及び教員の指導力向上を支援

することにより、学校の円滑な運営を図る。 

２ 業務内容 

・希望調査票をもとに、担当校を訪問し、授業

観察及び相談業務を通して、各学校の状況把

握に努める。

・学校からの要請に基づいて、支援が必要な学

年・学級の正常化を図るための活動を行う。

・必要に応じて、巡回相談に関わる。

・緊急時に指導主事とともに保護者対応を行う。 

・就学相談の業務を行う。

３ 支援の状況 

（1）学校訪問回数（平成 30年２月２日現在） 

  ①小学校 ··················· 446回 

  ②中学校 ··················· 324回 

（2）支援内容（平成 30年２月２日現在） 

  ①授  業 ·················· 592件 

  ②学級経営 ·················· 91件 

  ③教職員対応 ················ 27件 

  ④児童生徒指導 ··············· ４件 

  ⑤保護者対応 ················· ０件 

  ⑥その他 ···················· 75件 

４ 事業実績 

・希望調査票をもとに、学校の状況把握が的確

に行われた。その情報をもとに、支援教育課

を中心とした早期支援を行うことができた。

・学校長からの要請に基づき、落ち着かない学

年・学級に集中的に関わり、落ち着きを取り

戻すために現在も対応中である。

・２～５年目の経験の浅い教員と研修機会が限

られている臨時的任用教員・非常勤講師への

相談・指導が効果的に行われ、授業力の向上

や円滑な学級経営をもたらした。

【学校教育賞】 教育研究所 

１ 学校教育賞の目的 

本市の学校教育賞の制度は、昭和 24年度から

実施されている。学校教育の発展振興をはかる

ために設けられたもので、本年度で 68回目を迎

えた。 

より広く学校教育に関する研究成果を発信す

るために、研究論文を条件とする研究部門と、

実践報告的研究または企画提案を条件とする実

践・企画部門を設定した。 

なお、本事業は平成 25年度に総務課教育政策

担当から教育研究所に移管したものである。 

２ 今年度の応募状況 

研究部門、実践・企画部門ともに、応募がなか

った。 

３ 今後の実施に関わる検討 

教職員の多忙化等の理由により、ここ数年の

応募件数は毎年１～２点であるが、学校教育の

振興を図っていく上で、実践研究を通した研究

成果の発信は欠くことのできないものであると

考えられる。 

今後は、教育研究会との連携、学校研究の成

果普及、長期研究員の実践研究提案などの機会

を捉え、学校教育賞としての発信とつなげてい

きたい。 
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平成29年度 ｢学校教育だより」 

平成23年度から教育委員会の組織を見直し、学校教育に重点を置いた学校教育部を設置した。そこで、教職員向け広報紙も、

これまでの｢学校教育課だより（学校教育課発行） 」と「月報（教育研究所発行）」を統合して、新たに「学校教育だより」と

して発行している。本年度から教育総務部総務課教育政策担当から教育指導課の業務に移管された。 

◎主な頁のテーマと執筆者名（敬称略）

４月 

 (61号) 

１面： 巻頭言（佐藤課長）・平成 29年度 新体系で研修がスタートします（宇佐美） 

２面：目指す子どもの姿をイメージして学びをつなぐ（太田） 

３面：家庭学習の取り組み（杉戸） 

４面：学校における体育活動中の事故防止等について（鈴木） 

５月 

(62号) 

１面： 巻頭言（塚田課長）・『一人一人の意識』から変える情報セキュリティ（市下） 

２面： いじめ対策（松崎） 

３面： 学校と教育相談の連携（金子） 

４面：「確かな学力」を育成する授業づくりのための視点（原口） 

６月 

(63号) 

１面： 巻頭言（鎌原課長）・「ともに学び ともに育つ」学校を目指して（原口） 

２面：平成 29年度 横須賀市教育課程研究会（溝口・太田） 

３面：「生活習慣」と「体のリズム」を大切に！（小田） 

４面： 教科書採択に関わる動きについて（新倉） 

７月 

(64号) 

１面： 巻頭言（高橋有香）・学校事故への対応について（小田） 

２面：充実した夏を過ごすために（関口）  

３面：道徳教科化に向けて（石橋・杉戸） 

４面： [読んで納得シリーズ]特別の教科 道徳編（石橋・杉戸） 

８月 

(65号) 

１面： 巻頭言（中川）・教育課程研究会を終えて（杉戸） 

２面：これからの教育課程の理念（太田） 

３面： よこすか土曜寺子屋教室（溝口・橘） 

４面：水難事故の防止について（鈴木） 

９月 

(66号) 

１面：巻頭言（萩原）・栄養教育部より（公郷小学校 上野山悦子）・健康安全部より（桜小学校 沖 裕作） 

２面：教職員のメンタルヘルス（石井） 

３面： 不登校早期発見（諸田） 

４面：[読んで納得シリーズ]「主体的・対話的で深い学び」編（原口） 

10月 

(67号) 

１面： 巻頭言（金子）・夏期研修から（澤口） 

２面：平成 29年度 フロンティア研究委託校 研究発表会・公開授業（橘） 

３面：校内研究を充実させるために（関口さやか）  

４面：人権教育、実践していますか？（萩原） 

11月 

(68号) 

１面： 巻頭言（藤井課長）・平成 29年度横須賀市小中学校教育課程研究会総則部会より（太田） 

２面：授業改善の視点と全体体制による取組（溝口） 

３面： 平成 29年度 横須賀市児童生徒体力・運動能力、運動習慣等調査の結果（鈴木） 

４面：[読んで納得シリーズ]「育成すべき資質・能力」編（原口） 

12月 

(69号) 

１面：巻頭言（平石）・授業におけるユニバーサルデザイン研究員会より（加藤） 

２面：学校おける授業のユニバーサルデザイン（佐埜） 

３面：平成 30年度に向けて、今からしておくべき準備（橘・原口・杉戸）  

４面：[読んで納得シリーズ]外国語活動・外国語編（萩原） 

１月 

(70号) 

１面：巻頭言（内田）・平成 29年度（2017年度）フロンティア研究発表から（清田）

２面：学校研究委託を振り返る（橘） 

３面：教育研究所をご利用ください（関口 満）  

４面：[読んで納得シリーズ]特別支援学校（品田） 

２月 

(71号) 

１面：巻頭言（小平）・１年次研修・中堅教諭資質向上研修を終えて（馬堀小学校 井岡あずさ・衣笠小学校 村上 智彦）  

２面： 子どもと向き合う環境づくり（中川） 

３面： 研修の総括（県長研 山口） 

４面：学びの入り口から（杉戸） 

３月 

(72号) 

１面：巻頭言（伊藤部長）・初任者研修を終えて（追浜小学校 小野田莉子・池上中学校 松原涼太） 

２面：学校の「組織力」と教師の「指導力」を高める ～新学習指導要領への移行期間スタートに向けて～（北川） 

３面：支援教育の目指すもの 《重点２ 認め合い高め合う関係を築く力を育てる》と《学校運営の側面的支援》 ～共生社会の形成に向けて 

インクルーシブ教育システム構築の推進を目指して～（吉野） 

４面：[読んで納得シリーズ]国語（伊藤） 

【発行の趣旨】 学校教育に関する情報を教職員に発信し、意識の向上を図り、もって学校教育の教育力向上を目指す。 

【様   式】 カラー用紙Ａ３二つ折 ４面構成とする。 

【対象・公開】  対象は、市立学校（幼・小・中・高・特）教職員とし、教育研究所イントラネット及びインターネットの教育委員会ホーム 

ページに掲載する。 

【編集発行責任者】 学校教育部教育指導課 
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指 定 研 究 概 要

本市教育委員会の指定研究は、本市における教育課題に対し、子ども達の学力保障

とともに具体的・実践的に課題解決を図る委託研究である。 

本年度の指定研究は、フロンティア研究委託（小学校３校、中学校８校、高等学

校〈全日制〉１校）、チャレンジ研究委託（Ａ-小学校 19 校、中学校３校、幼稚園

２園／Ｂ-小学校 24 校、中学校 12 校、特別支援学校２校、高等学校〈定時制〉1 校）

である。その他、体力つくり２校（小・中学校）、運動部活動モデル校１校（中学

校）、外国人英語教員活用研究拠点校５校（中学校、高校）、文部科学省の英語教

育強化地域拠点事業研究校４校（小学校２校、中学校１校、高等学校１校）となっ

ている。

支援教育 

「わかって」「できる」喜びを味わわせる 

学習活動を通じ学力の向上を図る 

～支援教育を基盤にした生徒理解を通して～ 

衣笠中学校 

近年の支援教育の歩みは、同時に授業改善の歩み

とも言える。次期学習指導要領「第４節 生徒の発

達の支援」では、生徒の発達の支援には指導方法

や指導体制の工夫改善が不可欠であることが記さ

れた。 

 本校の研究は４年間の最終年である。研究目的

はユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業

改善にある。具体的には以下 10 項目を授業改善の

ポイントとして設定し実践した。 

① 黒板周辺や教室前面の掲示を極力しない。

② 授業の構造化・目標や流れが伝わる工夫。

③ 一度にたった一つの指示を出す。

④ 説明や指示を与えるときは、文を短くする。

⑤ 視覚、聴覚、運動覚的な手立てを工夫する。

⑥ リズム＆テンポがある。

⑦ 明確な発問・指示を全員に伝える。

⑧ 空白の時間を作らない。

（早く終えた子にも作業の遅い子にも配慮がある）。 

⑨ 指導の途中で何度か達成度の確認をしている。

⑩ 全員を励ましている。

生徒の困り感に寄り添い、生徒一人一人に「わ

かって」「できる」喜びを味わわせる授業づくり

を追求した。 

学力向上  

子どもの主体的な学びを引き出す授業の創造 

大塚台小学校 

 本校は、平成 29年度より４年計画で、学力向上

をめざしてフロンティア研究をスタートさせた。

１年目の今年度は、学力向上につながる授業とは

どのようなものなのかを、授業研究を中心に共通

理解することとした。そして、学力向上につなが

る授業とは、子どもが学びに対して主体的に取り

組むことのできる授業であり、子ども自らが問題

意識を持って取り組む問題解決的な授業であると

の考えから、低学年での生活科と中高学年での理

科における計 3 つの研究授業を通して、問題解決

的な授業の構築に向けて研究を深めた。その結果、

子ども自らが問題意識を持つためには、自然事象

に対する興味関心をわかせ、イメージのずれを生

じさせる導入の工夫が大切であることがわかっ

た。 

 今後も子どもたちの学力向上につながる授業の

創造をめざして、さらに研究を深めていきたい。 

学力向上 

確かな学力を身に付けさせるために 

～ 対話的な学びを通して ～ 

  池上中学校 

池上中のフロンティア研究では、長年積み重ね

てきた研究を生かし、全教師が「主体的・対話的

で深い学び」の視点で授業改善に取り組んできた。

「確かな学力」を身に付けさせるため、特に対話

的な学びに係る研究に取り組むことを通じて授業

改善を進め、学習活動における生徒の主体性を引

き出し、確かな学力を身に付けさせる活動に取り

組んだ。確かな学力を育成する授業づくりのため

に、生徒同士や教材との対話を通じて、学習が深

い学びとなり、課題を解決する力が養われていく

授業、学校づくりをねらいとした。 

 研究１年目は、６つの学習要素「学習スキル（学

びの技能）・学習プロセス（活動系列）・学習モ

デル（補助輪・手本）・学習ツール（学びの道具）
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・学習チーム（協働する組織）・学習ルール（授

業規律）」を参考として、グループ学習が対話的

な学びとなるように池上中のスキルを作っていく

ことを目標とした。全教師が同じ認識を持ち、①

読むスキル②書くスキル③聞くスキル④話すスキ

ルそれぞれを教科ごとに設定し、研究授業・協議

を通して池上中のスキルの確立に努めた。

学力向上 

「自学自習」の精神の確立 

～主体的・対話的で深い学びを実現する授業改善～ 

横須賀総合高等学校 

 平成２５年度から４年間実施したフロンティア

研究の成果と課題を踏まえ、本年度よりさらに４

年間、残された課題を解決するための方策を打ち

出し、実践しながら研究を継続している。 

主体的学びとは何か、対話的学びとは何か、深

い学びとは何か、なぜこれらの学びが必要なのか、

そしてこれを実現するための具体的方策とは何

か、校内研修会や授業公開（相互参観）などを通

して議論し、さらに一人一人が考え、授業のねら

いの明確化、「指導と評価の一体化」を目指して

授業改善を推進している。一方、生徒の学習に向

けた意識改革や意欲の向上を図る取組は、目に見

えた効果が出ていない。「自学自習」の精神の確

立は、本校の命題であるので、補習・補講体制の

充実や進路指導の工夫・改善、大学進学希望者へ

の具体的な対策も引き続き行い、生徒の意欲を喚

起していきたい。 

教科等 発問・板書

「表現する喜びを知り、『自分が好き』といえる 

子どもを育てる」 

～生活科・社会科の授業での発問の工夫と精選・ 

板書の構造化を通して～  

久里浜小学校 

本校は平成 27年度よりフロンティア研究委託を

受け、３年間、「発問と板書」という視点で、本

研究に取り組んできた。「発問と板書」を研究す

ることは、単なる授業スキルを磨くことではなく、

授業そのもののあり方を根本から見直すことにつ

ながった。 

スーパーバイザーである国士舘大学、北俊夫教

授の「知識の構造図」の理論のもと、目指す子ど

もの姿や身につけたい力を明確にし、単元全体の

中で「何を」「どこで」「どのように」学ばせる

のかを整理した単元構造図をつくった。そして、

授業研究を通して、ねらいに向かうための発問の

構成や資料の選択、子どもの思考の過程がわかる

板書について研究を重ねてきた。12 月８日には、

２年生（生活科）、３年生、６年生（社会科）の

授業公開と北先生の講演会を行い、３年間の研究

成果を発表した。 

教科等 発問・板書

『生徒一人ひとりの学びを保障する授業の工夫』 

～発問・板書の探究～ 

大楠中学校 

本校では数年前よりグループでの学び合いを主

体とした授業形態を取り入れ、生徒一人一人が生

き生きと学ぶ授業の実現に取り組んできた。 

本研究ではそれらを基盤として授業における発

問の分析、工夫、例えば発問を①導入の発問、②

思考を深める発問、③定着につながる発問の３種

類にわけて授業を構成したり、生徒にとって受動

的な活動となりがちな板書を、能動的な活動へと

変換したりすることをねらいとして研究をすすめ

てきた。 

各教科ではこのねらいに基づいて、教材や授業

構成などについて検討を重ね、生徒の自発的な活

動を引き出せるような授業づくりに取り組むとと

もに、毎月の校内授業研究会において、指導主事

や講師の方々の助言をいただきながら、よりよい

授業の実現に向けて検討を重ねた。 

本年度はこれまで蓄積した研究成果の集大成と

しての発表会を実施した。よりよい授業の実現は

終わりのないテーマである。この研究を一つの財

産とし、さらに研究を重ねていきたいと考えてい

る。 

教科等 特別活動

『Q-Uを活用した学級集団づくり』 

久里浜中学校 

研究委託２年目の本年は５月に「hyper-QU」を

実施し、全学級の学級満足度・学校生活意欲を分

析した。分析を進めることで具体的な対応策を８

月までに設定することができた。それに基づいて

各学級ごとに座席表（プロット図で属している群

の位置が分かるように明記されたもの）を作成し、

学級担任はもちろん教科担任が意識的に授業のな

かで必要な声かけを日常的に行うことで、学級全

体の自己肯定感を高めていくことをめざした。 

１０月に２回目の「hyper-QU」を実施し、取組
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の成果と課題を再び分析した。一定の効果が出る

とともに満足群のなかに属する「自己満足群」の

存在という仮説が立ち、奥羽大学、鈴木敏城教授

の具体的なご助言のもと、新たな座席表を用いて

意識的な声かけを続けている。年度末には３回目

の「Q-U」を実施することで、２年目の研究の成

果や新たな課題を共有する。 

 ３年目はこれまで蓄積した研究成果や課題を活 

かし、学級指導や教科指導に反映していくことで 

研究テーマにせまっていきたい。

教科等 問題解決的な学習 

相互理解（縦糸と横糸を紡ぐ）のための 

授業の創造 ～個にせまる授業の推進～ 

 田浦中学校  

田浦中学校の求める生徒像を「自ら考え・行動

できる生徒の育成」「課題を見つけ、自ら学び、

主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や

能力の向上を目指せる生徒」として、委託研究に

取組み来年で３年目になる。 

今年度より、全校で９班体制の生活班に取組み、

グループ学習を活かした学び合いの中で、生徒の

主体的に問題を追究する力を育む指導について引

き続き取組んでいる。学校生活全ての活動におい

て集団づくりを大切にしていることも、良い結果

として表れている。教科会を全教科一斉に行う等、

具体的な手立てを全校統一した姿勢で行ってき

た。 

 研究テーマである、縦糸（生徒と教師・生徒理

解）と横糸（生徒と生徒・生徒間の働きかけ）の

取組みを各教科の特性に合わせて授業実践を進

め、今後も更なる向上を目指し、実践・研究を積

み重ねていきたい。 

学校図書館の活用  

鴨居小学校  

「学校図書館の活用」についてのフロンティア研

究１年目は、情報収集・環境整備・授業づくりの

３点について中心に取り組んできた。①情報収集

の面では、市内外の図書に関わる先進校に出掛け、

学んだことの情報交換を行った。そこで、学校図

書館は本を読む場所だけでなく、くつろげる場所

であり魅力的な場所であるべきという共通理解が

図られた。②環境整備の面では、児童が本を手に

選びやすくなることや、どのような分類・種類の

本が読まれているかの状況把握のしやすさを考

え、蔵書のバーコード化に取り組んだ。③授業づ

くりの面では、本校独自の読書アンケートを作成

し、子どもたちの傾向を掴んだ。また、前年度の

国語の研究で培った経験を活かしながら、授業研

究も行った。スーパーバイザーの塩谷京子先生は

じめ、市教委の伊藤指導主事から、貴重なご指導

・ご助言をいただきながら、研鑽を深めていると

ころである。また、学校司書や図書ボランティア

との連携を図るための連絡会を設けている。試行

錯誤の初年度であるが、着実な歩みを次年度へと

繋げていきたいと考える。

認め合い高め合う力の育成

～主体的で対話的な深い学びをめざして～ 

岩戸中学校 

昨年度までは、一人ひとりの学びの保障をする

ために、ICTと小集団を活用した学び合いの研究を

進め、４年間の研究を終了することとなったが、

継続して研究を進めることが本校にとって有益で

あると考えた。研究の主題は替わったが、根幹の

「一人ひとりの学びを保証する」ことは替わって

はいない。４年の研究で培ってきた「教科指導力」

「ICT機器の活用」等をベースにし、今求められて

いる資質・能力をどう育てるかに取り組んできた。

しかしながら、月１回実施している授業研究では、

アドバイザーからは「教科指導力」に壁があると

のご指摘をいただき、改善に取り組んでいる。ま

た、学力状況調査の生徒質問紙から、「生徒の自

己肯定感」について、好意的な回答の割合が芳し

くなく、課題と認識している。したがって、特別

活動からの視点も研究の対象と考えている。

 ２年目は、授業内の生徒観察に磨きをかける

ことで、生徒同士で学びあうために教員がどう支

援していくかを課題として取り組んでいく。 

主体的・対話的で深い学び

学校のユニバーサル化と生徒が主体的・対話的で

深い学びができる授業を実践し 

学力の向上を図る  

公郷中学校 

 ３期８年間の研究（支援教育・関わり合い）の 

上に立ち、新たな３年間の１年目に取り組んだ。

小中一貫教育の視点を持ちながら７回行った授業

研究会（教科・道徳）を中心に、支援教育・評価

評定・ＱＵの活用などについて深める研修会も校

内・校外で実施した。スーパーバイザーである小

林宏己教授（早稲田大学教育総合科学学院）から
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は、子どもの姿を基に多くのご助言をいただいた。 

 本年度の成果は、本校の職員の半数が異動した

中で、生徒の良き変容を目指し、チームで研究に

取り組むことにより、本校の学校研究の進め方が

共有されたことである。今後は、日常的に、学校

全体の分掌を活かして研究に取り組む意識を高め

て、「主体的・対話的で深い学び」を実現したい。

また、深い学びを通して生徒の学力が確実に向上

していくように、研究の柱をより明確化すること

を課題としたい。具体的には、個の見取り・ノー

ト指導・単元計画・発問と対話・関わり合い方な

どについて、研究の成果が共有できればと考えて

いる。

防災教育 

自助・共助の意識を高める防災教育 

（生徒からのボトムアップを目指して） 

浦賀中学校 

防災教育フロンティア研究を受けて、2年目とな

った。教科の中でできること、特別活動として行

うこと、総合的な学習の時間として行うこと、行

事として行うこと、生徒会活動の中に取り入れる

こと等、学校教育全体を通して防災を位置づけて

の取り組みを考えてきた。特に防災教育は命の教

育として捉えるとともに、生徒にとって「やらさ

れる」とか「特別な事」とかにしないよう生徒自

身が意識し、考えることができる防災教育を目指

すという形を進めることとした。その中の１つと

して、1年生の特別活動の中で、災害が起こったこ

とを想定してのシュミレーションができる教材を

利用して「自分事として考える」事ができる授業

を行った。指導案検討で考えたことが盛りだくさ

んになり、生徒は「もっと時間が欲しい」と思う

展開もあったが、それだけ興味を持って取り組め

たと思う。次年度は、いよいよ修学旅行が陸前髙

田に変わる年となる。日常の中から「防災＝命」

を意識するよう、ＳＨＲ等の充実を進め、より生

徒が自分事として考えられるようにしたい。 

体力つくり 

神明小学校 

 研究１年目として、まずは本校の児童の実態を

調査することとともに、できるところから体力つ

くりに向けたアプローチを行った。本年度は、新

体力テストへのアプローチ、委員会・校外行事等

からのアプローチ、環境面からのアプローチの３

つを柱にして研究を進めた。これらを正しく丁寧

に取り組むことで、見えなかった体力向上に関す

る児童の本質が見えてくると考えたからである。 

 ３つのアプローチから共通して見えてきたこと

とがある。本校の児童は、「自信を持って取り組

みたい」「できようとポイントやコツを意識して

練習をしたい」「みんなから受け入れられている

環境で安心して取り組みたい」という有能感を持

っているということである。今年度の取り組みか

ら、有能感が高まれば、児童は体を動かすことが

好きになり、自然と体を動かしはじめ、結果とし

て体力が向上すると考えた。来年度は「運動有能

感を高め、体力向上をねらう」を新たにテーマと

し、組んでいくこととした。 

研究２年目も、今年度の研究の成果を生かし、

継続するとともに、日々の体育科授業も４つ目の

柱に加え、児童の体力向上を目指していきたい。 

体力つくり 

武山中学校 

 「体力の向上と運動習慣の定着」について、２

年計画１年目の研究を進めた。本校の学校教育目

標「ゆたかな（心を育てる）学校」に近づいてい

くことも考え、本年度は「意識の変容が、潜在能

力を引き出すことができるのか」をテーマに実施

した。新体力テストの実施と工夫、授業の工夫を

行うにあたり、本校の生徒の実態を考え、授業の

展開を考えた。当たり前のことだが、運動を行う

にあたり体つくり運動の授業を丁寧に行うことが

実施できた。 

本年度は、新体力テストの見直しを行った。全

校体制で行っていたものを、授業内で丁寧にウォ

ーミングアップから実施することで、真剣に取り

組む時間の確保ができた。また、新体力テストの

実施を２回行うことで、「今までの自分を越えて

いく」を合い言葉に実施し、全体的に１､２年生男

女の記録の数値が上がりました。 

授業では、体つくり運動を前期に７単位新体力

テストで力試し、集団で行う運動を増やし、集団

の質を高めることを目指した。また、後期にも体

つくり運動を９単位時間行い、「自分自身と向き

合うこと」をテーマに様々な運動の知識を学び、

実施し、最終的には運動計画をし、実施していく

力を身につけるきっかけとなった。授業内では、

毎回心拍数での体と心の変化を意識した。自覚運

動強度の目安を示し、運動することへの意識が高
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まった。他にも、ペア学習やグループ学習も多く

取り入れ、それぞれの運動観察を行う力がつき、

アドバイスの言葉が具体的に伝えられるようにな

った。また、「楽しく、激しく」をテーマに鬼ご

っこトレーニングを考え、実施してきた。これま

でに学んだ運動などを生かして瞬発力、判断力、

巧緻性を高める運動へと繋げていく成果がみられ

た。運動習慣の定着へと繋げていくために、長期

休業などを利用し「運動習慣チェックシート」を

行った。運動部に所属している生徒、していない

生徒の運動習慣の違いや意識の違いが見られた。

 本年度は、当たり前のレベルを上げることで、

心の変容が見られ、運動への意識が変わる成果が

見られた。次年度では、意識の変化を生かし、具

体的な体力の向上を行う。特に「投力、敏捷性」

の向上を目指して取り組みを行っていく。 

運動部活動モデル校 

鴨居中学校 

 指定研究２年間の１年目として、研究テーマを

「日常指導のスキルアップ ～週間から習慣へ

～」として取り組みを始めた。この取り組みの大

きな目的は、当たり前になってしまっている現在

の部活動の在り方を「見つめ直す」こととした。 

「見つめ直す」ための手だてとして現状の各部活

の生徒の「部活動ごとの体力測定結果」を基に、

それぞれの種目に必要な技能を身につけるために

必要な身体作りの見直しと、そのための「トレー

ニング」機材の選択と使用方法や使用場所が話し

合われた。又、各部活の顧問と生徒が「目指すべ

きもの」が同じ方向にあるのか、教師の指導や意

図したこと（言葉かけ・技術指導など）が生徒に

正しく伝わっているのか等をアンケート方式で確

認できたことも「部活動を見つめ直す」ための貴

重な資料となった。

本校では、３グループ体制（体力向上 G・指導力

向上 G・調査研究 G）で研究に取り組んでいる。    

今年度の具体的な取り組みは以下の通りである。 

① 現状分析（部活別体力調査・意識調査）

② 指導方法の研究（講師を招致しての研修会等） 

③ 雨天時練習の工夫・改善

④ 特別教室の活用（トレーニングルーム、ICT

教室）

外国人英語教員活用研究拠点校

常葉中学校  

「小学校や高等学校との連携を図った CAN-DO

リストに基づく指導と評価の工夫改善」をテーマ

とし、研究を続けてきた。12 年間を見通した

CAN-DO リスト(Want-To-Do リスト)をもとに、

異校種との接続を意識した指導を行っている。

 小学校の授業を参観することで、中学校との違

いを明確にしながら、身につけてきたコミュニケ

ーションの素地を生かす授業を計画できた。また、

高校の授業参観を通し、中学校での到達目標の捉

え方を見直し、指導の工夫改善を行っている。 

 具体的指導方法については、「７つの鉄則」を

定め、全英語科教員で考え方を共有した。11 月 15

日には、研究成果発表会を行い、全国から多くの

先生方に参観していただいた。これまでの成果を

発表することができたと同時に、今後の研究課題

も明らかになった。Writing におけるルーブリック

の作成と、生徒との共有がそれである。 

 適切な到達目標を設定し、それを実現できる効

果的な指導方法の研究に、次年度も取り組んでい

きたい。 

外国人英語教員活用研究拠点校

公郷中学校 

前年度に引き続き、週４時間のうち２時間を TT

とし、さらにそのうち１時間は FLTが T1として授

業を行った。T1 の授業では、４技能のうち、特に

Speaking と Writing について重点的に取り組ん

だ。Speaking 活動後には Writing 活動を行い、理

解を深めるとともに、定着を図った。 

FLTとして、副担任や部活動顧問のほか、休み時

間や放課後も積極的に生徒達と関わったことは大

きく、FLTと英語で話してみたいという意欲だけで

はなく、英語学習に対する興味や意識も高めるこ

とになり、結果として、生徒達が、主体的に学習

活動に取り組もうとする姿勢につながった。FLT

が日常的にいることの意義を改めて感じた。 

残念ながら FLT 研究は本年度で終了となるが、

これまでの成果を生かし、より効果的な授業展開

のために、教材研究や連携、評価の在り方などを

改善していかなければならない課題として取り組

んでいきたい。 
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外国人英語教員活用研究拠点校

鷹取中学校 

 FLT を最大限活用することができる場は、授業

である。それもアシスタントとしての存在ではな

く、主体的な授業者としてである。本校では、３

学年すべてで少人数授業を実践し、FLT は第１学

年の所属(教科担当としては、２年生も担当)であ

る。生徒にとって、より豊かな英語力を身につけ

るために 140時間ネイティブな表現や方法を学べ

ることはとても重要である。今年度行った具体的

な内容は次の通りである。 

① 少人数授業では、３年間を見据えた教材研究

や授業構成を考えて年間計画を作成する。

② 生徒は、日々の全ての活動を FLTと共にする

ことによって、今まで以上に、英語が身近なもの

となる。

③ よりグローバルな学習活動を展開するために

「留学生の受け入れ」を行った。今年度は、イン

ドネシアから 44名が、２泊３日の日程で生徒たち

と交流した。３日目（土曜日）には生徒有志であ

るが、留学生スタッフとグローバルセッションを

行った。

⑤ ランチミーティングを行い FLT と生徒が授業

以外でも交流できる場面を設定した。

   外国人英語教員活用研究拠点校  

 鴨居中学校 

今年度が待望の FLT 配置「１年目」となった。

ALTとの大きな違いは、何と言っても「生徒とのコ

ミュニケーション」の機会の多さであると同時に、

職員間での生徒理解・生徒指導の場面を共有する

ことにより「より意思疎通が深まり、英語教育だ

けでなく目指す生徒像（目標）が共有化できるこ

と」である。 

昼の放送では、週に１回 FLTが DJ役を担当しつ

つ、「FLTのお勧め曲」を全校生徒が聞いている。

放送委員とのコミュニケーションも徐々に深まっ

ている。部活動指導においても、生徒とごく自然

に関わることができている。 

しかしながら、最大のメリットは、「ネイティ

ブスピーカ－」である FLT が「生徒の英語を適切

かつ的確に評価することができること」である。 

JET との協働によりこの単元で「評価すべき観

点」を共有化した上で、FLT自身が「授業を創る」

ことができることは、学ぶ側の生徒にとってもこ

の上ない貴重な、本物の英語教育の体験となる。 

 FLT が３年計画での配置であることの意義は非

常に大きい。２年目となる次年度に向けて、より

充実した FLT の活用について、英語科として組織

的に研鑽を重ねていくことが重要である。 

外国人英語教員活用研究拠点校

横須賀総合高等学校 

FLTが本校に配置され３年が経過したが、様々な

場面で精力的な活動が見られた。多くの科目で、

生徒の興味・関心を引き付け、ICTを意欲的に活用

しながら、英語でコミュニケーションをとる楽し

さを伝えた。校務分掌では、留学する生徒の事前

指導や交流活動の中心となって活躍した。具体的

には、外務省推進事業である JENESYS2017のシン

ガポール派遣において本校生徒を引率したり、全

商協会主催のスピーチコンテスト参加生徒の指導

を丁寧に行い、全国大会出場を果たしたりした。

その他にも、大学入試のための作文や面接の指導、

英検の２次試験対策などにも献身的に取り組み、

大きな成果を上げた。部活動や行事、日々の清掃

活動などのあらゆる場面で生徒に積極的に関わる

ことで、生徒にとって英語を話すことが自然なも

のになっている。 

今後もさらに、豊富なアイデアと明るいキャラ

クターで、生徒のやる気を引き出し、生徒のコミ

ュニケーション能力を高めることが期待される。 
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◎作詞作曲募集

本年度の応募状況は次のとおりであった。

《作詞の部》小 134点  中 56 点   計 190点 

《作曲の部》小 178点  中 48 点   計 226点 

 作曲の第二次審査は、作曲家の藤代敏裕氏に 

依頼した。小学校２点、中学校１点の入選作品と 

小学校３点、中学校３点の準入選作品を選んでい

ただいた。入選作品・準入選作品は、入選集第 59 

集として発行。 

 なお、入選作品は、来年度平成 30年８月 18日

に開催する「子どものための音楽会」で発表する。 

◎子どものための音楽会

よこすか芸術劇場を会場に、８月 20 日（日）

に開催された。今年は中学校 17校の吹奏楽部員に

よる合同バンド 85 名、合唱の部には中学校 112

名、小学校 19名に合唱連絡協議会合唱団等も加わ

り、「合唱と吹奏楽のための組曲「横須賀」」を

はじめ、作詞作曲入選作品の発表、第 30回記念と

して企画された音楽会の卒業生による演奏など、

音楽の輪が未来につながっていることを実感でき

るすばらしい音楽会となった。 

◎小学校芸術鑑賞会（５年生音楽）

〔オーケストラ鑑賞会〕５年生対象

６月 12日：１回公演 ６月 13日：２回公演 

今回で第 22回目の実施である。演奏は神奈川フィ

ルハーモニー管弦楽団、指揮は山形交響楽団音楽

監督、東京交響楽団正指揮者、いずみシンフォニ

エッタ大阪常任指揮者、ドイツ・ヴュルテンベル

ク・フィルハーモニー管弦楽団の首席客演指揮者

として活躍中の飯森範親氏。この会では、鑑賞す

るだけでなく、「横須賀市歌」の全員合唱、「さ

んぽ」の全員合奏という小学生が神奈川フィルハ

ーモニー管弦楽団と一緒に演奏するプログラムも

あり、心温まる演奏会となった。また、各楽器の

紹介コーナーや飯森氏から子ども達へメッセージ

を伝える場面もあり、演奏はもとより様々な面で

子どもたちを魅了した。

〔小学６年生美術館鑑賞会〕 

図画・工作科指導における豊かな情操を養う鑑賞

教育充実のために横須賀美術館での美術作品の鑑賞

会を平成 29 年６月～平成 30 年２月の間に実施。美

術館のスタッフにも協力いただき、本物の作品に出

会い、美術に親しむためのよいきっかけとなった。 

◎児童生徒書写作品展

文化会館展示室を会場として実施し、小学校・

中学校・ろう学校・養護学校・横須賀総合高等学

校（全日・定時）の児童生徒の書写作品（高校は

書道作品）、約 1,000点を展示した。会期は、１

月 19日～23日、2,928名の来場者があった 

小学校から中学校への書写のつながりや、高等

学校の芸術科書道への発展に至る様子を見ること

ができ、保護者・家族・市民からも好評を得るこ

とができた。 

本作品展は、学習指導要領に示された国語科書写指

導の一環として実施している。児童生徒の書写の力

の向上のため、国語研究会の協力を得て搬入後に

学習会の場も設け、教師の指導を振り返る機会に

もしている。 

◎小・中学校 学校文集

小学校・中学校・特別支援学校の、校種・発達

の段階に応じたテーマにより、国語研究会の協力

を得て、第 86号を発行した。 

（小学校）「書くことを通して、国語を適切に表

現する力を育て、言語感覚を養う」というねらい

のもと、学年別にテーマを設定した。 

現行学習指導要領における指導のまとめとして、

例年よりも文種の幅を広げ作品を募集した。国語研

究会協力のもと、各学年３名の審査員を中心に、応

募作品 545 点の中から 63 作品を入選作品として発

行した。 

（中学校）「書くこと」の学習の中で生まれた作

品、124 点が掲載された。多領域とも関連付けた

指導から生まれた作品も多く、創作俳句や短歌、

随筆、小説、意見文、批評文など文種は多岐にわ

たる。審査員による評を加えて発行した。 

◎読書感想文・画募集

読書感想文コンクールは、本年度で 63回目を迎

え、例年通り各学校種に応じ、自由・課題の２つ

の部門で募集した。小学校 3,649 点、中学校 632

点の合計 4,281点の応募があり、審査会には学校

代表 378点が出品された。 

 横須賀地区第１次・第２次審査会で「優秀賞」

16 点（小学校 12 点、中学校４点）、「優良賞」

（小学校 24点、中学校６点）を選出した。 

 読書感想画コンクールについては、小学校 46校、

中学校９校から応募があった。小学校では教育課程

の一部として取り組んでいる学校が多く、中学校で
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は部活動等、課外活動において取り組んでいる。 

横須賀地区審査会での入賞作品 665点は「第 28

回読書感想画展」に展示した。平成 30年１月５日

から９日までの５日間、文化会館第１ギャラリー

を会場に、指定図書やこれまでの読書感想文集、

昨年度県コンクール入賞作品もあわせて展示し、

読書への関心を高める工夫をした。 

期間中は、入選者の家族を始め、一般市民が多

数訪れ、3,024名が来場した。 

「読書感想文・画集」として第 61 号を発刊し

市内各学校に配布した。市内 16名の教員が書評の

執筆をし、編集に携わった。 

◎児童生徒造形作品展・造形教育研究発表会

第 70 回展は、１月 11 日～１月 29 日、横須賀

美術館で開催した。「豊かな心を育てる造形教育

―子どもによりそい、おもいをかたちに～であう

・あじわう・つくりだす～」をテーマに、幼・小

・中・高・ろう・養護学校の子どもたちの作品約

2,700点を展示した。会期中の美術館の観覧者数

は市民、保護者と子ども合わせて約 14,000人。

会期中の１月 24 日には、研究発表会および講

演会を開催した。発表者及び発表内容は、公郷小

学校 黒澤 正道教諭「連続する形 変化する色」

という消しゴムハンコを使った版表現の実践の報

告を行った。講演会は 70回展を記念し、『造形教

育について考える』というテーマのもと、ながく

造形教育に携わっていただいた造形教育研究会の

ＯＢの先生方（肥後先生・慶長先生・杉本先生）

を交えてのパネルディスカッションを行い、貴重

なお話を伺う機会となった。 

◎中学校リーダースキャンプ

平成 29 年度リーダースキャンプは８月８～９

日、２日間の通い日程で神明中学校を会場として

実施した。横須賀市中学校生徒会役員を中心に

205名の生徒が参加した。 

 代表校からの基調提案をもとに、７つの分散会

に分かれ、課題解決に向けて分散会のテーマごと

に意見交換を行った。また、分散会で話し合われ

たことを発表し合うことで、情報の共有をし各学

校での実践に役立てたり、リーダーとしての在り

方を考えたりするきっかけとした。 

◎中学生主張大会

生徒会指導研究会主催の「中学生主張の会」と

の隔年開催のため、平成 29 年度は実施していな

い。 

◎中学校演劇発表会

第 34 回横須賀市中学校演劇発表会が市内６校

の参加で実施された。 

日頃の練習の成果が十分に発揮された発表で、

どの学校の発表も完成度の高いものになった。演

技力ばかりでなく、その舞台効果や舞台美術につ

いてもレベルの高いもので、各校のチームワーク

の良さが感じられた。 

 最優秀賞には、大津中学校の「アイ アム ア ロ

ボット」が選ばれ、第 55回神奈川県中学校演劇発

表会に横須賀地区の代表として出場した。神奈川

県中学校演劇発表会では、中文連会長賞を受賞し

た。 

◎第 66 回中学校総合体育大会

４月 15 日（土）、横須賀市総合体育会館メイ

ンアリーナにおいて、「はまゆうの 北限の地で 花

開け」のスローガンのもと、24校の代表生徒 2,443

人が整然と参加し、総合開会式を行った。模範演

技は、新生紙パルプ商事株式会社バスケットボー

ル部をお招きし、華麗な技術を披露していただい

た。

その後、13競技にわたり、延べ 7,600人が技能

を競い合い、交流を深めた。 

◎第 42回小学校児童相撲大会

５月 13日（土）に市内小学校の５、６年生 632

名（男子 333名、女子 299名）の参加のもと、横

須賀市総合体育会館メインアリーナにおいて、室

内土俵を使用し開催した。 

短パンの上に「簡易まわし」を着用した児童が

多くの声援に包まれながら、男女別団体戦と学年

階級別個人戦を実施した。 

 団体戦は、男子は公郷小学校、女子は粟田小学

校が、それぞれ優勝した。 

◎中学校スポーツ技術講習会

市中体連と協力し、前期（バレーボール）・後

期（陸上競技）の２回開催した。 

前期は６月 17 日（土）、横須賀市総合体育会

館メインアリーナにおいて、ＮＥＣレッドロケッ

ツの 高橋 悠 コーチと選手５名を講師としてお

招きし、市内中学校の指導者と各校の代表生徒計

466人が技術指導と講習を受けた。

後期は 11月 25日（土）、横須賀総合高等学校

において、私立相洋高等学校陸上競技部顧問の 銭

谷 満 氏を講師としてお招きし、市内中学校の指

導者と各校の代表生徒 40人が技術指導を受けた。 
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前期・後期とも、技術向上に必要な基本動作や

総合的な体力の高め方、安全な練習法などととも

に、スポーツに取り組む姿勢や学ぶ態度の大切さ

など、多くのことをご教授いただいた。 

◎第 49回小学校児童陸上記録大会

10 月 15 日（土）に開催を予定していたが、当

日及び翌日の予備日も雨天だったため、今年度は

開催が中止した。 

◎第 35回表現運動・ダンス発表会

11 月 11 日（土）、横須賀市総合体育会館メイ

ンアリーナにおいて、小学校４校、中学校３校、

延べ 541人の参加のもと開催し、７作品が発表さ

れた。児童生徒は日頃の練習の成果を全身で表現

した。講師には、日本女子体育大学教授の 宮本 乙

女 氏をお招きし、指導・講評をいただいた。また、

昨年度に引き続き、横須賀総合高等学校ダンス部

の生徒 39名が特別参加し、横須賀盛り上げ大使に

就任した地元横須賀出身の EXILEメンバー、橘ケ

ンチさん・EXILE TETSUYA さんからプレゼントさ

れた、横須賀オリジナルダンスを披露した。

◎中学校駅伝競走大会

第 68回市中学校男子駅伝競走大会及び第 34回

中学校女子駅伝競走大会を 10月 21日（土）国道

16号馬堀海岸区間コース（馬堀海岸３丁目東～大

津漁港前）で開催した。沿道は、約 5,000人を超

える観衆が集まり、熱い声援を受けながら各校が

一本のタスキを繋いだ。全市立中学校 23校に横須

賀学院中学校を加えた男女各 24校から 405名（男

子 215名、女子 190名）の参加があった。 

男子は鴨居中学校が優勝を果たし、池上中学

校、追浜中学校がそれぞれ２位、３位に入賞した。 

女子は大津中学校が優勝を果たし、鴨居中学

校、神明中学校がそれぞれ２位、３位に入賞した。 

◎第 51回小学校児童ボール運動大会

12月１日（金）に市立小学校のグランド及び体

育館を会場にして、６年生全員、3,166 人が参加

して開催した。市内 46校を８つの部会に分け、そ

れぞれの部会ごとにバスケットボールとサッカー

の試合を行い、日頃の体育学習の成果を発揮する

とともに、交流を深めた。 
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4. 4  文科省、教員の多忙化解消の支援で

「学校業務改善アドバイザー」を委嘱。 

4. 5  中高校生のうち政府目標の英語力に

達している者は、中 3（英検 3級程度）

が、36.1％、高 3（同準 2級程度）が

36.4％にとどまる。文科省の 2016年度

「英語教育実施状況調査」。 

4. 7  障害のための通級指導を受ける小中

学生は 16年度 9万 8311人で過去最高

を更新。文科省の 16年度「通級指導実

施状況調査」。 

4.11  文科省、東京電力福島第 1原発事故

で自主避難した児童生徒に対するいじ

めが16年度に全国で129件あったとす

る初めての実態調査の結果を発表。 

4.18  文科省、全国学力・学習状況調査（全

国学力テスト）を全国の小 6と中 3の

約 212万人を対象に実施。テスト実施

は通算 10回目。 

4.20  16年度中にインターネットを介し

て性犯罪被害に遭った子どもは 1736

人で過去最多に。警察庁まとめ。 

4.21  政府、教育勅語の教材利用について

「政府として教育の場における活用を

促す考えはない」とする答弁書を閣議

決定。 

4.28  文科省、特別支援学校の幼稚部教育

要領と小学部と中学部の学習指導要領

を告示。 

  文科省、16年度「教員勤務実態調査」

の結果（速報値）を公表。小学校で

33％、中学校で 57％の教員が「過労死

ライン」（月 80時間）を超える時間外

労働をしていることが明らかに。

5.12  参院本会議で改正福島復興再生特別

措置法が賛成多数で可決・成立。原発

事故避難者の子どもに対するいじめ防

止などの自治体の取り組みを国が支援

することを明記。 

5.19  今春大学卒業者の就職率は 97.6％

（4月 1日現在）で、1997年の調査開

始以降、最高を更新。文科・厚生労働

の両省調査。 

5.23  教科用図書検定調査審議会、次期学

習指導要領に対応する教科書の検定手

続き改正の報告書をまとめる。初めて

デジタル教科書への対応も示す。 

5.24  改正学校教育法が参院本会議で賛成

多数で可決・成立。19年度から高度な

職業教育を行う専門職大学を創設へ。

新しい高等教育機関の創設は 55年ぶ

り。 

5.25  前文科次官、都内で記者会見を開き、

加計学園問題で、「総理のご意向」とす

る文書は存在したと表明し、「行政の在

り方がゆがめられた」と批判。官房長

官と文科相は、同氏の発言を否定。 

5.30  茨城県取手市で 15年 11月に中 3女

子が自殺した事件をめぐり、同市教委

は、いじめはなかったとした議決の撤

回を決定。 

6. 9  政府、17年の「経済財政運営の基本

 4. 1 横須賀市教育委員会事務局人事異動 

支援教育課長 丹治美穂子 鶴久保小学校長へ 

後任に城北小学校長より塚田美保子 支援教育課長へ 

教職員課長 福島淳 北下浦小学校長へ 

後任に教職員課主査指導主事 金子美夕貴 教職員課長へ 

スポーツ課長 三橋政義 大津中学校長へ

後任に岩戸小学校長鎌原徳宗 保健体育課長へ 

教育指導課主査指導主事 川上誠 衣笠中学校教頭へ 

教育指導課主査指導主事 梶川友恵 神明小学校教頭へ 

教育指導課指導主事 北川貴章教育指導課主査指導主事へ 

教育指導課指導主事 溝口洋樹教育指導課主査指導主事へ 

教育指導課指導主事 原口尚延教育指導課主査指導主事へ 

教育指導課指導主事 太田泰義教育指導課主査指導主事へ 

教育指導課指導主事 新倉智美教育指導課主査指導主事へ 

神奈川県教育委員会より 萩原淳一教育指導課指導主事へ 

常葉中学校総括教諭 内田貴雄 教育指導課指導主事へ 

馬堀中学校教諭 石橋由紀子 教育指導課指導主事へ 

支援教育課指導主事 金子亜希子 支援教育課主査指導主 

事へ 

長井中学校教諭 石井伸一 教職員課指導主事へ 

スポーツ課指導主事鈴木史洋 保健体育課主査指導主事へ

学校保健課指導主事小田耕生 保健体育課指導主事へ 

4. 3  辞令交付 

 学級編成説明会 

4. 4  学年始休業終了 

 学校司書辞令交付式 

4. 5  始業式・入学式（小・中・ろう・養） 

 始業式（高校） 

サポートティーチャー辞令交付式

4. 6 教科用図書事務担当者会①

入学式（高校）

学校体育指導員委嘱式

体育/保健体育科担当者会

4. 7 教科指導員委嘱式

中学校校長会

4.10 入園式（諏訪・大楠）

中学校体育連盟総会・専門部会

4.11 給食開始

学校保健事務説明会

ことばや聞こえの調査説明会

4.12 教科総会

4.13 横須賀市学習状況調査（実施期間 13日～21

日）

4.13 生徒指導担当者研修講座①

児童指導担当者研修講座①

教科書給与事務前期分報告締切

4.14 就学奨励事務担当者説明会

小学校校長会

4.15 第 66回横須賀市中学校総合体育大会・総合

開会式

4.18 全国学力・学習状況調査

学校給食事務説明会

本を楽しもう展〔南図書館、西・北コミュニ

ケーションセンター（～23日）〕

4.19  教科外総会 

スクールカウンセラー連絡協議会①

4.20  教職員人事評価システム評価者研修会（新任

教頭①） 

4.21  教職員人事評価システム評価者研修会（新任

校長） 

 支援教育コーディネータ連絡会① 

 教育委員会 4月定例会 

 4. 1  横須賀市教育研究所人事異動

 教育研究所指導主事松本美紀馬堀小学校総括教諭へ 

 教育研究所指導主事若林完樹常葉中学校総括教諭へ 

 教育指導課指導主事 関口さやか 教育研究所指導主 

事へ 

 鷹取小学校教諭 澤口琢 教育研究所指導主事へ 

 教育研究所担当者 高田伸夫 総務課担当者へ 

 福祉部健康保険課主任佐藤明子 教育研究所主任へ 

 総務課教育情報システム室主任 林聡久 横須賀市へ 

出向 

 総務部情報システム課主任 三ツ堀幸正 総務課教育 

情報システム室へ 

 長期研究員 山口忠士（神明中学校） 

4. 3 初任者研修拠点校指導教員研修講座①

初任者研修校内指導教員研修講座① 

4.13 新任教頭研修講座① 

4.18 初任者研修講座①（開講式） 

4.25 中堅教諭資質向上研修講座① 

4.26 1年経験者研修講座① 

4.27 臨時的任用職員研修会① 

教育年表 
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方針」（骨太の方針）を閣議決定。幼児

教育の段階的無償化、地方創生のため

東京 23区内の大学の定員増を規制す

ることなどを盛り込む。 

  公立小中学校の普通教室の冷房設置

率は 49.6％に、猛暑を受けて前回調査

（14年）より 16.8ポイントの大幅増。

文科省の調査で判明。 

  コミュニティ・スクール（学校運営

協議会制度、ＣＳ）が全国で 3600校（4

月 1日現在）に。公立小中学校の約 1

割（3000校）をＣＳにするとの政府の

目標を達成。文科省の調査で判明。 

6.13  15年度に高校で 3ヶ月以上の海外留

学をした生徒は 4197人で過去最高に、

文科省調査。 

  16年度の日本語指導が必要な外国

人児童生徒は 3万 4335人（5月 1日現

在）で過去最多に。文科省調査。 

6.15  文科相、「加計学園」の獣医学部設置

問題で「総理のご意向」などと記した

文書の存在が再調査で確認されたと発

表。 

6.22  文科相、中央教育審議会に教員の長

時間労働解消など「学校における働き

方改革」の検討を諮問。 

6.27  日本の子どもの貧困率は 13.9％、7

人に 1人の割合となり、12年ぶりに改

善。厚労省の「国民生活基礎調査」。 

7. 1  東京都、女子高校生に客と添い寝や

散歩などをさせる「JK（女子高生）ビ

ジネス」を規制する条例を施行。 

7. 7  文科省、小中学校の次期学習指導要

領の移行措置を正式告示。小学校で授

業時間数確保のため総合的な学習の時

間の英語への振り替えを認める。 

7.13  文科省、大学入試センター試験に替

わり 20年度から導入される「大学入学

共通テスト」と、「高校生のための学び

の基礎診断」の実施方針を正式決定。

民間検定試験で代替予定の共通テスト

の英語は 23年度まで存続。 

7.19  広島地裁、国が高校無償化の対象か

ら朝鮮学校を除外したのは違法をする

訴えに対し、「適用除外は適法」として

訴えを棄却。 

7.21  文科省、「キッズウィーク」導入に向

けて学校教育法施行令の改正案を公

表。休業日の例示に「体験的学習活動

等休業日」を追加、長期休業日の分散

化による「キッズウィーク」実施を教

委の努力義務に。 

7.27  文科省、教育職員免許法施行規則の

完成案を公表。小学校教員養成で英語、

特別支援教育、総合的な学習の時間の

指導法などの履修を必修化。 

7.28  大阪地裁、国が高校無償化の対象か

ら朝鮮学校を除外したのは違法との訴

えに対し、適用除外は「法の趣旨を逸

脱するもので違法」と判決。先の広島

地裁と判断が分かれる。 

7.31  文科省の有識者会議、SNSを活用し

た子どものいじめ相談で「中間報告」

をまとめる。 

4.24  教職員人事評価システム評価者研修会（新任

教頭②） 

4.25  学校予算事務説明会 

4.26  横須賀市学校保健会理事会 

 学校司書派遣校連絡会① 

4.27  就学前教育と小学校教育の連携研修講座①

〔幼稚園保育所ことも園対象〕 

4.28  学力向上担当者会 

 全県指導主事会議 

5. 8 中学校校長会 

5, 9  国際教室担当者連絡会① 

5.10  学校・教育委員会合同防災訓練（午後） 

 防災教育担当者会 

 小学校音楽科担当者会 

5.11  生徒指導担当者研修講座② 

 第 103回神奈川県公立小学校長会定期総会研

究大会（横浜） 

神奈川県中学校体育連盟評議員会 

5.12  学校評価担当者会 

 小学校国語担当者会 

 総括教諭学校運営基礎研修講座① 

5.13  第 42回小学校児童相撲大会 

 中学校演劇発表会実技研修会①一日目 

5.14  中学校演劇発表会実技研修会①二日目 

5.16  中学校修学旅行（～6/8） 

 小学校校長会 

5.17  人権教育担当者研修講座① 

 特別支援学級新担任者研修講座① 

 食育担当者会① 

 学校水泳プール運営管理・安全指導説明会 

5.19  支援教育コーディネータ連絡会② 

 外国人援護教員拠点校連絡協議会① 

 第 50回神奈川県公立小学校教頭会総会 

 教育委員会 5月定例会 

5.24  横須賀市学校保健会定期総会 

 小学校外国語教育推進研修講座① 

5.26  総括教諭等学校運営推進者連絡会① 

5.31  小中一貫教育に関する日 

6. 2  支援教育研修講座① 

6. 5  中学校校長会 

6. 6  小学校校長会 

6. 7  教科用図書事務担当者会① 

 心肺蘇生実技研修講座 

6. 8  生徒指導担当者研修講座③ 

6. 9  特別支援学級担当者会① 

 体育／保健体育科指導法講座① 

6.12  小学校 5年生芸術鑑賞会 

6.13  小学校 5年生芸術鑑賞会 

 神奈川県中学校生徒指導担当教員研修講座 

6.14  小（教科）・中（教科外）教育課程研究会一

日目① 

6.15  第 69回関東甲信越地区小学校長研究協議会

神奈川大会（～16日） 

6.17  中学校スポーツ技術講習会（前期：バレーボ

ール） 

6.20  支援教育研修講座② 

6.21  小（教科外）・中（教科）教育課程研究会一

日目② 

 神奈川県小学校児童指導担当教員研修講座 

6.23  外国語活動研修講座① 

6.24  不登校をともに考える会～ハートフルフォ

ーラム 

6.28  特別支援学級新担任者研修会② 

 新任総括教諭研修講座 

5. 1 第 1回教育史編纂に向けた懇談会

5. 9 1年経験者研修講座②

5.10 教育研究所運営に関する懇談会①

理科基礎技術研修講座 

5.11 関東地区教育研究所連盟総会・研究協議

会（栃木県総合文化センター） 

5.12 理科基礎技術研修講座 

5.16 初任者研修講座② 

5.17 学校情報化推進部会Ⅲ－① 

5.19 研究員総会 

県教育研究所連盟総会（県総合教育セン

ター）

よこすか教師塾①（開塾式）

5.26 よこすか教師塾② 

5.30 学校情報化推進部会ⅠⅡ－① 

6. 1 全国教育研究所連盟総会・研究発表大会

（～2日）（千葉県総合教育センター） 

6. 2 学校情報化推進部会Ⅴ－①

6. 6 中堅教諭資質向上研修講座②

6. 7 ICT担当者会①

6. 8 臨時的任用職員研修会②

6. 9 理科基礎技術研修講座

よこすか教師塾③ 

パワーアップ研修（理科シリーズ） 

パワーアップ研修（英語シリーズ） 

6.10 土曜科学教室① 

6.13 初任者研修講座③ 

6.17 教科用図書展示会（～30） 

6.19 第 2回教育史編纂に向けた懇談会 

6.20 初任者研修拠点校指導教員研修講座② 

6.24 よこすか教師塾④ 

6.27 中堅教諭資質向上研修講座③ 

6.30 パワーアップ研修（理科シリーズ） 
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8. 2  文科省の有識者会議、次期学習指導

要領に向けて学校現場の ICT（情報通

信機器）環境を整備するよう求める「最

終まとめ」を発表。 

8. 3  文科相、2017年度「学校基本調査」

（速報値）の結果を発表。浪人生を含

む今春の大学進学率は 52.6％で過去

最高に。一方、小中学校在籍者数は過

去最低を更新。 

  国際情報オリンピックで日本代表の

高校生が金 3、銀 1のメダル獲得。 

8. 4  茨城県、同県取手市で中 3女子が 15

年にいじめにより自殺したとされる問

題で、県主体の調査委員会を設置する

方針を遺族に伝達。いじめ問題で県の

介入は異例。 

8. 7  無料通信アプリ「LINE（ライン）」の

運営会社と大津市、LINEによるいじめ

相談を今秋からモデル事業として実施

すると発表。いじめ相談は電話からソ

ーシャル・ネットワーキング・サービ

ス（SNS）の時代へ。

8.17 全国の児童相談所が 16年度に対応

した児童虐待の件数は前年度比

18.7％増の 12万 2578（速報値）で過

去最多を更新。厚労省のまとめ。 

8.21  大阪府、女子高校生に接客させる、

いわゆる「JKビジネス」に関する女子

高校生の意識調査の結果を発表。知り

合いが働いているのを見たり聞いたり

したことが答えた高校生が 16％に。 

8.28  文科省、17年度「全国学力・学習状

況調査」（全国学力テスト）の結果を公

表。平均正答率の都道府県格差が縮小

する一方、知識の活用力に依然として

課題が残る。政令市ごとの平均正答率

も初めて公表。 

8.29  中教審、教員の長時間労働解消に向

けて、勤務時間把握のためタイムカー

ド導入などを求めた「緊急提言」を公

表。 

8.30  熊本県教委、「ネットいじめ」問題に

対応して、ネット上でのいじめ行為を

スマートフォンにより匿名で通報でき

る仕組みを試験導入すると発表。

8.31  文科省、18年度から全国学力テスト

の結果公表を現行 8月末から 7月末に

前倒しすると発表。テスト結果を夏休

み中の指導に生かす狙い。 

9. 4  長崎県新上五島町、2014年に中 3男

子がいじめで自殺した件で、いじめ防

止措置を怠った学校の過失を認め、町

が和解金 4000万円を支払うことに。長

崎地裁で和解成立。 

9. 5  小中 9年一貫の「義務教育学校」は

17年度に国公立 26校が新設され合計

48校に。文科省の調査で判明。 

 英国の教育専門誌、17年「世界大学

ランキング」を公表。東京大学は昨年

39位から 46位に後退。過去最低に。

9. 8  文科省、北朝鮮の弾道ミサイル落下

に備えて、学校の危機管理マニュアル

の見直しなど適切な措置を取るよう全

国の教育委員会などに通知。 

 9.12  経済協力開発機構（OECD）、14年の

 小学校理科担当者会 

 学校安全研修講座（食物アレルギー対応） 

 修学前教育と小学校教育の連携研修講座② 

6.30  特別支援：教科書需要数報告締切 

 教育委員会 6月定例会 

7. 3  中学校校長会 

7. 5  小中一貫教育担当者会 

7. 6  よい歯の図画・ポスター及び標語コンクール

審査会 

 生徒指導担当者研修講座④ 

 児童指導担当者研修講座② 

7. 7  総括教諭学校運営基礎研修講座② 

 小学校校長会 

7.11  小学校外国語教育推進研修講座② 

7.12  支援教育コーディネータ連絡会③ 

 横須賀市学校保健会理事会 

 学校図書館担当者会 

7.18  第 1回横須賀市総合教育会議 

7.19  学寮向上担当者会② 

7.21  夏季休業開始 

 給食終了 

 教育委員会 7月定例会 

7.25  小学校等体育科夏季研修講座①② 

 外国語活動研修講座② 

7.26  小学校等体育科夏季研修講座③④ 

 修学前教育と小学校教育の連携研修講座③ 

 県中総体開会式前日準備 

 教育委員会 7月臨時会 

7.27  特別活動研修講座 

 司書教諭研修講座 

 学校保健夏季研修講座（健康安全） 

 神奈川県中学校総合体育大会総合開会式〔横

須賀〕 

7.28  幼児教育研修講座 

 高等学校：教科用需要数報告締切 

7.29  第 34回横須賀市中学校演劇発表会一日目 

7.30  第 34回横須賀市中学校演劇発表会二日目 

7.31  応急手当普及員再講習会① 

 社会科研修講座 

 青木克明教育長任期満了で退任 

8. 1  新倉聡教育長就任（新教育長制度） 

8. 2  小学校教育課程研究会二日目 

 第 59回全国公立学校教頭会研究大会埼玉大

会・第 58回関東甲信越地区公立学校教頭会

埼玉大会（～4日） 

8. 3  中学校教育課程研究会二日目 

8. 4  応急手当普及員再講習会② 

 中学校全国・関東体育大会出場選手激励会 

 図画工作科／美術科研修講座 

 外国語科研修講座 

 中学校管理職研修会 

8. 7  児童生徒体力つくり推進研修講座 

 生活科研修講座 

 総合的な学習の時間研修講座 

 算数科／数学科研修講座 

 学校保健夏季研修講座（食育） 

8. 8 国語科研修講座 

 中学生連合生徒会役員研修会① 

 道徳研修講座 

 外国語活動研修講座③ 

8. 9  支援教育研修講座③ 

 学校水泳指導法研修講座① 

 中学生連合生徒会役員研修会② 

8.10  音楽科研修講座 

7. 4 初任者研修講座④

7. 5 養護教諭研修講座

7, 7 よこすか教師塾⑤

7. 8 土曜科学教室④

7.10 第 3回教育史編纂に向けた懇談会

7.11 校務情報化研修①－1

7.12 県教育研究所連盟指導主事研修（県総合

教育センター） 

7.14 校務情報化研修①－2 

7.15 教育研究所長武田仁 岩戸中学校校長へ 

7.16 教育研究所主査指導主事山崎亨 教育研

究所長へ 

7.18 校務情報化研修①－3 

7.19 校務情報化研修①－4 

7.25 初任者研修講座⑤⑥ 

学校づくり研修講座 

7.26 初任者研修拠点校指導教員研修講座③ 

初任者研修校内指導教員研修講座② 

夏季大学 

7.27 サイエンスサマー2017 

7.28 理科基礎技術研修講座 

夏季大学 

ICT活用実践研修講座 

教育課題研修講座 

7.31 科学教養講座 

理科基礎技術研修講座 

学校づくり研修講座 

8. 1 理科基礎技術研修講座

コミュニケーション研修講座①② 

学校づくり研修講座 

教育課題研修講座 

8. 4 中堅教諭資質向上研修講座④

理科基礎技術研修講座 

8. 7 小学校・中学校理科教材研究講座

教育課題研修講座 

8. 8 1年経験者研修講座③④

理科基礎技術研修講座 

理科教育研修講座 

8. 9 小学校・中学校理科教材研究講座

教育課題研修講座 

学校づくり研修講座 

8.10 理科基礎技術研修講座 

ICT活用実践研修講座 

夏季大学 

8.14 Yknet全面停止（1日） 

8.17 中堅教諭資質向上研修講座⑤⑥ 

8.18 学校づくり研修講座 

横浜国立大学連携研修講座 

8.21 初任者研修講座⑦⑧（宿泊研修） 

8.22 初任者研修講座⑨⑩（宿泊研修） 

8.30 学校情報化推進部会Ⅲ－② 



- 68 -

加盟各国の国内総生産（GDP）に占める

教育機関への公的支出の割合を公開。

日本は 3.2%で、比較可能な 34カ国中

で最低に。 

 9.13  文科省、学校教育法施行令改正を通

知。18年度から教委などの判断で夏休

みの一部を平日に振り替える「キッズ

ウィークが実施可能に。

東京地裁、朝鮮学校を高校無償化の

対象から除外したのは違法とする損害

賠償訴訟で、「国の判断は不合理ではな

い」と原告側の訴えを棄却。 

 9.14  公立学校教員の平均年齢は小学校

43.4歳、中学校 43.8歳で若返りが進

む。指導技術の継承などが課題に。文

科省の 16年度「学校教員統計調査」。 

9.21  文科省、英語が教科化される次期学習

指導要領の移行期間に向け新英語教材

（小 5・6用）を公表。 

  児童虐待の疑いで 17年上半期（1～6

月）に全国の警察が児童相談所に通告

した子どもは 3万 262人で、初めて 3

万人を超える。警察庁まとめ。 

 9.29  文科省、東京 23区内の大学・短大の

18年度の定員増、19年度の新設を原則

認めないとする大学設置認可基準を告

示。20年度以降は法規制を検討。 

 9.30  16年 4月に施行された障害者差別解

消法を 77.2%が知らないと回答。内閣

府の「障害者に関する世論調査」。 

10. 8 スポーツ庁、16年度「体力・運動能

力調査」の結果を公表。幼児期の外遊

びが多い子どもほど体力・運動能力が

高いことが明らかに。 

10.15  福井県池田町教委の調査委員会、今

年 3月に町立中学校の 2年生男子＝当

時（14）＝が校舎から転落死した件で、

担任教員らの厳しい指導による精神的

ストレスが原因の自殺だったとする報

告書を公表。教員による「指導死」に

全国的な批判が高まる。

10.18  文科省、「教育情報セキュリティポリ

シーに関するガイドライン」を策定。

学校に情報管理の安全対策を求める。

10.19  全日本中学校長会、新制中学校創立

70周年を記念した「中学校教育 70年

式典」を開催。 

10.24  総務省、衆院選の 18～19歳の投票率

は 41.51%で、全体投票率 53.68%を下回

ったと発表。 

10.26  文科省、16年度「問題行動調査」の

結果を発表。いじめの認知件数は前年

度より 9万 8676件増の 32万 3808件で

過去最多に。 

10.30  宮崎市教委の第三者委員会、昨年 8

月に市立中学校の中 1男子が自殺した

件で、同級生によるいじめが原因とす

る最終報告を公表。 

11. 6  担当する部活指導に必要な知識がな

い中学校教員ほど抱えるストレスが高

い。中央教育審議会の働き方改革特別

部会で発表された勤務実態調査の分析

結果で明らかに。 

11.10  国立大学協会、共通テストの英語に

 総括教諭学校運営基礎研修講座③ 

 学校水泳指導法研修講座② 

8.11  第 14回中学生創造アイディアロボットコン

テスト

8.15 中学校・高等学校等保健体育科夏季研修講座

①②

8.16 支援教育研修講座④

中学校・高等学校等保健体育科夏季研修講座

③④

8.17 応急手当普及員講習会①②

全県小学校教育課程研究会

8.18 応急手当普及員講習会③④

8.20 第 30回子どものための音楽会

中学校総合体育大会水泳競技の部

8.21 児童指導担当者研修講座③

全県中学校教育課程研究会

8.22 支援教育研修講座⑤

体育／保健体育科実技講習会

8.23 支援教育コーディネータ連絡会④

防災教育研修講座

8.25 教育委員会 8月定例会

8.29 夏季休業終了

9. 1  給食開始 

読書感想文締切 

 生徒指導担当者研修講座⑤ 

 教科書給与事務前期転学分報告締切：中学校 

9. 4  中学校校長会 

9. 5  図工担当者会 

 読書感想文審査準備会 

 小学校校長会 

9. 6  読書感想文第 1次審査会 

 図工担当者会 

9. 7  教科書給与事務後期・前期転学分報告締切：

小学校 

9.12  学校長会議 

9.13  読書感想文第 2次審査会 

 特別支援学級新担任者研修講座⑤ 

9.14  小学生創意くふう展搬入 

 幼稚園教育課程研究会 

9.15  小学生創意くふう展審査会 

 教育委員会 9月定例会 

9.16  小学生創意くふう展（～17） 

9.19  支援教育研修講座⑥ 

9.20  小学生創意くふう展搬出 

9.28  ＳＣ・相談員合同研修会② 

10. 2 小学校修学旅行（～11/2）

 中学校校長会 

10. 3 小学校外国語教育推進研修講座③

10. 5 生徒指導担当者研修講座⑥

サポートティーチャー連絡会

10. 6 前期終業式

 給食終了 

 人事校長会議 

10. 7 不登校児童生徒等のための不登校相談会・進

路情報説明会 

10. 8 スクールバンドフェスティバル

10.10 秋季休業開始

10.11 秋季休業終了

10,12 後期始業式

 給食開始 

10.13 総括教諭学校運営基礎研修講座④ 

10.14 第 49回小学校児童陸上記録大会 

10.15 （第 49回小学校児童陸上記録大会予備日） 

10.18 横須賀市中学校教育課程研究会（総則二日

9. 4 第 4回教育史編纂に向けた懇談会

9. 5 初任者研修講座⑪（小学校のみ）

9, 6 学校情報化推進部会ⅠⅡ－②

9. 8 学校情報化推進部会Ⅴ－②

9.12 初任者研修拠点校指導教員研修講座④

9.13 パワーアップ研修（理科シリーズ）

9.22 臨時的任用職員研修会③

よこすか教師塾⑥ 

パワーアップ研修（達人シリーズ） 

パワーアップ研修（英語シリーズ） 

9.26 初任者研修講座⑪（中学校のみ） 

9.27 校長・園長研修講座 

副校長・教頭研修講座 

9.30 土曜科学教室③ 

10.13 第 64回県教育研究所連盟教育研究発表

大会（県総合教育センター） 

10.17 中堅教諭資質向上研修講座⑦ 

 パワーアップ研修（達人シリーズ） 

10.18 よこすか子ども科学賞搬入 

10.20 よこすか子ども科学賞審査会（第一次） 

 臨時的任用職員研修会④ 

 関東地区教育研究所連盟第 89回研究発

表大会（横浜市教育委員会花咲研修室） 

 よこすか教師塾⑦ 

 パワーアップ研修（英語シリーズ） 

10.24 初任者研修講座⑫ 

10.25 よこすか子ども科学賞搬出 

 理科基礎技術研修講座 

10.27 第 5回教育史編纂に向けた懇談会 

10.28 土曜科学教室④ 

スキルアップ研修講座①
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ついて、従来型のマークシート試験と

民間試験の両方を 23年度まで国立大

受験者に課す方針を総会で正式決定。 

11.13  大学入試センター、20年度から始ま

る共通テストの試行調査（プレテスト）

を実施（～24日）。国公私立の高校約

1900校で、延べ 19万人の高校生が参

加。記述式問題などを検証。 

11.14  文科相、加計学園による獣医学部新

設を認可したと発表。獣医学部の新設

は 1966年の北里大以来。52年ぶり。 

11.17  スポーツ庁、運動部活動実態調査の

結果を公表。5割超の公立中の部活顧

問が心身の疲労などを訴えていること

が明らかに。 

11.21  経済協力開発機構（OECD）、「協同問

題解決能力調査」の結果を公表。日本

の子どもの協同問題解決能力は、調査

参加 52カ国・地域中 2位。OECD加盟

32カ国中でトップに。 

11.29  公正取引委員会、公立中学校の制服

の取引実態に関する調査を公表。学校

が制服の価格引き下げに努力するよう

求める。 

12.14  東京都教育委員会、都立高校入試の

英語で「話す力」を測るスピーキング

テストを導入するとの検討委員会の報

告書を公表。

12.21  文科省、18年度「全国学力・学習状

況調査」（全国学力テスト）の「実施概

要を公表。18年度は国語、算数・数学、

に加え理科を実施、英語の予備調査も。 

12.22  中央教育審議会、学校における働き

方改革の「中間まとめ」を文科相に提

出。教員の勤務時間の上限規制、業務

内容の見直しなどを提言。 

  「裸眼視力 1.0」未満の子どもの割

合は小学校 32.46%、中学校 56.33%で、

いずれも過去最高。文科省の 17年度

「学校保険統計調査」。 

12.23  兵庫県加古川市の第三者委員会、16

年 9月に中 2女子が自殺したのは、学

校でのいじめが原因と発表。 

12.25  福島県須賀川市の第三者委員会、17

年 1月に中 1男子が自殺した問題で、

「いじめが大きな一因」との調査結果

を公表。 

12.26  文科省、学校における働き方改革の

「緊急対策」を公表。勤務時間や業務

内容のガイドライン策定などの施策を

示す。 

12.27  16年度にわいせつ行為で処分され

た公立学校教員は 226人で過去最多

に。文科省の「人事行政状況調査」。 

 1.12  10年ぶりに岩波書店から「広辞苑」

改訂版（第 7版）が発売。「ブラック企

業」「スマホ」など約 1万項目を追加。 

 1.13  大学入試センター試験が始まる（～

14日）。志願者数は 58万 2669人。現

役生の志願率は 44.6％で過去最高に。 

 1.15  文科省、教科の教員免許がなくても

特例で指導できる「免許外教科担任」

の増加を受けて、免許外担任制度の在

り方を検討する有識者会議を設置。 

目） 

10.21 第 68回中学校男子駅伝競走大会 

 第 34回中学校女子駅伝競走大会 

10.24 学校司書派遣校連絡会② 

 小学校校長会 

10.25 横須賀市小学校教育課程研究会（総則部会二

日目） 

 道徳連携・推進講座①（大津中学校） 

 教育委員会 10月定例会 

10.27 特別支援学級担当者会② 

10.31 支援教育研修講座⑦ 

11. 1 小中一貫教育に関する日

11. 2 生徒指導担当者研修講座⑦

11. 6 中学校校長会

11. 7 横須賀市高等学校教育課程研究会

11. 8 支援教育コーディネータ連絡会⑤

11. 9 神奈川県生徒指導連絡協議会秋の研究大会

「横須賀大会」 

11.10 外国語活動研修講座④ 

11.11 第 35回表現運動・ダンス発表会 

11.15 創造ものづくり全国・関東大会生徒激励会 

 児童指導担当者研修講座④ 

11.17 教育委員会 11月定例会 

11.20 読書感想画締切 

11.21 小学校校長会 

11.22 特別支援学級新担任者研修講座⑥ 

11.24 平成 29年度第 2回小・中学校教育課程研究

会運営委員会 

 支援教育研修講座⑧ 

 衣笠中学校研究発表会 

 田浦中学校研究発表会（中間） 

11.25 中学校スポーツ技術講習会（後期：陸上競技） 

11.28 総括教諭学校運営基礎研修講座⑤ 

 読書感想画審査準備会 

11.29 学力向上担当者会③ 

 児童生徒造形作品展担当者会 

 道徳連携・推進講座②（神明小学校） 

11.30 就学通知書発送 

12. 1 第 7回横須賀市児童生徒ふれあい作品展（～

5日） 

 第 51回小学校児童ボール運動大会 

12  4 中学校校長会 

12. 5 読書感想画審査会

12. 6 総括教諭等学校運営推進者連絡会②

 第 51回小学校児童ボール運動大会予備日 

12. 7 生徒指導担当者研修講座⑧

12. 8 久里浜小学校研究発表会

 人権教育担当者研修講座③ 

12.12 学校選択制申込み締切 

12.13 育ちと支援をつなぐ研修会 

 体育／保健体育科指導法講座② 

12.15 学級編成調書作成説明会 

 小学校校長会 

 教育委員会 12月定例会 

12.25 冬季休業開始 

 給食終了 

1. 4  読書感想画展搬入 

1. 5  読書感想画展（～9日） 

1. 7  冬季休業終了 

1. 9  読書感想画展搬出 

1.10  第 2回横須賀市総合教育会議 

 第 70回児童生徒造形作品展搬入 

スクールカウンセラー連絡協議会②

11. 7 初任者研修講座⑬－1

11. 8 よこすか子ども科学賞審査会（第二次）

11.14 初任者研修講座⑬－2

 臨時的任用職員研修会⑤ 

11.15 学校情報化推進部会Ⅲ－③ 

11.16 全国教育研究所連盟研究協議会（～17

日）（愛媛大会） 

11.17 よこすか教師塾⑧ 

 パワーアップ研修（達人シリーズ） 

11,21 初任者研修講座⑬－3 

11.22 パワーアップ研修（理科シリーズ） 

12. 1 パワーアップ研修（英語シリーズ）

12. 2 土曜科学教室⑤

スキルアップ研修講座②

12. 5 初任者研修講座⑭－1

12. 8 新任校長研修講座

12. 9 よこすか子ども科学賞表彰式・発表会

12.12 初任者研修講座⑭－2

12.15 よこすか教師塾⑨

12.19 初任者研修講座⑭－3

12.20 パワーアップ研修（理科シリーズ）

1.16  初任者研修講座⑮ 

1.17  教育研究所運営に関する懇談会② 

1.20  土曜科学教室⑥ 

スキルアップ研修講座③

1.22 第 6回教育史編纂に向けた懇談会

1.23 1年経験者研修講座⑤

パワーアップ研修（達人シリーズ）
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 1.26  文科省、高度な実践的職業教育を行

う「専門職学部」を既存の大学に設置

できるようにする大学設置認可規則の

改正案を公表。 

 1.29  大学入試センター、20年度から導入

する「大学入学共通テスト」の英語の

試行調査（プレテスト）の概要を発表。

期間は 2月 13日～3月 3日、国公私立

158校の 2年生約 6700人が参加へ。 

2. 5  広島市の第三者委員会、昨年 7月に

中 3女子生徒が校舎から転落死した件

で、学校でいじめがあったとする中間

報告を公表。 

2. 6  政府、一極集中是正のため東京 23

区内の大学の定員増を原則 10年間認

めないとする新たな法案を閣議決定。 

2. 8  東京・銀座の中央区立泰明小学校、

標準服を高級ブランド「アルマーニ」

に変更することがマスコミで報道され

る。費用負担が最大 8万円以上となり、

公立学校とは何かをめぐり全国的話題

に。 

 2.13  スポーツ庁、17年度「全国体力・運

動能力、運動習慣等調査」（全国体力テ

スト）の結果を発表。小 5と中 2の女

子の体力・運動能力が調査開始以降最

高を更新。

 2.14  文科省、学校の危機管理マニュアル

作成の手引書改定案発表。北朝鮮弾道

ミサイル攻撃への対応を盛り込む。

 2.16  政府の関係閣僚会議、国家公務員の

「65歳定年」の制度設計を人事院に要

請する方針を決定。 

 2.19  福島県南相馬市の第三者委員会、17

年 2月に中 2女子が自殺した件で、い

じめが「自殺の主要因」とする報告書

を公表。 

 2.20  自民党の憲法改正推進本部、教育無

償化に向けた教育環境の整備を国の

「努力義務」とする改憲案をまとめる。 

  茨城県取手市教委教育長、15年 11

月に中 3女子生徒がいじめで自殺した

件で辞職願を提出、引責辞任へ。 

 2.22  文科省、次期幼稚園教育要領の「解

説」を公表。「幼児期の終わりまでに育

ってほしい姿」などを明示。 

 2.23  政府、「デジタル教科書」の利用を可

能にするため学校教育法改正案を閣議

決定。19年度からデジタル教科書と紙

の教科書との併用が可能に。 

 2.27  平日 1日当たりの平均ネット利用時

間は、小学生が 1時間 37分、中学生が

2時間 29分、高校生が 3時間 34分に

増加。内閣府の「青少年のインターネ

ット利用環境実態調査」。 

 2.28  20年の東京五輪・パラリンピックの

マスコットが国内外の小学校約 20万

クラスの投票により決定。

3. 2  日教組の組織率は 41年連続で低下

し、22.9％（17年 10月 1日現在）で

過去最低に。文科省の調査。 

3. 8  虐待の疑いがあるとして全国の警察

が児童相談所に通告した子どもの数は

6万 5431人で過去最高に。警察庁まと

 中学校校長会 

1.11  給食開始 

 第 70回児童生徒造形作品展（～29日） 

1.12  生徒指導担当者研修講座⑨ 

1.17  学校研究委託担当者会 

 学校保健会校長部会講演会 

1.18  児童生徒書写作品展搬入 

1.19  児童生徒書写作品展（～23日） 

 第 37回体力つくり実践研究発表大会 

 支援教育研修講座⑨ 

 全県指導主事会議 

 県学力向上シンポジウム 

 教育委員会 1月定例会 

1.23  児童生徒書写作品展搬出 

 小学校校長会 

1.24  支援教育コーディネータ連絡会⑥ 

 造形研究発表会・講演会 

 学校保健研究会健康安全部会研究発表会 

1.26  ふれあい相談員・登校支援相談員研修会 

 神奈川県小学校教頭会研究大会相模原大会 

1.27  中学校演劇発表会実技研修会② 

1.30  第 70回児童生徒造形作品展搬出 

1.31  小中一貫教育に関する日 

2. 1  高校（全日制）修学旅行 

2. 2  平成 30年度第 1回中学校教育課程研究会運

営委員会 

 第 54回神奈川県小学校教育研究会中央大会

横須賀地区大会 

2. 5  中学校校長会 

2. 7  横須賀市学校保健大会 

 特別支援学級新担任者研修講座⑧ 

 国際教室担当者連絡会② 

 教育委員会 2月定例会 

2. 8  平成 30年度第 1回小学校教育課程研究会運

営委員会 

 生徒指導担当者研修講座⑩ 

2. 9  道徳教育担当者会 

 外国語活動研修講座⑤ 

2.13  小学校校長会 

2.14  教科用図書事務担当者会③ 

 支援教育コーディネータ連絡会⑦ 

 食教育研究会研究発表会 

2.15  第 104回神奈川県公立小学校校長会定期総会

研究大会（横浜） 

2.19  大楠中学校研究発表会 

2.21  総括教諭等学校運営推進者連絡会③ 

 学校保健研究会養護教諭部会研究発表会 

2.23  食育担当者会② 

 支援教育研修講座⑩ 

 外国人英語教員拠点校連絡協議会② 

2.28  児童指導担当者研修講座⑤ 

3. 1  高校卒業式 

3. 2  教科書給与事務後期転学分報告締切 

3. 5  中学校校長会 

3. 6  小学校校長会 

3. 9  中学校卒業式 

3.13  諏訪幼稚園卒園式 

3.14  大楠幼稚園卒園式 

 ろう学校卒業式 

 養護学校卒業式 

 給食終了 

3.15  小学校卒業式（1～4部会） 

 生徒指導担当者研修講座⑪ 

3.16  小学校卒業式（5～8部会） 

1.25  県教育研究所連盟研究協議会 調査研

究部会（横須賀市教育研究所） 

1.26  よこすか教師塾⑩ 

1.30  初任者研修拠点校指導教員研修講座⑥ 

1.31  県教育研究所連盟研究協議会 教育課

題部会（秦野市役所教育庁舎） 

 県教育研究所連盟研究協議会 教育相

談・支援部会（綾瀬市役所） 

2. 6  中堅教諭資質向上研修講座⑧ 

 学校情報化推進部会Ⅲ－④ 

2. 7  ICT担当者会② 

2. 9  県教育研究所連盟研究協議会 人材育成

部会（愛川町文化会館） 

2,13  学校情報化推進部会ⅠⅡ－③ 

2.14  校務情報化研修②－1･2 

2.16  校務情報化研修②－3･4 

 よこすか教師塾⑪ 

 パワーアップ研修（達人シリーズ） 

2.20  初任者研修講座⑯ 

2.21  校務情報化研修②－5･6 

2.23  校務情報化研修②－7･8 

2.28  学校情報化推進部会Ⅴ－③ 

3. 2 長期研究員研究発表会

 教師塾⑫（閉講式） 
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め 

3. 9  青森県東北町の再調査委員会、16年

8月に中 1男子が自殺した件で、学校

の不適切な対応のため自殺を防げなか

った可能性があるという報告書を公

表。 

 3.13  政府、成人年齢を 20歳から 18歳に

引き下げる民法改正案を閣議決定。22

年 4月から 18歳で成人に。 

 3.14  天下り問題で辞任した文科省の前事

務次官を講師に招いた名古屋市立中学

校の授業をめぐり、同省が授業内容や

招いた経緯の報告を学校に求めていた

ことがマスコミ報道で明らかに。教育

活動への不当な介入との批判も。 

 3.19  スポーツ庁、「運動部活動の在り方に

関する総合ガイドライン」を策定。中

学校、高校の運動部活動で週 2日の休

養日設定や活動時間の制限を求める。 

  文科省、高価な制服などが社会的議

論となっているのを受け、児童生徒の

制服、学用品などが保護者の過度の経

済的負担とならないよう教委などに通

知。 

 3.26  大学入試センター、共通テストの試

行調査の最終結果を公表。記述式問題

の正答率の低さが課題に。 

  大学入試センター、共通英語で活用

する民間の検定試験について、英検や

TOEICなど 23試験の参加を認める。 

 3.27  文科省、19年度から使用する中学校

の「道徳」教科書と、高校教科書の検

定結果を公表。道徳では「ネットいじ

め」などが題材に。 

埼玉県鶴ヶ島市の第三者委員会、17

年 11月に小 6女児が死亡した問題で、

いじめが原因の自殺と認める報告書を

まとめる。 

 3.30  文科省、高校の新学習指導要領を告

示。思考力重視への転換で科目構成を

大幅に見直す。 

  全国の公立高校で妊娠や出産を理由

に、学校の勧めで自主退学した生徒が

15～16年度で 32人に。文科省が初の

実態調査。 

  沖縄県豊見城市教委の第三者委員

会、15年 10月に小 4男子が自殺した

件で、いじめが自殺の主因の一つとす

る調査報告書を公表。 

3.21  YOKOSUKA English World 

3.23  修了式 

3.26  学年末休業開始 

3.30  退職辞令交付 
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