
 

 

 

平成１９年１月 

本号では、先進 IT 活用教育ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、きのくにｅﾗｰﾆﾝ

ｸﾞ活用、FC 研修、基本研修講座等について紹介します。 

 
 

 
 11 月２日（木）、CEC（財団法人コンピュータ教育開発セン

ター）と共催で、学びの丘を会場に、教育の情報化を基本テー

マとした全国教育シンポジウムを開催しました。当日は、県内

外の教職員や PTA を含む学校関係者、教育委員会、行政機関を

はじめ、産業界や NPO 法人など、様々な方面から 530 人を超え

る参加がありました。小関教育長は、挨拶の中で「“きのくに学

び月間”にあたり、『教育の情報化と学びの創造－新たな環境構

築とともに』をテーマに、教育に関わるあらゆる人々が集う本シンポジウムは、誠に意義深いものがある。」

と述べられました。 
午前中に、東京工業大学の赤堀侃司教授による「教育の情報化と学びの創造」、㈱BCN 最高顧問の高山由氏

による「これからの IT 産業と教育」についての講演が行われました。午後の分科会では、学校情報セキュリ

ティに関する取組の発表やワークショップ、県内外の小・中学校、高等学校、養護学校からの ICT 授業活用に

係るそれぞれ特色ある発表やミニ討論等が行われました。さらに、会場内では、23 の企業から各種教育ソフ

トや教材、機器等の展示も行われました。 
 最後に、「新しい局面を迎えた教育情報化」をテーマに、大学、学校、行政それぞれの立場から意見交流を

行うパネルディスカッションが開かれ、今後の ICT 活用推進の方向性が示されるなど、盛会裏のうちに終了し

ました。 
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 本講座に係る７校によるモデル授業が、９月から実施され 12 月で終了しました。 
 本年度は、学びの丘以外の施設見学（南方熊楠記念館）や野外観察（白浜町）も組み合わせた、効果的な学

習モデルが示されたほか、学校の特色ある取組の一環として、新たな授業を構築した例も多く、多様な授業の

開発を行うことができました。 
 昨年度に引き続き、今年度の授業概要についても学びの丘ホームページに順次掲載していきます。また、指

導案や教材、授業風景等については、「きのくにｅラーニングシステム」の中で公開しています。 

実施日 学校 内容 活用した設備機器 

9 月 14 日 串本町立西向小学校 「生物と環境」 双眼実体顕微鏡・電子顕微鏡 

10 月 3 日 田辺市立田辺東部小学校 「地域の偉人を調べよう」 双眼実体顕微鏡・プラネタリウム

10 月 27 日 田辺市立会津小学校 
総合的な学習の時間 
 理科「生物と環境」ほか 

双眼実体顕微鏡・電子顕微鏡 

11 月 9 日 県立海南高等学校定時制 
理科・理科総合Ｂなど 
生物・地学に関する内容 

電子顕微鏡・光学顕微鏡 
プラネタリウム・天体望遠鏡など

11 月 28 日 海南市立北野上小学校 理科 単元「大地をさぐる」 情報実習室 

11 月 29 日 県立はまゆう養護学校 「Big-U 探検」 共有スペース、プラネタリウム 

12 月 18 日 県立神島高等学校 

・社会科学系列 
「会計」、「ビジネス情報」

・情報系列「プログラミング」

     「ビジネス情報」 
・会計系列「会計」 

情報実習室、ＬＡＮ実習室など 

 
 

 
 
 
 

 
 

地域の特性を生かした校種連携等を通して、授業の在り方を追

究し改善するとともに、地域の教育力の活性化に資することを目

的とした新しいスタイルの講座です。また、教員が互いに学び合

い、教材研究、教材開発を行うことで、児童・生徒の確かな学力

の向上と教育の情報化の

推進を図るねらいもあり

ます。 
 今年度は、橋本市内の小中学校（算数・数学）、伊都地方の中学校・

高等学校（数学）、紀南地方の中学校・高等学校（英語）の３地域の

グループで実施し、授業プランの検討や教材開発、研究授業・公開授

業等、熱心な取組を行っています。 

田辺市立田田辺辺東東部部小小学学校校  海南市立北北野野上上小小学学校校 県立神神島島高高等等学学校校



 

 
 
 

 
 去る 11 月 16 日（木）、県内７養護学校を会場として、初任者研修 11 月研

修（養護学校体験研修）を実施しました。これは、小・中・高等学校の初任

者を対象として、障害のある子ども及び特別支援教育についての理解を深め

ることを目的として行っているものです。養護学校における教育や特別支援

教育の概要について、校長先生や教頭先生からの講義の後、初任者は、それ

ぞれ学部等に配属され、授業実習に取り組みました。初任者からは、「今日

は教育に携わるうえで最も大切な部分を見せていただいたように思います。

当たり前のようで意識していなかった、『待つこと』『ゆっくり分かりやす

く話すこと』『スキンシップをとること』『言葉では伝わらないことを表情

から読み取ること』などを勉強させていただきました。明日からの教育活動

に生かしていきたいと思います」等の感想が寄せられました。 

 
 去る 10 月 16 日（月）、学びの丘において、平成 18 年度５年

経験者研修④を実施しました。 

 午前中は、広島国際大学 河本 肇 教授が、「生徒指導上

の諸問題について」と題し、生徒指導上のさまざまな問題の捉

え方とこれからの生徒指導の在り方について具体例を挙げなが

ら講義し、午後は、児童生徒への対応の実際についての講義・

演習を行いました。 

 「規律や校則を遵守させる生徒指導だけでなく、生徒指導とは学校生活全般にわたる幅広いものであると改

めてわかった」「段階を追って生徒指導の事例について考えられたので、非常に実践的で、今後の生徒指導に

関する示唆が得られた」等、効果や充実度の高い研修であったとの感想が多く寄せられました。 

 
 

 
「全身に鳥肌が立ち自然と足でリズムを打っていました」、「『和楽器の音色は日本の自然が育んだ美しい日

本語のイントネーション、その音色は身体に自然に入ってきます』という講師の方の言葉どおりでした」。こ

れらは、受講者アンケートに書かれた感想の一部です。本年度は、指導にあたる教員自らが日本の伝統音楽の

魅力を感じ取り、親しみ、理解を深められるよう講座のはじめに全体会を設定し、５名の講師の方々に、和太

鼓、箏、三味線の演奏とともに、それぞれの楽器の魅力を語っていただきました。午後からの３部会では、楽

器の取扱い、調弦やメンテナンスの仕方、基本的な奏法、指導に役立つ背景や知識等について、演習を中心に、

実践的な指導内容の研修が行われました。音楽科教育はもとより、他の教科・領域の場面においても、日本の

伝統音楽を通して、児童生徒の日本文化を感受する態度と豊かな情操を育んでいきたいものです。 
 
 
 
 
 
 



 
11 月 10 日、伊都郡かつらぎ町上天野の丹生都比売神社及び周辺の高野

山町石道において実施しました。この講座は、子どもたちの郷土に対する

誇りを育てるため、本県の自然や歴史、文化を題材にした教育への理解を

深め、指導力の向上を図ることを目的としています。 

 午前は、丹生都比売神社宮司の丹生晃市氏が、高野山と丹生都比売神社

の関係にふれながら、日本独特の宗教観である神仏習合等について講義し

ました。また、天野自治会前区長の古谷敏晴氏が、女人禁制であった高野

山の麓に位置する天野の里に伝わる女人哀話を紹介しました。午後は、高野山町石道語り部の会の皆さんの引

率で、二ツ鳥居から六本杉に至る高野山町石道においてフィールドワーク

を行い、町石に込められた人々の信仰心の強さ等を学びました。 

 参加者からは、「世界遺産に登録された理由がよく分かった。自分たち

の文化をもっと学びたいという気持ちが湧いてきた」「和歌山の素晴らし

さを探し、子どもたちにも感じさせたい」等の感想が寄せられました。本

講座が県内各地における「和歌山らしい学び」の実践に生かされることを

願っています。 

 
 元小学校教頭 田中新治氏を講師に迎え、水彩画の指導及び鑑賞の指導についての研修を行いました。 

 田中氏は、色彩や色の塗り方について話した後、樹木と花を題材に取り上げ、水彩画の実技指導を行いまし

た。さらに、鑑賞の指導では、受講者が持参した児童の作品をもとに、児

童画の見方について講義しました。 

 受講者からは「悩みながら色を塗った絵に先生から直接コメントをもら

ったり修正をしていただいたりして、色の使い方や濃淡のつけ方など具体

的にわかりました」「一枚の絵でも色々な角度から見て、良いところをた

くさん見つけ、ほめることが大切だと思いました」といった感想が寄せら

れるなど、好評を得ました。 

 
本年度は、本県における環境の現状や人と環境とのかかわりをテーマに、

12 月 14 日に実施しました。 

午前中は、県環境生活部自然環境室の服部
はっとり

克彦
かつひこ

氏が、県内にある国立、国

定、県立公園について、美しい写真を用いて紹介しながら、自然公園を定義

する法律や保全する意義、また教育における活用について講義を行いました。

受講者からは、子どもたちに自然の中での体験を通し、和歌山県の自然に誇

りをもたせるとともに、それを大切にする力をつけさせたい等の感想が寄せられました。 

午後は、株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所所長の赤池
あかいけ

学
まなぶ

氏が、実際の商品開発の事例をもとに、

安全で使い勝手が良く、持続性のある社会づくりに貢献するユニバーサルデザインの考え方について講義を行

いました。長い時間を経て培われてきた技術や自然の持つ構造や機能の中に

は、ユニバーサルデザインの発想につながる要素が多く含まれていて、それ

らに学ぶことが不可欠であることが強調されました。また、多くの人々と連

携すること、公益性を考慮することによって、新たなユニバーサルデザイン

の商品開発につながるとのことであり、同様の考え方は、教育についても当

てはまるのではないかと語られました。 



 
 

 

『生き活きふれあいセミナー』 

 地域課題の解決に向け、多様な学習機会を提供するとともに、参加者及び関係団体等の交流を通して、ネッ

トワークの拡大を図り、地域づくりに貢献できる人材を育成する目的で、「生き活きふれあいセミナー」を開

催しています。 

 

 第１回 ～地域に根ざした防災組織の確立～  10 月 22 日（日），58 名 

自主防災に取り組む具体的な事例について、パネリストに田辺市文里町

内会の名越隆行氏・紀州梅の郷救助隊の尾﨑剛通氏、NTT 西日本関西の森

治郎氏、コーディネーターに和歌山大学システム工学部 濱田學昭教授を招

き、地域の防災組織の在り方についてのパネルディスカッションを行いま

した。会場からの質疑や提案なども非常に多く出され、参加した方々の交

流も活発に行われました。 

 

 第２回 ～地域資源の保全と活用～  11 月 12 日（日），32 名 

住民による地域の自然・文化の保全やその活用事例について、パネリストに串本

海中公園センターの宇井晋介氏、熊野本宮語り部の会の嶝公夫氏、大辺路富田阪ク

ラブの脇本敏功氏、田辺市熊野ツーリズムビューローのブラッド・トウル氏、コー

ディネーターには和歌山大学経済学部 大澤 健助教授を招き、今後の地域での取組

や課題についてのパネルディスカッションを行いました。 

第１回目のセミナーと同じように会場からの提案も大変活発で、パネリストと会

場が一体となったセミナーになりました。 

 

 第３回 ～地域の中の子育て支援～  12 月 17 日（日），22 名 

「子どもの時間を生きる」という演題で、NPO 法人あそび環境 Museun

アフタフ・バーバン理事長 北島尚志氏から話していただき、その後、北

島氏とNPO法人Com子育て環境デザインルーム理事長の松本千賀子氏がフ

ァシリテーターとなって、「遊びを通して関わること」をテーマに、ワー

クショップで様々なゲーム行い、参加者同士の交流を一層深めることがで

きました。         

 

『地域ふれあいルーム関係者等研修会』（地 域 子 ど も 教 室 推 進 事 業 ） 10 月 21 日（土），33 名 

  テーマを「地域の教育力の向上にむけて」とし、地域の子どもたちに、

継続的に体験活動や奉仕活動の機会を提供しながら地域づくりを目指して

いる、有田市糸我地区青少年育成会山崎佳彦会長、花野雅司副会長、北野

英美副会長から報告をいただきました。その後、参加者と報告者が意見交

換しながら、子どもと大人が共に集い、子どものみならず大人同士の交流

を図る「地域ふれあいルーム」の活動の拡大に向けての方策を探りました。 

 

 第１回セミナーより

 第２回セミナーより

第３回セミナーより  



『スペース ～遊Ｕ～』（地 域 子 ど も 教 室 推 進 事 業 ） 

 

 

 

 

 

 

                              
 
                        
   フェルトでマスコットを作ろう              布で小物入れを作ろう 

    

   

 

 

 

 

 
      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

『子育てほっ！とサロン』（家 庭 教 育 支 援 総 合 推 進 事 業 ） 

８月 23 日 『子育て“コツ”の科学Ⅲ』 
９月 ６日 『親子で絵本をⅠ』 
９月 20日 『親子で絵本をⅡ』 
10 月 18 日 『母親としての関わり方』 
11 月 15 日 『父親って･･･』 
11 月 29 日 『家庭での救急対処法』 
12 月 13 日 『お菓子を作ろう』 
         を実施しました。 
 

『所内人権研修』  12 月 21 日（木） 

 本年度は人権教育・啓発に効果的とされる、２つのアプローチを用いた研修を実施しました。はじめに、味

村社会教育主事より、研修のねらいと概要についての説明があり、その後、瀬戸教育相談主事による「他者理

解」についてのワークショップ、濵上指導主事と赤井指導主事による模擬授業「エイズ患者の人権」を行いま

した。最後に、本研修の検証と意見交換を行うなど、学びの丘職員の人権問題解決に向けた資質の向上を図り

ました。 

 絵本は不思議な世界、楽しい世

界、ちょっぴり悲しい世界等。 

 まるでいろんな世界に連れてい

ってくれる夢列車。みなさんも一度

乗ってみませんか？ 

 フェルトを使っ

てかわいいマスコ

ットを作り、最後に

すごく強力な磁石

を中に入れ、冷蔵庫

などにも付くよう

に仕上げました。 

 端布（はぎれ）を用意

して、１０ｃｍ四方の大

きさの小物入れを作り

ました。赤色や青色の小

さなボンボンを付ける

ととってもかわいくで

きあがりました。 

あ～！！ 

  なめちゃダメダメ！ 

フォークのさきでクッキーをかるく

押さえて薄くすれば、焼き上がり

も早いし、きれいな模様がつくよ。

 保育ルームでの様子 

ゆうゆうおはなしかい 

遊Ｕアート 

遊Ｕクッキング 
クッキーを焼こう

  

救
急
救
命
法
の
勉
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小中学校課教育指導室 

「和歌山県指定 平成 17･18 年度国語力向上のための小中連携研究事業」 
 学習指導要領国語科のねらいとする国語力を高めるため、小・中学校の連携・協力のもと、国語科はもと

より国語科と他の教科等を関連づけながら、個に応じた指導の工夫改善を通じて国語力の向上に取り組み、そ

の成果を普及することを趣旨として、県内７地域の小中学校 16 校が研究実践に取り組んでいます。 

串本町立田原小学校・田原中学校では、研究主題に「自ら考え、表現できる児童・生徒の育成－『読むこと』

を基盤として『伝え合う力』を育む－」を設定し、小中９年間で児童生徒に付けたい力を明らかにした系統的

な指導の内容や方法について研究を積み重ねてきました。11 月 10 日、その研究成果の発表会があり、少人数

を学級の特性を生かした個に応じた指導、複式学級だからこそ身に付く自己学習力等を生かした授業が公開さ

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「文部科学省指定 平成 17･18･19 年度学力向上拠点形成事業」 
「確かな学力」を育成するための実践研究を行い、その成果の普及を図ることにより、公教育の質の向上に

資することを趣旨として、県内の小中学校 16 校が取り組んでいます。 

白浜町立北富田小学校では、研究主題に「『基礎・基本の確かな育成をめざして』－自己の考えを全体に、

全体の学びを個々の学力にする算数科の授業－」を掲げ、10 月 27 日、その中間発表会がありました。当日の

研究授業では、子どもたちが考えを発表しあう場面を大切にした授業が公開され、子どもたちの生き生きとし

た声が教室に響きわたりました。その後、京都ノートルダム女子大学の勝見健史助教授による「〈基礎・基本〉

をどう育てるか」についての講演があり、本校の研究に関連して、学力・評価・授業研究会等について具体的

に分かりやすく教示していただきました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

田原小学校第５･６学年の国語科の授業 田原小学校第１･２学年の国語科の授業 

北富田小学校第３学年の算数科の授業 北富田小学校第５学年の算数科の授業 



 
 
 

 
各研修員は、第２回研究報告会（９月 28・29 日）で受けた

指導助言をもとに「第２回研究報告書」を作成し、当該教育委

員会及び所属校に提出するとともに、10 月～11 月には計画に

従って検証授業等を実施し、現在、その分析及び考察を進めて

います。 

所属校・研修員名 研究テーマ及び研究の進捗状況 
学校の特色を生かした組織マネジメントの在り方 

－教職員が目標を共有し取り組む学校経営を目指して－ 
有田川町立藤並小学校 

教諭  中西 和彦 
学校組織マネジメントの理論や手法を活用することにより、学校組織をより活性化し

ていく方策について研究している。教職員がコミュニケーションを質的な部分から見直

し、より協働的な関係を構築するために、課題を焦点化し協議する等の校内研修を実施

している。 
小・中学校における特別支援教育の校内支援の在り方 

－支援体制を十分機能させるために必要なことは何か－ 田辺市立会津小学校 

教諭  山根 信行 
県内の小・中学校における特別支援教育の校内支援に関する調査を実施し、調査結果

の分析、まとめを行っている。今後、校内支援の課題を検証し、支援体制が機能するた

めのモデルを示していきたいと考えている。 
教職員一人一人の意識改革からはじめる学校づくり 

－学校組織マネジメントを活用した校内研究の活性化－ 美浜町立松原小学校 

教諭  山名 将和 
学校組織マネジメントの手法を用い、校内研究を活性化させる方策について研究して

いる。教職員一人一人が達成目標を児童の姿で設定（P）し、実践（D）後の評価（C）

を速やかに行うことが、教員のやりがい感に繋がることを検証している。 
算数科における学習意欲や思考力を高める授業の在り方 

－発問構成とノート活用を中心に－ 
かつらぎ町立渋田小学校 

教諭  松浦 恭久 
児童が、学習意欲を高め論理的な思考力を深めることができるよう、発問の仕方や内

容、ノートの活用等について研究している。単元の系統性を調べたり、他社の教科書と

比較したりしながら教材研究を行い、検証授業を実施した。現在、その分析、考察を行

っている。 
健康相談活動について考える 

串本町立串本中学校 

養護教諭 八代かおり 
養護教諭としての独自性を生かした健康相談活動について研究している。健康相談活

動の内容を明確にするとともに、それをどのように進めていけばよいのかについて考察

している。 
地域との連携を重視した防災教育カリキュラムの研究 

－串本町潮岬における防災教育の実践を通して－ 串本町立潮岬中学校 

教諭  森田 成一 
東南海・南海地震を想定し、地域との連携を重視した防災学習カリキュラムについて

研究をしている。生徒が地域における役割を自覚し、防災意識を高めるため、地域の自

主防災会と協働した検証授業を行った。現在、その分析と考察を進めている。 
特別支援教育コーディネーターの効果的な支援について 

和歌山市立加太小学校 

教諭  林 清世 
小学校において特別支援教育を推進するコーディネーターの役割について研究をし

ている。これまでの取組や事例から成果と課題を明確にし、コーディネーターが進める

校内支援体制づくりや担任・保護者・児童等への支援の在り方について考察している。

論理的思考力を育成する算数科の授業の工夫改善 

－学力診断テストの結果分析から、かく活動に視点を当てて－ 有田市立宮原小学校 

教諭  永岡 寛也 
算数科において、筋道を立てて考えさせる手立てとして、「かく」活動に視点を当て

た授業の工夫改善について研究をしている。検証授業では、問題を解決する過程で、児

童が思考の足跡を整理することを大切にした。現在、その分析と考察を進めている。 

【研修員研修のようす：年間 40回程度実施】



天体の日周運動を理解させ、天文や宇宙に興味を持たせる指導の工夫 
日高川町立丹生中学校 

教諭  佐竹 一人 
「地球と宇宙」の単元では、実感を伴った理解を図ることが重要であり、検証授業で

は、自作のデジタルコンテンツや教具を用いて、天体の日周運動を理解させ、天文や宇

宙に興味を持たせる指導を行った。現在、その分析と考察を行っている。 
盲・ろう・養護学校におけるセンター的機能について 

－県内の盲・ろう・養護学校の調査から－ 紀北養護学校 

教諭  前田 美和子 
県内の盲・ろう・養護学校に「センター的機能について」のアンケート調査を実施し、

他県の情報も収集しながら分析を進めている。学校のセンター的機能を充実させるうえ

での課題を明らかにし、その解決策について考察している。 
小・中学校理科における系統性を踏まえた授業づくり 

－地域の地質を生かした理科学習を通して－ すさみ町立佐本中学校 

教諭  鈴木 稔和 
地域の地質を教材化し、小・中学校理科の系統性を踏まえた指導について研究してい

る。検証授業では、県内の堆積岩や化石、地層の写真等を活用するとともに、すさみ町

「天鳥の褶曲」での観察実習を行った。現在、その授業の分析、考察を行っている。 
思春期女子の心の成長過程 

－気持ちを素直に言葉で表しにくい女子生徒に寄り添って－ 紀美野町立 

長谷毛原中学校 

教諭  森下 左知子 
別室登校をする生徒とのかかわりを通じて、とりわけ、気持ちを素直にあらわすこと

が難しい生徒の行為行動から、思春期にある中学生の心理を理解するために必要な技能

等について研究を進めている。 

 
  本年度のインターンシップは、県教育委員会の実施期間とは別枠に、熊野高等学校２年生４名を２日間の日

程で受入れ実施した。今回は、学びの丘だけでなく Big‐U 内の各事業所にも受入れの協力をいただきました。 

官民の複合施設を活用することで、業務が多岐にわたる就業体験ができ、高校生たちにとっては、驚きと新鮮

味に溢れたものとなりました。 

研 修 内 容 

実施日 内  容 

11 月 16 日（木） 

自己紹介   ：  職員朝礼で紹介 

総務課    ： オリエンテーション 

〈午 前〉  Ａグループ ： 紀南図書館司書体験   （書庫書籍整理） 

        Ｂグループ ： 専門研修課    (新聞整理）（郵便発送） 

〈午 後〉   Ａグループ  ： 専門研修課   （新聞整理）（郵便発送） 

        Ｂグループ  ： 指定管理者事務所  （受付業務）（ちらし折り） 

ＡＢグループ ： 総務課 （パソコン実習）（日誌作成） 

11 月 17 日（金） 

・総務課で打合せ 

〈午 前〉  Ａグループ ： 生涯学習支援課    （アンケート集計事務） 

Ｂグループ ： 紀南図書館司書体験    (書庫書籍整理） 

〈午 後〉   Ａグループ ： 指定管理者事務所  （受付業務）（ちらし折り） 
 Ｂグループ ： 生涯学習支援課  （アンケート集計事務） 

ＡＢグループ ： 総務課等   パソコン実習と日誌作成・作文 

 講評 終了式 

－生徒の感想から－ 

・教育関係の仕事を体験し色々なことを教示してもらえてよかった。 

・教育センター学びの丘の役割を詳しく知ったことは貴重であった。 

・接客が苦手で非常に疲れたが、貴重な体験となった。 

 ・指定管理者の仕事が印象に強く残った。 

 ・２日間の様々な体験を糧に、将来の就職活動に活かしたい。 

 



 
 

 

 
●第２回 教育フォーラム（和歌山大学教育学部・和歌山県教育委員会主催） 【１月 30 日（火）10:30～17:00】

テ ー マ ： 「教員の授業力育成と子どもの学力」 

場   所 ： 和歌山県教育センター学びの丘 

プログラム ： 10:30～ 開会行事 

10:45～ 基調提案 

「県教委・教育学部の協働による「ジョイントカレッジ」」（和歌山大学） 

「学力診断テスト・授業改善・子どもの学力向上」（教育センター学びの丘） 

11:20～ 記念講演「これからの教育の課題（仮題）」 

 お茶の水女子大学理学部 福田 豊教授（元副学長） 

13:30～ 全体会 実践報告 

 ・教育課題克服への取り組み 

・学力向上拠点形成事業推進校における取り組み 

・国語力向上推進教員養成事業での取り組み 

・学力向上に係る課題に基づく授業改善研究「ＦＣ研修」 

・教育課題への効果的アプローチとその成果 

「ジョイント・カレッジ」での取り組み 

・教育学研究科（大学院）および教育学部での取り組み 

・地域連携部門および教員研修部門での取り組み 

15:40～ 分科会 

「ジョイント・カレッジ」分科会（パネルディスカッション） 

「教員の授業力・子どもの学力向上」分科会（パネルディスカッション） 

●きのくにｅラーニング教育活用授業モデルメッセ 【２月２日（金）10:30～16:00】 

 カリキュラム開発及びｅラーニング活用 FC 研修講座において教材研究・開発した教材コンテンツを紹介し

合うとともに、教育活用について理解を深めることで、授業改善に資することを目的として開講します。 

●魅力ある話し方研修講座 【２月 15 日（木）13:30～16:00】 

和歌山県の高校野球や高校ラグビー等、スポーツ実況を永年担当されていたアナウンサー 高松 良誠氏が、

「魅力ある話し方の工夫」について講義を行います。 

●いのちの教育研修講座 【２月 22 日（木）10:30～16:00】 

国政研総括研究官 西野 真由美氏を講師にお招きし、生の価値、限りある命の尊厳、自他の命を大切にす

る教育の在り方等について学びます。 

●研修員第３回発表会 【２月 23 日（金）12:45～17:10】 

学びの丘で１年間研修・研究を行ってきた 12 名の長期研修員が、各々のテーマをもとに成果を発表します。

お問い合わせは、専門研修課（TEL 0739-26-3495)までお願いします。 

●紀南生涯学習フェスティバル 【２月 25 日（日）10:00～16:30】 

 内 容 ： 那須 正幹氏（児童文学作家）講演会 

      桂 枝曾丸氏（上方落語協会落語家）による和歌山弁落語と体験会 

      その他、子どもから大人まで楽しめる盛りだくさんの催し物を企画しています。 

●平成 18 年度国語力向上推進教員養成事業研究発表会 【２月 27 日（火）10:30～16:00】 

「国語力向上推進教員養成事業」は、県内の小学校６名、中学校８名、高等学校６名の教員が、６回の研

修と８回の研究推進会議に出席し、児童生徒の発達段階に応じた国語力を身につけさせるための指導内容

や指導方法についての研究を行うものです。研究発表会では、小・中学校の推進教員による実践発表と、

文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官 井上 一郎氏の講演を予定しています。 




