
～ 学び合いで資質・能力を高め，主体的・対話的で深い学びを創る ～
学び合う授業の創造学び合う授業の創造

ご挨拶

　新潟県中学校教育研究会は，平成25年から「学び合う授業の
創造」をテーマとして，授業改革に取り組んできました。この間，文
部科学省から「アクティブ・ラーニング」や「主体的・対話的で深い
学び」が示されましたが，目指す方向は全く同様です。取組を開
始して５年目，これまでの成果を確認し，質の高い学びのある授
業を県内外の各教室に届けるため，４校合同公開という初めての
研究大会を開催いたします。本大会の開催にあたり，多くの皆様
から温かいご支援を賜りましたことに心より感謝を申し上げます。

●新潟県中学校教育研究会
会長　濱中 力也

概要説明

こうご期待！！創設55周年研究大会
①熱の入った教師集団の心意気。片貝中，寄居中，聖籠中，白新中
の公開授業

②「資質・能力を高める学び合う授業をどう創るか」 新潟青陵大学
福祉心理学部　岩﨑保之教授コーディネイトによるファシリ
テーション
③中教審教育課程部会委員の上智大学総合人間科学部教育
学科　奈須正裕教授のご講演

※ このほか60周年に向けた提言など，どれをとっても見逃せません。

●新潟県中学校教育研究会
理事長　若月 弘久

●お車でお越しの方は，駐車代が無料になりますので，駐車券にお名前をご記入の上，受付までご持参く
ださい。

【公共交通機関】
鉄道：ＪＲ越後線「白山駅」 … 徒歩５分
バス：新潟交通りゅーとリンク「がんセンター前」 … 徒歩２分

お問い合わせ先

新潟県中学校教育研究会事務局長  山内 伸二
E-mail : ken-ckk@niigata-inet.or.jp

〒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

新潟市立白新中学校 研究主任  田村 友教
〒951-8133 新潟市中央区川岸町2-4　TEL. 025-266-2136  FAX. 025-266-2137

【自家用車】
新潟市陸上競技場駐車場，白山公園駐車場Ｂ・Ｃ・Ｄに駐車してください。 … 徒歩５分

創設５５周年研究大会
新潟県中学校教育研究会

平成３０年１１月２０日（火） 12：45～16：45
会場：新潟市立白新中学校
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●県中教研会員の受付はすでに終了しています。追加のある場合は下の問い合わせ先にご
連絡ください。

お申込み
方法

別紙参加申込み書に必要事項
をご記入の上，ＦＡＸにてお申し
込みください。（送信票不要）

申込み受付後，確認のＦＡＸ（兼
受付票）を送信させていただき
ます。

締め切り



受 付 公開授業公開授業 開 会 閉 会

●小千谷市立片貝中学校
渡部 佑真

　『君たちはどう生きるか』の一場面から，議論を通し
てよりよい生き方について，ひとりひとりの考えを深
めていきます。

よりよい生き方を目指して
～君たちはどう生きるか～

 全体発表 全体発表 講　　演講　　演  ワークショップ  ワークショップ

Ａ 道徳 （3年）
●新潟市立寄居中学校

長谷川 淳

　投票率向上策を多面的に追究し，様 な々立場から
多角的に仲間と検討し合いながら練り上げ，主権者
意識の醸成を図ります。

若者の投票率向上策
～主権者意識の醸成を目指して～

B 社会 （3年）
●聖籠町立聖籠中学校

竹内 文比古

　誰もが気持ちよく生活できる社会を作るために，わたしに
は何が出来るのか。朝の電車内の出来事をもとに，仲間と
意見を交流し，自分の取るべき行動を主体的に考えます。

わたしにできること
～社会参画・公共の精神～

C 道徳 （3年）
●新潟市立白新中学校

藤田 夏樹／鳥居 竜一

　震災時，携帯の充電やラジオに使う電池が重宝します。避難
所になる学校に電池をストックしておこう。２社の電池を比較
し，数学的根拠を踏まえた提案を考えます。

こっち？あっち？どっちの電池！？
～資料の活用～

D 数学 （1年）

●新潟市立白新中学校
河原 久美子

　新入生に「中学校生活」で楽しさや充実ぶりを伝え
ることをゴールにします。具体例，根拠，そして聴き手
の状況から論じることを考えます。

話し合って考えを広げよう
～効果的に論じる～

F 国語 （2年）
●新潟市立白新中学校

坂井 友紀

　ICカードを機械に近づけると，反応するのはなぜ
か？既習内容や今までの実験結果を根拠に仲間と検
討し合いながら解明していきます。

電流と磁界
～日常生活と電磁誘導～

G 理科 （2年）
●新潟市立白新中学校

関野 幹裕

　普段の生活に直結した場面で，省エネと便利をバラ
ンスよく両立できる計測・制御プログラムを検討・作成
します。（新学習指導要領では小学校実施可能内容）

エコと便利を両立
～センサを利用したプログラミング～

H 技･家 （3年）
●新潟市立白新中学校

田中 英昭

　海外の中学生から届いたビデオレター。それに応
えるべく，紹介したい新潟の文化や魅力の内容，伝え
方を既習事項を用いて検討していきます。

This is Our Niigata!
～新潟の文化や魅力を伝えよう～

I 英語 （3年）

●新潟市立白新中学校
堀 里也

　新潟総踊り白新ver.をグループで創りあげ，来年度
の体育祭で披露しよう。体育で学んだ運動を取り入れ
ながら，間奏部分を仲間と協力しながら，創作します。

HAKUSHIN総踊り
～新潟総踊り白新ver.を創ろう～

E 保体 （1年）

片貝中学校,寄居中学校,聖籠中学校,白新中学校４校の教師と生徒が一堂に会し,公開授業を行います。
複数校合同公開授業　～学び合いで資質・能力を高め，主体的・対話的で深い学びを創る～

資質・能力を高める
学び合う授業をどう創るか
　「公開授業について」「学び合う授業の現状につい
て」「今後，どのように取り組んでいくかについて」をテー
マに，小グループで，ファシリテーションを行います。

新潟青陵大学　
福祉心理学部 教授

岩﨑 保之 様

●講師プロフィール
1961年，徳島県生まれ。徳島大学教
育学部卒，東京学芸大学大学院，東
京大学大学院修了。博士（教育学）。
国立教育研究所，立教大学などを経
て，現在，上智大学総合人間科学部
教育学科教授。専門は教育方法学，

教育心理学。中央教育審議会教育
課程部会委員。主な著書に『「資質・
能力」と学びのメカニズム』（東洋館
出版社），『教科の本質から迫るコン
ピテンシー・ベイスの授業づくり』（図
書文化社）など。

コーディネーター

上智大学
総合人間科学部教育学科 教授

奈須 正裕 様

主体的・対話的で
深い学びの創造
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資質 能力を高める
主体的 対話的で
深い学びの創造

学び合う授業をどう創るか
新潟県中教研理事長　若月 弘久

学び合う授業の創造の取組学び合う授業の創造の取組

複数校合同公開授業 学び合いで資質 能力を高め，主体的 対話的で深い学びを創る

前下越地区美術副部長　片桐 洋子
教師の学び合い教師の学び合い

上越地区幹事　山本 宏幸
郡市での取組郡市での取組

長岡市立南中学校研究主任　佐藤 正秀
校内に広げる取組校内に広げる取組


