
                                                       

 

 

 

 

 

長期社会体験研修 
 

 

報告書 第 2１集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県教育センター学びの丘 

平成 2８年度 

 

和歌山県教育委員会 



 

 

 

 

【研修先】 社会福祉法人 新宮市社会福祉協議会 

【期 間】 平成２８年４月～平成２９年３月 

【学校名】 新翔高等学校 

【職 名】 教諭 

【氏 名】 丸山 健太 

【研修内容】 

 ○社会福祉協議会について（事業の詳細と地域福祉活動について） 

 ○地域の見守りを主として活動している福祉委員事業の担当 

 ○旧小学校区単位にある８つの福祉委員会の個別活動支援（サロンの開催や見守り活 

  動等）の他、福祉委員全体を対象とした研修会・視察研修の企画・開催、各地区福祉 

  委員会の正副委員長会の開催、福祉委員の名簿管理や委嘱状等の発行 

 ○８地区のうち１地区を担当し、地域が抱える課題などの解決に向けた住民主体の活 

  動を支援 

【研修成果】 

新宮市社会福祉協議会は、総務部・地域福祉部・介護保険事業部で構成されており、地

域福祉を推進する中核的な団体として市の関係機関と連携を図りながら活動している。

地域福祉部は、福祉委員、民生委員及び児童委員等、地域で見守り活動に携わる方の支

援、金銭管理が不十分な方のための権利擁護、ボランティア、市民活動センター、共同募金、支援が必要な方々のための車い

す・車両の貸出や貸付事業など、多岐にわたる事業で地域福祉の増進を図っている。 

１年間の研修では、地域巡回を通して福祉委員の方々と話す機会も多く、地域との関係を深めることができた。また地域

の方々が、高校生に強く期待を寄せ、高等学校のことをとてもよく理解されていることが印象的だった。教員としての学校

での勤務では、地域の様々な団体や住民の方々との繋がりや交流を深めることは難しいと思っていたが、今回の研修では、

貴重な経験を得ただけでなく、地域との繋がりを実感することができ、新たな視点や考え方を持つことができるようになっ

たと感じている。 

これまで、高校生を対象とした教育はあくまでも三年間であり、限られた期間を担当しているとの思いが少なからずあっ

た。しかし、今回の研修を受けて、生徒たちは高校卒業後どのように社会と繋がっていくのか、生徒一人一人がよりよい人

生を歩むために自分ができることは何かを考えるようになり、高校教育に対する視野が広がった。教育は、学校現場がすべ

てではなく、地域との関係性が重要であることを再認識できた。今後の教員生活の方向性を見いだすことができた有益な研

修であった。 

 

 

【研修先】 和歌山大学協働教育センター（クリエ） 

【期 間】 平成２８年４月～平成２９年３月 

【学校名】 桐蔭高等学校 

【職 名】 教諭 

【氏 名】 藤木 郁久 

【研修内容】 

 ○学生の主体な学びの活動である PBL（課題解決型教育・ 

  プロジェクト型教育）の研究 

  ・クリエで実施している教育制度「クリエプロジェク 

   ト」の運用に参加し、審査や評価方法を含む、PBLの 

   進め方を経験するとともに、大学教員と改善方法を検 

   討した。 

  ・「クリエＩＴ教育プロジェクト」や「レスキューロボットプロジェクト」の大学生に対する技術指導や意見交換を通じ 

   て、学生プロジェクトの進め方や高大接続の方法を検討した。その過程において、上記２つのプロジェクトの大学生 

   が桐蔭中学校や桐蔭高校の科学部生徒に対して技術指導し、交流をできる機会を作った。 

平成 2８年度研修員からの報告 



  ・上記のような大学生と協働作業を進める上で必要となる mbed、Arduino、Raspberry Pi等のマイコンの指導法を研究 

   した。また、TJ3ロボットに関する指導法も研究した。 

  ・学生プロジェクト活動（クリエプロジェクト）の成果報告会である「クリエフォーラム」の運営を補助し、活動の成果 

   を社会に伝えるための方法を検討した。 

 ○理科教育及び科学に関する啓蒙活動の進め方に関する検討 

  ・JAXAスペースティーチャーとしての経験を活かし、「和歌山大学宇宙開発プロジェクト（WSP）」の学生と共に、和歌山 

   大学オープンラボ「公開体験学習会」において、モデルロケットの打ち上げ体験会（対象：小中学生 100名）を実施 

   した。 

  ・「缶サット甲子園 2016和歌山地方大会」において、実行委員長として、大会を企画・運営した。近畿地方の高等学校 

   11校からの参加があり、科学的なアイディアを競った。また、その結果を審査し、全国大会に 4校の推薦を行った。 

  ・「青少年のための科学の祭典 おもしろ科学まつり 和歌山大会」において、実行委員（出展者担当）として、出展者（県 

   下小中高教員やボランティア団体等）との調整やチラシ・ポスター等を用いた広報活動を中心とした運営に携わった。 

  ・「高校物理基本実験講習会 2016（主催：日本物理教育学会近畿支部、日本物理学会大阪支部、後援：和歌山大学協働教 

   育センター、和歌山県教育員会など近畿２府４県の教育委員会）」において、実行委員長として、近畿の教員等 36名 

   を対象とした講習会を開催した。 

 ○工作機械の使用・運用に関する技能の取得及び、その指導方法に関する検討 

  ・クリエが所有する工作機械（CNCフライス盤、レーザーカッター、３Ｄプリンター等）を使用するための技能を習得し 

   た。 

  ・上記で学んだ技能をベースとして、クリエ内で開催される工作機械講習会（講義、実技実習）の指導者を担当した。 

   大学生に対して、工作機械を使用するために必要となるライセンスを認定する役割を担った。 

  ・クリエ内の工作室や工作機械の保守点検に必要な技能を取得した。 

【研修成果】 

  １年間を通し、学生の主体的な学びを育むことを目的とした、PBL（課題解決型教育・プロジェクト型教育）活動の指導

を経験することができた。2016年度のクリエでは、学生自らが立ち上げた 14プロジェクト 21ミッションの学生プロジェ

クトがあり、自らが研究したい内容を学部の違いを超えた仲間と共に日夜研究する姿は、皆、生き生きとして、非常に熱

意を感じることができた。4月にミッション審査が行われ、その審査結果に応じて予算が配分され、１年間の活動がスター

トする。プロジェクト会議や毎月の活動報告書等を通して、ミッションの進捗状況を確認しながら、課題の達成に邁進し

ていた。今年度は、「和歌山大学ソーラーカープロジェクト」が、鈴鹿サーキット４時間耐久レースにてクラス優勝を勝ち

取った。大学生たちの努力が素晴らしい結果に結実した瞬間に立ち会え、私もクリエのメンバーとして非常に嬉しかった。

それと同時に、多種多様な学生プロジェクト活動を支える大学教員の指導方法ついても 1 年間学ぶことができた。大学で

のPBLによる教育活動に参加して学んだことを科学部顧問として、今後の指導に生かしていきたい。 

  また、大学内外を問わず多くの行事に参加する機会を得た。大勢の大学の先生や外部の指導者、高校教員仲間と共にイ

ベントを成功に導く楽しさとやりがいを実感することができた。その結果、今回の研修は、技能を学ぶのみではなく、教

育者として、人との関わりの大切さの理解を深める良い機会となった。これからも、人を大切しながら、学んだことを教

育活動の中での実践に役立て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２８年４月～平成２９年３月 

【学校名】 紀の川市立貴志川中学校 

【職 名】 教諭 

【氏 名】 米地 高広 

【研修内容】 

 ○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） 

  ・食事指導 

 

 

 

 



【研修成果】 

 今回の研修を通しての一番の成果は、児童相談所における一時保護の実態を知ることができたことである。教育相談等、 

学校と児童相談所との平素の関わりの中では見ることのできない内容を学び、経験することができた。さらに、知識だけで 

はなくそこから自分なりに考えを深められたこと、職員の方から子供との関わり方等を学ばせていただいたこと、そして何 

より子供たちから学ぶことが多かった。 

 ○子供の状況 

  ・異年齢集団（満２歳以上１８歳未満）が共同で生活をしていることで、年齢を超えて相互に影響し合うという効果が 

   学齢児童と未就学児童との間で特に多く見られた。具体的には、未就学児童に対して学齢児童が絵本を読んだり、食 

   事の場面での声掛けやフォローを行うなど、学齢児童には情緒面での安定などの変化があった。逆に未就学児には、 

   学齢児童の姿を見て掃除や学習の真似をして覚えていくという変化が見られた。学校現場でも「異校種との連携」の 

   必要性が言われているが、センターでは校種の枠を超えて成長し合う子供の姿を見ることができた。 

  ・入所する子供たちの背景は様々であり、非行児童か被虐待の児童かどうかによって、児童の様子には大きな違いがあ 

   る。また、子供の特性（特に発達面、情緒面）も、学校現場以上に多種多様なものがあるように感じる。その上、子 

   供により、入所期間も異なるため、一人一人に対して「個に応じて対応する」現場に直面し、その重要性を実感し 

   た。 

 ○職員の対応・子供への関わり 

  ・子供を注意深く行動観察し小さな変化に早く気付くことが、次の手立てのために重要である。今回の研修を通して、 

   子供の様子を丁寧にじっくりと観察する力を養うことができた。 

  ・子供に対してだけではなく、環境の変化への気付きも重要である。危機管理への意識は非常に高く、設備の異変や不 

   具合はないか、不必要な物が落ちていないか等の確認が常に実践されていた。この経験を通して、危機管理意識を高 

   めることができた。 

  ・子供たちの愛情欲求は強く、身体接触等で甘えようとすることが多いように感じた。その甘えを受け入れることで子 

   供の安心感につながり、次の意欲や自立への契機となっていた。ただし、過度の受容は単なる甘やかしとなり、職員 

   への依存となってしまう。受容しながらも適度な距離を保つための「線引き」をすることは非常に難しく、職員の姿 

   を見て学ばせていただいた。また、この線引きは甘えに対してだけではなく、行動や態度において、どこまで許され 

   るのかを試す「試し行動」についても同じことが言える。 

  ・上記の「試し行動」については職員の方針の統一、共通理解、指導の一貫性が重要であり、それらが不十分であると 

   子供たちの身勝手な行動が増える。報告・連絡・相談が重要であり、口頭ではもちろん、紙やデータベースでも引継 

   ぎを行うことで職員間の情報を密にしていた。交替制職場ゆえに、学校現場以上の情報共有、引継ぎの実践を学ぶこ 

   とができた。 

  ・学習面だけではなく当番や掃除、休み時間等あらゆる場面で子供を認めてあげる、良い点に気付き褒めてあげること 

   が自尊感情を高めることに繋がっていた。 

 福祉の最前線で、触法・虞犯行為や虐待の現実を知ることができ、社会的な課題についても考えることができた。また、

様々なケースにおいて「子供と保護者の繋がりの重要性」を再認識した。 

 今回の研修で、センターの指導法や子供との関わり方を学び、教職員としての業務にプラスとなったように思う。また、

一社会人としても大きく成長することができたように感じている。 

 

 

【研修先】 ルミエール華月殿 

【期 間】 平成２８年４月～平成２８年9月 

【学校名】 紀北支援学校 

【職 名】 教諭 

【氏 名】 西田 晃子 

【研修内容】 

 ○ドレス、タキシード、打掛、紋付、留袖などの衣裳合わせ 

 ○衣裳合わせ後の美容師さんとの打ち合わせ準備 

 ○結婚式本番のサポート及び清掃を含めたその後の片付け業務 

 ○喪服や葬儀用モーニングのレンタル業務 

【研修成果】 

 衣裳部を切り盛りされていたスタッフが、５月上旬に急遽、退職

されたため、その後任スタッフとの協働作業を通じて、大切な情報

を引き継ぐ力や伝達する力を伸ばすことができた。また、自身の能力を発揮するための同僚との関係性については、周囲と

の信頼関係が深まるにつれ、上司の指示を待つことなく積極的に築くことができた。 

 



 半年の研修を通して、時や場を捉えた行動を取ることや、自分と異なる意見を理解し多面的に物事を考える大切さに改め 

て気付くことができた。 

 挙式のサポートでは、思うようにいかず自信をなくしたこともあった。安易な人まねではなく、自分らしく業務が行えた

時にこそ、「お客様が主人公」のすてきな式の挙行サポートができた。個性を生かすことと実践の大切さについて、今後も考

え続けたい。 

 

 

【研修先】 ウインワークス株式会社 

【期 間】 平成２８年10月～平成２９年３月 

【学校名】 紀北支援学校 

【職 名】 教諭 

【氏 名】 西田 晃子 

【研修内容】 

 ○社内各所の清掃やバリ取り作業等を通じて、業務を円滑に進め 

  るための plan（計画）do（実行）check（評価）act（改善の実 

  践）の４段階を繰り返し、継続的に改善 

 ○プロフェッショナル・スクールの活動補助 

 

【研修成果】 

 「猟は鳥が教える」ということわざを、身をもって体験した。それは、物事は何でも実際にやっているうちに自然に覚え、

身に付くものだということである。利用者各メンバーの仕事の進み具合を把握し、彼らに自信が付くような言葉かけができ

るようになった。何気ないことではあるが、破れた手袋を使い続ける人に、新調するよう声をかけると、新しい物に取り換

えスムーズに作業を行っていた。各種の係を計画的に半年間通じてさせていただき、洗濯当番では、ハンガーラックの置き

場を変えたり、各自のネームタグをつけたりと職場をより良くする意識を持つ機会をいただいた。与えられた仕事を見つめ、

改善改良を重ねる経験を積むことが出来た。 

 ごくまれに疲労感を覚える時もあったが、「行く場所がある。そしてそこには自分の仕事がある。さらに自分の仲間がいる。」

との思いを支えに、研修を続けることができた。仕事に追われる日々があるからこそ、余暇も充実するのだと思えた。これ

まで学校業務では、まずは目の前のことに精一杯取り組むこと、それが成長につながると思い、日々取り組んできた。今後

は視野を広げて、「収益を次の事業投資に」等の長期的観点を持つことも必要になってくると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21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 24 9 100

高等学校 3 9 13 11 5 42 4 87
特別支援学校 0 6 4 4 10 10 5 39

計 3 52 46 74 58 114 39 386

【研修先 / 校種別 人数】
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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 21 122
９か月以上 0 1 1 1 3 8 1 15

１年 0 10 3 9 21 67 8 118

計 3 52 46 74 58 114 39 386

【研修先 / 研修期間別 人数】
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９か月以上
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【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 （１２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

（７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 ※ 山県株式会社（ルミエール華月殿） ※

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 ウインワークス株式会社 ※

社会福祉法人　新宮市社会福祉協議会 ※ 計 ６３企業･施設等

               

名称名称

※印は平成２８年度の派遣先（１３年度より中核市：和歌山市を除く）


