
目 次 

センターからのお知らせ 

追加募集中の注目講座のご案内・・・・・・・・・１ 

“チャレンジしののめ塾”のご案内・・・・・・・・４ 

〒 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 

2016/7/11

 第 87 号 
（平成28 年 7 月号） 

長野県総合教育センター通信 

センターのホーム

ページで公開されて

いますね。 

興味深い講座がたくさん

ありますね！ 

★講座の詳細は講座案内の掲載ペ

ージをご覧ください。 

★追加募集講座は、人数に限りがあ 

ます。（募集人数に網掛けがある

講座は申込前にお問い合わせく

ださい。） 

★研修実施日の 10日前までにお申

込みが必要です。 

トモニ先生 

ミガコ先生 

つなぐ先生 

先生方、センターの希望研修

追加募集講座の一覧表をご覧に

なりましたか？ 

まだ申込みが出来る講座がた

くさんありますよ。 
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　２１世紀の社会に求められる人材の資質・能力を育成する学びに
ついて考えます。また，実践例の紹介と演習で，課題の発見・解決
に向けた主体的・協働的な学びのすすめ方について深めます。
講義　「学習指導要領改訂の方向性

8月26日(金) 　　　　　　　－アクティブ・ラ－ニングによる不断の授業改善」
　　　講師　文部科学省初等中等教育局　視学官　田村　学
講義　「実践フィールド校の授業実践と校内研修」

幼小中高特専 義初 高初 10 希望 　　　講師　次世代型教育推進センター　研究協力員　谷内　祐樹
追加募集26名 ○ ・持ち物　なし

　午前は，主権者教育と政治教育は同じではない。その在り方に関
して18歳選挙権とからんで盛んに論じられるが，結論先取りの単純
な主張にならないためにはどうしたらよいか。午後は，ＡＬのとら
え方は多様です。本講座では，子ども達の生きる社会を概観し，そ

9月6日(火) の中で一生涯を幸せに生きられるＡＬは何かを述べます。
講義　「主権者教育と政治教育」
　　　講師　上越教育大学教職大学院　副学長兼教授　廣瀬　裕一
講義　「サバイバル・アクティブ・ラーニング」

幼小中高特専 義初 高初 10 希望 　　　講師　上越教育大学教職大学院　教授　西川　純
追加募集16名 ○ ・持ち物　なし

　午前は，「考えること」「他者とかかわること」が，学習者主体
で行われるためには，どのように学習をデザインすべきか。国語科
を視点に語り合います。午後は，学校教育だからこそ「集団での学
び」ができます。学力向上というと個別的な指導に注目しがちです

9月16日(金) が，個別と協同の往来に着目した学習デザインを考えます。
講義　「「読みの交流」の学習デザイン」
　　　講師　上越教育大学教職大学院　准教授　佐藤　多佳子
講義　「個別と協同の往来に着目した学習デザイン」

幼小中高特専 義初 高初 10 希望 　　　講師　上越教育大学教職大学院　准教授　阿部　隆幸
追加募集13名 ○ ・持ち物　なし

　生徒の関心や意欲を高める「図形」指導について学び，全国学力
・学習状況調査のＢ問題を参考に作問演習を行います。
講義　「中学校学習指導要領における『図形』指導」
実践発表　「数学的活動を意識した授業づくりと評価のあり方」

9月29日(木) 研究協議　「意欲をもたせるための指導の工夫」
演習　「『図形』領域における問題づくり」
・持ち物　使用している中学校の教科書

中特 義初 高初 10 希望 　　　　　「図形」領域で用いている評価問題20部
追加募集12名 ○ ○ (可能なら)平成28年度全国学力・学習状況調査解説資料中学校数学

　解剖実習や製作実習を通して，体のつくりについての理解を深
め，授業での生かし方を学びます。
講義　「これからの中学校理科の指導」
演習　「知的好奇心をくすぐる中学校理科の学習指導」

9月29日(木) 実習　「新しい学習内容を取り入れた生物分野の教材研究」
　　　　ＤＮＡの簡易抽出，イカの徹底解剖，眼球模型製作　など
・持ち物　白衣，デジタルカメラ

中特 義初 高初 10 希望 ・材料費　1,000円程度
追加募集10名 ○ ○

★解剖実習や制作実習を通して，体のつくりについての理解を深め，授業で生かせるようにします。

3-1-04-43

生命に学ぶ　中学校理科

～体のつくりをより深く理解するために～

（研修講座案内 P47）

★全国学調の結果を基にした授業改善の方向性と,B問題を参考にした作問を学びます。

3-1-03-27

中学校数学の評価問題　図形

～「図形」領域の授業改善と作問演習～

（研修講座案内 P44）

協同的な学びによる学力向上

～考える・かかわり合う学習デザイン～

（研修講座案内 P36,74）

3-2-11-03
新しい高校教育の夜明け

～18歳選挙権とアクティブ・ラーニング～

（研修講座案内 P37,74）

★国語科の視点から「考えること」「他者とかかわること」,個別と共同の往来に着目した
学習デザインを考えます。

3-2-11-04

★アクティブ・ラーニングを学ぶなら,この講座です! 県内外の実践例も紹介していただきます。

3-2-10-01

主体的･協働的な学びのすすめ方

（研修講座案内 P36）

★結論先取りの主張にならない主権者教育・政治教育と,一生涯を幸せに生きられるALを学びます。

注目講座ピックアップ！！　(1)

ぜひ、お申し込みください

しののめ87号（平成 28年7月）
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　生活単元学習の基本的な事項と実践を踏まえた授業づくりの
ポイントや指導・支援の仕方について具体的に学びます。
実践発表　「生活単元学習　私の実践から」
講義・演習「生活単元学習の授業づくりの実際」

9月29日(木) 　　　講師　岩手大学教育学部　教授　名古屋　恒彦

・持ち物　なし　
小中特 義初 高初 10 希望

追加募集20名 ○ ○ 　

　職業科での知的財産(特許，実用新案，商標，意匠)の授業実践か
ら，発想力や創造力を高める手法を学び，授業への活用法を考えま
す。
講義　「知的財産権の概要」

10月4日(火) 実践発表　「職業科で取り組む知的財産権」
演習　「授業に生かす発想法」
研究協議　「授業で取り組む知的財産教育」

小中高特 義初 高初 10 希望 ・持ち物　なし
追加募集6名 ○ ○ ○ ○

　「いじめ」の定義や発見の難しさを理解するとともに，組織的対
応の事例検討などを通して，いじめ問題への取組と体制づくりを具
体的に学びます。
講義・演習　「いじめのとらえと具体的な対応」

10月14日(金) 　　　講師　兵庫教育大学　教授　新井　肇

・持ち物　なし
小中高特専 義初 高初 10 希望

追加募集36名 ○

　宇宙の素材を活用することで，理科だけでなく社会や国語，家庭
科，道徳，総合的な学習の時間など多くの分野で「子どもの心に火
をつける」魅力的な授業づくりを学びます。
講義　「宇宙を活用した授業づくり」

11月19日(土) 　    講師　宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙教育センター
実習　「宇宙の素材を体験しよう」
実践発表　「宇宙の素材を活用した授業」　　

小中特 義初 高初 10 希望 演習　「宇宙の素材を活用した授業を構想しよう」
追加募集14名 ○ ○ ・持ち物　なし

　産業教育長期研修，及び教材開発研究の成果発表から地域人材の　
育成と授業改善を考えます。
講義　「産業教育の現状と今後の課題」
発表　「産業教育長期研修並びに産業教育教材開発研究の研究成果」

1月27日(金) 報告　「先端技術研修・生徒実習事業・生徒研究発表会」
研究協議　「地域人材の育成と専門科目の指導について」
・平成28年12月上旬に詳細を別途送付

高（職業科） 義初 高初 10 希望
追加募集5名 ○ ○ ○

注目講座ピックアップ！！　(2)

（研修講座案内 P36）

～いじめに対する考え方と効果的な実践～

（研修講座案内 P63）

★理科だけでなく,様々な教科で「宇宙」の素材を活用し子どもたちの,興味・関心を引き出
す授業を学びます。

3-2-04-01

宇宙を活用した授業づくり

～宇宙の素材で子どもの心に火をつける～

★生活単元学習の基本的な事項と実践を踏まえた授業づくりのポイントについて学びます。

3-6-03-26

生活単元学習をつくる

（研修講座案内 P67）

★どのようにいじめを解決し,予防するのか,実際の事例を通して具体的に学び合います。

3-5-02-03

いじめのとらえと具体的な対応

～生徒の興味を高める教材開発研究と成果発表～

（研修講座案内 P60）

★商業科の授業実践から，知的財産権の職業教育での取組について考えます。

3-4-10-03

授業で取り組む知的財産教育

～発想･創造力を高める手法を考える～

（研修講座案内 P60）

★年間を通して教材開発研究をした長期研修や教材開発研究の発表を通し産業教育の新た
な提案をします。

3-4-10-21

職業科目における教材開発研究と指導法

まだまだお申込み可能です

しののめ87号（平成 28年7月）
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◆参加するには整理券が必要です。

1階ロビーで先着順に配布 

午前の部 10：10～ 午後の部 13：10～ 

・木製Ｔ字パズルをつくろう 

・わくわく工作教室 

・花火のひみつをしらべよう 

・  まが玉づくり 

・化石のストラップ、ツクッチャオ！ 

・織ってつくろうミニうちわ 

・メロディ・ティッシュボックスをつくろう 

・リサイクル鉢に花苗を植えよう 

SHARE 
C O O L 

信州クールシェア 
イベント 

このイベントは、 

です♪ 

＜お問い合わせ先＞ 

長野県総合教育センター 

0263-53-8802 

土 

◆いつでも自由に参加できます。

（数量限定のコーナーは先着順） 

・プラ板キーホルダーをつくろう 

・おはなしのへや＆パラバルーン 

・とばしてまわして遊ぼう

・ストロー、折り紙で立体をつくろう 

・えっ！なんで？錯覚の世界 

・プリクラシールをつくろう 

・太陽の素顔を大型望遠鏡でみよう 

・不思議 水に浮かぶ文字 

・かんたんホバークラフトづくり 

・探検！クイズウォークラリー 

八
月
二
十
日
（ 

土

） 

 学校の先生や県民の研修施設である２つのセンターを開放して「チャレンジしののめ
塾」を行います。センターの先生たちが、楽しい教室やふしぎな科学の世界、ワクワク
するようなものづくり体験を用意してお待ちしています。小さなお子さんから小学生、
中・高校生のみなさん、そして大人の方も、ぜひお出かけください。 

講師：飯田養護学校教頭 堀内澄惠 先生 
10：00～12：30 事前の申し込みが必要です 

【食堂の営業をします】 

ラーメン、カレーライス、 

そば・うどん  など 

しののめ87号（平成 28年7月）
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