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 本研修は、「外国語活動」の円滑な導入・実施に向け

て、各小学校において中核となる教員の育成を目的として

実施しました。ここでは、「外国語活動」の基本理念を理

解するとともに、各学校での指導や研修に必要な知識等の

習得と、指導力の向上を目指しています。紀北・紀南の 2

会場で、それぞれ 3 日間研修を実施し、計約 220 名が参加

しました。鳴門教育大学の兼重昇准教授（紀北会場）、松

山大学の金森強教授（紀南会場）による講義・演習、和歌

山市立雄湊小学校（紀北会場）・那智勝浦町立下里小学校

（紀南会場）の実践発表、地域のＡＬＴ（外国語指導助手）によるクラスルームイングリッシュの演習等、

内容は盛りだくさんでした。その中でも、マイクロティーチング（※注）と呼ばれる模擬授業については、

どのグループも、外国語活動の趣旨に合った授業を展開しました。受講者からは、「実際に体験すること

で、今後の学級での取り組みについてのヒントをたくさん得ることができました。」「マイクロティーチン

グのための教材づくりが非常に有意義であったが、授業づく

りの大変さを学校全体で認識して、集団として取り組んでい

かなければいけないと思う。」「初めは、英語や外国語活動

が理解できるかが不安だったが、この研修を通して、ＨＲＴ

（学級担任）が、完璧でなくても学ぶ姿勢を子ども達に示す

ことが大切だと思った。」といった感想が寄せられました。 

※注 マイクロティーチング 順番に短時間の模擬授業と批評・討論   

を行い、指導法改善や授業力向上を図る研修スタイル 
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  宿泊研修は、同僚性及び実践的指導力の向上等を目的に、コミ

ュニケーションスキル、課題研究中間発表、児童生徒理解といっ

た比較的長時間を要する研修を中心に、1 泊 2日の日程で実施しま

した。 

 コミュニケーションスキルの研修においては、大学教授が児

童・生徒の集団づくりに役立つ構成的グループエンカウンターに

ついて講義及び演習を実施しました。受講者からは、「構成的グ

ループエンカウンターを体験することで、その良さがわかりまし

た。2 学期から子どもたちの発達段階を配慮しながら実践していきたいと思いました。」といった感想が寄

せられました。 

 また、課題研究中間発表の研修においては、課題研究計画書を

もとに中間発表を行うとともに、グループ協議を行いました。受

講者からは、「協議のなかで、自分が気付かなかったことや、深

く考えていなかったことについての意見を頂きました。これか

ら、本日の指摘を受けたところを踏まえて、実践に取り組んでい

きたいと思います。」といった感想が寄せられました。 

 2 日間にわたる研修のなかで、普段の研修以上に相互交流が深

まり、学んだことを今後の教育実践に生かしたいという意欲がみられました。 

 

 
 7月 28日（火）～29日（水）、「国民宿舎紀州路みなべ」にお

いて宿泊研修を実施しました。体験的な研修を通して実践的指導

力の向上を図ることを目的に実施し、公立及び私立幼稚園の新規

採用教員20名が受講しました。 

 1日目は、田辺市ふるさと自然公園センターに移動し、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。動植物の観察の

しかたや野外活動で注意しなければならないこと等について学び

の丘指導主事から講義を受けた後、動植物の採集に出かけまし

た。その後、採集した昆虫を顕微鏡で観察し、見たときの感動を、紙芝居や劇、クイズにしてプレゼンテー

ションをする演習も行いました。 

 2日目は、大阪信愛女学院短期大学の舟井賀世子講師が、「表現活動の指導 －楽しい造形活動－」と題し

て講義・実習を行いました。受講者一人ひとりが、画用紙、絵の具、のり、牛乳パック等、いろいろな材料

を使って、ハンバーガーやサラダ等、子どもたちが喜びそうな物

を題材に工作をしました。受講者からは、「子どもの発達段階に

合った指導や造形遊びの意義をわかりやすく学べた。」「今日学

んだことを、園に持ち帰って子どもたちと共に楽しみたい。」等

の感想が寄せられました。            

また、「実践交流」の時間では、受講者同士が、日々の保育活動

について意見交流及び協議を行い、相互理解を深めるなど大変充

実した２日間となりました。  

 

コミュニケーションスキル向上 

１日目 自然観察の様子 

２日目 工作実習 



谷地教諭の実践発表 

太田班長の講義 

 

 
本講座は平成 17年度から実施しており、本年度で 5回目となります。

今回は、地震や津波だけでなく、台風や集中豪雨など本県において予想

される災害とその防災の取組について理解を深める内容で実施しました。 

午前は、県土整備部河川・下水道局河川課防災班の太田一良班長が河

川災害・土砂災害と防災の取組について、教育センター学びの丘指導主

事が防災教育の指導の工夫について講義を行いました。午後は、田辺工

業高等学校の谷地利和教諭が、防災教育の取組について実践発表を行いま

した。その後、学びの丘指導主事が防災教育に役立つ教材を用いて実習を

行いました。 

受講者から「地域と防災を結びつけることが大切である」「地域に愛さ

れる学校づくりが防災教育の充実に繋がる」との感想が出され、防災の基

本を理解できたと好評でした。今後、各学校においては、本研修講座の成

果を生かし、自助・共助の力を育む防災教育の推進が期待されます。 

 

                                                 

  

第2回所内報告会が（9月18日、9月30日）に行われました。今回の報告会では、各研究チームから研究の

ねらい、研究の内容、検証授業計画、今後の研究の進め方を中心に報告が行われました。各研修チームは、

所内報告会での協議をもとに「第2回研究報告書」を作成し、10月～12月には計画に従って、主に研修員が

検証授業を実施します。現在それに向けて、その分析及び考察を進めています。 

言語力チーム 国際的な読解力を中心とした言語力の育成  ～思考力・判断力・表現力等の育成～ 
 
今年度は、思考力・判断力・表現力等の育成を目的として、読解における思考の過程（情報の取り出し、

解釈、熟考・評価）をたどらせる学習活動を行います。読んだことをもとに自分の考えを書いたり話したり

する言語活動を行い、ワークシートの活用やグループでの話し合い活動等を通して、より効果的な双方向の

コミュニケーションを図る研究をすすめています。加えて、読書活動を効果的に単元に位置づけることや、

思考力を評価する方法（パフォーマンス評価等）についても研究を続けています。 

１学期には、25項目の児童意識調査を行いました。研究の中で設定した「目指す子ども像」をもとに、

児童の実態を分析したところです。 

今後は、5年生の文学的文章を対象に所属校で検証授業を行い、評価問題やアンケートの結果分析等を活

用して、実証的研究の結果をまとめたいと考えています。 

長期研修員 佐々木和哉（海南市立北野上小学校）山崎恵佳（田辺市立会津小学校） 

小学校外国語活動チーム 外国語活動の効果的な指導に関する実証的研究－『英語ノート』及び ICT教材を活用した授業モデルの構築－ 

ＡＬＴが登場する動画を用いた指導方法の開発に取り組んでいます。電子黒板の

画面上に実写版の動画でＡＬＴを登場させ，学級担任とＡＬＴのチーム・ティーチ

ングに近い環境を創出します。 

そうすることで，学級担任の指導の負担を軽減することができ，また，学級担任

が，児童とともに学ぶモデルとして指導を行うことができると考えています。 

 また，児童は，実写版ＡＬＴ動画からネイティブスピーカーの音声を聞くことが

でき，さらに，表情やジェスチャー等コミュニケーションに必要なことを学んだりすることができると考え

ています。 
長期研修員 三栖靖敏（白浜町立椿小学校）武部友昭（串本町立潮岬小学校） 

実写版動画ALTの撮影の様子 

 



算数・数学チーム 活用力の向上を目指した算数・数学科学習指導に関する実証的研究 

問題を解決する過程においては，思考力・判断力・表現力（これら

の力をまとめて活用力とする）が必要です。この活用力を高めるため

の算数科の授業づくりについて研究を進めています。 

 第2回所内セミナーでは，検証方法や検証授業などについて報告し

ました。その中で，授業で使用するワークシートや算数の1時間の指

導過程について，多くの意見や助言をいただきました。 

11月上旬から，所属校及び研究協力校において，上富田町では第5

学年「面積」の単元，印南町では第 6学年「体積のはかり方と表し

方」の単元で，それぞれ検証授業を行います。また，併せて児童意識調査や評価問題を実施する予定です。 

評価問題，児童意識調査の結果や検証授業における児童の変容などを分析し，考察を行います。 

長期研修員 市木久美子（印南町立切目小学校）佐々木昌子（上富田町立朝来小学校） 

理科チーム 表現力・思考力の向上を目指した理科学習指導に関する実証的研究 

 理科教育研究チームは，昨年度の研究を継続し，理科を初めて学ぶ第3学年の単元や観察中心のＢ区分の

単元について，「科学的な表現力」に焦点化した学習指導方法を研究

しています。 

 先日行われた第2回所内セミナーでは，研究に用いる表現力を高め

る３つの手だて（「言語化」・「図表化」を支援するワークシート・

言葉つなぎカード・グループ学習）やその検証の方法について，現在

までの研究経過を加えながら詳しく発表しました。 

 今後は，所属校で検証授業を行い，そのデータを分析していくこと

になっています。また，学びの丘のＨＰで，ワークシート等の成果物

を現場の先生方に提供できるようにしていく予定です。 

長期研修員 高井敏行（有田市立初島小学校）木下守靖（田辺市立栗栖川小学校） 

教育相談 「教育相談活動における養護教諭の役割について」－セルフ・カウンセリングによる自己分析から－ 

 今までの保健室での生徒との関わりをふりかえるために，セルフ・カウンセリング（「ひとりでできる自

己発見法」）を行いました。これは会話の記録をもとに，自己探求する方法です。 

 セルフカウンセリングをやってみて自分の感情を言葉で表現すること、特に，自分の心にぴったりくる言

葉を見つけるのがとても難しかったです。自分自身をふりかえると同時に、生徒との関わりをふりかえるこ

とができました。そこから、次の 4点を確認できました。 

① 生徒の立場に立って聴いたり、考えたりすることの大切さ 

 ②  自分の心のくせや「既成の価値概念（モノサシ）」に気づいていること 

 ③  父性的な関わりと母性的な関わりの両方が必要な保健室経営 

 ④ 誰かが側にいてくれて、話を聴いてくれることの大切さ 

 生徒との関わりをふりかえる中から，「自分の心のくせや既成の価値概念にある程度気づいており、生徒

の体の痛みや苦しさに対応できるだけでなく、心の痛みや苦しさにも心を配る姿勢で保健室に“居る”こ

と」が養護教諭の役割の一つだと考えました。              

今後は，ケース会議に参加した経験をもとに、校内教育相談体制の中での養護教諭の役割について考えて

いきたいと思います。                  

長期研修員 下倉三幸（橋本市立橋本中学校） 

算数チーム所内発表 

理科チーム所内発表 



 

 
 8月 28日（金）に、平成 21年度全国学力・学習状況調査の結果が公表されました。和歌山県に関する

調査結果の概要は以下の通りです。 

詳しくは、下のＵＲＬをご覧下さい。 

http://www.wakayama-edc.big-u.jp/zenkoku/h21sokuhou.pdf 

 

１ 和歌山県（公立）の平均正答率と全国（公立）の平均正答率との比較 

平成21年度 小国Ａ 小国Ｂ 小算Ａ 小算Ｂ 中国Ａ 中国Ｂ 中数Ａ 中数Ｂ 

県 69.8 48.4 79.4 53.0 74.9 70.7 63.1 56.0 

全国 69.9 50.5 78.7 54.8 77.0 74.5 62.7 56.9 

差 -0.1 -2.1 +0.7 -1.8 -2.1 -3.8 +0.4 -0.9 

●小学校算数Ａ、中学校数学Ａは全国よりやや高くなっている。それ以外については、全国よ

りやや低く、特に小学校国語Ｂ、中学校国語Ａ・Ｂにおいてその傾向は強くなっています。 

 

２ 質問紙調査の結果 

【児童質問紙】 

●問 62の「解答を文章で書く問題について、どのように解答しましたか」、問 73の「言葉や

式を使って、わけや求め方を書く問題について、どのように解答しましたか」については

「最後まで書こうとした」児童の割合が、昨年度の県平均と比べて 2ポイントから 3ポイン

ト上昇しています。                                        

問62 書こうとした 県(全国) % 問73 書こうとした 県(全国) % 

平成20年度 62.8(67.5) 平成20年度 63.3(67.0) 

平成21年度 65.2(67.6) 

   

平成21年度 66.3(68.0) 

 

【生徒質問紙】 

●問 57「国語の授業で目的に応じて資料を読み、自分の考えを話したり、書いたりしていま

すか」については、「当てはまる」あるいは「どちらかといえば当てはまる」と回答した生

徒の割合は、依然として全国と比較して 10ポイント近く低い状況にあり、「話すこと」

「書くこと」に課題が見られます。 

問 57 「当てはまる」あるいは「どち

らかといえば当てはまる」 

県 

(%) 

全国 

(%) 

差 

平成20年度 32.4 43.1 -10.7 

平成21年度 32.4 41.8 -9.4 

 

３ 調査結果の活用 

● 「平成 21年度全国学力・学習状況調査分析ツール」【和歌山県・京都府・佐賀県が開発し

た分析ツールの統合版】を配付・活用し、県内すべての学校で、学力状況の把握と課題分析

を行うとともに、課題分析に基づいた学力向上の取組を行います。

 



 
 

 
この講座は生涯学習支援課が、教員を対象に企画・運営する唯一

の研修講座で、昨年新設されました。今年3月に出された県教育振

興基本計画にも盛り込まれている、学校、家庭、地域社会が連携・

協働して子どもたちの豊かな育ちを支える「きのくに共育コミュニ

ティ」の形成は、学校教員の十分な理解が不可欠です。普段、県民

一般や市町村の社会教育関係職員等を対象にシンポジウムや研修会

を企画・運営している生涯学習支援課にとっては異色の研修講座で

すが、課員一同「地域ぐるみの共育」を考えるこの研修に、熱い思

いを持って臨んでいます。 

去る8月19日に実施した研修では、学社連携・融合の意味や意義

を理解し、実際の教育活動に活かす方策を学ぶことを目的に、本県の学社連携・融合の現状説明や神戸大学

山下晃一准教授の「今、改めて『地域ぐるみの子育て』を考える」と題した講義、研究協議等を行いました

。  

「学校と地域を結ぶ取組」の実践発表では、白浜町立南白浜小学校が地域との多様な協働･連携について、

橋本市立高野口中学校が図書ボランティア等の紹介と子どもたちが地域の香りを感じて育つ共育コミュニテ

ィ本部の取組について紹介しました。 

～受講者の感想～ 

・ 地域づくりと学校づくりの関係、私たち教師の果たすべき役割を基本

に立ちかえって考えさせられる講義であった。元気をもらって職場に

帰れることうれしいかぎりです。 

・ 学社融合がめざすもの、学社融合が果たす役割、これからの可能性の

大きさについて、イメージを持つことができた。 

・ 学校と地域との連携は、子どもも地域も教師も育てていくことができ

るということを学びました。 

 

 

 
 11月 23日（月・祝）10時よりＢｉｇ－Ｕ多目的ホールを中心に実施します。内容は「きのくに共育コミ

ュニティ」の実践交流会を中心として、県民カレッジ受講者の認定証交付、講演会、学習発表、体験教室、

人権学習ワークショップ、情報交換会となっています。講演会は、「地域と学校で支える子どもの豊かな育

ち」と題して生重幸恵氏に講演していただきます。体験教室では、子ども向けにカプラ遊びや勾玉づくり、

大人向けにレクリエーション指導などを行います。高校生による物品販売も予定しています。                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 14 年に「子どもたちの教育活動（学校教育・社会教育活

動）支援を通しての、地域活性化」を目指してスクール・アドバイ

ス・ネットワークを設立。 

当初は東京都杉並区での活動であったが、最近は全国各地での

「学校支援」「地域活性化」のプロジェクトに参画して、活動の範

囲を広げ、平成 19 年に内閣府の地域活性化伝道師に任命された。 

生
いく

重
しげ

 幸恵
ゆ き え

 氏 プロフィール 

実践発表の様子 

グループ討議の様子 



 

                                研究開発課 指導主事 上地健一 

9月 13日から 9月 19日までの期間、和歌山県中学生訪韓研修団を引率し、大韓民国（韓国）を訪問しま

した。 

 県内から46名の中学2年生が研修に参加しました。ソウル、水原（スウォン）、扶余（プヨ）、公州（コ

ンジュ）の各都市で産業視察、歴史遺産見学、韓国伝統文化に関する体験学習、現地の倉北（チャンブク）

中学校での交流会を行いました。 

 産業視察はキムチ工場にて製造過程の見学、製造体験をしました。この工場では 1日約 3万個分の白菜を

使ってキムチを製造しているとのことでした。社長自らが説明、

製造体験の指導をしてくださいました。 

 韓国の歴史遺産にかかわる見学では、5～7世紀ごろの百済

の時代（日本の大和朝廷の時代）の頃の古墳群や出土品、復元

模型等を見ることができました。日本の飛鳥文化に大きな影響

を与えていることがよくわかりました。また、15～16世紀ご

ろの李氏朝鮮時代（日本では安土・桃山時代の頃）の城や宮殿

を見学しました。 

 韓国伝統文化の体験・見学では、韓国民俗村での様々な家屋

の見学、テコンドー体験や韓国伝統衣装（チマ・チョゴリ、パジ・チョゴリ）体験、サムルノリ（韓国伝統

打楽器演奏）体験を行いました。サムルノリ体験では、生徒たちは夢中になって演奏を体験していました。

初めてにしては見事な演奏だと、現地の先生に褒めていただきました。 

 この研修の一番の目的は、現地の中学生との交流でした。歓迎式では、和歌山県の中学生が和歌山県民歌、

赤とんぼ、そしてアリランを韓国語で歌いました。空手や少林寺拳法の型を披露した生徒もいました。その

後、和歌山県の中学生一人一人に現地の中学生が個別に対応し、

授業体験や校内めぐりを行いました。 

言葉が自由に通じない面もありますが、やはり中学生どうし、

楽しみながら、英語やジェスチャーをまじえつつ一生懸命にコ

ミュニケーションをとろうとしていました。この日の前夜、和

歌山県の中学生たちは自己紹介や聞いてみたいことを韓国語で

メモを作っていました。言葉が通じる楽しみを胸に、この日の

訪問に臨んだようです。（ただし、相手が韓国語で話す内容を

聞き取るのは困難です。現地校の生徒も同じく英語やジェスチ

ャーでの会話にこころがけてくれました。）韓国の学校は日本と同じく六・三・三・四制で、子どもたちに

とって大学受験は受験競争がかなり厳しい現状であると伺いました。現地校の生徒たちの印象は、とても積

極的であるということです。初め、和歌山の生徒たちは熱烈な歓迎にやや気遅れ気味のようでした。しかし、

約 3時間の交流会を終えるころには、別れを惜しみつつ、

たくさんの生徒がメール交換をしていました。 

 修学旅行とは違い、和歌山を代表して訪韓研修をしてい

るのだという自覚を持つこと、お互いの文化を理解しあう

国際理解教育の一環であること、研修団員相互の交流や相

互理解をもはかることなどは事前学習会や研修期間中でも

生徒たちに話し続けてきたことです。 

 今回訪韓研修に参加した生徒たちは一人一人が自覚を持

って臨んでくれました。研修のよき思い出は生徒たちにと

ってかけがえのない財産になったことでしょう。 

 

キムチ作りの様子 

倉北（チャンブク）中学校 

景福宮（キョンボックン） 


