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【研修先】  県立紀南図書館  

【期  間】  平成３０年４月～平成３１年３月  

【学校名】  南紀支援学校  

【職  名】  教諭 

【氏  名】  捻金  知佐子  

【研修内容】 

〇カウンター業務 

〇配架  

〇面揃え 

〇レファレンス（調査相談） 

〇新聞記事（書評）の確認  

〇あかちゃんのおはなし会での読み聞かせ（実演） 

〇本の修理 

〇学校から依頼のあった本の貸出準備 

【研修成果】 

研修に当たり、図書館司書という職業にあこがれ、1 年間で専門的なノウハウを身につけ、学

校でも読書推進のために魅力のある図書室運営ができるようになりたいと業務を行った。終盤

には県立図書館での研修も行うことができた。  

作業では、カウンター業務以外でどこまで作業を積極的にすべきか、事務補助職員の方との

調整を含め、戸惑うこともあった。しかし、日々の経験を積むことでカウンター業務の際に、

個々の利用者に対して丁寧な対応ができるようになった。利用者の実態及び生涯学習の観点か

ら、県民から期待される図書館としての活動（例：移動図書館、教室、講座、イベント、ボラ

ンティア育成  等）がたくさんあると感じた。図書館での研修を通じて、職員の皆さんの「図

書館を県民にとって、より良いものとしたい」という思いに触れることができた。  

県立の図書館では、資料の収集と保存、県民への本の貸出が主な業務と思っていたが、本の

貸出や返却だけでなく、予約や取り置き、レファレンス（調査相談）、おはなし会、出張講座

の読み聞かせ等の業務もあることが分かった。また、団体には、団体貸出として 1 年間 500 冊、

協力貸出として 30 日 40 冊の貸出があり、希望があれば利用者のニーズに合った本を選書して

いることも分かり、今後、学校現場でも図書館と連携し活用したいと思った。  

レファレンスにおいては、専門的な本で調査研究されている方など、個々のニーズは幅広

く、図書館司書としての問題解決能力やコミュニケーション能力が必要だと感じた。  

読み聞かせの研修では、本の持ち方や見せ方の技術面だけではなく、主役は絵本で「目、耳、

心」と愛をもって読むこと等を指導していただいた。読み聞かせ会での実演では、指導された

ことを意識しながら行うことができ、目的を達成することができた。さらに、子供たちが読書

に興味・関心がもてるような、いろいろなジャンルの絵本を選書することができるようになっ

た。  

 

平成３０年度研修員からの報告  



 

【研修先】  ジョブカフェわかやま（株式会社キャリア・ブレスユー）  

【期  間】  平成３０年４月～平成３１年３月  

【学校名】  紀北支援学校  

【職  名】  教諭 

【氏  名】  須井  祐子  

【研修内容】 

〇就職相談 

・職業適性検査・自己理解の支援・応募書類の作 

 成支援 

・面接トレーニング・転職相談・キャリアアップ 

相談  

〇電話、来訪者対応 

〇ジョブカフェに係る事務作業 

〇「就活サイクルプロジェクト」に係る事務作業 

〇セミナー開催（「シューカツの合間にほっと一息つきませんか？」）  

〇就職フェアでの相談業務  

【研修成果】 

今回の研修を通して、 300 件以上の就職・転職支援を行い、就職支援の実際を数多く経験す

ることができた。転職相談では、相談者の話をよく聴き、相談者にこちらが理解したことを伝

えることを意識して行った。相談者の状況を理解しようと努める姿勢が何よりも大切だと実感

している。また、支援していく上で「キャリアアンカー」や「キャリアデザイン」などキャリ

ア理論について学ぶことが必要だと感じ、書物やセミナーなどで学ぶ機会をもった。それらを

相談場面で活用することで、相談内容をより明確にすることができたように感じている。さら

に、大学生の就職支援に際して、エントリーシートの書き方や面接の仕方などについて学ぶ機

会を得た。また、ジョブカフェのガイドブックをもとに、基本的事項を共有していただいた。

その結果、相談者にポイントを明確にして伝えることができたと感じている。 

面接練習では、自分自身の過去・現在・未来について考え、相談者がそれをより具体的に語

れるように支援することを心がけた。セミナーでは、就職活動に頑張っている方々を対象とし

て、その方々が「同じように就職活動をしている人達の悩みや面接での様子などを聞いたり自

分自身のことを話したりすることで、就職活動を焦ることなく進めていく」という目標をもっ

て臨んだ。また、構成的グループエンカウンターを活用し、本音で語り合える場面設定を心が

けた。このセミナーを通して、一対一のカウンセリングとは違う相談者の一面を知ることもで

き、集団での支援の在り方を考える機会となった。 

 一年間の研修では、共に働く方々と細かくコミュニケーションをとることに心がけ、相談員

の方々と情報を共有することで、一つ一つの支援に対する姿勢を確認していくことができたよ

うに思う。また、面接練習の方法や日々の出来事を共有することの大切さを学んだ。加えて、

ハローワークや若者サポートステーションなど多くの機関と連携し、支援することもたくさん

あった。学校でも、今回の研修を通して知った多くの機関と連携を深めながら、子供たちそれ

ぞれが自分自身にあった場所で活躍できる支援をしていければと考えている。  

 



 

人は、長い人生の中で、「自分自身とは何か」という大きな命題を試行錯誤しながら考えて 

いくが、とりわけ、就職・転職活動においては、自身のコミュニケーションの在り方や自己理

解について深く考えることが多い。学校生活で、他者とのやりとりを通して、他者との違いを

認め、自己を表現し、自分自身の強みを理解できるような支援を考えていきたいと思う。  

 研修先では、研修がスムーズにできるように多くの配慮と機会をいただいた。今回の研修を

通して得た数多くの出会いは、私にとって大きな財産となった。この一年間で学んだことを活

かし、今後、子供たちのキャリア形成に一つずつ丁寧に関わっていきたい。  

 

【研修先】  和歌山大学地域イノベーション機構地域活性化総合センター  

【期  間】  平成３０年４月～平成３１年３月   

【学校名】  和歌山東高等学校  

【職  名】  教諭 

【氏  名】  柴田  拓                 

【研修内容】 

○社会教育主事講習の運営補助 

 ○高大地域連携事業  KOKÔ 塾「学びの郷」の事務局 

との連絡調整 

○社会教育ゼミへの参加  

○韓国視察団の来訪対応  

○研修員企画の企画・運営  

○センター業務に関わる事務、事業補助 

【研修成果】 

日々の講義やゼミで新しい知識を習得し、事業でそれを実体験するといったプログラムにな

っており、深い学びを得ることができた。社会教育主事講習では社会教育の視点を組み入れた

学校教育のあり方を様々な視点から学ぶことができ、KOKÔ 塾「学びの郷」では学校と地域の

連携方法について学ぶことができた。 

また、研修員企画では企画を実施するまでの大変さや、たくさんの関係者の細やかな準備や

配慮で企画が成り立っていることを実感した。生徒の自ら人生を切り拓く力について、教員と

して支援するための方法を学ぶと同時に、自分自身も人生を切り拓くきっかけを学ぶ研修とな

った。  

 一方で、研修員という立場でどこまで業務をすべきなのかについて、戸惑う場面や細かいこ

とを何度も質問してしまう場面があった。もう少し主体的に活動すべきであったと感じている。

今後は、研修で学んだ内容を継続して学べるように日常生活からアンテナを高くし、活動して

いきたい。 

事業を通して、他府県の教員や自治体職員の方、地域の方々、韓国の教育関係者の方々な

ど、たくさんの人と出会い、話を聞かせていただいた。様々な考え方に触れ、そのたびに自分

を見つめ直すことができた。今回の研修を通し、自分の教育に対する考え方の幅や視野が大き

く広がったのを感じている。これから出会うであろう数多くの生徒に今回の研修で学んだ事を

還元できるよう努力を続け、教員として一人の人間として学び続けたい。  



2３年間の研修先について 

 

 

 

【研修先名称】

業種等 業種等

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 金融業（１社） 株式会社 紀陽銀行

（２２か所） （社）和歌山県青少年育成協会　白崎青少年の家 製造業 日本たばこ産業株式会社 橋本工場

（社）和歌山県青少年育成協会　潮岬青少年の家 （９社） ノーリツ鋼機株式会社

和歌山県国際交流協会 花王株式会社 和歌山工場

和歌山県立近代美術館 和歌山精化工業株式会社

和歌山県立紀伊風土記の丘 東燃ゼネラル石油株式会社 和歌山工場

和歌山県立博物館 小川工業株式会社

和歌山県立図書館 株式会社 ユアサ

和歌山県立紀南図書館 ※ 協和プレス工業株式会社

和歌山県立自然博物館 菱岡工業株式会社

和歌山大学クロスカル教育機構　生涯学習部門 老人ホーム 社会福祉法人 皆楽園

和歌山大学地域連携・生涯学習教育研究センター （１１か所） 特別養護老人ホーム 喜成会

和歌山大学協働教育センター（クリエ） 特別養護老人ホーム ときわ寮

和歌山大学地域イノベーション機構　地域活性化総合センター ※ 特別養護老人ホーム 田鶴苑

かわべ天文公園 特別養護老人ホーム ときわ寮川辺園

みさと天文台 特別養護老人ホーム 愛の園

国立淡路青年の家 特別養護老人ホーム 真寿苑

和歌山公園動物園 特別養護老人ホーム 古座川園

南方熊楠記念館 特別養護老人ホーム しみず園

和歌山市民図書館 特別養護老人ホーム けんゆう苑

太地町立くじら博物館 清水町高齢者福祉センター

有田川町立御霊保育所 その他 和歌山農業協同組合連合会

社会福祉施設 社会福祉法人 ふたば福祉会 （１３か所） 県農協共済福祉協会 クアハウス白浜

（８か所） 知的障害者更生施設 杉の郷 紀の里農業協同組合

社会福祉法人　桃郷　つくしんぼ園 ながみね農業協同組合

和歌山県知的障害者更生施設 由良あかつき園 ロイヤルパインズ株式会社

和歌山県子ども･女性・障害者相談センター 紀州南部ロイヤルホテル

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 株式会社 串本海中公園センター

社会福祉法人　新宮市社会福祉協議会 国保野上厚生総合病院

社会福祉法人　愛徳園　愛徳医療福祉センター ホテル　アバローム紀の国

小売業 株式会社 丸正 公立学校共済組合サンかつうら

（４社） 株式会社 和歌山近鉄百貨店 山県株式会社（ルミエール華月殿）

株式会社 オークワ ウインワークス株式会社

Ａコープいなみ 株式会社キャリア・ブレスユー（ジョブカフェわかやま） ※

計 ６８企業･施設等

※印は平成３０年度の派遣先（１３年度より中核市：和歌山市を除く）

名称 名称

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 44 4 89
特別支援学校 0 6 4 4 11 12 6 43

計 3 52 46 74 59 119 40 393

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

１年 0 10 3 9 22 72 9 125

計 3 52 46 74 59 119 40 393

【研修先 / 研修期間別 人数】
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