
 

平成１９年３月 

特別号では、さまざまな事業や基本・専門研修講座、

生涯学習支援課だより等について紹介します。 

 
 

 
 １月 30 日（火）、和歌山大学教育学

部と県教育委員会の主催で、教育センタ

ー学びの丘を会場として、『教員の授業

力育成と子どもの学力』をテーマに第２

回教育フォーラムを開催しました。 
当日は、県内外の学校や教育委員会関

係など、様々な教育関係者約 320 人の参

加がありました。小関教育長は挨拶の中で、「県教育委員会と和歌山大学教育学部が相互に派遣教員を受け入

れるシステムをつくり、大学院生や学部学生を対象とした授業を開設して、教員としての実践的・専門的な資

質や能力の育成に努めるほか、県教育センター学びの丘の教員研修講座への教育学部教員の参画等、様々なプ

ロジェクトを実施してきました。より深い学びに子どもたちを導いていくためにも、今回のフォーラムをとお

して、ここ“学びの丘”で我々大人の学ぶ姿勢を改めて認識する一日になれば幸いです。」と述べられました。 
基調提案では、和歌山大学からは、県教育委員会と大学が協働して信頼関係を深めながら教員養成に取り組

んだ「ジョイント・カレッジ」について、県教育委員会からは、学力診断テスト結果の概要をはじめとして、

授業改善に向けた様々な事業の成果をもとに、本県教育の現状と課題についての報告を行いました。また、記

念講演では、お茶の水女子大学理学部福田 豊教授から、体験の重要性と創造力を育む教育の推進についてお

話しいただきました。 
午後は、学力向上拠点形成事業推進

校における取組などの実践報告の後、

二つの分科会に分かれて、パネルディ

スカッションを開き、授業力向上に向

けての取組や教員養成学部が果たす

役割等について活発な意見交換を行

いました。 
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教育センター学びの丘の屋上から撮影 



 
 ２月 27 日（火）に、国語力向上推進教員養成事業研究発表会を

開催しました。小、中、高、計 20 名の国語力推進教員は、年間６

回の研修及び８回の研究推進会議を通して、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の研究

を進めてきました。当日は、和歌山市立有功東小学校の吉原良治教

諭、みなべ町立上南部中学校の小川敏美教諭が「PISA 型読解力を

高めるための指導につ

いて」の実践発表を行い

ました。午後は、文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官

の井上一郎氏が「学校教育に求められる国語力の育成」と題して講

演を行いました。 

 出席した皆さんから、「具体的な実践事例がたいへん参考になっ

た」「学校として取り組むべき課題についての理解が深まった」等

の感想が寄せられました。 

 
 教育センター学びの丘では、各地域の教員が互いに学び

合いながら、その地域の教育課題克服や指導力向上を目指

す「きのくにｅラーニング活用 FC（フランチャイズ）研

修講座」や、当センターに設置された先進的な施設・設備

を活用して発展的な学習のためのカリキュラム開発を行

う「カリキュラム開発推進事業」を実施してきました。 

 これらの講座や事業のまとめともなる本授業モデルメッセは、その成果等について発表し、理解を深め、交

流を行う中で、授業改善に生かしていくことをねらいとしています。 
 午前中は、FC 研修の算数・数学部会、英語部会、カリキュラム開発研修の３つの分科会に分かれ、各グル

ープの取組内容の紹介、成果や課題、今後の発展に向けての協議を行いました。午後からの全体会では、それ

らの内容が紹介されました。FC 研修では、異校種間の教員の連携ができることで、体系的な流れを理解した

授業づくりが可能になるとともに、人的交流の輪が広がり、協力し合って新しい発想を生むきっかけづくりが

できた等の報告がなされました。また、カリキュラム開発研修では、学びの丘の施設・設備等を活用した総合

的な学習の時間や情報、理科等のモデル授業づくりに取り組むとともに、学びの丘以外の公共施設も活用した

り、野外観察を取り入れたりするなど、斬新な学習モデルを発信することができたという報告がなされました。 
 その後、東京工業大学 松田 稔樹 助教授が、「教員の学び合いと授業改善」と題して講義を行いました。そ

の中で、「教員間で学び合いをスムーズに行うためには、授業情報を共有するための綿密な指導計画が大切で

ある」ことや、「教員は疑問をもち続け、より良い授業を追及し続けることが大切である」こと、「学び合うこ

とで、指導内容が練られ、普遍的な内容となって自信をも

って教えられるものになる」こと等の指摘がなされました。

最後は、各部会の代表者がパネリストとなり、「教員の学び

合いによる授業改善」についてパネルディスカッションを

行いました。今回の取組によって、一人ではできないこと

もチームの力で実践できたこと、また、学び合うことで新

しい教具や教材について交流ができ理解が深まったこと等

が成果としてあげられます。 



 
「きのくに教育 iDC」では、ふるさと和歌山について学べる学習教材をウェブ上で提供しています。今年度

は、新たに次のテーマで取り組んでおり、コンテンツの完成は間近です。もうしばらくお待ちください。 

環境･ 
自然科学 
コース 

『串本の海とラムサール条約』 平成 17 年 11 月、串本沿岸海域は、生態学上重要な湿地の

保全を定めたラムサール条約に登録されました。今回は、そんな串本の海のサンゴ群集とそ

こに生息する生物たちの多様性、美しさを紹介するとともに、串本の海を守る地元の環境保

全活動も紹介しています。 

歴史コース 
『和歌山の城と古戦場』 和歌山県内には、紀伊徳川家の居城として著名な和歌山城の他に

も、中世から近世にかけて築城された多数の城跡があります。「和歌山の城」や「古戦場」

を紹介するとともに「城跡」や「古戦場」にまつわる「クイズ」も作成しています。 

芸術コース 
『紀の国自然の芸術』 和歌山県には、豊かな自然が創りあげた芸術が数多くあります。こ

こでは、県内で撮影した風景や光景、電子顕微鏡で観察した生物の姿など、自然を題材とし

た芸術的なギャラリーを掲載しています。 

スポーツ･ 
レジャー 
コース 

『カヌーで体感！和歌山の海』 和歌山といえば海。黒潮の青い海と澄みきった空の下、の

んびりカヌーで島から島へと…。今回は田辺湾を中心に、カヌースポーツを通じて和歌山の

海を体感してきました。みなさんもカヌーに乗ったつもりで、田辺湾の美しい景色を堪能し

てください。 

産業コース 

『紀州の伝統産業』 紀州の伝統工芸品は、和歌山県の風土から生まれ、生活習慣とともに

育まれ受け継がれてきました。これらの伝統工芸品を生涯学習や学校教育の視点から、伝統

産業に取り組む人々の事例（紀州へら竿・紀州漆器・保田紙・那智黒硯）を教育・学習素材

としてまとめました。 

 
 

 
 去る２月１日（木）、多目的ホールで、本年度の初任者研

修（校外研修 A）最後となる２月研修を行いました。まず、

初任者としての１年間を各自で振り返り、自分自身の充実度

を月毎にグラフで表す等、ワークシートを使った振り返りの

後、グループ協議を行い、次年度に向けての抱負や課題につ

いて話し合いました。午後からは、楠小中学校課人事班長が

「今、教員に求められていること」をテーマに講義を行い、

続いて、松学びの丘所長から、「初任者研修を終えるにあ

たって」と題し、「学び続けることの大切さ」等について、初任研

の最終となる講義を行いました。初任者からは、「４月の開講式の

時の自分とは、また違う自分でいることを感じることができました。

つながりを拡げられたこと、相談し、理解してもらえる仲間に出会

えたこと、いつの間にか、この初任者研修が、居心地良く学べる場

になっていたこと、４月の時には見えていなかった新たな課題を見

いだせたこと…など、私にとって、本当に深く大切なスタートの１

年になりました」等の感想が寄せられました。 

 

 



 
 ６月に始まった平成 18 年度 10 年経験者研修は、２月８日（木）の共通研修

３をもって、初年度に実施する必修研修の８日間を終えました。 

 共通研修３は、10 年経験者研修初年度の締めくくりとして、午前の部「コ

ーチング」、午後の部「キャリアデザイン」という内容で、いずれも上野紀南

相談課長が講義及び演習を行いました。 

 今後、各学校では初任者や若手教員が増えることが予想されるため、教職経

験 10 年を経過した教員は、彼らのよき目標となり、助言者となることが求め

られるとともに、個々の特性を生かし、学校運営等において中心的役割を担うことが期待されます。今回の研

修は、教員としての資質向上を図り、これからの教師生活の在り方を考えていくうえで示唆や意欲を与えるも

のとなりました。 

 受講者からは、「子どもたちだけでなく、後輩にも見られ

る立場になり、指導力や知識のみならず人間性が問われるこ

とを実感し、身の引き締まる思いです」「初期キャリアから

中期キャリアに変わる時期に自分がいることを認識し、今後

の教員としての在り方を考えることができました」「この 10

年研をこれからの教師生活の新たなスタート地点として頑張

っていきたいと思いました」などの感想が寄せられました。 
 
 

 
 午前は、兵庫県立加古川南高等学校 原実男教諭から「『生と

死の教育』をとおして、生きることの意味と大切さを実感させる

教育プログラムの実際」という題で、自身の生と死の教育との出

会い、兵庫県内の児童生徒 3,700 人を対象に行ったアンケートか

らみられる子どもの死生観、部活動で取り組んだ生と死の教育、

高等学校生物で扱った授業事例等について話していただきまし

た。受講者から「客観的なデータと熱意ある実践に裏打ちされた

話に日ごろの自分を反省するとともに、自分の人生を重ね合わせ

思わず涙ぐんでしまった」「毎日のように報道される今だからこそ、生と死の教育が必要なのだと感じた」「改

めて自分自身、生と死について考えさせられ、死の教育の必要性、難しさを痛感した」などの感想がありまし

た。 

 午後は、国立教育政策研究所・教育課程研究センターの西野真由美総括研究官から「いのちの教育と道徳教

育」という題で、学校は「命の教育」にどう向き合うか、「命の教育」のカリキュラム開発に向けて、「命の

教育」の可能性を拓くという視点で講義をしていただきました。

受講者から「段階的に説明がなされたので、非常に分かりやすか

った。とりわけ、授業につながりを持たせる意識化・再構成の必

要性が理解できた」「いのちの教育の在り方や取組方法を考える

うえで、大変有意義であった。今後いのちの教育に関わる大きな

示唆が得られた」等の感想がありました。西野総括研究官のまと

め「豊かなコミュニケーションこそ授業の命です」というメッセ

ージが印象的でした。 

 



 
 ２月 20 日（火）、「魅力ある話し方研修講座」を実施しました。

本講座は、聞き手の関心をひきつけながら的確にものごとを伝えるた

め、魅力ある話し方の工夫について考察を深め、各学校での今後の指

導に生かすことを目的に、今年度新たに開設したものです。今回は、

高校野球県大会実況等でおなじみのアナウンサー、高松良誠氏に講義

をお願いしました。 

 氏は、「話す技術だけが優れていても、伝えようという心だけが先

行していても、魅力ある話し方としては不完全です。言葉に心をのせて、技術を添えて、好感を持たれる話し

方を習得しましょう。」と話されました。 

 受講者のアンケートには、「『言葉はその人を語る』を基本にして話す力をつけていきたい」「聞くことの

ポイントについても非常にわかりやすく教えていただいた」等とあり、たいへん好評でした。 

 
 
第４回 生き活きふれあいセミナー ～地域における防犯体制の確立～ １月 21 日（日） 

 安全・安心の地域づくりにむけての住民による防犯体制の在り

方について、具体的な事例をとおして学び、今後の地域での取組

に生かすことを趣旨として、第４回生き活きふれあいセミナーを

開催しました。 

 当日は、県警本部少年課の藤井英之係長から、学校と警察の連

携状況や青少年補導センターの役割についての講義、その後、田

辺青少年補導センターの山本昌二郎所長をコーディネーターに、

補導委員連絡協議会の

古屋鈴木会長、NPO 法人ワンニャン会の中本宣子代表、上富田町朝

来の丹田台安全指導委員会の吉田安充副代表をパネリストに迎

え、「地域における防犯体制の確立」をテーマにパネルディスカ

ッションを行いました。 

 会場からの積極的な提案もあり、当日のアンケート調査からも、

シンポジウムの継続を希望する声が多く、改めて現代的な重要課

題であることがうかがえました。 

平成１８年度 人権教育地方別研修会【東牟婁会場】 １月 12 日（金） 
 和歌山県生涯学習課人権教育推進室では県内５会場において、同和問題や女性、子ども、高齢者、障害者等

にかかわる人権問題について、教育関係者や保護者、関係機関、一般県民を対象に、地域ごとにそれぞれの実

情を踏まえた研修会を実施しています。 

本年度、東牟婁会場における研修会ではテーマを「今後の人権教育について考える」とし、社会学者・奈良

教育大学名誉教授の中川喜代子氏を講師に迎え、「人権学習の新たな展開へ～わがまちに人権文化を築くため

に～」を演題とした講演会を実施しました。参加者数も当初の定員をはるかに上回り、135 名に達する盛会と

なりました。 

 中川氏は、人権の概念、歴史、人権教育の概念、人権学習のキーワードといった基礎的な理論から、氏が考

える人権教育の成果と今後の課題に至るまで、２時間半たっぷりと講演されました。中川氏の確かな理論と豊

富な経験に基づいた講演は実に情熱的かつ理路整然としたものであり、参加者の人権意識を啓発し、人権問題

解決能力を一層向上させていくうえで非常に意義のある研修会となりました。 

 



平成１８年度紀南生涯学習フェスティバル開催 ２月 25 日（日） 

 県民の生涯学習に対する意欲を高め、学習活動への参加を促進するとともに、地域の課題解決や活性化を図

り、地域で活動する NPO 等と協働することを目的として、紀南生涯学習フェスティバルを開催しました。 

 開会行事として、田辺市の秋津川炭琴サークルによるコンサートや、コーラスグループとの合唱、また、和

歌山市出身の落語家、桂枝曾丸さんによる「和歌山弁落語」や「新漢和辞典」を内容とする落語体験会を実施

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、各会場においては、防災学習に関する非常持ち出し品ゲーム、スポーツ体験会、各種パソコン教室、

地元名産の川添緑茶の製造体験会なども行われ、教育センター学びの丘のプラネタリウム室や電子顕微鏡室を

開放しての学習会も併せて、当日は、1,537 人の来場者で賑わいました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開会行事・炭琴コンサートの様子 さらに、コーラスとのコラボレーション

タッチフットボールの体験 【防災教室】非常持ち出し品ゲーム 

電子顕微鏡でミクロの世界へご案内 川添緑茶の製造体験 



 
 
きききのののくくくににに「「「学学学びびびののの創創創成成成」」」支支支援援援事事事業業業                   小中学校課教育指導室 

 この事業は、各学校の実態に応じた創意工夫ある主体的な取組を支援及び指導することにより、活力と特色

のある学校づくりを推進するとともに、県下小・中学校の活性化を推進し、全国に誇れる和歌山らしい学びを

創成することを目的としています。本年度、紀南地方では、田辺市立田辺東部小学校と日高町立日高中学校が

研究校に指定されています。 

 

【日高町立日高中学校】 

 研究主題は、「ふるさとを愛する豊かな心を養い、将来、地域の発展に貢献できるための確かな学力を身に

つけた生徒の育成～ふるさと学習、指導方法の工夫改善の研究等を通じて～」です。ふるさとから学ぶ力（地

域学習）（体験学習）（ふれあい学習）、次代を築く確かな学力（生徒理解の向上・授業力の向上・指導形態

の工夫）、コミュニケーション能力の育成を３つの柱とし、研

究実践を行っています。昨年 10 月３日の研究発表会では全学級

の授業を公開し、第１学年１組と第３学年１組において、英語

科と数学科の研究授業が行われました。全体会では、研究報告

に続き、兵庫教育大学学長・文部科学省中央教育審議会委員の

梶田叡一先生の講演がありました。 

 地域の人材や教材を生かしながら、上記の３つの力を伸ばす

ために、様々な工夫が見られました。今後、さらに充実した実

践が期待されます。 

【田辺市立田辺東部小学校】 

 研究主題は、「郷土に愛着を持ち、未来をたくましく生きる児童の育成～地域資源の活用に基づく国語力の

向上と学びの創成をめざして～」です。研究の中心には、国語科と総合的な学習の時間を位置づけ、国語科で

は従来の読解力のとらえ方から PISA 型読解力への転換を図る指導を、総合的な学習の時間では地域教材の発

掘と活用を実践目標として推進しています。 

 ２月 22 日には研究発表会が開催され、各学年で授業を公開した後、低・中・高学年ごとに分科会がもたれ

ました。午後の全体会では、研究報告に続き、青山学院大学の小森茂教授の講演がありました。PISA 型読解

力の育成に県内で初めて全校で取り組み始めたこと、これまでの取組に PISA 型読解力の視点を加えた形で推

進したこと、総合的な学習の時間の再構築をして地域に学ぶ取組を展開したこと等が評価されます。今後は、

全教科で PISA 型読解力を育成することや、系統性を重視した年間指導計画を作成すること等の取組が期待さ

れます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

体育科の公開授業（先輩ランナーに学ぶ） 

低学年分科会 

 

第３学年 国語科 



 
 

 
２月 23 日（金）に、平成 18 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、市町村教育委員会教育長、

指導主事や学校長をはじめ、県内各地から多数の教員の出席をいただ

きました。ここに厚くお礼申し上げます。 

 
教育センター学びの丘にある顕微鏡やプラネタリウム等の理科に関する機器や情報機器等を活用して、教員

が授業を行うことができます。周辺の自然観察や施設見学と組みあわせて校外学習に位置付けることも可能で

す。下に示したパンフレットを近々各学校に配布します。平成 17・18 年度実施の事業によって開発されたモ

デル授業の概要を掲載していますのでご覧ください。 

センターでは授業づくりに係る指導助言及び授業支援等のサポートを行いますので、これを機会として、児

童生徒の学ぶ意欲を高める授業改善の取組や、魅力あるカリキュラム開発によって特色ある学校づくりにつな

げることができます。 
申込み期日や方法については、別途、実施要項で通知します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
教育センター学びの丘から学校へ観察・実験器具とともにスタッフが出向き、小学校教員の理科観察・実験

に係る指導力向上と、子どもたちの理科への興味関心・科学的な思考を養う授業づくりの支援を行います。詳

しくは、新年度に入って通知します。概要は以下のとおりです。 

（１）出前授業と現職教育 

教員とＴＴで観察・実験器具を用いた授業（具体的な内容については別途案内）と、観察・実験に係 

る基本的な技術講習を中心とした現職教育を併せて実施します。 

（２）観察・実験に係る指導力向上研究会 

教員が観察・実験の授業に自信をもって取り組み、その成果を地域に広げることを目指します。近隣 

校の教員グループによる理科に関する授業研究や教材研究を、拠点校に出向いて支援します。 

 

【研究発表会開会式の様子】


