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〒 399-0711 長野県塩尻市大字片丘字南唐沢 6342-4 

TEL (0263) 53-8802  FAX (0263) 51-1290    E-mail ：kikaku@edu-ctr.pref.nagano.jp 

本年度 4 月１日に教学指導課高校教育指導係長から総合教育セン

ター所長に異動して参りました。総合教育センター勤務は初めてです

が、みなさんに支えられながら一生懸命勤めたいと思いますので、よ

ろしくお願い致します。 

新年度のスタート時期を迎え、どこの教育現場も慌ただしく、年々 

歳々、同じ仕事を繰り返さざるを得ない時期かもしれませんが、「年々

歳々、人（児童・生徒）同じからず」です。急激に社会が変わり、児

童・生徒が変わって来ています。毎年毎年、同じ授業の繰り返しでは 

社会や児童・生徒、保護者のニーズに応えていることにはなりません。「舟に刻みて剣を求

む」（時流の変化を受け入れず、古いやり方にこだわる例え）の故事から学ぶ必要がありま

す。 

本県では「学力向上」が喫緊の教育課題として、早急にその対応に取り組むことが求め

られています。全国学力テストでは、記述式の問題での正答率が低いことに加え、無解答

率が高いこと、家庭学習時間が少ないことも指摘されています。学習意欲を醸成するため

の授業改善、教材の工夫が急務となっています。 

当センターでは、今年度、特にアクティブ・ラーニングの研究調査と研修事業に重点を

おいて取り組みます。今年度の当センターのモットーはＡＴＭ（明るく、楽しく、前向き

に）。センターに勤務する職員だけでなく、研修に参加する全ての先生方にもお願いしたい

研修姿勢です。 

長野県総合教育センター通信 
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「年々歳々、人同じからず」 
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今年度の は・・・ 

☆ 手続きの詳細は、各学校・園に送付の「研修講座申込み手引２０１５版」でご確認ください。 

☆ 申込みは５月１日（金）までに電子申請により送信してください。 

☆ ５月２５日（月）以降に「学校別受講決定者通知書」を所属長宛て発送します。 
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昨年度，総合教育センターのホームページで公開を始めた「学びの広場」。１年間

の総アクセス数が４０,０００件を超え，全県の学校，先生方，子どもたちに広く活用

されるようになりました。また，問題数，内容ともにたいへん充実してきました。 

今年度も，子どもたちの学力向上のために「学びの広場」をより一層ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) センターのホームページを開く。 

(2)  教育情報  をクリック。 

(3)  学びの広場  をクリック。 

(4) 利用したい問題をクリックして  。 

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･･･408 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･理：小 5,中 2，英：中 3， 

算･数：小 4～中 3） 

レビュー問題･･･335 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･･･5 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･･･1 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･･･21 問（算･数） 
・先生方の自作問題を募集して掲載 

チャレンジコンテスト入賞作品･･･16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

問題のページの結果入力シート(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！
～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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