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　「分からないことだらけで目が回りそうな毎
日です。参観日，PTA総会，家庭訪問と行事が
たくさんで不安もいっぱいあります。しかし，先
輩には本当に恵まれ，一人一人が心配して声を
かけてくださったり，アドバイスをくれたりと，
不安や焦り以上によい刺激を受けています。」
　「毎日が初めて見ることにあふれ，覚えなく
てはいけないこと，やらないといけないこと
で時間に追われています。しかし，身体は疲
れていても充実感はあって，何より子どもた
ちがかわいくて，やりがいを感じています。」
　 4 月中旬，センターの研修がスタートしま
した。冒頭の感想は，新潟市新規採用教職員
86名が参加した初任者研修ガイダンス終了後
に記入した「新年度が始まって 2 週間の感想」
です。多くの新規採用教職員が，仕事に追わ
れ日々悪戦苦闘しながらも，周りの先生方の温
かさに触れ，そしてアドバイスをいただきなが
ら，やりがいを感じている姿が述べられてい
ました。初任者が周囲の皆さんから助けられ
ながら仕事を覚え，しだいに職能を高める中
で子どもたちと一緒に感動を味わうことがで
きることを願うとともに，センターとしても今
年度の初任者研修，その後の若手教師道場(白
帯・黒帯）を通して，教員としての基本的な技
術等を習得できるように支援していきます。

　さて，センターでは，今年度のスローガンを
「活用されるセンター」としました。この「活
用されるセンター」のスローガンは，二つの対
象に向けたものです。その一つはセンター職員
に向けてのもの，もう一つは教職員の皆さんに

向けたものです。センター職員に向けては「活
用される研修事業への改善を目指そう」という
意味が込められています。このことを受けて，
受講者の学びが単なる知識や教養にとどまる
ことなく，学校現場で実際に活用され，子ども
や同僚に届くことを目指して，講座等の内容や
方法の見直しを行いました。具体例としては，
センター職員が各講座を計画する際，受講者
の皆さんに受講後になってほしい姿を明確に
して，その姿に至るための手だてや働き掛けを
行うようにすることです。また，もう一つの対
象の教職員の皆さんに向けては，センターの研
修講座を活用して，より「高み」を目指してほ
しい，今まで身に付けてきた授業技術等を再び
見つめ直す「学び直し」を行ってほしいという
ことです。より「高み」を目指すこと，「学び直
し」をすること，この二つの「Brush up」のた
めにセンターの研修講座を活用してください。
　併せて，昨年度より行っております「出前
研修」，さらには「ESサポート」を活用して
ください。教職員の皆さんの「Brush up」の
ために研修する場を提供します。

　冒頭に述べました初任者の皆さんはこれか
ら長い間，新潟市の子どもたちの成長のため
に力を尽くします。その初任者の皆さんをは
じめ，現在，最前線で子どもたちの指導に当
たっている多くの教職員の皆さんからセン
ターを大いに活用していただくことで，子ど
もたち一人一人の可能性が最大限に引き出さ
れ，そのことが子どもたちの明るい未来につ
ながることを願っています。

初 任 者 の 感 想 か ら
新潟市立総合教育センター　　　　

所　 長　　高　地　啓　衛
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　このほかにも，授業づくり・特別活動・特別支援教育にかかわる講座が充実しています。
自校の研究内容の共通理解を図るため，学校で指定したセンターの講座に全職員が参加して
学んだ学校もありました。センターの講座をぜひ御活用ください。

センターに
行って学ぶ 活用されるセンターへ

センターのひと・ものを使って学ぶ

センターから
招いて学ぶ

教室で活用できる内容と方法を提供する講座　〜センターに行って学ぶ〜
　新しい知識や技能を身に付け，少しでも成長したいという教職員の皆さんの願いに応えます。そ
のため，学校現場での活用に重点を置いて講座を次の点から改善しました。
　○　「教室で使ってみたい」と思えるような内容と方法の焦点化を図る
　○　大学等から講師を招き，先進的な内容を提供する
　○　講義に演習をプラスして，主体的に参加できるようにする
　今年度も，講座直後と 3 か月後アンケートの実施，各区の 6 分の 1 の学校に依頼する事業モニター
等により，現場のニーズをつかんでいきます。御協力お願いします。

　・「学習課題とまとめ」
　・「学級崩壊を未然に防ぐ」 北九州市立小倉中央小学校　菊　池　省　三　先生
　・「学級集団づくり出会いの演出の鉄則」「学級生活停滞期の学級集団づくり」
 上越教育大学　赤　坂　真　二　先生
　・「通常学級における特別支援教育」 東京都日野市教育委員会　宮　崎　芳　子　先生

　新採用研修の後，採用 2・3 年目を「白帯」， 4・5 年目を「黒帯」とする若手教師道場は，市独
自のシステムです。この道場に参加することにより，教員として基本的な技術と研修の構えが習得
できます。今年度は，「指導案のつくり方」と「人間関係づくり」の講座を必修とし，より高みを目
指す「Brush　up」を図ります。

　電子黒板，プレゼンテーション，表計算ソフトの講座で，初級（基本編）と中級（応用編）を明
示し，受講者のスキルに応じてレベルアップできるようにしました。

ＥＳ（イブニング・アンド・サタディ）サポート
　「勤務時間外だけれど研修したい」，そん
な要望に応えます。研修サークルや校内の
グループでも２人以上なら申込み可能です。
センター指導主事の指導を受けることもで
きます。
　昨年度は，36回の利用がありました。特に，
研修サークルの研修会や，指導主事が参加
しての指導案検討会が多くありました。
　詳しくは，ホームページを御覧ください。

理科授業　３つの【ない】を解決します�
� …「知って得する理科」研修

【物 が な い】… 研修で使った教材教具を子
どもの人数分持ち帰り可
能！

【時間がない】… 秋葉区・中央区・西蒲区の
3 会場で，開始は午後 3
時！

【自信がない】… 授業の構想と観察実験のポ
イント早分かり！
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　昨年度，年度初めに，研究内容の共通理解を目的として出前研修を利用した学校が 7校あ
りました。さらに，「板書」を中心テーマに，複数回出前研修を利用して研修を深めた学校
もありました。また，「ノート指導」「発問づくり」「板書」と，複数の異なるテーマの出前
研修により，教職員のスキルアップを図った学校もありました。
　今年度は，４月中で22件の依頼がありました。職員研修としてもぜひ御活用ください。

　皆さんは，昨年度，何回研修講座を活用しましたか？研修講座の活用によ
り，次のことが期待できます。
1　求める内容を学び，明日の授業への意欲が高まる
2　同じ立場の人々と話し，明日の出勤への元気が出る
3　研修内容から新たな取組を思い付き，明日の教室への歩みが速くなる
　日々の業務で余裕をなくして子どもの前に立つより，研修を通して自らを
高め，翌日笑顔で教室に行く方が大切です。研修講座をぜひ御活用ください。 所長補佐・指導主事

津　野　治　彦

教職員の共通理解とスキルアップを図る出前研修　〜センターから招いて学ぶ〜
　センターで開設している講座の一部を，指導主事が学校等に出向いて開催します。今年度対象と
なるのは，以下の講座です。

　・授業スキル編　　講座番号  36～ 41（発問づくり，ノート指導，板書等）
　・学級経営編　　　講座番号  42～ 48（学級組織・係活動，人間関係づくり等）
　・ＩＣＴ活用編　　講座番号 100～102（電子黒板，実物投影機）
　・理科関連講座編　観察技能・実験技能・教材理解・理科室運営・薬品管理
　　　　　　　　　　観察実験の安全　等に関わる講座

　センターホームページより「出前研修申込書」をダウンロードして，メールかファックスで送る
だけで申し込むことができます。

改訂版
「若手教師のための授業づくりガイドブック」
　昨年度作成したものを，市の授業づくりの重点に合わせ
て修正しました。「学習課題」「学習の記録～板書・ノート
～」「学習のまとめと振り返り」「本時の構想の順序」など
について，分かりやすく解説してあります。授業を構想す
る際に御活用ください。
　この冊子は，センターのホームページからダウンロード
できます。
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理科教育研修を充実させるＣＳＴ活用推進事業がスタートします

浜浦小学校

山上　　純
女池小学校

澤栗　賢一
 巻北小学校

山田　　淳

　CST（コア・サイエンス・ティー
チャー）とは，小・中学校の理科
教育において中核的な役割を担う
教員です。現在，新潟市には認定
を受けたCSTが15名います。今年
度は，センターに 3 名のCSTが配
置され，「知って得する理科」研修
の企画・運営を中心に力を発揮し
ています。
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企画研修部
　総括班

　教育相談センター兼務指導主事

　教育情報班

キャリアステージ研修部

　研修講座の企画，研修案内の作成，受講受付などセンター
研修事業の全体運営を担当します。また，「講座直後アンケー
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事業，講座体系の構
築を進めます。
　昨年度の生徒指導班は総括班に一括し，総括班として生徒
指導研修，特別支援教育研修を充実させます。

【主な担当業務】
小林　広紀…�部・総括班総括，研修体系・企画，生徒指導研

修（特別活動・生徒指導）
西村　圭子…�特別支援教育研修，生徒指導研修，特別支援教

育サポートセンター対応　（特別支援）
阿部　　潤…�特別支援教育研修，専門研修 2・3対応，研修案

内・日程・受付　講座評価，事業モニター　（体
育・図工・美術）

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
山田　友明…初任研，人間力向上研修
石坂　正之…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サポートを
行います。研修講座や出前研修を御活用ください。

【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）
大橋　英喜…ICT活用研修・学校支援
門野奈保子…研修申込，研修出欠管理，ICT活用研修補助

　「初任者研修」「若手教師道場」「12年経験者研修」「マイス
ター養成塾」の企画・運営を担当します。教職員のキャリア
に応じた資質・能力の育成と向上を図るために，個々の講座
の充実とともに，それぞれの接続・関連性を意識し，きめ細
かな研修に努めます。

【主な担当業務】
田中　哲夫…部総括，人材育成指標（社会）
小畑　　裕…12年研修（算数・数学）
佐藤　貴子…マイスター養成塾（国語・外国語）
青木　博子…�若手教師道場・5年研修，授業づくりガイドブッ

ク（生活・総合）
藤井　正人…教科書センター，図書館との連携（国語・道徳）
内藤　浩悟…初任者研修（英語）
杉山　和敏…購入図書整理，図書館教育（社会）
仲川　容子… 5・12年研修，教科書センター（国語）

平成26年度
「総合教育センター」「視聴覚センター・分館」方針とメンバー
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　今日の講座の視点から見
直してみたら，自分の課題
がみえてきたな。その対策
も分かった。これで，いいぞ。

　今求められている教育の在
り方を知ることができて良
かった。学校に戻って，その
視点から考えてみよう！

調査研究部

庶務管理係

植物資料室

視聴覚センター・分館

　新潟市内の小中学生の生活実態や学習に関する意識調査を
行い，その結果を分析し，学校で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学校組織マネジメ
ントの実践に関する共同研究を行います。

【主な担当業務】
大橋　英喜…�部総括，生活・学習意識調査，学校組織マネジ

メント共同研究実践事業（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）
杉中　　宏…�学校経営まるごと支援，教育計画・通知表など

の収集　（体育）　
林　　順一…学校経営まるごと支援，資料室経営　（数学）

　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

鈴木　新一…契約事務，財務事務
伝川　政勝…庶務事務，財務事務，研修旅費
佐藤　　誠…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・保全を中心にしています。約10万点の高
等植物標本のデータをホームページで公開しています。また
「市民植物観察会」等を実施し，学校や市民からの「植物に関
する相談・質問」に応じています。

【主な担当業務】
樋口　光栄…�資料室総括，植物資料データベースの管理，植

物観察会の実施等
山崎　秀一…標本の整理・作成，植物標本の管理・保全
宮沢　優子…�標本の整理・作成，植物標本の管理・保全，標

本データの管理

　教材選定に関するアンケートの結果を基に視聴覚教材の充
実に努めるとともに，教材・機器の貸し出しを行っています。
7 月以降は新津図書館に業務を委譲しますが，学校・園の皆
様からの変わらぬ御利用をお願いします。

【主な担当業務】
内山　一敏…�本館事業総括，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
鈴木　新一…庶務
伝川　政勝…庶務
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
清田　純子…視聴覚教育，教材貸出・返却

センター職員は，受講の皆さんが，Brush  up  する姿を目指します !!
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　新年度を迎え，新体制で希望あふれる一年がスタートしたことと思います。センターでは，三つの機能
（研修機能・教育情報センター機能・調査研究機能）を十分に発揮し，学校運営・授業づくり・生徒指導の
Brush upのために支援をしていきます。今年度のセンターだよりでは，年 5 回の発行を通して，皆様の
Brush upの様子とともに，Brush upに向け活用していただける情報を提供していきます。

　葉は常緑で花の形は船の碇を連想させます。日本海側の雪の多い山野の林に生え
る多年草で角田山や弥彦山の麓などにも見られます。
　 4 ～ 5 月に白色から紅紫色の花を下向きに咲かせます。北陸以北では白い花が多
いようです。葉の縁には刺状の毛が生えています。日本の固有種で「常磐碇草」と
も書きます。滋養強壮等の薬草として使われることもあるようです。
※�　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>　

トキワイカリソウ（常磐碇草）　メギ科

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>

平成27年度使用教科用図書展示会を開催します！
　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27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，内容や体裁等を御確認ください。

　☆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

　今年度の事業が，本格的にスタートしました。受講に当たっ
ては，「平成26年度新潟市教職員研修案内」の受講における留
意点（11ページ）を御確認ください。特に以下の 2 点について
は，重ねて確認をさせていただきます。

○�　講座実施の案内や通知の文書は出ません。センターホームページ「○月の研修講座一覧」
で確認できます。受講前に必ず御覧ください。

○�　欠席，遅刻などの手続きについては，校園長が，所長補佐（津野）に連絡を入れてくだ
さい。

☆開催期間及び時間� 6 月13日㈮〜 6月27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27年度使用高等学校教科書
� 平成27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等も閲覧可能です！

セ ン ー 示 板タ 掲

お 願 い


