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即使える

開催
時期が

ぴったり

子供に
理科の

力がつく

困り感を
解決！

今の
教育課題に
ぴったり

「Brush up」する学校を支えて
　センターでは，「活用されるセンター」と
いうスローガンの下，研修・講座，研究の充
実を図ってきました。多くの先生方に御参加
いただいた研修・講座は，日々の実践に役に
立つ内容だったでしょうか。
　今回は，センターの研修・講座を活用して
学校運営や授業力向上に役立てている学校や
先生方の様子を紹介します。

　小学校 3年生教材「かげと太陽」「ぐんぐんのびろ」（ 5月実施）
　小学校 4年生教材「自然の中の水」「水の 3つのすがた」（10月実施）
　小学校 6年生教材「植物の養分と水の通り道」「てこのしくみとはたらき」（ 6月実施）

　理科は，このような講座のほかに実験器具の貸し出しや使い方指導も行っております。
　貸し出し可能な実験器具のカタログは，ホームページで御覧いただくことができます。
　カタログにない器具の貸し出しも御相談ください。

平成26年度　スローガン

○�　センター職員は「活用される研修
事業」を目指します。

○�　受講者がBrush�upを目指して活用
する研修事業を提供します。

「活用されるセンター」

講座「知って得する理科」の活用で理科授業が大好きに!!
　「知って得する理科」は，10月末現在 9回（下記内容をそれぞれ 3会場で）実施しました。
この講座は，複数回参加している方も多く，受講者の満足度は全て満点です。「『知って得
する』ではなく『参加して得する』だ。」「研修内容を使って授業をしてみたい。」「今後も
参加したい。」などという声が多く聞かれています。

Brush up ❶

　役に立つ情報，教具のお土産な
どが毎回ある。

　食紅がうまくいかなくて困って
いた。今日の染色液は，とても使
いやすい。エチルアルコールも
思ったよりも手軽に利用できるの
で，今年は，実験に使ってみたい。

　これから実施する単元につい
て，ヒントを十分もらえた。授業
にすぐに活かせるタイミングの
開催でうれしい。

　実験の仕方や授業の流し方，子
供の思考の流れについて，理科支
援員の経験を基にして説明して
くれるので，とても参考になる。

　実験のヒントがもらえるほかに，「学習課題を引き出す方法を教えてもらえる」「２年
間，まんべんなく参加すると，どの学年にも対応できる」というよさがある。
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「学校組織マネジメント共同研究実践事業」
　今年度の共同研究校は，竹尾小学校と小合中学校です。校長先生の特色ある学校経営の
充実に向け支援している事業です。今回は，竹尾小学校の取組を紹介します。中村芳郎校
長は，以下の 3つを柱に組織マネジメントに取り組んでいます。

Brush up ❷

1 　学校教育ビジョンの重点目標の再定義と戦略的提示
　年度初めに，学校経営の理念，ビジョ
ン，戦略を構造化して職員に提示しまし
た。各自が講ずる各戦術（手立て）と
自校の重点目標「進んで学ぶ子」との
関係を明確にし，意欲付けを図りました。

2 　プロジェクト（学力P）の取組
　昨年度から，「子供が見通しをもっ
て考える授業」の実現のために，問題
解決型学習を展開しています。学習課
題の工夫で，思考を深めている子供の
様子を確認できるようになりました。
しかし，まとめとの関連で学習課題を設定することや，学習課題を解決する手立ての工夫には改善
の余地があります。本事業を通して，計画的・意図的に取り組んでいきたいと思います。
　⑴　総合教育センター指導主事を講師にした校内研修（ 6月）
　�　「学習課題とまとめ」について模擬授業と演習を行い，職員全員で目指す授業の共有化を図りました。

　⑵　「学習課題とまとめ」を実際の授業に活かす（ 8月）　
　�　構想カードを作成して学年部で交流し，「子供が見通しをもって
考える授業」の実現のために，「学習課題とまとめ」を検討しました。
　⑶　職員の同僚性と協働性を発揮できる事前検討会の実施（ 9月）
　�　全体授業研究の事前検討会を，模擬授業形式で実施することに変
更しました。当事者意識をもって参加することで，紙面だけの検討
会では，深まらない部分まで検討でき，焦点付けた協議や積極的な
代案の提示がなされました。

　⑷　中学校区幼小中連携事業での授業公開（ 1月）
　�　職員全員が授業公開を行い，木戸中学校区（木戸中，牡丹山小，牡丹山幼）の先生方と一緒に
「学習課題とまとめ」について意見交流をする「Share�Time」をもつ予定です。

　学校評価項目に設定した「学習課題を書くことが日常的にできていますか」「まとめを書
くことが日常的にできていますか」の自己評価も良好な結果でした。「チーム TAKEO」と
してベクトルをそろえて研修するシステム作りのヒントをたくさん得ています。

3 　優れた授業研究会への積極的な参加（11月 8 日）
　秋田県由利本荘市で行われた「平成26年度学力向上フォーラム」に，校長・
研究主任・学力向上プロジェクト主任が参加しました。公開授業と「あきた型の学力向上」に関す
る講演などから，自校の授業改善と学校経営に活かしていきます。
� <竹尾小学校　校長　中村　芳郎>

研究主任の
コメント
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「講座」と「出前」を活用して授業改善!!
　庄瀬小学校（本多郁代校長）では，「伝達型授業から創造型授業への転換を目指して」
という研究テーマの下，主に算数科において質の高い「学習課題とまとめ」のある授業を
目指し，全校体制で授業改善に取り組んでいます。
　研究主任の荒川龍子教諭は，まず自らが当センターの講座に参加し，「学習課題とまとめ」
についての理解を深め，授業改善の視点やポイントを明確にしました。そして，それを踏
まえて，出前研修を 3回位置付けた校内研修計画を作成し，実践研究を進めています。

Brush up ❸

1 　授業改善に向けて活用した講座・研修

活用した講座・研修 研修・活用内容
< 5月>�講座「学習課題とまとめ」

への参加（研究主任）
　子供から学習課題を生み出し，子供の言葉で学習内容をま
とめることが「創造型授業」実現の第一歩であることを確認
し，校内研修計画に反映させた。

< 5 月>出前研修①の実施
・指導主事による模擬授業及び
演習の実施

　「学習課題とまとめ」が明確な授業づくりと板書の在り方
について全職員が共通理解し，授業改善への見通しをもった。

< 8 月>出前研修②の実施
・�先行 3実践の総括的検討会
・9月研究授業（下記 2参照）の
指導案検討会

　指導主事を交えて， 6・ 7月実施の 3実践の最終板書写真
を基に，質の高い学習課題について検討した。その後， 9月
実践に向けて，模擬授業形式で「学習課題とまとめ」に特化
した指導案検討を行った。

<12月>出前研修③の実施（予定）
・今年度最終の授業研究

　指導主事を交えた授業検討を通して，今年度の授業改善の
成果と課題を共有する。（予定）

2 　授業改善の成果〜 2 学年算数「かさ」（ 9 月実践　授業者：中村 千春 教諭）
　〇「学習課題とまとめ」が明確な最終板書

　全校体制で創造型授業を目指した授業改善の取組の様子が分かります。
　センターの講座と出前研修を効果的に活用し，質の高い「学習課題とまとめ」のある授業づ
くりにおいて成果を上げています。

　２枚の方眼黒板を
使って，子供のノート
に対応させて提示した。

　子供の言葉を使って，
本時の学びをまとめる
ことができた。

　直接比較のできな
い，大きさの異なる
水筒を比べるという
問題状況を提示する
ことにより，生活に
密着した学習課題を
子供から引き出し、
学習意欲を高めるこ
とができた。
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「講座」と「出前」を使って，生徒がわかる，できる授業を目指す!!
　金津中学校（竹之内佳子校長）では，「ユニバーサルデザインの考え方に配慮した授業」
を目指しています。そこで，講座「通常学級における特別支援教育」を受講し，加えて「出
前研修」を活用し，全職員で授業改善に取り組んでいます。どの生徒にとってもわかりや
すい授業を目指しています。

Brush up ❹

　研究主任と特別支援教育コーディネーターが連携を図り，研修を進めています。「わかる」「で
きる」授業という目標は，職員全員で取り組める研修となりました。講座や研修により，これ
まで何気なく取り組んでいたことの目的を再確認する機会になっています。

５月
講座「通常学級における
� 特別支援教育」の受講
　体育学習の実践から，ユニバーサルデザ
インの考え方に配慮した教科指導の在り
方の確認

講座や出前を活用し，校内委員会の整備と校内研修でユニバーサルデザインの共有化を図る。
８月：校内研修会の実施【全職員による共有化】
　①　「わかる」「できる」授業のために全校で取り組みたいことの話合いと共有化
　②�　取り組んできた実践を振り返り，子供が「わかる」「取り組みやすい」授業が多くあった
ことを確認

８月末：授業づくりの視点の明確化
　①　どの子供にも「わかる」「できる」授業を目指すためのチェックリスト作成
　②　教室の前面等の環境整備の実施

７月
出前研修「ユニバーサルデザインの視点から
� 授業づくりを考える」の実施
①　校内委員会の活用方法の確認
②　学習環境の整備などの在り方の確認

今後の
取組予定

11月：生徒アンケートを実施して生徒の評価をとり，取組の改善を考察
12月：出前講座を実施し，生徒アンケート，職員の実践を基に次年度の取組を検討

9月～：授業実践
　各教科で工夫が見られています。

　刺激を減らし集
中できるように前
面の掲示を整理

　視覚的な教材の
提示により，分か
りやすい発問

　課題とまとめの
プレートの使用に
より，板書やノー
トの構造化を意識

チェックリストを
もとに，実践して

います。
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題　材：せきつい動物の移り変わり
【主な学習活動】
①　�導入で示した生物は，何類か考え
る。

②　�せきつい動物の化石の写真を観
察して，地球上への出現順を考察
する。

③　�せきつい動物の前あしの骨格の
図を比較し，共通するつくりと機
能上の特徴について考察する。

電子黒板で授業への集中力アップ！
　市内の全ての小中学校には電子黒板が配置されています。先生方の活用状況はいかがで
しょうか？ 5 月に実施した講座「授業に活かす電子黒板入門（e-黒板編）」を受講した東
新潟中学校の坂上直樹教諭が，中学校の理科の授業での活用に挑戦しています。

Brush up ❺

Q：実際に授業で使ってみて困ったことはありましたか?
A：�使い方は，講座で教えてもらったのでセッティング
も含めてスムーズにできました。画面を自分の影で隠
さないことと，プロジェクターをうっかり動かしてし
まわないことに気を付ける必要があります。

Q：使ってみての感想を聞かせてください。
A：�今までは実物投影機を使っていましたが，電子黒板
にすると生徒の姿を見ながら操作できるのがよいとこ
ろだと思いました。また，拡大機能を使うと，ポイン
トを絞って見せられるので便利です。生徒も楽しそう
に画面に書き込んで，普段の黒板とチョークとは違っ
た雰囲気になりました。

Q：電子黒板を使うと生徒はどう変わりましたか?
A：�一目で分かるのは，前を見る生徒が増えたというこ
とです。提示した資料を，興味をもって見ています。
導入や興味付けの段階で，その効果があると思います。
第 2分野では提示する資料も多いので，効果的に生徒
に見せることができました。

「 2択クイズ」を使った導入

生徒が図に書き込みながら発表

生徒の書き込みを拡大して確認

授業を終えた坂上先生に聞いてみました

　坂上教諭は，「今日は画面を見る時間が長くて飽きる子供が出てしまいましたが，とにかく
使ってみることが重要だと思いました。」と話を結んでくださいました。電子黒板で授業への
集中力をアップさせたい先生，是非センターを御活用ください。
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　今回は，学校現場の様子をお伝えしました。紹介した学校は，センターの講座を自校の実態に照らして
活用し，授業力向上に取り組んでいます。このような取組は，ほかにも多くの学校で行なわれており，紹
介しきれないのが残念です。今後も，新潟市の先生方の授業力向上を目指して講座の充実を図っていきた
いと思います。今後も，センターを更に御活用くださるようお願いします。

　別名の「ウシノヒタイ」は葉の形が牛の顔（額）を思わせることによる。
田の畦や水辺などの湿ったところに群生する。茎には刺がある。茎先に淡
い紅色の小さな花を球状につける。花弁に見える部分は萼片で，花弁はな
い。
　和名の由来は，実が蕎麦に似ていて溝などの湿気のあるところに生える
ことによる。
※�　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>　

ミゾソバ（ウシノヒタイ）　タデ科

編 集
後 記

<「センターだより」への御意見・御感想は　➡　shicen18＠netin.niigata.niigata.jpへ>

セ ン ー ら の お 知 ら せタ か

平成27年度　マイスター養成塾受講者を募集します。
⑴　目　的
　�　児童生徒に学ぶ喜び・楽しさを感得させる授業実践を通して，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員の養成を目指します。また，新潟市の教育向上の取組に参画するこ
とを通して，新潟市全体の教師力の向上に寄与できる教員の養成を目指します。

⑵　マイスター養成塾のプログラムとは?
　�　 5 月から，研究教科・免許教科を主に，他の教科等の研究授業を数回行います。担当指導主事
が受講者に，指導案作成から授業まで指導・助言したり，同期の仲間と切磋琢磨したりしながら，
マイスターにふさわしい教師力が備わるようにします。

　応募についての詳細は，既に各校に配付された募集要項を御覧いただくか，総合教育センター・
マイスター担当にお問い合わせください。

　H26.7.14付新総セ第155号でお知らせしたように，新潟市立視聴覚センターは，平成26年 7 月21
日に廃止されました。それに伴い視聴覚機材・教材の貸出業務は，以下のように行っています。
⑴　申�込�み�先　新潟市立新津図書館　
　　　　　　　　所在地：新潟市秋葉区日宝町 6 - 2 　電話：0250-22-0097　FAX：0250-21-1046
⑵　申込み受付日及び時間
　　　　　　　　○月〜木曜日・土曜日（第 1水曜日を除く） 　午前 8：30〜午後 7：00
　　　　　　　　○日曜日・祝日及び第 1水曜日　　　　　　　午前 8：30〜午後 5：00
⑶　申込み方法　○�原則として，新津図書館のホームページから入ります。（当センターのホーム

ページからも入ることができます。）その場合，各学校にお知らせしてある「ID」
「パスワード」が必要です。

　　　　　　　　○電話，FAX，新津図書館に直接来館して申し込むこともできます。
⑷　貸出・返却の受付日及び時間
　　　　　　　　○新津図書館に来館する場合　　⑵と同じ
　　　　　　　　○宅配業者を利用する場合　　　祝日を除く，月〜木曜日
⑸　そ　の　他　○申込み利用の 3か月前から受付。
　　　　　　　　○FAXで申し込む時は，配付（ホームページにも掲載）してある用紙を使用。
　　　　　　　　○不明な点は，⑴申し込み先に連絡。


