
 

 

 

平成２０年３月 

特別号では、きのくに教育情報・授業モデルメッセ、基本研修講座、

研修員だより等について紹介します。 
 
 
 
 
 
 
 

目次 ･Close-Up News きのくに教育情報・授業モデルメッセ 
･基本研修講座 ･生涯学習支援 
･専門研修講座 ･研修員だより(研究発表会) 
･教育指導室だより ･お知らせ 

幻日環(教育センター学びの丘で撮影)…詳しい解説はこちら

 
 
メッセとはドイツ語で、｢見本市」を意味します。本センター及び県

内の各地域において、教員どうしが協働して取り組んできた教材・授

業研究の成果を、この見本市において互いに発表し合い、協議を深め、

本県の授業改善、カリキュラム充実に役立てようとするものです。 

今回は、紀の川市内の小・中学校、中・高等学校のグループ及び日

高地域の中・高等学校のグループがそれぞれ算数・数学教育の研究成果を発表しました。また、紀南地域の

中学校教員グループ及び有田川町、白浜町の小学校教員グループも理科教育研究に取り組んだ成果をそれぞ

れ発表しました。33名の出席がありました。 

松田准教授の講義

午前は、東京工業大学大学院 松田稔樹准教授(社会理工学研究科

人間行動システム専攻)が｢学校とは？授業とは？学習とは？｣と題し、

学ぶ意欲を高める授業づくりについての講義を行いました。生徒か

らのフィードバックを敏感に感知し、理解のズレを生じないように

するセンスを大切にすることや、学ぶ意欲を高めるARCS動機付けモ

デル、ガニエの９教授事象等について話されました。 

午後の算数・数学分科会では、紀の川市内の小・中学校グループ

工夫について、中・高等学校グループは｢関数｣の扱いについて、ま

た、日高地域の中・高等学校グループは｢方程式｣演習教材の開発について、それぞれ発表しました。 

理科分科会では、紀南地域の中学

｢方程式｣演習教材の開発について 

が｢余りのある割り算｣と｢分数｣の授業の

校グループが｢地域の自然と南方熊楠翁とを関連させた授業づくり｣につ

い

校種間

の

て、白浜町の小学校グループは｢日置川の水質調査｣について、有田

川町の小学校グループは｢思考力を高める観察・実験の工夫｣について、

それぞれ発表しました。 

出席者からは｢校種を越えての連携によって、教科の系統性と

日置川の水質調査について

指導上の連携の必要性について理解し合えた｣｢多くの実践発表から

得たことを今後の授業づくりに生かしていきたい｣等の感想が寄せられ

ました。 

http://idc-reg.wakayama-edc.big-u.jp/data/MPS/DAT/WEB/3032/20080222/20080222.html


 
 
  

校外研修(１年目)のまとめとして、｢一年間を振り返って －自

己

き加えることによって、自分自身の一年間

、不安と期待が入り混じった採

用

８日(金 する必

校では初任者を含めた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

学校という組織の中

評価－｣と題する研修を行いました。４月からの校外研修のスナ

ップ写真をスライドで見た後、ワークシートを用いて自分自身の

一年間を振り返りました。まず、｢授業｣｢コミュニケーション｣｢元

気さ｣等の観点で一年間の充実度をグラフに表しました。時期によ

ってグラフの波に大きな変動があること、｢授業｣の充実度が｢元気

さ｣と関連していることなど、それぞれに気付きが得られました。

その他に、｢得意・不得意｣｢成果｣｢理想とする教師像｣について書

を総括することができました。さらに、グループ協議を行うとと

もに、午後の部の講義｢今、教員に求められていること｣(小中学校課副課長 楠 義隆)や｢初任者研修を終え

るにあたって｣(教育センター学びの丘所長 勝丸健司)を通した学びをもとに、教職

２年目に向けた意気込みや課題をまとめました。 

４月に実施した｢教職基礎研修①｣と同じ席につき

時の気持ちを思い返した初任者も多く見られました。ある初任者は、｢初心に返

ることができました。あの頃と同じようにひたむきに努力をしているか、まず、そ

れを考えました。“教員”の責任の重さに不安を感じ、悩んだこともたくさんあり

ましたが、研修のたびにさまざまな考えにふれ、また初任者同士が励

まし合いながら乗り越えてきたなぁと改めて思い返しました。来年度

からの新たな希望や期待、悩みや不安に対しても、この初任者研修で

得た経験を生かし、仲間と励まし合いながら努力していきたいと思い

ます｣と感想を寄せました。来年度夏には、２日間の２年次研修を行い

ます。今回の振り返りと課題設定をもとに、各自が教育実践を充実さ

せ、元気な姿を見せてくれることを期待しています。 

 

自己評価ワークシートをもとにした協議 

楠副課長の講義 

勝丸所長の講義

 ６月に始まった平成19年度10年経験者研修は、２月 )の共通研修３をもって、初年度に実施

修研修の８日間を終えました。共通研修３では、10年経験者研修初年度の締めくくりとして、午前の部｢キャ

リアについて｣、午後の部｢キャリアデザイン｣というテーマで、紀南相談課長 上野 晃が講義及び演習を行

いました。 

 今後、各学

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

おいて中堅的役割を担うことが期待されます。今回の研修は、各々の教員が、教員としてのライフステージ

において、計画的・継続的に自己の資質能力の向上に取り組んでいく

うえで示唆や意欲を与える研修となりました。 

 受講者からは、｢中期キャリアにさしかかり、

での自身の存在意義や自分らしさが発揮できているかを考えました。

今日の講義で学んだことを生かし、自分自身を見失うことなく工夫し、

ステップアップを考えつづけていきたいと思います｣｢これまでの経験

で培った専門性を、学校全体に関わる仕事や若手教員への支援という

形で還元していきたいと感じました｣などの感想が寄せられました。 
キャリアデザインに係る演習 



 
 
 

本研修会は、J

(A

i “Bridging the Gap: Looking at 

ETプログラムにより配置されている外国語指導助手

LT)と日本人外国語担当教員(JTL)を対象に、講義・演習・実践発表・

グループ協議を通して、基礎的・実践的なコミュニケーション能力を育

てるための効果的なティーム・ティーチングの在り方、指導方法、教材

等の活用についての知識・指導技術の向上をめざすとともに、外国語教

育やALTの職務に係る諸問題について理解を深めることを目的に２日間

の日程で実施しました。 

lva氏(神戸松蔭女子学院大学)から 主な研修内容は、Anthony J. S

language education from both sides”をテーマに効果的なティーム・ティーチングの在り方について、

Timothy A. Detmer氏 (第一学舎)から“Raising motivation and 

exploring the potential of team teaching”をテーマにコミュニケ

ーション能力育成のための活動場面の設定について、講義及び演習指

導を行っていただき、具体的な言語活動や指導法のアイデアを得るこ

とができました。また、中学校での指導実践の発表やグループ協議は、

ALTとJTL双方にとって有意義な意見交換の機会となりました。 

 

 

 

 ｢金銭教育｣とは、ものやお金を大切にする態

を

どもたち まれて何

度を身につけると

ともに自立して生きることができ、社会の形成者としてふさわし

い人間形成を目指す教育です。岩代小学校では、｢働くことの尊さ

を学びながら、人やものの大切さを知り、自ら実践する子どもを育

てる｣を研究主題に掲げ、11月30日、研究発表会が開催されました。 

研究授業はゲストティーチャーに｢ＪＡみなべ印南｣の出口晴夫氏

迎え全校児童62名による梅のしそ漬けを行いました。その後，金

銭教育指導者団体｢マネーじゅく｣代表陣内恭子氏による講演があり、

小学生に対するお金の教育の重要性についてお話しいただきました。子

不自由なく育っている現代だからこそ、ものの大切さ、働くことの尊さ、そして人の心の温かさに触れる機

会を意図的・計画的に持つ必要があります。 

が豊かなものに囲

 

梅のしそ漬けの様子

この事業は、全国に誇れる和歌山らしい学びの創造をねらいとし

着

ボット

ており、名田中学校はより地域に密

した形で研究を進めてきました。｢名田らしい豊かな学びの創造｣を研究主題に、名田小学校や国立和

歌山工業高等専門学校との連携が積極的に行われています。 
 研究発表会当日は、中学校３年生が小学校５年生にプチロ

プチロボット製作の様子 

の製作を指導したり、高専で学んでいる留学生と１年生が交流をす

るといった生徒同士の交流学習の他、高専教員と中学校理科教員の

協働授業があったりと他に類をみない取組が公開されました。いろ

いろな立場の人々とのかかわりを授業の中に意図的・継続的に仕組む

ことが子どもたちを大きく成長させています。 



 
 
 

 

・研究に

ンバー(中学生、子育て

真っ最中の母親、会社員、自治会長、

山大学生涯学習教育研究センター 堀内秀雄

教

3日(日)、スペース～遊Ｕ～実行委員会では、｢子育て支援者等

て支援団体｢子育てサポートネットワークい

き

ざっくばらんに語り合う場

を

り

心に、

楽

サ 、『乳幼児のケガなど』について、西牟婁振興局健

消防本部の救急救命士の方から、乳幼児の心肺蘇

生

｢いつか来る、きっと来る、巨大地震に備えよ

う！～あなたの備えは大丈夫！？～｣と題し、平

成19年度マナビィスト支援セミナー(紀南の部)が

開催されました。第１部では、『防災によるまち

づくり』をテーマに、ゼミ生８名(一般県民)が和

歌山大学教育学部 此松昌彦准教授の指導を受けな

取り組んできました。 

 今年度受講生は、異年齢、異業種の多様なメ

がら、調査

議員等)で構成され、《被災地から学ぶ》、《地域防災力を高めるまち

づくり》、《次世代へ伝える防災教育》という３つのサブテーマについ

て報告が行われました。 

また、第２部では、和歌

授がコーディネーターとなり、シンポジウムが行われました。当日集

まった93名の参加者からも活発に意見が出され、「自主防災組織の大切

さ」や「防災教育の大切さ」等について改めて考えさせられる有意義な

シンポジウムになりました。 

 

マナビィ 

 １月1

研修会｣を開催しました。 

はじめに日高川町の子育

いき優友｣のスタッフ、熊谷重美氏から『わが町の子育てボランティ

ア活動』と題し、事例発表がありました。 

井戸端会議のように子育ての悩みや不安を

つくったり、かわべ天文公園でマタニティプラネタリウムを企画した

という活動も、最初はほんの数人の保護者の雑談から始まったのだと

のこと。こつこつと、しかし、積極的に行政・学校・地域を巻き込んで

取り組んでこられた実践には、多くの学ぶところがありました。 

後半では、浜松市児童相談所相談グループ長 柴田俊一先生を中

しいアイスブレーキングと｢より効果的な子育て支援｣についての協議

が行われました。 

ロン｣公開講座では ２月14日(木)の｢子育てほっ！と

康福祉部 寒川二紀氏から、適切な処置やその予防について教えてい

ただきました。 

後半は、田辺市

法について教わり、ダミー人形を使って実際に人工呼吸や心臓マ

ッサージを体験しました。救急車の到着まで、一定のリズムでマッ

サージと人工呼吸を続けるのはなかなか難しく、参加者は真剣な表

情で取り組んでいました。また、救急車を呼ぶ時の注意点やAED(自

動体外式除細動器)の使い方についても学習しました。 



 
 
 

 ２月22日(金)午後１時から、

上げます。 

制度は、昭和50年に始まり、昨年度までの32年間に383名

究の成果を発表しまし

平成19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

教育委員会や学校関係者等、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

 長期研修員

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。本年度は第33期になります。 

 研修員11名は、１年間にわたり行ってきた研

た。出席者からは様々な意見や感想が出され、実り多い研究発表会と

なりました。 

 

研 究 内 容 発 表 者 

淀谷 弥衣 研修員 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） －チーム支援を効果的に行うために－ 

井岡 佳代 研修員 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） －学校教育相談におけるコ・ワークシステムを考える－ 

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 松尾 研也 研修員 

－器械運動のグループ学習を通して－ （紀の川市立西貴志小学校） 

御前 政貴 研修員 生徒指導について考える 

（有 田 市 立保 田中 学 校） －生徒の自己実現能力を高めるには－ 

杉村 秀二 研修員 
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） 

学級内でのよりよい人間関係を育む道徳教育 山本 富康 研修員 

－学級の課題解決のための道徳の時間と学級活動との有機的な関連－ （御 坊 市 立御 坊小 学 校） 

地域の自然を生かした理科の授業づくり 北山 憲昭 研修員 

－日高川の教材化を通して－ （日高川町立笠松小学校） 

榎本 博 研修員 小学校における英語指導 

（田辺市立中山路小学校） －中学校英語との接続を考えた指導の在り方－ 

「環境」をテーマとした中学校理科カリキュラムの開発 玉置 奈緒子 研修員 

（田 辺 市 立高 雄中 学 校） －地域の自然と先人・南方熊楠を題材として－ 

環境に働きかける実践力を育成する授業づくり 宮本 憲一 研修員 

－地域の教材・日置川を活用して－ （白浜町立田野井小学校） 

ふるさと和歌山を生かした授業づくり 溝内 聡子 研修員 

（串 本 町 立大 島小 学 校） －地域の題材を生かした総合的な学習の時間の教材開発－ 



 

 

 

教育セン を行っていま 業

でわくわ 前授業を行 Ｔ! 

今日からＩＣＴ! － ＣＴを活用した効果的 援

します。また、地域・学校 発部会等の共同研究を行いま

 下に示したリーフ の教育力・教員の指 て

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま 業

でわくわ 前授業を行 Ｔ! 

今日からＩＣＴ! － ＣＴを活用した効果的 援

します。また、地域・学校 発部会等の共同研究を行いま

 下に示したリーフ の教育力・教員の指 て

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ター学びの丘では、学校の教育力や教員の指導力充実支援 す。例えば、｢理科の授す。例えば、｢理科の授

く －理科ふしぎ発見わくわくプラン－｣では、出前講習会や出く －理科ふしぎ発見わくわくプラン－｣では、出前講習会や出 います。｢教科deＩＣいます。｢教科deＩＣ

ＩＣＴ活用授業指導力向上プラン－｣では、ＩＩＣＴ活用授業指導力向上プラン－｣では、Ｉ な授業づくりを支な授業づくりを支

共同研究やカリキュラム開共同研究やカリキュラム開 す。 す。 

レットを各学校に配布しています。学校レットを各学校に配布しています。学校 導力充実のためにお役立導力充実のためにお役立

 

 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(学びの丘の

HPからアクセスできます)。郷土について学び、ふるさとの良さを発見するため、県の文化や歴史、自然等を

学習教材として作成しています。本年度は新たに｢和歌山と弓道｣｢きのくにジオパーク｣｢歴史領域 近代建造

物｣をテーマにコンテンツを作成しました。ぜひ、ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


