
小千谷市中教研授業改革のための研修会

事後アンケート　　　　　　　　　，

（１）学び合う授業のブしゼンと模擬授業・ＦＴ実習について

氏名

叶子中

２＠１７／１／１１

，こいっも豪代役戻ＪＵＩＬ．ｔｌヽ甘心イ廟：呵けヽ・凩や。。。練皮銘

　Ｊて：に玉ノあカフダ９か消で彩ノ；幄汐乙万賜）貧恥哨シ″ｔｌ

　いりい匹争

（２）各校の状況と推進に関す＝るＦＴｉ＝４にっいて

・釧え訂Ｌ蒔ｙ喰いＪ片旋乳ｔ湛お４ヽ‘１ヽヽヤヽ、欠態尹あソ９プ。

学毎ｔ７配しｋ千１七夕疾を珍疎隔ご轟入口ヽぐなヽ｀ご

考えひり。

（３）感想など

あリカｔうこＴぞいｌｊ陣・撒白；りヽ・れ“ぎす徊え・１£ｐヽｔｌｊヶ・色ガコ｀を・

４１

いこｒい 州。

回答あ宍１／がとうございました。



小千谷市中教研授業改革のための研修会

事後アンケート

（１）学び合う授業のプしゼンと模擬授業・ＦＴ実習について

（２）各校の状況と推進に関するレＦ＝ＴＩ・２について

氏名

小所

　心いワ　縁　紆

フむぶ・ヅ乱すμ伊り砿ｌｉ、うｊ万λい斗１く口しめぶいぶ１＼ぐ

ヤロサのイも宍いかが素＝似七に）ノ年＝Ｊも食ブり・雨

（３）感想など

和州リヤ
俗かリン

２ｅ１７／１／１１

子燧休回９糾耕り令触をぺ　んχげｊｔ＝俯ヽヽ－

久ダ糾：吟工一八府゛≒弓゛リ

力’かてうござ゛Ｊｊ５

回答ありがとうございました。



小千谷市中教研授業改革（刀ための研修会

事後アンケート

（１）学び合う授業のプしゼンと模擬授業・ＦＴ実習について

折中

２ｅｌワ／１／１１

ｎＪ誦坤賜あと／桝緬つ

　ノ堺』んむ剛ｌｔタ牡釧りし色奔にしをれうバレ仰Ｕ

友＼む刻燧。私ヽヽ乙応Å。命大弓牡め、大挙回礼（かＸｔダド

か＝い資村（鵠濠メ；ヵクが碩万客で傭＝うずトＡ斟作乾コれ

＝乙良知はｊ良んろめ７・ヽ免ヽ、乙乙う友ム、

　ノタ唄眼。噸然プ乙９Ｖヽつヽヽ‰ゐミｔ豪レ、－トずツ半

ダいい血旬毎言膏かボし爪亡政てい友づのマ≒全Ｊし杷

鳶ノちレ１ハ、、り１Ｓちし鯉祐ｔｌしっ戈。

　七卜軋ニ釦糾使ｔ゛’生か了ゑ諦例ｔＸた研瓦ヽべう。

〔２〕各校の状況と推進に関するＦＴＩ・２にっいて

ｔ戒め：弊恥匯ｔ帳く島しか：辰

　：こ：＝帆り（ルリユ赳人引，ヽち計＝画聊・リμ客恚れ

か１，狐／Ｌ・，軋爽カヤ払ヽ九張，ｔ

いくこもが匂享トヽ｀む匙ヽ，九・

秘尚値，シづレも欣友町活ｊ

（３ｊ　感想など

斤Ｔ７‘色羨ク謁知ｉ一入衣

に 剋悩

胤ぞ鬘軋攻ｔ配Ｘべヽ．製粉ｔｌヤかヽ特ひか、心球

回答ありがとうございました。



小千谷市中教研授業改革のための研修会

事後アンケート

（１）学び合う授業のプレゼンと模擬授業・ＦＴ実習について

（２）各校の状況と推進に関するＦ

（几函到

回答ありがとうございました。

・２について

中圭
今
３１７／１／１１

。二辻二ｊレ

’。値１レ唇ご。｀リブ列く湯漬・´’
　高町岬牡ヽ

砧

ソＵ

（郷ＦＴいパ　り暦μ即か｀（

　　今尚象９添戸印睦ぞジ頷

　　　　い４７．ハ，ぐ　ＪＪｉぷ。。。ｉ乙。

７ 齢

ＦＩり

妙癩ｊ≒

９聊ｔ

・ヽて∧形ぼ

瓢頃ヤ詣言言驚サ

なヽ４ｙ）ｄ叫ノ湾瞭りりる

夕か六月ＦＴＩ伺化ｙリニ伊し

訃椎ｔμヽ・。と。、襟レ岬、今√

仙砂

う予

ハう卵ｆ

皐４４

・凡（弗柳り．

蜘涛

ヽヽ丿郷万卵杵

　　　　・Ｊ●●　ｊ　・．

働９両吟ノかり倚噂砂丿糾・

こゾビ討ご鶏詐悦゛ぞ心洲レふ肉諾か４鯛参列
袖６ｔノがμヽノほ槌ｎｋ゛・るう祠ノ７Ｆ‾ｙｌヽノＫ・１づｓく．

司朗潮鳴涛トめＪμが｀

゛しマミ３蒜ｙ瓶そ屈おφ］靭附§や

と鴻卸　ｓ　ヽ＾レベル　

］



小千谷市中教研授業改革のための研修会

事後アンケート

（１）学び合う授業のプレゼンと模擬授業・ＦＴ実習について

糾

３１７／１／ｎ

氏名　　い、川元子

’心゛申７不｀デレゼン｀貧右ド｀才り片に｀そ４

°ドヤ片訃こっぃマ僕白訃い匹Ｊ管す氷哉巾ｖ高抑？・

ブバ．乍旅七伴了ブ四、

（２）各校の状況と推進に関すか丁目ズにっいて

（３

提亀次丿済祐↑臥号こ下腿Ｌ期に臨乱心匹

耶わこ叫Ｄ千ゾ｀営壮職か公停１叩万¬す方向乙

夕洋丿大礁もよ牡丹机⑤い了元に丿言程崖才

子年ダ庖回呵あ～｀じ感右手し白土

感想など

礁併僕斟：ゾ白か凹ヅ仇リ（肺ＩＩＩふ子

回答ありがとうございました。



小千谷市中教研授業改革のための研修会

事後アンケート

（１）学び合う授業のプしゼンと模擬授業・ＦＴ実習について

２＠１７／１／１１

。小林判淵（個中）

授首佩ｌ’論理窟に考乞塵（會ふ乞ふｙこの

で’きｊし九他の芙語Ｏ授翌寸拾．難．Ｏこ芯おれ

詞気迫箆で｀　七徊しレモン、Ｚ　尽乙ぺづ右賎し恥．‥で・ず．

（２）各校の状況と推進に関するＦＴＩ・２にっいて

・自父ｊを如言敦，二凰柿こ乙な回≒蒔圓が朗，７しき

　いれ壬。才支叢でも風Ｃですが’，ＦＴを詣戸呻ぶ乙

　朧の庖見」ケ出ぶむめ，な栃鸚賜這侃々

　課愚吋。

（３）感想など

　山内乞き・講義／ａ・　３回目で扮≒ＦＴｎ手沢

だ二八を（，実際の馬画（授書ヤ職ぐト穴蔵痛修いヽ

使えるぶ勺こ説用□い７Ｅ＝だニきニ。島りが６ごごいれ７≒

回答ありがとうございました。



小千谷市中教研授業改革のための研修会

事後アンケート

２ｅ１７／１／１１

。謝峠」肩Ｌを孔

（１）クダ今ラ讐懸ゾゾサや９？？

……

丿工？Ｆｙここ匹

＿＿＿…．……＿＿………、……＿…．……．．＿＿＿＿………＿……………………．……………．……．
雨樋．鱗邸けしμ１練い喬躬レμ．霖バ．猿四

戸アのり以そ

Ｊむ

如ヽμ拙ふ内び砺悦゜μ引

列所１ろ比ダてＥ｀ｌｌばト　　

．、ａ、、。ｚ、、ｊ，ｉ．、、＿

↓
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４－″ｒダ゛へ’－　″「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　　　　　　　　で

ｔ縛に４バ：ヽヴゐ秤枇び゛

旅ｔグ１レ≒

（２）各校の状況と推進に関するＦＴＩ・２にっいて

（，）９な’ぬＵ筏Ｓ応政Ｔ）

初かに１ヽ痩濃抹９タ，践１・，ヽ

　●　．－ミノ●Ｊ　　　　　　　　Ｊ　　　＿
吻租１夕

勤ふ・

。ユヅユ

７告右
●

２．とで不ぶ・しｐヽ‘け冷々ヽり

岫μ

－
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岬多、｀’｀ｊ、ｊｒｋ″１９卿、碑ヂ
ｙ″孤ぶ観ｄｌフ臣。感銀
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工いしこＩＺべ１ヨ９車凶こ１篆噺こＲＳ￥囚尉宮（Ｚ）
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卿躯仰硲迂明侃即￥笏俑〉慨歎咽引なりが肌ム
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小千谷市中教研授業改革（Ｊ｀吋Ｕｈ（八研修会

事後アンケート

（１）学び合う授業のプレゼンと模擬授業・ＦＴ実習について

氏名

引戸

２の１７／１／１１

蛸女丿米師の学び仏ヽ匹面向がモリ征いのて八

冷回教紅い抑ビいＲ今恬そぜひ取付剱乙膳印

しＶこい七思い巧∂

（２）各校の状況と推進に関するＦＴＩ・２について

他校の天球１ゐ・貴重ｙｙ

に七良玲っＴこで乃。

づ息貝ガえ圈ごとカ紆牢乙

斜づ扉パ辻ス

融に亦

（３）感想など

回答ありがとうございました。



小千谷市中教研授業改革のための研修会

事後アンケート

（１）学び合う授業のプレゼンと模擬授業・ＦＴ実習について

φ
レ

片

２＠１７／１／１１

氏名　南雲　真一

・模擬授業について

　水圧のＦＴは意見が丁度ぶつかり合うので、大人用の入口には大変よいと思います。また、ツリ

ーも考えの「筋」が分かりやすく、ぜひ活用したいと思いました。

・プレゼンについて

　時間の関係で仕方ないが、初めて触れる方にはやや速度が速く感じたかもしれません。

（２）各校の状況と推進に関するＦＴＩ・２について

・片貝中学校では、特活場面からの「目指す生徒像」を追いかけるようと方向付けいたしました。

ＣＫＰＴは、状況から成果や課題を明確にできるとっても良いフレームだと思います。状況は、自分

で言った言葉ですから。それをＫやＰに分類されると正確に見えてくることがとても良いです。

・やはり、全体でシェアし、小千谷市の目指す姿を共有できれば、更によかったと確かに思いま

した。

（３）感想など

　来年度の方向が見えたことは、何より大きな成果となりました。具体はイマイチでしたが、そ

の入口が見えただけでも、すっきりです。

　雪の中、遠＜までお越しくださり、ありがとうございました。今後とも、ご指導のほど、よろし

くお願いします。

回答ありがとうございました。



小千谷市中教研授業改革のための研修会

事後アンケート

（１）学び合う授業のプしゼンと模擬授業・ＦＴ実習について

　ドリ

２＠１７／１／１

ｎ石沢和見

導χの裂分かぐ寸づンつエスちン己ＦＴの手法宮取回いた

だき岸ニフ゛竹が訂・

アしゼ｀ツｔ帥きな吠０）分の授業のごの場面？倫丿汗ようか

ラ（受まし回

飛問のヤノ方七工夫し俘く七か計俘い七悲ヽ４し剔

燐今弘竹江詣でし右，

（２）各校の状況と推進に関するＦＴＩ・２について

ペアに仰浦ヰのめ兄威早課題令弟（け？訪働

こ牡牡江州十いました，

孔∇こ持ぢよ，た有目１特仁回に女水ぢ宇削にとにも？，

秉肩・見走しヤ寸し即けした，

閉昨ｙに灘四覗９ヤ々ぶ万富ノ下川９ｊ会長な頑修は

俘‘け一頃・

このよう瑶機令１設けト心たＴｔあ割０う

回答ありがとうございました。

寸ざヽヽ事した，

中
ト
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事後アンケート

（１）学び合う授業のプしゼンと模擬授業・ＦＴ実習について

　片す

２＠１７／１／１１

。　

町公１？ｆ剽４１，ｙ向｀，ト３ル７ヂ｀，今節方法肩が糾目線ご｀９

駈い小え浄バＬＴんｔ㈲す財ヰ７１リバ声がぐしらヽ万場。

が冷｝い襖れ｀ツｐ｀ふりト芦い巧・

牡でぜ鼎ｇ卜衡９可７匹ぷ釈リ’康行｀剽あソ八りづｉヽ手し芦，

け叫四。搾滓略呼一切ら絹べ了にーい八伍に？｀゛

い１｝ぐ

（２）各校の状況と推進に関するＦＴＩ・２について

Ｆ２ぜほ７７ｒＪ－ヽ・ヽ

ぞき１引ｙ。７）｀１、ヽ・声ヌ、。軒吋タＩＬ芙有し

ｊｙ希にフクフクてさタもり片肺／み９仁’

ぐぃと話町収ヽ八俘彫じ

倅！ｙデ雁べ恥（り妙気ト

澱問互楳じヅモボ、ベワリベス（抑μ防し叫μ（そ影・

フリヅ乙し庫ワい仁に貳坏舜騏かぴでぃ吋）５－しブ芦。

（３）感想など
　自いて岫吋ヽ肌関取後乙しびで孔琵゛．ぞ万千奴万払有了乞も刀酒゛’

　・　　　Ｗ　　　・ぞき払い承イｔイト舌二ｔモバ｝Σンむ斤ｙし遣屁白う’砂ひ錆竹

い刊。乖臥陽仰吋いで石亀刄訃二削八やゴぜ・ｊ＝レ≒

回答ありがとうございました。
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