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「新しい社会を創造する力」を

長野県総合教育センター所長 西條 浩章

４月１日付の異動で総合教育センター所長に着任しました。総合教育センターは初

めての勤務ですが、どうかよろしくお願いします。

ご存じのとおり、この３月末に「学びの改革 基本構想」が決定しました。急激な少

子化傾向を見据え、主に高校の学びの変革をソフト、ハード両面から方向付けたもの

ですが、次期学習指導要領を先取りし、小中高特それぞれの発達段階に応じ「探究

的な学び」を推進していくことが述べられています。それは「探究的な学び」が「主体

的、対話的で深い学び」の謂いであり、従来の学びだけでは対応できない社会、既有

の知識だけでは測れない、唯一絶対解のない問題に向き合う、予測不能なこれから

を子どもたちが生きていくための学びだからです。そして「未来を予測する最善の方

法はそれを発明することだ」(カリフォルニア大学ロサンゼルス校准教授アラン・ケイ

氏)という言葉そのままに、子どもたちの「新しい社会を創造する力」を育むという本県

独自の目標に繋がるからです。

こうした学びの変化は、先生の役割を「知の伝達者」から「学びのファシリテーター」

へ変えていくとも言われます。当センターは今年度のモットーをＥＴＣ、「教育をタイム

リーにチェンジする」とし、教育が大きく変わるという状況に対応した研修講座を揃え、

所員一同皆様のご来所をお待ちしています。もちろん校内研修にも可能な限り伺い、

先生方のお役に立ち、子どもたちの「新しい社会を創造する力」を支援できるよう努め

てまいりますので、どうかよろしくお願いします。
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ＥＴＣ 「教育をタイムリーにチェンジする」
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平成29年度　所員紹介 （平成29年4月）

総務係長 主査 主任 主事

横内 孝太郎 塩原　　旦 岡沢　勉 上條　浩明

(予算） (施設管理)

主事 純非常勤職員

降旗　昌伸 髙木　朗 嶽野　早苗

(会計、服務) (施設管理) (庶務)

専門主事 専門主事 専門主事

菅原　　崇 齋藤　俊樹 塩原　慎一

(企画調整) (研修講座) (研究調査)

主任指導主事 専門主事 専門主事 専門主事 専門主事

新井　  仁 髙橋　廣貴 小野澤　健 倉田　慎司

(算数,特活) (学力向上) (国語・総合) (数学)

専門主事 専門主事 専門主事 専門主事 専門主事 専門主事

山口　敬之 奥原　靖彦　 松本　俊一 土屋　武史 小町谷　聖 志摩　宏道

(生物,生活) (物理) (化学) (地学) (音楽) (図工,美術)

専門主事 専門主事 専門主事 専門主事 ALT

宮原　啓一 三澤　潤子 牛山　真弓 藤田　洋子

(家庭) (英語,道徳) (英語)

専門主事 専門主事 専門主事 専門主事

島田　和代 藤澤　雅道 石川　順三 依田　  学

(高校管理職研) (高校研修担当)

専門主事 教育指導専門員 教育指導専門員

古村　淳仁 上條　髙美 大井　基成

特別支援(0263)53-8805

専門主事 専門主事 専門主事 専門主事

内川　源弘 瀬志本 智子 山岸　俊朗

(生徒指導) (生徒指導) (特別支援) (特別支援)

専門主事 専門主事 専門主事 専門主事 専門主事

垂澤　和憲 赤羽　　治 宮澤　美郷 髙橋　幸久

(農業) (工業) (工業) (商業)

（教育情報）

(会計,給与)

上野　真一

(高校経年研)

御手洗　博一

(社会・総合)

情報・産業教育部　　(0263)53-8806，8807　　

研修派遣教員

佐々木　俊秀

染川　あゆみ

教育指導専門員

(義務経年研、義務管理職研)

研修派遣教員

(商業、家庭・福祉)

研修派遣教員

荻原　剛史

研修派遣教員

矢口　哲平

研修派遣教員

宮原　喜美男

教育指導専門員

百瀬　嘉久

教育指導専門員

丸山　智之

企画調査部 (0263)53-8802

教職教育部 (0263)53-8804

(技術・総合)

主任指導主事

行政嘱託職員

(義務初任研、義務研修担当)

所　長 次　長

中村　　明

Jonathan
Edwards

主幹指導主事兼部長

黒沢　幸喜

生徒指導・特別支援教育部　　生徒指導(0263)53-8833

主幹指導主事兼部長

山岸　薫

西條　浩章

主幹指導主事兼部長

酒井　賢一

部長(兼)
酒井　賢一

教科教育部 (0263)53-8803

総務部 (0263)53-8800(代)

部長(兼)
中村　明

(高校初任研)

(施設管理)

井刈　瑞恵主幹指導主事兼部長

村澤　博富美

情報・産業支援員

五味　英彦

(農業)

小池　作治

(工業)

小口　俊幸

長野県総合教育センター

ＴＥＬ：（０２６３）５３－８８００(代)

ＦＡＸ：（０２６３）５１－１２９０
e‐mail：webmaster@edu‐ctr.pref.nagano.jp
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主体的・対話的で深い学びへつなぐ研修講座
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教科教育部より

長野県総合教育センター 
長野県総合教育センターのホームページにある「学びの広場」は，開設から３年が

経ち，昨年度の総アクセス数は３５,０００件を超えました。問題数，内容ともにたい

へん充実してきており，全県の学校，先生方，子どもたちに広く活用されています。 

今年度も，子どもたちの学力向上のために「学びの広場」を是非ご活用ください。 

 

 

 

 

(1) センターのホームページを開きます。

(2) 教育情報 にカーソルをあわせます。

(3) プルタブの中にある 学びの広場  にカーソル

を合わせます。

(4) 利用したいコンテンツをクリックします。

長野県総合教育センターホームページからの
ダウンロード方法 

ダウンロードできる問題
クリア･チャレンジ問題･･･４２７枚
・知識・技能の定着が確認できるクリア問題

・知識・技能を活用するチャレンジ問題

（国：小 5～６,中 2，算･数：小 4～中 3，

理：小 5,中 2，英：中２～3） 

レビュー問題･･･３２７枚
・小単元ごとに定着状況が確認できる問題

 （算･数：小 1～中 3） 

休みの課題帳･･･１８冊 
・年末年始･春休み用，思考する問題を充実

（国･理：小 5,中 2，算･数：小 4～中 2） 

Ｐ調査・Ｃ調査問題･･･７年分 
・P･C 調査の過去問題，１教科２０分程度

（国：小5,中2，算･数：小4,5中1,2，英：中2） 

ファイナルチェック問題･･･２年分
・学年の学習定着状況が確認できる問題

（国･算･数･理：小 5,中 2） 

オリジナル問題･･･2３問（算数･数学）
・先生方の自作問題を募集して掲載

S1グランプリ201６入賞作品･･･７問
・長野県にちなんだ児童生徒の自作問題

◇自校の学力の状況をとらえるために，
「結果入力シート」をお送りください！
クリア･チャレンジ問題は，結果を提出してい

ただいた学校に，全県データとの比較分析シート

を作成して送付しています。クリア･チャレンジ

問題の結果入力シート(エクセルファイル)に必

要事項を入力してお送りください。 

送り先   kyouka@edu-ctr.pref.nagano.jp 

活用広がる！「学びの広場」 
～児童･生徒の学習に役立つ様々な問題を 

ダウンロードできるＷｅｂページです～ 
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