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　教育雑誌を読んでいる中で，BRUSH UPと
いう言葉に出会うことが多くなっています。
　この言葉に最初に出会ったときに，英語に
弱い私は，直ちにインターネットでこの言葉
の意味を調べてみました。そこには，「磨き上
げること。技術や能力に更に磨きをかけるこ
と。一段とすぐれたものにすること」と記し
てありました。つまり，学んだことに磨きを
かけ，より高いレベルに押し上げること，よ
り高みを目指すという意味でした。
　ところが，何度か，この BRUSH UPとい
う言葉に出会ううちに，論文等の内容からし
て，どうも「より高みを目指す」という意味
ではおかしいという感覚を覚えるようになり
ました。そこで，もう一度，インターネット
で調べ直してみました。すると，ビジネス用
語や教育用語では，「より高みを目指す」と
いう意味で使われている場合があるが，元々
BRUSH UPという英語には，そのような意
味はないと記してありました。そこに記して
あったのは，「（おぼつかなくなった知識・腕
前などを取り戻すため）学び直すこと」とい
う意味でした。つまり，過去の学びで100あっ
た知識や技能が，最近使わなかったことで70
になってしまったので，学び直しをして100に
戻すということらしいのです。
　いずれにしても，ビジネス界や教育界で
は，BRUSH UPという言葉を，「より高みを
目指すために学ぶ」と「取り戻すために学び
直す」の両方の意味で使っていることが分か
りました。
　私は，教職員にとって，この両方の意味の

BRUSH UPが必要であると思います。
　まずは，すべての教職員が，よりよい教育
を目指して，今もっている知識や技能を磨い
て，高めようとする強い意識をもたなくては
なりません。
　センターでは，この意味でのBRUSH UPを
支援する講座を開設しています。例えば，大
学の先生による先進的内容の講義と指導主事
による演習で教科の学びを高める教科指導研
修や，ICT活用研修，生徒指導研修で開設し
ている応用編の講座などです。もちろん，マ
イスター養成塾もより高みを目指す先生方を
対象とする講座です。
　一方，「取り戻すために学び直す」という意
識もとても大切です。板書を例に考えてみま
しょう。若手教員は，板書の大切さを強く意
識し，授業前には板書計画をしっかり立てて
授業に臨んでいます。しかし，経験を積むに
従って板書に対する意識がおろそかになる傾
向があります。若手教員と中堅教員の両方の
授業を参観しているセンター指導主事もその
ことを指摘しています。中堅・ベテラン教員
だからこそ，板書や課題提示といった基礎指
導技術を学び直す必要があると考えます。
　センターでは，学び直しを希望する先生
が，勤務場所にいながら都合のよい時間に学
び直しができる出前研修をスタートします。

　多くの先生方から，センターの研修を大い
に活用し，両方の意味のBRUSH UPに取り組
んでいただきたいと願っています。

B R U S H  U P
新潟市立総合教育センター　　　　

所　長　　吉　原　修　英
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役立つセンター，頼りになるセンター
協働するセンター
発信し，世に問うセンター
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もっと役立つセンターに

＜スローガン＞ ＜重点スローガン＞

　未来に生きる子どもたちには，20世紀とは異なる21世紀型社会（知識基盤社会，生涯学習社会と
表現されることが多いです。）を生き抜く力が求められています。
　そのことを受けて，教員には，既存の知を伝達するにとどまらず，学校や授業を新たな学びの場
として再生する力量をもつことが期待されています。言い換えれば，社会と子どもの変化に柔軟に
対応し，子どもに確かな学びを保障できる力量を備えた教員として，「学び続ける教員」であること
が望まれています。
　当センターでは，現場の声を生かしながら，研修体系や内容を見直し，皆さんの「学び続ける」
ことを支援します。

〇 　キャリアステージを次の 3 つの期に分けて，「授業力」「組織マネジメント力」「人間力」の視点
から17項目を設定し，新潟市の教員としての目指す教師像を分析しました。それを基に，研修や
研修講座内容を改善します。

　・教師力習得期（新採用〜若手教師道場）
　　 　学級経営，教科指導等の担当業務を中心に，授業力の基礎・基本と教師としての素養を習得

するステージととらえました。
　・教師力習熟期（若手教師道場終了〜教職12年経験者研修）
　　 　校外研修やOJTを積極的に活用して，専門性を向上させ，担当業務遂行能力や授業力を高め

るステージととらえました。
　・教師力充実・還元期（教職12年経験者研修終了〜）
　　 　自身の教師力をさらに磨きをかけるとともに，他の教職員が教師力を向上できるように支援

するステージととらえました。
〇　キャリアステージに応じて資質・能力を確かに獲得し，高められるように次の点を改善しました。
　⑴　 初任研公開授業，若手教師道場黒帯（ 4 ・ 5 年目）授業力さらなる一歩，教職12年経験者研

修公開授業の受講者全員の授業を指導主事またはマイスターが参観し，支援をします。
　⑵　養護教諭の初任研から 5 年間での継続的・計画的研修システムを構築しました。
　⑶　幼稚園教諭の研修対象を拡大しました。
　⑷　新潟大学教育学部と連携した教職12年経験者研修を一層充実します。
　⑸　希望研修を魅力的で，役立ち，活用できる内容の研修にしました。
　　　・大学教員と指導主事がコラボレーションした教科指導研修の充実を図りました。
　　　・生徒指導研修の改編を行いました。

1 　「出前研修」をご活用ください。

　勤務時間内に行う学校，学年・教科部などの要請に応じて，当センターのスタッフが，学校等の
会場に出向き，講座を実施する「出前研修」のシステムを充実しました。昨年度は，理科実践研修
だけでしたが，基礎技術研修，ICT活用研修を加え，次の表に示した講座を中心に実施します。出
張の負担軽減も含め，研修の充実のためにぜひ活用してください。

センターの取組
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　「役立つセンター，頼りになるセンター」「協働するセンター」「発信し，
世に問うセンター」をスローガンに掲げてから 3 年目になります。また，
重点スローガンも「もっと役立つセンターに」（H23 年度）から「もっとも
っと役立つセンターに」（H24 年度）とグレードアップさせてきました。今
年度は，「もっともっともっと役立つセンター」を目指して，新潟市の教職
員の皆さんの資質・能力の向上をサポートしていきます。

所長補佐・指導主事

木　澤　英　二

2 　「授業づくりガイドブック」をご活用ください。

　校内研修や授業改善の拠り所として，学校支援課から
示されている「新潟市の授業づくりリーフレット」「　〃
　（実践編）」「生徒指導リーフレット」を踏まえ，何をす
ればよいのかを具体的に示しました。
　「かゆいところに手が届く」を目指して作成しましたが，
まだまだ不十分なところがあります。当センターでも，内容
の研究をして，大きく育てていくつもりですが，皆さんから
使ってみての感想や意見をいただければありがたいです。

　今年度も理科教育研修の充実を
図るために，CST（コア・サイエ
ンス・ティーチャー：小・中学校
の理科教育において中核的な役割
を担う教員）が配置されました。

　昨年度からの巻北小学校に勤務する山田淳CST新潟市マイスターに加え，
今年は，女池小学校に勤務する澤栗賢一CSTが，毎週金曜日の研修に参画し
ます。

ＣＳＴ

澤　栗　賢　一

授業スキル編 学級経営編

◦発問づくり　　　◦話合い活動
◦ノート指導　　　◦板書
◦自学，家庭学習　◦学習の評価
◦指導案のつくり方

◦電子黒板活用　　◦実物投影機活用

◦電子黒板活用　◦実物投影機活用　◦観察技能　◦実験技能
◦教材理解　　　◦理科室運営　　　◦薬品管理　◦観察実践の安全
◦その他（理科実験に関すること）

◦学級通信づくり　　◦教室環境づくり
◦通知表，期末評価　◦学級組織，係活動
◦個人懇談，保護者会
◦特別な支援が必要な子どもへの対応
◦朝の会，帰りの会　◦人間関係づくり
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Ⅱ　ＩＣＴ活用に関する研修

Ⅲ　 理科実験に
関する研修

※詳しくは，別途「『出前研修』実施要項」及び「『出前研修』パンフレット」参照。
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企画研修部　総括班

企画研修部　生徒指導班

企画研修部　教育情報班

キャリアステージ研修部

　研修講座の企画・運営全般，研修案内の作成，研修受付を担
当します。「研修直後アンケート」「 3か月後アンケート」「事
業モニター」を活かして，新潟市の求める教職員育成につな
がる研修体系構築を進めます。
【主な担当業務】
小林　広紀… 部・班総括，研修体系・総括，外部機関・団体

等との連絡調整（特別活動・生徒指導）
脇野　哲郎… 専門研修 2 ・ 3 対応，研修案内・日程・受付満

足度・活用度調査（体育・図工・美術）
杉山　和敏…購入図書整理，図書館教育（社会）

　新潟市が進める子ども一人一人の成長を促す生徒指導を実
現するため，今年度より生徒指導班が誕生しました。「学級集
団づくり」「全校体制で取り組む生徒指導」「特別活動」など
の講座を新設します。
【主な担当業務】
小林　広紀… 班総括，生徒指導研修，特別支援教育研修，（特

別活動・生徒指導）
石塚　克己… 特別支援教育研修，生徒指導研修，センターだ

より（特別支援）
生田　雅之…初任研，人間力向上研修
後藤　　恒…初任研，人間力向上研修
溝井　智美…初任研，人間力向上研修
加藤　智美…初任研，人間力向上研修
結城　　彰…初任研，人間力向上研修
山田　友明…初任研，人間力向上研修

　子どもたちの「分かった」「楽しい」のために，学校にある
実物投影機や電子黒板，コンピュータを授業で活用してみま
せんか。教育情報班ではICTを活用した授業改善のヒントを発
信していきます。
【主な担当業務】
内山　一敏… 班総括，ICT活用研修・学校支援，視聴覚本館担

当（数学・技術）
牧　　弘樹… ICT活用研修・学校支援，センターHP，理科教

育総括（理科）
伊丹　和哉… ICT活用研修
門野奈保子… 研修申込，研修出欠管理，ICT活用研修補助

　キャリアステージ（初任研・若手研・ 5年研・12年研・マ
イスター）に応じた研修を担当します。各ステージに対応し
た教職員の資質能力の育成と向上を図るために，それぞれの
接続・かかわりを意識してきめ細かい研修を実施します。
【主な担当業務】
田中　哲夫… 部総括，人材育成指標，マイスター養成塾（社

会）
小畑　　裕… 5 ・12年研修，センターだより（算数）
青木　博子…初任者研修，若手教師道場（生活・総合）
佐藤　貴子… 初任者研修，マイスター養成塾（国語・外国語）
本間　　昇…若手教師道場，授業づくりガイドブック（英語）
仲川　容子… 5 ・12年研修，教科書センター（国語）
脇野　哲郎… 12年研修

平成25年度
「総合教育センター」「視聴覚センター・分館」の方針とメンバー
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　担当が中心となりながら，皆様のニーズに応じた講座等の事業を全所員で取り組んでい
きます。

調査研究部

庶務管理係

植物資料室

視聴覚センター・分館

　調査対象の拡充，アンケート集計システムの紹介など通し
て，学校における生活・学習意識調査の活用を推進します。ま
た，指導案の集積，提供を充実させるとともに，活用事業の
成果を生かした研修の実施に努めます。
【主な担当業務】
伊丹　和哉… 部総括，生活・学習意識調査，活用事業（理科）
吉田富貴子… センターだより，指導案の広場（家庭・音楽・幼

稚園）
中村　雅芳… 生活・学習意識調査，教科書センター，図書館

教育（国語・道徳）
林　　順一… 学校経営まるごと支援，資料室経営，教育計画・

通知表などの収集（数学）
近藤　文男… 学校経営まるごと支援，資料室経営，教育計画・

通知表などの収集（体育）

　総合教育センター，視聴覚センターの庶務事務を担当して
います。研修受講者の皆さんが，より充実した研修に取り組
めるよう，施設の管理，研修機材・教材の整備を図っていき
ます。
【主な担当業務】
清水　博美… 事務担当所長補佐，庶務管理係総括，各課との

連絡調整，予算・決算・監査・重点施策，総合
計画・教育ビジョンに関する事項，要覧総括

牧　　節子…庶務事務，財務事務，研修旅費
鈴木　新一…契約事務，事務
小林　　博…一般・研修補助
栂坂　正昭…一般・研修補助，科学教育関係補助

　池上義信氏が採集・収集し，新潟市に寄贈した約37万点の
植物標本の整理・保全を行うとともに，ホームページによる
公開も行っています。また，市民・親子・教職員を対象に講
習会を実施，学校や市民からの植物に関する相談や質問にも
応じています。
【主な担当業務】
前田　和広… 資料室総括，高等植物標本の管理・保全，植物

観察会の実施等
樋口　光栄… 標本の整理・作成，高等植物標本の管理・保全，

コンピュータ・関連機器の管理
宮沢　優子… 標本の整理・作成，蘚苔標本の管理・保全，標

本データの検索出力

　教材選定に関するアンケートの結果をもとに視聴覚教材の
充実に努めるとともに，教材・機器の貸し出しを行っており
ます。多くの学校・園の皆様からのご利用をお待ちしており
ます。（詳細はHPをご覧ください。）
【主な担当業務】
内山　一敏… 本館事業総括，市民情報活用教室，教材制作支

援，教材選定（学校教育）
清水　博美…庶務管理，予算・決算
牧　　節子…庶務
鈴木　新一…庶務
小林　　博…一般事務補助
三村　信行… 分館事業総括，各種研修講座，「視聴覚センター

だより」発行，教材選定（社会教育）
市橋　三男…視聴覚教育，教材貸出・返却，貸室
清田　純子…視聴覚教育，教材貸出・返却，貸室
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　新年度を迎え，新体制で希望あふれる 1 年がスタートしたことと思います。今年度も，年 5 回の発行を
予定し，読者の皆様に役立つ情報をより多くお伝えしていきます。取り上げた内容が，各学校における取
組の参考となれば幸いです。

　海岸の砂地に生える多年草で，全体の感じがエンドウに似ています。４〜７月にかけ
てハマエンドウの群落が見られます。鮮やかな紫色で覆われ，遠くからもはっきりと分
かります。花はスイトピーそっくりです。葉は偶数羽状複葉で先端に巻きひげがあり，
巻きついて姿勢を立てています。水分確保のために葉を折りたたんで日差しを凌ぐこと
もあります。国内の海岸に分布し，食用や薬用として親しまれてきました。
※�　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>　

　〜初夏の浜かざり〜　ハマエンドウ（浜えん豆）

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>

平成26年度使用教科用図書展示会を開催します！

お 知 ら せ

　今年度も，教科書の発行に関する臨時措置法第 5 条及び文部科学省令に基づいて，平成26年
度使用教科書を展示いたします。是非，実物を手にとって，内容や体裁等をご確認ください。

　☆閲覧可能日時…月〜金曜日， 9 ：00〜17：30
　☆主な資料
　　・各教科，学校経営にかかわる書籍や教育用雑誌
　　・道徳副読本（小学校・中学校）
　　・教育委員会月報，市内各校の教育計画，通知表など

　センターのホームページを，昨年度末にリニューアルしまし
た。その中の授業に役立つページには，左のようなページをつ
くり，日々の授業づくりの際の参考になる情報を盛り込みまし
た。特に 4 月当初に各学校に配付している「授業づくりガイド
ブック」も掲載しました。授業づくりに困った時，ちょっと一
息つきたい時などに。ぜひ，ご覧ください。

☆開催期間及び時間� 6 月14日㈮〜 6月28日㈮
� 平日‥ 9：30〜17：30　土日‥ 9：30〜17：00
☆場　　　　　　所� 総合教育センター館内（期間中，案内表示を出します）
☆展 示 教 科 書� 平成26年度使用高等学校教科書
� 平成26年度使用小学校・中学校・特別支援学校用教科書
� 特別支援学校・学級用一般図書

新潟教科書センターは教材・最新情報の宝庫！
　各種資料・教育雑誌・市内各校の教育計画も閲覧可能です！

ご 活 用 く だ さ い ！


