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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～

●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～

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）

〈３年２組教室〉〈技術室〉〈銀河理科室〉

〈２年１組教室〉〈武道場〉〈１年１組教室〉

〈第１会議室〉〈ミーティングルーム〉〈銀河ホール〉
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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

12:15

12:45

13:45

13:55

13:55

14:25

14:30

15:30

15:40 16:45

16:45 16:55

12:45

13:35

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

前下越地区美術副部長　片桐 洋子
教師の学び合い

上越地区幹事　山本 宏幸
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

　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）

　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。

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

コーディネーター

●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。

●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～

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

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
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

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）

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～

●聖籠町立聖籠 中学校
竹内 文 比古

わたしにできること
～社会参画・公共の精神～

●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
関野  幹裕

エコと便利を両立
～センサを利用したプログラミング～

●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）
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学び続ける中教研

　平成25年度の全国学力・学習状況調査

の結果，当県中学生の学力は「憂慮すべ

き深刻な状況」との評価を受けました。

この年，中教研50周年記念式典が行われ，

学び合う授業の創造を合言葉に「授業改

革」がスタートしました。平成26年度の

同調査に新たな質問項目「仲間との話し

合い活動を通じて，自分の考えを深めた

り，広げたりできているか。」が加わり

ました。この項目の今年度の当県結果は

82.8％でした。5年連続の上昇であり，平成26年度と比較すると13.6ポイント高く，全国

平均と比較しても6.5ポイント上回りました。学力状況が平成26年度以降Ⅴ字回復を維持

していることも喜びではありますが，私はこの82.8％という数値に，中教研会員一人一人

の授業への思いが表れていると感じています。そしてこの項目の求める姿が，まさに次の

時代を切り拓いていく資質・能力につながると考えています。

　中教研の研究授業は緊張感の中にも心地よい充実感が満ちあふれています。それは，会

員が醸し出す新潟県らしい真面目さであり，生徒や教材に正面から向き合おうとする誠実
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新潟県中学校教育研究会
会長　　濱 中  力 也

さであり，未来の新潟県や日本を支える人材を育成しようとする志であります。この５年

間，中教研は学び続けてきました。そのことは誇りではありますが，新学習指導要領が目

指す資質・能力を基盤とした授業への改革は，まだまだ道半ばであると受け止めています。

本日，学習指導要領改訂に携わった上智大学の奈須正裕教授からご講演をいただけるとい

う機会に恵まれました。新潟青陵大学の岩﨑保之教授からは資質・能力を高める授業につ

いてワークショップをコーディネイトしていただきます。そして，県内外の研究主任級の

リーダーが集まる中で，小千谷市立片貝中学校，聖籠町立聖籠中学校，新潟市立寄居中学

校，新潟市立白新中学校の複数校合同公開授業という新しい提案もいたします。４校での

共同研究は一体感と学ぶ喜びをもって進めることができました。生徒たちも感じ取ってく

れることと思います。

　本日は新潟県中教研創設55周年研究大会にお越しくださいましてありがとうございま

す。ご参会の皆様からご批正やご指導をいただきながら，資質・能力を高める学び合う授

業の実現に挑戦していきたいと考えております。どうぞ忌憚のないご意見をよろしくお願

いいたします。本日の研究大会が，教師として学び続ける喜びを体現でき，皆様や各学校

をエンパワーメントする機会となることを願っております。本研究大会の開催にあたり，

新潟県教育委員会をはじめ，友好団体の皆様からも力強いご支援を賜りましたことに心よ

り感謝申し上げます。
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上智大学総合人間科学部教育学科
教授　　奈須　正裕

１．思考力の実体は知識の状態である

　新学習指導要領では，資質・能力という表現の下，「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」
「学びに向かう力・人間性等」の三つが，いわば同列の学力要素なり学力側面として位置付けら
れた。我が国の教育について，「知識及び技能」に偏重しがちであるとの指摘なり懸念には根強
いものがあり，その意味でも今回の改訂は画期的と言えよう。
　その一方で，具体的に「思考力・判断力・表現力等」をどのように育成すればよいかと考えた時，
それらは「知識及び技能」とどのような関係にあるのか，より実践的には，個々の授業で指導
する「知識及び技能」とは別のものとして育成すべきなのか，そのように育成しうるのかが大
きな問題となってこよう。
　この問いに対し，人間の学習について研究してした心理学者たちは，たとえば思考力が領域
固有な個別的知識と別のものとして一般的，実体的に存在するとは考えなくなってきた。むし
ろ思考力とは，膨大な数の領域固有知識が，さまざまな状況や文脈と意味的，機能的に結び付き，
必要に応じて自在に繰り出されるよう，高度に組織化され構造化された（精緻化：elaboration 
と呼ぶ）状態を指すと考えるようにさえなってきている。
　場面や状況や問題に応じて適切な知識や技能が個性的・創造的に繰り出され，その結果とし
て優れた問題解決が成し遂げられるのを見る時，人はその生徒が高い思考力を有すると感じる
が，現実に生徒の中に存在し，機能しているのは個々の知識だというわけである。実際，思考
力それ自体を直接に教えることは不可能であり，常に個別的な知識や技能を介して汎用性のあ
る思考力（と見える働きなり状態）は育成されてきた。
　もちろん，単に領域固有知識を教えさえすれば，思考力が育つわけではない。知識の状態こ
そが思考力だというからには，生徒の中に形成される知識の質が決定的に重要なのであり，そ
れをしっかりと実現するに足るような教え方を工夫する必要がある。
　以下では，このような議論をもたらした研究のいくつかを紹介すると共に，そこで指摘され
た知識の質をもたらす教育方法のあり方について考えてみたい。

２．GPSの挫折と領域固有知識

　「思考力・判断力・表現力等」について，汎用的認知スキルと呼ぶことがある。これは，場面
や状況に依存することなく，どんな時にも有効な思考や判断の仕方といったものが存在し，さ

〈特別寄稿〉

主体的・対話的で
深い学びの創造
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まざまな問題解決に対し効果的であるという考え方を基盤にしている。
　1950年代，人工知能研究や認知心理学など，人間の知的振る舞いを情報処理の枠組みで検討
する研究が盛んになる中で，汎用的認知スキルの存在を問う研究が行われた。たとえば，初期
の人工知能であるジェネラル・プロブレム・ソルバー（General Problem Solver：GPS）という
コンピュータ・プログラムは，丘登り方略や手段－目標分析といった汎用的な問題解決方略を
基盤としていたが，それにより，代数，幾何，チェスなど，さまざまな領域の問題を次々と解
決することに成功した。
　丘登り方略とは，とにかく上へ上へと進み続け，もはや上に進むことができなくなったら立
ち止まり，頂上に到達したと判断するという方略である。また，手段－目標分析とは，目標の
実現に必要な手段的活動を探索し，さらにその手段的活動を目標と見た場合に必要な手段的活
動を探索するという作業を目標状態と現状のずれがなくなるまで繰り返すことで，目標へと至
る筋道を見出す方略である。
　これらはいずれも，その適用に際して特定の領域固有知識を必要としない。その意味で，汎
用的認知スキルの一種である。GPSが明らかにした，汎用的認知スキルがさまざまな領域の問
題解決に有効であったという事実は，思考力が領域固有知識とは独立した実体的学力であると
いう見方を強力に支持する。
　しかし，GPSのような試みは研究領域の拡大に伴いたちまち挫折した。GPSはパズルや定理
の証明のような純粋な形式論理操作では好調だったが，物理学や医療診断のような多くの事実
的知識に問題解決が左右される領域ではすぐに行き詰まった。理由は明白で，そこでは領域固
有知識を状況に応じて適切に活用することが必要であり，効果的でもある。そして，実社会・
実生活における問題場面としては，パズルや定理の証明のようなケースの方が数的にも少なく，
むしろ特殊である。
　さらに，汎用的認知スキルの働きと考えられてきた現象の中に，高度に精緻化された領域固
有知識の活用が混在していたこともわかってきた。たとえば，将棋やチェスの名人が，長い対
局中のコマの動きをすべて正確に記憶しているのに驚かされることがある。この事実は，将棋
やチェスの熟達が記憶力という汎用的認知スキルを高める証拠と信じられてきた。
　ところが，改めて検討したところ，彼らは過去の経験から盤面に現れる典型的なコマの配置
パタンを領域固有知識として膨大にストックしており，それらを当てはめて覚えることで大幅
な記憶の効率化に成功していたのである。実際，めちゃくちゃにコマを配置した盤面を暗記す
る課題を与えたところ，名人でも一般の人と同程度のコマ数しか記憶できなかった。
　このように，熟達者は汎用的認知スキルによってではなく，所有する領域固有知識を存分に
活用した対象特殊的な方略により，質の高い問題解決を実現している。かくして，1970年代半
ばまでには，心理学者は汎用的認知スキルの働きや意義を部分的には認めつつも，質の高い領
域固有知識とその効果的活用こそが知的振る舞いの中核をなすと考えるようになった。

３．知識の活性化

　GPSの挫折は問題解決における領域固有知識の優位性を印象付けたが，もちろん知識の単な
る所有は質の高い問題解決の十分条件ではない。問題解決を成し遂げるには，その知識が有用
な時には迅速且つ確実に呼び出されることが不可欠である。これは知識の活性化の問題であり，
記憶内に貯蔵されているにも関わらず「生きて働かない」知識を，心理学では「不活性な知識
（inert knowledge）」と言う。
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　不活性な知識と活性化された知識では，その質に違いがある。不活性な知識は，言語的な命
題や事実として貯蔵されていることが多い。たとえば，「車両走行中にアクセルペダルから足を
離したり，低いギアにチェンジすることによって生じる制動作用をエンジンブレーキと言う」
といった具合である。伝統的な学校のテストでは，「アクセルペダル」や「制動作用」のところ
を空欄にし，穴埋め問題や多肢選択問題としてきた。しかし，それができることがどのような
意味で「学力」なのかが，今問われている。
　一方，活性化された知識では条件（IF）節と行為（THEN）節が対を成しており，行為節の知識
がどのような場合に活用可能かは条件節の中に明示されている。たとえば，「もし，急な下り坂
や雪道ならば」（条件節），「車両走行中にアクセルペダルから足を離したり，低いギアにチェ
ンジすることによって生じる制動作用（＝エンジンブレーキ）を使って走行しなさい」（行為節）
といった具合である。
　さらに詳細には，フットブレーキを使ってはいけない理由が，長い下り坂の場合にはブレー
キパッドの許容範囲を超えた熱が発生しブレーキが効かなくなる（フェード現象）からであり，
雪道ではタイヤをロックしてスピンしかねないからだが，そういった知識も含めて貯蔵するこ
とにより，知識はいっそう適切且つ効果的に活性化される。
　自動車学校ならば，エンジンブレーキを言葉として知っている，あるいは概念定義を説明で
きるだけで終わることはあり得ない。その知識をどのような場面で用いるか，条件節について
も併せてしっかりと指導し，さらにさまざまな状況で実地に経験を積ませるのが普通であろう。
　一方，従来の学校では行為節の指導にばかり意識を集中し，条件節の指導を軽視してきた。
その結果，生徒が所有する知識の多くは不活性な状態に留まっている。条件節の欠如は，知識
が「生きて働かない」，つまり知識が思考力にまで届かない状態に甘んじている，およそ最大の
原因である。

４．問題志向的な学習

　知識の活性化の程度は，どのように学んだかに依存する。ブランスフォードらはこのように
考え，食物の栄養学的価値，液体の標準密度としての水の利用，青銅器時代のオイルランプの
作り方など，理科的な事実が書かれた読み物を準備した。そして，「できるだけ多く覚えるよう」
教示した「事実志向的（fact-oriented）」な学習群と，「アマゾン川を下る旅支度をしているつも
りで読むよう」教示した「問題志向的（problem-oriented）」な学習群に読ませて比較した。
　文章を読んだ後，生徒たちは南西砂漠への旅行に際して考慮すべき10の問題を挙げ，できる
だけ具体的に述べるよう求められる。すると，事実志向的な学習をした生徒たちは今読んだば
かりの文章にはほとんど言及せず，「十分な食べ物と水を持って行く」といった曖昧な答えに終
始した。一方，問題志向的な学習をした生徒たちは文章の情報を自発的，創造的に活用し，持っ
ていく食べ物の種類，水の重さへの配慮，砂漠でのガソリンの利用可能性などについて明快に
語った。
　問題志向的な学習が効果的なのは，後に出合う問題場面と類似した文脈で学ぶからである。
それにより，知識はそれが活用可能な条件とセットで獲得される。さらに多様な文脈へと学習
が拡げられるならば，知識はそれらと豊かに結び付き，広範囲にわたって活性化しやすい知識
へと成長していくだろう。
　近年，外国語科等でよく言われるオーセンティックな学習や教材といった考え方も，学びの
素材や文脈を実社会・実生活に存在する本物の実践に近づけることを原理としており，問題志
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向的な学習と軌を一にしている。「思考力・判断力・表現力等」の育成に当たっては，まずもっ
て授業や教材のあり方を問題志向的な，あるいはオーセンティックなものとしていくことが大
切なのである。

５．「見方・考え方」に沿った精緻化

　領域固有知識と問題解決の関係を巡って，もう一つ注目すべき事実がある。それは，熟達者
の知識はその量的多さもさることながら，知識相互の精緻化が進んでおり，これが問題解決の
質的向上に寄与していることである。
　たとえば，心理学者のチーらは，物理学の熟達者（物理の博士号取得者）と初心者（学部学生）
が斜面を物体が滑り降りる力学問題を解くのに用いる知識は，要素の数では大きな違いはない
ものの，知識相互の結び付き方，つまり精緻化の仕方に決定的な違いがあり（図１，図２），そ
れは実際の思考にも強く影響していることを突き止めた。
　初心者はまず，斜面の角
度，長さ，高さといった表面
的特徴を連想し，最後によう
やくニュートンの法則やエネ
ルギー保存へと意識を向かわ
せる。一方，熟達者はいきな
りニュートンの法則やエネル
ギー保存など斜面問題に関わ
る物理法則を想起し，次に法
則の適用条件に思いを巡ら
せ，最後に斜面の表面的特徴
へと意識を向けていた。また，
初心者は斜面問題とバネの問
題を別種の問題と見なした
が，熟達者は解決に用いる原
理や法則を根拠に同一カテゴ
リーに属すると判断した。
　熟達者は物理学の学問構造
に近似した質の知識を所有し
ており，それが彼をして，世
界を単なる物質の集まりでは
なく，物理的法則によって支
配されているシステムと見な
すよう促していた。そして，
日常生活で出合う事物や現象
ですら，必要であれば，その
表面的な特徴に惑わされるこ
となく，深層に潜む法則や原
理の角度から眺め，処理でき
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るのである。
　このように，教科を学ぶとは単に知識の量が増えるだけでなく，知識の精緻化のありようが，
その教科が持つ独自な意味ある構造，新学習指導要領で言う「各教科等の特質に応じた『見方・
考え方』」に沿った方向へと組み変わり，洗練されていくことである。そしてその結果，生徒は
世界をこれまでとはまったく違った風に眺め，関わったり取り扱ったりすることができるよう
になる。

６．明示的な指導

　では，具体的にどのようにすれば，「見方・考え方」に沿った形で知識相互の間に意味ある結
び付きを生み出し，精緻化された知識へとその質を高めることができるのか。
　一つの方法は，その教科において繰り返し現れる中核概念（ビッグ・アイデア，セントラル・
アイデア，構造，本質的な問い等と呼ばれる）を拠り所に，教材や単元を超えた複数の学習経
験を俯瞰的に整理・比較・統合し，その一段抽象化された意味を，それとはっきりわかるよう
明示的に指導することである。
　たとえば，小学校の例になるが，理科の振り子の実験で「どんな工夫が必要か」と問えば，
さまざまに試してみる中で，児童は「何度も計って平均を取ればよさそうだ」と気付く。この
段階で教師は，科学的な方法論を構成する中核概念としての「誤差の処理」を理解したと思い
がちだが，いまだ「振り子」という具体的な対象や状況との関わりでの気付きに留まっており，
概念的な理解にまでは至っていない。そこで，授業の最後に，思い切りボケて尋ねてみる。
　「今日の実験で，どうして振り子が振れる時間を何度も計って平均を取っていたの。」
　「正確なデータを採るためです。でも，それは理科の実験の基本でしょ。いつだってそうして
いると思うんですけど。」
　「そうかなあ。電流計の時は，何回も計って平均を取ったりはしていなかったよ。」
　「だって，電流計の針は一発でピタリと止まるから。ああ，そうか。電流計と違って振り子は
動きが不安定でどうしても値がばらつくから，何度も計って平均を取ったんだ。これまでたく
さんの実験をやってきたし，その場その場で工夫してきたけど，なぜそうしたのか，なぜそれ
でうまくいったのか，振り返って整理すると面白いかもしれない。」
　複数の経験を整理し，丁寧に比較・統合することで，個々の実験に独自な部分と共通する部
分が見えてくる。すると，振り子も含め物理領域ではばらつきの多くは測定誤差だが，生物領
域では個体差が優勢だということにも気付くだろう。これは中学校でいう第一分野と第二分野
における方法論的な特質の一つだが，このような概念的理解は，今後それぞれの領域で実験や
観察に取り組む際の大きな助けとなるに違いない。

７．「教科の本質」を巡る実践資産を発展的に継承する

　以上，「知識及び技能」の質，精緻化という観点から「思考力・判断力・表現力等」の育成に
ついて考えてきた。そこでは，まずもってその知識が活用される文脈や状況と緊密に結び付く
ことにより，活性化された質の知識とすることが重要であった。さらに，その教科等ならでは
の「見方・考え方」に沿った形で知識が相互に結び付き，高度に体系化されることが望まれる。
　資質・能力の育成は，領域固有知識の相対的軽視をもたらしはしない。むしろ，個々の知識
の質の抜本的改善と，教科の本質に沿った知識相互の精緻化をこそ求めているのであり，それ
こそが思考力を始めとする汎用的認知スキル育成の実相なのである。
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　このように考えるならば，教科等横断的で汎用的な資質・能力の育成が求められている今だ
からこそ，各教科等ならではのものをしっかりと確認し，毎日の授業，そして中学３年間を通
した意図的・計画的・組織的な指導により，すべての生徒に着実に感得させることが大切になっ
てこよう。新学習指導要領でいう，「各教科等の特質に応じた『見方・考え方』」，そして「カリ
キュラム・マネジメント」もまた，まさにそのような方向性を示唆している。
　それは，改めて一つひとつの教科とは何かを理論的・実践的に問い直すことであり，文字通
り茨の道となるであろう。と同時に，昭和の心ある教師たちが「教科の本質」と呼んで大切に
したものの延長線上にあることもたしかである。教科が要素的知識の単なる集合体ではなく，
それぞれに独自な世界観とそれを達成する巧みな方法論の体系であることを看破すると共に，
その本質をつかみ取り，さらに進んで実践化に取り組む「草の根」の動きは，どの地域にも確
実に存在してきた。
　したがって，まずはそのような先人たちの果敢にして創造的な挑戦の足跡を掘り起こし，本
稿で見てきたような，その後に明らかとなってきたさまざまな知見をも参考にしながら，新学
習指導要領が目指す学力論としての資質・能力育成などの今日的な文脈の中に位置付け直すこ
とが大切になってくる。それら我が国の貴重な実践資産を発展的に継承し，さらに若い世代へ
と伝えていくことを，都道府県や市区町村における現場教師の組織的な教育実践研究の柱の一
つとすることが，今，非常に大切であり，また有望であると，私は考えている。

● 奈須　正裕 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。
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創設55周年研究大会　全体発表

「学び合う授業」の創造
〜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〜

新潟県中学校教育研究会　理事長　若月　弘久
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創設55周年研究大会　全体発表

教師の学び合い
〜Ｈ28，29年度 指定研究を受けて〜

下越美術前副部長　東中　片桐　洋子
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創設55周年研究大会　全体発表

〜「学び合い」で主体的・対話的で
　　深い学びを創り，資質能力を高める〜

新潟県中学校教育研究会　上越地区幹事　山本　宏幸
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創設55周年研究大会　全体発表

「学び合い」を校内に広げる取組の工夫
〜教科グループの活用と言語活動の充実〜

長岡市立南中学校　研究主任　佐藤　正秀
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県中教研 授業ナビゲーション
授業スタンダード10

① 指示･発問の明確化 生徒の活動を止めるなど注目させて，明確な指示や発問をしている。

② 授業のめあてと流れの提示 授業のめあてと授業の流れを生徒に示している。

③ 配色やノートを意識した板書 配色や生徒のノートづくりを意識し，板書やワークシートを工夫している。

④ 評価カード等での振り返り 評価カードや小テスト等で授業の振り返りをしている。

⑤ 忘れ物への対応 予備ワークシートや予備教具を準備し，忘れ物に対応している。

⑥ 内容･準備の事前連絡 学習内容や準備するものを事前に伝えている。

⑦ 開始終了時刻の厳守 授業の開始時刻，終了時刻を守っている。

⑧ 教室前面の掲示物の簡素化 教室の前面には配色を意識して，必要なものだけを掲示している。

⑨ 机の上の整理 机の上には必要なものだけを置くようにさせている。

⑩ 座席･グループの配慮 特別に支援を要する生徒や人間関係に配慮して座席やグループを決めて
いる。

研修体制７

① （研修）課題の抽出と目標の設定 （研修）現状から課題を抽出し，明確な目標を設定している。

② （研修）課題と研修目的の共有 （研修）課題と研究の目的を全教員が共有している。

③ （研修）年１回以上の研究授業 （研修）年間１回以上は全教員が研究授業をしている。

④ （研修）事前事後の検討会 （研修）研究授業は事前・事後に検討・協議会を組織し，実施している。

⑤ （研修）他教科や他校職員の参加 （研修）研究授業では，その教科以外の教員や他校教員が参観している。

⑥ （研修）参画型の検討会 （研修） 検討・協議会は，ワークショップ型など参加者全員の参画を図っ
ている。

⑦ （研修）外部指導者 （研修）外部から指導者を入れて研究授業を行っている。

Web配信３

⑧ （Web）全校体制での実施 （Web）実施監督や採点，入力などを分担する体制ができている。

⑨ （Web）時間・座席等の環境整備 （Web） 校時表に組み入れたり，テスト用の座席にするなど，環境を整え
実施している。

⑩ （Web）結果の共有と改善 （Web）結果を分析・共有し，補充学習や授業改善を全校体制で行っている。
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学び合い10（国語）

① 生徒の理解・認識の把握 生徒個々の学習状況に基づいて授業を構成している。

② 単元単位の目標・指導計画 生徒の理解度や表現力の実態を把握し，単元単位で目標や指導計画を立て
ている。

③ 魅力ある課題の設定 生徒の興味関心を喚起し，学習意欲を高める課題を設定している。

④ 学習形態の工夫 ねらいと実態に応じた，個別・ペア・班・全体等の適切な形態を取り入れ
ている。

⑤ 話し合いの目的・ルール・方法 話し合いの目的を明確にし，ルールや方法を具体的に提示している。

⑥ 学び合いを支える言語事項の充実 漢字，文法，語彙，語句の用法，記述の方法等の理解・定着を図っている。

⑦ 正確な理解と適切な表現 根拠を明確にして，自分の考えを形成し，論理的，想像的に表現する学習
場面を設定している。

⑧ 豊かな言語感覚の育成 文体や文脈中の語句が醸し出す味わいに注目して読み取ったり，表現した
りする学習場面を設定している。

⑨ 日常生活や社会生活との関連 日常生活や社会生活との関連を図って学習を進めている。

⑩ 言語活動の充実 ねらいに応じた言語活動を通して，考えを広げたり深めたりするよう工夫
している。

学び合い10（社会）

① 生徒の理解・認識の把握 生徒の実態や既習事項を把握して授業を構成している。

② 単元単位の目標・指導計画 生徒の理解や認識の状況を把握し，単元単位で目標や指導計画を立てている。

③ 生徒が興味・関心をもつ課題設定 生徒が好奇心をもったり，学習意欲が高まったりするような課題を設定し
ている。

④ 学習形態の工夫 課題解決のために一斉・個・ペア・グループなどの学習形態を場面ごとに
設定している。

⑤ 日常生活や社会との関連 生活と関わらせたり，ニュースなどを活用したりして授業を進めている。

⑥ 話し合いの目的やルールの明確化 話し合いのルールや方法を具体的に提示している。

⑦ 考察場面の設定 根拠をもとに多角的に考察し，様々な方法で表現する場を設定している。

⑧ 図・表・資料等の適切な活用 図・表・資料などを適切に読み取り，事実にもとづいて自分の考えを表現
する活動の充実を図っている。

⑨ 意見交換の場面の設定 ⑧との関連を図りながら，他の意見を聞き，自分の考えを深めさせている。

⑩ 評価・振り返り 他者評価や自己評価を評価シートなどで評価し，自分の学習活動を振り返
る場面を設定している。

学び合い10（数学）

① 生徒の理解・認識の把握 生徒の実態やつまづきを把握して授業を構成している。

② 単元単位の目標・指導計画 生徒の理解や認識の状況を把握し，単元単位で目標や指導計画を立てている。

③ 必要感・達成感のある課題 生徒の認識とのずれや適度な困難度がある課題を出している。

④ ペア・グループによる学習 ペア学習や３～５人によるグループ学習を取り入れている。

⑤ 話し合いの目的・ルール・方法 話し合いの目的を明確にし，ルールや方法を具体的に提示している。

⑥ 生徒どうしが関わり合う場 発表会で終わらせず，生徒どうしが関わり合う場を取り入れている。

⑦ 家庭学習の充実 授業と関連付けて課題を出したり，点検をしたりしている。

⑧ 原理や法則との関連 数学の原理や法則との関連を意識させる授業を行っている。

⑨ 日常生活や社会との関連 日常生活や社会との関連を図って学習を進めている。

⑩ 図・表・式等の言語活動の充実 生徒の考えを図・表・式等の数学的表現で表す言語活動の充実を図っている。

39



学び合い10（理科）
＜理科授業スタンダード５＞
① 生徒の素朴概念の把握 生徒の素朴概念を把握して，授業を構成している。

② 単元単位の目標・指導計画 生徒の理解や認識の状況を把握し，単元単位で目標や指導計画を立てている。

③ 基本操作の充実 観察・実験に必要な操作ができるように支援している。

④ 直接体験の重視 直接体験を重視した観察・実験を行なっている。

⑤ 日常生活との関連 学習内容を日常生活と関連させて考えさせる授業をしている。

＜理科学び合い５＞
⑥ 問題意識をもたせる事象提示 感動や驚きを誘発し，問題意識を高める事象提示をしている。

⑦ 根拠をもとにした予想理由の検討 事象に対し，既習事項と関連させて予想理由を検討している。

⑧ 仮説を検証する実験方法の工夫 仮説や予想を確かめるための観察・実験方法を考えさせている。

⑨ 気付きを大切にした観察・実験の
工夫 生徒の気付きを大切にしながら観察・実験を行わせている。

⑩ 結果をもとにした考察の意見交換 観察・実験の結果にもとに結論を導き，生徒同士の意見交流を通して考え
を深めさせている。

学び合い10（英語）
① 学習環境 支持的風土のある学習集団づくりをしている。

② 単元単位の目標・指導計画 生徒の理解度や英語の運用能力など生徒の実態を把握した上で，単元単位
の目標や計画を立てている。

③ 生徒の興味・関心を喚起する課題
設定

生徒の知的好奇心を刺激したり，学習意欲を高めたりするような課題を設
定している。

④ 「練り合い」場面の設定 生徒が協働して表現方法を練り上げる場面を設定している。

⑤ 個の学習の確保 生徒が自分の意見や考えを確かめたり深めたりできるよう，「１人学びの
時間」を十分確保している。

⑥ ペア・グループによる学習 生徒の実態や，ねらいに応じた適切な形態（グループ・ペア）と構成を，
意図的に選択して行っている。

⑦ 活動の手順，ルールの周知 活動の手順やルールを明確に提示している。

⑧ 役割分担 全員が活動に参加できるように，個人の課題や役割分担を明確に提示している。

⑨ ４技能 ４技能の使用バランスや，４技能が統合的活用できる課題を設定している。

⑩ 評価・振り返り ねらいや大切なポイントを（評価シート等で）理解させた上で生徒が自分
の活動を振り返る場面を計画的に設定している。

学び合い10（音楽）
① 学習環境 支持的風土のある学習集団づくりをしている。

② 題材の目標・指導計画 生徒の技能等の実態を把握した上で，目標や計画を立てている。

③ 魅力ある課題の設定 生徒の興味関心を生かした課題の工夫をしている。

④ 〔共通事項〕の取扱 〔共通事項〕について，それらの働きを生徒が実感し，表現や鑑賞の学習
に生かすことができるよう配慮している。

⑤ 活動の手順，ルールの周知 活動の見通しが分かるよう活動の手順・ルールを明確に提示している。

⑥ 学習形態 生徒の実態や，ねらいに応じた適切な形態（パート・ペア等）と構成を選
択し，役割等を明確に提示している。

⑦ 基礎的な表現の技能 基礎的な表現の技能を身に付ける指導を題材の中で適切に位置付けている。

⑧ 表現の工夫 表現したい思いや意図にもとづき，要素の働きを試行錯誤する場面を設定している。

⑨ 言語事項 感じ取ったことや考えたことを音楽に関する用語などを用いて言葉で表
す活動の充実を図っている。

⑩ 評価・振り返り ねらいやポイント（評価シート等で）に即して活動を振り返る場面を設定している。
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学び合い10（美術）

① 題材と目標と指導計画 生徒の発達段階や生活体験，学習状況に基づいて，指導計画や授業構想を
立てている。

② 魅力ある題材の設定 造形的な知的好奇心を刺激したり，学習意欲を高めたりするような題材を設定する。

③ 対話や創作活動から自己を見つめる 言語等を用いて，色や形などを観点に交流したり，振り返ったりする場面
を設け自己理解を促している。

④ 造形的な技能の習得 表現しようとする意図に応じた技法や表現方法を試したり，材料を体験し
たりする場面を設けている。

⑤ 造形的な環境づくり 美術室をはじめ，校内に日常的に作品を鑑賞できる環境を整えている。
⑥ 鑑賞授業の充実 創造活動に関わることや世界と日本の文化等の鑑賞授業を行う。

⑦ 美術館・大学等との連携した活動 美術館や大学，関係諸機関等との関わりをもち，人材・作品・資料等を活
用しようとしている。

⑧ 地域文化や行事の活用 身近な地域から題材を取り上げ，生徒の体験・経験を生かした交流活動や
創作活動をしている。

⑨ 日常生活との関連 身の回りの日用品等に目を向け，機能や美しさを追求したり，生活を豊か
にする美術の特性について気付いたりする活動を設けている。

⑩ 他者との関わり合い 表現活動において，用途や機能を基に交流したり，検討したりを通して，
相手意識をもって発想したり構想したりする活動を行っている。

学び合い10（保健体育）
① 生徒の理解・実態の把握 生徒の実態やつまづきを把握して授業を構成している。
② 単元単位の目標・指導計画 生徒の理解や技能の習熟度を把握し，単元単位で目標や指導計画を立案している。
③ ねらいの明確化 本時のねらいを明確に示している。
④ 必要感・達成感ある課題の設定 生徒が自己の達成度やつまづきを理解し，主体的に取り組める課題を設定している。
⑤ 学習の見通しの提示 課題解決に向けた見通しをもたせる工夫をしている。

⑥ 発問・説明，肯定的な関わり 思考や気付きを促す発問や説明がされたり，賞賛・助言・励まし等，肯定
的に関わったりしている。

⑦ 場の設定 課題の発見や課題解決を促す場が設定されている。
⑧ 学習形態の工夫 ペアやグループなど関わり合いの場を設けている。
⑨ 話し合いのルール・方法の明確化 話し合いの目的を明確にし，ルールや方法を具体的に提示している。
⑩ 評価・振り返り 学習カード等を活用し，授業の振り返りをさせ，次時への課題をもたせている。

学び合い10（技術･家庭）
① 生徒の理解・認識の把握 生徒の実態や既習事項，他教科との関連を把握して授業を構成している。

② 題材の目標・指導計画 題材で身に付けさせたい力を明確にし，その実現に有効な“学び合い”の場
を位置付けて計画している。

③ 興味・関心のある課題 問題意識や学習意欲を高めるために，身近な事象や好奇心をもてる事象か
ら課題を設定している。

④ 学習形態の工夫 ねらいと実態に応じて，個・ペア・グループ・一斉などの学習形態を場面
ごとに工夫している。

⑤ 関わり合う場・協力する場 学習の深まりや課題解決を図るために，教え合い，共同作業，話し合い，
発表の場などを取り入れている。

⑥ 関わり合いの目的・ルール・方法 目的を明確にし，話し合い，発表など，それぞれルールを具体的に提示している。

⑦ 実践的・体験的な活動 生活や社会で活用できる知識・技能の習得のために，実践的・体験的な学
習活動を設定している。

⑧ 言語活動の充実 自分の考えや学習結果を言葉・文字・記号・図表などを活用して表現した
り，伝えたりする場を設定している。

⑨ 生活や社会との関連 学んだことをもとに，よりよい生活や社会の実現について，自分の考えを
もたせるように学習を進めている。

⑩ 評価・振り返り 学習活動を振り返ったり，次の学習につなげたりするために，観点を明確
にした評価の場を設定している。
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学び合い10（道徳）

① 学習環境と実態把握 グループや全体において自分の考えを主張でき，他者の考えを認め合う支持
的風土を育て，生徒の実態や道徳性の高まりを把握して授業を構成している。

② 組織的な取組の推進 校長や道徳教育推進教師のリーダーシップのもと，組織的に全体計画・年
間指導計画等を作成し，年間35時間の道徳科を量的に確保している。

③ 自分の問題として捉える課題設定 「主体的・対話的で深い学び」を実現するために，生徒が自分自身の問題
と捉え，向き合う「考え，議論する道徳」を実現する課題を設定している。

④
考え，議論する道徳への転換」の
ための指導方法の改善

（質の高い多様な指導方法）

読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習で，自分との関わりにお
いて多面的・多角的に考え，道徳的価値の理解を深める授業を工夫している。

⑤ 生徒が生きる上で出会う様々な道徳的諸価値に関わる問題や課題を自分
事として考えるなどの問題解決的な学習を設定している。

⑥ 様々な問題や課題を主体的に解決するために，道徳的行為に関する問題場
面で実感を伴って理解できる体験的な学習を設定している。

⑦ 他者の考えに触れ，議論を深める
場の設定

ファシリテーション等で多面的・多角的に考えを拡散し，構造化する。フ
レームワーク（思考ツール）で生徒の考えを可視化し，道徳的価値の理解
や自覚を深め，納得解・最適解を獲得している。

⑧ よりよい生き方を考え，振り返る
場の設定

本時または一定のまとまりの中で道徳科の学習を振り返り，可視化された
多様な価値観から道徳的課題や価値にじっくりと向き合い，よりよい方向
を模索する場を設定している。

⑨
評価の在り方と具体的な工夫

「生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子」を個人内評価として丁寧に
見取り，記述する様式や表現するための記録の蓄積方法を工夫している。

⑩ 学習活動において生徒がより多面的・多角的な見方へと発展しているか，道
徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深めているかを重視している。

学び合い10（特別活動）

① 必要感・達成感のある題材（単元） 生徒の実態を把握し，生徒が興味・関心をもち，意欲的に解決しようとす
る題材（単元）を設定している。

② 題材（単元）の目標・指導計画 生徒の実態に応じた題材（単元）の目標や指導計画を立てている。
③ 集団活動・体験的な活動 集団活動や体験的な活動を意識した授業を行っている。
④ 問題の発見 生徒が，よりよい学級や学校の生活づくりに関わる問題を見付ける場を設定している。
⑤ 自分の考えをもつ 生徒が自分の考えや意見をもてるよう工夫している。
⑥ 学習形態の工夫 目標や実態に応じたペア・グループ・全体等の適切な形態を取り入れている。
⑦ 話し合いの目的・ルール・方法 話し合いの目的を明確にし，ルールや方法を具体的に提示している。
⑧ 交流場面の設定 他と交流しながら，考えを広げたり，深めたりする場を設定している。
⑨ 意思決定 集団決定または自己決定を行う場を設定している。
⑩ 実践・振り返り 活動または実践の過程と成果について，目標を基に振り返る場を設定している。

学び合い10（進路指導）
① 指導計画の作成 発達段階に応じた資質や能力，態度が身に付くよう計画している。

② 生徒理解と身に付けさせる能力 キャリア教育の視点から，生徒の実態と課題を把握し，どの活動場面で「基
礎的・汎用的能力」を身に付けさせるか，指導計画に示している。

③ 個の学びの設定 学習活動において，将来の生き方や進路について自分の考えや意見をもつ
ことができるよう，個の学びを確かに設定している。

④ 学び合いや発表のルールと方法 学び合いや発表の目的を明確にし，ルールや方法を具体的に提示している。

⑤ 体験的な活動とグループ活動 職場体験やグループ学習を通して，将来について自分の考えや意見をもっ
たり，深めたりする活動を設定している。

⑥ 教科・領域との横断的な学習 キャリア教育との関連をはかり，各教科，領域での学習内容と将来の自分
の生き方に関わるよう，横断的な学習をしている。

⑦ 学習環境の整備 図書館の資料やパソコン等のメディアを活用したり，校外で体験活動を展
開したりするなど，学習環境を整備している。

⑧ 振り返りの場の設定 自らの考えや意見の変容を述べたり，新たに見出した課題が今後の生き方
とどのように関わるのかを述べたりする振り返りの場を設定している。

⑨ 地域・家庭・高等学校等との連携 生徒が，日常生活や社会との関わりの中で進路学習が展開できるよう，地
域・家庭と進路先となる高等学校等と連携を図っている。

⑩ 自己決定・自己実現 自分の将来について考え，自分の意思で進路を選択し，自己実現できるよ
う支援している。
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学び合い10（総合的な学習の時間）

① 指導計画の工夫 小学校での取組を踏まえるとともに，横断的・総合的な学習や探究的な学
習を通して，目指す資質や能力，態度が身に付くように計画している。

② 課題設定 日常生活や実社会に目を向けて，生徒自らが，「ひと･もの･こと」と自分
との関わりの中から課題を設定している。

③ 個の学びの設定 学習活動において，自分の考えや意見をもつことができるよう，個の学び
を確かに設定している。

④ 体験的な活動の工夫 体験活動を探究的な学習の過程に位置付け，他者と協働して活動できるよ
う工夫している。

⑤ 交流の場の設定 学習対象をより多面的･多角的に捉えたり，自分の考えや意見を深めたり
広げたりする交流の場を設定している。

⑥ 学習環境の整備 図書館やPC室などで資料やICTを活用したり，校外でのフィールドワー
クを展開したりするなど，学習環境を整備している。

⑦ 地域・家庭との連携 生徒が，日常生活や実社会との関わりの中で学習活動を展開できるよう，
地域や家庭と連携を図っている。

⑧ 話し合いや発表のルールや方法 話し合いや発表の目的を明確にし，ルールや方法を具体的に提示している。

⑨ 追究や表現の仕方の工夫 情報の集め方や調べ方，整理や分析の仕方，まとめ方など，目的や相手に
応じた追究や表現の仕方の具体例を示したり，経験させたりしている。

⑩ 振り返りの場の設定
自らの考えや意見の変容を述べたり，新たに見いだした課題が今後の自分
の生き方とどのように関わるのかを述べたりする振り返りの場を設定し
ている。

学び合い10（学校保健）

① 指導目標・指導計画 中学生期の発育・発達や健康上の特性を把握した指導目標や指導計画を立
てている。

② 生徒の実態把握 生徒の実態や問題点を把握して授業を構成している。

③ 必要感のある課題設定 生徒が直面している問題の中で，自らの課題だと気付くことができる課題
を提示している。

④ 関わり合う場の設定 目的をもって，生徒同士関わり合う場を取り入れている。

⑤ 自尊感情を高めあう場の設定 他者との関わり合いを通して，自分を大切に思う気持ち，お互いを尊重す
る気持ちをもたせている。

⑥ 実践化への意欲付け 理想の姿を描くことで，意思決定や行動選択をし，実践していこうとする
意欲付けをしている。

⑦ 家庭や地域との連携 学校でできること，なすべきことを明確化し，家庭や地域での実践を促し
ている。

⑧ 振り返り，内省の場の設定 生涯にわたって，自分の健康を管理していこうとする気持ちをもたせる。

⑨ 各教科との関連 健康という共通の目標を目指して，他教科と連携をしている。

⑩ 話し合いの目的・ルール・方法 話し合いの目的を明確にし，ルールや方法を具体的に提示している。
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No. 学校名 氏名

1 上智大学総合人間科学部教育学科 奈須　　正裕

2 新潟青陵大学福祉心理学部 岩﨑　　保之

3 新潟市教育委員会 前田　　秀子

4 上越市教育委員会 野澤　　　朗

5 小千谷市教育委員会 松井　周之輔

6 見附市教育委員会 長谷川　浩司

7 魚沼市教育委員会 梅田　　　勝

8 阿賀野市教育委員会 岩村　　弘一

9 上越教育事務所 関原　るみ子

10 中越教育事務所 市川　　茂明

11 下越教育事務所 井上　　正裕

12 新潟県立教育センター 市川　　　亮

13 新潟市立総合教育センター 小川　　裕一

14 新潟県特別支援学校長会 今井　　聡己

No. 学校名 氏名

15 新潟県学校生活協同組合本部 清水　　伸二

16 新潟県立教育センター 比後　　慎一

17 新潟市教育員会 池田　　　浩

18 上越市教育委員会 石黒　　和仁

19 上越市教育委員会 中野　　博史

20 五泉市教育委員会学校教育課 鷲津　　克幸

21 五泉市教育委員会学校教育課 金　　　洋輔

22 南魚沼市教育委員会学校教育課 田中　　和徳

23 胎内市教育委員会 池田　　裕之

24 歴代会長 近藤　　俊明

25 歴代会長 松田　　正實

26 歴代会長 大竹　　　肇

27 歴代会長（上越市教育委員会教育次長） 早川　　義裕

28 歴代理事長 玉木　　　浩

講師・来賓

No. 学校名 氏名

29 新潟市立白新中学校 濱中　　力也 評議員

30 上越市立城西中学校 佐藤　　幹夫 評議員

31 長岡市立東中学校 近藤　　道範 評議員

32 新潟市立白根北中学校 若月　　弘久 評議員

33 新発田市立東中学校 船山　　　誠 評議員

34 上越市立城東中学校 杉本　　知之 評議員

35 長岡市立宮内中学校 仁保　　園子 評議員

36 上越市立直江津東中学校 稲葉　　浩一 評議員

37 柏崎市立鏡が沖中学校 岸　　　勝巳 評議員

38 糸魚川市立青海中学校 佐藤　　　弘 評議員

39 妙高市立妙高中学校 坂詰　　浩一 評議員

40 長岡市立南中学校 大矢　　慎一 評議員

41 三条市立第一中学校 中村　　義則 評議員

42 小千谷市立小千谷中学校 前澤　　正人 評議員

43 加茂市立若宮中学校 馬場　　郁夫 評議員

44 十日町市立下条中学校 太島　　　誠 評議員

45 見附市立南中学校 村山　　　勉 評議員

46 魚沼市立湯之谷中学校 五十嵐　一浩 評議員

47 湯沢町立湯沢中学校 野村　　宏毅 評議員

48 新潟市立宮浦中学校 徳田　　正雄 評議員

49 弥彦村立弥彦中学校 堀　　　隆行 評議員

50 佐渡市立南佐渡中学校 吹屋　　　昇 評議員

51 新発田市立猿橋中学校 本間　　道夫 評議員

52 村上市立村上東中学校 髙橋　　哲衛 評議員

No. 学校名 氏名

53 五泉市立村松桜中学校 渡邊　　　誠 評議員

54 胎内市立中条中学校 野澤　　一吉 評議員

55 上越市立潮陵中学校 田中　　和人 評議員

56 十日町市立南中学校 若林　　靖人 評議員

57 長岡市立旭岡中学校 宮　　　宏之 評議員

58 新発田市立豊浦中学校 石坂　　　均 評議員

59 柏崎市立高柳中学校 笠井　　克人 評議員

60 湯沢町立湯沢中学校 野村　　宏毅 評議員

61 新潟市立石山中学校 阿部　　　修 評議員

62 新潟市立光晴中学校 逸見　　東子 評議員

63 十日町市立松代中学校 重野　　準司 評議員

64 新潟市立葛塚中学校 上村　　　茂 評議員

65 田上町立田上中学校 横堀　　正満 評議員

66 魚沼市立守門中学校 山岸　　　力 評議員

67 新潟市立小針中学校 高地　　啓衛 評議員

68 新潟市立岩室中学校 大橋　　英喜 評議員

69 村上市立朝日中学校 相馬　　明子 評議員

70 上越市立直江津東中学校 山本　　宏幸 上越幹事

71 長岡市立南中学校 岸　　　　崇 中越幹事

72 新潟市立宮浦中学校 小田　　一郎 新潟幹事

73 新発田市立猿橋中学校 梅田　　茂明 下越幹事

74 長岡市立南中学校 佐藤　　正秀 発表者

75 新発田市立東中学校 片桐　　洋子 発表者

76 新潟市立白新中学校 山内　　伸二 事務局長

新潟県中学校教育研究会　評議員・事務局
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No. 学校名 氏名 参観授業 WSグループ

77 新潟市立松浜中学校 田中　　恒夫 Ｉ 英語 I2

78 新潟市立松浜中学校 五十嵐　良和 Ａ 道徳 A2

79 新潟市立南浜中学校 今田　　千恵 Ｇ 理科 G2

80 新潟市立濁川中学校 中西　　洋志 Ｇ 理科 G3

81 新潟市立木崎中学校 小林　　正文 Ｂ 社会 B2

82 新潟市立岡方中学校 伊藤　　篤志 Ｆ 国語 F3

83 新潟市立早通中学校 小野　　郁夫 Ｆ 国語 F2

84 新潟市立早通中学校 土田　健太郎 Ｄ 数学 D3

85 新潟市立早通中学校 青田　　美香 Ｅ 保健体育 E2FT

86 新潟市立光晴中学校 荒井　　崇博 Ｄ 数学 D4

87 新潟市立東新潟中学校 西片　　宣明 Ａ 道徳 A3

88 新潟市立山の下中学校 熊木　　裕之 Ａ 道徳 A4

89 新潟市立山の下中学校 梅津　　雅史 Ｅ 保健体育 E3

90 新潟市立大形中学校 西　　　優貴 Ｇ 理科 G4

91 新潟市立石山中学校 小林　みさ子 Ｄ 数学 D5

92 新潟市立石山中学校 武石　　裕子 Ｉ 英語 I3

93 新潟市立藤見中学校 間　　　英法 Ｇ 理科 G2FT

94 新潟市立木戸中学校 本間　　隆之 Ｉ 英語 I4

95 新潟市立東石山中学校 伊藤　　雅仁 Ｄ 数学 D6FT

96 新潟市立東石山中学校 長嶋　　　茂 Ｆ 国語 F4FT

97 新潟市立東石山中学校 本多　　　豊 フリー フリー

98 新潟市立下山中学校 長澤　　靖子 Ｆ 国語 F5

99 新潟市立関屋中学校 皆川　　勝宏 Ａ 道徳 A5

100 新潟市立鳥屋野中学校 高橋　　恒彦 Ａ 道徳 A6

101 新潟市立鳥屋野中学校 遠藤　　　禎 Ｅ 保健体育 E2

102 新潟市立鳥屋野中学校 玉井　　博史 Ｆ 国語 F6FT☆

103 新潟市立鳥屋野中学校 橋詰　　亜矢 Ｉ 英語 I5

104 新潟市立鳥屋野中学校 安宅　いずみ Ｉ 英語 I2

105 新潟市立白新中学校 藤田　夏樹★ Ｄ 数学 D1FT

106 新潟市立白新中学校 鳥居　竜一★ Ｄ 数学 D2FT

107 新潟市立白新中学校 堀　　里也★ Ｅ 保健体育 E1FT

No. 学校名 氏名 参観授業 WSグループ

108 新潟市立白新中学校 井上　　明美 Ｅ 保健体育 E3FT

109 新潟市立白新中学校 河原 久美子★ Ｆ 国語 F1FT

110 新潟市立白新中学校 坂井　友紀★ Ｇ 理科 G1FT

111 新潟市立白新中学校 関野　幹裕★ Ｈ 技術･家庭 H1FT

112 新潟市立白新中学校 田中　英昭★ Ｉ 英語 I1FT

113 新潟市立寄居中学校 長谷川　淳★ Ｂ 社会 B1FT

114 新潟市立新潟柳都中学校 本間　　修一 Ｅ 保健体育 E1

115 新潟市立新潟柳都中学校 坂上　　彩華 Ｆ 国語 F6

116 新潟市立宮浦中学校 佐久間奈々子 Ａ 道徳 A7FT

117 新潟市立上山中学校 猪股　　博英 フリー フリー

118 新潟市立上山中学校 目黒　　　学 フリー フリー

119 新潟市立上山中学校 加藤　　直樹 Ｂ 社会 B3

120 新潟市立上山中学校 大場　　夏美 Ｇ 理科 G6

121 新潟市立山潟中学校 神子田　尚子 Ｉ 英語 I6

122 新潟市立大江山中学校 竹之内　佳子 Ｃ 道徳 C2

123 新潟市立曽野木中学校 石原　　直樹 フリー フリー

124 新潟市立両川中学校 小畑　　　裕 Ｄ 数学 D7

125 新潟市立横越中学校 山本　　友紀 Ｉ 英語 I7

126 新潟市立亀田中学校 川上　　辰朗 Ｇ 理科 G7

127 新潟市立新津第一中学校 松原　　大介 Ｆ 国語 F2

128 新潟市立新津第二中学校 土田　美穂子 Ａ 道徳 A8

129 新潟市立新津第五中学校 田村　　祐一 Ｃ 道徳 C3

130 新潟市立新津第五中学校 小澤　ひろみ Ｆ 国語 F8

131 新潟市立小合中学校 新田　　美緒 Ａ 道徳 A1

132 新潟市立金津中学校 川上　　武士 Ｇ 理科 G7

133 新潟市立小須戸中学校 渡邉　ひとみ Ｇ 理科 G1

134 新潟市立白南中学校 中林　　浩子 Ａ 道徳 A2

135 新潟市立白南中学校 宮崎　　威治 Ｂ 社会 B4

136 新潟市立白根第一中学校 向田　　昌子 Ｂ 社会 B5

137 新潟市立臼井中学校 田中　　宏和 Ｂ 社会 B6

138 新潟市立臼井中学校 山田　和歌子 Ｉ 英語 I1

参加者 ★：授業者　FT：ファシリテーター　☆：代表発表
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139 新潟市立白根北中学校 山口　　俊介 Ｇ 理科 G5

140 新潟市立白根北中学校 稲垣　あゆみ Ｉ 英語 I2

141 新潟市立味方中学校 大原　　雅裕 Ｇ 理科 G3

142 新潟市立月潟中学校 関﨑　　尚史 Ｈ 技術･家庭 H2

143 新潟市立坂井輪中学校 橋本　　一幸 Ａ 道徳 A3FT

144 新潟市立内野中学校 藤本　　洋則 フリー フリー

145 新潟市立内野中学校 本間　　美樹 Ａ 道徳 A4

146 新潟市立赤塚中学校 本間　　靖克 Ｆ 国語 F1

147 新潟市立中野小屋中学校 長井　　春香 Ａ 道徳 A5

148 新潟市立小針中学校 中川　　久幸 Ｉ 英語 I3

149 新潟市立五十嵐中学校 鈴木　　治弥 Ｄ 数学 D8

150 新潟市立五十嵐中学校 鈴木　　　啓 Ｉ 英語 I4

151 新潟市立小新中学校 本間　　寿美 フリー フリー

152 新潟市立小新中学校 土屋　　伯子 Ｆ 国語 F9

153 新潟市立黒埼中学校 鈴木　　　智 Ｆ 国語 F2

154 新潟市立黒埼中学校 西方　　和美 Ｆ 国語 F3

155 新潟市立西川中学校 松浦　　伸行 Ｄ 数学 D9

156 新潟市立潟東中学校 細川　　和子 Ｉ 英語 I5

157 新潟市立中之口中学校 平尾　　深量 Ａ 道徳 A6

158 新潟市立巻東中学校 田辺　　聡子 Ａ 道徳 A7

159 新発田市立本丸中学校 皆川　　俊勝 Ｄ 数学 D1

160 新発田市立第一中学校 今野　由紀子 Ｃ 道徳 C4

161 新発田市立七葉中学校 丸田　　幸恵 Ａ 道徳 A8FT

162 新発田市立佐々木中学校 森谷　　優子 Ａ 道徳 A1

163 新発田市立豊浦中学校 青木　　陽一 Ｂ 社会 B1

164 新発田市立紫雲寺中学校 山口　　和芳 Ｄ 数学 D2

165 新発田市立加治川中学校 淺香　有紀子 Ｂ 社会 B2

166 村上市立村上第一中学校 岸　　　優美 Ａ 道徳 A2

167 村上市立村上第一中学校 中山　　久司 Ｉ 英語 I7

168 村上市立村上東中学校 中山　えり子 Ａ 道徳 A3

169 村上市立荒川中学校 柴田　　　淳 Ｃ 道徳 C5FT
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170 村上市立平林中学校 廣川　　　乗 Ｃ 道徳 C6

171 村上市立平林中学校 鈴木　　篤史 Ａ 道徳 A4FT☆

172 村上市立神納中学校 萩野　　郁子 Ｉ 英語 I6FT

173 村上市立朝日中学校 相馬　　和憲 Ｃ 道徳 C1

174 村上市立山北中学校 倉町　　宏治 Ｇ 理科 G4

175 関川村立関川中学校 齊藤　　博和 Ｃ 道徳 C2FT

176 粟島浦村立粟島浦中学校 小島　　祐貴 Ｅ 保健体育 E3

177 五泉市立五泉中学校 石田　　勇弥 Ｄ 数学 D3FT

178 五泉市立五泉北中学校 夏井　　徳治 Ｂ 社会 B3

179 五泉市立川東中学校 星　　　　亨 Ｄ 数学 D4

180 五泉市立村松桜中学校 井上　　定浩 Ｉ 英語 I1

181 阿賀町立阿賀津川中学校 度会　理穂子 Ｂ 社会 B4

182 阿賀町立三川中学校 井口　　尊紀 Ｉ 英語 I2

183 阿賀野市立安田中学校 菊地　　清勝 Ｄ 数学 D5

184 阿賀野市立京ヶ瀬中学校 磯部　　理那 Ｂ 社会 B5

185 阿賀野市立京ヶ瀬中学校 須藤　　里香 Ｃ 道徳 C3

186 阿賀野市立京ヶ瀬中学校 仲村　　明子 Ｉ 英語 I3FT

187 阿賀野市立水原中学校 石田　　渓介 Ｃ 道徳 C4

188 阿賀野市立水原中学校 佐藤　貴代美 Ｄ 数学 D6

189 阿賀野市立水原中学校 渡邉　　千里 Ｆ 国語 F4

190 阿賀野市立笹神中学校 田島　　洋一 Ｂ 社会 B6

191 阿賀野市立笹神中学校 河内　　　聡 Ｃ 道徳 C5

192 胎内市立中条中学校 島津　　一美 Ｃ 道徳 C6

193 胎内市立乙中学校 渋木　美知子 Ｄ 数学 D7FT

194 胎内市立築地中学校 水口　　剛志 Ｃ 道徳 C1

195 胎内市立黒川中学校 小林　　典子 Ｃ 道徳 C2

196 聖籠町立聖籠中学校 槙田　　博之 Ｃ 道徳 C3

197 聖籠町立聖籠中学校 竹内 文比古★ Ｃ 道徳 C1FT

198 聖籠町立聖籠中学校 本田　奈美子 Ｃ 道徳 C4

199 燕市立小池中学校 大上　　恭子 Ｉ 英語 I4

200 燕市立燕北中学校 沼岡　　育美 Ｆ 国語 F5

参加者 ★：授業者　FT：ファシリテーター　☆：代表発表
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201 燕市立吉田中学校 吉澤　　　優 Ｉ 英語 I5FT

202 燕市立分水中学校 斎藤　　　歩 Ｇ 理科 G2

203 弥彦村立弥彦中学校 小野　　倫子 Ｉ 英語 I6

204 佐渡市立内海府中学校 村山　　貴之 Ｄ 数学 D8

205 佐渡市立前浜中学校 齋藤　　宣明 Ｉ 英語 I7FT

206 佐渡市立佐和田中学校 名古屋　瑞穂 Ｂ 社会 B1

207 佐渡市立金井中学校 渡部　　栄二 Ｆ 国語 F6

208 佐渡市立畑野中学校 山本　　和広 Ｂ 社会 B2

209 佐渡市立松ヶ崎中学校 島津　　秀人 Ｆ 国語 F7

210 佐渡市立真野中学校 石川　　雄一 Ａ 道徳 A5

211 佐渡市立南佐渡中学校 石塚　　麻理 Ｃ 道徳 C5

212 長岡市立東中学校 山田　　圭祐 Ｂ 社会 B3

213 長岡市立北中学校 水藻　　佑花 Ｉ 英語 I1

214 長岡市立栖吉中学校 渡辺　明由美 Ｃ 道徳 C6

215 長岡市立宮内中学校 田原　　成久 Ｆ 国語 F8FT

216 長岡市立東北中学校 小嶋　　祐子 Ｆ 国語 F9FT

217 長岡市立東北中学校 近藤　　直子 Ｉ 英語 I2

218 長岡市立西中学校 渡邊　美穂子 Ｃ 道徳 C1

219 長岡市立江陽中学校 山﨑　　千代 Ｃ 道徳 C2

220 長岡市立堤岡中学校 近江　　裕美 Ｄ 数学 D9FT

221 長岡市立岡南中学校 内山　　睦美 Ａ 道徳 A6FT

222 長岡市立関原中学校 松木　　弘子 Ｃ 道徳 C3

223 長岡市立大島中学校 本間　　陽子 Ｆ 国語 F1

224 長岡市立青葉台中学校 太田　　智哉 Ｉ 英語 I3

225 長岡市立旭岡中学校 木村　　　哲 Ｄ 数学 D1

226 長岡市立中之島中学校 髙橋　　定広 Ｂ 社会 B4FT☆

227 長岡市立三島中学校 樺澤　　　崇 Ｄ 数学 D2

228 長岡市立山古志中学校 大田　　　克 Ｄ 数学 D3

229 長岡市立寺泊中学校 三本　千詠子 Ａ 道徳 A5FT

230 長岡市立秋葉中学校 若林　　圭太 Ｄ 数学 D4FT

231 長岡市立刈谷田中学校 櫻井　　真郷 Ｇ 理科 G5FT
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232 長岡市立川口中学校 竹田　　祉薫 Ａ 道徳 A8

233 長岡市立川口中学校 長嶋　　美帆 Ｄ 数学 D5

234 出雲崎町立出雲崎中学校 齋藤　　真理 Ｆ 国語 F2

235 三条市立第一中学校 神田　　友洋 Ｄ 数学 D6

236 三条市立第二中学校 澤田　　庸男 Ｉ 英語 I4FT

237 三条市立第三中学校 松川　香奈恵 Ｇ 理科 G6

238 三条市立第四中学校 囲　　　由香 Ｆ 国語 F3FT

239 三条市立本成寺中学校 牧　　　周民 Ｆ 国語 F4

240 三条市立大崎学園 前田　　尊昭 Ｈ 技術･家庭 H1

241 三条市立大島中学校 山﨑　　寛山 Ｉ 英語 I5

242 三条市立栄中学校 溝口　　祐介 Ｂ 社会 B5

243 三条市立下田中学校 中村　　浩士 Ｈ 技術･家庭 H2

244 小千谷市立小千谷中学校 小岸　　志保 Ａ 道徳 A1

245 小千谷市立東小千谷中学校 山森　　　誠 Ｃ 道徳 C4

246 小千谷市立千田中学校 渡辺　　直人 Ａ 道徳 A2FT

247 小千谷市立千田中学校 佐浦　　　綾 Ａ 道徳 A3

248 小千谷市立南中学校 小林　　清子 Ａ 道徳 A4

249 小千谷市立南中学校 篠田　　　英 Ｇ 理科 G7

250 小千谷市立南中学校 和田　沙央里 Ｉ 英語 I6

251 小千谷市立片貝中学校 小方　　邦雄 Ａ 道徳 A7

252 小千谷市立片貝中学校 渡部　佑真★ Ａ 道徳 A1FT

253 小千谷市立片貝中学校 本間　　公嗣 Ａ 道徳 生徒交流会

254 小千谷市立片貝中学校 本多　多佳子 Ａ 道徳 A7

255 加茂市立加茂中学校 松原　　智加 Ｇ 理科 G1

256 加茂市立葵中学校 熊木　　大典 Ｄ 数学 D7

257 加茂市立若宮中学校 白井　明日華 Ｇ 理科 G2

258 加茂市立須田中学校 斎藤　　麻子 Ｄ 数学 D8

259 田上町立田上中学校 小林　　正作 Ｆ 国語 F5FT

260 十日町市立十日町中学校 阿部　　勝良 Ｂ 社会 B6FT

261 十日町市立十日町中学校 金澤　健太郎 Ｄ 数学 D9

262 十日町市立下条中学校 久川　　和希 Ｇ 理科 G3FT

参加者 ★：授業者　FT：ファシリテーター　☆：代表発表
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263 十日町市立水沢中学校 廣田　　公生 Ｆ 国語 F6

264 十日町市立川西中学校 杵淵　　　貢 Ｉ 英語 I7

265 十日町市立中里中学校 伊藤　　菜桜 Ｇ 理科 G4

266 十日町市立まつのやま学園 金城　　良一 Ｄ 数学 D1

267 津南町立津南中学校 藤田　　　譲 Ｂ 社会 B1

268 見附市立南中学校 穴澤　　典明 Ｆ 国語 F7

269 見附市立今町中学校 西山　　　恵 Ｆ 国語 F8

270 見附市立西中学校 小野塚　　徹 Ｅ 保健体育 E1

271 見附市立西中学校 小池　　淳一 Ｅ 保健体育 E2

272 魚沼市立入広瀬中学校 風間　真寿美 Ｇ 理科 G5

273 魚沼市立守門中学校 澤田　　義則 Ｇ 理科 G6

274 魚沼市立広神中学校 星　　　里絵 Ａ 道徳 A8

275 魚沼市立湯之谷中学校 開發　　義彦 Ａ 道徳 A1

276 魚沼市立小出中学校 小柳　　双葉 Ａ 道徳 A2

277 魚沼市立堀之内中学校 佐野　しのぶ Ｆ 国語 F9

278 魚沼市立堀之内中学校 増田　　秀行 Ｇ 理科 G7

279 南魚沼市立大和中学校 鈴木　　高志 Ｅ 保健体育 E3

280 南魚沼市立八海中学校 仙田　　健一 Ｂ 社会 B2

281 南魚沼市立六日町中学校 櫻井　　康平 Ｇ 理科 G1

282 南魚沼市立六日町中学校 岡﨑　　一洸 Ｇ 理科 G2

283 南魚沼市立塩沢中学校 渡邉　　利恵 Ａ 道徳 A3

284 湯沢町立湯沢中学校 桐生　　　聡 Ｃ 道徳 C5

285 湯沢町立湯沢中学校 根津　　　元 Ｇ 理科 G3

286 上越市立城北中学校 足利　奈央子 Ｉ 英語 I1

287 上越市立城東中学校 鴨井　　淳一 Ｉ 英語 I2FT

288 上越市立城西中学校 佐藤　　宏樹 Ｄ 数学 D2

289 上越市立雄志中学校 柳澤　　　淳 Ｃ 道徳 C6FT☆

290 上越市立八千浦中学校 笠尾　　民子 Ｆ 国語 F1

291 上越市立直江津中学校 松永　　喜隆 Ｃ 道徳 C1

292 上越市立春日中学校 八木　　　純 Ｇ 理科 G4FT

293 上越市立潮陵中学校 野上　　浩樹 Ｄ 数学 D3
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294 上越市立安塚中学校 長田　　敏行 Ｂ 社会 B3FT

295 上越市立浦川原中学校 上野　　隆史 Ｉ 英語 I3

296 上越市立大島中学校 福永　　賢一 Ｂ 社会 B4

297 上越市立牧中学校 山田　　里美 Ｃ 道徳 C2

298 上越市立大潟町中学校 池田　　昭衣 Ｃ 道徳 C3FT

299 上越市立頸城中学校 滝沢　　雅則 Ｇ 理科 G5

300 上越市立吉川中学校 永井　　　哲 Ｇ 理科 G6FT

301 上越市立中郷中学校 小川　　理歌 Ｆ 国語 F2FT

302 上越市立板倉中学校 金子　　　均 Ｇ 理科 G7FT

303 上越市立三和中学校 新保　　隆之 Ｃ 道徳 C4FT

304 上越市立名立中学校 吉田　　和則 Ｃ 道徳 C5

305 糸魚川市立糸魚川東中学校 関　　　拓也 Ｂ 社会 B5FT

306 糸魚川市立糸魚川中学校 渡辺　　勝行 Ｄ 数学 D4

307 糸魚川市立青海中学校 澁木　信太郎 Ｃ 道徳 C6

308 妙高市立新井中学校 小林　　保子 Ａ 道徳 A4

309 妙高市立妙高中学校 丸山　　信昭 Ｂ 社会 B6

310 柏崎市立第一中学校 白井　沙弥香 Ｆ 国語 F3

311 柏崎市立第二中学校 柴野　　健彦 Ｄ 数学 D5FT

312 柏崎市立第三中学校 石井　真奈美 Ｉ 英語 I4

313 柏崎市立鏡が沖中学校 前澤　　　侑 Ｈ 技術･家庭 H1

314 柏崎市立瑞穂中学校 松風　　嘉男 Ｈ 技術･家庭 H2FT

315 柏崎市立南中学校 渡辺　　　光 Ａ 道徳 A5

316 柏崎市立東中学校 阿部　　暢史 Ｈ 技術･家庭 H1

317 柏崎市立第五中学校 塩浦　　康平 Ｄ 数学 D6

318 柏崎市立西山中学校 田村　　聡子 Ｉ 英語 I5

319 刈羽村立刈羽中学校 渡辺　　　豊 Ａ 道徳 A6

320 新潟第一中学校 大野　　　純 Ｂ 社会 B1

321 新潟第一中学校 河内　　由佳 Ｅ 保健体育 E1

322 新潟第一中学校 駒野　　美咲 Ｆ 国語 F4

323 新潟第一中学校 渡邉　　沙樹 Ｉ 英語 I6

324 新潟大学附属新潟中学校 佐藤　　靖子 フリー フリー

参加者 ★：授業者　FT：ファシリテーター　☆：代表発表
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325 新潟大学附属新潟中学校 上村　　慎吾 フリー フリー

326 新潟大学附属新潟中学校 山田　　　耀 Ｂ 社会 B2FT

327 新潟大学附属新潟中学校 瀬野　　大吾 Ｄ 数学 D7

328 新潟大学附属新潟中学校 倉嶋　　昭久 Ｅ 保健体育 E2

329 新潟大学附属新潟中学校 坂井　　昭彦 Ｆ 国語 F5

330 新潟大学附属長岡中学校 元井　　啓介 Ｆ 国語 F7FT

331 新潟大学附属長岡中学校 山本　　伸寿 Ｇ 理科 G1

332 県立阿賀黎明中学校 山田　絵美子 Ａ 道徳 A7

333 県立村上中等教育学校 新沢　　耕輔 Ｄ 数学 D8FT

334 新潟県立教育センター 岩船　　尚貴 Ｆ 国語 F9

335 新潟県立教育センター 阿部　　一晴 Ｈ 技術･家庭 H2

336 新潟県立教育センター 風間　　皓介 Ｉ 英語 I1

337 新潟市教育委員会学校支援課 石塚　　　崇 フリー フリー

338 新潟市教育委員会学校支援課 丸山　　明生 Ｅ 保健体育 E2

339 新潟市教育委員会学校支援課 長谷川　聡美 Ｆ 国語 F8

340 新潟市教育委員会学校支援課 高橋　　　満 フリー フリー

341 新潟市立総合教育センター 山本　　達也 Ｂ 社会 B1

342 上越教育大学学校
教育実践研究センター 清水　　雅之 Ｈ 技術･家庭 H1

343 新潟青陵大学事務局企画課 清水　　　葵 Ｆ 国語 F3

344 新潟医療福祉大学 脇野　　哲郎 Ｅ 保健体育 E3

345 新潟県立翠江高等学校 五十嵐　正樹 Ｄ 数学 D5

346 文部科学省科学技術・
学術政策局 人材政策課 久保　　真理 フリー フリー

347 福島県喜多方市立塩川中学校 佐藤　　賢哉 Ｇ 理科 G6

348 福島県郡山市立富田中学校 白石田　洋子 Ｆ 国語 F2

349 福島県東白川郡塙町立塙中学校 浅賀　　智子 Ｄ 数学 D9

350 福島県耶麻郡北塩原村立
第一中学校 小野寺　光喜 Ｈ 技術･家庭 H2

351 福島県耶麻郡北塩原村立
第一中学校 鈴木　　弥生 Ｂ 社会 B3

352 筑波大附属中学校
（青森県八戸市立東中） 北川　　善洋 Ｆ 国語 F1

353 栃木県佐野市立常盤中学校 中村　　伊織 Ｇ 理科 G4

354 栃木県上三川町立上三川中学校 吉住　いのり Ａ 道徳 A2

355 群馬県渋川市立赤城北中学校 小倉　　弘之 Ｆ 国語 F7

No. 学校名 氏名 参観授業 WSグループ

356 千葉県白井市立桜台中学校 大坪　　照平 Ｄ 数学 D1

357 富山県氷見市立十三中学校 坂下　　　恵 Ｂ 社会 B2

358 静岡県下田市立稲生沢中学校 山田　　清和 Ｄ 数学 D2

359 静岡県河津町立河津中学校 松下　　　学 Ｂ 社会 B4

360 静岡県掛川市立栄川中学校 細井　　道浩 Ｆ 国語 F7

361 静岡県湖西市立新居中学校 木村　結理奈 フリー フリー

362 静岡県御殿場市立藤岡中学校 野木　　成憲 Ａ 道徳 A8

363 静岡県三島市立北中学校 磯谷　　容美 Ｄ 数学 D6

364 静岡県南伊豆町立南伊豆東中学校 西川　美穂子 Ｆ 国語 F8

365 静岡県浜松市立富塚中学校 仲村　　文秀 Ｆ 国語 F1

366 静岡県富士市立富士川第二中学校 村松　　敦視 Ｆ 国語 F9

367 滋賀県近江八幡市立八幡中学校 柳内　　祐樹 Ｄ 数学 D7

368 岡山県津山教育事務所 山下　　啓介 Ｉ 英語 I7

369 岡山県津山教育事務所 萩原　　　透 Ｆ 国語 F3

370 岡山県勝央町立勝央中学校 大谷　　美紀 Ｆ 国語 F4

371 岡山県西粟倉村立西粟倉中学校 榧橋　　達也 Ｇ 理科 G5

372 岡山県美咲町立旭中学校 野々上　　勝 Ｆ 国語 F5

373 岡山県美咲町立中央中学校 宮岡　　　旭 Ｄ 数学 D3

374 岡山県美咲町立柵原中学校 田村　　理佳 Ｅ 保健体育 E1

375 岡山県久米南町立久米南中学校 内田　　三善 Ｆ 国語 F6

376 岡山県鏡野町立鏡野中学校 小川　　　誠 Ｄ 数学 D4

377 岡山県新庄村立新庄中学校 美山　　貴昭 Ａ 道徳 A1

378 岡山県奈義町立奈義中学校 井口　　市郎 Ｂ 社会 B5

379 北九州市教育委員会
学力向上推進室 森田　　健伸 Ｄ 数学 D8

380 佐賀県佐賀市立城北中学校 久富　　杏子 Ｆ 国語 F3

381 NPO法人みらいずworks 角野　　仁美 Ａ 道徳 A3

382 NPO法人みらいずworks 本間　　莉恵 Ｂ 社会 B4

383 NPO法人みらいずworks 小見　まいこ Ｃ 道徳 C2

384 新潟県政記念館 関根　　廣志 Ｂ 社会 B5

385 株式会社　新潟教材 市川　　晃司 フリー フリー

386 株式会社　新潟教材 佐藤　　広章 フリー フリー

参加者 ★：授業者　FT：ファシリテーター　☆：代表発表
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387 株式会社　新潟教材 高橋　　恒史 フリー フリー

388 （株）三省堂 戸津　　英之 フリー フリー

389 （株）帝国書院 板谷越　光昭 Ｂ 社会 B6

390 開隆堂出版株式会社 竹田　　公之 Ｈ 技術･家庭 フリー

391 学研教育みらい　教育ジャーナル 渡辺　　　研 Ｂ 社会 B3

392 学校図書（株） 原　　　伸基 フリー フリー

393 学校図書（株） 小出　　雅文 フリー フリー

394 啓林館 海野　　啓之 フリー フリー

395 啓林館 中村　　勇也 フリー フリー

396 静岡県長泉町立北中学校 星野　かづみ Ａ 道徳 A4

397 新潟市立総合教育センター 笛木　　晶子 Ｃ 道徳 C3

398 新潟市立松浜中学校 山口　こころ 運営等 運営ス
タッフ

399 新潟市立関屋中学校 松井　　　潔 運営等 運営ス
タッフ

400 新潟市立寄居中学校 髙田　　哲也 運営等 運営ス
タッフ

401 新潟市立宮浦中学校 小沢　　俊夫 運営等 運営ス
タッフ

402 新潟市立山潟中学校 吉村　　　健 運営等 運営ス
タッフ

403 新潟市立亀田西中学校 佐藤　可奈子 運営等 運営ス
タッフ

404 新潟市立新津第二中学校 小林　　政広 運営等 運営ス
タッフ

405 新潟市立巻西中学校 武樋　　伸明 運営等 運営ス
タッフ

406 新発田市立第一中学校 渡辺　みつ枝 運営等 運営ス
タッフ

407 新発田市立猿橋中学校 築井　　裕史 運営等 運営ス
タッフ

408 村上市立村上東中学校 伊藤　　寬子 運営等 運営ス
タッフ

409 五泉市立村松桜中学校 後藤　　陽子 運営等 運営ス
タッフ

410 胎内市立中条中学校 石黒　　真輝 運営等 運営ス
タッフ

411 長岡市立南中学校 大塚　　賢一 運営等 運営ス
タッフ

412 三条市立第一中学校 京野　　　隆 運営等 運営ス
タッフ

413 小千谷市立小千谷中学校 佐藤　　好江 運営等 運営ス
タッフ

414 見附市立南中学校 後藤　　武蔵 運営等 運営ス
タッフ

415 魚沼市立湯之谷中学校 真柄　　秋成 運営等 運営ス
タッフ

416 上越市立城西中学校 荻谷　　公子 運営等 運営ス
タッフ

417 上越市立春日中学校 菊池　　里佳 運営等 運営ス
タッフ
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418 新潟市立白新中学校 倉澤　　秀典 運営等 運営ス
タッフ

419 新潟市立白新中学校 岩見　由美子 運営等 運営ス
タッフ

420 新潟市立白新中学校 小塚　　忠昭 運営等 運営ス
タッフ

421 新潟市立白新中学校 金　　美千子 運営等 運営ス
タッフ

422 新潟市立白新中学校 小林　　大介 運営等 運営ス
タッフ

423 新潟市立白新中学校 田村　　友教 運営等 運営ス
タッフ

424 新潟市立白新中学校 小池　　裕己 運営等 運営ス
タッフ

425 新潟市立白新中学校 稲村　　直輝 運営等 運営ス
タッフ

426 新潟市立白新中学校 幾野　　裕文 運営等 運営ス
タッフ

427 新潟市立白新中学校 石﨑　　純子 運営等 運営ス
タッフ

428 新潟市立白新中学校 阿部　　雅子 運営等 運営ス
タッフ

429 新潟市立白新中学校 近藤　　　拓 運営等 運営ス
タッフ

430 新潟市立白新中学校 永島　留美子 運営等 運営ス
タッフ

431 新潟市立白新中学校 栗原　　靖明 運営等 WSサ
ポート

432 新潟市立白新中学校 佐藤　　真理 運営等 WSサ
ポート

433 新潟市立白新中学校 野住　　明美 運営等 WSサ
ポート

434 新潟市立白新中学校 刑部　　雅史 運営等 WSサ
ポート

435 新潟市立白新中学校 若月　　秀樹 運営等 WSサ
ポート

436 新潟市立白新中学校 廣川　　純子 運営等 WSサ
ポート

437 新潟市立白新中学校 川上　たをり 運営等 WSサ
ポート

（ 2018年11月12日現在）

参加者 ★：授業者　FT：ファシリテーター　☆：代表発表

50


	2018-11-17学び合う授業の創造-角2
	2018-11-17創設55周年研究大会要項_表紙_最終
	2018-11-17創設55周年研究大会要項_本文_最終

