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ᅈ˟ƷɶưဃƖƯƍƘॖᜤǛǋƪŴٶಮƳ
ࣱ̾ǍؾǛྸᚐƠƯŴᐯǒᢘЏƔƭңႎ
ƴᘍѣƢǔۋ
ᐯЎƱʴǍཋʙƱƷ᧙ࣱ̞ǛྸᚐƢǔɶưŴᐯЎǒƠƞǛႆੱƠƳƕǒ
ƓʝƍƷǑƞǛᛐǊӳƍŴݩஹƷٹǍࠎஓŴႸǛǋƱƏƱƢǔۋ
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؏עƷᛢ᫆ƴݣƠƯŴᐯЎưᎋƑŴᢠ৸
ƠŴᘍѣƠዓƚŴᅈ˟ưࢫᇌƭշƼǛज़ơǔ
ۋ
ぢ
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ࡵ
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ࡵ
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ŨૼƠƍᨼׇƷɶưŴᐯ
ЎƷǑƞǍཎࣱŴᏡщǛ
ƱǒƑႺƠƯѣƢǔŵ

Ũ؏עưܖƼѣƢǔɶ
ưᐯЎƷࢫлƷ࣏ᙲࣱǛ
ྸᚐƠŴᐯЎƱ؏עƷƔ
ƔǘǓƴൢ˄Ƙŵ

ŨಮŷƳʴƱʩ්ƠŴᐯ
ЎǒƠƍဃƖ૾Ǎݩஹƴ
ݣƢǔƓƓǇƔƳٹǍƋ
ƜƕǕǛৼƘŵ

ŨӐƩƪƱңщƠŴᛐǊ
ӳƍƳƕǒᐯЎƷǑƞǛ
ဃƔƠƯѣƢǔŵ

ŨᐯЎƷࢫлƷ࣏ᙲࣱǛ
ྸᚐƠŴᝧ˓ǛǋƬƯௐ
ƨƢŵ


ŨܖఄǍ؏עƷʴƱʩ්
ƠŴᐯЎǒƠƍဃƖ૾Ǎ
ƋƜƕǕǔဃƖ૾ƴƭƍ
ƯᎋƑǔŵ

ŨӐƩƪƱѣƢǔɶ
ưʝƍƷǑƍƱƜǖǛ
ᛐǊӳƍŴᐯЎƷǑƍ
ƱƜǖǛᙸ˄ƚǔŵ
ŨʝƍƷࢫлǍࢫлЎ
ਃƷ࣏ᙲࣱƴൢ˄ƖŴ
ᐯЎƷࢫлǛᆢಊႎƴ
ᘍƏŵ

ŨܖఄǍ؏עƷʴƨƪ
Ʊʩ්ǛขǊǔɶưŴ
ᐯЎƷƋƜƕǕǔʴǛ
ᙸ˄ƚǔŵ
ŨڤƖƳƜƱǍࢽॖ
ƳƜƱŴٻЏƳƜƱǛ
ᙸ˄ƚƯŴӐƩƪƱᛐ
ǊӳƍŴᐯ̮Ǜǋƭŵ
Ũ̞ѣǍܼưƷˁ
ʙƳƲǛᡫƠƯŴᐯЎ
ƷࢫлƷٻЏƞƕǘ
Ɣǔŵ

ŨܖఄǍ؏עƷʴƨ
ƪƱಏƠƘʩ්Ƣǔŵ

ŨᨼׇƴƓƚǔᇌئǍࢫл
ƴൢ˄ƖŴᐯЎƷǑƞǍཎ
ࣱŴᏡщǛဃƔƠƳƕǒ
ѣƢǔŵ
Ũ؏עưܖƼѣƢǔɶ
ưŴᅈ˟ƷɟՃƱƠƯƷᐯ
ᙾǛǋƪŴᐯЎǍ؏עǛܲ
ᚇႎƴƱǒƑǔŵ

ŨݩஹǁƷٹǛᢋƢǔɥ
ưྵܱƷբ᫆ƴႺ᩿ƠŴ
ኧƢǔŵ

Ũ؏עʙᝋǛᙸƭǊŴ׆
ௐ᧙̞ǛЎௌƠƨǓਖ਼
ƠƨǓƠƯᚐൿƢǂƖƜ
ƱǛᙸƍƩƢŵ
Ũᛢ᫆ƴݣƢǔˎᛟǛᇌ
ƯŴᚘဒƴ̲ദǛьƑƳ
ƕǒቬǓࢍƘӕǓኵǉŵ


Ũ؏עʙᝋƴݣƢǔǑǓ
ǑƍƔƔǘǓ૾ƴƭƍƯ
ᎋƑǔƱƱǋƴŴݩஹƷ
ᐯЎƱ؏עǍᅈ˟ƱƷஓ
ǇƠƍƔƔǘǓƴƭƍƯ
ᎋƑǔŵ
ŨᨼׇƷɶưƷᇌئǍࢫ
лǛᐯᙾƠŴᐯЎƷǑƞ
ǍཎࣱŴᏡщǛႆੱƠƳ
ƕǒѣƢǔŵ
Ũ؏עưܖƼѣƢǔɶ
ưŴᅈ˟ƷɟՃƱƠƯƷ
ᐯᙾǛǋƭƱƱǋƴŴע
؏ƱᐯЎƷƔƔǘǓǛႎ
ᄩƴƱǒƑǔŵ
ŨݩஹƷٹǛᢋƢǔƨ
ǊƷᩊǛྸᚐƠŴᐯЎ
ƷǑƞǍᢘࣱǛܲᚇႎƴ
ƱǒƑƯƍƘɶưŴΰ
ƠƯƍƘŵ

ŨಮŷƳʙᝋƔǒᙐૠƷ׆
ௐ᧙̞ǛЎௌƠƨǓਖ਼Ơ
ƨǓƠƯŴྵˊᅈ˟ƕৼƑ
ǔᛢ᫆ǛᙸƍƩƢŵ
Ũᛢ᫆ƴݣƢǔʖᙸǍˎᛟ
ǛǋƪŴʙᝋǍʙᝋ᧓ƴƋ
ǔҾྸҾЩǛଢǒƔƴƠƳ
ƕǒቬǓࢍƘӕǓኵǉŵ

ŨʙᝋƴݣƢǔƔƔǘǓ૾
ƴƭƍƯŴಮŷƳऴإǛ
ဇȷᢠ৸ƠŴܲᚇႎƳᙻໜ
ƔǒᎋƑŴྵנǍݩஹƴƭ
ƍƯᐯЎƷႸਦƢǂƖۋǛ
ܱྵƠǑƏƱƢǔŵ
Ũ˂ᎍƷ̖͌ᚇǍࣱ̾Ǜྸ
ᚐƠŴᐯЎƱƷࠀီǛᏉܭ
ႎƴᛐǊƭƭӖܾƢǔŵ

Ũ؏עᅈ˟ưܖƼѣƢǔ
ɶưŴ؏עǍᅈ˟ƱᐯЎƷ
ƔƔǘǓǛႎᄩƴྸᚐƠŴ
ᐯࠁႆᙸǛᡶǊǔŵ

ŨᐯЎƷǑƞǍᢘࣱǛႎᄩ
ƴЙૺƠŴᐯǒƷᚨᚘƴؕ
ƮƖݩஹƴƭƍƯܭႎƴ
ൿܭƢǔŵ
Ũ؏עʙᝋǛᙸƭǊŴ׆ௐ
᧙̞ǛЎௌƠƯŴᚐൿƢǂ
ƖƜƱǛᙸƍƩƢŵ

Ũᛢ᫆ƴݣƢǔˎᛟǛᇌƯ
ᙸᡫƠǛǋƬƯቬǓࢍƘӕ
Ǔኵǉŵ


Ũ؏עʙᝋƴݣƢǔǑǓǑ
ƍƔƔǘǓ૾ƴƭƍƯᎋƑ
ǔƱƱǋƴŴᐯЎǍᐯЎǛ
ӕǓࠇƘɭမƱƷƭƳƕǓ
ǛขǊǔŵ
Ũ؏עʙᝋǛᙸƭǊŴᙐ
ૠƷᙻໜǍவˑƔǒ᧙̞
˄ƚƯᚐൿƢǂƖƜƱǛ
ᙸƍƩƢŵ
Ũᛢ᫆ᚐൿƷƨǊƷᙸᡫ
ƠǍʖेǛǋƪŴᩊƕ
ဃơƨئ᩿ưǋᚐൿ૾ඥ
ǛپƠƯቬǓࢍƘӕǓ
ኵǉŵ
Ũ؏עʙᝋƴݣƢǔǑǓ
ǑƍƔƔǘǓ૾ƴƭƍƯ
ᎋƑǔƱƱǋƴŴᐯЎǍ
ᐯЎǛӕǓࠇƘɭမǛЭ
ӼƖƴᙸƭǊႺƢŵ
Ũ؏עǛᙸƭǊႺƢƜƱ
ưᚐൿƠƨƍƜƱǍᚐൿ
ƢǂƖƜƱǛᙸƍƩƢŵ

Ũᛢ᫆ᚐൿǇưƷᢊሂǛ
ᙸᡫƠŴᩊƕဃơƨئ
᩿ưǋᚐൿ૾ඥǛپƠ
ƯŴቬǓࢍƘӕǓኵǉŵ

ŨưƖǔǑƏƴƳƬƨƜ
ƱǍǘƔƬƨƜƱƔǒŴ
ᐯЎǍᐯЎǛӕǓࠇƘɭ
မǛЭӼƖƴᙸƭǊႺ
Ƣŵ
ŨܖఄǍ؏עƷɶƔ
ǒŴǍǓƨƍƜƱǍǘ
ƔǒƳƍƜƱǛᙸƍƩ
Ƣŵ
Ũᛢ᫆ᚐൿƷƨǊƴ࣏
ᙲƳƜƱǛᎋƑŴஇࢸ
ǇưǍǓᡫƦƏƱƢ
ǔŵ

ŨưƖǔǑƏƴƳƬƨ
ƜƱǍǘƔƬƨƜƱƳ
ƲƔǒŴᐯЎǍᐯЎǛ
ӕǓࠇƘ؏עǛᙸƭǊ
ႺƢŵ
Ũ៲ᡈƳဃƷɶƔ
ǒǍǓƨƍƜƱǍǘ
ƔǒƳƍƜƱǛᙸ˄
ƚǔŵ
ŨǍǓƨƍƜƱǍǘ
ƔǒƳƍƜƱǛᚐൿ
ƢǔƨǊƴᐯЎƳǓ
ƴᎋƑƯᘍѣƢǔŵ

ŨưƖǔǑƏƴƳƬ
ƨƜƱǍǘƔƬƨƜ
ƱƳƲŴᐯЎƷ҄٭ƴ
ൢ˄ƘƜƱưᐯ̮Ǜ
ǋƭŵ

㧗➼Ꮫᰯ

ŨᐯЎƷǍǓƨ
ƍƜƱǛ៲Ʒׅ
ǓƔǒᙸ˄ƚǑ
ƏƱƢǔŵ
ŨƜǕƔǒᘍƏ
ƜƱƕǘƔǓŴᐯ
ЎƳǓƴᎋƑƯ
ᘍѣƠǑƏƱƢ
ǔŵ
ŨưƖǔǑƏƴ
ƳƬƨƜƱǍǘ
ƔƬƨƜƱǛԗ
ƷʴƨƪƱշ
ƼӳƍŴᐯ̮Ǜǋ
ƭŵ
ŨᐯЎƷڤƖƳ
ƜƱǛᙸ˄ƚǑ
ƏƱƢǔŵ

ŨטǍܼưƷˁ
ʙǛƢǔƜƱưŴ
ᐯЎƷࢫлǛௐ
ƨƦƏƱƢǔŵ

Ũ៲ƷׅǓƷʴ
ƨƪƱಏƠƘƔ
ƔǘǖƏƱƢǔŵ
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 ǓǑƘƠǑƏƱƢǔŵ








ŨႻƷᇌئǍᎋƑǛݭ ŨႻƷᇌئǍᎋƑǛ ݭŨႻƷᇌئǍᎋƑǛݭ
ƠŴᐯЎƷᎋƑƱൔ᠋ƠƳ ƠŴᐯЎƷᙸ૾ǍᎋƑ ƠŴᎋƑǍൢਤƪǛӖƚഥ
ƕǒᎥƖŴᛯྸႎƳನǍ ૾ǛขǊƳƕǒᎥƖŴ ئǊƯႎᄩƴᎥƖŴྸᚐƞǕ
ޒǛᎋƑƯᛅƢŵ
ƷཞඞǍႻƷಮ܇ƴࣖ ǍƢƍǑƏپƠƯᐯЎƷ

ơƯᛟࢽщƷƋǔᛅǛƢ ᎋƑǍൢਤƪǛૢྸƠƯˡ

ǔŵ
Ƒǔŵ
 ŨᨼׇƷǑƞǛҗЎྸᚐƠŴƦƷǑƞǛ᭗ǊǔƜƱ

ŨٶಮƳ˂ᎍƱ৵ǓӳƍǛ
 ǛॖᜤƠƯѣƢǔŵ

ƭƚƭƭႻƷᏡщǛࡽƖ
ЈƠƳƕǒŴᨼׇƷǑƞǛ
ႆੱƠƯѣƢǔŵ

ŨᚕᓶᢔƍǍ७ࡇƳƲƕ
ٻЏưƋǔƜƱǍƖǇǓ
ǛᢝܣƢǔƜƱƷٻЏƞ
ǛྸᚐƠŴᐯЎƴƍƔƤ
ǔǑƏƴƢǔŵ
ŨᐯЎƷᎋƑƱƷσᡫໜ
ǍႻᢌໜǛૢྸƠƳƕǒ
ᎥƖŴႻƷӒࣖǛ៊Ǉ
ƑƳƕǒϋܾǛನƠƯ
ᛅƢŵ

ŨૼƠƍؾƷɶưŴң
щƠƯӕǓኵǉǑƞǛԛ
ǘƍƳƕǒᆢಊႎƴѣ
Ƣǔŵ

ŨႻǍئƴࣖơƨਮਠ
ǍᡉʙǛƠƨǓŴኖளǍ
ƖǇǓƷॖ፯ǛྸᚐƠƨ
ǓƠƯŴ̮᫂ƞǕǔᘍѣ
ǛƱǖƏƱƢǔŵ
ŨӐƩƪƷᇌئǍॖǛ
ྸᚐƠƳƕǒᎥƖŴᐯЎ
ƷᇌئǍॖƕˡǘǔǑ
ƏƴǇƱǊƯᐯЎƷ࣬ƍ
ǍᎋƑǛˡƑǔŵ

ŨӐƩƪǍԗǓƷʴƱң
щƠƯѣƢǔƜƱưŴ
ѣƕΪܱƢǔƜƱƕǘ
Ɣǔŵ

ŨൢਤƪƷᑣƍਮਠǍ
ᡉʙǛƠƨǓŴƠƯƸ
ƍƚƳƍƜƱƕǘƔ
ǓŴᐯСƠƨǓƢǔŵ

ŨӐƩƪƷᎋƑǛᐯЎ
Ʊൔ᠋ƠƳƕǒᎥƖŴ
ႻƴˡǘǔǑƏƴᐯ
ЎƷ࣬ƍǍᎋƑǛˡƑ
ǔŵ

ŨᐯЎƷࢫлǛྸᚐ
ƠŴӐƩƪǍԗǓƷʴ
ƱңщƠƳƕǒѣƢ
ǔŵ
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ŨਮਠǍᡉʙǛƠƨ
ǓŴƠƯǑƍƜƱƱफ
ƍƜƱƕƋǔƜƱƕ
ǘƔƬƨǓƢǔŵ

ŨӐƩƪƕ˴ǛᚕƓ
ƏƱƠƯƍǔƷƔЎ
ƔǖƏƱƠƯᎥƖŴႻ
ƴˡƑƨƍƱƍƏ
ॖഒǛǋƬƯᐯЎƷ
࣬ƍǍᎋƑǛˡƑǔŵ
ŨૼƨƳؾƷɶư
ӐƩƪǍԗǓƷʴƱ
ಏƠǈƳƕǒѣƢ
ǔŵ
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ŨڤƖۯƍǍžƸ
ƍſžƍƍƑſƳ
ƲŴԗƷʴǁᐯ
ЎƷൢਤƪǛˡ
ƑǑƏƱƢǔŵ
ŨɟʴƩƚưƳ
ƘᨼׇưǋŴಏƠ
ǈƳƕǒѣƠ
ǑƏƱƢǔŵ
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「自分づくり教育」を充実させるポイント
校種を
つなぐ

単元や活動を
つなぐ

■長いスパンで子どもの育ちや学びを見守ること
■幼保小連携、小中連携、中高連携
■小１プロブレム、中１ギャップ等の解消

相武山小学校の例（Ｈ25 幼保小連携推進地区）
幼保小合同研修や交流授業を充実させて幼保小を通した子ど
も理解を深めたことで、子どもたちの自己肯定感を高めた。

■育てたい資質・能力の観点から子どもを育むこと
■子どもたちの現状と目指したい姿を的確に把握

菅田中学校ブロックの例（Ｈ26 キャリア教育実践推進ブロック）
小中合同授業研究会での研究授業を見る観点を「自分づくり教
育」で統一し、意見交換を行った。

■各教科等間や教育活動と学習内容、単元と単元
などを関連付けること
■『横浜の時間』の一層の充実

幼児期

小学校

市ケ尾中学校ブロックの例（Ｈ26 キャリア教育実践推進ブロック）
小中学校の単元を洗い出し、「いのち」をテーマに再編成。
９年間を見通した教育課程の改善を図った。

中学校

幼保小連携

高等学校

小中連携

３年
２年

１年
新たな環境で
新たな仲間と

高学年
中学年
低学年
幼児期
毎日わくわくどきどき！
楽しいこといっぱい

いっぱい発見！
自分の好きなところ
好きなこと

見つめよう
仲間の中の自分

がんばりぬく自分
より輝く自分へ

社会を見つめて
自分を見つめて
「つながり」を
考えよう

見つめよう
自分の未来
感じよう
自分の成長

考え つなげる
未来と自分
世界と自分

成年期
「ふるさと横浜」を担う
グローバル人材としての
資質を身につけた市民

輝こう 発揮しよう

「自分づくり教育」で目指す子どもの姿

【ポイント３：アクティブ・ラーニングの視点で授業改善をする】
〈指導内容の工夫〉
○各教科等の中で扱われる単元の
内容や題材そのものを社会や将
来につなげること
【小学校：６年算数の例】
比や縮図、拡大図の考えを使
って間接測定をする単元末。測
量技師を招いて現代の測量技
術を体験させ、先人の知恵が今
も活用されていることを実感
できるようにする。

〈指導方法の工夫〉
○協働での思考を深めるため、話し合い活
動やグループ活動、ツール等を効果的に
導入すること

【中学校：３年社会科の例】
公民的分野「司法」の単
元末。刑事事件の事例につ
いて、模擬裁判員裁判の評
議をグループで行うこと
で、市民意識を養う。

【学習形態に関わる工夫】
○一斉学習
○ソロ学習
○ペア学習
○グループ学習
【ツールの活用による工夫】
○ワークシート ○ベン図、ＫＪ法等
○タブレット端末

小 中 連 携

子ども観を
つなぐ

】

幼保小連携

【ポイント１：子どもの育ちや学びをつなぐ

主体的・能動的な学習を意
識したアクティブ・ラーニン
グを充実させることで、「自
分づくり教育」で身に付けさ
せたい３つの力も育むこと
ができます。

〈このような工夫も大切〉
○豊かな体験を通した学習
を充実させること
○学習習慣を定着させ
ること

【ポイント２：○○教育を生かす】

「○○教育」
環境教育 福祉教育
情報教育 防災教育
消費者教育 等々

＝

「自分づくり
教 育」

社会参画する力の育成

例えば・・・

環境教育

＋

中学校での
職場体験活動

＋

各事業所の環境に対する取組を調査し、その特徴
や事業所による違いを整理分析し、事業所へ発信

○教育課程のスリム化
○より問題解決的な職場体験活動の実現
○『横浜の時間』の充実
○受入事業所側のメリット

