
 

 

 

平成１９年１０月 

秋季号では、教育委員会指導事務担当者会議、基本･専

門研修講座、研究開発課だより等について紹介します。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
８月 31 日(金)、学校教育局小中学校課所管の第３回市町村教育

委員会指導事務担当者会議を、｢学校評価｣をテーマに開催しました。

TV 会議システムを利用し、出席者数は紀北会場 25 名、紀南会場 21

名。会議は、実践発表、グループ別協議、グループ別協議のまとめ

という内容でした。 

まず、かつらぎ町教育委員会稲本雅美指導主事から、｢義務教育

の質の保障に資する学校評価システム構築事業｣について発表があ

りました。その内容は、学校評価の基本目標｢学校・保護者・地域の共同による教育の質の保障を図る｣、｢教

育委員会の学校への支援の充実を図る｣を明確にしたものでした。こ

の事業の成果は、(１)各学校の教育目標と実践のずれがなくなったこ

と、(２)教職員の評価に対する意識が高まったこと、(３)保護者や地

域住民の学校に対する意識が高まったこと、(４)教育委員会が各学校

に対してより適切な対応策を講じることができたこと等でした。ま

た、学校評価に対する教育委員会の取組が、学校関係者や保護者、地

域の方々の意識を変え、学校をよりよいものへと変えていくサイクル

が機能し始めたということでした。 

グループ別協議は、｢外部評価(学校関係者評価)｣と｢評価結果の公表｣の２点に絞って行いました。そこで

は、市町村教育委員会が｢外部評価委員会設置要綱｣や外部評価を進

めるタイムテーブルを学校に示すことが大切である等の意見が出さ

れました。 

学校評価は、児童生徒、教職員、保護者が一層元気になるように

するためのものであり、そのために様々な工夫が必要になります。 

また、今回開催した TV 会議システムは、南北に長い本県の地理的

条件を考えると、移動時間・移動距離を短縮することができる有効

な手段であり、さらに充実させていく方策を検討中です。 
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 10 年経験者研修選択研修③は、８月３日(金)、５年経験者

研修③と合同で、｢障害のある子どもへの支援｣と｢この人に学

ぶ｣の内容で実施しました。｢この人に学ぶ｣は、例年、社会で

活躍している人から教員としての在り方や生き方を学ぶこと

を目的として実施しています。 

 今年度は、在フィンランド日本国大使館に勤務されていた 

元外交官 北川 達夫氏(現日本教育大学院大学客員教授)を招

き、｢国際社会における『個』を育むために －世界基準のコミュニケーション教育の必要性－｣と題し、講演

していただきました。その中で、北川氏は、国際舞台における日本人のコミュニケーション力不足を痛感

し、子どもに世界基準のコミュニケーション力を育成することの必要性を実感したことから教育者へ転身し

たという自身の生き方を紹介しました。また、世界基準のコミュニケーション力の育成に、話す言葉の１つ

１つに重みを持たせようとしたフィンランドメソッドが有効であるということ等の内容は、フィンランドで

の外交官としての経験をもつ教授であるからこそ聴くことができるものであったといえます。 

 受講者からは、｢外交官から教育者への転身という先生の生き方を通し、自分自身も現状に流されるだけで

なく、１つ１つ立ち止まって考えていく気持ちを大切にしたいと思います｣｢外交官として考えられた様々な

ことに対し、とても興味深く感じました。コミュニケーション能力で大切なのは『相手意識』であるという

ことに『なるほど！』と納得できました｣等の感想が寄せられました。 

 
 平成 19 年度幼稚園等新規採用教員研修園外研修⑨宿泊研修

が、７月 25 日(水)～26 日(木)、国民宿舎紀州路みなべで実施

され、公立及び私立幼稚園の新規採用教員 30 名が、受講しま

した。１日目はオリエンテーションの後、田辺市ふるさと自然

公園センターに移動し、教育センター学びの丘指導主事による

｢自然との関わりを深める指導｣について研修を行いました。受

講者は、｢自然から何を学ぶか｣｢野外活動で注意しなければな

らないこと｣等の講義を受けた後、実際に網や虫かごを持って

同センター周辺で、グループに分かれて動植物の採取、観察を

行いました。 

 ２日目は、大阪信愛女学院短期大学講師 舟井賀世子氏が｢表

現活動の指導 －楽しい造形活動－｣として講義・実習を行いま

した。画用紙、絵の具、ペットボトル等いろいろな教材を使っ

てカレーライスやパ

フェ等、幼児が大好

きな物を次々と創作

し、受講者からは、｢自分が子どもになったかのように楽しむ事

ができ、是非これらの遊びを子どもと一緒に楽しみたいと思っ

た｣等の感想が寄せられました。 

また２日間を通して、持ち寄った日々の実践の交流・協議を

行い、受講者間の相互理解を深めました。 

 



 

 
 防災の取組を進めるには、自助・共助・公助を総合的に高め

ていく必要があります。児童生徒が自らの身を守る自助力とと

もに、地域で支え合う共助力や防災意識を高めるための授業づ

くりに活かすために、８月 30 日(木)に、地域との連携をテーマ

として講義や演習を実施しました。 

 午前中は、昭和南海地震時の体験をもとにした公民館活動で

の防災の取組等についての講義(講師：田辺市新庄公民館長・柏

木多美男氏)と、本県を含む４県が共同で作成した｢防災教育教材｣教材の紹介を含めて防災教育の概論につい

て講義を行いました。午後は、地域の自主防災組織との連携を取り

入れた実践発表(発表者：串本町立大島小学校・森田成一教諭)、地

域防災活動でよく用いられる DIG(災害図上演習)という手法につい

て講義・演習(講師：和歌山工業高等専門学校准教授・小池信昭氏)

を行いました。 

 定員を大きく上回る 69 名が参加し、｢防災意識を高めるうえで非

常に勉強になった｣｢今後、地域と連携して実用性を深めていきた

い｣、｢初めての DIG 実習が参考になった｣等の感想を得ました。 

 
７月 27 日(金)、串本町で磯の生物や岩石の観察についての自然観

察研修講座を実施し、小、中、高等学校の教員 28 名が参加しました。 

最初に、串本海中公園センターの宇井晋介支配人から、ラムサー

ル条約に登録された串本町周辺のサンゴ群集とその教育活用につい

て講義をいただいた。スクリーンに映し出されたサンゴの海の美し

さに、受講者からは感嘆の声があがりました。 

磯の生物観察では、参加者がグループに分かれて多種類の貝類や

甲殻類、ウニやナマコ類等を採取しました。その後、グループ毎

に｢採取物｣を披露し合い、串本の海の豊かさを実感しました。 

最後に景勝地、橋杭岩で地層と岩石をテーマに野外観察法の研

修をしました。橋杭岩の根元に近づき、橋杭岩が黒い泥岩の間か

ら伸び上がっている様子を観察し、太古の昔、泥岩にマグマが貫

入して隆起し、長い時間の浸食の果てに、今の景観があることに

思いをはせました。 

 
 昨年度まで実施していた｢ソーシャルスキルトレーニング研修講

座｣を本年度から｢グループアプローチ研修講座｣と講座名を変更し

て、７月 26 日(木)、27 日(金)の２日間にわたり実施しました。 

 この講座の目的は、ラボラトリー方式の体験学習、構成的エン

カウンターグループ等のグループアプローチに関する演習を通し

て、学級活動や学校行事等に活用できるグループアプローチの手

法を習得するとともに、児童生徒の心理的な発達を促すための実

践力を養うことを目指しています。 

 

グループによる DIG 実習のようす 

 グループで協議した内容を発表



１日目は、南山大学人文学部心理人間学科教授の津村俊充氏を講師に迎え、グループ体験を通して学ぶこ

との有効性と具体的な実施方法について、演習を交えながら講義していただきました。 

 ２日目は、紀南相談課瀬戸教育相談主事が、グループアプローチの

手法を実際に用いた演習を行いました。 

 受講者からは、｢グループ体験を通して人間関係が作られていく過

程が実感できました｣｢今後、学級活動などで活用していきたい｣など

の感想が寄せられました。 

 

 

 

 この講座は教員が互いに学び合い、教材の開発を行うとともに、地域の特

性を生かした校種連携を通して、授業のあり方を研究し生徒の学力向上や地

域の教育力を活性化することを目的に開催しているものです。このグループ

では数学的に解釈する力や表現する力に課題があると考え、小学校から高等

学校まで系統的に学習する内容である「関数」に焦点をあて、中高が連携し

て生徒が意欲的に活動できる教材の

開発・研究を行いました。 

 10 月２日(火)の研究授業は荒川

中学校で行われ、具体的な事象の中

から２つの数量関係を見いだし、どんな関数であるのかを表やグラ

フで説明できることを目標としました。また、発展的な内容として

高等学校で扱う関数も取り入れ、コンピュータで視覚的にとらえる

ことで、生徒たちは興味を持って授業に取り組んでいました。 

 

 当センター学びの丘のカリキュラムセンター機能を活性化する取

組のひとつとして、６月からカリキュラム開発の研究会活動がスタ

ートしました。 

 本研究会は｢南方熊楠と関連させた単元『自然と人間』のカリキ

ュラム開発｣をテーマとして、田辺市、白浜町、上富田町、みなべ

町に勤務する中学校の理科担当教員が参加しています。国立教育政

策研究所の五島政一研究官の助言をいただきながら、これまでに４

回の研究会を実施し、既に会員の勤務校で授業実践が行われています。また、教材開発や指導計画作成を目

的として、南方熊楠記念館での研修や、粘菌の観察実習も行いました。 

 さらに、8 月 16 日(木)の第４回研究会では、田辺湾に浮かぶ神島(国指定天然記念物)で現地調査を行いま

した。神島は南方熊楠が御進講を行った記念すべき地であり、自

然保護活動のシンボルでもあります。調査にあたり、神島が天然

記念物指定に至る経緯や熊楠らが｢自然そのままの状態を後の世代

に残したい｣と願った思いを学ぶことができました。今後、現地で

植物や動物の現状を取材した成果を教材化し、授業での活用につ

いて研究を進めていく予定です。 

※神島への無許可での上陸は禁じられています。今回は許可を得

て調査を行いました。 

 

神島に上陸した研究会のメンバー

ハカマカズラ（ワンジュ）を観察するようす 



 
 

 
９月 21 日(金)、受講者の自主ゼミが、有田郡広川町で行われました。 

広川町語り部ボランティアの方の案内で、濱口悟陵が私財を投じて行

った偉大なプロジェクト『広村堤防』の説明を受けた後、稲むらの火の

館(濱口梧陵記念館・津波防災教育センター)を見学しました。 

当日は急きょ、和歌山大学防災教育研究プロジェクトの此松昌彦准教

授もお越しくださり、近い将来の発

生が予想される東南海・南海地震が

起こったと想定した

映像や津波の脅威を

疑似体験もでき、大

変有意義な自主ゼミ

になりました。 

 
８月 29 日(水)、研修室４にて、｢子育てほっ！とサロン｣の公開講

座がありました。講師先生には筑波大学大学院教授の安梅勅江氏・

浜松市児童相談所相談グループ長 柴田俊一氏にお願いし、『子育ち

の環境』～子どもとの生活チェックリストを通して～というテーマ

で、講義や演習を行いました。 

 参加者はアイスブレーキン

グで楽しく交流した後、自分

の子どもとの接し方について

考えたり、チェックリストを使って子どもとの生活を振り返ることが

できました。 

 また、９月 29 日(土)、研修

室１にて、AFFA のインストラ

クター松原公美氏・吉見美穂氏をお招きし、第２回目公開講座『親子

体操』が行われました。 

 親子体操をとおして子どもとのコミュニケーションだけでなく、参

加者同士の交流もでき、｢ぜひ、もう一回親子体操に参加したい」と

いう感想がたくさん寄せられました。 

 
 10 月 14 日(日)、和歌山大学経済学部教授の中村太和氏より｢災害

に強い地域づくり｣の講演の後、｢地域で防災意識を高めるために｣

をテーマとして、自主防災組織等で活躍されている方々によるパネ

ルディスカッション(コーディネーター 和歌山大学生涯学習教育

研究センター教授堀内秀雄氏)が行われました。 

 参加者からは｢直面している課題の再認識ができた。今日の学び

を地域に持って帰り、必ず広めたい｣等の感想が寄せられました。 

 

 

｢稲むらの火の館｣の見学 

｢広村堤防｣にて 

『子育ちの環境』 

『親子体操』 

『親子体操』 

『パネルディスカッション』 



 
 

 
 平成 19 年度長期研修員が研修を始めて半年が経過しました。

それぞれに真摯な態度で研究に取り組み、充実した研修を行って

います。 

 ９月 13 日(木)、14 日(金)に、第２回研究報告会を開催しまし

た。各研修員は、５月に行った第１回研究報告会で示した研究の

方向性に基づき研究を進めてきました。今回は、その中間報告と

して研究内容を説明し、これまでの研修の成果を存分に伝えるこ

とができました。 

 今後、本研究報告会での指導助言を基に、検証授業実施等を通

じて、さらに研究を深めていきます。平成 20 年２月に開催予定の研究発表会では１年間の研究のまとめを発

表する予定になっています。 

 
【第２回研究報告会で発表された各研修員の研究テーマ】 

研修分野 研修員 研究テーマ 

北山 憲昭 
（日高川町立笠松小学校） 

地域の自然を生かした理科の授業づくり 
－日高川の教材化を通して－ 

杉村 秀二 
（有田川町立吉備中学校） 

科学的な思考力を高める理科授業の工夫 理科 

玉置 奈緒子 
（田辺市立高雄中学校） 

地域の自然と先人南方熊楠を題材にしたフィールドワーク実践 
－アースシステム教育に基づく中学校理科カリキュラムの開発－ 

体育 
松尾 研也 

（紀の川市立西貴志小学校） 

自らめあてを持ち、運動する楽しさを実感できる指導法の工夫 
－器械運動のグループ学習を通して－ 

道徳 
山本 富康 

（御坊市立御坊小学校） 

学級内でのよりよい人間関係を育む道徳教育 
－学級活動との有機的な関連を重視した道徳の時間の工夫－ 

生徒指導 
御前 政貴 

（有田市立保田中学校） 

生徒指導について考える 
－生徒の自己実現能力を高めるには－ 

井岡 佳代 
（紀美野町立野上小学校） 

小学校における別室登校児童への理解と支援について 
－保健室登校をしていた児童への関わりをもとに－ 

教育相談 
淀谷 弥衣 

（海南市立加茂第二小学校） 

特別支援教育を推進するために 
－同僚性を高める研修の提案－ 

榎本  博 
（田辺市立中山路小学校） 

小学校における英語指導 
－中学校英語との接続を考えた指導の在り方－ 

溝内 聡子 
（串本町立大島小学校） 

ふるさと和歌山を生かした授業づくり 
－地域の題材を生かした総合的な学習の時間の教材開発－ 

指定 

宮本 憲一 
（白浜町立田野井小学校） 

環境に働きかける実践力を育成する授業づくり 
－地域の題材を生かして－ 

 
 

 


