
 

 

平成１８年 ５月 

 
春季号では、４月から始まった本年度の基本研修

講座や専門研修講座、事業等について紹介します。 

 
 
 

 
初任者研修は去る４月５日、小関教育長、岸田県立学校課長、

西原小中学校課長を迎えて開講しました。 

２回目の５月研修（紀南の部５／１１・紀北の部５／１８）

は、「子どもの健康・安全管理」「教員のソーシャルスキル」

「教員の服務」についての講義でした。 

「子どもの健康・安全管理」では、健康体育課から、危機管

理意識向上の観点で、学校における「危機」について具体事例

を交えた説明をしました。「教員のソーシャルスキル」では、

北本斉紀 前上富田中学校長（紀南の部）並びに長田裕司 元雑

賀小学校長（紀北の部）から、「子どもや保護者が求めているもの」「子ども理解の具体的方法」について話

していただきました。「教員の服務について」では、県立学校課から、公務員に求められる「服務」「分限処

分と懲戒処分」について話し、国民、県民の負託にこたえられる教育公務員としての在り方を示しました。 

 なお、６月研修では、具体的な授業の在り方について、講義及び演習を通して研修を深める予定です。 
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基 本 研 修 講 座 

初任者の感想 

●教員としての自覚と責任を強く感じるとともに、子どもたちの命・安全を私たちの目と手でしっかり守

っていきたい。 

●教育は、国民全体に対して責任を負っているものであるということを意識しなければならない。私自身、

子ども達だけでなく、地域の人々に対しても誠実な対応ができる人でありたい。 

●４月から勤務が始まって約１ヶ月が過ぎ、多少緊張もとれ、仕事の内容にも徐々に慣れてきたように感

じる。しかし、本日の研修を通して、『初心忘るべからず』の思いを強く心に刻み込んだ。教師という職

業人として、常に明るく、狎れることなく、日々フレッシュな気持ちで勤務したい。 



 
４月４日（火）、教育センター学びの丘において、平成１８年度幼

稚園等新規採用教員研修の開講式及び園外研修①を実施しました。同

研修は、新規採用教員の実践的指導力を高めることをねらいとし、体

験的活動を重視した内容を計画しています。 

 当日は、公立幼稚園１０人、私立幼稚園２６人の新規採用者がやや

緊張した面持ちで受講しました。園外研修①においては、日本現代作

法会 羽山京子総師範に、社会人としての心がまえについての講義及

び演習を行っていただきました。新規採用教員は、社会人として必要

な基本的な接遇の仕方を身につけ、幼稚園教員としての第一歩を踏み出しました。 

 
５月９日（火）に、特殊学級担当教員研修①を実施しました。この研修は、今年度初めて特殊学級を担当す

る教員を対象としたものです。 

「特殊学級の経営」「障害児の学習指導」「特別支援教育における特殊学級の役割」「障害児の心理」につ

いて、講義や協議を通して理解を深めました。 

 「障害児の学習指導」では、田辺市立芳養小学校 草下慶子教諭が、学校生活に見通しを持たせる工夫、各

教科・領域と関連づけた国語科における指導事例等について、実践発表を行いました。また、「障害児の心理」

では、児童生徒の実態を把握し、的確に表現する方法について、

グループワークの手法で演習・協議を行いました。 

 受講者からは、「本日の研修は、４月から特殊学級を担当する

ことになった私には、明日からの実践に役立つものでした。子ど

も理解をいっそう深めるため、記録の工夫に取り組んでいきたい

と思います。」等の感想が寄せられました。 

本研修は、５日間にわたって実施します。次回は、６月６日（火）、

和歌山大学教育学部附属養護学校において、「知的障害児教育の

実際について」のテーマで研修を行う予定です。 

 
 

 
県立古佐田丘中学校の生徒が、宿泊研修の一環として来所し、二

班に分かれて、プラネタリウム、地層、顕微鏡の学習を行いました。

プラネタリウムでの学習で、子どもたちは、ドームいっぱいに写し

出される天体の映像に見入っていました。地層の学習では、教育セ

ンター学びの丘周辺の自然環境を題材とし、自然観察を行いました。

地層を観察しながら田辺層

群や断層の話に耳を傾けて

いました。前日、由良町白崎で中・古生代の地層を観察してきた生徒

には、田辺の地層が、どのように見えたのでしょうか。顕微鏡を用い

た学習では、微生物の観察とスケッチを行いました。顕微鏡下に広が

る新しい世界に、興味津々で時の経つのも忘れ覗き込んでいました。

その後、走査型電子顕微鏡を用いミクロの世界も観察しました。光学

顕微鏡と走査型電子顕微鏡の違いが分かったでしょうか。 

カ リ キ ュ ラ ム 開 発 推 進 事 業 



 
 

 
県教育研修センターが、「県教育センター学びの丘」として

昨春に開所し、同時に「きのくにｅラーニングシステム」も

本格稼働を始めました。 

 この「きのくにｅラーニングシステム」には、教員同士が

互いに学び合うことができるよう、２つの機能が備わってい

ます。一つはコミュニケーション機能（掲示板やチャット、

グループウェアメール、TV 会議）、もう一つは教育用コンテ

ンツを作成するための機能です。 

 今年度は、まず５月９日と５月１１日に、このシステムの教育利用や操作実習、活用方法等についての研修

を実施しました。ちなみに、昨年度の ID・PW の発行数は 1,000 を超え、指導案や教材なども徐々にではある

が整ってきています。多くの教員が「きのくにｅラーニングシステム」を活用することにより、各学校におけ

る教育の情報化や授業改善等の促進に繋がることを期待しています。本年度からは、委員会単位、学校単位で

の活用ができるようになりました。くわしくは、ＨＰをご覧ください。 

 
魅力ある話し方研修講座 

 聞き手の関心を惹きつけながら的確にものごとを伝えられる、魅力ある話し方の工夫について 

考察を深め、各学校での今後の指導に生かすことを目的に本講座を設定しています。 

実施日時は、平成１９年２月１５日（木）です。内容は、放送局に勤務するアナウンサーから「魅力ある話

し方の工夫」について、実技を交えながら講義していただきます。 

 

公立学校事務職員研修講座、公立学校事務職員パソコン研修講座①② 

 学校事務職員を対象とした、公立学校事務職員研修講座（学校組織マネジメント）を９月５日（火）に、ま

た公立学校事務職員パソコン研修講座①②を１２月２６日（火）及び１月５日（金）に実施します。マネジメ

ントの基本的な考え方を学び、これからの学校経営に求められる事務職員の専門的力量の向上や、 

ワープロ、データ処理のための表計算、プレゼンテーションの基礎的基本的な操作技能を高め、 

校務の情報化に対応する内容となっています。 

 

小学校担任のための誰でもできる音楽教育研修講座 

本研修講座は、音楽科で育てたい力について理解を深めるとともに、発声、伴奏、指揮の演習 

を通して、音楽科指導力の向上を図ることを目的として５月３０日（火）開講します。 

「電子オルガンで簡単にできる伴奏」「頭声発声と胸声発声の違い」「誰でもできる簡単な指揮」等、学級

担任が容易に理解できる音楽指導のポイントを学び、子どもたちが夢中で取り組む音楽の時間の実践を目指す

研修講座です。 

 

防災教育研修講座 

 発生が心配される南海道地震、津波に対する防災教育の在り方について学ぶ講座で、８月３１日（木）に実

施します。専門家による講義や防災教育実践例の提案に加え、濱口梧陵翁が築いた広村堤防を中心 

としたフィールドワークも実施します。津波防災の発信地ともいえる広川町における史跡を巡りな 

がらよって、津波防災の在り方をじっくり研修できる内容となっています。 

専 門 研 修 講 座 



 
 

 
 ４月１９日、江住中学校の１・２年生が、プラネタリウムを活用して「四季の星空」の学習を行いました。

プラネタリウムを見ながら、代表的な四季の星座や当日の星の動き（今夜の場合）の学習を行いました。生徒

たちからは、もっといろいろの星を見たいとの声があ

がり、オーストラリア・赤道・北極での星の動きも学

習しました。星の動きが実感でき、その規則性に感動

しながら学習することができました。 

 プラネタリウムで、日本の太陽観測衛星『ようこう』

が捉えた太陽コロナの姿やコロナから高エネルギーの

粒子がまき散らかされている姿、1054年に爆発した星

の名残であるカニ星雲とカニ星雲のパルサー周辺にあ

る大きなガス円盤、その中心から噴出している激しい

ジェットの姿などをまのあたりにした生徒たちは、授

業終了後、「いろいろな星や星座の名前を知ることがで

きたし、北半球と南半球とでは星の動きが逆になることが良くわかった。」などと感想を出しあっていました。

中には、カニ星雲のガス円盤の中心から噴出しているジェットの映像に感動した生徒もいました。 

 プラネタリウムの公開、活用については、教育センター学びの丘のホームページに掲載しています。 

http://www.wakayama-edc.big-u.jp/kankyo/pla.html 

 

 

 
 田野井小学校の児童全員が、校外学習の一環として

来所し、２時間の学習を行いました。 

１時間目は、プラネタリウムでの学習。小畑教頭と

学びの丘指導主事がチームになり、冬と春の星座につ

いての授業を行いました。まず、日没後に西の空に見

えるオリオン座にまつわる神話の紹介。子どもたちは、

ドームいっぱいに映し出される映像に見入っていま

した。その後、全天の星の動きを示し、その中で１つ

だけ動かないように見える星「北極星」を出発点に、

おおぐま座、しし座、おとめ座などの春の代表的な星

座を観察しました。子どもたちは、「今度、夜家で星

を見てみよう」と星空観察に興味を持つことができたようです。 

２時間目は、伝統文化研修室で、県立紀南図書館の川口館長をはじめスタッフの方々による読み聞かせ等の

授業を行いました。なお、田野井小学校では、この学習を国語力向上の取組に位置付けているとのことです。

畳敷きの部屋ならではの落ち着いた雰囲気の中で、紙芝居をはじめ、絵本の読み聞かせ、楽しいお話に、子ど

もたちは時折笑顔で、また、思わず歓声を上げながら集中して聞き入っていました。児童のみならず先生方も、

大いに楽しみ学ぶことができたようです。 

 

セ ン タ ー 施 設 活 用 事 業  

プラネタリウム上映 



 
本年度、１２名の長期研修員が教育センター学びの丘

で１年間の研究を行っています。 

５月１２日（金）に、第１回研究報告会が行われまし

た。各研修員は研究テーマとその設定理由、研究計画を

中心に発表しました。それに対して、指導主事等は研究

テーマと研究内容の関連性、研究の進め方など様々な視

点からの指導助言を行いました。 

今後は、研究の方向性を確立しながらさらに内容を深

め、授業実践等につなげていく予定です。 

【第１回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 

佐竹 一人 
（日高川町立丹生中学校） 

実感をともなった理解のための取組 

－天体の動きにおける指導の工夫－ 
理科 

鈴木 稔和 
（すさみ町立佐本中学校） 

小・中学校理科における系統性を踏まえた授業づくり 

－地域の地質現象を生かした理科学習を通して－ 

保健 
八代 かおり 

（串本町立串本中学校） 
生徒を支える場としての保健室となるために 

特別支援

教育 
山根 信行 

（田辺市立会津小学校） 

小・中学校における特別支援教育の校内支援の在り方 
 －支援体制を十分機能させるために必要なことは何か－ 

林 清世 
（和歌山市立加太小学校） 

小学校における特別支援教育コーディネーターの役割について 

－効果的な校内支援体制の在り方を考える－ 
森下 左知子 

(紀美野町立長谷毛原中学校) 
言葉で気持ちを表しにくい生徒への支援について 

教育相談 

前田 美和子 
（紀北養護学校） 

養護学校における教育相談を考える 

－養護学校の教育相談活動の調査と事例から－ 

山名 将和 
（美浜町立松原小学校） 

校内研究の活性化を図る学校組織マネジメントの在り方 

－教職員一人ひとりの意識改革からはじめる学校づくり－ 
中西 和彦 

（有田川町立藤並小学校） 

学校の特色を生かした学校組織マネジメントの在り方 

－教職員が目的を共有し取り組む学校経営を目指して－ 

永岡 寛也 
（有田市立宮原小学校） 

学力診断テストの結果に基づいて、論理的思考力を育成する算数科

の授業の工夫改善 

－書く活動に視点を当てて－ 
松浦 恭久 

（かつらぎ町立渋田小学校） 

算数科における学習意欲や思考力を高める授業改善のあり方 
－的確な発問構成と思考の筋道がわかるノートの取らせ方－ 

指定 

森田 成一 
（串本町立潮岬中学校） 

地域と連携した防災学習のあり方 

－串本町におけるフィールドワークとＩＴ活用を取り入れた実

践－ 
 
＊ 第２回研究報告会は、９月２１日（木）・２２日（金）の両日にわたり行う予定です。 

研 修 員 研 究 発 表 会 



お父さんと息子さん

のチャレンジもありま

した。 

 二人ともなれない手

つきでデコレーション

していましたが、隣の席

にいた高学年のお姉ち

ゃんにアドバイスをも

らい、かわいいカップケ

ーキを完成させること

ができました。 

 

 

 

 県教育センター学びの丘及びその周辺で、子どもに様々な活動機会を提供するとともに、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拠点として、本年度も引き続き『スペ

ース ～遊 U～ 』を開設します。 

 昨年度、８０回開設した『スペース ～遊Ｕ～ 』には、総数 4,083 人（子ども 2,310 人、大人 1,773 人）

の地域の方々が参加してくれました。以下に昨年度の実施状況を紹介します。 

 ゆうゆうおはなしかい   

  

 

 

 

 

 遊 U クッキング   
『キューちゃん漬けを作ろう』           『クリスマスカップケーキ』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 遊 U アート     『ビーズ手芸』       『クリスマス小物作り』 
 

 

 

 

 

 

 

 

生 涯 学 習 支 援 課 だ よ り 

 地域のボランティアが中心となって行うお話会。

 １冊の絵本に全員がいっしょに夢中になり、とっ

てもすてきな時間を過ごせました。 

  「今日はどんなおはなしを

してくれるのかな。」 

    わくわく楽しみ！



 いろんな形、いろんな色のブーメラン。

 工夫するのは飛ばし方と羽根の折り方。

 自分の手元にもどってくるように投げ

るのが難しかったようです。 

段ボールに穴をあけ、煙をつめて空気砲

を作りました。この日、地元高校生のボラ

ンティアが４人も手伝ってくれました。 

 水が凍る温度は

０度。ドライアイス

の温度はマイナス

７９度。 
ゴムボールを凍

らせて床に落とす

と、パリンっとガラ

スが割れるような

音をたてて木っ端

みじんにくだけま

した。 

 こんな大きなボールを見たことがありますか。 
 重さが 1kg で直径が 120cm もある巨大なボールで、

なかなか思い通りにあやつれません。 

 遊 U サイエンス   
『ブーメランを飛ばそう』              『空気砲をつくろう』 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

『マイナス１９６度の世界』             『ふしぎな音の世界』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 遊 U スポーツ                 『グラウンドゴルフ』 

『キンボール』 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
地方教育相談ルームは、平成１７年度、教育センター学びの丘の開設にともない設置しました。和歌山市内

のビッグ愛に設置している教育相談室を拠点に、学びの丘の紀南相談課と４地方（伊都・有田・日高・東牟婁）

の地方教育相談ルームによる相談体制をとっています。各ルームの設置場所は次のとおりです。 

○伊都地方（かつらぎ町総合文化会館内） 

○有田地方（有田川町きび会館内） 

○日高地方（美浜町松原地区公民館内） 

○東牟婁地方（那智勝浦町青少年センター内） 

 各々のルームでは、児童生徒の心理的諸問題について、当該地方の教職員等の相談に応じるスーパーヴィジ

ョン面接を継続的に実施するとともに、必要に応じて保護者や児童生徒の相談にも応じ、問題解決への援助を

行っています。 

 相談の申し込みについては、下記のところまで問い合わせてください。 

 教育相談室（ビッグ愛内）(073)435-5455 

  紀南相談課（学びの丘内）(0739)26-3498 

 

 

 

 ゴールデンウイークの５月３・４・５日に、県立

情報交流センターBig･U 主催の「キッズワールド」

が開催されました。 

 教育センター学びの丘では、この事業に協賛して

プラネタリウムを終日開放し、３日間で延べ５９０

名の入場がありました。入場者の方々には、ドーム

いっぱいに広がった星々の説明や、この頃地球に接

近していたシュワスマン・ワハマン彗星の見方、お

とめ座物語等の神話の楽しさを味わっていただきま

した。 

昨年度は、５，２００名を超える児童生徒、一般

の方々が、プラネタリウムを鑑賞しました。本年度

も、毎週水曜日及び第２土曜日・第４日曜日の午前中（７月の一部及び８月を除く）にプラネタ

リウムを利用することができます。授業、社会見学、ＰＴＡや子供会など幅広い利用をお待ちし

ています。詳しくは、教育センター学びの丘総務課まで問い合わせてください。 

ト ピ ッ ク ス 

有田地方伊都地方 日高地方 東牟婁地方


