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より活用されるセンターを目指します

　平成26年度も残りわずか
となりました。右の表のと
おり，今年度は延べ7,000
人を超える皆様からセン
ターの講座を受講していた
だきました。この人数に，
今年度138回実施した出前
研修を合わせると，およそ
10,000人の皆様から御活用
いただいたことになりま
す。誠にありがとうござい
ました。今後も，より一層
活用されるセンターを目指
して，事業の改善を図って
いきます。

　センターで実施している講座が，皆様にとってどれくらい活用したい内容であるかを明らかにす
るために，今年度の講座直後アンケートでは『明日からの授業，児童生徒との関わり，日々の業務
でどれくらい講座内容を使ってみたいと思いましたか』という活用度の項目を新設しました。その
結果は，上のグラフのように高い評価をいただきました。また，継続して実施している満足度評価
においても「満足した」が増加しました。

　活用の状況については，このほかにも３か月後アンケートを抽出した講座で実施しております。
これらの結果やいただいた自由記述の内容を基にして，センターの講座についても一層の充実を
図っていきます。

グラフ：直後アンケートの結果

表：今年度実施の講座の延べ日数と受講者数（ 1月末現在）
日　数 受講者数

Ⅰ　基本研修 176 2,750

Ⅱ　ステップ
　　アップ研修

１　若手教師道場【白帯】 22 464
２　若手教師道場【黒帯】 4 285
３　若手育成研修 18 100
４　マイスター養成塾 21 196

Ⅲ　専門研修

１　組織力向上研修 21 828
２　課題対応研修 2 230
３　授業力向上研修 42 1,289
４　子ども理解と
� 支援研修
　　専門力向上研修

26 1,203

合　　　　計 332 7,345

10,000人の御活用に感謝申し上げます

活用度・満足度とも高い評価をいただきました
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＜授業づくり編＞
■日　時：平成26年 8 月21日（木）
■会　場：白根学習館ラスペックホール
■参加者：140名（教諭他61名，司書79名）
■内　容
　①　講義
　　　「�学校図書館を活用する授業に向け

た教諭と司書との協働の方法」
　　　 講師：帝京大学教育学部
� 教授　鎌田　和宏　様
　②　教諭と司書との情報交換・
　　　実践交流

＜読書活動編＞
■日　時：平成26年10月 7 日（火）
■会　場：総合教育センター大研修室
■参加者：80名（教諭他36名，司書44名）
■内　容
　①　講義
　　　「�集団読書法とは何か，その教育的

価値について」
　　　 講師：新潟大学教育学部
� 准教授　足立　幸子　様
　②　演習
　　　�・パートナー読書の体験

「教諭と司書との連携充実」講座
　今年度，「新潟市の学校図書館は日本一」の実現を目指し，学校図書館支援セ
ンターから御支援をいただき，標記の講座を新規に実施いたしました。本講座は，
＜授業づくり編＞と＜読書活動編＞の二本立てから成る，まさに“ハイブリッド”
な研修となっています。

　センターでは，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願いに応える
ために，講座の改善とともに新規講座の開発にも取り組んでいます。

　足立准教授の講義と演習を通して，集団
読書法の一つである「パートナー読書」を
実際に体験することで，参加者は新たな読
書指導の視点を得ることができました。併
せて，子どもの読書活動を活性化させる方
法を学ぶことができました。

　参加者からは，「集団読書
やパートナー読書への関心が
高まった」「担任の先生と打
合せの機会をもち，パート
ナー読書に取り組みたい」「読
書の概念を変えるパートナー
読書を実践してみたい」等，
実践に向けて意欲的な感想が
多く寄せられました。

　鎌田教授の講義では，「学校図書館は教
育活動の最も重要なインフラである」とい
うコンセプトの下，教諭と司書との連携及
び協働の方法や手順について，著名な実践
校の事例を基に，具体的に教示していただ
きました。
　参加者からは，「図書館司
書との連携を進めるために，
日頃のコミュニケーションを
密にしていきたい」「授業者と
授業展開を共有することで資
料収集以外にもできることが
たくさんあることが分かった」
等，連携に向けて前向きな感
想が多く寄せられました。
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　センターでは，講座の改善のために，講座の活用状況について「 3か月後アンケート」を実施し
ています。今年度は，36講座を抽出して実施しました。

特別な支援が必要な子ども，はじめの一歩
　授業内容を構造化するだけで，板書の見方やノートのまとめ方で困ってしまう姿が少なくなりま
した。その結果，授業に集中して取り組むことができてきました。教師のほんの少しの工夫で，同
じように学習に取り組めるようになるのだと感じることができました。

簡単操作でプレゼンテーション
　何も分からない状態で受講しましたが，自分一人でも何とか写真を取り込んでのプレゼンテー
ション作りができました。取り込んだ写真をただ映し出すだけでしたが，聴いている児童・保護者
への効果は絶大でした。次回からは，他の機能も少しずつ取り入れていきたいです。

道徳，はじめの一歩
　教材や，授業の進め方等が大変参考になりました。実際に授業をしたとき，生徒は，隣の人は別
のプリントをもらっているなどということに全く気付かず，意外な展開に生徒がぐっと近付いてく
る様子が分かりました。教材の提示の仕方を少し工夫するだけで，道徳が変わるんだなあと実感で
きました。

教科書を使った英語科授業
　教科書の効果的な使い方を，教科書の著作者から直に教えていただけるのは本当にありがたい機
会です。 2年連続でこの講座をとらせていただき，今年は昨年以上に得るものがあったと実感して
いますし，次年度も参加させていただければと思っています。

「学級生活停滞期」の学級集団づくり
　教科担任の先生から，「 1組いいね。一生懸命頑張っているね」という言葉をいただきました。
合唱コンクールでは，優秀賞をとり生徒も満足そうでした。赤坂先生から得たことを地道にコツコ
ツと続けていけば実を結ぶのだなと実感しました。

【自由記述の内容から】

講座の講義や演習で学んだ内容や
方法を職場で活用しましたか？

活用した方は，活用を通して
その効果を実感しましたか？

活用した
71％

とても実感
45％まあまあ実感

53％

あまり
実感できない

2％
活用

しなかった
29％
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　これらの子どもの声を受け，センターでも研究や講座の内容を工夫改善し，
もっともっとBrush Upする学校経営や授業づくりに役立つようにしていきます。

　調査に御協力いただき，ありがとうございました。今年度から授業に関する質問項目が五つ新設
され，小学校 3， 4 年生の全員が新たに調査対象となりました。

昨年度と同じ調査項目の結果
　昨年度と今年度の結果を比較した結果，回答の傾向に大きな変化は見られませんでした。

授業に関する新設５項目の結果

� 項　目

質　問　項　目

小学校 中・中等学校

あてはまる やや
あてはまる あてはまる やや

あてはまる
ア�　ふだんの授業では，学習課題が示さ
れていることが多いです。 70.4% 21.4% 46.8% 37.7%

イ�　ふだんの授業では，最後に学習内容
をふり返る活動（まとめ）をしている
ことが多いです。

73.0% 20.0% 33.2% 39.9%

ウ�　ふだんの授業では，友達同士で話し
合う活動を行っていることが多いで
す。

42.3% 41.4% 21.2% 45.3%

エ�　ふだんの授業では，自分の考えを発
表する機会があります。 46.7% 31.4% 26.6% 41.8%

オ�　授業の中で，分からないことがあっ
たらどうすることが多いですか。

　校種を問わず，最も多かった回答は，「友達にきく」が，
小38.1%，中47.7%でした。それに対して，「その場で先
生にきく」という回答は，10%程度に過ぎません。「授
業が終わってから，先生にきく」という回答も10%程
度でした。また，「そのままにしておく」という回答が
小で4.4%，中で6.1%という結果でした。

○�　項目アとイについては，肯定的な回答が小学校（以下「小」という）で90%以上，中・中等学
校（以下「中」という）では70～80%程度あり，各校の「学習課題とまとめ」への取組の成果が
読み取れます。
○�　項目ウとエについては，肯定的な回答の割合は高いものの，「あてはまる」とした回答が項目
アとイと比べて低くなっています。今後の授業改善のポイントの一つになると言えます。
○�　項目オについては，「そのままにしておく」という回答が，小中合わせて約2,600人ありました。
回答率が100％でないことを考慮すると，市内全体の実数は，もっと多くなります。軽視できな
い数値です。分からないことを教師に質問できる環境や授業づくりが求められます。

　この調査に関する研修を実施し，結果の活用をお願いしたところです。各校では，すでに研推だ
より等で自校の傾向について周知が図られていることと思います。市の平均値との比較などを基に，
炉辺談話でも結構ですので「なぜそうなのか」について，大いに語り合っていただきたいと願って
います。

来年度の取組
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御意見
御要望

御意見
御要望

①�　今日的教育課題ではＵＤＬに関わる講座を設けました。専門研修では，
部活に関わる講座を新設し，情報モラル講座では，SNSに関わる内容を取り上げます。
②�　採用 2・ 3 年目の基本研修講座「若手教師道場白帯」のうち，教科教育関係の13講座に
ついて，受講者の過不足を勘案しながら，全ての教職員を対象に随時募集を行います。
③�　「講師研修」は希望者も受講できるようにし，指名・希望講座とします。来年度は，新
潟市が推進する授業改善に直結する「学習課題とまとめに着目した授業づくり」について
模擬授業を取り入れた研修を行います。

　出前研修は，来年度から「出前講座」と改称します。
　来年度も「出前講座」は引き続き実施します。対象講座，申込みの手順等については 4 月
14日（火）の教職員研修説明会で詳細をお伝えします。

　昨年10月 2 日，総合教育センターを会場に，センター事業全般について御意見，御要望をいただ
く懇談会を開催しました。当日は新潟大学教育学部長，市立幼・小・中校園長会代表，市小・中教
育研究協議会代表，市立特別支援学校代表の皆様方から貴重な御提案を多数頂戴しました。
　ここでは， 3点について紹介します。

○�　今日的教育課題講座をはじめとして，研修講座の体系も整い，当面する教
育課題や新潟市の推進する学校教育の重点に直結する講座が設けられ，受講
者にとって有意義な研修の場となっている。次年度も現場のニーズに対応し
た，タイムリーで，講師も充実した新規講座を設定してほしい。
○�　研修機会の少ない常勤講師にとって，資質・指導力向上への構えを養うため
に「講師研修」は貴重な講座である。 1回限りの受講でなく希望講座として希
望者全員を受け入れてもらいたい。

○�　中学校では授業力向上のために校内研修体制の改革が急務である。今年度出
前研修を校内研修に活用した。出前研修では，自校の実態に合わせ，同じ内容
の研修を 2回実施し，職員の半分は部活を行い，残りの半分が研修を行うといっ
た部活と研修を並行して行った。その結果，教職員が変わり，授業そのものも
大きく変わり，そして生徒が変わった。次年度も継続して出前研修を続けても
らいたい。

来年度の取組

来年度の取組

１　平成27年度の新規研修講座及び受講の仕組みの改善について

２　出前研修の継続について
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　平成26�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。皆様から活用していただくことを願い実施した講座等の情報を「センター
だより」として 1年間お届けいたしました。御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。

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 タ ー 掲 示 板••••••••• •••••••••

　林内に群生する多年草。早春に10センチほどの花茎を伸ば
し，淡紅紫色の花を下向きに一つ咲かせる。花被片の基部にW
字形の濃紫色の斑紋がある。花に日が当たると，花被片が開き
反り返る。
　鱗茎（りんけい）から採った澱粉は真正の片栗粉で，指に挟む
とキュッと音がする。風邪を引いた後の滋養等に用いられた。市
販の片栗粉はほとんどが馬鈴薯澱粉である。花を見られるのは早
春の 2週間ほどと短い。角田山等にも群生している姿が見られる。

※�　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>　

　カタクリ（片栗）　ユリ科

御意見
御要望

　 1年目の公開授業の回数は， 8回から 6回とし，ゆとりをもって研修でき
るようにします。 6回目は，中間認定授業とします。 2年目の公開授業は，これまでと同じ
で 5回とし， 5回目は，認定授業とします。このように，２年間で年次的にマイスターとし
ての力量を付けるという心構えをつくり，じっくりと計画的な研修を可能にすることをね
らっています。

○�　センター提案のマイスター養成塾の二つの改善点，①研
修期間を 2年間とし，②修了証は期間終了時に交付するこ
とについて，賛成である。研修期間 2年間になれば，授業
研究の回数についても検討した方がよい。

　マネジメント　・『道徳の時代をつくる～道徳教科化への始動～』
　　　　　　　　・『学校図書館は何ができるか？その可能性に迫る』
　授　 業　 力　�・『ユニバーサルデザインの視点を活かした指導と学級づくり』
　　　　　　　　・『単元を貫く言語活動の授業づくり』
　　　　　　　　・『菊池省三の奇跡の学級づくり』
　人　 間　 力　・『教室からの声を聞け』
　　　　　　　　・『次の本へ』
　そ　 の　 他　・『わが子が不登校で教えてくれたこと』
　　　　　　　　・『「一人も見捨てへん」教育』

　平成26年度学校組織マネジメント共同研究の結果を，学校経営に関わるリーフレットとして作成
しています。来年度の講座で使用するほか，全学校に 5月頃配付する予定です。学校経営に御活用
していただきたいと思います。

来年度の取組

３　マイスター養成塾の研修期間の見直しについて


