
センターだより第 171号 1

「もっともっと役立つセンター」を目指した 2012 年
　平成24年度も残りわずかとなりました。本年度も多くの皆様から当センターの研修講座を活用し
ていただき，ありがとうございました。本年度，当センターでは， 4つの視点〜①受講したい内容
があること　②よく分かる研修講座であること　③活用してみたいと思
える内容があること　④活用した際に効果を実感できること〜を設定
し，「もっともっと役立つセンター」の重点スローガンのもと，研修講
座の改善に取り組んできました。
　本号では，その総括の一端を紹介します。

　図 1は当センターの全研修講座から「希望研修」だけを取り上げて，
その受講者数の推移をグラフ化したものです。市町村合併の平成19年度
以降，年々受講者が増え，今年度は400名以上の増加となりました。そ
の中には300名以上の新設講座受講者が含まれていることから，研修講
座の見直しによって現場のニーズに合った，今日的な研修になってきて
いると捉えています。

　すべての研修で実施した直後アンケートでは「満足で
きた」「だいたい満足できた」を合わせると 9割以上の
満足度となりました。一方，全体の0.3%，人数にして約
200名の方からは，「あまり満足できない」「満足できない」
という回答がありました。研修内容や研修方法について
一層の改善が必要だと考えています。

　今年度から研修直後アンケートやモニターによる外部評価に加えて，「 3
か月後アンケート」を実施し， 3年間をかけて全研修の活用状況を把握し，
研修講座の改善に役立てようという取組を始めました。取組はまだ道半ばで
すが，全講座の 1／ 3 を対象に実施した今年度の集計結果をみると，「実際
に活用した」と回答した方が68%，そのうち，「効果が実感できた」「だいた
い実感できた」と回答した方は77%でした。まだまだ改善点があることを実
感しています。
　当センターで研修したことを，多くの方が授業改善や自校の教育活動改善
に活用し効果を実感していただけるよう，これからも改善に取り組んでいき
ます。
　平成25年度も，多くの皆様の受講をお待ちしています。

新設講座をはじめとする受講者数の増加　〜①受講したい内容があるか〜

満足できた：86.3％　〜②よく分かる研修講座〜

「使ってみよう」と思う内容に
〜③活用してみたいと思える内容〜

「使ってよかった！」と思える内容に
〜④効果を実感できる〜

センター研修が，各学校で効果的に活用されることを願って…
　次頁以降では,今年度新設・改善を図った研修講座から，３つの研修講座「ICT活用研修」
「理科教育研修」「新潟市生活・学習意識調査活用研修」を紹介します。
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【図 2：直後アンケートの満足調査結果】

【図 1：希望研修の受講者数推移】

A：満足できた
（86.3％）

B：だいたい満足
（13.4％）

C：あまり満足
　できない
　（0.3％）
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【備品貸出を利用した先生から】
・�子どもたちも喜んで試していました。センターから手軽に借りる
ことができることが分かり，機会があればまた利用したいです。
・�初めて望遠鏡を一人で操作しました。丁寧に説明と実演をして
いただいたおかげです。星空教室ではたくさんの子どもたちと
おうちの人たちが望遠鏡をのぞきました。「月」「土星」が見ら
れて参加者は大満足でした。

【知って得する理科研修に参加した先生から】
・�勤務校から近い場所での開催がありがたい。来年もぜひお願いします。
・�明日からすぐ使える内容で，効果的な実験材料を紹介していただい
た上に，教材をサンプルとしてもらえてありがたかったです。

　研修後のアンケートで，次のような声をいただきま
した。
・�各教科での実践例があれば紹介してもらえるとイ

メージがさらにわき，良かったと思いました。
○�　このような声を大切にしながら，平成25年度は，次のよう
に研修を改善します。
①�　外部講師を依頼している研修を中心に，構成を見直し，学
校での活用例を盛り込んだ研修にします。
②�　ホームページの更新の仕方等，ニーズの多い内容を取り入れていきます。

　　　　　　　　　【今年度５つの重点理科事業	 ➡　今年度実績	】
①　知って得する理科研修を 3会場で実施	 ➡　当日の研修に延べ103人が参加!
②　授業づくり研修の実施	 ➡　当日の研修に46人が参加!
③　出前研修の実施	 ➡　出前研修に 4件の利用!
④　デジタルコンテンツの提供	 ➡　 4か月で424件のアクセス!
⑤　教材貸出事業の充実	 ➡　教材貸出に31件の利用!

○�　ICT活用研修の課題は，受講者のニーズやスキルの違いにどれだけ対応できるかというこ
とです。そこで，平成24年度は，次のような改善を行いました。
　 1 �　テキストの改善を行いました。分かりやすさはもちろんのこと，一歩進んだ内容も取り
入れました。

　 2　一部の研修で複数の課題を設定したり，コース別研修を取り入れたりしました。
　 3　フリーの時間を設定し，個別の課題に対応しました。
　 4 �　電子黒板基本研修を機種別に実施しました。また，台数を増やし，一人一人がじっくり
電子黒板を操作できるようにしました。

○�　上記の他にも，授業に役立つコンテンツやコンピュータ操作に役立つ小技を紹介するなど，
様々な改善を行いました。その結果，平成23年度に比べて，A評価が5.3ポイント向上し，
83.2%になりました。

「ＩＣＴ活用研修　個に応じた研修で，分かる・できる研修に！」

もっともっと理科好きな子どもを育てるために！

もっともっと　 　できる研修に

　今年度，理科教育の充実を図るため，従来型研修の他，次の 5つの理科事業を重点に研修・支援
を進めてきました。広く活用していただき，本当にありがとうございました！
　○　今年度の理科事業活用実績を紹介します。

　これからも理科
好きな子どもと教
師をもっともっ
と育てるために
…「役に立つ理科
教育支援」「頼り
になる理科教育支
援」を合い言葉に
事業を進めていき
ます！

　○　参加・利用された方からの声を一部紹介します。
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来年度に向けて‥
① 　小学校での具体的活用事例も紹介できるように準備します。さらに，小学校で当調査をよ

りよく活用できるように，調査対象を広げるなどの工夫を検討します。
②　ＣＤデータ活用のための研修会を，夏休みなどに行えるように検討します。
③ 　来年度も「研推だより特別号」を作成する研修を企画します。使用するシートは，Word，

一太郎に加え，Excel も準備します。

平成23年度 生活・学習意識調査活用研修会
○�　前年度の反省から以下の点を改善し，A評価が6.4ポイン
ト向上しました。
　 1 �　分析の視点や協議題を「確かな学力の向上」に限定し，
研修会の目的をより明確にしました。

　 2 �　事例発表をなくし「自校データの分析時間」「中学校区
での話合い時間」を増やしました。

　 3 �　研修会を冬季休業に入ってから設定しました。
○�　自由記述には「中学校区での話合いが有効」「資料が見やすく利用しやすい」「もっと分析
を深めたい」「他の職員や管理職に学んだことを伝えたい」等，前向きな評価が多く見られ
ました。
▲�　「自校データの分析時間」「中学校区での話合いの時間」を前年度より多くしたのですが，
分析や話合いの時間が不十分だという声がまだ多かったです。

平成24年度 生活・学習意識調査活用研修会
○�　平成23年度の反省から以下の点を改善し，A評価が15.1ポ
イント向上して，83.7%となりました。
　 1 �　コンピュータ室にて，実際にCDを操作しながら自校の
分析を行いました。

　 2 �　「研推だより特別号」を作ることを，研修会のゴールと
して設定しました。

　 3 �　中学校区での話合いをなくし，たより作成の時間を80分
間確保しました。

　 4 �　調査結果の具体的活用事例を 4校（小針中，葛塚中，黒埼中，小須戸中）から発表して
もらいました。

○�　自由記述には「具体的な数値の見方，クロス集計など，よく分かった。自校の問題点がよ
く見えてきたので，今後の学校運営や評価などにCDを役立てていきたい」という意見が，
多く見られました。

「新潟市生活・学習意識調査活用研修会」を もっともっと 役立つものに！

もっと！

もっと！

　松浜小の実態として，「授業中ペア
やグループで話し合う」ことが好き
な反面，「進んで発表している」児童
が少ないことが分かりました。研修
会で作った「研推だより特別号」を
全職員に配付し，当校の教育課題解
決に取り組む一つの
方策を提案し，全職
員に共通理解してい
ただきました。

松浜小学校
滝澤富明　教務主任



センターだより第 171号4

　平成24年度もあとわずかとなり，各学校では，本年度のまとめとともに来年度の方向を考える大事な時
をお過ごしのことと思います。教員一人一人の資質向上を願い実施した研修等の情報を「センターだより」
として 1年間お届けいたしました。ご愛読いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いい
たします。

　早春，雪が残る山麓の林下で薄く白い花びら（萼）の花をつけて生育する常緑の多
年草です。葉の形に変異が多く，セリバオウレン，キクバオウレン等の変種がありま
す。新潟の角田山麓など混合しているようなのですが，セリバオウレンが目につきます。
　根茎の断面が黄色なので黄連という名がつきました。日本原産で万葉の昔か
ら健胃，整腸，消炎などの生薬として利用され，親しまれてきました。
※�　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御覧
ください。

植物資料室から<シリーズ　四季折々の植物>　

　～春に先駆けて咲く～　オウレン（カクマグサ）　　

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>

オウレン雌花と雄花
2011.04.07.　於角田山麓

●　●　●　●　●　●　●　平 成 25 年 度 の 研 修・講 座 の 紹 介　●　●　●　●　●　●　●

　センターでは，教職員課や学校支援課が目指す方向の実現に向け，研修等を魅力あるものにしていきたい
と考えています。現在，皆様に一層活用していただけるように来年度の内容を考えております。
　改善を加えたものをいくつか紹介します。詳しくは， 4月に行う説明会の際の冊子をご覧ください。
【今日的教育課題研修】
　�　すべての子どもが落ち着いて学習するための方策を考える研修です。「教師と子どもとの信頼関係」につ
いて著名な講師をお招きして実施する予定です。

【出前で行う研修の拡充】
　�　学校に出向いて行う研修を拡充します。「発問づくりや板書づくり等の授業スキルに関すること」「学級
組織や人間関係づくり等の学級経営に関すること」についても行う予定です。

【特別活動講座を小・中別で実施】
　�　新潟市では，子どもの成長を促すための生徒指導の取組を重視しています。特別活動の講座を生徒指導
を支えるという位置づけで行う予定です。

☆教科書センター・資料室に新しく購入した図書を紹介します☆

1 　授業力向上に向けて
　・「退屈な理科授業から脱出する本」
　・「自閉症スペクトラムの子どもが人とのかかわり方とコントロールを学べる 5段階表活用事例集」
2 　マネジメント力向上に向けて
　・「教育研修ファシリテーター」
　・「日産　驚異の会議」
3 　人間力向上に向けて
　・「ＮＨＫすイエんサー　思考を鍛えるドリル」
　・「先生，親の目線でお願いします！」
4 　その他
　・「ＨＴＭＬ＆スタイルシート　トレーニングブック」
　・「実践マスター　ＰＨＰ＋ＭｙＳＱＬ」

☆『新潟市マイスター一覧（25年度版）」をご活用ください☆
　当センターでは「新潟市マイスター一覧」を作成し， 5月に各学校に 2部ずつお届けし，ホームページに
も掲載します。名簿には，「研究教科・領域，学びのキーワード，授業で大切にしてきたこと，授業の構想，
代表的な実践例」等が載っています。マイスターの招聘の参考にご活用ください。

お 知 ら せ

今年度に購入した図書を

紹介します。

ご活用ください。



1 　役に立ち，頼りになるセンター
　センターは，学校現場にとって役に立って
いるか，頼りになっているか。こう尋ねられ
たら，十分に役立っている，頼りになってい
ると答える。それは，実際にセンターの講座
に参加した教職員に聞けばすぐにわかる。｢と
ても良かった｣ ｢ためになった｣ ｢自分の教室
でも試してみたい｣ という声が返ってくるか
らである。
　特に，初任者研修の評価が高い。学習指導
研修 ｢授業基礎｣ や体験研修 ｢接遇｣ などは
A評価が100%にもなる。教職12年経験者研修
もそれに近い。悉皆で実施する基本研修の評
価が高いということは，センターが研修の基
礎･基本を大切にしているということ，不易
と流行とのバランスを取っているということ
である。
　このことは，若手教師道場などのステップ
アップ研修にもいえる。A評価が90%を超え
ている。授業力向上研修などの専門研修も同
様である。講座により偏りはあるが，概ね高
い評価が並ぶ。C，D評価はまず見られない。
評価結果から見れば，ねらいは十分に達成さ
れている。

2 　もっと役に立つには
　私なりに思いつくことを 3 つ挙げてみる。
⑴　理科に関する出前講座を
　｢科学研究の進め方｣についての親子対象の
講座を，例えば中央図書館等を会場にして出
前講座形式で開設してほしい。｢植物標本・昆
虫標本づくり」講座も同様である。
　この講座は，旧理科教育センターの出前講
座に近いものを想定している。ポイントは，
親子一緒と図書館を会場とすることである。
参考図書は市立図書館が揃え，実験・観察用
具はセンターが準備するのである。学校への
出前講座もいい。いずれも，新潟市児童の科
学研究のレベルアップに貢献するに違いな
い。

⑵　講師を対象とした悉皆の研修講座を
　これは，校長会の提言を受けて，今年度か
ら実施されている。県が，上･中･下越の地区
別で開催しているものに倣っている。ねらい
は，新潟市の教育公務員としての基礎を教え
ることである。したがって，最低限の研修内
容として，服務勤務，学習指導，生徒指導，
人権教育･同和教育の 4 つが挙げられる。
　新任講師は悉皆で受講させる必要がある。
他県からの転入者も同様である。新潟県や新
潟市には特有の人権問題・同和問題が存在す
るからである。新潟市の教育公務員は，これ
を知らないでは済まされない。この研修講座
を受講していない教員を教壇に立たせるわけ
にはいかない｡
⑶　今日的課題を踏まえた研修講座を
　 3 つ目は，教育の今日的課題を踏まえた研
修講座の開設をお願いしたい。特に，地震･
津波に対応した ｢防災教育講座｣ は，新潟市
の教職員にとって必須である。東日本大震災
の記憶が新しいうちに，そして新潟市の ｢被
災想定マップ｣ が公開され次第，すぐに開催
してほしい。
　私は，小学校 5 年生で新潟地震を経験した。
在籍していた小学校は，津波被害から逃れる
ために，物見山まで避難した。私たちの目の
前では，昭和石油のタンクが次々に爆発･炎
上していった。高台にある学校へ戻ると，周
りの道路が浸水し始めていた。もちろん，子
どもたちは保護者への引き渡しである。それ
を経験した教員がいなくなっていく。

3 　組織的な支援を
　センターの研修講座を充実するためには，
人･物･金がかかる。予算が増えなければ実現
しない。今はスクラップ&ビルドしかない。
あとは，学校がどれだけ教職員を派遣できる
かである。組織的な支援が欠かせない。

センター研修のさらなる充実を願って

� 新潟市小学校長会長　　　　　　　　　　　
� 新潟市立上所小学校長　　森　　　正　司　

学校現場からセンター研修をみて



　平成24年度の新潟市立総合教育センターの
スローガンは，市内学校園や教職員にとって
「もっともっと役立つセンターにする」でし
た。

　まさにそのスローガン通りの取組がなされ
ました。センターの研修で学んだ教職員のア
ンケート結果を見れば，一目瞭然です。研修
後のアンケート結果は，ほとんどの研修で高
い満足度が得られています。また，授業での
活用度を調べるための 3 か月後アンケートで
も研修で学んだ後の授業への活用度の高さが
伺えます。

1 　特筆すべき取組
⑴　研修講座を設定するための徹底した調査
　受講したくなる研修講座を開設するために
徹底して現場の声を聞くように努力していま
す。校園長会・市小研・市中教研の各代表の
方から「ご意見をいただく会」をはじめ，「事
業モニター」「研修直後アンケート」「 3 か月
後アンケート」など，しっかりと情報を集め
た上での研修講座は，現場に必要とされるも
のばかりです。だから，満足度や活用度が高
くなるのです。
⑵　指導主事が現場に足を運んでくれる研修
　鳥屋野中学校では，今年度NIEの実践発表
会を行いました。その指導案検討の際，イブ
ニングサポートを何度かお願いしました。時
間外にもかかわらず，調整して当校に出向い
ていただき，きめ細やかなご指導をいただき
ました。
　他，理科の出前研修なども現場にとって
は，大変ありがたいものです。そのフットワー
クの良さは，忙しい現場にとって，感謝感激
です。

2 　学校とセンターの連携の強化
　現場の意見に耳を傾けることは大切です。
しかし，それだけでは不十分です。その他，

現場の教職員が気付かないことにも是非，目
を向けさせてほしいものです。
　昨年11月に鳥屋野中学校の国際交流校であ
る韓国ソウル市の白雲（ベグン）中学校に訪
問する機会がありました。その際，韓国の中
学校の授業を参観させていただきました。校
内のすべての教室に電子黒板が設置されてい
ることに驚かされました。先生は，教卓のパ
ソコンを使って，デジタル教科書で授業を
行っていました。デジタル教科書は，すべて
の生徒に配付されており，生徒は自宅のパソ
コンで勉強することができるのです。
　本校でも，数学科を中心にデジタル教科書
の活用に取り組んでいます。これも韓国での
体験が大きく影響していると感じています。
　センターのICT研修は，参加者から高い評
価を得ていると聞いています。心強く思いま
す。有意義な研修プログラムのあるセンター
の活用は，校長を含め管理職が，教職員の研
修意識をいかに高めるかにもかかっていると
改めて思います。

3 　校内研修システムの構築に向けて
　今，学力向上を目指した，学校体制での組
織的な取組が問われています。その一つが，
各学校における同僚性や協働性を発揮しての
授業の質を高める校内研修の実施です。その
ためには，これまで以上の学校とセンターと
の連携が重要になります。したがって，セン
ターには，各校における研修システムについ
て，様々な視点からの具体的支援を期待する
ところです。

　毎年，自らの企画を振り返り，教職員の役
に立つためには，どうすべきかを考え，実行
に移しているきめ細やかな支援に感謝いたし
ます。本当にありがとうございます。
　「もっともっと役立つセンターにする」に大
いに期待しています。

きめ細やかな支援に感謝

� 新潟市中学校長会長　　　　　　　　　　　　
� 新潟市立鳥屋野中学校長　　林　　　順　一　

学校現場からセンター研修をみて


