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和歌山県教育センター学びの丘 

平成 27 年度 

和歌山県教育委員会 



 

 

 

 

【研修先】 和歌山大学地域連携・生涯学習センター 

【期 間】 平成27年４月～平成28年３月 

【学校名】 たちばな支援学校 

【職 名】 教諭 

【氏 名】 中村 三重子 

【研修内容】 

  ○センター主催事業の準備・運営 

   （主な業務は、講師との連絡・調整、資料の準備、新聞  

社への対応、アンケート集約、ニュースの作成等） 

   ・土曜講座（年間12回） 

   ・地域発展セミナー（岸和田・上富田） 

   ・生涯学習フォーラム 

  ○社会教育主事講習の準備・運営（７月22日～８月21日） 

   （主な業務は、司会・運営、講師との連絡・調整、テキスト・研究集録の編集、宿泊研修の計画等） 

  ○日本公民館学会和歌山大会の準備・運営 

  ○研修員企画「学びたい！話したい！楽しみたい！！～障害者の青年期教育の充実～」シンポジウムの企画・運営・管理 

  ○和歌山大学と粉河高等学校が連携している高大連携事業KOKÔ塾「まなびの郷」大学事務局 

  ○和歌山大学地域連携・生涯学習センター年報への論文執筆 

  ○広報業務他（生涯学習ニュース、センター紀要・年報作成、発送作業等） 

  ○社会教育・生涯学習に関する授業・ゼミへの参加 

【研修成果】 

 この１年間の研修では、様々な事業を企画・運営する中で多くのことを学び、見識を深めることができた。私自身、大学

時代に社会教育を学んだことはあったものの、教員となった今、実際に社会教育に関わることで学ぶことが多々あった。 

 １ヶ月にわたる社会教育主事講習や毎月１回の土曜講座等、大きな事業の担当を任され、責任の重さに不安もあったもの

の、多くの人との出会いや協力によって何とかやり遂げることができた。また、研修員企画「学びたい！話したい！楽しみ

たい！～障害者の青年期教育の充実～」では、多くの方々にご協力をいただいたおかげで、シンポジウムを無事開催するこ

とができた。同時に、事業を立ち上げ遂行することの難しさとやりがいを感じることができた。 

 研修の一環として、学生に交じって受けさせていただいた講義やゼミでは、生涯学習や社会教育、そして生涯を通した「学

び」について勉強し、討論し、考え合う機会を持つことができた。大学では学生、社会教育主事講習では社会教育関係職員

等の方々、土曜講座ではご高齢の方々等、世代を超えて、本当に多くの方々と出会い、学び合い、話し合い、つながり合う

ことができた。生涯学習・社会教育の奥深さと必要性を実感することができた１年間であった。 

 このような研修の機会をいただき、「学び」からまだまだ成長していくことができる自分を感じ取ることができたことも

大きな成果であった。さらに、この研修で学んだことや、そこで出会った人々が私にとって大きな財産になったと考えてい

る。 

 

 

【研修先】 和歌山大学協働教育センター（クリエ） 

【期 間】 平成27年４月～平成28年３月 

【学校名】 紀北工業高等学校 

【職 名】 教諭 

【氏 名】 吉田 庄吾 

【研修内容】 

  ○各研究題材に携わり、知識・技術の向上について 

  ○工業高校での指導方法に深みを持たせるため、更なる指導力向上の修得について 

  ○CAD（２DCAD・３DCAD）を使用した機械設計及びシミュレーション方法の習得について 

  ○対象の形を立体的に把握し表現する方法（２次元・３次元）について 

  ○３Dプリンターを使った立体造形の模索 

  ○ソーラーパネル・電気モーターを使った次世代エネルギーの研究 

  ○CNCフライスを活用した研究治具の作成 

  ○カーボンの積層作業とその耐久性の検証 

平成 27 年度研修員からの報告 



  ○アルマイト処理の実験と着色の標準化に向けての実 

験・検証 

  ○各プロジェクトに携わり機械加工の技術指導と補助 

  ○協働教育センター（クリエ）の運営・各企画イベント 

の運営 

【研修成果】 

 同じ教育機関でありながら、高校とは全く異なる大学の

考え方や運営方法、さらに相手が大学生ということなど、

はじめは戸惑うことばかりだった。しかし、充実した環境

の中、日々学生たちと「ものづくり」に没頭することがで

きたおかげで、私の知識や技術が豊かになるだけではなく、

「工業教育とは何か」「ものづくりを通して何を学生たちに

伝えられるのか」といったことをじっくりと考える機会と

なった。そして協働教育センター（クリエ）で実施している PBL（Problem Based Learning）に沿ったプロジェクトの数々

の中に、その答えをみたように思った。そこでは、各自が課題を見つけその課題に計画的に取り組み、実行し、その結果に

より課題を修正し再び取り組む（PDCAサイクル）学生達の姿があり、彼らは日々悩み苦しみながらも大きく成長をし続けて

いた。この経験を学校にもちかえって高校生に体験させるのであれば「課題研究」であり、授業形態で「問題解決型授業」

になると感じた。 

 この授業方法を通して、生徒たちに「新しい発想」をたくさん出させることが、今後の工業教育としての柱になると実感

した。 

 

 

【研修先】 菱岡工業株式会社 西浜工場 

【期 間】 平成27年４月～平成28年３月 

【学校名】 串本古座高等学校 

【職 名】 教諭 

【氏 名】 堀  雅人 

【研修内容】 

  ○各課を体験研修後、１年間を通して資材課での研修を実 

  施 

  ○１F：加工された板金の運搬・整理、各ラインへの機種 

別板金投入、完成品のストレッチフィルム巻き、納品さ 

れてきた部品・基板・塗装・自給品等の運搬整理、出荷 

の手伝い、各ラインで必要なマックス・パレテーナー等 

の投入、不必要な物の回収、２F：ゴミ回収 

  ○業務用空調機制御箱の組立前工程である色々な断熱材貼り、カバーへの電気配線図のシール貼り、各部品・説明書等の

梱包・袋詰め、板金の組立、ストッパー・基盤の取り付け 

  ○「就労継続支援Ａ型」について 

【研修成果】 

 資材課での１年間の体験を通して、企業が推進する仕事の基本となる考え方・方法である PDCA サイクル（４つのステッ

プ）を学ぶことができた。 

 はじめて、ラインの担当者から専門的な用語で指示されたとき、何を言われているか分からないことばかりだったが、一

つ一つ学習しながら指示されたことを確実にやり遂げることに専念した。作業の合間を利用して、様々なことを質問し、自

分から積極的に仕事を探していくことを学んだ。その結果、部品の名前や置き場など、今何が必要か、今何の作業を行えば

よいかなど、研修を重ねるごとに見えてきた。さらに、作業工程全体を見ながら自分の仕事を再確認し、先回りして作業を

行うこともできるようになった。日々の研修において、自分の仕事への考え方・改善そのものが、PDCAサイクルを基本とし

た学びだと感じた。 

 研修後半、菱岡工業株式会社内に置かれている特定非営利活動法人ジョイ・コム（就労継続支援事業Ａ型事業所）におい

て体験等を行った。ここでは、障害のある人たちへの就労の機会提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な

訓練などが行われていた。企業のもつノウハウを生かして、障害のある人たちが積極的に社会参加を行うことができ、自立

した生活が送れるよう協力・支援していくことの必要性を学んだ。また、施設外就労として、近隣の介護付き老人ホームや

「和歌山ショコラ」の製造・販売を行う専門店での社会参加や地域との交流等、人との関わり方や指導方法等、学ぶことが

できた。 

 今後も今回の研修で学んだ「人とのつながりづくり」を大切にしていきたいと考えている。 



【研修先】 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター 

【期 間】 平成27年４月～平成28年３月 

【学校名】 海南市立中野上小学校 

【職 名】 教諭 

【氏 名】 岩田 篤義 

【研修内容】 

  〇一時保護所内での子供たちの日課指導 

   ・学習指導 

   ・読書指導 

   ・清掃指導 

   ・運動指導（バドミントン） 

   ・創作指導（刺繍） 

   ・給食指導 

【研修成果】 

 今回の研修が始まって、まず驚かされたのは一時保護されている子供の人数の多さである。その数は、１年を通して 10

名を下回ることはほとんどなく、常に10名から20名が在籍している。入所期間の長期化に伴い、入所者数も増加している。

また、自分の「普通」の尺度では到底測れないような過酷な家庭環境下で育ってきた子供たちがほとんどであり、驚きとと

もに、そういった環境下で育った子供たちを知る貴重な経験をすることができた。 

 子供たちは日々、定められた日課に沿って生活し、その中に学習時間が朝・夕に設けられている。学齢期の子供たちは入

所時に入所テスト（国・算）を行い、その結果をもとに、学力に応じた個人学習用の課題プリントに取り組む。 

 個人学習用の課題プリントは小学校１学年から中学校レベルまであり、子供たちは、入所テストの結果から適切と判断さ

れたレベルの課題から取り組みを始め、徐々にレベルアップしていく。無理のないレベルの課題からのスタートであるので、

子供たちは「できる喜び」「達成感」を味わい、また「できた」ことへの「自信」を持つことができる。一時保護所、学校

ともに自尊感情の低い子供たちが増えてきている中で「自信を持たせること」「達成感を味わわせる」ことは重要であり、

スモールステップ型のこの学習スタイルは効果的だと感じた。 

 ほとんどの子供たちはこつこつと学習課題を進めることができるが、中には、全く意欲を示さない子供たちもいる。そん

な彼らに効果的だったのは、①目標の提示 ②褒める ③具体物の提示や図示 である。課題プリントはなくなれば次から

次へと補充されるため、子供たちが退所するまで「終わり」がない。「今日はここまで頑張ろう。」と自分なりに目標を定め

られればよいが、それができない子供たちもいる。そのような場合は、「今日はここまでやろう。」とか「あと〇○分でここ

までやろう。」など具体的な目標をこちらから示すことで、彼ら自身の中に「終わり」を見通すことができ、意欲を持たせ

ることにつながった。 

 そして、目標通り達成することができれば、「ここまでよく頑張ったね。」と努力したことを褒めるのである。褒めること

で子供は自信を持ち、次へとつながる。 

 次に、具体物の提示や図示である。意欲に乏しい、または、学習が苦手な子供は、頭の中で思考を巡らすことが苦手であ

る。思考の手助けとして「具体物の活用」「絵や図を用いて考えさせる」ことは具体物を操作する楽しさや絵を描くことの

楽しさも相まって効果的だった。 

 これまでの経験から、指導において最も重要なことは「信頼関係を築くこと」である。子供との間に信頼関係がないと指

導も響かない。一時保護所の子供たちは、大人に対して少なからず不信感を抱いて入所してくるということ、滞在期間が限

られているということから、学校の子供たちより積極的な働きかけをし、信頼関係を築いていくことが大切である。職員の

方の子供たちへの接し方を見ていると、積極的な話しかけが随所に見受けられた。その話しかけは主に、指導の難しい子供

に対して行われていた。最初はその話しかけを疎ましく感じる子供も、徐々に心を開いていくのである。その積極性に感服

し、自分の消極性を反省した。こちらから積極的に話しかけなければ、子供たちは心を閉ざしたままである。そういった職

員の方の接し方を見てから、普段から子供たちとの何気ない会話を意識して心がけた結果、主観ではあるが、良い関係を保

つことができたと感じる。 

 日課の中に、運動指導としてバドミントン活動がある。普段、無表情でこちらの話しかけにも頷く程度の子供たちが、バ

ドミントンの時だけは表情が明るく、はつらつとした姿が見られた。また、普段から「話しにくいな。」と感じている子供

には、積極的に「一緒にやろう。」と誘ってみることで、一気にその子供との距離が縮まった。一緒に身体を動かし、汗を

流すことで親近感・一体感が生まれる。信頼関係を築く上で一番手っ取り早い方法は「一緒に身体を動かし、汗を流し、笑

い、楽しむ」ことである。学校においても、休憩時間に子供たちと遊ぶこと、休憩時間でなくとも、授業中、一緒に学習を

楽しむこと、笑うことは何よりも大切であると感じた。 

 

 



20 年間の研修先について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校種 金融業 小売業 製造業 老人ホーム 社会福祉施設 社会教育施設 その他 計

小学校 0 21 13 44 23 38 21 160
中学校 0 16 16 15 20 23 9 99

高等学校 3 9 13 11 4 41 4 85
特別支援学校 0 6 4 4 10 10 3 37

計 3 52 46 74 57 112 37 381

【研修先 / 校種別 人数】
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校種の状況 特別支援学校

高等学校

中学校

小学校

研修期間 金融業 小売業 製造業 老人ホーム 社会福祉施設 社会教育施設 その他 計

１か月以上 3 6 22 8 9 5 4 57
３か月以上 0 17 18 25 6 3 5 74
６か月以上 0 18 2 31 19 31 19 120
９か月以上 0 1 1 1 3 8 1 15

１年 0 10 3 9 20 65 8 115

計 3 52 46 74 57 112 37 381

【研修先 / 研修期間別 人数】
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研修期間の状況 １年

９か月以上

６か月以上

３か月以上

１か月以上

【研修先名称】

業種等 業種等

金融業（１社） 株式会社 紀陽銀行 社会教育施設 （社）和歌山県青少年育成協会　紀北青少年の家

小売業 株式会社 丸正 （１９か所） （社）和歌山県青少年育成協会　白崎青少年の家

（４社） 株式会社 和歌山近鉄百貨店 （社）和歌山県青少年育成協会　潮岬青少年の家

株式会社 オークワ 和歌山県国際交流協会

Ａコープいなみ 和歌山県立近代美術館

製造業 日本たばこ産業株式会社 橋本工場 和歌山県立紀伊風土記の丘

（９社） ノーリツ鋼機株式会社 和歌山県立博物館

花王株式会社 和歌山工場 和歌山県立図書館

和歌山精化工業株式会社 和歌山県立自然博物館

東燃ゼネラル石油株式会社 和歌山工場 和歌山大学地域連携・生涯学習教育研究センター ※

小川工業株式会社 和歌山大学協働教育センター（クリエ） ※

株式会社 ユアサ かわべ天文公園

協和プレス工業株式会社 みさと天文台

菱岡工業株式会社 ※ 国立淡路青年の家

老人ホーム 社会福祉法人 皆楽園 和歌山公園動物園

（１１か所） 特別養護老人ホーム 喜成会 南方熊楠記念館

特別養護老人ホーム ときわ寮 和歌山市民図書館

特別養護老人ホーム 田鶴苑 太地町立くじら博物館

特別養護老人ホーム ときわ寮川辺園 有田川町立御霊保育所

特別養護老人ホーム 愛の園 その他 和歌山農業協同組合連合会

特別養護老人ホーム 真寿苑 （１０か所） 県農協共済福祉協会 クアハウス白浜

特別養護老人ホーム 古座川園 紀の里農業協同組合

特別養護老人ホーム しみず園 ながみね農業協同組合

特別養護老人ホーム けんゆう苑 ロイヤルパインズ株式会社

清水町高齢者福祉センター 紀州南部ロイヤルホテル

社会福祉施設 社会福祉法人 ふたば福祉会 株式会社 串本海中公園センター

（６か所） 知的障害者更生施設 杉の郷 国保野上厚生総合病院

社会福祉法人　桃郷　つくしんぼ園 ホテル　アバローム紀の国

和歌山県知的障害者更生施設 由良あかつき園 公立学校共済組合サンかつうら

和歌山県子ども･女性・障害者相談センター ※

社会福祉法人　和歌山つくし会　和歌山つくし医療・福祉センター

名称名称

※印は平成２７年度の派遣先（１３年度より中核市：和歌山市を除く）

計 ６０企業･施設等


