
　「マイスター養成塾」は，平成19年度にスタートし，現在47名の方がマイスターに認定されています。
　マイスターとは，児童生徒に学ぶ喜び・楽しさを感得させる授業実践を行い，他の模範となる優
れた教師力を備え，市民感覚に富んだ教師のことです。この先生方には，新潟市の教育向上のため
に様々な取組に参画していただいております。今回は，このマイスターの活躍を具体的にお知らせ
します。

　当校の研究主題は「友だちとかかわり合う活動を通して，考えを深める子どもの育成」です。ね
らいを達成させるために，子どもたち同士のかかわり合いを通して考えを深めたり広げたりするに
はどのような手だてが有効かを実践を通して検証しています。
　その手だての一つとしてファシリテーションを取り上げ，「授業で生かすファシリテーションの
技法」と題して，中村雅芳指導主事から，講義と模擬授業形式の演習を行っていただきました。
　前半の講義では，ファシリテーション（協同
促進）が企業に取り入れられてきた社会背景と，
ファシリテーションの技法を授業に取り入れる
ことで，子ども同士がかかわり合いながら主体
的に課題解決を図り，一人一人が深く考えるこ
とができるようになることを学びました。また，
ファシリテーターに求められるスキルとして，
「カウンセリングマインド+意図をもった働き
掛け」が重要であることも学びました。さらに，
アイデアの「見える化」の方法としてブレイン
･ストーミング，ブレイン･ライティング，
フィッシュ･ボーン，グラフィック，ロジック･
ツリー，マトリックス，ワールドカフェ等を紹
介していただきました。
　後半では，模擬授業形式で中学国語「徒然草」
の授業を行いました。登場人物がどのような人
物なのかを読み取るために， 2× 2マトリック
スを用いました。縦軸は「賢い⇔愚か」，横軸
は「いい人⇔悪い人」というものです。はじめ
に自分の考えをマトリックスに根拠と共に書き
こみ，それを基にグループでの話合い，全体で
の話合いと進みました。マトリックスが二軸に
限定されているため，思考の焦点が明確になり，互いの考えを出し合う際の手がかりとしても非常
に有効でした。マトリックスを囲んで，様々な考えが活発に出され，議論も盛り上がりました。また，
この模擬授業を通して，ファシリテーターの重要性が分かりました。ファシリテーターがどのよう
な姿勢と手法で話合いを進めるかが，話合いを深める大きな鍵になることが実感できました。とて
も有意義な研修会でした。

今年度の活躍

⑴　活躍！　公開授業講座
　 　 8 名のマイスターが，公開授業講座を
実施します。マイスターの指導技術に触
れることができます。
　11月30日㈮「生活・総合」亀田小会場
　11月30日㈮「道徳・音楽」小瀬小会場
　11月30日㈮「体育・特支」大淵小会場
　12月 6 日㈭「理科」 　　　巻北小会場
　※会場毎に，各学校へ案内が出ています。

⑵　活躍！　若手教師道場（黒帯）
　 　教職 5年目を迎えた若手の先生方とマ
ンツーマンでかかわって指導をしていた
だきました。 ☞2ページへ

⑶　活躍！　理科研修講座
　 　理科のマイスターが，各種理科研修講
座に参画しました。新規講座として，要
望に応じて学校に出向く出前研修も開設
しました。 ☞3ページへ

⑷　活躍！　センター研修への協力
　 　初任者研修や小学校外国語活動研修等
で，指導技術を披露していただきました。
 ☞4ページへ

⑸　さらにパワーアップ！交流研修
　 　県外の先生方とかかわり，授業力のさ
らなる向上に努めます。 ☞4ページへ
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お名前 教科等 お名前 教科等
藍澤まき子 国　語 田代　　孝 総　合
安立　　徹 算　数 田中　修二 道　徳
阿部　直子 特別支援 田辺　俊勝 特別支援
市川　　啓 算　数 田村　　篤 総　合
伊藤　真理 生　活 長井　隆樹 体　育
大平めぐみ 音　楽 中村　　香 音　楽
小田　一郎 理　科 中山　智司 体　育
貝沼　浩晃 社　会 林　なおみ 算　数
川口由美子 生　活 福田　愛日 家　庭
桑原　通泰 理　科 藤崎久美子 外国語活動
小林　　亨 社　会 星山　　薫 国　語
小林　治雄 体　育 本間　稔浩 社　会
小林　英男 英　語 本間　浩之 道　徳
小林由希恵 算　数 三浦　直之 社　会
小山　　聡 理　科 皆川　宏志 数　学
斎藤　　隆 音　楽 村山　香織 音　楽
酒井　　悟 理　科 八百板恵理子 理　科
佐藤　貴子 外国語活動 山口　靖博 数　学
眞田　和徳 理　科 山田　綾子 国　語
三條　貴之 特別活動 山田　　淳 理　科
渋谷　　徹 外国語活動 由野　和美 英　語
白澤　陽子 音　楽 若林　　徹 総　合
竹石　一博 総　合 渡邉　泰治 道　徳
竹田　辰生 美　術

新潟市の教育をリードするマイスター養成塾受講者を大募集！

セ ン タ ー 掲 示 板 セ ン タ ー 掲 示 板

植 物 資 料 室 掲 示 板

「もっともっと役立つセンター」のスローガンの下，

マイスターだけでなく，指導主事もセンターを飛び出し，

皆様の困り感に応えるべく奮闘中です！

授業力を高めるために，共に汗をかいていきませんか？

皆様からのオファーをお待ちしております。

校内研修会（於 横越小学校） 8月28日

　平成24年もあとわずかになりました。皆様にとってどんな一年だったでしょうか。本号は，新潟市マイ
スターの活躍を特集しました。今後も，子どもたちの学びの更なる充実をめざし，先生方にとって役立つ
情報をお伝えします。

　晩秋にきれいな紅葉になり，赤く実が熟す落葉性の小高木です。いくつかの「県の木」
であり，街路樹などに植えられているので良く見受けられる樹木です。
　「七回かまどにいれても，燃え残る。」と言われ，和名はこのことからの名前です。県内
野生のナナカマドは，小葉の裏の主脈にそって褐色の長い毛があり，サビハの形容詞がつ
くサビハナナカマドが多く自生しています。枝先の実は 1月過ぎた雪の中でも落ちずに付
いていて，明るい風情を添えてくれます。
※　センターホームページ，「植物資料室」にカラー写真を載せましたのでご覧ください。

植物資料室から<シリーズ　四季折々の植物>　

　～初冬を彩る～　 ナナカマド（七竈）　ばら科

編 集
後 記

<「センターだより」へのご意見・ご感想は　➡　shicen18＠netin.niigata.niigata.jpへ>

2007.10.06
於東蒲

　理想とする学校づくりに，総合教育センターと共に取り組みませんか！
　様々な学校組織（運営委員会，研究推進委員会，小中連携委員会など）の組織力をアップし，組
織を活性化させることで校長先生の夢の実現をお手伝いします。総合教育センターの指導主事が学
校を訪問し，学校の要請に応じて一緒にプランを考えたり，会議をコーディネートしたりします。11
月中に各校に案内文書を出し
ます。気軽に調査研究部まで
問い合わせをしてください。
応募をお待ちしています。

来年度の総合教育センター活用事業の
委嘱校を募集します。 （調査研修部）

〔いただいた声の中から・・・〕
○ 　研修内容を十分に吟味されての日数の
縮減は，負担軽減の面で有意義であった。
○ 　現在の学校におけるニーズに応じて講
座を新設していただいたことは，有意義
であった。
▲ 　今後も，教育の在り方として変わらな
いもの（不易）を基本に据えながらも，
今日的な課題（流行）の解決を志向した
講座・事業の運営を希望します。

「面積」の指導案
は！カチッ！あっ
たぞ！参考にしよ
うっと！

ふふふ…！子どもが
のってきたぞ！

ねえ。
ねえ。

どうする？

違うよ！
ぼくはね～。

どう考えた！
わたしはね～

研修内容の更なる改善に努めます。（企画研修部）

＜総合教育センター事業モニター＞
　本年度より市内全校園のうち約六分の一
の学校園を対象にセンターの事業について
ご意見を伺うことにしました。したがって，
6年間で市内すべての学校園からご意見を
いただくことができます。いただいたご意
見を真摯に受け止め，「役立つセンター」「頼
りになるセンター」へ向けた更なる改善に

つなげてまいります。本年度ご協力
いただいた学校園の皆様には深く

感謝申し上げます。

　当センターホームページ「授業に役立
つ指導案の広場」を，授業づくりの参考
にしてみませんか。
　また，実践された指導案の提供もよろ
しくお願いします。提供方法は，ホーム
ページをご覧ください。 （調査研究部）
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次の単元は，「面積」だ！
ヒントが欲しいなあ。

− 特 集 −

指導力・実践力が光る！新潟市マイスターの活躍

阿具根 英樹 研究主任より

どこ～？あった～～！！
「授業に役立つ指導案の広場」だ。
「面積」の指導案は，３つあるな。
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若手教師道場

マイスターの活躍

理科研修講座

マイスターの活躍

「授業力，さらなる一歩」 －出前研修（ 8月23日実施）－
　　校内理科研修会（於 満日小学校）
 酒井 克也 理科主任より

模擬授業で伝える～授業基礎研修～

小学校外国語活動
基礎研修（応用編） 交流研修

　今年度からスタートした若手教師道場（黒帯）の一環として，
採用 5年目の先生方を対象に，上記の研修を行っています。その
各段階で，マイスターが，マンツーマンで指導を行っています。

　受講者は，マイスターとのやりとりを通じて，普段の実践がうまくいかないのは，どこに課題が
あるのかをつかむことができました。そして，指導案の作成と研究授業の実施によって，その課題
をどのように解決すればよいかを学んでいます。
　授業づくりの研修だけでなく，マイスターの人となりからも多くを学ぶ研修になっています。

・ 「授業を終えて，今の自分に必要なものがさらに明確にな
りました。また，様々な角度から授業をみていただき，み
えていなかった改善点がみえてきました。学びの多い授業
になりました。」
・ 「とてもいい研修でした。授業は成功したとは言えませんが，
今日までの教材研究や授業の構想を練る過程がとても勉強
になりました。大変だったけど楽しかったです。」
・ 「時間を割いてくださり，丁寧に指導をしていただきました。
指導案検討では相談にのっていただき，大変ありがたく思
いました。私が課題に感じていたことを具体的に指導して
いただき，八方塞がりであった悩みをいっしょに考えてく
ださいました。」
・ 「学級の様子や授業者の様子を実際に見ていただき，的確
なアドバイスをしていただきました。自分の課題を振り返
り，次へつなげることができそうです。」

　各学校，各教科の中核として活躍できる，
確かな授業力をもった教師になってほしい
という思いをもち，若手を指導しました。
教科内容と目の前の生徒をより深く理解し
ようとする中からよい授業が生まれること
を，指導される側もする側も，実感できた
よい機会になりました。
 （斎藤隆マイスター）

　黒帯 5年目の 2人に，自己の授業の課題
を見出し，それを克服するための指導案を
練り上げていくように指導しました。児童
の姿，ねらい，手だて，評価の整合性につ
いては，特に厳しく指導しました。指摘を
受け入れ，真摯に成長しようとする２人の
姿に，胸が熱くなりました。
 （中村香マイスター）

研　修　内　容
① 日常の授業の振り返り

② 各自の課題の設定

③ 指導案の作成

④ 研究授業の実施

⑤ 研修の課題と成果のまとめ

受講者の声

マイスターより

山田先生の作ったプレパラートを使うと

確かに，顕微鏡の操作が上達するわ！

子どもをワクワクさせるためには

私たち教師自身がワクワク

しないといけませんね！

　理科の授業で，実験はしたけれどなかなかよい結果を得られず，教科書だと「本当はこうなるは
ずなんだけど…」と戸惑いながら授業をしたことが，一度くらいはないでしょうか。同僚からも，
準備が大変な割にうまくいかない，何となく理科は苦手だと相談されていましたが，私自身もあま
り得意でない分野もあったので，自分だけではなかなか適切な対応ができないでいました。そんな
折り，センターの先生が学校に来てださり，しかも学校の要望に応えてくださるオーダーメイド方
式の「出前研修」が始まったことを知り，さっそくお願いすることにしました。
　研修当日，マイスターの山田淳先生がご指導に来てくださいました。「 4年：水の 3つのすがた」
の単元の内で，水蒸気を試験管に集める実験の実習をしました。アルコールランプや沸騰石の使い方
など，基本的なことの確認から始まり，ビーカーの中の水を熱して出てくる泡を，試験管で水上置換
しました。泡を集めておけば，試験管はすぐにいっぱいになりそうなものですが，いくらとっても泡
はたまりません。「おかしいな？」泡を空気だと思っていた児童にとって，疑問がわく瞬間です。泡は
水蒸気ですから，試験管でいったん集められますが，すぐに冷えてまた水にもどります。私たち教師
にとっても，子どもたちに実感を伴わせて分かりやすく学ばさせることが難しいところだと思います。
　水蒸気については，全国学力・学習状況調査でも出題されています。このような実験を通して学習
していけば，基礎的・基本的なことをしっかり身に付けていけると思いました。
　 1時間半ほどの短い時間での研修でしたが，上記のほか，学校からお願
いし「 3年：昆虫を調べよう」「 4年：夏の星」「 5年：実や種子のできかた」
「ノートの書かせ方」など，たくさんの授業のポイントを指導していただき
ました。また山田先生自作の教材もいただくことができました。「こんな研
修なら，毎日でもいい！」という声が聞かれ，明日からの理科の授業をが
んばってみようと思える研修ができました。

　出前研修は学校単位ではなく，個人の要請にも応えます！　授業づくりでお困りの方は，遠慮な

くお申し出ください！

　 8月16日に，初任者研修の一環として授業基礎研修を実施しました。
田辺俊勝マイスターによる特別支援教育の実践発表と 3人のマイス
ターによる模擬授業を通して，自分の授業をどう改善したらよいかを
学びました。この日，模擬授業を行った
のは，次の 3人のマイスターです。

　　安立　　徹　マイスター　（算　　数）
　　三條　貴之　マイスター　（特別活動）
　　山田　綾子　マイスター　（国　　語）
　会場では，マイスターの優れた授業技術に対する感嘆の声が聞かれ
ました。また，その後のワークショップを通じて，授業スキルに偏り
がちだった初任者の意識が，教科観にも向くようになりました。初任
者の成長が実感された研修でした。
初任者の声

・ マイスターの先生方の授業は，とにかく「ひきつけられる」
「あきない」要素が散りばめられていて，すごかったです。
そのために，すごい準備をして授業にのぞんでおられるの
が分かりました。
・ 目が釘づけになるほどの興味のわく素晴らしい実践を学ぶ
ことができました。自分の授業にすぐに生かすことは難し
いかもしれませんが， 1つずつでも自分のものとして，ク
ラスの子どもたちに伝えていきます。
・ マイスターの方々の発問の仕方や雰囲気がとても丁寧で穏
やかでした。私も子どもたちに安心感を与える発言ができ
るような声掛けをしたいです。

　 9月11日に藤崎久美子マイスターが小中の
受講者に対し，わかりやすく模擬授業を行い
ました。この講座を通して受講者は「出会う・
気付く・自ら・必然」のキーワードのもと，
テンポ良く，笑顔でリズミカルに授業を行う
ことの大切さを学びました。

　10月15日～19日に相模原市の 2名の教職員
が新潟市を訪れました。新潟市と相模原市の
教職員の資質向上を目指した交流研修が始ま
りました。
　教育相談センターやサポートセンターへの
訪問，文部科学省指定研究に取り組む新津第
二中学校や通級指導教室のある新津第一小学
校の参観，田辺俊勝マイスターによる授業公
開・協議など，特別支援教育を中心に新潟市
の取組について研修しました。

～授業公開及び協議会について～

初任者研修

マイスターの活躍

授業力　
向上研修

マイスターの活躍

県外研修

マイスターの活躍

　言語活動の構想を，資料では
なく，授業そのもので初任者に
伝えたいと思いました。子ども
同士で練り上げられるようにす
るために，導入から終末までの
流れを大切にしました。今回の
授業をきっかけに， 1単元中に
1つでもいいので，ねらいを
しっかりと意識した言語活動を
取り入れてもらえたらと願って
います。 （安立徹マイスター）

・ 模擬授業では内容の構成も素敵でした
が，藤崎先生の明るいキャクターが子ど
もたちをひきつけるのだと思いました！
・ レベルの高い内容でしたが，講師の藤崎
先生や参会者の方々，みなさん素晴らし
く，たくさん学ばせていただきました。
コーディネートに感謝です。ありがとう
ございました。

・ 他県の取組について情報を得ることがで
き，有意義でした。通級学級における特
別支援教育の取組の現状や課題につい
て，改めて実感できました。
・ 授業について新たな観点から意見をいただ
き，授業力向上にいかすことができました。

　11月には，市内の小学校・中学校・中等教
育学校から 6名のマイスターが，相模原市と
さいたま市を訪問し公開授業を行います。

受講者の感想
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若手教師道場

マイスターの活躍

理科研修講座

マイスターの活躍

「授業力，さらなる一歩」 －出前研修（ 8月23日実施）－
　　校内理科研修会（於 満日小学校）
 酒井 克也 理科主任より

模擬授業で伝える～授業基礎研修～

小学校外国語活動
基礎研修（応用編） 交流研修

　今年度からスタートした若手教師道場（黒帯）の一環として，
採用 5年目の先生方を対象に，上記の研修を行っています。その
各段階で，マイスターが，マンツーマンで指導を行っています。

　受講者は，マイスターとのやりとりを通じて，普段の実践がうまくいかないのは，どこに課題が
あるのかをつかむことができました。そして，指導案の作成と研究授業の実施によって，その課題
をどのように解決すればよいかを学んでいます。
　授業づくりの研修だけでなく，マイスターの人となりからも多くを学ぶ研修になっています。

・ 「授業を終えて，今の自分に必要なものがさらに明確にな
りました。また，様々な角度から授業をみていただき，み
えていなかった改善点がみえてきました。学びの多い授業
になりました。」
・ 「とてもいい研修でした。授業は成功したとは言えませんが，
今日までの教材研究や授業の構想を練る過程がとても勉強
になりました。大変だったけど楽しかったです。」
・ 「時間を割いてくださり，丁寧に指導をしていただきました。
指導案検討では相談にのっていただき，大変ありがたく思
いました。私が課題に感じていたことを具体的に指導して
いただき，八方塞がりであった悩みをいっしょに考えてく
ださいました。」
・ 「学級の様子や授業者の様子を実際に見ていただき，的確
なアドバイスをしていただきました。自分の課題を振り返
り，次へつなげることができそうです。」

　各学校，各教科の中核として活躍できる，
確かな授業力をもった教師になってほしい
という思いをもち，若手を指導しました。
教科内容と目の前の生徒をより深く理解し
ようとする中からよい授業が生まれること
を，指導される側もする側も，実感できた
よい機会になりました。
 （斎藤隆マイスター）

　黒帯 5年目の 2人に，自己の授業の課題
を見出し，それを克服するための指導案を
練り上げていくように指導しました。児童
の姿，ねらい，手だて，評価の整合性につ
いては，特に厳しく指導しました。指摘を
受け入れ，真摯に成長しようとする２人の
姿に，胸が熱くなりました。
 （中村香マイスター）

研　修　内　容
① 日常の授業の振り返り

② 各自の課題の設定

③ 指導案の作成

④ 研究授業の実施

⑤ 研修の課題と成果のまとめ

受講者の声

マイスターより

山田先生の作ったプレパラートを使うと

確かに，顕微鏡の操作が上達するわ！

子どもをワクワクさせるためには

私たち教師自身がワクワク

しないといけませんね！

　理科の授業で，実験はしたけれどなかなかよい結果を得られず，教科書だと「本当はこうなるは
ずなんだけど…」と戸惑いながら授業をしたことが，一度くらいはないでしょうか。同僚からも，
準備が大変な割にうまくいかない，何となく理科は苦手だと相談されていましたが，私自身もあま
り得意でない分野もあったので，自分だけではなかなか適切な対応ができないでいました。そんな
折り，センターの先生が学校に来てださり，しかも学校の要望に応えてくださるオーダーメイド方
式の「出前研修」が始まったことを知り，さっそくお願いすることにしました。
　研修当日，マイスターの山田淳先生がご指導に来てくださいました。「 4年：水の 3つのすがた」
の単元の内で，水蒸気を試験管に集める実験の実習をしました。アルコールランプや沸騰石の使い方
など，基本的なことの確認から始まり，ビーカーの中の水を熱して出てくる泡を，試験管で水上置換
しました。泡を集めておけば，試験管はすぐにいっぱいになりそうなものですが，いくらとっても泡
はたまりません。「おかしいな？」泡を空気だと思っていた児童にとって，疑問がわく瞬間です。泡は
水蒸気ですから，試験管でいったん集められますが，すぐに冷えてまた水にもどります。私たち教師
にとっても，子どもたちに実感を伴わせて分かりやすく学ばさせることが難しいところだと思います。
　水蒸気については，全国学力・学習状況調査でも出題されています。このような実験を通して学習
していけば，基礎的・基本的なことをしっかり身に付けていけると思いました。
　 1時間半ほどの短い時間での研修でしたが，上記のほか，学校からお願
いし「 3年：昆虫を調べよう」「 4年：夏の星」「 5年：実や種子のできかた」
「ノートの書かせ方」など，たくさんの授業のポイントを指導していただき
ました。また山田先生自作の教材もいただくことができました。「こんな研
修なら，毎日でもいい！」という声が聞かれ，明日からの理科の授業をが
んばってみようと思える研修ができました。

　出前研修は学校単位ではなく，個人の要請にも応えます！　授業づくりでお困りの方は，遠慮な

くお申し出ください！

　 8月16日に，初任者研修の一環として授業基礎研修を実施しました。
田辺俊勝マイスターによる特別支援教育の実践発表と 3人のマイス
ターによる模擬授業を通して，自分の授業をどう改善したらよいかを
学びました。この日，模擬授業を行った
のは，次の 3人のマイスターです。

　　安立　　徹　マイスター　（算　　数）
　　三條　貴之　マイスター　（特別活動）
　　山田　綾子　マイスター　（国　　語）
　会場では，マイスターの優れた授業技術に対する感嘆の声が聞かれ
ました。また，その後のワークショップを通じて，授業スキルに偏り
がちだった初任者の意識が，教科観にも向くようになりました。初任
者の成長が実感された研修でした。
初任者の声

・ マイスターの先生方の授業は，とにかく「ひきつけられる」
「あきない」要素が散りばめられていて，すごかったです。
そのために，すごい準備をして授業にのぞんでおられるの
が分かりました。
・ 目が釘づけになるほどの興味のわく素晴らしい実践を学ぶ
ことができました。自分の授業にすぐに生かすことは難し
いかもしれませんが， 1つずつでも自分のものとして，ク
ラスの子どもたちに伝えていきます。
・ マイスターの方々の発問の仕方や雰囲気がとても丁寧で穏
やかでした。私も子どもたちに安心感を与える発言ができ
るような声掛けをしたいです。

　 9月11日に藤崎久美子マイスターが小中の
受講者に対し，わかりやすく模擬授業を行い
ました。この講座を通して受講者は「出会う・
気付く・自ら・必然」のキーワードのもと，
テンポ良く，笑顔でリズミカルに授業を行う
ことの大切さを学びました。

　10月15日～19日に相模原市の 2名の教職員
が新潟市を訪れました。新潟市と相模原市の
教職員の資質向上を目指した交流研修が始ま
りました。
　教育相談センターやサポートセンターへの
訪問，文部科学省指定研究に取り組む新津第
二中学校や通級指導教室のある新津第一小学
校の参観，田辺俊勝マイスターによる授業公
開・協議など，特別支援教育を中心に新潟市
の取組について研修しました。

～授業公開及び協議会について～

初任者研修

マイスターの活躍

授業力　
向上研修

マイスターの活躍

県外研修

マイスターの活躍

　言語活動の構想を，資料では
なく，授業そのもので初任者に
伝えたいと思いました。子ども
同士で練り上げられるようにす
るために，導入から終末までの
流れを大切にしました。今回の
授業をきっかけに， 1単元中に
1つでもいいので，ねらいを
しっかりと意識した言語活動を
取り入れてもらえたらと願って
います。 （安立徹マイスター）

・ 模擬授業では内容の構成も素敵でした
が，藤崎先生の明るいキャクターが子ど
もたちをひきつけるのだと思いました！
・ レベルの高い内容でしたが，講師の藤崎
先生や参会者の方々，みなさん素晴らし
く，たくさん学ばせていただきました。
コーディネートに感謝です。ありがとう
ございました。

・ 他県の取組について情報を得ることがで
き，有意義でした。通級学級における特
別支援教育の取組の現状や課題につい
て，改めて実感できました。
・ 授業について新たな観点から意見をいただ
き，授業力向上にいかすことができました。

　11月には，市内の小学校・中学校・中等教
育学校から 6名のマイスターが，相模原市と
さいたま市を訪問し公開授業を行います。

受講者の感想
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採用 5年目の先生方を対象に，上記の研修を行っています。その
各段階で，マイスターが，マンツーマンで指導を行っています。

　受講者は，マイスターとのやりとりを通じて，普段の実践がうまくいかないのは，どこに課題が
あるのかをつかむことができました。そして，指導案の作成と研究授業の実施によって，その課題
をどのように解決すればよいかを学んでいます。
　授業づくりの研修だけでなく，マイスターの人となりからも多くを学ぶ研修になっています。

・ 「授業を終えて，今の自分に必要なものがさらに明確にな
りました。また，様々な角度から授業をみていただき，み
えていなかった改善点がみえてきました。学びの多い授業
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・ 「とてもいい研修でした。授業は成功したとは言えませんが，
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になりました。大変だったけど楽しかったです。」
・ 「時間を割いてくださり，丁寧に指導をしていただきました。
指導案検討では相談にのっていただき，大変ありがたく思
いました。私が課題に感じていたことを具体的に指導して
いただき，八方塞がりであった悩みをいっしょに考えてく
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・ 「学級の様子や授業者の様子を実際に見ていただき，的確
なアドバイスをしていただきました。自分の課題を振り返
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という思いをもち，若手を指導しました。
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ようとする中からよい授業が生まれること
を，指導される側もする側も，実感できた
よい機会になりました。
 （斎藤隆マイスター）

　黒帯 5年目の 2人に，自己の授業の課題
を見出し，それを克服するための指導案を
練り上げていくように指導しました。児童
の姿，ねらい，手だて，評価の整合性につ
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姿に，胸が熱くなりました。
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さいたま市を訪問し公開授業を行います。

受講者の感想

小
学
校
外
国
語
講
座

 

〜
模
擬
授
業
〜

田辺俊勝マイスターより
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　「マイスター養成塾」は，平成19年度にスタートし，現在47名の方がマイスターに認定されています。
　マイスターとは，児童生徒に学ぶ喜び・楽しさを感得させる授業実践を行い，他の模範となる優
れた教師力を備え，市民感覚に富んだ教師のことです。この先生方には，新潟市の教育向上のため
に様々な取組に参画していただいております。今回は，このマイスターの活躍を具体的にお知らせ
します。

　当校の研究主題は「友だちとかかわり合う活動を通して，考えを深める子どもの育成」です。ね
らいを達成させるために，子どもたち同士のかかわり合いを通して考えを深めたり広げたりするに
はどのような手だてが有効かを実践を通して検証しています。
　その手だての一つとしてファシリテーションを取り上げ，「授業で生かすファシリテーションの
技法」と題して，中村雅芳指導主事から，講義と模擬授業形式の演習を行っていただきました。
　前半の講義では，ファシリテーション（協同
促進）が企業に取り入れられてきた社会背景と，
ファシリテーションの技法を授業に取り入れる
ことで，子ども同士がかかわり合いながら主体
的に課題解決を図り，一人一人が深く考えるこ
とができるようになることを学びました。また，
ファシリテーターに求められるスキルとして，
「カウンセリングマインド+意図をもった働き
掛け」が重要であることも学びました。さらに，
アイデアの「見える化」の方法としてブレイン
･ストーミング，ブレイン･ライティング，
フィッシュ･ボーン，グラフィック，ロジック･
ツリー，マトリックス，ワールドカフェ等を紹
介していただきました。
　後半では，模擬授業形式で中学国語「徒然草」
の授業を行いました。登場人物がどのような人
物なのかを読み取るために， 2× 2マトリック
スを用いました。縦軸は「賢い⇔愚か」，横軸
は「いい人⇔悪い人」というものです。はじめ
に自分の考えをマトリックスに根拠と共に書き
こみ，それを基にグループでの話合い，全体で
の話合いと進みました。マトリックスが二軸に
限定されているため，思考の焦点が明確になり，互いの考えを出し合う際の手がかりとしても非常
に有効でした。マトリックスを囲んで，様々な考えが活発に出され，議論も盛り上がりました。また，
この模擬授業を通して，ファシリテーターの重要性が分かりました。ファシリテーターがどのよう
な姿勢と手法で話合いを進めるかが，話合いを深める大きな鍵になることが実感できました。とて
も有意義な研修会でした。

今年度の活躍

⑴　活躍！　公開授業講座
　 　 8 名のマイスターが，公開授業講座を
実施します。マイスターの指導技術に触
れることができます。
　11月30日㈮「生活・総合」亀田小会場
　11月30日㈮「道徳・音楽」小瀬小会場
　11月30日㈮「体育・特支」大淵小会場
　12月 6 日㈭「理科」 　　　巻北小会場
　※会場毎に，各学校へ案内が出ています。

⑵　活躍！　若手教師道場（黒帯）
　 　教職 5年目を迎えた若手の先生方とマ
ンツーマンでかかわって指導をしていた
だきました。 ☞2ページへ

⑶　活躍！　理科研修講座
　 　理科のマイスターが，各種理科研修講
座に参画しました。新規講座として，要
望に応じて学校に出向く出前研修も開設
しました。 ☞3ページへ

⑷　活躍！　センター研修への協力
　 　初任者研修や小学校外国語活動研修等
で，指導技術を披露していただきました。
 ☞4ページへ

⑸　さらにパワーアップ！交流研修
　 　県外の先生方とかかわり，授業力のさ
らなる向上に努めます。 ☞4ページへ

新潟市マイスター
 五十音順　平成24年 4 月 1 日現在　敬称略

お名前 教科等 お名前 教科等
藍澤まき子 国　語 田代　　孝 総　合
安立　　徹 算　数 田中　修二 道　徳
阿部　直子 特別支援 田辺　俊勝 特別支援
市川　　啓 算　数 田村　　篤 総　合
伊藤　真理 生　活 長井　隆樹 体　育
大平めぐみ 音　楽 中村　　香 音　楽
小田　一郎 理　科 中山　智司 体　育
貝沼　浩晃 社　会 林　なおみ 算　数
川口由美子 生　活 福田　愛日 家　庭
桑原　通泰 理　科 藤崎久美子 外国語活動
小林　　亨 社　会 星山　　薫 国　語
小林　治雄 体　育 本間　稔浩 社　会
小林　英男 英　語 本間　浩之 道　徳
小林由希恵 算　数 三浦　直之 社　会
小山　　聡 理　科 皆川　宏志 数　学
斎藤　　隆 音　楽 村山　香織 音　楽
酒井　　悟 理　科 八百板恵理子 理　科
佐藤　貴子 外国語活動 山口　靖博 数　学
眞田　和徳 理　科 山田　綾子 国　語
三條　貴之 特別活動 山田　　淳 理　科
渋谷　　徹 外国語活動 由野　和美 英　語
白澤　陽子 音　楽 若林　　徹 総　合
竹石　一博 総　合 渡邉　泰治 道　徳
竹田　辰生 美　術

新潟市の教育をリードするマイスター養成塾受講者を大募集！

セ ン タ ー 掲 示 板 セ ン タ ー 掲 示 板

植 物 資 料 室 掲 示 板

「もっともっと役立つセンター」のスローガンの下，

マイスターだけでなく，指導主事もセンターを飛び出し，

皆様の困り感に応えるべく奮闘中です！

授業力を高めるために，共に汗をかいていきませんか？

皆様からのオファーをお待ちしております。

校内研修会（於 横越小学校） 8月28日

　平成24年もあとわずかになりました。皆様にとってどんな一年だったでしょうか。本号は，新潟市マイ
スターの活躍を特集しました。今後も，子どもたちの学びの更なる充実をめざし，先生方にとって役立つ
情報をお伝えします。

　晩秋にきれいな紅葉になり，赤く実が熟す落葉性の小高木です。いくつかの「県の木」
であり，街路樹などに植えられているので良く見受けられる樹木です。
　「七回かまどにいれても，燃え残る。」と言われ，和名はこのことからの名前です。県内
野生のナナカマドは，小葉の裏の主脈にそって褐色の長い毛があり，サビハの形容詞がつ
くサビハナナカマドが多く自生しています。枝先の実は 1月過ぎた雪の中でも落ちずに付
いていて，明るい風情を添えてくれます。
※　センターホームページ，「植物資料室」にカラー写真を載せましたのでご覧ください。

植物資料室から<シリーズ　四季折々の植物>　

　～初冬を彩る～　 ナナカマド（七竈）　ばら科

編 集
後 記

<「センターだより」へのご意見・ご感想は　➡　shicen18＠netin.niigata.niigata.jpへ>

2007.10.06
於東蒲

　理想とする学校づくりに，総合教育センターと共に取り組みませんか！
　様々な学校組織（運営委員会，研究推進委員会，小中連携委員会など）の組織力をアップし，組
織を活性化させることで校長先生の夢の実現をお手伝いします。総合教育センターの指導主事が学
校を訪問し，学校の要請に応じて一緒にプランを考えたり，会議をコーディネートしたりします。11
月中に各校に案内文書を出し
ます。気軽に調査研究部まで
問い合わせをしてください。
応募をお待ちしています。

来年度の総合教育センター活用事業の
委嘱校を募集します。 （調査研修部）

〔いただいた声の中から・・・〕
○ 　研修内容を十分に吟味されての日数の
縮減は，負担軽減の面で有意義であった。
○ 　現在の学校におけるニーズに応じて講
座を新設していただいたことは，有意義
であった。
▲ 　今後も，教育の在り方として変わらな
いもの（不易）を基本に据えながらも，
今日的な課題（流行）の解決を志向した
講座・事業の運営を希望します。

「面積」の指導案
は！カチッ！あっ
たぞ！参考にしよ
うっと！

ふふふ…！子どもが
のってきたぞ！

ねえ。
ねえ。

どうする？

違うよ！
ぼくはね～。

どう考えた！
わたしはね～

研修内容の更なる改善に努めます。（企画研修部）

＜総合教育センター事業モニター＞
　本年度より市内全校園のうち約六分の一
の学校園を対象にセンターの事業について
ご意見を伺うことにしました。したがって，
6年間で市内すべての学校園からご意見を
いただくことができます。いただいたご意
見を真摯に受け止め，「役立つセンター」「頼
りになるセンター」へ向けた更なる改善に

つなげてまいります。本年度ご協力
いただいた学校園の皆様には深く

感謝申し上げます。

　当センターホームページ「授業に役立
つ指導案の広場」を，授業づくりの参考
にしてみませんか。
　また，実践された指導案の提供もよろ
しくお願いします。提供方法は，ホーム
ページをご覧ください。 （調査研究部）

1

2 3 4

次の単元は，「面積」だ！
ヒントが欲しいなあ。

− 特 集 −

指導力・実践力が光る！新潟市マイスターの活躍

阿具根 英樹 研究主任より

どこ～？あった～～！！
「授業に役立つ指導案の広場」だ。
「面積」の指導案は，３つあるな。

第 170 号
新潟市立総合教育センター
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　「マイスター養成塾」は，平成19年度にスタートし，現在47名の方がマイスターに認定されています。
　マイスターとは，児童生徒に学ぶ喜び・楽しさを感得させる授業実践を行い，他の模範となる優
れた教師力を備え，市民感覚に富んだ教師のことです。この先生方には，新潟市の教育向上のため
に様々な取組に参画していただいております。今回は，このマイスターの活躍を具体的にお知らせ
します。

　当校の研究主題は「友だちとかかわり合う活動を通して，考えを深める子どもの育成」です。ね
らいを達成させるために，子どもたち同士のかかわり合いを通して考えを深めたり広げたりするに
はどのような手だてが有効かを実践を通して検証しています。
　その手だての一つとしてファシリテーションを取り上げ，「授業で生かすファシリテーションの
技法」と題して，中村雅芳指導主事から，講義と模擬授業形式の演習を行っていただきました。
　前半の講義では，ファシリテーション（協同
促進）が企業に取り入れられてきた社会背景と，
ファシリテーションの技法を授業に取り入れる
ことで，子ども同士がかかわり合いながら主体
的に課題解決を図り，一人一人が深く考えるこ
とができるようになることを学びました。また，
ファシリテーターに求められるスキルとして，
「カウンセリングマインド+意図をもった働き
掛け」が重要であることも学びました。さらに，
アイデアの「見える化」の方法としてブレイン
･ストーミング，ブレイン･ライティング，
フィッシュ･ボーン，グラフィック，ロジック･
ツリー，マトリックス，ワールドカフェ等を紹
介していただきました。
　後半では，模擬授業形式で中学国語「徒然草」
の授業を行いました。登場人物がどのような人
物なのかを読み取るために， 2× 2マトリック
スを用いました。縦軸は「賢い⇔愚か」，横軸
は「いい人⇔悪い人」というものです。はじめ
に自分の考えをマトリックスに根拠と共に書き
こみ，それを基にグループでの話合い，全体で
の話合いと進みました。マトリックスが二軸に
限定されているため，思考の焦点が明確になり，互いの考えを出し合う際の手がかりとしても非常
に有効でした。マトリックスを囲んで，様々な考えが活発に出され，議論も盛り上がりました。また，
この模擬授業を通して，ファシリテーターの重要性が分かりました。ファシリテーターがどのよう
な姿勢と手法で話合いを進めるかが，話合いを深める大きな鍵になることが実感できました。とて
も有意義な研修会でした。

今年度の活躍

⑴　活躍！　公開授業講座
　 　 8 名のマイスターが，公開授業講座を
実施します。マイスターの指導技術に触
れることができます。
　11月30日㈮「生活・総合」亀田小会場
　11月30日㈮「道徳・音楽」小瀬小会場
　11月30日㈮「体育・特支」大淵小会場
　12月 6 日㈭「理科」 　　　巻北小会場
　※会場毎に，各学校へ案内が出ています。

⑵　活躍！　若手教師道場（黒帯）
　 　教職 5年目を迎えた若手の先生方とマ
ンツーマンでかかわって指導をしていた
だきました。 ☞2ページへ

⑶　活躍！　理科研修講座
　 　理科のマイスターが，各種理科研修講
座に参画しました。新規講座として，要
望に応じて学校に出向く出前研修も開設
しました。 ☞3ページへ

⑷　活躍！　センター研修への協力
　 　初任者研修や小学校外国語活動研修等
で，指導技術を披露していただきました。
 ☞4ページへ

⑸　さらにパワーアップ！交流研修
　 　県外の先生方とかかわり，授業力のさ
らなる向上に努めます。 ☞4ページへ

新潟市マイスター
 五十音順　平成24年 4 月 1 日現在　敬称略

お名前 教科等 お名前 教科等
藍澤まき子 国　語 田代　　孝 総　合
安立　　徹 算　数 田中　修二 道　徳
阿部　直子 特別支援 田辺　俊勝 特別支援
市川　　啓 算　数 田村　　篤 総　合
伊藤　真理 生　活 長井　隆樹 体　育
大平めぐみ 音　楽 中村　　香 音　楽
小田　一郎 理　科 中山　智司 体　育
貝沼　浩晃 社　会 林　なおみ 算　数
川口由美子 生　活 福田　愛日 家　庭
桑原　通泰 理　科 藤崎久美子 外国語活動
小林　　亨 社　会 星山　　薫 国　語
小林　治雄 体　育 本間　稔浩 社　会
小林　英男 英　語 本間　浩之 道　徳
小林由希恵 算　数 三浦　直之 社　会
小山　　聡 理　科 皆川　宏志 数　学
斎藤　　隆 音　楽 村山　香織 音　楽
酒井　　悟 理　科 八百板恵理子 理　科
佐藤　貴子 外国語活動 山口　靖博 数　学
眞田　和徳 理　科 山田　綾子 国　語
三條　貴之 特別活動 山田　　淳 理　科
渋谷　　徹 外国語活動 由野　和美 英　語
白澤　陽子 音　楽 若林　　徹 総　合
竹石　一博 総　合 渡邉　泰治 道　徳
竹田　辰生 美　術

新潟市の教育をリードするマイスター養成塾受講者を大募集！

セ ン タ ー 掲 示 板 セ ン タ ー 掲 示 板

植 物 資 料 室 掲 示 板

「もっともっと役立つセンター」のスローガンの下，

マイスターだけでなく，指導主事もセンターを飛び出し，

皆様の困り感に応えるべく奮闘中です！

授業力を高めるために，共に汗をかいていきませんか？

皆様からのオファーをお待ちしております。

校内研修会（於 横越小学校） 8月28日

　平成24年もあとわずかになりました。皆様にとってどんな一年だったでしょうか。本号は，新潟市マイ
スターの活躍を特集しました。今後も，子どもたちの学びの更なる充実をめざし，先生方にとって役立つ
情報をお伝えします。

　晩秋にきれいな紅葉になり，赤く実が熟す落葉性の小高木です。いくつかの「県の木」
であり，街路樹などに植えられているので良く見受けられる樹木です。
　「七回かまどにいれても，燃え残る。」と言われ，和名はこのことからの名前です。県内
野生のナナカマドは，小葉の裏の主脈にそって褐色の長い毛があり，サビハの形容詞がつ
くサビハナナカマドが多く自生しています。枝先の実は 1月過ぎた雪の中でも落ちずに付
いていて，明るい風情を添えてくれます。
※　センターホームページ，「植物資料室」にカラー写真を載せましたのでご覧ください。

植物資料室から<シリーズ　四季折々の植物>　

　～初冬を彩る～　 ナナカマド（七竈）　ばら科

編 集
後 記

<「センターだより」へのご意見・ご感想は　➡　shicen18＠netin.niigata.niigata.jpへ>

2007.10.06
於東蒲

　理想とする学校づくりに，総合教育センターと共に取り組みませんか！
　様々な学校組織（運営委員会，研究推進委員会，小中連携委員会など）の組織力をアップし，組
織を活性化させることで校長先生の夢の実現をお手伝いします。総合教育センターの指導主事が学
校を訪問し，学校の要請に応じて一緒にプランを考えたり，会議をコーディネートしたりします。11
月中に各校に案内文書を出し
ます。気軽に調査研究部まで
問い合わせをしてください。
応募をお待ちしています。

来年度の総合教育センター活用事業の
委嘱校を募集します。 （調査研修部）

〔いただいた声の中から・・・〕
○ 　研修内容を十分に吟味されての日数の
縮減は，負担軽減の面で有意義であった。
○ 　現在の学校におけるニーズに応じて講
座を新設していただいたことは，有意義
であった。
▲ 　今後も，教育の在り方として変わらな
いもの（不易）を基本に据えながらも，
今日的な課題（流行）の解決を志向した
講座・事業の運営を希望します。

「面積」の指導案
は！カチッ！あっ
たぞ！参考にしよ
うっと！

ふふふ…！子どもが
のってきたぞ！

ねえ。
ねえ。

どうする？

違うよ！
ぼくはね～。

どう考えた！
わたしはね～

研修内容の更なる改善に努めます。（企画研修部）

＜総合教育センター事業モニター＞
　本年度より市内全校園のうち約六分の一
の学校園を対象にセンターの事業について
ご意見を伺うことにしました。したがって，
6年間で市内すべての学校園からご意見を
いただくことができます。いただいたご意
見を真摯に受け止め，「役立つセンター」「頼
りになるセンター」へ向けた更なる改善に

つなげてまいります。本年度ご協力
いただいた学校園の皆様には深く

感謝申し上げます。

　当センターホームページ「授業に役立
つ指導案の広場」を，授業づくりの参考
にしてみませんか。
　また，実践された指導案の提供もよろ
しくお願いします。提供方法は，ホーム
ページをご覧ください。 （調査研究部）

1

2 3 4

次の単元は，「面積」だ！
ヒントが欲しいなあ。

− 特 集 −

指導力・実践力が光る！新潟市マイスターの活躍

阿具根 英樹 研究主任より

どこ～？あった～～！！
「授業に役立つ指導案の広場」だ。
「面積」の指導案は，３つあるな。
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