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政令市調査から見えた新潟市の取組の成果
� ※調査対象：政令指定都市の小・中学校に在籍する小学校 4年・ 6年・中学校 2年の計約24,000人

　政令指定都市（20市）に暮らす，児童生徒の生活や学習に関する 3年に 1度の調査が，指定都市教育
研究所連盟の共同研究として実施されました。今年度で18回目の調査です。今年度，新潟市からは，33
校（小18，中15）を抽出してアンケートに協力していただきました。その結果より，他の政令指定都市
と顕著な差異が見られたものについて紹介します。

〜主体的に学んでいます!〜
　授業中に「進んで学習に取り組んでいる」「どち
らかといえば進んで取り組んでいる」と肯定的な回
答をしている児童生徒は，どの学年でも新潟市が指
定都市の値を上回っています。特に小 4，小 6が指
定都市の数値を 6〜 7 ％も上回っています。
　新潟市の全ての学校で，「学習課題とまとめ・振
り返り」のある授業を継続してきたことで，主体的
な学習態度が身に付いてきていることが分かりま
す。

〜協働的・対話的な学びに�
� 意義を感じています!〜

　グループでの調べ活動や話し合い活動などが，学
習に「役立つと思う」「どちらかといえば役に立つ
と思う」と肯定的な回答をしている新潟市の児童生
徒は，指定都市の数値を 3〜 4 ％上回っています。
　ファシリテーションやペア学習，グループワーク
を繰り返してきたことにより，多くの児童生徒がそ
の意義を感じていることが分かります。

〜地域から学んでいます!〜
　地域の人（ゲストティーチャー）から学ぶ機会が
「よくある」「ときどきある」と回答をしている新
潟市の児童生徒は，指定都市の数値を 5〜13％も上
回っています。
　新潟市の「地域と共に歩む学校づくり」が着実に
推進されたことにより，児童生徒は地域から多くの
ことを学んでいることがうかがえます。

※�本調査に御協力くださった抽出校の皆様に感謝いたします。詳しい調査結果は，平成29年度
末に全学校に配付します。

60％

70％

80％

90％

100％

新潟市指定都市新潟市指定都市新潟市指定都市

小4 小6 中2

あなたは，授業中，学習に進んで取り組んで
いると思いますか。

肯定的回答の割合

8078

93

86

94
88

10％

20％

30％

40％

50％

60％

新潟市指定都市新潟市指定都市新潟市指定都市

小4 小6 中2

地域の人（ゲストティーチャー）から学ぶ機
会がありますか

肯定的回答の割合

22
17

49

36

54
46

70％

75％

80％

85％

90％

95％

100％

新潟市指定都市新潟市指定都市新潟市指定都市

小4 小6 中2

あなたは，グループでの調べ学習や話し合い
活動などが，学習に役に立つと思いますか。

肯定的回答の割合

86
82

94
91

96
92

第 191 号
新潟市立総合教育センター
〒959-0492　新潟市西蒲区旗屋585番地1
TEL 0256-88-7444  FAX 0256-88-7517
http://www.netin.niigata.niigata.jp/

2017（平成29年）.  3. 17



センターだより第 191号2

「主体的に学び続ける教職員から活用されるセンター」を目指して　～「協働」をキーワードとした今年度の取組～
　今年度，当センターは「他機関との協働により良質な講座を提供すること」と，「学校職員同士
の協働を推進するように支援すること」を通して，主体的に学び続ける先生方に活用していただけ
るセンターを目指し，取り組んできました。以下に，その成果の一端を紹介します。

　学校の要請に応じて，指導主事が学校に出
向いて講座を実施する「出前講座」を実施し
てきました。
　今年度は109回実施し，延べ2,375名の先生
方から受講いただきました。講座内容として
は，授業技術の基礎，ICT活用（タブレット），
特別支援教育等に関するものが多かったで
す。
　今後も，より一層活用されるセンターとな
るよう改善を重ねていきます。

　研修講座全体を平均すると，上記のような結果になります。各講座の担当者がアンケート結果を
分析し，講座内容の充実と運営方法の改善に向けて活かしていきます。

　講座で学んだことを各校園に持ち帰り，伝達研修会等を通じて教職員全体で共有していただいて
いることは大変ありがたいです。また，2つのアンケート結果から多くの皆様から活用いただいてい
ることが分かります。これからも，皆様のニーズに応じた研修講座を提供できるよう努めていきます。

他機関との協働による良質な講座提供

学校職員同士の協働を推進するための支援

活用してみたいと思いましたか 満足しましたか
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【直後アンケートの結果】

【３か月後アンケートの結果】
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◇受講者の声◇
〜「どのようなことについて活用したか」より〜
・「インクルーシブ教育システムを学ぶ」：校内伝達研修の時間を設け，新潟市内の各学校
で実践されている合理的配慮の実際を伝えました。また，模擬支援会議を行い，保護者
の気持ちに寄り添った支援会議にするにはどうすればよいかを話し合いました。

・「小学校外国語教育推進研修」：講座で学んだ絵本を活用した内容で，夏休みに職員研修
を行いました。学校にビッグブックが何十冊もあるにもかかわらず，今まではまったく
使われていない状態でした。これを機に，先生方にも活用していただきたく，読み聞か
せをしたり，学年ごとに本を選んでどのように活用するか相談してもらったりしました。

早通中学校での出前講座の様子
（ユニバーサルデザインを取り入れた授業づくり）
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「主体的に学び続ける教職員から活用されるセンター」を目指して　～「協働」をキーワードとした今年度の取組～

　平成20年度 4月，新潟市立学校に第 1期新規採用教員が配置されました。これに合わせて，当セ
ンターでは，教師としての力量が高まるように初任者研修と若手教師道場研修【白帯研修（ 2〜 3
年目）・黒帯研修（ 4〜 5 年目）】を実施しました。その後， 3年間の市外勤務を経て今年度から新
潟市内勤務となった第 1期生（ 9年目教員）に，アンケート調査を実施しました。

　初任者研修，若手教師道場研修ともに肯定的な評価でした。初任研では「授業参観研修」「公開
授業研修」「授業基礎講座研修」，若手教師道場研修では「教科等教育はじめの一歩」「授業力さら
なる一歩」が，特に役立った研修として高い割合でした。アンケート調査を実施して，研修の成果
を確認するとともに，若手教員は授業力向上を切望していることを実感しました。また，勤務校の
研修組織や初任者指導教員をはじめとする先輩教員の存在が重要であることが分かりました。各校
で若手教員の意欲を大切にしながら，温かく適切に御指導をいただいていることに感謝します。

　当センターでは，これからも学校現場との連携を大切にしながら，新潟市の教育を担う若手教員
に確かな力が身に付くよう，研修の改善・充実に努めていきます。
　なお，平成30，31年度の「特別の教科道徳」の全面実施に向けて，来年度からは白帯後期研修で「道
徳，はじめの一歩」講座を必修とする予定です。

若手教員研修の充実に向けて　～９年目アンケート結果より～
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初任者研修は役立ちましたか 若手教師道場研修は役立ちましたか

〈初任者研修〉 〈若手教師道場研修〉

<初任者研修>
・細やかに様々なことを教えていただき，感謝しています。課題を見付け，解決方法のヒ
ントをいただける研修があってたいへん役立ちました。

・同期とのつながりが研修を通して生まれ，今もそのつながりが財産になっています。
・校内外の授業を参観する機会がもっと欲しかったです。
<若手教師道場（白帯・黒帯）研修>
・具体的な授業スキルを学ぶ場が多く，すぐに授業に活かすことができました。学ばせて
いただいた内容は，今でも授業や学級経営に反映できていると思います。

・授業研究は本当に役に立ちました。手厚く指導していただいて勉強になりました。
・特別支援教育研修や特別活動研修，部活動指導研修があるとよかったです。
・5 年間の市内勤務において，放課後の先輩の先生方との何気ないコミュニケーションか
らも，たくさんのことを学びました。

〜アンケートに御協力くださり，ありがとうございました〜
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センターと取り組む学校組織マネジメントの実践
　総合教育センターでは，校長先生の学校組織マネジメントを，通年で支援する「学校組織マネジ
メント共同研究実践事業」を実施しています。センター指導主事が学校に出向いたり，人的・物的
の両面から支援を行ったりして，学校経営の共同研究を行ってきました。今年度は，荻川小学校と
大江山中学校が委嘱校として取り組みました。以下に，取組の概要をお伝えします。

　総合教育センターでは，今後も，当事業を通じ，推進校の校長先生の学校マネジメントを支援す
るとともに，学校組織マネジメントについての研究を進めていきます。
　なお，今年度の委嘱校の実践はリーフレットにまとめて， 4月に各校にお届けする予定です。

PDCAサイクルにより研修の充実を図る　荻川小学校の取組

積み上げで実践力の向上を図る　大江山中学校の取組

これまでの取組

これまでの取組

〇新潟大学小久保美子教授講演会
「国語のアクティブ・ラーニング」
 （ 8 月25日）
〇県外視察（秋田県横手市学力向上
フォーラム） （10月22日）

〇大研授業　外部講師による指導，幼・
小・中に公開（11月 1 日，12月 6 日）

〇全教職員の授業研究 （通年）

〇職員研修会（アクティブ・ラーニン
グ） （ 5 月16日）

〇県外視察（金沢錦丘中学校公開研究
会で実践方法を収集）（11月17・18日）

〇職員研修会（今年度の成果と次年度
での生かし方を「みらいずworks」
によるファシリテーションで検討）

 （12月26日）
〇実践のよさをリレーする「一人 1 研
究授業」の実践

　荻川小学校では，学力向上プロジェクトチームを中心に，職員の「やりたい」「学びたい」
意欲を大切にしながら，PDCAサイクルによる研修の推進で，一人一人のモラールを高め
ました。総合教育センターの支援により，研究の進め方の改善や外部講師の招聘，県外視
察等で充実した研究になりました。 （松浦　清人　校長先生）

　研究テーマ「学びの意欲を育む」を掲げ，「一人 1 研究授業」の実践・協議を通じて，
指導力向上に取り組んできました。県外視察による多様な授業実践方法の紹介や総合教育
センターからの指導も踏まえ，当校授業実践のよさを確認し，更なる改善方法を次年度に
どう活かすか考えています。 （佐藤　宏欣　校長先生）

伝達講習会：県外視察
の学びを全員で共有

実験を通じて、疑問点
の解決を話し合う授業

ファシリテーションを
使って研修のまとめ

職員研修会
「生徒の意欲を育んだ
実践方法」
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「タブレットPCを使った授業づくり」講座� 11月24日（木）・25日（金）

　タブレットは授業の様々なシーンでの活用が考えられますが，これまでの実
践事例の中で，最も多く使われているのはカメラ機能です。タブレットはデジ
タルカメラとは異なり，撮影したものをすぐに確認したり共有したりできるこ
と，さらに，複数の写真や動画を比較できることも大きな特徴です。講座の前
半は，これらのタブレット特有の優れたカメラ機能を中心に研修をしました。
　後半の演習では，タブレットの授業活用プランを構想する活動を行いまし
た。前半の講義を受けて，授業のどのような場面で活用すると効果的なのか，
各自で構想した後，グループ協議で活発な意見交換が行われ，様々なアイデアが出されました。

出前講座

　市内17の小・中学校から出前講座の依頼を受け，各校で
講座を実施しました。受講者全員が操作スキルを身に付け
ることを目標に， 2人の指導主事が訪問し，インターネッ
トへの接続方法や，大型テレビへの投影の仕方など，当該
校のタブレットの環境と受講者のニーズに合わせた研修を
行いました。
　さらに，日々の授業での活用方法として，タブレットに
インストールされているアプリケーションやインターネッ
ト上にあるコンテンツを活用した演習を行いました。

−講座紹介−

講座番号
97

ICT活用講座�

タブレットPCを使った授業づくり
　新潟市では，平成27年度から市内の小学校・中学校・中等教育学校・特別支援学校にタブレッ
トPCの導入が始まりました。平成30年度までに全ての学校に，10台+学年数× 1台のタブレッ
トPCが配備されます。
　当センターでは，タブレットPCを授業で効果的に活用できるようにすることを目指し，「タ
ブレットPCを使った授業づくり」講座と出前講座の二本立てで研修を進めてきました。
　以下に，その概要をお伝えします。

◇グループ協議で出された主な活用案◇
・体育において，体の動きを撮影し合うことで，客観的に自分の動きを確認させたい。
・写真や動画を比較する機能で，違いや共通点を確認しながら効果的に理解を深めさせた
い。

・理科の実験の様子を撮影し，振り返りの場面で活用したい。
・音楽において，鍵盤やリコーダーの運指の師範を撮影しておいて，いつでもそれを見な
がら練習させるようにしたい。

・グループ学習等で，インターネット上にある学習に役立つコンテンツを見ながら，調べ
学習をさせたい。

★��平成29年度も，タブレット活用に関わる講座をパワーアップしていきますので，授業改善に
向けて，ぜひ御参加，御活用ください!
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<「センターだより」への御意見・御感想は ➡ shicen26@netin.niigata.niigata.jpへ>

　早春に葉が出る前に黄色い可憐な花を開花させます。名前の由来は，林の
中で一早く花をつけることから「まず咲く」「まんずさく」の訛

なま

り言葉から
の説と，枝いっぱいに花を咲かせるので「満作」となった説があります。
　黄色い花弁は 4個，暗紫色のがく片も 4個，完全な雄

お

しべ 4個のほか，小
さな線形の仮雄

お

しべ 4個，雌
め

しべ 1個もあります。北海道，東北〜鳥取の日
本海側ではマルバマンサク，関東地方以西の太平洋側，四国，九州ではマン
サクが多く自生します。マンサクの葉は，上半部は三角形で先端はとがり，
縁には波状の粗い鋸

きょ

歯
し

があるのに対し，マルバマンサクの葉は上半部が半円
形で先端は丸く，縁には鋸

きょ

歯
し

はないのが特徴です。

植物資料室から<シリーズ　四季折々の植物>　

マルバマンサク　（マンサク科マンサク属）

<丸葉満作 花期 3 月～ 4 月 学名Hamamelis japonica odtusata>

来年度の研修講座

課題対応研修

充実・還元期（教職12年経験者研修修了～）の研修講座
～いつまでもサポートします！　先生方のいきいき  ワクワク！！～

　次期学習指導要領への準備に対応した 3つの研修講座を，多彩な講師をお招きして開講します。

　教職12年経験者研修を修了している先生方は，各教科・領域等の専門性はもちろんのこと，広く
学校経営に参画し，若手教員への助言・援助等の指導力も求められているところではないでしょう
か。日々，校内の中核教員として様々な業務にあたる中で，ふと，こんなことを思うことはありませ
んか。
「自分自身の資質・能力をさらに高める研修の機会をなかなかもつことができない…」
「同年代の教員同士で，学級経営，教科指導や生徒指導上の悩みなどを相談する機会があればなあ…」
　総合教育センターは，そんな先生方の思いに応えたいと考え，「充実・還元期研修」を新設しました。
来年度は，以下の 3講座を実施します。

　 3講座とも希望研修です。奮って御参加ください。申込をお待ちしています!

課題対応研修①　「みんなで取り組むカリキュラム・マネジメント」
 講師　田中　統治　様（放送大学 教授）

課題対応研修②　授業づくり「主体的・対話的で深い学びの実現」
 講師　笠井　健一　様（国立教育政策研究所　教育課程調査官・学力調査官）

課題対応研修③　「特別の教科�道徳」の方向性と授業づくり
 講師　柳沼　良太　様（岐阜大学大学院　准教授）

充実・還元期研修①　「教師への応援メッセージ」
　＊杉田洋先生（國學院大學�教授）の熱いメッセージで，日本型教育のよさを再確認しましょう！

充実・還元期研修②　「みんなが分かる，できる授業の熟達化を図る」
　＊自分の強みをメタ認知。真の授業力を高めましょう！

充実・還元期研修③　「気になる子どもの理解を深める」
　＊「どのように関わったら…」「信頼関係を築くには…」みんなで考えてみましょう！


