
 

 

 

平成２０年 １月 

冬季号では、全教連 教育課題協議会、学びの力育成研

究、教育指導室だより等について紹介します。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
アバローム紀の国(和歌山市)を会場に、県内外から133名を迎え、

29日は開会行事、基調講演、シンポジウム、また、30日は２つの分科

会に分かれて発表及び協議等が行われました。 

文部科学省初等中等教育局 教育水準向上PT学力調査室長 高口 努

氏による｢学力調査に関して教育センター等が果たす役割｣と題した基

調講演では、前半に昨年４月に実施された全国学力・学習状況調査の

意義・目的や小学校算数Ｂの問題を例にあげ、調査結果の具体的な活

用方策について紹介されました。 
後半では、教育センター等に期待される役割として、児童生徒の

学力の分布状況等を把握・分析することや、知識・技能を活用する

力を育成するための具体的な指導方法等の開発、各学校における

PDCAサイクルの確立に向けた取組に対する助言・支援をすること

等、５点にわたって指摘されました。 
続いて、国立教育政策研究所総括研究官の千々布 敏弥氏をコーデ

ィネーターに迎え、｢学力調査をどのように生かすか｣をテーマにシ

ンポジウムが行われました。京都市総合教育センターから｢学力定着

調査の取組｣、滋賀県総合教育センターから、｢県英語基礎学力診断調査の取組｣、そして学びの丘からは｢県

学力診断テスト 小・中学校用分析ツール｣等６名のシンポジストが発

表等を行い、会場の参加者を交え質疑応答が活発に行われました。 
30日の分科会協議では、第１分科会は｢教員研修の方法と評価につ

いて｣、第２分科会は｢教育情報の活用について｣をテーマとして、そ

れぞれ３～４本の発表の後、グループ協議、全体協議が行われ、２日

間にわたる和歌山大会の幕を閉じました。なお、来年度の教育課題研

究協議会は北海道で開催の予定です。 
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初任者研修では、初任者が実践的指導力と使命感を身に付け、幅広い

知見を得ることを目的として、校内外での研修に取り組んでいます。特

に、｢教師の命｣といわれる授業の指導力向上を目指した研修を重視して

います。授業力アップ研修では、｢学習指導案の作成・検討｣や｢評価と

授業改善｣等、授業づくりの基礎・

基本に関する研修を行うととも

に、昨年９月から今年１月まで

に、66校を会場に授業研修を開催しています。授業研修では、研究授

業、公開授業、研究協議等が行われ、特に、研究協議では、互いの協

議を深めるため、フリーカード法を取り入れる等、会場ごとに工夫を

凝らした研修を行っています。 

フリーカード法による研究協議 

 
 広島国際大学 河本 肇教授が、｢生徒指導上の諸問題｣をテーマに、

午前は、生徒指導上の様々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、具体例を挙げての講義、午後は、児童生徒への対応の

実際について＊インシデント・プロセス法を取り入れた事例研究を行い

ました。最後に、河本教授は、

児童生徒との｢対話｣を大切にした｢子どもたちと夢を語り、心を育む

教育｣の実践を受講者に託しました。(＊｢インシデント・プロセス法」は事

例研究の一つで、事例提供者に対して、参加者が質問することで事例の概要を明

らかにしながら、対応策等を協議する方法です。) 

 受講者からは、｢生徒指導とは『教育そのものである』との言葉が

心に残りました｣｢一つの事例をみんなで話し合う中で、相談すること

の大切さを実感しました｣等の感想が寄せられました。 

 
 
 

この講座では、情報セキュリティ研究所研究員 米田宗義氏から｢情

報発信における留意点について｣の講義がありました。情報の取扱いや

情報発信についてのルールと、｢だれが、何を、いつ、どこで、なぜ・

どんな目的で、どのように、だれに対して、どの程度、誰とともに｣と

いう５Ｗ１Ｈ＋３Ｗを考え、情報発信を効果的に行おうというもので

す。その後、｢学校におけるホ

ームページの事例について｣の

講義を行いました。午後からは、校種ごとにグループになり、具体的

な事例をあげて情報発信の演習を行いました。 

 受講者からは、｢午前の講義の内容をもとにして、午後の事例演習

をすることで、具体的に理解できた｣｢グループでの演習を取り入れる

ことで意見交換が活発になり、多くの意見の交換ができてよかった｣

などの感想が寄せられました。 

 

研究協議の様子

グループを作って演習へ



 
午前は、金融広報中央委員会事務局から岡崎竜子氏を講師に迎え、

消費者教育の視点から金融教育の必要性、ねらい、内容等の説明があ

りました。様々な資料を参考に、具体的な実践事例や指導計画を数多

く紹介され、｢金融教育を進めるうえで、非常に参考になる教材と指

導の工夫を教えていただけた｣等の感想が寄せられました。午後は、

実践交流・研究協議を行った

後、管理栄養士 大更元子氏を

講師に、和歌山の素材(梅干し、＊ひとはめ、みかん)を生かした調理

実習を行いました。５品の調理とともに、食育の実践例や課題を聞

くことができ、「食育が言われている昨今、身近な食材でひと手間

かけるだけでできる調理を教えていただくとともに、経験すること

の大切さを再認識できた。今後の授業に生かしていきたい」等の感

想が寄せられました。(＊｢ひとはめ｣は田辺湾特産の海藻です。) 

 
世界遺産の熊野古道や高野山など、本県には多くの誇るべき自然や

文化・歴史があります。和歌山の特色を生かした教育を推進すること

は、児童生徒の学ぶ意欲を高めるうえで重要です。本研修講座は３年

目を迎え、今回はみなべ町内で実施しました。 
午前中、和歌山大学 海津一朗教授が、みなべ町の歴史について講

義し、発掘された遺物等を見

学しました。午後は、同教授

の指導のもと、三鍋(みなべ)
王子社や安養寺などを巡り、現地で研修を深めました。最後に、南

部湾を一望できる猪野山(いのやま)で講座を締めくくりました。 

猪野山(いのやま)の板碑を見学 

受講者からは、｢地域素材を活用した授業づくりを行いたい｣など

の感想が出されました。今後、本研修を生かし、地域に根ざした実

践の広がりが期待されます。 
三鍋(みなべ)王子社の見学 

 

この講座は、これからの学校経営に求められる事務職員の専門

的能力の向上を図るために開催しました。受講者は経験25年以上の

県立学校事務職員で、午前は、国立教育政策研究所総括研究官 千々

布 敏弥氏から、マネジメント研修に関する解説に続きグループ協議

が行われました。 

 午後は、開智中学校・高等

学校  西下博通校長から、学

校での窓口や電話の対応、公

立学校と私立学校の意識の違いなどの講義が行われました。受講

者からは、｢日々、物事を多面的にとらえる習慣づけが大切｣｢今後

トレーニングをして、多様な考えを引き出せるようにしたい｣｢私

学の良い所を職場に取り入れたい｣｢コーチングに関する研修を実

施してほしい｣等の要望や感想が寄せられました。 



 

 
 

 

有田川町立御霊小学校と串本町立大島小学校の６年生が、きのくにｅ

ラーニングシステムのTV会議機能を活用し、交流を行いました。授業で

は、それぞれの地域で見られる地層や岩石、化石について調べたり学習

したりした内容を発表し、質問や感想を交換しました。発表に対しての

質疑が行われ、活発な授業になり

ました。 

今回の受講者は、ネットワーク

を活用した交流について、ほとんど経験がありませんでしたが、TV会

議の運営を体験するとともに、他校との交流を行うことで児童の学習

意欲や表現能力、コミュニケーション能力等が高められる効果があり

ます。相手校との協議、機器の活用などについて理解を深めることが

できました。 

 

この講座は、地域の特性を生かした校種連携等を通して、授業の在り

方を追究し教材研究や教材開発等の授業改善を行うことで、児童・生徒

の学力向上や地域の教育力の活性化に資することを目的に開催している

ものです。紀北小中グループでは、確かな計算力をつけるための工夫や

自らの考えを表現する力の育成を研究テーマに取り組んでいます。 

 11月５日(月)、紀の川市立丸栖

小学校での研究授業は近隣校の教

員とTT指導を行う取組を行いました。また、11月22日(木)、紀の川市立

東貴志小学校での研究授業では近隣中学校教員とTT指導を行いました。

教材・教具や指導の工夫改善により、児童の関心や意欲が高まり活発な

授業が展開されました。子どもたちは、自らの考えを発表し練り合う活

動をとおして、立式や計算方法の理解を深めることができました。 

 
第２期では、11月14日（水）に日高川町立三百瀬小学校で実施し、

｢ヒッツキムシ｣を顕微鏡で観察し、種子の散布の仕方を考えました。

また、｢発電にチャレンジ｣では、簡易燃料電池と手回し発電機を用い

た電気の実験を行いました。11月21日(水)には橋本市立信太小学校

で、｢電気をつくろう｣をテー

マに備長炭などを用いて電池

をつくりました。また、両校

での出前授業後、｢電気に関

する実験｣や｢顕微鏡による観察｣についてのミニ講座(現職教育)を行

いました。 

 来年度、子どもたちの自然に対する関心や興味を高めるためにも

出前授業のメニューを増やして実施していきたいと考えています。 

 

交流授業のようす 

TV 会議による研究協議 

丸栖小学校での研究授業 

東貴志小学校での研究授業

ヒッツキムシの観察 

備長炭電池の実験



 
 

 

 
古座川町の一枚岩河川敷にて、ふるさとを愛し、それぞれの立場でま

ちおこしの活動を積極的に行っている方々が集まって語り合う、東牟婁

地方生涯学習シンポジウムを開催しました。 
 当日は晴天に恵まれ、雄大な一枚岩をバックに､｢愛するふるさとを語

る－私に影響を与えた３人－｣と題した、｢古座川街道やどやの会｣の室 
實信氏の講義、また和歌山大学の堀内秀雄教授をコーディネーターにお

迎えし､パネルディスカッションが行われました｡ 
 ｢古座川町ゆず平井の里｣の前田春奈氏・大西佐登里氏やＩターンで那

智勝浦町色川に在住されている原和男氏らパネリストからは、子どもや

若者の人数が少ないのが不安だが自然や人情が豊かなこと、地域に暮ら

す人々との温かいつながりがあること等が熱っぽく語られ、熊野の山々

の濃密な空気に包まれた会場は、集まった参加者とともに不思議な一体

感に包まれました。 
最後に、次の詩を紹介します。 

古座川の川はうれしく きらきらおどり 山は優しく 眩しいてのお 

空は深く 青うてのお 気持ちはいつも 輝いていたいんじゃよ 

春が好き 夏も好き 秋も好き 冬も好きなんじゃわ 

あがら一緒の 古里じゃから  （「方言のふるさと」 室 實信 ） 

 
学びの丘で平成19年度｢きのくに学びの日｣記

念行事(紀南の部)が開催されました。記念式典

が行われた多目的ホールでは、｢きのくに県民カ

レッジ｣で100単位を取得した那智勝浦町の古川

慶次氏にブロンズマスターの認定証が交付さ

れ、県立熊野高等学校くまのサポーターズリーダーによる｢よさこ

い踊り｣｢南中ソーラン節｣の発表、｢きのくに教育賞｣の受賞者、中

瀬古多太子教諭(新宮市立丹鶴小学

校)の実践報告がありました。 

くまのサポーターズリーダー 

 また、フリーアナウンサー、小林睦郎氏による講演｢ことば、その大切な

もの｣では、方言の魅力や日常生活の中でできるだけ具体的に伝える努力を

することの大切さ、受け手としての感受性を磨いていくことの大切さ等が語

られました。 火おこし体験 

他にも、学校給食のレプリカ等の

展示や県立学校生徒による農産物等

の即売、スポーツ体験(太極拳・スナ

ッグゴルフ)、火おこし体験、ストロ

ーひこうき作り等の催しがあり、当

日は多くの人でにぎわいました。 小林睦郎氏の講演 
スポーツ体験（スナッグゴルフ）



 
 
 
 各研修員は、第２回研究報告会(９月13・14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・研究員名 研究テーマ及び研究の進捗状況 
科学的な思考力を高める理科授業の工夫 

有田川町立吉備中学校 

教諭 杉村 秀二 
科学的な思考力を高めるために、授業の中で思考する場面をどう設定し、個々の

生徒への支援を具体的にどう行うかを中心に研究を進めている。未知の気体を調べ

る実験について検証授業を行い、現在、その分析及び考察を行っている。 
生徒指導について考える 

有田市立保田中学校 

教諭 御前 政貴 
｢自己実現｣をキーワードとし、臨床心理学や発達心理学の知見を取り入れた生徒

指導の実践について研究している。現在、思春期の生徒に対する心理的支援をどの

ように行っていくべきかを考察している。 
学級内でのよりよい人間関係を育む道徳教育 

御坊市立御坊小学校 

教諭 山本 富康 
 アンケート調査から明らかになった学級の課題をふまえ、道徳の時間と学級活動

を関連づけた検証授業を実施した。現在、事後調査を分析し、学級の課題解決のた

めの道徳の時間と学級活動相互の関連付けについて、研究を行っている。 
小学校における英語指導 

田辺市立中山路小学校 

教諭 榎本 博 
 中学校第１学年を対象に実施した英語学習に関する意識調査をもとに、小学校で

の検証授業を計画した。検証授業では、児童の身近にある単語を使って、段階的に

文字に慣れるように指導した。現在、テーマに関わって分析と考察を進めている。

環境に働きかける実践力を育成する授業づくり 
白浜町立田野井小学校 

教諭 宮本 憲一 
検証授業では、日置川での川遊び(魚釣り)や地域の方から昔の日置川の様子を聞

くことから、環境に対する感性を高めるとともに、児童自ら考えた方法で日置川の

水質を調査した。現在、その分析と考察を進めている。 
ふるさと和歌山を生かした授業づくり 

串本町立大島小学校 

教諭 溝内 聡子 

ふるさとに愛着を持ち、主体的に学習できる児童の育成をめざし、検証授業を実

施した。地域の方々からの聞き取りや体験活動を通してふるさとのよさを再発見す

るとともに、ブログ等で情報発信を行った。現在、その分析と考察を行っている。

特別支援教育を推進するためのシステムと研修の提案 
海南市立加茂第二小学校 

養護教諭 淀谷 弥衣 
特別支援教育を推進するためのシステムと研修について研究をしている。特別支

援教育においてチーム支援を効果的に行うための試みとして、同僚性を高めること

を目的とした校内研修を実施した。現在、その分析、考察を行っている。 
｢環境｣をテーマとした中学校理科カリキュラムの開発 

田辺市立高雄中学校 

教諭 玉置奈緒子 

地域の先人・南方熊楠の遺業を学習し、自然の中で探究的な学習を行うことによ

り、主体的に学ぶ子どもが育つカリキュラムを研究している。検証授業では、会津

川の環境調査を行った。現在、その分析と考察を行っている。 
小学校における別室登校児童への理解と支援について 

紀美野町立野上小学校 

教諭 井岡 佳代 
海草地方の小学校教諭・養護教諭に別室登校児童についての意識調査を実施し、

調査結果の分析を行っている。学校全体の共通理解とそれを基にした支援の方法に

ついて大切なものは何かを考察している。 
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 

紀の川市立西貴志小学校 

教諭 松尾 研也 
器械運動において、めあてを的確に持ち、仲間と豊かにかかわり合える指導法の

研究を行っている。検証授業では、グループ学習を取り入れ、技能の向上とともに

情意面の成長などを見取ることができた。現在、その分析と考察を行っている。 
地域の自然を生かした理科の授業づくり 

日高川町立笠松小学校 

教諭  北山 憲昭 

学習内容を日常生活と結びつけ、実感を伴った理解を図るため、地域の自然を生

かす学習の研究を行っている。検証授業では日高川を題材として、モデル実験、現

地観察、試料の提示などした。現在、その分析と考察を行っている。 

 



 

 
 

 

平成１９年度 小中一貫教育モデル校事業 （新宮市立三輪崎小学校・光洋中学校） 

 本事業は、小中一貫した組織運営を含めた教育システムや教育内容

等に関する研究を行っています。三輪崎小学校と光洋中学校は、両校

全教職員が分担して全教科における９年間を見通した年間指導計画の

研究・作成や小中の教諭による授業交流・児童生徒の交流学習会の取

組を進めてきました。研究発表会当日は、中学１年生が小学校教諭の

指導のもと小学校６年生に中学校を紹介するプレゼン資料作りや、地

域人材の指導による｢お茶｣に関する公開授業等が行われました。両校

は、約500ｍ離れた立地条件の中、小学校と中学校のよさを残しつ

つ、既習事項の学び直しを入れた年間指導計画を立案するなど県内外に誇れる実践研究を行っています。 

小６英語活動の様子(授業交流)

 

 
 

 

 以下の研修講座に係わる資料を、きのくに教育iDCコンテンツとして登録しています。どなたでも自由に閲

覧できますので、気軽にご覧ください。授業にもお役立てください。 

 http://idc.wakayama-edc.big-u.jp/index.jsp 

環境・自然科学コース 『空の歳時記２００７』 

ｵｽｽﾒ対象：小・中・高等学校理科 

関連講座：小学校理科教育研修講座(発展)、中学校理科教育研修講座 

 

 

 

 

2007年２月４日から、毎日の空の風景を中心に、季節の理科ネタが

満載です。微速度撮影した雲動画も毎日アップ中。インターネット百

葉箱の気象データと合わせれば、｢空｣を中心に魅力ある授業を展開で

きるでしょう。みなさんを｢空｣へお誘いするコンテンツです。 

※２月４日は立春。空を二十四節気・七十二候ごとに整理し、季節の変化と対

比しやすくしています。 

歴史・郷土・地域コース 『小田井堰 今昔』、『小田井堰 高野口の町並み』 

ｵｽｽﾒ対象：小学校社会、総合的な学習など 

関連講座：地域教材を生かし子どもたちが自ら考える社会科学習研修講座 (小学校) 

 

 

橋本市にある同堰とその周辺地域の変遷を紹介した資料です。先生方が教養を

深めるために、また調べ学習の素材としての活用が考えられます。 

 

プラネタリウムで、球型の天井に投影された満天の夜空を観賞し、

その後屋上公園で、実際の星空を観察しました。オリオン星雲や流れ

星も数個見ることができ大きな歓声が上がりました。 

 また、12月12日(水)には田辺市立三里中学校１・２年生の21名がプ

ラネタリウムを観賞し、｢月｣について学習しました。 

プラネタリウムの個人観賞は今年３月まで毎月１回予定していま

す。詳しくは、和歌山県教育センター学びの丘総務課までお問い合わ

せください。 
屋上公園での星空観察 


