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【研修先】 和歌山県子供・女性・障害者相談センター 

【期 間】 平成２９年４月～平成３０年３月  

【学校名】 広川町立津木中学校 

【職 名】 教諭 

【氏 名】 上野山 倫夫                

【研修内容】 

 ○一時保護所内での子供たちの日課指導、行動観察 

  ・学習準備、学習指導 

  ・読書指導 

  ・レクリエーション指導（体育的活動）             

    ・創作活動指導（刺繍）                         

    ・給食指導                         

    ・清掃指導 

【研修成果】 

今回の研修では次に述べる３点について取り組んだ。 

一つ目は、児童・生徒への指導に対する考え方や指導方法について、これまで学校現場で取り組んできた経験をベー

スに関わりを持った。学習指導面では、問題をより分かりやすく噛み砕いた表現で説明したり、図に表したりとあら

ゆる方法を駆使して関わった。明瞭端的な指示・説明をする事を心がけることで学習意欲を維持・持続できる生徒が

増えた。また異年齢の集団であることから、食事の時間において、一定年齢の児童・生徒が、幼児に対して配慮した

り、様子を気にかけ手助けしたりする場面なども見受けられた。 

二つ目は、一人一人入所期間が異なり、入所の理由も様々であるため、入所時の状態を十分把握し関わることで、

安心して落ち着いた生活を送ることができるよう職員が連携し対応した。施設での生活に慣れると共に笑顔が増え、

集団生活を営む基本的な力が身につく経緯を見ることができた。 

三つ目は、担当相談員、心理士、他課の職員と連携を密にし、絶えず情報交換をすることで子供の現状や変化に少

しでも気付くことができるように努めた。学校現場でも同様であるが、特に朝の引き継ぎを約１時間かけて行う事

で、子供の現状や対応がより詳細に見えるようになった。 

長期社会体験研修を終え、教員として長年学校現場で勤務してきた私にとって、本当に貴重な機会をいただいたと

思う。私が勤務した子ども・女性・障害者センター、一時保護課は、幼児から１８歳までの子供達が入所し、学校現

場と類似した環境にあり、私自身あまり戸惑いなく勤務することが出来た。しかし、学校に似ている環境とはいえ、

境遇の違いや年齢は異なる。その子供達に日々の日課に沿った生活を行わせる中で、様々な場面で指導の中に寄り添

う姿勢と気持ちが大切であることを体感した。それにより、子供達の気持ちや姿勢をこちらに向けさせるのではな

く、子供自身が主体的にこちらを向くようになる傾向が多く見られた。このことは、私がこれからの学校現場におけ

る生徒との関わりに生かすことができ、更には他の教職員にも伝えることで学校全体の取り組みにできればと考え

る。 
 
 
【研修先】 社会福祉法人 愛徳園 愛徳医療福祉センター 

【期 間】 平成２９年４月～平成３０年３月 

【学校名】 紀伊コスモス支援学校 

【職 名】 教諭 

【氏 名】 廣橋 美紀 

【研修内容】 

 〇生活支援業務 

 ・医療型障害児入所施設／療養介護事業所（日常生活支援、 

保育活動、日中活動） 

 ・福祉型児童発達支援センター（日常生活支援、保育活動） 

 ・障害者支援施設（日常生活支援、日中活動、療育活動） 

 ・移動支援事業（送迎支援） 

〇発達障害者支援事業における見学及び参加 

・発達障害者支援センター 

   地域支援強化事業(OJT)、ペアレントトレーニング、親の会、就労支援プログラム事業、中高生サポートプログラム事

平成 2９年度研修員からの報告 



業、ドクターカンファレンス、ミーティング、講演会 

【研修成果】 

 ＜障害児者を支える支援体制の理解 ＞ 

一年間の研修では、福祉施設における支援の実際やその体制を学ぶことができた。利用者に提供される支援は、障害種

別･ライフステージ･ライフスタイル等により異なる。例えば、児童発達支援センターでは、発達やコミュニケーションのつ

まずきが気になる未就学児に対し、日常生活や集団への適応を促す早期療育が行われ、保護者の気持ちに寄り添いサポート

する支援も行われている。また、入所施設では介護や介助が必要な人の生活の場として日常生活支援や日中活動が提供され

ている。 

研修した５ヵ所の事業部署それぞれに、その人なりの自立を考えた丁寧な支援が実施されていた。そのベースとして、ま

ず相談支援の充実があった。利用者さん自身や家族の話をよく聞き、より良い生活になるようアセスメントを図り共に考え

合う支援が実施されていた。次に、関係機関と連携しながらチームで支援を担う体制が整えられていた。そして様々なニー

ズに対応する環境の整備があった。最後に、職員間で業務を振り返るシステム、各種研修、自己研鑽等、質の高い支援を目

指し専門性を高める姿勢があった。 

利用者からの学びも数多くあり、日々生活される姿や一人一人の思いに触れながら「豊かに生きるとはどういうことか」

についてよく考えることができた。食事や移動、排泄や入浴、余暇や様々な活動･･･そのあらゆる行為の主体者が利用者ご

自身であり、意思を持ち、楽しみを持ち、納得を持ち、人との関わりの中で生きていく。それらが豊かさにつながるのでは

ないかと学んだ。また日常生活や日中活動、作業等に生き生きと臨む姿に接し「地域社会に居場所があること・仕事や役割

を持ち責任を担うこと・人に必要とされること・能力を活かせること・目標を持つこと」が、どれほど大切なことかを改め

て確認した。このような力こそが社会と共生する力であり、学齢期ステージにおいて教育が何を果たしていくべきかを問わ

れるものであると考える。 

福祉は、支援を必要とする人に寄り添い共に考え共に歩む。支援は生活の中に自然に位置付き、一人一人の力を支え育

む。教育現場に戻り教育実践を行う際、生涯を視野に入れた教育保障に一層努めたい。また、本研修では障害者総合支援法

や児童福祉法に基づく制度や施策についても触れ学ぶ機会が多く持つことができた。具体的な連携が図れるよう今後も学び

続け、取り組みを進めたい。 
 
 
【研修先】 和歌山県立自然博物館 

【期 間】 平成２９年４月～平成３０年３月 

【学校名】 和歌山盲学校 

【職 名】 教諭 

【氏 名】 中山 留美 

【研修内容】 

○教育普及 

・団体入館者への解説を一方的な説明で終わらせず、視点を提示し考えさせたり、既習の知識と関連付けを促したりするこ

とで、学習レベルを引き上げる。 

・校種・学年等に応じた案内・解説を研究し、実践する。 

・移動ミニ水族館で学校等に出向き、子供たちに直接生き物や標本資料に触れてもらうための補助を行う。 

・バックヤードツアーに訪れた子供たちに、より分かりやすい展示解説を行う。 

・クイズを交えた展示解説を活用することで、能動的な観察を促す。 

・ワークシートを用いて観覧できるように、子供の発達段階に応じたワークシート作りを行う。 

○資料収集 

・県内の植物採集と標本作りを行う。 

・昆虫樹脂封入標本作りを学ぶ。 

・動物の骨格標本作りを学ぶ。 

・県内の海岸土壌を採集する。 

・教科書に取り上げられている生物を調査する。 

○その他 

・開館前の点検および館内清掃 

・博物館行事・友の会行事の補助 

・月刊クイズの答え合わせと入力 

・飼育生物への餌の準備・餌やりおよび片付け 

【研修成果】 

今回、学校団体等の対応業務として、様々な発達段階の子供たちをバックヤードツアーに案内した。その中で、一方的な

解説に留まらないように気を付け、子供たちの反応を見ながら案内・解説に努めることができた。今後の教職生活の中にお

いても、子供の反応を予測し、一人一人が学びを実感できる指導を心掛けたい。 



自然博物館と学校現場を結びつけるために、バックヤードツアーに訪れた先生方に、どのような目的で来られたのか、学

習に必要だと思う展示はどれか等についてアンケートを実施した。その中で、教科書に出てくる生き物の展示の要望があり、

展示するとともに解説の際においても、学校での学習を意識し、生き物の紹介を行うよう心掛けた。また、校種・学年に応

じ、既習の知識と関連付けて解説するようにした。解説も一方的に行うのではなく、質問を投げかけたり、考えさせる時間

を作ったりすることで、子供たちの学びを促進させた。 

野外観察においては、館のイベントである「浜辺の石の観察会」・「昆虫子供博士コース」等に補助として参加し、多分野に

わたって指導・観察の方法を学ぶことができた。岩石の観察方法や昆虫採集の方法、今後の教員生活で生かせる知識・技能

を得ることができた。今後も継続的にイベントに参加し、より専門的な知識や観察術を学んでいきたい。 

理科の学習に役立つ教材等、多くの資料収集も行うことができた。特に植物分野においては、植物分野担当の学芸員と現

地に赴き、和歌山県の固有種や絶滅が危惧されている植物の確認・撮影をすることができた。骨格標本や昆虫の樹脂封入標

本、種子等、なるべく本物を見せる機会を与え、バ－チャルな情報では得られない、実感を伴う学びにしていきたい。 

自然環境をテーマにした教育の分野でも、近年学校の果たす役割が大きく広がってきた。自分で調べ、考え、まとめた成

果を他者へ伝えていく総合的な学習の時間で自然をテーマにすることも増えてきた。学校教育と博物館活動の連携が重要で

あるため、私は今後、教員としての視点から、博物館との協働の道を探っていきたい。また、教員自らがフィールドで情報を

集め、感動を見出し、さらにその感動を子供たちへと伝えていく努力をしていくことが大切であると思う。 

最後に、今回の１年間の社会体験研修の機会をいただき、多くのことを学び、見識を広めることができた。博物館で働く

職員の皆様に指導・助言をしていただいたおかげである。今後は、学校現場に戻り、子供たちの個性を生かしながら、学び方

や問題解決などの能力の育成を重視し、実生活との関連を図った体験的な学習や問題解決的な学習にじっくりと取り組み、

子供たちの可能性を伸ばしたい。 
 
 
【研修先】 和歌山大学クロスカル教育機構 生涯学習部門   

【期 間】 平成２９年４月～平成３０年３月 

【学校名】 伊都中央高等学校 

【職 名】 教諭 

【氏 名】 山本 勝利 

【研修内容】 

 〇主催事業の準備・運営（講師連絡、資料準備、司会、アンケート集計など） 

・生涯学習フォーラム  

・ワダイノカフェ  

・鉄學  

・地域と大学を繋ぐコーディネーターのための研究実践セミナー  

〇研修員企画「父を学ぶ 現代父親考 ～父親のこれまでとこれから～」の企画・ 

  運営・広報・管理 

〇年報への論文執筆 

〇子育て支援員研修の準備・運営（資料準備、司会、アンケート集計など） 

〇社会教育・生涯学習に関する授業・ゼミへの参加 

〇和歌山大学と和歌山県立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 

【研修成果】 

この一年、高等学校という現場を離れて、研修を受けさせていただき、様々な事業を運営・企画をする中で、多くのことを

学ぶことができた。自分の研修員企画「父を学ぶ 現代父親考 ～父親のこれまでとこれから～」では、企画を考える段階

から多くの人にお世話になり、やり遂げたときには非常に達成感があった。自分の考えていることを人に伝える難しさ、自

分の興味関心から社会の課題を考え出す難しさを知ることができた。また、粉河高校のKOKÔ塾の取組に参加した際、地域に

出たときの生徒の表情がとても印象的であった。自分から地域の人との関わりを持とうとしていることに加えて、何よりも

楽しんでいた。そのような姿を自分の受け持つ生徒にも体験させたいと思った。 

また、研修の一環で指導担当教授の講義やゼミに参加させていただいた。今まで学習したことのなかった社会教育と生涯

教育についてゼロから学ぶことができた。ゼミ生との討論では、自分の意見を次々に述べる学生の姿から、自分の意見を人

に伝える大切さ、何でも話し合える場の大事さを学んだ。ゼミでは、学生とフィールドワークにも参加させて頂き、社会教

育の現場を肌で感じることもでき、様々な人と出会えることもできた。 

 このような研修の機会をいただき、たくさんの「人」に出会えたことに感謝し、改めて「学ぶ」ことの楽しさを実感できた

一年であった。この研修で学んだ事を自分の財産としてこれからも頑張っていきたいと思う。 

研修の内容について、今まで学んだ事のないものを勉強させてもらったし、自分の物事の考え方も変えてもらったように

思える。物事を一つの角度からではなく、色んな角度から捉える必要があることも教えていただいた。学びの多い、良い一

年間を過ごすことができた。このような研修を受けさせていただき感謝している。 

 



2２年間の研修先について 

 

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 22 70 8 122

計 3 52 46 74 59 117 39 390

【研修先 / 研修期間別 人数】
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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 25 9 101

高等学校 3 9 13 11 5 43 4 88
特別支援学校 0 6 4 4 11 11 5 41

計 3 52 46 74 59 117 39 390

【研修先 / 校種別 人数】
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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 （２０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 和歌山大学クロスカル教育機構　生涯学習部門 ※

小川工業株式会社 和歌山大学地域連携・生涯学習教育研究センター

株式会社 ユアサ 和歌山大学協働教育センター（クリエ）

協和プレス工業株式会社 かわべ天文公園

菱岡工業株式会社 みさと天文台

老人ホーム 社会福祉法人 皆楽園 国立淡路青年の家

（１１か所） 特別養護老人ホーム 喜成会 和歌山公園動物園

特別養護老人ホーム ときわ寮 南方熊楠記念館

特別養護老人ホーム 田鶴苑 和歌山市民図書館

特別養護老人ホーム ときわ寮川辺園 太地町立くじら博物館

特別養護老人ホーム 愛の園 有田川町立御霊保育所

特別養護老人ホーム 真寿苑 その他 和歌山農業協同組合連合会

特別養護老人ホーム 古座川園 （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 しみず園 紀の里農業協同組合

特別養護老人ホーム けんゆう苑 ながみね農業協同組合

清水町高齢者福祉センター ロイヤルパインズ株式会社

社会福祉施設 社会福祉法人 ふたば福祉会 紀州南部ロイヤルホテル

（8か所） 知的障害者更生施設 杉の郷 株式会社 串本海中公園センター

社会福祉法人　桃郷　つくしんぼ園 国保野上厚生総合病院

和歌山県知的障害者更生施設 由良あかつき園 ホテル　アバローム紀の国

和歌山県子ども･女性・障害者相談センター ※ 公立学校共済組合サンかつうら

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 山県株式会社（ルミエール華月殿）

社会福祉法人　新宮市社会福祉協議会 ウインワークス株式会社

社会福祉法人　愛徳園　愛徳医療福祉センター ※ 計 ６５企業･施設等

               

名称名称

※印は平成２９年度の派遣先（１３年度より中核市：和歌山市を除く）


