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　最近，「チーム学校」という言葉をよく聞き
ます。私は，この言葉を聞くとなぜか心地よ
さを覚えます。おそらく，私自身に，「チーム
学校」という言葉に対して，「全校の子どもた
ちのために，全教職員がベクトルを合わせ一
致団結して教育活動を行うもの」という思い
入れがあるからだと思います。
　今，「チームとしての学校・教職員の在り
方」について国レベルでの検討がなされてい
ます。中央教育審議会の今年 1 月開催の作業
部会資料によると，「学校の教職員構造の転換
〜チーム学校の推進〜」に向けて，次の三点
が挙がっています。
⑴�教員を中心に，多様な専門性を持つスタッ
フを学校に配置し，学校の教育力・組織力
を向上する。
⑵�校長のリーダーシップの下，教職員や様々
な専門スタッフがチームとして適切に役割
分担する。
⑶�これにより，教員は授業など子どもへの指
導に一層専念できる。

　（�中教審「チームとしての学校・教職員の在り方に関
する作業部会」の第二回配付資料より）

　これら三点が,一刻も早く実現されること
を願わずにはいられません。
　当センターの講座として昨年度行った一年
目研究主任対象の「学校経営まるごと改善支
援D」では，受講者が新潟市内の研修協力校
五校の校内研修を参観することを通して，組
織マネジメント力を向上させる研修を行いま
した。後日，担当指導主事が各学校の校内研
修について，「どの学校も互いに遠慮なく自分
の考えを述べながら課題と成果を明確にして
いくなど，先生方が『チーム』となって同僚
性と協働性を発揮して研修に取り組んでい

た」という報告書を作成していました。チー
ムとなって研修に取り組み，自校の授業改善
に突き進んでいる学校の存在は，私たちに元
気を与えてくれます。

　さて，センターでは，今年度，目指す教職
員像として，新潟市教育ビジョンの第 3 期実
施計画で示されている「『授業力』『組織マネ
ジメント力』『人間力』を備え，市民感覚に
富んだ教師」を掲げました。そして，「主体
的に学び続ける教職員から『活用されるセン
ター』」をスローガンとしました。主体的に学
び続ける教職員とは，教科グループや学校単
位であったり，教職員一人一人であったりし
ます。センターの研修では，教科グループや
学校単位（チーム）への支援と教職員一人一
人（ソロ）への支援の両方を行っています。
⑴「チーム」への支援
　「出前講座」と「ESサポート」です。セン
ターで開設している講座の一部を，指導主事
が学校等へ出向いて行います。校内研修や教
科グループ研修の際に御活用ください。
⑵「ソロ」への支援
　133講座を開設しました。今年度は，研修し
たことが学校現場でより一層活用されること
を目指します。具体的には，受講者に活用し
てほしいキーワードを中心にして講座を企画
することにしました。

　昨年度は，年間延べ10,000人の皆様方から
活用いただきました。今年度は，チームとソ
ロを両輪としてより多くの皆様方に御活用い
ただき，子どもたち一人一人の可能性が最大
限に引き出され，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。

チームとソロで　Brush Up
新潟市立総合教育センター　　　　

所　長　　高　地　啓　衛
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総合教育センターは，Brush Upを目指す皆さんを全力で応援します！
　「目の前の子どもに力を付けたい」「全ての子どもに力を付けることがで
きるように，授業力を高めたい」
　全ての教職員がそう願っています。
　しかし，我流で授業を何時間やっても授業力は付きません。
　授業力を高めるには，自分の指導を振り返るとともに，新しい内容や方
法を身に付けなければなりません。それが「学び続ける教師」だと思いま
す。総合教育センターは，Brush Upを目指し，「学び続ける」皆さんのた
めに，様々な研修・講座を用意しました。いくつか紹介します。

所長補佐・指導主事

津　野　治　彦

◆◆◆　最先端の情報を学ぶことができます！　◆◆◆
　専門講座は，78講座開設します。どの講座も県内外の講師をお呼びしたり，研修内容を工夫した
りして，最先端の情報を提供できるようにしました。

講座番号68　「やってみよう!授業のユニバーサルデザイン」� 9 /10（木）
	 講師　エール（日野市発達・教育支援センター）
	 　　　特別支援教育総合コーディネーター	 宮崎　芳子　様　　
　�　全ての子どもが「分かる・できる」授業について考えます。「参加」「理解」を経て第 3ステー
ジに入った日野市の取組から，授業づくりと校内体制づくりのポイントを学びます。

講座番号119「やってみよう!みんなが分かる，できる学級づくり，授業づくり」
� 9 /29（火）
	 講師　大阪府豊能郡豊能町　教育長　
	 　　　前文部科学省特別支援教育調査官	 石塚　謙二　様　　
　�　 3 回シリーズのうち 2回目の講座です。この他に，学校での実践，合理的配慮の実践から取組
みのポイントを学びます。

講座番号75　算数・数学科授業づくり「全国学力・学習状況調査の結果に基づく授業改善」
� 9 /14（月）
	 講師　国立教育政策研究所教育課程調査官・学力調査官
	 小松　信哉　様　　
　�　「教職員研修案内　Brush�Up」p28では磯部年晃様でしたが，年度初めの異動で小松信哉様から
担当いただくことになりました。

講座番号79　生活科授業づくり「これからの生活科の授業を考える」� 7 / 1 （水）
	 講師　国立教育政策研究所教育課程調査官・教科調査官
	 　田村　　学　様　　

講座番号112「情報モラル指導」� 7 /13（月）
　�　タブレットを使ってLINEを実体験したり，ゲーム機の実機画面を見たりして，小・中学生に
おけるインターネット利用の実態と指導の在り方について学びます。

講座番号122「生徒のやる気を引き出す部活指導」� 6 /19（金）
	 講師　新潟医療福祉大学　教授
	 　　　前明訓高校野球部監督	 佐藤　和也　様　　　
　�　生徒が主体的に部活動に参加する指導のツボなど，体罰とは無縁の指導ポイントを学びます。
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【学び続ける皆さんのために～本年度の講座の方針～】

　☆その 1 　　最先端の情報をお届けできるように工夫しました！
　☆その 2 　　皆さんの困り感に対応できるように工夫しました！
　☆その 3 　　出前講座の充実を図ります！

皆さん,総合教育センターを活用してみませんか！
まずは，「新潟市教職員研修案内　Brush Up」を御覧ください！

◆◆◆　ピンポイントであなたの力を高めます！　◆◆◆

　実験の仕方や，問題意識を高める展開について学ぶばかりでなく，毎回教材のお土産があります。
満足度100%の研修です。参加しやすいように，開始を15時とし，会場は，総合教育センターに加
え，江南区文化会館，新津地域学園，東区プラザを利用します。今年度は， 3年「風のはたらき」，
4年「空気と水」， 5年「雲と天気の変化」， 6年「水溶液の性質」などの単元を取り上げる予定で
す。詳しくは，後日各校に案内を送ります。ぜひ御参加ください。
　このほか，実験器具の貸出しや使い方指導，出前講座やES（Evening�and�Saturday）サポートを
利用しての授業づくり指導も行っています。

講座番号70「探究学習を支援する学校図書館の在り方」� 8 / 7 （金）
	 講師　国士舘大学　教授　桑田てるみ　様
講座番号71「読書活動を活性化するパートナー読書」� 10/ 6 （火）
	 講師　新潟大学　准教授　足立　幸子　様

　指名研修の「外国語推進研修」「中学校外国語科CAN-DOリスト研修」「中学校英語力・英語指導
力向上」など，外国語教育に関わる講座が充実しました。
　希望研修は，次の二つです。
講座番号88「小学校　はじめての外国語」� 9 /14（月），18（金），29（火）
講座番号89「小学校ALTと行う英語力向上」� 8 /18（火）　※ 5名のみ

講座番号98　「タブレットPCを使った授業づくり」� 12/ 2 （水）
講座番号102「コラボノート操作」� 6 /25（木）
講座番号106「初級�更新回数アップ!ホームページ作成（ブログ編）」� 6 /16（火）

◆◆◆　出前講座で支援します！　◆◆◆
　昨年度は140件の申込みをいただき，25年度の31件より大幅に増加しました。ありがとうございま
した。今年度は下の内容の講座を対象とします。
　・基礎技術講座（授業スキル，学級経営，授業のユニバーサルデザインなど）
　・ICT活用講座（電子黒板，実物投影機，タブレットPC，ホームページ作成など）
　・理科関連講座（観察実験技能，授業づくり，理科室運営，薬品管理など）
　�　「出前」を活用して校内研究を推進する，「講座」と「出前」を活用して授業改善に取り組む，　
「出前」を活用して個々人のBrush�Upを目指す，など様々な活用方法があります。

　申込み増加に対応するため，申込みは 1か月前（夏季休業中の出前講座については 6 /19）までに
指導担当所長補佐（津野）に連絡してください。御協力をお願いいたします。
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藤井　正人
マイスター養成塾
国語・道徳

青木　博子
若手教師道場（黒帯）

生活・総合

高橋由美子
音楽・外国語活動

八百板恵理子
理科教育総括

内藤　浩悟
若手教師道場（白帯）

英語（中）

仲川　容子
国語

小畑　　裕
キャリアステージ
研修部主任
数学・算数

津野　治彦
所長補佐
研修担当総括
出前ES
社会

宮沢　優子
標本整理製作

伝川　政勝
庶務・旅費

高地　啓衛
所長

山崎　秀一
植物資料室主任
標本整理製作

小野塚　正
所長補佐
事務担当統括

袖山　兼一
標本整理製作

佐藤　　誠
庶務

羽田　雄偉
12年経験者研修
特別活動

兵藤　清一
初任者研修
社会

安達　　徹
社会

キャリアステージ研修部 運　　営　　部

植物資料室庶務管理係

【研修の充実を図ります！！】
　・�時代のニーズに応じた内容で研修を
します。

　・�キャリア（初任，２〜５年，12年，
マイスター養成）に応じて，身に付
けてほしい内容を精選して研修を行
います。

　・�学校に帰ってすぐに使えるような内
容で研修をします。

【研修の方法が選択できます！！】
　・�参加する研修（センターで開設する
講座に参加）

　・�出前講座（学校に指導主事が出向い
て校内研修）

　・�ESサポート（勤務時間が終わった後
や土曜日の研修）

「活用されるセンター」

を目指し
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内山　一敏
調査研究・情報部主任

数学・技術
情報教育

杉中　宏
学校運営
体育

大森　悦子

生田　雅之

石塚　克己

石坂　正之

小林　淳一
理科
情報教育

関根　廣志
学校運営
社会

吉田富貴子
家庭科
図工・美術

門野奈保子
ICT庶務

渡邊　　恵

山田　友明

加藤　智美

遠藤　美紀

企画研修部

調査研究・情報部

養護教諭・保健主事・栄養教諭・
学校栄養職員・栄養士関係研修

（保健給食課本務）

教育相談
（教育相談センター本務）

【学校に役立つ調査をします！！】
　・�生活意識調査を実施し，その結果を分析し，
提供します。

　・�植物標本を作製し，HPにアップします。

【研究をします！！】
　・�学校組織マネジメント共同研究をします。
今年度は，光晴中学校と庄瀬小学校で研究
をします。

　・�昨年度の成果は，５月末にリーフレットに
して配付します。

【ICT活用講座の充実を図ります！！】
　・�情報モラル指導について，小・中学生の実
態とその対応について研修をします。

　・�「タブレットPCを使った授業づくり」「コ
ラボノート操作」等　ICT活用の新規講座
を開設します。

大橋　英喜
企画研修部主任

理科
生徒指導
情報教育

西村　圭子
特別支援教育

阿部　　潤
研修日程
体育

様々な方法で

支援します！！
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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。今年度の第 1回目のセンターだよりは，例年に比べると 1か月
早く発行しました。センターの講座内容を早めに見ていただき，活用していただきたいと思います。

編 集
後 記

平成28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28年
度使用教科書を展示いたします。是非，実物を手に取って，内容や体裁等を御確認ください。

　☆閲覧可能日時…月〜金曜日， 9：30〜17：00
　☆主な資料
　　・各教科，学校経営に関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。今年度の研修に関することは，
「教職員研修案内　Brush�Up」を御覧ください。
⑴　研修申込み締切りは， 4月30日（木）です。
　　P 9 を御覧いただき，申し込んでください。
⑵　受講する際の留意点を御確認ください。
　　�P11を御覧いただき，特に以下の 2点については，重ねて確認をお願いします。
　○　�講座実施の案内や通知の文書は出しません。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19日（金）〜 7 月 3 日（金）
 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28年度使用高等学校教科書
 平成28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！

お 
願 
い

　山野の林内に生える多年草。高さは20〜35センチ。葉は長楕円形で先は
尖る。茎頂に 1〜 2 個の白い花をつける。花被片は被針形で長さ約 1 . 5 セ
ンチ。 6個が広鐘形に開く。実は熟すと黒くなる。
　可憐な小型の花を稚児に見立てた。秋葉区，西蒲区などの低山の林内で
も見られる。花期は 4〜 6 月。　
※ 　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>　

チゴユリ（稚児百合）　ユリ科

お 知 ら せ

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


