
 

平成１７年 ８月 

  
この夏号では、今年度実施している新しい事業や

研修講座、生涯学習支援事業等の紹介を特集します。 

 
 
 
 

 
 カリキュラム開発推進事業は、学びの丘の施設や設備を活用して、発

展的な学習を行うためのカリキュラムづくりや学習モデルづくりを進

め、県内の各学校に情報提供していく事業です。 
 ６月９日（木）に、この事業に関わる「カリキュラム開発研修講座①」

を開講しました。 講座には公立小中学校及び県立学校の教員１６名が

参加し、校種に分かれて協議を行いました。教科の新たなカリキュラム

を共同開発するにあたって、参加者から活発な意見が出されました。 
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新しい事業について 

きのくに教育 iDC コンテンツ開発事業は、ふるさと和歌山について

学ぶ機会を提供するとともに、地域の活性化に資することを目的とし

ています。 
本年度は和歌山県の歴史、自然、芸術、産業、食文化の５つの分野

について地域素材を収集し、それをデジタルコンテンツとしてきのく

に教育 iDC（インターネット・データ・センター）に蓄積していきま

す。そして、ふるさと和歌山について、多くの人が学べる教育・学習

素材として、インターネットで広く県民に提供していこうと考えてい

ます。６月に第１回専門委員会を開催し、コンテンツ開発の方向性と

素材の収集方法等について協議しました。現在は、各コースとも素材

の収集を行っているところです。９月には第２回専門委員会を開催し、

収集素材の加工について協議を行う予定です。 



 
 

 
  平成１７年度５年経験者研修は、６月２８日の研修①をもってスタ

ートしました。本年度の５年研修対象教員は、小学校５人、中学校８

人、高等学校２９人、 盲・ろう・養護学校２０人の計６２人です。 

 今回の研修①では、午前中、県立学校課の板橋課長が、「本県の教

育の現状と課題」と題して講義しました。３つの課題「高校生の就職

内定率の低さ」「不登校生の発現率の高さ」「体力の低さ」に触れな

がら、子どもの現状を明確に分析し、教育改革の必要性について述べ

ました。午後は、教育センター学びの丘の吉松所長が、５年経験者へ

の期待を込めて、「教育実践の振り返り」「教員としての成長」「夢

と学び」の３点について話しました。最後に、県立学校課の土肥人事

主事が、「教職員の服務」について講義を行いました。 

 受講者からは、「本県教育の現状と課題、服務の内容について再確

認できました。自分のものとしてしっかり役立てたいと思います」「夢

と学びについての話は印象的で、同感しました。やはり自分が生徒な

らば夢・未来を語れる先生に学びたいと思います。私も夢を語れる先

生を目指していきたいと思います」などの感想が寄せられました。    

 
 

 
平成１７年度１０年経験者研修は、６月１７日に共通研修１を実施

し、スタートしました。本年度の１０年経験者研修対象教員は小学校

３４人、中学校２５人、高等学校３８人、盲・ろう・養護学校２０人

の計１１７人です。 

開講にあたって、教育センター学びの丘の松所長は、これからの

教員に求められる「同僚性の構築」と「協働性の確立」を柱にすえて、

これからの研修に向けてのねらいや心構えなどについて講義しまし

た。また、「子どもの学び」の現状を踏まえ、「学び」の回復のため

には、まず教師自身の学びが必要であることなどを指摘するとともに、

本県教育の現状と課題について話しました。 

午後は、教職１０年間をふり返ることで自己認識を深め、今後の教

員としての在り方等を見つめ直す機会となりました。 

受講者からは、「自ら学ぶことの大切さを再認識しました。教育に

関わることだけでなく、様々な分野で学んでいきたい」「授業改善の

ための授業公開、参観の必要性と協働性の必要性についての理解が深

まりました」などの感想が寄せられました。 

 
 
 
 

基本研修講座の紹介 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専門研修講座の紹介 

午前の部では、ウニを素材にして、その発生実験の場面や発生過程を撮影し、デジタル教材を作成しまし

た。この実験を初めて体験した受講者はもとより、すでに経験している受講者からも、顕微鏡下で繰り広げ

られる生命の誕生、成長のドラマに感動する声が上がりました。 
午後は、天文分野を中心に、「星座早見缶」（南天の星を中心に観測しやすくした教具）の製作と、プラネ

タリウムを活用した天体の運動のシミュレーションを行いました。「星座早見缶」は、優れたアイデアと製

作しやすく、見た目以上の精度であることから、教材開発のヒントが得られたと大好評でした。 

午前中は、物理分野の「運動の規則性」をテーマに、ストロボ撮影を用いた実験やゴム風船を使ったホバ

ークラフト、ビー玉ジェットコースターの実験を紹介しました。午後は化学分野で、授業の導入部で生徒の

興味付けに活用できる化学変化についての実験を紹介しました。炎色反応、銀鏡反応、アセチレンの爆鳴反

応など、色が変化したり爆発的に進行する特徴的な反応が多く、受講者にとっては、改めて物質のもつ面白

さや実験をする楽しさを実感し、「今後、驚きや不思議さが実感できる教材開発に取組んでいきたい」と好

評でした。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ７月２２日、特殊学級担当教員研修③を実施し、４５人が受講しました。午前中は、「障害児の病理－

肢体不自由児の病理と教育－」と題して、社団法人和歌山県理学療法士協会相談役 木下賢治氏を招き講

義と演習を行いました。 

 講義内容は、「肢体不自由児の概念」「就学前教育」「適正な就学指導」「卒業後の進路」「福祉サー

ビス」等でした。講義の後、受講者は二人一組になって演習を行い、他動運動（肩関節、股関節、肘関節、

足関節等の屈曲・外転・外旋・内旋）や車椅子の操作等を体験しました。受講者全員、初めての体験でし

たが、肢体不自由児教育について、より理解が深まりました。 

学びの丘で遊Ｕ（ゆうゆう）と        生涯学習支援課

親子のコミュニケーションや子どもの食事と健康等、参加者からの要望にも応えながらテーマ学

習をすすめる、０歳～３歳児までのお子さんと保護者を対象とした５回講座です。 
 
◇第１回・・・・７／２（土）開催 

◇第２回以降・・８／６、９／３、９／24、10／29 の各土曜日 

０～３歳の子どもの保護者１０名を迎えて、県立

紀南図書館のボランティアの方々の協力で読み聞

かせの楽しさを体感したり、後半はスムーズに自分

の意思を伝えるコミュニケーション方法を体験し、

多忙な子育ての合間にリラックスした時間を過ご

していただきました。 



◇Big・Ｕで開設する「スペース～遊Ｕ～」（７０回） 
 ①ゆうゆう おはなしかい ・・・・・・・・・・・・・・・５０回 
 ②遊Ｕ（サイエンス・アート・クッキング・スポーツ） ・・２０回 
◇田辺市立新庄第二小学校で開設する「スペース～遊Ｕ～」（１０回） 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
平成１７年度は、１２名の長期研修員が、教育センター学び

の丘で１年間の研修を行っています。 

５月２３日（月）に、第１回報告会が行われ、各研修員から

研究の内容やその進め方について報告がありました。それに対

して、指導主事等から、主題設定と研究内容の関連性や今後の

研究の進め方などについて、様々な視点から指導助言が行われ

ました。 

今後は、それぞれの研究の方向性を確立しながら、さらに内

容を深め、授業実践につなげていきます。 

 

【第１回報告会で発表された各研修員の研究テーマ】 

研究教科領域 研 究 の テ ー マ 

社  会 調べて考える力を育てる社会科学習 

健康相談活動 通常学級に在籍する特別な支援が必要な児童への養護教諭としてのかかわり方

について 

総合的な学習の時間 総合的な学習の時間におけるキャリア教育について 

 －小中一貫教育を見通して－ 

トピックス 

県情報交流センターBig・Ｕ及びその周辺で、子どもに様々な体験活動の機会を提供し、そこに集

う大人同士の交流や学習を促進することにより、新たなつながりを生み出すことをめざして年間８０

回、開設します。 

第１回【ブーメランを作って遊ぼう】では、予想以

上の参加者があり、急きょ多目的ホールに場所を変更

して盛大に行いました。グループ内で自己紹介をして、

子どもたちのふれあいだけでなく大人同士のふれあい

もあり、和気あいあいと活動ができました。 
 



自分の生き方を考え、ふるさとに誇りをもつ子どもの育成を目指す総合的な学習

の時間における指導についての研究   

生徒指導におけるコーディネーターの役割について 

 －教員への効果的なサポート体制作りを目指して－ 

教育相談 

学校の日常場面における心理的支援について 

ＩＴを活用した授業づくり 

 －自然を見つめ、自然とのふれあい方を学ぶデジタルコンテンツの活用－ 

ＩＴを活用した授業づくり 

 －実践的な防災対応能力の育成を目指した防災教育－ 

ＩＴを活用した授業づくり 

 －「きのくにｅラーニング」における学び合いを通して－ 

指  定 

小学校における英語活動 

 －音声指導を中心とした、英語によるインプットに焦点を当てた活動－ 

＊ 中間報告会は、９月 20 日（火）・21 日（水）に行う予定です。 
 

 

 今年度のインターンシップは、田辺工業高等学校の２年生２名が、当教育センター学びの丘で就業体験をし

ました。当初、３日間の日程が、台風７号の影響で２日間に短縮されましたが、内容の充実したインターンシ

ップとなりました。 
研 修 内 容 

実施日 内  容 

７／26（火） 台風 7 号接近による警報発令のため中止 

７／27（水） ・自己紹介 

・オリエンテーション 

・カリキュラムセンター機能に関する業務 

・プラネタリウム一般利用関係事務及び接遇研修 

―昼休憩― 

・センターだよりの編集及び研修講座準備に関する業務 

・センターの総務管理に係る業務 

・本日のまとめ作成 

７／28（木） ・日程打合せ 

・研修講座会場準備及び受付 

・研修講座資料作成 

―昼休憩― 

・研修講座準備に関する業務 

・研修講座に係る礼状送付 

・２日間のまとめ作成 

・講評 



 

感 想 

○働くことについて学んだり、気づいたことはどのようなことですか？ 

やはり働くというのは大変なことだと思いました。でも、人がたくさんいて、いろいろな会話やいろいろな

コミュニケーションがとれるので、それはそれでいいものなのだろうと思いました。でも、仕事はやはり難し

いです。 

 

○今後、この体験をどのように生かしたいと思いますか？ 

ここに来るまでは、仕事という存在をなめてかかっていました。でも、ここに来てとても難しいということ

がわかりました。だから、今のうちにたくさん勉強して、将来完璧に仕事に就けるようにしたいと思いました。

○働くことについて学んだり、気づいたことはどのようなことですか？ 

働く事においてミスは絶対に許されない。わかっていたことだけれど、ここに来てからその意味を深く理解

できたと思う。印鑑はその人である証拠。印鑑の大事さというものが理解できたと思う。 

 

○今後、この体験をどのように生かしたいと思いますか？ 

  自分が働くときに経験として持っておけば、いずれこの経験が役に立つときが来ると思う。全く関係のない

職業であっても、この経験による場馴れで乗り越えられるようになると思う。どちらにしろ、経験は生かすと

いうより、いつの間にか生かされているというようになると自分は思う。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３００人規模の研修及び各
種イベント会場等に使用し
ます。 

学習システム活用講座（H17.5.31） 

施設の紹介 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

３０～１１０人規模の研
修ができます。 

特殊学級担当教員研修（研修室１） 四季の星座－夏－（研修室３）

階段教室で映像機器、イ
ンターネットなどを備え
た５０人規模のマルチメ
ディア研修室です。 

カリキュラム開発研修講座（H17.6.9） 

コンピュータの基本操作、
インターネット接続、ビジ
ネスソフトやマルチメディ
アソフトの使い方、ホーム
ページの作成等、ＩＴにつ
いての基礎的な研修を行い
ます。 カリキュラム開発研修講座（H17.6.9）情報モラル研修講座（H17.7.11）

（情報実習室２） 
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