
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 30年度県中教研 指定研究  
 10月から 11月にかけて，指定研究会が全県 20の

会場で実施されます。また，指定１年目も 20 の研

平成 30年 7月 18日 

新潟県中学校教育研究会 

 各教科・領域における“学び合う授業”はどのよ

うにつくればよいかを見ることができる指定研究

会が 10月から 11月にかけて実施されます。是非ご

参加ください。 

平成 30年度 指定研究会（指定２年目） 

shite 

指定研究１年目の推進郡市，推進責任者，会場校 

“学び合う授業”の具現化を目指した指定研究が

平成 25年度にスタートして 5年目を迎えました。  

資質・能力を高める“学び合う授業”は県下に広

がり，各校・各教室に届きつつあります。 

究チーム（研究推進委員会）が発足し，研究がスタ

ートしました。 

  昨年度より１ヶ月早い 5月 9日（火）に合同運営

推進委員会を実施し，各郡市で研究チーム（研究推

進委員会）が組織されました。目指す姿の共有や単

元構想検討などに取組み，資質・能力を高める授業

を来年度の発表できるようには研究を進めていま

す。 

教科領域 地区 推進郡市 会場校

上越 上越 小林　由希子 上越市立春日中学校 上越市立中郷中学校

中越 三条 塚越　　卓実 三条市立栄中学校 三条市立第四中学校

新潟 新潟 河原　久美子 新潟市立白新中学校 新潟市立黒埼中学校

下越 村上・岩船 清野　　　絢 村上市立朝日中学校 村上市立村上第一中学校

上越 上越 佐藤　　行夫 上越市立城西中学校 上越市立浦川原中学校

中越 長岡・三島 鳥島　　綾子 長岡市立江陽中学校 長岡市立青葉台中学校

新潟 新潟 田村　　友教 新潟市立白新中学校 新潟市立鳥屋野中学校

下越 五泉・東蒲 鈴木　　隆士 阿賀町立阿賀津川中学校 阿賀町立三川中学校

上越 上越 水野　頌之助 上越市立春日中学校 上越市立直江津東中学校

中越 南魚沼・南魚 荻井　　憲二 南魚沼市立八海中学校 南魚沼市立大和中学校

新潟 新潟 関野　　幹裕 新潟市立白新中学校 新潟市立新潟柳都中学校

下越 阿賀野・胎内・北蒲 木島　　靖人 聖籠町立聖籠中学校 胎内市立中条中学校

上越 柏崎・刈羽 山本　　直恵 柏崎市立松浜中学校 柏崎市立南中学校

中越 小千谷 渡辺　　直人 小千谷市立千田中学校 小千谷市立片貝中学校

新潟 新潟 嵐田　　浩二 新潟市立白根北中学校 新潟市立木戸中学校

下越 村上・岩船 長谷川　尭哉 関川村立関川中学校 村上市立村上東中学校

上越 妙高・糸魚川 桑原　　大和 妙高市立新井中学校 妙高市立妙高高原中学校

中越 長岡・三島 若林　　圭太 長岡市立秋葉中学校 長岡市立堤岡中学校

新潟 新潟 佐藤　　裕子 新潟市立石山中学校 新潟市立小須戸中学校

下越 新発田 長谷川　直紀 新発田市立本丸中学校 新発田市立東中学校

特別
活動

研究推進責任者

数学

技術
・
家庭

道徳

国語

社会上越 社会中越
＜研究推進責任者＞ ＜研究推進責任者＞

教諭 教諭

＜会場校責任者＞ ＜会場校責任者＞

教諭 教頭

＜授業者＞ ＜授業者＞

＜指導者＞ 教諭 ＜指導者＞ 教諭

副参事 西澤　　貴志 副参事 西澤　　貴志

社会新潟 社会下越
＜研究推進責任者＞ ＜研究推進責任者＞

教諭 教諭

＜会場校責任者＞ ＜会場校責任者＞

教諭 教諭

＜授業者＞ ＜授業者＞

＜指導者＞ 教諭 ＜指導者＞ 教諭

校長 若林　　靖人 校長 松井　　　淳 校長 若林　　靖人 校長 石塚　　間継

11月1日(木)
小沼　　和文

十日町市立南中学校 燕市立燕北中学校 佐藤　　一将 十日町市立南中学校 胎内市立黒川中学校 髙橋　ひろえ

＜会場校＞燕市立吉田中学校 ＜開催日＞ 11月6日(火)
鈴木　　彰人

＜会場校＞胎内市立築地中学校 ＜開催日＞

＜開催日＞

根拠をもって意見を形成し，
　　　　　課題解決を図る生徒の育成

学び合いを通して
　　　　　自分の考えを再構築できる生徒の育成

井上　　北斗 仙田　真紀子

(弥彦村立弥彦中学校) (胎内市立乙中学校)

既得の知識や読み取った情報を活用し，
　　　　　　他者とともに主体的に追究する生徒の育成

根拠に基づいて課題を追究し続ける生徒の育成関野　　道也 高橋　　信之

(柏崎市立東中学校) (長岡市立江陽中学校)

11月28日(水)
有本　　勝彦

中越教育事務所 下條　　浩史 中越教育事務所 近藤　　　宏

＜会場校＞柏崎市立西山中学校 ＜開催日＞ 11月9日(金)
内山　　公明

＜会場校＞長岡市立旭岡中学校



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 指定研究会の 2次案内は，実施の 1ヶ月前までに

各郡市から発信されます。県中教研ホームページか

ら案内・当日資料・学び合う授業などに関する資料

が閲覧できます。また，授業情報誌 Classの第 4号

は 10月初旬に発刊を予定しています。 

県中教研 HP http://www.niigata-inet.or.jp/ken-ckk 

理科上越 理科中越
＜研究推進責任者＞ ＜研究推進責任者＞

教諭 教諭

＜会場校責任者＞ ＜会場校責任者＞

教頭 教諭

＜授業者＞ ＜授業者＞

＜指導者＞ 教諭 ＜指導者＞ 教諭

熊木　　　徹 指導主事 高野　　秀樹 校長 佐藤　　和彦 統括指導主事 土佐　　和久

理科新潟 理科下越
＜研究推進責任者＞ ＜研究推進責任者＞

教諭 教諭

＜会場校責任者＞ ＜会場校責任者＞

教諭 教頭

＜授業者＞ ＜授業者＞

＜指導者＞ 教諭 ＜指導者＞ 教諭

指導主事 眞田　　和徳 指導主事 若狭　　陽一 指導主事 芋川　　敏之

音楽上越 音楽中越
＜研究推進責任者＞ ＜研究推進責任者＞

教諭 教諭

＜会場校責任者＞ ＜会場校責任者＞

教諭 教諭

＜授業者＞ ＜授業者＞

＜指導者＞ 教諭 ＜指導者＞ 教諭

准教授 尾﨑　　祐司 指導主事 関原　るみ子 校長 佐藤　　孝子

音楽新潟 音楽下越
＜研究推進責任者＞ ＜研究推進責任者＞

教諭 教諭

＜会場校責任者＞ ＜会場校責任者＞

教諭 教諭

＜授業者＞ ＜授業者＞

＜指導者＞ 教諭 ＜指導者＞ 教諭

指導主事 大場　　雅夫 指導主事 太田　　三平 指導主事 三間　　　强

英語上越 英語中越
＜研究推進責任者＞ ＜研究推進責任者＞

教諭 教諭

＜会場校責任者＞ ＜会場校責任者＞

教頭 教頭

＜授業者＞ ＜授業者＞

＜指導者＞ 教諭 ＜指導者＞ 教諭

指導主事 野池　　康一 教諭 校長 重野　　準司 指導主事 小林　　　豊

英語新潟 英語下越
＜研究推進責任者＞ ＜研究推進責任者＞

教諭 教諭

＜会場校責任者＞ ＜会場校責任者＞

教頭 教頭

＜授業者＞ ＜授業者＞

＜指導者＞ 教諭 ＜指導者＞ 教諭

指導主事 大岩　　樹生 教諭 校長 辻川　　英夫

学校保健上越 学校保健中越
＜研究推進責任者＞ ＜研究推進責任者＞

＜会場校責任者＞ ＜会場校責任者＞

教諭 教頭

＜授業者＞ ＜授業者＞

＜指導者＞ 教諭　 ＜指導者＞

指導主事 髙瀨　　育子 校長 伊佐　　貢一 教諭　

学校保健新潟 学校保健下越
＜研究推進責任者＞ ＜研究推進責任者＞

＜会場校責任者＞ ＜会場校責任者＞

教頭 教頭

＜授業者＞ ＜授業者＞

＜指導者＞ ＜指導者＞ 教諭

准教授 塚原　加寿子 指導主事 大森　　悦子 指導主事 浅沼　　文子 指導主事 金　　　洋輔

指導主事 松本　　　恵

養護教諭

養護教諭

松原　美紀子

10月29日(月)
石崎　　晃一

相澤　　圭子 高橋　　直子

養護教諭

新潟青陵大学 新潟市教育委員会 青木　　康子 新潟県立教育センター 五泉市教育委員会 ２学年学級担任

～人とのかかわり合いを通して心の回復力を高める保健指導の工夫～ ～ケース・スタディを通して、レジリエンスを高める授業を核として～

＜会場校＞新潟市立亀田西中学校 ＜開催日＞ 11月1日(木)
伊比　　康明

＜会場校＞五泉市立五泉北中学校 ＜開催日＞

養護教諭

生きる力をはぐぐむ心の健康教育のあり方
自分が分かり
　　　　　不安や悩みを柔軟に解決する生徒の育成

坂井　　妙子 髙橋　　裕香

(新潟市立葛塚中学校) (阿賀町立阿賀津川中学校)

11月1日(木)
星野　　和子

上越教育事務所 樋口　　　隆 魚沼市立湯之谷小学校 高木　　朱海

養護教諭

養護教諭

～がん教育を取り入れた「いのちの大切さ」を学ぶ活動を通して～ ～自律性を育てる保健指導の工夫～

＜会場校＞上越市立吉川中学校 ＜開催日＞ 11月8日(木)
永井　　　哲

＜会場校＞魚沼市立守門中学校 ＜開催日＞

ウィルソン　章子

自他を大切にできる生徒の育成を目指した
　　　　　　　　　　　　　　　　　健康教育のあり方

健康な生活を送るために，
　　自分の生活を見つめ，考え，行動する生徒の育成

池上　　　薫 佐藤　ひとみ

(上越市立直江津中学校) (魚沼市立湯之谷中学校)

養護教諭養護教諭

11月9日(金)
小田　　暢雄

新潟市教育委員会学校支援課 横野　　紀雄 五泉市立五泉北中学校 猪俣　理恵子

～見通しをもって学び合う単元構成を通して～ ～主体的にコミュニケーションを図ることのできる学び合いの工夫～

＜会場校＞新潟市立新津第一中学校 ＜開催日＞ 11月1日(木)
小林　　英男

＜会場校＞新発田市立加治川中学校 ＜開催日＞

木花　　一則

仲間とともに４技能を
　　　　　バランスよく高めていく生徒

自分の考えや気持ちを整理し，
　　　　　　　　　　　　話すことができる生徒の育成

小田　久美子 酒井　　知子

(新潟市立宮浦中学校) (新発田市立第一中学校)

11月9日(金)
渡邉　　　進

上越教育事務所 池田　　浩一 十日町市立松代中学校 十日町市教育委員会 前田　　菖子

なし ～他者とのかかわりの中で気づきを促す手立ての工夫～

＜会場校＞上越市立安塚中学校 ＜開催日＞ 11月21日(水)
川合　　徹人

＜会場校＞十日町市立まつのやま学園 ＜開催日＞

自分の考えや思いを伝え合える生徒の育成 自分の思いを即興で伝え合う生徒の育成神戸　　邦子 信賀　　悠次

(上越市立直江津中学校) (十日町市立十日町中学校)

11月22日(木)
菊地　　清勝

新潟市東区教育支援センター 髙山　　朋美 新潟市教育委員会 阿賀野市教育委員会 佐藤　眞理子

＜会場校＞新潟市立小新中学校 ＜開催日＞ 11月29日(木)
金子　　　大

＜会場校＞阿賀野市立安田中学校 ＜開催日＞

感性を働かせて，
　　　　　　仲間と共に音楽にかかわり続ける生徒の育
成

学び合いを通して考えを広げ，
　　　　　　　　　　　　表現力を育てる指導法の工夫

熊木　　勘治 遠藤　　明子

(新潟市立新潟柳都中学校) (胎内市立築地中学校)

11月26日(月)
佐藤　　正秀

国立大学法人 上越教育大学 上越教育事務所 綱島　　陽子 魚沼市立広神中学校 上村　由紀子

～主体的・協働的に音楽のよさを追求する児童生徒の育成～ ～音楽のよさを感じ、伝え、関わり合いながら学び、考える授業～

＜会場校＞上越市立雄志中学校 ＜開催日＞ 11月28日(水)
柳沢　　　淳

＜会場校＞長岡市立南中学校 ＜開催日＞

輝くひとみ　あふれる思い　響き合う音楽 学び合う授業づくり遠藤　　好子 岡村　真由美

(糸魚川市立能生中学校) (長岡市立旭岡中学校)

11月9日(金)
臼井　　政之

新潟市立総合教育センター 富山　　浩喜 下越教育事務所 阿賀野市教育委員会 坂井　　浩紀

～学びの蓄積をもとに他と学び合う活動を通して～

＜会場校＞新潟市立小新中学校 ＜開催日＞ 11月1日(木)
富山　　浩喜

＜会場校＞阿賀野市立笹神中学校 ＜開催日＞

学び合いを通して，
　　科学的な思考力・表現力を高める理科指導の工夫

主体的に事象に向き合い，
　　　　　思考・表現しながら理解を深める生徒の育成

間　　　英法 小林　　　寿

(新潟市立藤見中学校) (阿賀野市立笹神中学校)

11月13日(火)
今井　　奈奈

上越教育事務所 糸魚川市教育委員会 植木　　　惇 加茂市立加茂南小学校 三条市教育委員会小中一貫教育推進課 長束　　貴英

～思考ツールを使って論拠を示して話し合う授業～ ～学びをつなぎ、新たな知を獲得する話し合い活動を通して～

＜会場校＞糸魚川市立糸魚川中学校 ＜開催日＞ 11月7日(水)
勝俣　　将明

＜会場校＞三条市立大崎学園 ＜開催日＞

科学的に探究する力を養う指導の工夫
既習の知識を活用し，
　　　　主体的に課題解決に取り組む生徒の育成

阿部　　信貴 京野　　　隆

(糸魚川市立能生中学校) (三条市立第一中学校)

学校支援第2課長


