
 

平成１８年１０月 

秋季号では、新事業における充実した取り組み、基

本研修講座や専門研修講座について紹介します。 

 
 

 
 本事業にもとづく防災教育

研修講座を、８月 31 日「稲む

らの火」発祥の地である広川町

で実施しました。これは、現地

でのフィールドワークを通し

て、想定されている地震・津波

の脅威を体感し、また、津波か

ら人々を守る先人の知恵と力

が結集された史跡から直接学べるようにという趣旨によるものです。受講者は 80 名にのぼり、防災教育への

関心の高さが伺えました。 

午前中は、「本県における地震津波災害と防災の取組」についての講義（小池信昭 和工専 助教授）と、津

波に関するコンテンツ（きのくに 教育ｉＤＣ）の活用例を紹介しました。午後は、広川町立広小学校におけ

る防災教育についての実践発表の後、広川町語り部ボランティアサークルの方にご協力いただき、広村の堤防

を中心としたフィールドワークを行いました。フィールドワーク開始と同時に、小雨がパラつく天候となりま

したが、予定のコースを見学することができました。 

受講者からは「（広小学校の）地域教材を活かした素晴らしい取組みを研修させていただいた。」「堤防を歩

き、語り部さんの話を聞くこ

とで実感がわき、とてもよい

体験になった。」等の感想とと

もに、早速実践に活かしたい

という声が多く、意義ある講

座となりました。 
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小中学生向けに教育用レゴ マインドストー

ムを用いた講習を夏期休業期間中に２日間（８

月 23 日～24 日）実施しました。この講習には

会津、新庄、新庄第二小学校、高雄中学校（田辺市）と安居小

学校（白浜町）、西富田小学校（上富田町）の６校から、あわせ

て 26 人が受講しました。 
 第１日目は、和工専の教授から、ロボットの組み立て方やプ

ログラムを使ったロボットの動かし方の説明を受けて、ロボッ

トを用いた実習をしました。教育用レゴ マインドストームを初

めて使う児童・生徒がほとんどだったので、目を輝かせてロボット作りに没頭していました。 
 第２日目は、ロボットのタイムアタックコンテストを行いました。このコンテストでは、黒い線を引いたラ

イン上をいかに正確に速く移動できるかを競いました。個性豊かなロボットが作製され、レースではハラハラ

ドキドキの一時を過ごしました。レースで優秀な成績をあげた

ロボットの製作者には、表彰状が贈られました。 
 受講した小中学生の児童・生徒からは、「楽しくて勉強になっ

た。」「ロボットにプログラムを設定して自分の思い通りに動か

すことができて楽しかった。」「『走るコースが紙ですべりそうだ

からタイヤは、太いほうがいいな。』とか『前がタイヤだったら

カーブをうまく曲がれないからタイヤを付けず

にすべらそう。』とかいろいろ考えながら作った

のが楽しかった。」などの感想が寄せられました。 

 
 今年度の新たな事業として、国語力向上推進教員養成事業を実施してい

ます。児童生徒の発達段階に応じた国語力を身につけさせるため、指導内

容や指導方法に係る実践的研究を共同で進めています。県内の小・中・高

等学校教員 20 名と指導主事を対象に、年間６回の研修と８回の研究推進

会議を実施しています。 

研修①では、『国語科の学力保障の説明責任・結果責任』（2006）他、

多くの著書がある青山学院大学 小森 茂 教授が、「ＰＩＳＡ型読解力と

国語科授業改善」をテーマに講義と演習を行いました。研修②～④では、

読書へのアニマシオンの第一人者である国立教育政策研究所 有元秀文主任研究官が、「読書へのアニマシオ

ン」「ＰＩＳＡ型読解力」をテーマに講義、演習、模擬授業を

行いました。 

 研究推進会議では、推進教員が研修をもとにした授業案や模

擬授業案を作成し、校種を越えた協議を行うことで内容を深

め、それぞれが行う研究授業や研究発表に向けて研究を進めて

います。 

 平成 19 年２月 27 日（火）には、教育課程研究センター 井

上一郎 教育課程調査官を招いて研究発表会を予定していま

す。 

 

ロボットの組み立て 

タイムアタック 
コンテスト 



 
 

 
 １０年経験者研修選択研修３は、去る８月４日（金）に５年経験者研修

③と合同で、「障害のある子どもの理解」及び「この人に学ぶ」のテーマ

で実施しました。「この人に学ぶ」は、例年、社会で活躍している方から

の話を聞くことにしています。今年度は、元ＮＨＫアナウンサーの高梨敬

一郎 氏を招き、講演していただきました。高梨氏は「一日一話の勧め」と

題し、教員としての生き方や在り方について受講者に問いかけ、社会的視

野を広め、社会性を高めることの重要性について、自身の体験にもとづき

語りかけました。また、聞き手を引きつける高梨氏の話し方そのものが受講者に多くの示唆を与えるとともに、

児童生徒への話し方・接し方についても学ぶところの多い内容でした。 

 受講者からは、「教師を続けていくうえで、持っておくべき様々な視点、注意点を示していただき、大変勉

強になりました。社会性を高め、自分をもっと磨き、生きた授業やよりよい子どもたちとの関わりをめざした

いと思いました」「学校にいては認識しづらい教員の正すべき点を、全く異なった視点から指摘してもらい大

変参考になりました。生徒への接し方、指導方法を改めて自分自身に問い直したいと強く思います」「躍動感

あふれる楽しい講義でした。人としての生き方の大切なことを教えてもらった気がします。社会に開かれた人

間性を身につけたいと思いました」等の感想が寄せられました。 

 
 ８月 23 日（水）に、幼稚園等新規採用教員研修⑤を実施しました。toddle

わかやま代表の家本めぐみ 氏を迎え、午前は「幼稚園における人権教育」

と題し、子どもへの虐待の実態と防止法について、午後は「コミュニケ

ーションスキルについて」と題し、効果的な話の聴き方やメッセージの

伝え方についての講義・演習を行いました。 

 受講者からは、「実際に身近にあった虐待の話を聞いて、衝撃を受け

ました」「子どもたちに、自分を守ることの大切さをしっかりと伝えて

いきたい」「保護者と話をする時に共感して、しっかりと聴けるよう努力したい」「聴くこと、話すことを意

識し、大切にして日々の保育に当たりたい」等の感想が寄せられ、人権やコミュニケーションについての知識

理解を深めるとともに、実践的指導力を高めることができました。 

 
 

 
オワンクラゲ（Aequorea Victoria）は GFP（Green Fluorescent 

Protein）と呼ばれるタンパク質を生産しているため、紫外線が当たると

鮮やかな緑色の光を発します。 
今回の実習は、この GFP をコードする DNA が組込まれたプラスミド

を大腸菌へ導入することにより、それまでは白色のコロニーしか形成し

なかったものを、紫外線を照射することで、緑色に光るコロニーを形成

する大腸菌へ形質転換させるというものでした。 
遺伝子組換えキットして販売されているものを使用しましたが、実習に当たっては、専門のインストラクタ

ーから、遺伝子組換えに関する法的規制や、それに伴う実験室や実験者が備えなければならない設備・服装、

届出等について、さらに遺伝子組換えの原理に関する講義も受けました。 

専 門 研 修 講 座 

基 本 研 修 講 座 



大腸菌のコロニーが緑色に光ったときには、予想された結果とはいえ、そ

の実物が持つ不思議さに皆、感動を覚えました。受講者のアンケートにも「形

質転換の事実が視覚的に分かりやすく、生徒に理解させるうえで優れたもの

でした」「実験の内容が高度であるにもかかわらず、手順が単純で高価な備

品を必要としないので実施しやすい」等の声が寄せられ、好評でした。 
 
 
 

 
 本年度から３回の予定で公立学校事務職員研修を開講していま

す。第１日目の当日、午前は、東京都立荒川工業高等学校 染谷嘉

彦 経営企画室長が「学校組織マネジメント１」として、勤務校の

状況、長所、短所、課題を盛り込んだ情報交換、次に学校を取り

巻く環境と組織マネジメントの必要性について講義を行い、最後

に、キャリア振り返りシートを用いて自らを省みる機会となりま

した。 

 午後は、群馬県立伊勢崎清明高等学校 富岡恒夫 事務長が「学校組織マネジメント２」として、小中

学校で「学校給食は是か非か」、県立学校で「修学旅行は是か非か」のテーマで、ロールプレイ、ディ

ベート、次に、自校のおかれた状況の把握と共有化をめざしたＳＷＯＴ分析を行いました。 
 「演習・協議の時間が多く、他校の現状を聞くことができ、良かった」、「コミュニケーション能力

の必要性を感じた」、「客観的に勤務校の分析ができる良い機会になった」、「改めて事務職員の学校

における立場を考える良い機会となった」、「これまでの事務職員研修とは異なり刺激となり勉強にな

った」、「事務職員としてのスキルアップを図るマネジメント研修を引き続き実施してほしい」等の要

望や感想が多く、この研修のニーズの高さを感じました。 

 
 本講座は、文部科学省がとりまとめた「『英語が使える日本人』

の育成のための戦略構想」に基づき、平成 15年度より５カ年計画で、

公立学校のすべての英語教員を対象に実施し、今回で４年目となり

ます。英語教授力及びそのために必要な英語運用能力の向上を図る

ため、約７日間の日程で７・８月の集中的な研修とし、その後、き

のくに e ラーニングを活用しながらグループ毎に授業の工夫改善に

ついて実践研究を行っています。 
 今年度の主な研修内容と講師の方々は、「英語学習への提言と動機付け」（シュール・メルヘン・ワークシ

ョップ主宰 黄瀬邦夫 氏、奥田隆一 和歌山大学 教授）、「指導と

評価」（吉田達弘 兵庫教育大学大学院 助教授・今井裕之 助教授、

教育指導室 指導主事 戸川定昭）、「英語運用能力の向上と指導」

（KICC 英会話スクール Timothy Detmer 氏、Craig Smith 京都

外国語大学 教授）、「IT 活用と授業改善」（石川保茂 京都外国語

短期大学 教授）、「生徒のこころを動かす授業作り」（田尻悟郎 東
出雲町立東出雲中学校 教諭）でした。 
 
 

GFP を発現するコロニー 

 今回の研修を生かして向陽高等学校で「大腸菌の形質転換実験」の授業が行われま

した。その授業の様子はこちら。
注目！ 

http://www.wakayama-edc.big-u.jp/tayori/www_H18aki/kouyou.mht


 

 

 
 当センター学びの丘では、田辺市立新庄第二小学校において、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し、新たなつながりを生み出す拠点として、『新二小のスペー

ス～遊 U～ 』を開設しています。 

『親子でドッジボールをしよう』（６月 28 日 水曜日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『バレーボールをしよう』（７月１２日 水曜日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『バレーボールをしようⅡ』（９月１３日 水曜日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 涯 学 習 支 援 課 だ よ り 

約８０名のみなさんが集まって、ソフトバレーボールを使ってドッジボール

をしました。試合の合間には、ステージで学校の宿題を一生懸命しているグ

ループや地域の大人の方とお話しをしたり遊んだりする姿があちこちで 見

られました。 

ビーチボールを使ってのバレーボールです。低学年と高学年に別れ、それぞれで試合をしました。サーブすら打てなかった

子が、チーム内で練習しているうちに打てるようになりました。 

参加者のリクエストで、再度バレーボールを行いました。今回は自分たちでルールを決めて、途中からネットを張り、少

し本格的なバレーボールができるようになってきました。審判は当日参加のお父さんが務めてくれました。 



 
 当センター学びの丘では、人権教育に係る研修を新規採用教員

研修，経験者研修などで実施しています。その目的は、人権教育

の現状と課題を明確にし、教職員自らの認識を深め、人権教育に

ついての実践的指導力の向上を図ることです。７月 25 日、高野

山での初任者研修（宿泊研修）においては、「和歌山県人権教育

基本方針」に基づいた各学校における取組の指標等についての研

修を行いました。 

 受講者からは「体験談を交え，具体的な話で分かりやすかった」

「今後の実践に活かしていきたい」「もう一度テキストを読み返し、さらに理解を深めていきたい」などの感

想が多く、実りある研修になりました。 

 また，人権学習ファシリテーター入門講座、スキルアップ講座を開催し，参加体験型で人権学習をすすめる

ためのファシリテーターの養成に努めています。 

 入門講座は、日高町保健福祉総合センターを会場に 10 回の連続

講座で、これまで８回を終了し、社会教育関係者や教員の方々が

受講しています。 

 なお、スキルアップ講座は，平成 16・17 年度入門講座修了者や

ファシリテーター経験者を対象に、那智勝浦町体育文化会館、上

富田町文化会館を会場に開催しています。 

 
 
 
 
 

 

学びの丘で８月１日・２日の２日間、「プラネタリウム・星空観

測会」を行いました。両日で、子どもと保護者あわせて140名が星

空観測を楽しみました。 

プラネタリウム観賞と野外星空観測を行う２班に分かれ、プラ

ネタリウムでは星の見方や七夕の話をまじえた夏の星座の見所の

学習を、野外では口径30cmの望遠鏡等３台の望遠鏡と大型双眼鏡

を使って、月のクレーターや木星とその衛星を観測しました。望

遠鏡で月のクレーターを見た人たちからは大きな歓声があがりました。両日とも満天の星を仰ぐとはいきませ

んでしたが、雲の切れ間からわし座のアルタイル・こと座のベガ・はくちょう座のデネブからなる夏の大三角

や、北斗七星等を観測することができました。 

参加者からは、「月のクレーターと木星を大きな望遠鏡で実際に

見られたので感動しました」「星のことを色々とくわしく教えてく

れたので、夏休みの自由研究に役立ちそうです」「全くの初心者で

も楽しく参加できました」「夏に秋の星座や、冬の星座が見られる

のは知りませんでした」「春、秋、冬の各季節での開催を希望しま

す。」などの感想をいただきました。 

参加者全員には、簡易星座板がプレゼントされました。 

ファシリテーター入門講座 

初任者研修 

プラネタリウム 

星空観測 

研修のテキストとして使われた「気づく・学ぶ・広げる人権学習」と

「対話ですすめる人権学習」です。和歌山県教育委員会から各校に配

付しています。学びの丘のＨＰからも見ることができます。 



 

 

 

 基礎講座①～④は、「学級で使える教育相談」をキーコンセプトに、①6/2 は「不適応行動の理解と支援に

ついて」の講義、②8/10 は「聴き方訓練」を中心とした演習、③8/11 は「感情をコントロールしにくい子ど

もたち」に焦点をあてた事例研究、④8/25 は「社会性を育てる」ためのグループワークトレーニングと、教

育相談の分野で関心が高い内容を盛り込みました。どの講座も受講者数が定員を超え、必要性がうかがえると

同時に、参加された皆さんの熱意が感じられました。また、初任研から５年研、10 年研対象者から、管理職

まで、参加者の経験年数の幅が広く、校種も小・中・高・養護学校と様々でしたので、情報交換や交流を通し

て『視点を変えた学び』も得る機会になったとの感想が多く寄せられました。人間関係のつながりを重視する

教育相談の講座として、大変有意義な 4 日間となりました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 去る９月１日（金）、学校教育局小中学校課所管の第３回指

導事務担当者会議が学びの丘のＴＶ会議システムを活用して開

催されました。紀北会場の和歌山大学地域共同研究センターに

は 25 名の市町教育委員会指導主事が、紀南会場の当センター学

びの丘の研修室４には、24 名の市町村教育委員会指導主事が出

席しました。 

 今回のテーマは、「学校評価の充実」で、２本の事例発表の

後、グループ別協議とそのまとめの発表、全体のまとめという

内容でした。 

 事例発表の内容は、学校評価推進についての教育委員会の方針、管内小中学校の学校評価の取組状況、学校

評価実施上の課題についてで、紀北会場から稲本雅美 かつらぎ町教

育委員会 指導主事が、井川 健 田辺市教育委員会 指導主事が紀南

会場からそれぞれ、それぞれ特徴のある先進的な取組内容となりま

した。 

 グループ協議では、学校評価について指導主事相互の情報を交換

するとともに、今後の課題や方策について協議を深めました。 

 今回の会議は、ＴＶ会議システムの活用と効果を検証する会議と

して、また、「学校評価の充実」に資する会議として意義あるもの

となりました。 

教 育 指 導 室 だ よ り 

教 育 相 談 室 だ よ り 

紀北会場 

紀南会場 



 

 

 
 本年度は、７校が学びの丘の施設・設備等を活用したモデル授業に取り組みます。そのトップバッターとし

て、串本町立西向小学校の５年生 19 名が９月 14 日、理科の「生物と環境」についての学習を行いました。児

童全員が双眼実体顕微鏡を使って「アリとハチ」のあしを観察し、それぞれの生活環境に応じた特徴をもって

いることに気付くという内容でした。観察した結果をカードに記録する場面では、夢中で双眼鏡をのぞき込み

ながら、スケッチに取り組んでいました。また、授業の最後には電子顕微鏡でさらに拡大して観察しました。

めったに見られない鮮明な映像に感動していました。 
 
 
 
 
 
 
 10 月３日には、田辺市立田辺東部小学校の５年生 74 名が、総合的な学習で「地域の偉人を調べよう」の単

元の学習を行いました。まず、担任から和歌山県の偉人「南方熊楠」について関心を持たせるために、本人の

いろいろな年代や本人が使った当時の顕微鏡について紹介をしました。「南方熊楠になって粘菌を観察しよう」

という目標のもと、子どもたちは南方熊楠が調べた粘菌を実体顕微鏡及びデジタル顕微鏡で観察しました。最

初は「カラシみたいで見た目が気持ち悪い」と言っていた子どもたちも、粘菌を顕微鏡で観察し始めると、粘

菌の不思議な動きに興味関心が高まったようです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【参考資料】粘菌（モジホコリ）について 

①デジタル顕微鏡での撮影した原形質流動の様子はこちら（動画 13 秒） 

②移動の様子はこちら（動画 48 秒） 

 

平成 18 年度長期研修員が研修を始めて半年が経過しました。それ

ぞれ、真摯な態度で研究に取り組み、充実した研修を行っています。 

９月 28 日（木）、29 日（金）に、第２回研究報告会を開催しまし

た。各研修員は、５月の第１回研究報告会で示した研究の方向性に基

づき研究を進め、今回はその中間報告として、研究内容を説明し、こ

れまでの研修の成果を存分に伝えることができました。 
今後、本報告会での指導助言を基に、検証授業実施等を通じて、さ

らに研究を深めていきます。研究の成果のまとめについては、平成 19 年２月 23 日（金）に開催する研究発表

会を予定しています。 

ト ピ ッ ク ス 

https://stream.wakayama-edc.big-u.jp/intstream/AspSamples/play.asp?cid=ryudou&cpid=edc08&password=02357164&uid=edc08
https://stream.wakayama-edc.big-u.jp/intstream/AspSamples/play.asp?cid=idou&cpid=edc08&password=02357164&uid=edc08


【第２回研究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） 

天体の見かけ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になるために 
－健康相談活動から考える－ 

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 

－効果的な支援を考える－ 
森下 左知子 

(紀美野町立長谷毛原中学校) 
思春期女子の心の成長過程 

－気持ちを素直に言葉で表しにくい女子生徒に寄り添って－ 
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 

－教職員が目標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） 

論理的思考力を育成する算数科の授業の工夫改善 

－学力診断テストの結果分析から、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のあり方 
－発問構成とノート活用を中心に－ 

指定 

森 田  成 一 
（串本町立潮岬中学校） 

串本町における地域との連携を重視した防災学習 

－総合的な学習の時間における防災教育カリキュラムの研究－

 
 

 
 学校教育の情報化を基本テーマにした全国規模の教育シンポジウムが、11 月２日（木）当教育センター学

びの丘を会場に開催されます。財団法人コンピュータ教育開発センターと和歌山県、和歌山県教育委員会等が

共催して実施します。学校情報セキュリティのほか、ICT の授業活用などの分科会では、県内小・中学校、高

等学校、養護学校の実践発表等があります。また、東京工業大学の赤堀侃司教授、㈱BCN 最高顧問の高山由氏

の講演も予定しています。 

 

 
この講座は、学校組織マネジメントの基本的な考え方を学ぶとともに、学校における諸問題に対応した演習

を通して、牽引的役割を担う教員の資質向上を図ることを目的としています。  

  内容は、「学校組織マネジメントの必要性」「職場の活性化を目指す教員の役割」等です。信頼される学校づ

くりを考える研修講座です。まだ定員に若干の余裕がありますので、専門研修課（TEL0739-26-3495)までぜひ

申し込んで下さい。 

お 知 ら せ 

研修講座のお知らせ 


	Button1: 
	Button2: 
	Button3: 


