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２月 16 日（木）に実施した環境教育研修講座では、県環境生活総務課環境計画班の田伏政昭主任による「環

境学習プログラムとその利用」と、兵庫教育大学大学院学校教育研究科の小川武範教授による「エネルギー問

題と地球環境について」の講義を行いました。 
地球温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊、ゴミ問題等々、環境に関する問題はマスメディアでも頻繁に取上げ

られ、企業もその配慮をアピールするようになるなど、誰もが環境問題を意識するようになってきています。

この講座の受講者数も募集 50 人に対し 76 人が希望するなど、教員の意識の高まりがうかがえます。 
今日の大気汚染や水質汚染等の環境問題については、市民一人一人が、今日までの生活スタイルを考え直し、

環境負荷の少ない生活へと切り換えていくとともに、次世代に対しても、環境保全の心と実践力を伝えていく

使命を負っています。 
開会に当たって、当センター学びの丘所長は挨拶の中で、学校での環境教育推進のポイントについて触れ、

年間指導計画の中へ位置づけることの重要性と、生徒会、部活動など児童・生徒の主体性を柱にした地道な実

践の重要性をあげました。それは、環境教

育の真の目的が、自ら行動できる自立した

心を育てることであり、また周りを気遣う

思いやりの心を育てることであって、その

ためには、計画性のある継続した教育が不

可欠だからです。 
田伏氏が紹介した「環境学習プログラ 
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研修講座の紹介 

この特別号では、冬季号掲載後に実施した主な

研修講座や事業等について紹介します。 
 



ム」は、和歌山県教育委員会と県環境生活総務課が連携して作成しました。この冊子には誰もが取り組めるプ

ログラムが、楽しみながら環境について学ぶことのできる教材とともに数多く収録されています。間もなく、

小学校指導者用が県内各校へ配付されますので、ぜひ活用してください。受講者のアンケートからもこのプロ

グラムの中身を高く評価する意見が多くみられました。 
小川氏からは、石油の可採年数が 41

年、石炭の可採年数が 192 年など、化石

燃料をエネルギーとして消費する限界

が示されました。代替エネルギーとして、

太陽光、風力、地熱等、環境に負荷をか

けないソフトエネルギーと呼ばれるも

のは、今の技術レベルでは、まだまだ少なすぎて需要に

こたえきれません。この不足分をどうするか。残念なが

らその明確な答えが出ていない現状があります。受講者

のアンケートには、省エネルギーに努めることや化石燃料に代わるエネルギーの開発が急務であることを知る

とともに、ソフトエネルギーについての視野が広がったとするものが数多くみられました。 
 

 
 

午前は和歌山高等学校の児玉恵美子教諭が「生と死の教育」－死と向き合い、生を考える－という題

で、生涯学習としてのデスエデュケーションや社会教育・学校教育・家庭教育の場で経験した生と死の

教育について実践発表を行いました。受講者から「人の生き様をいろいろな形で子どもたちの発達状況

に応じて、提示していくことが大切だと感じました」「何度も涙が出て心が震えた。紹介された書籍等

を読み、生と死についてじっくり考えていきたい」「教育活動だけでなく、自分のことについても考え

ながら生と死についての理解が深まった」などの感想がありました。 

 午後は、上智大学名誉

教授アルフォンス・デー

ケン氏が「いのちの尊さ

を考える－『死への準備

教育』とは－」という演

題で、死への準備教育の

意義や死への過程、ライフサイクルに応じて考

える生と死等について講義を行いました。デー

ケン氏は「死生学」という新しい概念を日本に

定着させたパイオニアとして著名であり、受講者から「喪失体験への対応やものの見方の転換が大切等、

示唆に富んだ内容で、今後の教育に非常に役立つものであった」「『人間の偉大さを考える刺激を与え

る』ということと『にもかかわらず笑う』ということが心に響き、今後実践したいと思います」「死に

ついて考えるからこそ、生きるということを考え、実感することができるのだと思いました」「記すの

が不可能な程、多くのことを学んだ。午前中の実践発表と合わせて、今年度受講した研修講座の中で最



も充実した内容であった」等の感想がありました。 

 講座の定員は 50 名でしたが、73 名の受講希望があり、関心と期待の高さがうかがえました。また、午

後の講座については、県民（28 名）にも開放しました。来年度も生涯学習の観点から、県民に開放でき

る研修講座を考えていきたいと思います。 
 
 
 
 
 
「今日はあいにくの雨…」、「星を見たくても、まだ昼間

だし…」と、こんなときでも、教育センター学びの丘の

プラネタリムはいつも快晴、満天の星空を鑑賞できます。 
本年度は、毎週１回（９月以降は毎水曜日）午前中に、

学校等でプラネタリウムを利用できる体制を整えまし

た。プラネタリウム鑑賞の一般的なメニューは、当日の

星空ガイドとアニメーション等の番組（※１）を併せて

約 40 分のコースになっています。スタッフによる説明

も好評です。３月１日現在で、これまで利用した学校は

約 20 校となっています。今年に入ってからも、田辺市

の本宮小学校、請川小学校、四村川小学校や、新宮市立三輪崎小学校のみなさんが利用しています。 
 このように、校外学習でプラネタリウムを見学する

学校以外に、教員がプラネタリウムを活用した授業づ

くりにも取り組んでいます。カリキュラム開発推進事

業（※２）として、今年は橋本市立三石小学校と田辺

市立上秋津中学校がプラネタリウムを活用し、星の日

周運動や、南半球での天体の動き等についてモデル授

業を行いました。この成果を活用して、田辺市立東小

学校と白浜町立日置中学校もプラネタリウムを活用し

た授業を行いました。事前にスタッフと打合せや機器

操作の研修を行ったうえで、スタッフのサポートを受 
けながら安心して授業を行うことができます。 

 
 
 
 
 
 
 

センター施設活用事業の紹介 

田辺市立東小学校（H18.2.3） 

新宮市立三輪崎小学校（H18.2.22） 

※１  番組の概要については、教育センター学びの丘のホー

ムページで公開しています。 
http://www.wakayama-edc.big-u.jp/kankyo/pla.html 

※２  子どもたちの「理科」や「情報」等への興味・関心を高める発展的な学習案や、特色ある教育 
や学校づくりを進めていく事業です。今年度はカリキュラム開発研修講座を開講し、校種に分 
かれてカリキュラムの共同開発に取り組み、その検証のために当センターにおいてモデル授業 
を実施しました。 



 
 
 
 
 

２月 24 日（金）午後１時より、平成 17 年度和歌

山県教育センター学びの丘研修員研究発表会を開

催しました。当日は、市町村教育委員会をはじめと

する学校関係者等、県内各地から多数の出席をいた

だきました。ここに厚くお礼申し上げます。 
長期研修員制度は昭和 50 年度に始まり、昨年度

までの 30 年間に 361 名の研修員が教育課題解決の

ための研究を行い、本県教育の発展に寄与していま

す。本年度の研修員は第 31 期になりますが、当教育センター学びの丘としては初めての研修員となります。 
10 名の研修員はそれぞれのテーマに基づいて、１年間にわたり研究を続け、その研究成果を発表し、出席

者から様々な意見や感想をいただき、例年になく実りの多い研究発表会となりました。 
 

研 究 内 容 発 表 者 
中学校の生徒指導におけるコーディネーターの役割について 

－教員への校内支援の在り方－ 
椿本 雅敏 研修員 

（紀の川市立打田中学校） 
ＩＴを活用した授業づくり 

－学校間交流により、地域の自然を学び合う理科学習－ 
伊藤 孝典 研修員 

（有田川町立田殿小学校） 
小中一貫教育における総合的な学習の時間について 

－キャリア教育の視点から－ 
井上 寿子 研修員 
（有田市立保田中学校） 

小学校における英語活動 

 －音声指導を中心とした、英語によるインプットに焦点を当てた活動－ 
村上  浩 研修員 

（上富田町立上富田中学校） 

学校の日常場面における心理的支援について考える 久保井登美 研修員 
（みなべ町立南部中学校） 

ＩＴを活用した授業づくり 

－「きのくにｅラーニング」における学び合いを通して－ 
嶋田 雅昭 研修員 

（新宮市立三輪崎小学校） 
意欲的、主体的に学習に取り組む生徒の育成を目指す「総合的な学習の時

間」についての研究 

－南方熊楠の教材化を通して－ 

原  祐子 研修員 
（印南町立稲原中学校） 

特別支援教育における養護教諭の役割 
－Ａ児の事例を通して－ 

田中 穂積 研修員 
（有田川町立五西月小学校） 

ＩＴを活用した授業づくり 

－地震・津波に対する防災能力の育成を目指して－ 
佐武 範一 研修員 

（白浜町立南白浜小学校） 
調べて考える力を高める社会科学習 

－子どもの意識に沿った学習過程をつくるために－ 
田中  誠 研修員 
（田辺市立三栖小学校） 

 

研修員だより 



 
 
 
 
 平成 18 年２月 25・26 日（土・日）の両日に、メインテーマを「心豊かで個性輝くひとづくり・まちづく

り」とし、和歌山県教育センター学びの丘（和歌山県立情報交流センターBig・U 内）において『紀南生涯学

習フェスティバル』を開催しました。 

 

プログラム内容 

事業名 内容など 場所 日時 

オープニング 大塔あすなろ会と三川小学校による合奏と合唱 多目的ホール 
25 日 (土) 

13:00～13:30 

井野盛夫さん講演会 
演題「巨大地震災害に備えて」 

富士常葉大学環境防災学部教授 井野盛夫氏 
多目的ホール 

25 日 (土) 

13:30～15:00 

ビデオ上映・予想される津波をシミュレーション 

（県総合防災課） 
研修室４ 

25 日 (土) 

11:00～17:00 

地震の災害復旧の DVD 上映とパネル展示 

（日本赤十字社和歌山支部） 

非常食の試食体験 

（田辺市田辺赤十字奉仕団） 

研修室２ 両日 地震防災 

「新庄地震学」の資料展示 

（田辺市立新庄中学校） 
研修室２ 両日 

高野熊野世界遺産 
ビデオ上映・パネル展示 

（県世界遺産センター） 
研修室１ 

25 日 (土) 

11:00～17:00 

デジカメ初級入門教

室 

デジカメの撮影から写真処理まで 

（和歌山 IT 教育機構） 
情報実習室２ 

両日 

13:00～16:00 

プラネタリウム上映 
「冬の星座」等 

（県教育センター学びの丘） 
プラネタリウム 

25 日 2 回 

26 日 4 回 

米村でんじろうサイエ

ンスショー 
米村でんじろう氏によるサイエンスショー 多目的ホール 

26 日 (日) 

15:00～16:15 

伝承遊び 

 

・けん玉教室    ・お手玉教室 

・折り紙教室    ・まりつき教室 
研修室１ 

26 日 (日) 

10:00～14:25 

影絵劇 

（由良町・おはなしの会） 
研修室３ 

26 日 (日) 

10:00～10:50 

パネルシアター 

（新宮市・お話の玉手箱） 
研修室３ 

26 日 (日) 

11:30～12:20 
おはなし会 

おはなしかい 

（県立紀南図書館・ゆうゆうおはなしかい） 
研修室３ 

26 日 (日) 

12:50～13:40 

ニュースポーツ体験 

 

グランドゴルフ                     （荒天中止） 

（田辺市体育指導委員協議会） 
多目的広場 

26 日 (日) 

10:00～11:50 

マナビィスト支援セミ

ナー 

紀南地方の雇用についてのセミナー 

（マナビィスト支援セミナー企画ゼミ受講生） 
研修室４ 

26 日 (日) 

13:00～16:30 

 

生涯学習支援課 



このフェスティバルは、生涯学習支援課設置の初年度

にあたり、紀南地方の生涯学習の拠点としての県教育セ

ンター学びの丘を県民に周知する目的もあり、２日間で

1782 名の参加者を集め、今後の事業実施に向け弾みをつ

けることができました。また、紀南地方の社会教育関係

団体やＮＰＯ等との協働が進み、生涯学習における行政

と民間のネットワークを拡大することができました。特

に２日目は、朝から豪雨にもかかわらずたくさんの方が

訪れ、遠くは橋本市や三重県から来られた方もいました。 

 参加者の多くは家族連れで、大人と子どもが一緒に伝 

承遊びを体験する姿や津波のシミュレーション画像等に 

見入る姿が見られました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

米村でんじろうサイエンスショーの様子 

（空気の重さ実験より） 

けん玉教室の様子 

（研修室１にて） 

 

津波到達予想シミュレーションの様子 

（研修室４にて） 

 

オープニング 

大塔あすなろ楽団と田辺市立三川小学校の皆さんの合奏 

（多目的ホールにて） 

非常食の試食体験の様子 


