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　昨年度もたくさんの出前講座の依頼をいた
だきました。小学校が54校，中学校が29校で，
中学校区での利用が 9 回（H27は 3 回）に増
えました。研修内容では，ICT研修や小学校
外国語が増えてきたのが特徴でした。授業づ
くりに関する内容では，「質の高い学習課題」

「アクティブ・ラーニング」「授業のユニバー
サルデザイン」が多かったです。
　各校が，「新潟市の教育」や新しい学習指導
要領を踏まえて研修を進めていることが分か
りました。
　今年度，中央講師を依頼して，「カリキュ
ラムマネジメント」「主体的・対話的で深い
学びの実現」「教科道徳の方向性」の三つの
講座を開設します。各校から参加していただ
き，校内研究に活かしてくださることを期待
します。
　さて，新しい学習指導要領が出された今，ま
さに今だからこそ留意したいことがあります。
　それは，本来，方法であるはずのアクティ
ブ・ラーニングや授業のユニバーサルデザイ
ンが目的になっていないかということです。
授業の目的は，あくまで「すべての子どもが
参加して力を付ける」ことです。新たなこと
に対応しようとするあまり，目の前の子ども
が見えなくなることを危惧します。
　40代教師の国語の授業を見る機会がありま
した。
　Ｔ�　この前の時間は何をやったかな？
　Ｔ�　主人公の気持ちはどう変わりました

か？（黒板に用意していた短冊を貼る）
　Ｔ　今日はどの場面でしたか？
　��　このような質問が続き，それに対して数
人の子どもが答えて，15分が経ちました。
始めは教師を見ていた多くの子どもが，よ
そ見をし始めました。

　Ｔ�　では，今日はこの学習課題をがんばり
ましょう。難しいと思うから，まずはグ
ループでやってみましょう。

　��　何をやるか分からないままのグループ，一�
部の子どもだけで進めているグループがほ
とんどでした。

　　視覚化する，学習課題を提示する，関わ

り合いの場をもつなど，授業の工夫は見られ
ました。しかし，目の前の子どもが置き去り
にされています。
　福島大学の佐藤佐敏教授は，アクティブ・
ラーニングの課題について，「フリーライダー
やグループの非活性化をゼロにするのは難し
い。でも，教師がその存在に気付くことがで
きるかだ」と言われます。誰もが教師になっ
たときには，子どもの喜ぶ顔，生き生きした
顔を見ることが喜びだったはずです。当然，
教師である自分がしたことよりも，子どもの
反応に目が向いていたことでしょう。
　 2 月に示された学習指導要領等の改訂のポ
イントには，「主体的・対話的で深い学び」に
ついて次のように示されています。

　小・中学校においては，これまでと全
く異なる指導方法を導入しなければなら
ないと浮足立つ必要はなく，これまでの
教育実践の蓄積を若手教員にもしっかり
引き継ぎつつ，授業を工夫・改善する必
要。

　大切なのは，「これまでと全く異なる指導方
法をしなければならない」と捉えるのではな
く，目の前のすべての子どもにとってより良
い指導方法を求め続ける教師の姿勢・矜持だ
と思います。
　すべての子どもが分かりやすくと考えれ
ば，音声に加えて文字でも提示しようとなる
でしょうし，すべての子どもが参加できるよ
うな学習課題を考えれば，学習課題の質も上
がっていくはずです。
　今年度，12年研修了者を対象とした，充実・
還元期の研修を新設しました。「教師への応援
メッセージ」「みんなが分かる，できる授業の
熟達化を図る」「気になる子どもの理解を深め
る」の 3 講座です。
　教師になったときの情熱やこれまでの頑張
りを再確認し，これからの教員人生の励みに
なる講座を目指しています。参加をお待ちし
ています。
　今年度も総合教育センターは，学び続ける
皆様を支援します。

新潟市立総合教育センター　　　　
所　長　　津　野　治　彦

今だからこそ，�
� 目の前のすべての子どもからの授業改善へ
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○ タブレットの有効な使い方や実践例，できればすぐ授業で使えるネタが欲しい！
○ せっかく入ったタブレット。どんどん子どもたちに使わせたいな…

○ カリキュラム・マネジメント，具体的には何をする？
○ 「主体的・対話的で深い学び」って，アクティブ・ラー
ニングのこと？違いは何？授業ではどうすればいい？

○ 道徳科への準備が心配。評価はどうする？
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　教職員にとって，研修は自己のレベルアップのために欠かせません。しか
し，日々の忙しい業務の中で，時間的にも，状況的にも，しっかり，じっく
り研修に取り組むことが困難になってきています。でも，「子どもたちのため，
少しでも良き先生でありたい。そのために，今よりもっと自分の力を高めた
い。」と願う気持ち，いわば「教師の魂」 は必ず私たち教職員の心の中にあ
ります。私たちが子どもたちの前に立ち続けられるのは，それがあるからだ
と思います。研修を楽しむくらいのつもりで取り組み，実践を通してやりが
いを深める，そんな研修にできたら最高です。

所長補佐・指導主事
小　川　裕　一

こんな研修があります。センター研修へＧＯ！

◎ タブレット研修　大幅増強！　
　　　　　　　　　　　　台数倍増&40人募集× 3回実施
講座番号 105　タブレットPCを使った授業づくり
　　　　　　　　 5 月29日㈪／ 5月31日㈬／ 6月 2日㈮（同内容 3 回実施）
　昨年度，募集定員の 3 倍を超える応募があり，受講者抽選となってしまいました。今年度は
　・タブレットPCを40台に増強（プラス20台）　→　 1 人 1 台で研修（昨年 2 人 1 台）
　・講座回数を　 2 回から 3 回に増加　　　　　→　延べ募集定員は　120人
　・より実践的で，授業ですぐ使えるような手法や内容が盛りだくさん

〜先生方のタブレット授業チャレンジを応援します！〜

◎ 今日的な課題に対応!!　ホットな３講座を実施!!
講座番号 76　みんなで取り組むカリキュラム・マネジメント 11月20日㈪　　
 講師　放送大学　　　教授　　田中　統治　様
講座番号 77　授業づくり「主体的・対話的で深い学びの実現」 6 月12日㈪　　
 講師　文部科学省　　調査官　笠井　健一　様
講座番号 78　「特別の教科　道徳」の方向性と授業づくり 9 月14日㈭　　
 講師　岐阜大学大学院准教授　柳沼　良太　様

〜今年は３講座開設です。最高の講師をお呼びしました！〜
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○ センターの「出前講座」を今年も頼みたい！
　 こちらから要望した内容での「出前講座」も可能ですか？
○ 「出前講座」を複数回活用して校内研修を進めたという話を聞いた。
　 効果的な「出前講座」の活用例を知りたい。

○ 私は，講師です。日々の授業がこれでいいのか不安です。学べる機会はあり
ますか？

○ 学校全体で大きな授業研究会を控えています。指導案など細かく見てもらい
たいけど時間が無くて…時間外の依頼はだめですか？

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

　総合教育センターはいつも学校園，教職員の身近な存在として，お一人お一人の「パワーアップ」
「スキルアップ」「モチベーションアップ」に向けた取組のお手伝いをします！
　教職員の皆様のキャリアステージに応じた研修，バリエーション豊富な希望研修，いつでもどこ
でも学校のニーズに応える出前講座＆ESサポートなど，今年も多彩なプログラムを準備しました。
ぜひ，各種研修に，総合教育センターを御活用ください。お待ちしています！

センターは，各校園の研修を全面サポートします！

◎ 毎年，各校園から大人気!　センターの「出前講座」
　平成28年度，センターの「出前講座」は108件（小：84　中：20　高： 1 　幼： 3 ）の実施。
講座受講者数はのべ2,444人となりました。御活用いただきありがとうございました。
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

「出前講座」で教職員の共通理解を図りましょう
　校内研修で「出前講座」を利用すれば，全教職員が同じ場で同じ内容を学べ
ます。講座内容のオーダーメイドも承ります。ご相談ください。

校内研修や研究等での「出前講座」活用例
　<中学校区の小中合同研修会で「出前講座」>
　<校内研修に複数回のセットで「出前講座」>
　<校内のICT機器をそのまま使って「出前講座」>
　<授業研究の前に「出前講座」で課題とまとめ確認>

〜校内研修の充実にセンターの「出前講座」を!〜

◎ センターの「ＥＳサポート」を御活用ください！（旅費はセンター負担です。）
　「ESサポート」を活用すれば，学校職員のグループであればどなた
でも，土曜日や勤務時間外に，センター指導主事（指名可能）を研修
等に呼ぶことができます。
※ 「ESサポート」指導主事招聘の細かな条件等は，センターHPを参

照してください。
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平成29年度　「総合教育センター」の方針とメンバー

【企画研修部】◎主任　○副任
　研修全体の企画・運営と評価・改善を行うとともに，生徒指導，特別支援教育を含めた希望研修
の充実を図ります。□希望研修（授業力向上研修，子ども理解と支援研修）の充実を図ります。
□他課（学校支援課・保健給食課等）や大学との連携を推進します。

【調査研究・情報部】◎主任　○副任
　学校組織マネジメントの研究の充実と教職員の組織力の向上及び情報教育の充実を図ります。
□生活・学習意識調査の実施，学校組織マネジメント共同研究実践事業，組織力向上研修，教育資
料管理（教科書，指導案，資料）を担当します。□ICT活用研修，ホームページを担当します。

【植物資料室】◎主任　○副任
　池上標本を中心とした，寄贈標本の管理と情報提供をします。□植物標本の整理・作製及び保管・
公開をします。□植物観察会の企画・実施をします。

◎小竹　　智 部総括
研修体系・企画，外部機関連絡調整

数 学
生徒指導

○西村　圭子 特別支援教育研修
特別支援学校・学級対応 特別支援教育

・瀧澤　　訓 研修案内日程受付
追加募集，ＥＳサポート 体 育

◎遠藤　美紀

生徒指導研修の教育相談に関わる講座の企
画・運営，基本研修の教育相談に関わる研
修の企画・運営

教育相談

・戸川しげ子
・室橋　幸子
・伊石　良博
・山田　友明
・齊川　　豊
・大森　悦子 保健主事・養護教諭研修

栄養教諭・学校栄養職員・栄養士等研修 健康教育
・富張　玲子

◎山本　政義 部総括，ＩＣＴ活用研修，ホームページ
学校組織マネジメント共同研究実践事業

情報教育
生活・総合

○稲葉　康宣 教科書センター，指導案の広場
学校組織マネジメント共同研究実践事業

情報教育
技 術
図工・美術

・八百板恵理子 理科教育推進，教科書センター
学校組織マネジメント共同研究実践事業 理 科

・青山　隆一 学校経営まるごと支援，資料室経営
学校組織マネジメント共同研究実践事業 国 語

・後藤　一雄 学校経営まるごと支援，教育計画・通知表
学校組織マネジメント共同研究実践事業 社 会

・門野奈保子 研修受付システム管理，研修履歴管理
ＩＣＴ活用研修補助，図書・物品管理 ICT補助

◎袖山　兼一 植物資料室総括，標本整理制作，植物観察会実施，関係団
体との連携，センターだより，高等植物標本（Ⅰ）管理保管

○江川　峰雄 標本整理製作，ＨＰ管理，高等植物標本（Ⅱ）管理保管，
植物観察会実施，

・平井　成美 標本整理製作，植物観察会実施，鮮苔類植物標本管
理保管，コンピュータ管理，植物資料室庶務管理

【兼務指導主事】保健給食課本務

【兼務指導主事】教育相談センター本務
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センター職員は，個々の役割を果たしながら，新潟市の教職員の力量アップに努めます。

【庶務管理係】◎主任　○副任
　職員の円滑な業務に資するための支援をします。□予算・決算，公印及び文書に関することを担
当します。□庶務に関することを担当します。

【キャリアステージ研修部】◎主任　○副任
　キャリアステージ（教師力習得期，教師力習熟期，教師力熟達・還元期）に応じた，計画的な資
質能力の育成と向上を推進します。□若手研修部は，初任者研修，若手教師道場の企画運営をします。
□中堅研修部は，12年経験者研修，マイスター養成塾・認定，マイスター参画事業を担当します。

【知って得する理科・星座観察会担当】
　今年度も，CST（コア・サイエンス・ティチャー：理科教育について特別のプログラムを履修して認
定を受けた教員）が配置されました。専門性と日々の実践を基に，理科教育研修の充実を図っていきます。

＜CST＞
　女池小学校　澤栗　賢一　教諭
　白根小学校　中村　直貴　教諭
　浜浦小学校　山上　　純　教諭

◎所長補佐　
　小野塚　正

庶務管理係総括，予算・決算・監査，要覧総括，
一者随意契約審査委員会，会計検査，文書収受

・小竹　　充
人事・給与事務，職員の出張に係る事務，財務事務，
契約事務，庁舎管理，公用車の管理，要覧作成，調
査回答

・佐藤　　誠 財務事務，人事・給与事務，物品管理，一般事務補助，
連絡便・郵便物の発送・仕分けの管理

若
手
研
修
部

◎松井　裕美 若手研修部主任，センターだより
若手教師道場（黒帯）

算 数
家 庭

○山本　達也 若手教師道場（白帯），
高校教員研修 社 会

・田中　正栄 初任者研修
図書館教育 国 語

・本図　直美 初任者研修，外国語教育推進
特別支援教育研修 英 語

・岩田すみ江 外国語教育推進
初任者研修 外 国 語

中
堅
研
修
部

◎田村　明彦 中堅研修部主任，マイスター養成塾
図書館教育，充実還元期研修 国 語

○尾身　浩光 マイスター養成塾
道徳教育推進

道 徳
特別活動

・笛木　晶子 マイスター養成塾
幼稚園教育

音 楽
幼稚園教育

・眞田　和徳 教職12年経験者研修
理科教育推進 理 科

・安達　　徹 幼稚園教育，教職12年経験者研修
購入図書整理 社 会
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<「センターだより」への御意見・御感想は ➡ shicen16@netin.niigata.niigata.jpへ>

　 3 月上旬，落葉樹林の林
りんしょう

床に，青々とした葉と暗
あんししょく

紫色の花がありまし
た。花は 3 個の萼

がく

が合着して，筒形になり，上方で 3 弁状に裂けていま
す。 6 個の雌しべと12個の雄しべがあります。種子はアリが巣穴に運び
込み散布します。葉は寒い中でも枯れず，葵

あおい

に似ていることから「カン
アオイ」といわれています。「コシノ」は「越後の」という意味で，日本
海側に多く自生しています。また，角田山

さん

塊
かい

では，葉に斑
ふ

のような模様
が入りますが，他の地域ではあまり見られません。
　池上義信先生（新潟市に約37万点の植物標本を寄贈）が発見された「ユ
キグニカンアオイ」もこの仲間です。学名には<Heterotropa ikegamii 
Maekawa>と池上先生のお名前がついています。コシノカンアオイより
花は小さく，花

かちゅう

柱（雌しべ）が筒口付近まで伸びています。 どちらもギ
フチョウの食草で，春早くカンアオイの周りを飛ぶ蝶を見かけます。
※�センターホームページ「植物資料室」検索用データベースにカラー写
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>　

コシノカンアオイ　（ウマノスズクサ科カンアオイ属　学名＜Heterotropa�magacalyx�F.Maek. ＞）

「研修講座随時募集」を御利用ください！
　新年度に入って，実際に学級づくりを進めたり，校内研修に取り組んだりする中で，新たな
課題が生じてくることはありませんか。「この研修講座に申し込んでおけばよかったな…」と
思うこともあるのではないでしょうか。その時は，「研修講座随時募集」をぜひ御利用ください。
　当センターでは，皆さんの御希望に少しでも添えるよう，研修講座への受講申込みを締め切っ
た後でも，「研修講座随時募集」を行っています。定員に余裕がある講座について，講座開設
日の前月中旬を目途に，各校園へメールでお知らせします。増し刷り配付するなどして，周知
に御協力をお願いいたします。
　申込方法等の詳細は，案内文書を御覧ください。たくさんの御利用をお待ちしています。

教科用図書展示会を開催します！ ６月16日㈮～６月30日㈮

　今年度も，教科書の発行に関する臨時法措置法第 5 条及び文部科学省令に基づいて，平成30年度
使用教科書を展示いたします。今年度から，新潟中央図書館（ほんぽーと）でも同時開催すること
になりました。

　なお，上記の 2 か所に加え，豊栄，白根，西川の図書館においても，
現行の教科書が常設されていますので，ぜひ御利用ください。

新潟教科書センター（総合教育センター内）
〇時間　　　　月〜金　 9 ：30〜17：30
　　　　　　　土・日　 9 ：30〜17：00
〇展示教科書
　・  道徳の教科化に伴い,採択の候補となる

教科書（今年度は小学校のみ）
　・  平成30年度使用小学校・中学校・特別

支援・高等学校教科書
　・  平成30年度使用特別支援学校・学級用

一般図書

新潟中央図書館（ほんぽーと）
〇時間　　　　月〜土　10：00〜20：00
　　　　　　　日　　　10：00〜17：00
〇展示教科書
　・  道徳の教科化に伴い,採択の候補となる

教科書（今年度は小学校のみ）
　・  平成30年度使用小学校・中学校教科書
※ 6 月28日
　〜 6 月30日は休館日

花

葉


