
研恕⑦②J

藁漣醜済忍

会の目指す象徴

「太陽」をシンボラ

イズ。8つの光は発

足時の県下7支部・

秋葉会を表し、相互

に結び合い、磨き合

って無限に発展する

ことを表現してい

る。 C　発足時研修部長の

片野四郎校長のデザ

イン。会員がそれぞ

れの役割を自覚しつ

つ、常に発展を目指

す「大樹」のごとく

あってほしいという

願いがこめられてい

る。

教師力の向上と児童生徒の成長

期日：平成29年7月29日（土）

会場：燕三条地場産業振興センター

主催：新陽会研修部



平成29年度新陽会全県教科研修会

《御来賓》

講演会講師　　国学院大学人間開発学部

初等教育学科　教授

研修①指導者　新潟県中学校教育研究会事務局長

（新潟市立白新中学校教諭）

《本部役員・指導者》

新陽会会長

新陽会幹事長

新陽会副会長

新陽会副会長

新陽会副会長

新陽会副会長

新潟市立寄居中学校長

新潟市立新津第一中学校長

上越市立城東中学校長

長岡市立真申学校長

村上市立荒川中学校長

佐渡市立相川中学校長

＝主な日程＝

1　受　付

2　開会式

3　講演会

昼食・休憩

4　研修①≪FTによる授業づくり≫

休憩

5　研修②≪教科別グループ協議≫

6　アンケート記入

田村　　学　様

山内　伸二　様

清水　　卓　様

山田　秀樹　様

諏訪　安貞　様

近藤　道範　様

長谷川春義　様

渡部　泰治　様

9：40　～10：00

10：00　～10：20

10：30　～12：00

12：00　～13：00

13：00　～14：00

14：00　～14：15

14：15　～15：15

15：20　～15：30



【開会式】10＝00～10＝20　（5階総合研修室）

進行：新陽会研修部長　徳田　正雄

1　開会の挨拶

2　来賓・本部役員紹介

3　激励の言葉

4　閉会

≪MEMO≫

帖やラム′イス司弓

新陽会研修部長　　　中部　俊幸

新陽会研修部長　　　佐藤　康也

新陽会会長　　　　　清水　　卓　様
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【講演会】10‥30～12＝00（5階　総合研修室）

「主体的・対話的で深い学びの実現に向けて」 � 

国学院大学人間開発学部初等教育学科　教授　田村　学 �様 

1開会、講師紹介

2　講演

3　閉会、お礼の言葉

■■
■■

進行：新陽会研修部長　佐藤　康也

新陽会研修部長　　　中部　俊幸

新陽会研修部長　　　波谷　雅秀

－プロフィールー

（略歴）

新潟大学教育学部卒業後、新潟県上越市立大手町小学校教諭、上越教育大学附属小学校

教諭、新潟県柏崎市教育委員会指導主事などを経て、平成17年4月より文部科学省初等中

等教育局教育課程課教科調査官。平成27年4月より同視学官。同時に文部科学省初等中等

教育局教育課程課教科調査官並びに国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発

部教育課程調査官も併任。平成29年4月より現職。

近著に、「授業を磨く」（東洋館出版社2015）、「生活・総合アクティブ・ラーニング」（東洋館出

版社2015）などがある。
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【研修①】13‥00～14‥00（5階　総合研修室）

「フアシリテ �－ションによる授業づくり　～Stepup講座～」 

新潟県中学校教育研究会事務局長 

新潟市立白新中学校教諭　山内　伸二　様 

1開会、指導者紹介

2　講義（理論と演習）

3　閉会、お礼の言葉

■■

■■

進行：新陽会研修部長　佐藤　康也

新陽会研修部長　　　中部　俊幸

新陽会研修部長　　　　徳田　正雄

ープロフィールー

新潟大学大学院教育学研究科修了。平成24年度より県中教研事務局長。平成25年県
中教研「学び合う授業の創造」の取組が読売教育賞優秀賞受賞。科学研究の指導で日本
学生科学賞内閣総理大臣賞をはじめ全国レベルの科学研究を多数指導。平成27年日本学
生科学賞「指導教諭賞」受賞。

－5－



【研修②（教科別グループ協議）】14＝15～15‥15

※　同一教科、3名グループで、持参した授業レポートを題材に、フアシリテーションで

「学び合う授業」ついて協議を行う。

≪MEMO≫
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【開会式】10＝00～10‥20　（5階総合研修室）

進行：新陽会研修部長　徳田　正雄

1　開会の挨拶

2　来賓・本部役員紹介

3　激励の言葉

4　閉会

≪MEMO≫

柏1すう乙′イス一宇

新陽会研修部長　　　中部　俊幸

新陽会研修部長　　　佐藤　康也

新陽会会長　　　　　清水　　卓　様

－3－



窒‘　堅歪を都；

新しい時代に曲事となる責1・能力の育成と．革で騨庁の充♯

何ができるようになるか

社会と連携協働しながら、未来の創り手となるために必要な刈誠や力を

r社会に隙かれた教育該程」の案現

どのように学ぶか

輌しいさ代にあ霊となる★1・t力を丘生えた
触科・科目等の輌詮や日韓・内軽の■正し

小芋茂の外取隕穀雨の教科化、芯校の折絹∃「公共（恨
1吊」の祈眼など

各教組答で育む資等能力を明確化し　目標や内岩を‡鼻造
田に示す

琴田内等の削減は行わをい

主体的・対話的で濠い事びくrアクティブ・
ラーニングJ）の枕点からの事℡遺書の改■

生きて働く矢口注技蛇のコ甥
など、新しい時代に求められ
る打賃能力を育成

東口三五のカモ：削点せす、呈王の訪

い理解を回るための芋2主当校

の言的改名

PROCESS（思考）

妄l示丁右ヨ≡liデFi乞1毒1■ヨ伽′王：

－1－

INPUT（体験） PRODUCT（気付き）



■知識（言葉）と体験がつながる

→（一つ一つが「はっきり」する）

■知識と知識がつながる

→（つながり「しっかり」する）

■知識と自分がつながる

→（自分との関わりが「くっきり」する）

など

′融やへ

釆し、⇒宣

PROCESS（思考）

INPUT（体験・気付き）

畏畔習活動

■好奇心
■自立的欲求

聖些型畢束ノ

育成→姿

璃しレ確も

珂打ち

畏；喜喜芸能感
■一体感

繰り返し

PROCESS（思考）

PRODUCT（気付き）

ァ聖莞監農芸畏警ちいい」などの言葉にならない満

②達成感「なるほど」「わかった」「できた」「できそうだ」などを支え

③自己有能感「少しは成長したかなJr前よ。もうまくいったぞ」
などと自己の成長を実感する感覚

④一体感「一緒でよかった」「みんながいたからJrみんなでやると
楽しい」などの協同的に学ぶ価値を実感する感覚

ー2－



虜笹〆像も／卜

「知識・技能をつなぐ（関連付ける）」

「主体的・苅矧〕勺で深い学び」の視点に立った接藁改苔を行うことで、学校敷詰におけるロの竃い学びを冥現し、学習
内容を深く控尾写し、琶ロ・餞力を鼻に付け、生涯にわたって甫旨鮎的（アクティブ）に学び続けるようにすること

【主体的な学び】
学ふことにロ1策や閑亀1を持ち、自己のキャリア形

成の万向任と恍選付けなか†う、見通しを持って粘り
強く取りほみ、自己の寧日活動琶振り返って：欠につ
なげる■三．沌持貨で」が冥現できているか。

【対話的な学び】　豹、尊び
子供短士の†矧軋∴粗犠員や地底の人との対話、先哲の考

え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考えを広げ
深める「；ニ；′〕空っび」が実現できているひ。

：・■．

更もこiで髄く人々かて連邁

している≡蚕控べたり、声
で白らの毛又を広める

乏したり、は張したり、
自分の誓えをより塁

当なものとしたりする
手間胃士の苅：引こ加え、子供と先日、子†賞と1信二式の人、茶を還

してZこの化石などとの京古書岩を⊆〕る

【深い学び】
己1てい∫岩月・探究という学びの通ほの中で、各毀鞘等の持

矧こ応じた「見方・琶え万」を伍つかせなかtら、別語を相

互に陪淫付けてより深く理篤；したり、晒ほ‡扇正して
考えを形成したり、間置を兄いだして解決策を考えたり、想
いや考えを墨に創造したりすることに向かう「＝いごtJJが

ほ」】
夢殿の中から自ら誓いを兄いだし、ば語の遺栗、と雪迫の㌍

決を行うI芸完のヱ盲三に限り組む

柁云した†岩音ヨ琶塾に白岩の考えを形成したり、目的や甥蚕、
伏ノ記章に応じて伝え這ったり、宅えを伝え合うこと空運して
架日としてのちえ空形成したりしていく
蔓信を性’か＼甘て、習いや考えを倭に、塁〇、に苦言や厄□国

手三三してい＜

聖吏ヱユニ／榊〟当

「

バ
∵
八
・



A：内化する　　　→　　　　B：外化する

【児1生徒貫岡項目】

5年生まで【1′2年生のとき】に受けた授■で．自分の書見を発喪する機会では．自分の考えがうまく
伝わるよう．資料や文責，拓の組み立てなどを工夫して発曇していたと思いますか。

【中辛校】

■ヨて1コ三三　　　　　　　　　　　　　囁こJら

■どちらかとJえっ∴当てはぎっなし、辣賀てlヨ

どそけ†コ　　　　　　　　　　　　　　喜［二言

00　　　　　二〇C l〕0　　　　　〔」0　　　　　日〕D lCDO

■■■

■当ては至る　　　　　　　　　　　　臣とちら丈■とl一入l；当て1三吉ミ

ロと‾）・つたといミばト当てはま・さrJt一　節当てl三三・⊃ナよし・

00　　　　　：00　　　　　ヽコO Eつ口　　　　　軋0　　　　1m〇

■∃てにきる　　　　　　　　　　　　tとち三トとし　主に　当ては言う

〔出典〕文と∋亨⊥草書　国立舵書政策研究所「平広23年度会皿竿力　寧智状況ヨ壬の結果（早手）2】

◆r学級やグループで し合いなどの活動で、自分の考えを深めたり、広げたりす
いて、十重的図答の方

【F悶1日】

調査細事年の児■生徒tま′事組やクルーフでの路合いなどの活動で，自分の考えを深めたり．広げたりす
ることができていると思いますか。

100ひ詣　r

E譜A a㍍∋　　嘗浩A t蛮己　　：至上I

■そ巧とたりたと誓う　　　　rどちら石といえは＼そう票誉　　　■そ〔「と書目丁と讐二・　　　じどちらケ出ぺけ・そうララ

とちらかれ1もはそうだ杭L Lそう汁ちい　　　　　　　　とち如こいえばそう望7⊃領　rそ′r習わⅥ・

閻十1■「＿＿聖　．一一＿　＿＿＿＝　　心慮ご■＿＿＿　＿　＿1て　　　＿＿＿＿＿h

H述宣誓り＿＿…＿…．二二二二∴12　　　日光こま■　　　∬J T一皿12

0批　　2

■‾　　　‾　■　　ナ

0〇％　　20侃　　40隅　　60〔I％　　弧0％　1000％

■－〔亡友　　－耶→　　　　　　　　　と‾モヤとし引　■」申

」‾ちかとL rは　ナ「虻h

【児■生徒1規項目】

5年生まで【1．2年生のとき】に受けた投さでは．先生から示される課層や，学級やグループの中で．
自分たちで立てた叫に対して，自ら考え，自分から取り組んでいたと患いますか。

【小芋校】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仲竿校】

■当丁に‡三　　　　　　　　■とちりrといミげ．当てはま5　　　■当てに三；　　　　　　　　由ビラうかといえ■J　当丁に≡5

度とモ仁つと■、へ（言　当てl3才ウ冠L・¢当てはぎらつL　　　　　　　　6とうら力としミr・当て（コ王ららし　ご∃こ■コ三・二11

←一・・一二　　　　　　　　　一訂．一二　　　　　　　　　　　‾1こ　　　　　　　　　　て・二

日一叩　　叫　∴『■胞臼駐r・：，

DD　　　　二00　　　　ユ00　　　　C00　　　　江川　　　10日D UO　　　　　ごUO qO　　　　ヒ〔り　　　　8⊃ロ　　　1〔10コ

■当てlコ三三　　　　　　　　（鴫）■とちらブ・こしえ【J　∃てrまま5　　　■当てに三三　　　　　　　　（％川とちら1こし　も．7　∋てr三三5

缶とうちかといも■コ・当て（3≡らちl、■当ては喜ちぢし　　　　　　　　　ことちらかごl、えば　当てにまらちし．　当ては≡壬竜い

皿！≡B　　　　　塑；乞A　　　　　慶；て8

〔出犀〕文借手⊥字雀　且王幣書取策崇完所「喜成2陣風生血掌刀　芋習状況調査の絶景（笥1）20

◆授業において．児童生徒自ら学級やグループ
などの学習活動の取組を行っている学校の方

霹粗を設定し，その解決に向けて昏し合い，まとめ．表現する

器を姦欝宝悪宣言妄芸≡芸霊宝言≡荒芸豊蒜誓細を孟孟「
日宇校）

：．1・rl・　　：∴1・　　　‾こ　＿　て
■　■　！‾　－

・・・■■■■■lE■■■BE滋一・二IT l∴二二二二■』田■ト
」　　　　　……

0％　　　　潤　　　　4ロ私　　　　仰　　　　緋　　　10：偶　　　　　　　　　U％　　　　　溝　　　　4【瓜　　　　も掘　　　　削）％　　　1鵬

●よく行った　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tよ＼行った

tとちらカといとは　n了った　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　影どちらかとし　主音．行った

田か　　　　　コ已矩　　　　　第㌶A　　　　　耳がB E邑知　　　　　日㌘油　　　　　穀芋阜　　　　　試写8

H26　学力・学習状況調査

児童（生徒）井間組（40）：「総合的な学習の時間」では，目　で課鰯　立　。鰐口
数理して目白ロベここ　　引貯するほどの学習活動に取り組んでいますかJ

匝二］旦那　　匿那∴l∴一㌦

－4－

芽奴B　　　■当てはまらない

了
bどちらかといえ

ば当てはまらな

い

Fどちらかといえ

ば当てはまる

dL＿摘る
■当てはまらない

匡書きB　　　　　数字A　　　　　塾芋B

57旦「叫

偶像と
、卸蛸と
・締←．．

駁どちらかといえ

且当てはまらな

い

≧～どちらかといえ

ば当てはまる

L二L∴当てはまる
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揮ポい’



1：子どもの発言を丁寧に聞く（見る・聞く）

2：子どもの思い・考えを捉える（解釈する）

3：本時のねらいとの関係を考える（照合する）

4：どのように振る舞うかを決める（判断する）

5：分かりやすく板書したり、端的に発問したりする

（振る舞う：発問・板書）

①聞き手としての他者

（説明による精緻化）

②話し手としての他者

（異なる情報の収集）

③知の協同構築としての他者

（情報を提供し合い、関

連付けて、知を創出する）

（東京大学教育学研究科藤村正之教授）

肇軌′　容レナけ

七草l三二二言う二

共に学ぶ」状況を生成する

・慎重上⊇占辻二プロセえし組包茎三五」成果蜘

■厨関わるので活性化する
・、．ゝとi報ノ且ゝと他者

連動性（「収集、分析、表現」「活動と活動」「音声、文字、対象」

が一体となって連動している）→「自ら∴共に」

1プロセスの充実を図る

課題、見通し（文脈性、真正性，多様性）→活用・発揮

2　音声言語でインタラクションする

異なる多様な他者との対話→活用・発信
・どのような情報をもっているか

・どのような処理を期待するのか

・どのような成果を願うのか

3　文字言語でリフレクションする

外化（文字、一定の長さ）→活用・発揮
・事実の確認・関係性や一般化の生成・自己変容の認識

、、－＼＼

■カリキュラム・マネジメントの三つ側面、＼＼＼

警告芸諾諾慧票諾諾諾翳露語
成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこぎ＼＼＼

②教育内容の質の向上に向けて、子供たちの姿や地域
の現状等に関する調査や各種データ等に基づき、教育

課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連のPDC
Aサイクルを確立すること。

③教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、
地域等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に組
み合わせること

御凋鯛凋醐机牒
、、、ヾト再・、いてし・ふLメ輔1ど

ノ

′

∴

当

ノ



■カリキュラムのデザイン

①教育活動全竺関係牽享空空襲して描く
／二′一爪一一一・〆r▼′　　‾W‾　‾〟‾‾‾■・、‾’‾¶〉‾r▼ユ‾～、、、」

～∴②学年の学習活動を傭轍し 単元配列表

③一連の学習活動のまとまりとしての

謁鮒欄 内：臨 算二数 社 � 

11　　　11　　l l　l　　　　　　　　　　　l 

l　l ��� � � 

何をつなぐカ ��� � � 

理 �科 �知識肇整耳空彗警革警型警雪空空空性等 

総合的土 管の時 �註羊 �l　　　H　　　ト「 ��� �」」l 

特別活 � �とのよっにつなく＿牢、千－． ���ll［二二コ 

遭：癒 � �→　←・⇔　⊂＝二二ト［：：三二コ 

音■楽 図工 体育 � �l　　　　　l 

シンプル！ →重点（①中核となる故事 →精選（強い関係に限定 � 

斗等　or（塾中心となる能力） 

） 

4年 

教科・領域／ �月　　月　　日 

軽 ��� 

鋼日陰 � ������ 

l　　　　　　　　　l �� �l ��� 

算数 �l � � � ��� 

敬二　会 � � � ���� 

F華麗啓導薗・の藷涌′藩痙 �瀾蘭難 ��� 
守　科 � �一一一一ローー…「一一…［：＝］－ � �一一一⊂＝］ ��� 

総合的な苧 晋の時間 �」　」　　　」　⊥「 �� �！ ��� 

特別活動 � ������ 
一員－ ���� 

遺　徳 �⊂＝［コ　　町ロ 

音　楽 �［＝コ　　　【【 

図　工 �　］　≠－」 

体　書 �閏ぬ活濾・発薄く滴級関係）・ 
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教師が、活用・発撞する場面

を適切かつ効果的に皇地
主（習得・活用・探究）

LeaningPyramid（学習定着率アメリ姻立訓練研究所）

「ただ座って先生の講

義を聞いているときの
脳の活動は、眠ってい
る時と同じである」（エリッ
ク・マズール教授　ハーバード大学
、2012年】0月京都大学にて）

演示（Demonstration30％）

＿Ⅷ＿　　　　　＿＿．

討論（DiscussionGroup50％）

体験（pm出icebyDoing75％）

ー7－



平成29年度全県教科研修会参加者数

計

計

【研修②教科別グループ協 ��議参加者数 �】 

交流 �上越 �中越 �下越 �佐渡 �新潟 �計 

国語 �0 �1 �7 �2 �0 �8 �18 

社会 �0 �7 �11 �10 �4 �21 �53 

数学 �0 �4 �6 �5 �1 �9 �25 

理科 �1 �5 �6 �1 �1 �8 �22 

英語 �0 �5 �5 �7 �0 �13 �30 

音楽 �0 �1 �0 �0 �0 �2 �3 

美術 �0 �0 �1 �0 �0 �0 �1 

保健体育 �0 �4 �6 �5 �2 �11 �28 

技術家庭 �0 �0 �3 �2 �0 �3 �8 

特別支援教育 �0 �0 �4 �2 �0 �4 �10 

道徳 �0 �1 �10 �1 �0 �4 �16 

計 �1 �29 �59 �35 �8 �83 �215 

計

5F　　　　　　　　　研修会場図 

女 手 ト イ レ �男 子 ト イ レ �濠 沸 重 �×出E漂蒜ルEV �� � � � � � � � � � � �i l �ミーティング ルーム 【来十・役■控圭】 �す。 

［＝垂直コ［：二重亘二コ［二重亘コ 

総合研修室 【開会式・講演会・研修①②】 

×印は、一般施設並びに管理施設、借用していない施設等です。ご配慮をお願いし 

「3F中会議室」をスタッフ控室、グループ協議の予備室として確保してあります。 

－2－



平成29年7月24日

平成29年度新陽合全県教科研修会

新陽合研修部

燕三条地場産業センター　メッセピア（三条市碩頃1－17）

月　日 �平成2q年7月2qB（土） �担　当 �宮浦中学校 校長中部偵幸様 

覇修（D �13：◎⑦　　～　14：⑦⑦ �時間 �6⑦分 

研修② �14：15　　～　15：15 �時間 �6⑦分 

T－マ �77シリテーシヨンによる持業づくり　　～S十ep〕p講座～，～教科別グ／し－7協議～ 

自‾的 �（D　「学び合う搾業」の考え方を知りこ　具体的なイメージをもつ。 
②　各自の「学び合う痩業」の棄銭を共有し．摺業力向上の示唆を得る。 

タイムテーブル

論　　点　　　　　　　時　間　　　　　　　活動のおおよそ　　　　‡留意点（小目標）

夏休み楽しみしこしていること

は何か？
・学び合う搾業とどのような摺

業改革か？
・滝を入れると圭子はどうなる

か？
・FTは学び合う指業づくりを

どのように支援するかつ
・教師の学び合いはどのように

進めるか？

13：10－13：20

10分

13：20－13：5◎

30分

13：5◎－14：¢◎

15分

対人スキ／し実習

・模擬搾業を体験し．その搾業とF

Tの役割の関連を知る。

フしゼン2
・単元構想検討会の考え方や進め方．

メリット等を知る。

情景を描く，話

しやすいで挙手

＜キーワード＞

7　汎用的能力

イ　教え合い・交

流・樺討
り　対人スキ／し

と論理スキル
・チャートを記入

し．交流・融合

できる。



く会場イメージ＞

ホワイトボード

ホワイトボード

＜研修部で準備するもの・こと
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］用
※ペアは上のlJの組み合わせで実態。3人は机ごとで栗鼠

X FTの道具はペアごとに．昼休み中に準備しておく。

もの �＜合唱に準備するもの＞ �＜新潟会館または白新中から研修部が，7 

1プロジェクターとスクリーン �月28日（金）に運′ミミもの＞ 

2　ホワイト・ボード（2台）とペン3色 �4　中型WBxllの枚 

3　電源延長ケーブル �5WBペン（黒・青・赤）×11◎本 6WB消し布×11◎枚 7ペンケース×1＿1⑦個 8．電子てんぴん・WEBカメラ・コップ q根拠シール×22⑦枚 10タイマー 

こと �目　しジュ〆、（7しゼンテーシiン賃料・ワークシート等）を印刷し．冊享にする。 
12　事後アンケートを印刷する。 

※ペアは上のく：ト組み合わせで実態し．3人ゲ′し－プは机ごとで組む。

※　FTの道具はペアで開始前に準備しておく。

＜山内が当日に持参するもの＞

もの �・PCと電源 
・パワーポイント・リモコン 

「質問とあいづちの言葉シート」

※「質問とあいづちの言葉シート」はしジュメの冊子に東側の表紙Lこく

るよう製本してください。

新潟県中学校教育研究会事務局　山内　伸二

〒950－0908　新潟市中央区幸西3－3－2　じょいあす新潟会館

TEL：025－290－2251　FAX：020－4664－3748

http：／／www・niigata－inet・Or・jp／ken－Ckk E－mail‥ken－Ckk＠niigata－inet・Or・jp

◆
．
：
′
・
．

●

◆

◆

◆

＝

◆

◆

　

●

●

：

◆

‥

◆

：

●

●

●

◆

■

〇

　

　

〇

　

〇

　

ノ

′

L

 

O


