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　平成27年度も多くの皆様からセンターの講座を受講していただきました。今年度の受講者は延べ
約8,000人で，189回の出前講座を合わせると，11,000人を上回る皆様から御利用いただいたことに
なります。
　センターの講座のより一層の充実を図るため，センターでは，直後アンケートのほかに 3か月後
アンケートを実施しています。

　今年度の直後アンケートの結果は上のグラフのように高い評価となりました。また， 3か月後ア
ンケートによる活用状況については，昨年度と比較するとわずかですが職場での活用が増加してい
ます。出前講座も昨年度より50件ほど増加し，たくさんの学校で活用いただきました。
　さらに，事業モニター校から貴重な御意見や御提案をいただきました。御協力に感謝します。い
ただいた御意見や講座の活用状況を基にして，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。

皆様の活用に感謝します

直後アンケートの結果

３か月後アンケートの結果
☆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？〈活用度〉

☆活用した方は，活用を通してその効果を実感しましたか？〈効果の実感度〉
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現代的なリズムのダンス

　表現運動系の領域は，下表の内容で構成されています。本講座では，中学校の「現代的なリ
ズムのダンス」に焦点を当て，小学校低学年のリズムダンスから，現代的なリズムのダンス（ロッ
ク，ヒップホップ）まで，時系列に沿って動きづくりの実際について取り上げました。
　仲間と協働して，ダンスを創り上げる授業づくりについて，模擬授業を通して研修を深めま
した。

受講者の声
・始める前と終わりでは気分が変わった。知らない人ともチームワークが感じられた。
・難しいところ（ステップ）もあったが，そこはアドリブなど子どもたちに考えさせたり，
かっこいいステップをこの講座で学んだりしたので，是非いろいろやってみたい。
・すぐに授業で使えるものばかりで参加してよかったと思う。何より，楽しかった。
・初めは「難しい，できない」と思っていたが，次第にできるようになってくると楽しく
なってきた。技術的な向上よりも，みんなで創り上げていく楽しさがよかった。

研修番号
86

「ダンス系」の領域の内容
学　年 小学校１・２年 小学校３・４年 小学校５・６年 中学校１・２年 中学校３年

内　容

表現遊び 表現 表現 創作ダンス 創作ダンス

リズム遊び リズムダンス 現代的なリズム
のダンス

現代的なリズム
のダンス

フォークダンス フォークダンス フォークダンス

　ダンスを通じて子どもたちに学んでほしいのは，ダンスを踊れる
運動能力もさることながら，「仲間とのコミュニケーション」です。
したがって，仲間とともに踊りを創ったり，イメージをとらえて表
現したりすることに楽しさや喜びを味わわせることが大切です。
　本講座では，様々なリズムで動きながら受講者の交流も繰り返
し行いました。その後，チームを組み，「WON’T　BE　LONG」

（EXILE&倖田來未）の楽曲を使用して，チームごとにダンスを創って発表会を行いました。ほと
んどは定型の動き，一部を自分たちで自由に創作して仕上げまし
た。定型の動きを覚える際には，グループの一人が講師に指導を
受け，それをグループに戻って伝達していきました。短いフレー
ズごとに担当が責任をもってマスターしチームに伝達する形式
は，今後の指導に活用できると高評価でした。発表を見ながら評
価の実際についても指導をいただきました。

　沼垂小学校では，研修テーマ「話合いで自分の考えを堂々と
主張し合える沼垂っ子を育成するために」に基づき，個人で研
究教科を決め，グループで検討・協議を重ね，授業を公開し，
継続的に授業改善を図っています。齋藤潤次教諭は，昨年はソ
フトバレーボール，今年はタグラグビーの授業及び協議会にセ
ンター指導主事を要請し，専門性を高めています。協議会では，
子どもが追究したくなる学習課題の設定を中心に，本時のよさ
と改善点を明らかにしていました。

ボール運動について継続して研修を深めている姿もありました。
トピック「協働」！
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講　師 講　師 講　師

東区プラザ 江南区文化会館 総合教育センター

小学校外国語教育研修
～高学年教科化・中学年外国語活動開始に向けて～

　平成32年小学校の新学習指導要領全面実施（平成30年からは段階的先行実施）に向けて，学
級担任が外国語の授業を行うことができるようにするための研修を行っています。
　文部科学省の方針により，外国語教育推進リーダーが講師となって行う研修を市内の小学校
の24名の先生方が受講しています。そして，その先生方は外国語教育に対する理解を深めたり，
自己の授業力を向上させたりするだけでなく，各地区で行われる研修の中心的な役割を担って
います。

受講者の声
・とても楽しく，劣等感をもつことなく楽しく参加できた。
・学校に帰って，校内研修で使っていきたいと思った。
・絵本や歌を使った学習が参考になった。学校でもやってみたいと思った。

　 3会場で，講師陣が，文部科学省から配付されている教材“Hi,friends”を活用した模擬
授業と解説を行いました。受講の先生方は，体験しながら外国語活動の授業の理解を深め
ました。先生方が気軽に参加しやすいように，15時30分開始の１時間程度とし，ワークシー
トや指導手順の資料のお土産付きとしました。

研修番号
87

新潟小学校
清野　真輝　教諭

ALTと行う英語力向上研修
（８月）小学校外国語教育推進研修（５月・６月・８月２回）

初めての外国語活動研修（９月）

H26年度
中央研修受講（２週間）

平成28年度も同様の研修を計画しています。奮って御参加ください！

　「話すこと・聞くこと・書くこと・
読むこと・フォニックス・ALT との
打合せの仕方・絵本の活用」など，４
日間計 14時間の研修。
　ディスカッションや活動を体験しなが
ら，言語習得の基礎的・基本的な考え
方やポイントを楽しく学んでいました。

研修講師
＜外国語教育推進リーダー＞

８名 ８名 ８名
受講者：学校指名による24名
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保健の授業づくり研修

　この講座では，新潟市の目指す授業づくりを基にした保健の授業をどうつくるかを考えます。
持ち寄った指導案を検討したり，模擬授業をしたりして，「児童生徒を引き付ける指導方法の
工夫」を考えました。講座後は，見直した指導案を基に自校での実践化を図りました。

研修番号
128

Ａコース（幼・小・中・中等教育の養護教諭29名）
　最初に，新潟市の目指す授業づくりのポイント〔学習課題とまとめ，アクティブ・ラーニング〕
を基にした授業づくりの理解を図りました。そして，授業づくりのポイントを基に，持ち寄った自
分の指導案について，グループに分かれ「児童生徒を引き付ける指導方法の工夫」を話し合いまし
た。それぞれの指導案はお土産となり，貴重な資料となりました。

Ｂコース（小学校養護教諭29名）
　小学校の保健学習，「児童を引き付ける指導方法の工夫」について模擬授業を通して学びました。
結小学校の藤香養護教諭から小学 5年生の体育科（保健領域）単元名「けがの防止」の模擬授業を
してもらい，受講者は児童役で参加しました。演習では「この授業のよさ」をグループで出し合い，
もっとよい指導にするための工夫について話し合いました。

Ｃコース（中・中等教育学校養護教諭15名）
　中学校の保健学習と保健指導で生徒を引き付ける指導方法の工夫について，Bコースと同じよう
に模擬授業を通して学びました。高志中等教育学校の土田佐知子養護教諭から中学 1年生の保健体
育科小単元名「欲求やストレスへの対処と心の健康」，月潟中学校の坂爪佳美養護教諭から中学 3
年生の保健指導「薬物乱用防止教室」について模擬授業をしてもらいました。演習では「知りたい・
分かりたい・できるようになりたいという意欲を喚起し，実現したときに喜びを感じ，面白かった
と語る授業」にするための話合いで多くの意見が出されました。その結果「生徒を引き付ける指導
方法の工夫」がまとめられ，実践に役立つ力となりました。

自校で実践！

「
板
書
の
工
夫
」

　
高
志
中
等
　
土
田
養
護
教
諭

【藤先生の模擬授業後の感想】
　模擬授業で，受講者の皆さんからいただいた意
見やアイデアで今後の自分の課題が見えました。

【藤先生の実践後の感想】
　自分の授業づくりの課題を改善して授業をして
みたら，子どもから多様な発言がでて，自ら解決
を図る姿が見られるようになりました。

　指導主事から，二人の先生の授業のよさを説明してもらい，その上で改善点を話し
合い，さらにまとめてもらえたことがとても勉強になった。自校で実践しようと思った。

「
資
料
提
示
の
工
夫
」

　
月
潟
中
　
坂
爪
養
護
教
諭受講者の声

　研修で得たことを自校化し，授業を
行った。子どもの意欲が喚起され，生き
生きと子どもが語る授業の展開でした。
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　下のグラフは，調査項目41「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」の26年度と27年度の回答結果を小・中別
に示したものです。いずれも27年度の数値が向上しています。これ
は，先生方が日々の授業においてしっかりと学習課題を示している
ことの裏付けとも言えます。
　このほかにも，自校の集計結果を見ると前年度と比較して，数
値がよくなっている項
目があると思います。
そうした項目を取り上
げ，教職員の意欲向上
を図っているという報
告がありました。

生活・学習意識調査活用研修

　平成27年11月下旬に調査を行った生活・学習意識調査の結果を基に， 1月に活用研修を実施
しました。学校別データの見方，校内の研推だより作成，データや研推だよりの活用方法につ
いての演習と情報交換を行いました。
　生活・学習意識調査で使用したデータは，およそ54,000人の児童生徒を対象に45項目以上（校
種・学年・学校独自調査数により異なる）の調査を行い集計したものです。その膨大なデータ
は，たくさんの視点からの分析が可能です。各学校とも，自校の教育活動の評価等のためにデー
タを活用していることと思いますが，このデータを自校でどのように活用したらよいか分から
ないという声も聞かれました。そこで，ここでは，情報交換で紹介された活用方法の一部を紹
介します。

研修番号
130

前年度との比較で自校の取組の効果を伝え教職員の意欲向上を図る

クロス集計を利用して，手立ての有効性を検証する
　クロス集計とは，二つの質問項目を“クロス”させて表
や図を作成することにより，相互の関係を明らかにするた
めの集計方法です。
　この集計では，単純集計では，見えなかった事実が浮か
んできます。左は，項目41と36をクロス集計したグラフで
す。このグラフからは，「学習課題が示されている」に肯
定的な回答をしている子どもの多くは，「算数［数学］の
授業がよく分かる」に対しても肯定的な回答をしている割
合が高いことが分かります。
　生活・学習意識調査のデータは，全ての項目に対してク
ロス集計が可能です。自校で今年度力を入れてきた項目を
中心にクロス集計を行うと，新たな発見があるかもしれま
せん。

受講者の声
【講座中の情報交換】
・睡眠時間とゲームの時間の実態を受け，保健委員会が，ノーメディアデーを設けて取り
組んでいる。
・学校独自の項目をつくって，春にＳＱＳを使ったアンケートを実施し，市の意識調査と
比較することで子どもの年内での変容を確認し，自校の運営に役立てた。

【学校での活用結果】
・職員会議の際に，センターで作成した研推だよりと，自校のデータ一覧表，それに加え
て，データから読み取れることについて校長や教頭と共に考察した内容を「研推だより
特別号」として配付した。先生方は，自校の様子を知るとともに，担当学年・学級・他
学年のよさや特徴なども共有することができた。２月の教育課程編成会議に向けて次年
度の方向性を考える一つの材料を提供することができた。

H26

H27

H26

H27

肯定的評価

93.1％

91.8％ 8.2％

6.9％

84.6％

91.4％

15.4％

8.6％

否定的評価 肯定的評価 否定的評価
小学校 中学校
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　学校・園そして教職員一人一人に，センター職員が一丸となって新潟市の目指す方向を示しながら支援
してまいりました。今後も皆様の声を真摯に受け止め，改善に努めてまいります。編 集

後 記

　落葉広葉樹林の縁や林床に咲く，草丈20～25㎝程の小さな
多年草です。一つの茎に花を一つだけ咲かせるのでイチリン
ソウと呼ばれています。しかし，一つの茎に花を 2個つける
こともあります。花の径は 5 cmにもなり華やかですが，全草
が有毒です。早春に芽を出し，春に花をつけ結実させて，初
夏には地上から姿を消します。いわゆるスプリング・エフェ
メラル（春の妖精）と呼ばれる植物の一つですが，花期は 4

月中旬～ 5月中旬でカタクリよりも遅く咲くため同じスプリング・エフェメラルでも明るい林床下（り
んしょうか）で咲くというイメージではありません。葉は 1～ 2回三出複葉（さんしゅつふくよう）で
深い切れ込みがあり 3枚輪生状（りんせいじょう）につけます。その中心から花茎を１本ほぼ直立させ
て可憐な花を 1輪つけます。花被片（かひへん）（ガク片で花弁はない）は通常 5枚で白色です。しばし
ば花被片の裏側が淡いピンク色になります。学名の「Anemone」から分かりますように園芸栽培される
アネモネも仲間です。日本各地から東北アジアに広く分布します。
※�センターホームページ「植物資料室」シリーズ〈四季折々の植物〉にカラー写真が載っていますので
御覧ください。

植物資料室から<シリーズ　四季折々の植物>　

イチリンソウ　（キンポウゲ科イチリンソウ属）
� 学名＜Anemone　nikoensis＞

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

　平成28年度は，126講座の開設を予定しています。どの講座も，質の高い研修を目指し，内容の
充実と参加型の研修方法を取り入れた講座運営を行っていきます。その中から，いくつか紹介いた
します。
⑴　アクティブ･ラーニングの基本的な知識と実践
� 講師　文部科学省初等中等教育局視学官　田村　　学　様
　　　�　アクティブ･ラーニングの第一人者である田村先生をお迎えして講座を開設します。たく

さんの方が参加できるように定員を200人としました。
⑵　生徒のやる気を引き出す部活動� 講師　新潟医療福祉大学　教授　佐藤　和也　様
　　　�　全ての生徒が主体的に意欲をもって部活動に参加する指導のポイントを学びます。
⑶　中学校特別活動「話合い活動」のすすめ� 講師　早稲田大学　教授　田中　博之　様
　　　�　学級活動は学級経営の要です。学級活動（話合い活動）を充実させるための指導方法を学

ぶ講座です。学級の支持的風土をどのように作るのかを豊富な実践事例から学びます。
⑷　タブレットＰＣを使った授業づくり� 担当　センター指導主事　　
⑸　出前講座について

・�教育委員会全体として「研修の充実と効率化」の観点から見直しを図り，一部変更いたしました。
・�センター指導主事に授業参観と指導を依頼する場合は，まずは，学校支援課が行う要請訪問に，
示された期日までに申し込んでください。

センター指導主事が学校に出向いて実施する出前講座一覧

国語，はじめの一歩
社会，はじめの一歩
算数・数学，はじめの一歩
理科，はじめの一歩
音楽，はじめの一歩
体育・保健体育，はじめの一歩Ｂ
道徳，はじめの一歩
中学校外国語，はじめの一歩Ｂ
授業における関わり合い活動，はじめの一歩
板書・ノート指導，はじめの一歩
授業づくり，はじめの一歩（学習課題とまとめ）
学級経営，はじめの一歩
生徒指導，はじめの一歩

観察実験基礎
　・観察器具の操作，観察技能
　・実験器具の操作，実験技能　等
理科授業づくり
（教材の特性や授業での効果的な活用）
理科室管理運営
　・理科室の運営及び維持管理
　・薬品管理（台帳，保管，廃棄）
　・危機管理，対処法

保護者との関係づくり，はじめの一歩
保育，はじめの一歩（家庭との連携）
小学校　はじめての外国語
タブレットＰＣを使った授業づくり
授業に生かす実物投影機
やってみよう！コンピュータ室活用
やってみよう！コンピュータ室活用
� （タブレット編）
更新回数アップ！ホームページ作成
電子黒板を使った授業づくり
ジャストスマイル，パワーポイント等
インクルーシブ教育システムを学ぶ
みんなが分かる，できる，授業づくり


