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４階【理科教育センター】
「熱中！感動！夢づくり教育」を支える

長岡市教育センター

32-3792（直通）

子どもに自然の不思議さや感動を伝えるための
毎日の授業づくりをサポートします。
魅力ある教材等を講座や要請研修、ホームペー
ジを通して随時、発信していきます。屋上には天
体望遠鏡があります。

３階【視聴覚センター】

32-3782（直通）

視聴覚教材・情報教育教材の開発、調査・研究
を行います。
学校に配置されている各種情報機器の使用方法
や有効活用についても支援します。

２階【教育研究室】
２階【教員サポート錬成塾】
32-3746（直通）
32-3761（直通）
研修講座・要請研修で
学校課題の解決や指導力
向上のための支援をしま
す。
担当者はそれぞれの専
門性に磨きをかけ、学校
や教職員のニーズに応え
る具体的な提案や演習を
行います。

錬成塾の研修は、担当指導主事と
のマンツーマン研修が基本です。授
業を中心とし、事前研修―授業研修
―事後研修のサイクルで研修を行い
ます。
「ベーシックコース」
と「クリエーティブコー
ス」で教員をしっかりと
サポートします。

１階【事務室】
１階【教育相談室】
32-3716（代表）
32-3663（直通）

１階【視聴覚ライブラリー】
32-3728（直通）

教育センター内の施
設、各種図書の利用希
望があるときは、こち
らに連絡ください。
午後６時まで受け付
けています。

視聴覚教材・機器の貸出しを行っていま
す。広報「おすすめ視聴覚教材」で、授業
の進度や季節に合った教材を紹介します。
視聴覚教材・機器の利用希望があるとき
は、こちらに連絡ください。
貸出しの申込みは午後５時まで、
受渡しと返却は午後６時までです。

子どもや保護者、教員を対象
とした面接相談・電話相談、各
種心理検査に基づいた学校や担
任への助言や提案を行います。
悩みや困り感のある子どもが充
実した生活を送れるよう支援し
ます。

ぼくの名前は「セン太」。「研修案内」では、教育センターの研修講座・要請研修・図
書・教育研究論文等についてお知らせします。研修案内は、４月から１１月の発行を予定
しています。各月末に、学校や施設に１部ずつ配付します。「スクールオフィス」の掲示板
にも掲載します。
また、教育センターでは、『初等教育資料』『中等教育資料』『道徳教育』『英語教育』
『特別支援教育』『指導と評価』の六つの教育雑誌を定期購入しています。これらの教育
雑誌は、最新号以外を貸し出しています。

要請研修では、各学校の要望に合わせて指導主事が出向き、ともに手立てを考え、課
題解決へつなげていきます。平成２９年度の要請件数は１８９回でした。以下は内容の
一部です。職員研修等の計画の際、参考にしてください。
＜各教科＞
・Ｗｅｂ配信集計システムを活用した教材研究・授業改善
・親子星空観察、月と星の解説
＜特別の教科 道徳＞
・教科化に向けて準備しておくこと（指導計画・評価）
・「考える道徳」についての捉え方、授業のポイント、指導の留意点
＜外国語活動＞
・小学校外国語活動の指導のポイントと小中の円滑な接続について（中学校区全体研修）
・小学校における文字指導について
＜特別支援＞
・児童理解と具体的な手立てについての演習
・特別支援学級の授業づくり
＜情報・視聴覚＞
・タブレット型パソコンを活用した授業
・ＳＮＳ利用のルールづくりに向けての方策や実践事例
＜指導法＞
・学び合いや関わり合いを取り入れた授業の在り方（授業公開と協議会）
＜その他＞
・人権教育、同和教育について県や市の現状、「生きる」を活用した授業例
・教員対象のファシリテーション研修（中学校区全体研修）

昨年度後期に新しく購入した書籍です。センター２階、資料室には授業や学級経営等に参考
になる本がたくさんあります。是非、活用してください。

分 類
教育課程
教育課程
国語
国語
芸術
生活総合
体育
体育
外国語
道徳
特別活動
生徒指導
生徒指導

書
籍
名
２０２０年対応小学校時間割編成がわかる本
小学校 全面実施につながる移行措置実践ガイド
国語嫌いな生徒の学習意欲を高める!
中学校国語科授業の腕を磨く指導技術５０
スペシャリスト直伝!
中学校国語科授業成功の極意
成長する授業―子供と教師をつなぐ図画工作―
生活・総合
「深い学び」のカリキュラム・デザイン
「遊び」から考える体育の学習指導
体育における「学び合い」の理論と実践
日々の英語授業にひと工夫
「特別の教科 道徳」で大切なこと
特別活動指導資料
楽しく豊かな学級・学校生活をつくる特別活動
＜小学校編＞
新しい事例検討法 ＰＣＡＧＩＰ入門
コンプリメントで不登校は治り、子育ての悩みは
解決する

出 版 社
教育開発研究所
教育開発研究所

著 者
向山行雄
天笠茂

明治図書

伊藤彰敏

明治図書

池田修

東洋館出版社

岡田京子

東洋館出版社

田村学

創文企画
大修館書店
大修館書店
東洋館出版社

松田恵示
梅澤秋久
阿野幸一 太田洋
赤堀博行

文溪堂

国立教育政策研究所
教育課程研究センター

創元社

村山正治 中田行重

小学館

森田直樹

平成２９年度の図書貸出しデータ
◎図書貸出し数 ８６６冊
（教育図書６９７冊、教科書９７冊、雑誌・資料７２冊）
◎利用人数
３３５人
◎学校貸出し数
１１校
☆上の数を市内の８６校で割ってみると
○１校平均の貸出し冊数
約１０．１冊
○１校平均の借りた人数
約 ３．９人

＜貸出し数の多かった分類＞
特別支援教育
１４５冊
国語
７５冊
外国語
６５冊
教育一般
５９冊
学年・学級経営
５１冊
道徳
４１冊
※教科書、資料を除く

合い言葉は 「研修講座受講の際にまず１冊」 「授業研究前にもう１冊」
研修講座受講のときが本を借りるチャンスです。研修講座開始時刻の少し前に来
て、読みたい本を探すのがお薦めです。事務室で簡単に借りられます。返却は文書
連絡便でも可能です。
研修講座で紹介した本や講師の方の著書もそろえています。活用してください。

教育センター Ｑ＆Ａ
Ｑ 「事業案内」の冊子
が、教職員一人一人に
配付されていないので
すが、講座内容を確認
したいときはどうした
らよいですか？

Ａ 教育センターのホームページを見て
ください。トップページにある「事業
案内」の画像をクリックすると事業案
内のＰＤＦ版を読むことができます。
「事業案内」に掲載されている全ての
講座や事業概要を閲覧できます。

Ａ 年３回の申込期間中であれば可能

Ｑ

年度当初予定してい
なかった研究授業を行
うことになりました。
年度の途中でも要請研
修は申し込めますか？

教育センター

です。年間の見通しをもち、計画的
で充実した研修ができるよう今年度
から申込期間をⅠ期～Ⅲ期に分けま
した。要請研修申込書を期日までに
文書連絡便か教育センター代表メー
ルに送信してください。（事業案内
P.47参照）申込書ファイルは「市内
共有フォルダ \29教育センター研修
\要請研修」フォルダ内にあります。

コラム

新学習指導要領の移行期に突入し、小学校３年生以上はプラス１５時間以上の外国語活動が始まり
ました。授業づくりや評価等について、不安を抱えながら新学期をスタートした先生もいるかもしれ
ません。こういうときこそ、
「子どもたちと一緒に楽しみながら英語を使ってみる」気持ちをもつこと
が大切です。移行期の２年間は２０２０年からの小学校高学年の英語教科化に向けた大切な助走の時
期でもあります。担任は授業のマネージメントに挑戦し、授業力を付けていきましょう。外国語活動
担当やＪＴＬだけでなく、校内の中核者研修受講（経験）者、中学校の英語科の先生とも連携を深め
ながら研修を進めることも必要です。中学英語２種免許取得を目指して認定講習を受講している先生
も市内に大勢います。個の力を学校全体の力につなげることが移行期間の目標です。 （文責 下村）

日（曜）

開始
時刻

講座
番号

教科等

２日（水）

14:00

0201
2401

指定研修Ⅱ
特別支援

７日（月）
８日（火）

14:40

0303

指定研修Ⅲ
情報・視聴覚

８日（火）
10日（木）

14:00

0304

指定研修Ⅲ

14:00

0102

指定研修Ⅰ

14:00

0305
2632

指定研修Ⅲ
学校保健

10 日（木）

14:00

2131

理科

11 日（金）

14:30

0103
2221

指定研修Ⅰ
道徳科

14:00

0306

指定研修Ⅲ

14:00

2132

理科

14:30

0317
2402
3101

指定研修Ⅲ
特別支援
幼稚園・保育園

13:40

2641

学校事務

14:20

0307
1101

指定研修Ⅲ
熱中！感動！
夢づくり教育

24 日（木）

15:00

2642

学校事務

29 日（火）

14:00

0202
2222

指定研修Ⅱ
道徳科

14:40

2301

特別活動

15:00

2643

学校事務

９日（水）

16 日（水）

18 日（金）

23 日（水）

31 日（木）

「 講

座

名 」

外部講師・実践提案者等（敬称略）

【中学校１名（管理職、進路指導担当者、特別支援教育担当で昨年度受講
していない教職員）】
会場：高等総合支援学校
（中学校）特別支援教育
特別な教育的ニーズのある生徒への進路指導基礎講座
実践提案校 高等総合支援学校
県立長岡明徳高等学校
＊会場校見学希望者は、13:15 集合
【平成30年度に新任又は長岡市に転入した教頭】
情報管理担当者研修
＊研修日は後日連絡
【平成30年度に初めて長岡市に勤務する教職員で、長岡市に居住の経験が
ない教職員】
会場 ：８日 川東地区（郷土史料館、科学博物館等）
10 日 川西地区（てくてく、近代美術館、歴史博物館）
授業に活用できる長岡施設巡り
＊集合は教育センター駐車場側出入口、市のバスで移動
＊入館料は不要
【各学校１名（生活指導担当者又は生徒指導担当者など】
生徒指導実践講座 職員一人一人を生かす指導体制づくり
講師 江陽中学校前校長 渡辺 淳
【平成30年度新採用又は長岡市に転入した養護教諭】
スクールオフィス活用Ⅰ～保健管理 基礎編～
会場：栃尾南小学校、秋葉公園
春の校庭の植物
講師 上越教育大学大学院教授 五百川 裕
【各学校１名（研究主任又は道徳教育推進教師など）】
基調提案 「特別の教科 道徳」の授業の在り方
講師 帝京大学大学院教授 赤堀 博行
【中学校の新任教務主任又は新任スクールオフィス運用主任】
（中学校）スクールオフィス活用Ⅱ～中学校成績管理～
場所：小国地域
地学巡検 小国地域の地質
講師 科学博物館学芸員 加藤 正明
＊集合は小国支所
【特別支援学級担任】
会場：県立精神医療センター
不適応行動への対応について考える①～発達障害の理解～
講師 新潟大学大学院医歯学総合研究科特任講師 杉本 篤言
＊特別支援学級担任は、0317,0318,0319,0320 のいずれかを受講すること
【平成30年度に新任又は長岡市に転入した主査・主任の希望者】
学校事務職員 主査・主任研修
講師 南中学校総括事務主幹 勝沼 道雄
【平成30年度に新任又は長岡市に転入した管理職、主幹教諭】
熱中！感動！夢づくり教育
講師 浦瀬小学校長 目黒 由美
学校事務実務研修Ⅰ～出勤簿作成システム～
講師 長岡市三島郡小中総合支援学校事務職員研究会
＊採用１～３年目又は平成30年度に長岡市に転入した学校事務職員を優先
＊定員23名
【中学校の初めての学級担任】
（中学校）道徳授業づくり～基礎編～
講師 宮内中学校長 山田 修
子どもの心を動かす学級経営
講師 黒条小学校主幹教諭 加藤 敏浩
学校事務実務研修Ⅱ～給食会計システム～
講師 長岡市三島郡小中総合支援学校事務職員研究会
＊採用１～３年目又は平成30年度に長岡市に転入した学校事務職員を優先
＊定員23名

