
 

 

 

平成１９年 ５月 

春季号では、本年度の新規事業や基本研修講座、専門

研修講座等について紹介します。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
４月 27 日（金）、県立古佐田丘中学校の１年生が、地層や顕微

鏡を用いた微生物の学習、プラネタリウムを用いた星空の学習を

行いました。「平成 19 年度和歌山県教育センター学びの丘施設・

設備の授業活用」の本年度初めての授業です。 

地層の学習では、教育センター学びの丘に隣接した新庄総合公

園に出向き、岩石や化石の種類、断層のでき方の説明を受けなが

ら観察を行いました。この場所では、地層をいろいろな角度から

観察したり、断層に触

れたりすることができ、

感動しながら自然のエネルギーを肌で感じていました。その後、

学びの丘にもどり、和歌山県の地質図と岩石標本を参考にして、

前日観察した由良町白崎海岸の中・古生代の地層と比較しながら

学習のまとめを行いました。 

顕微鏡を用いた学習では、学校周辺にある池で採集したミジン

コの観察とスケッチを行いました。透けて見えるミジンコの体が

パソコンの画面にくっきりと映し出され、生徒たちは興味深く観

察していました。その後、走査型電子顕微鏡によるミクロの世界

も観察しました。この顕微鏡では立体的な迫力のある画像を見る

ことができます。生徒たちは迫力ある画像を身を乗り出すように

して見ていました。 

プラネタリウムでは、当日の星空について学習しました。満天

の星空の下、春の星座に関する説明を聞きながら天体の映像に見

入っていました。 

生徒たちにとってフィールドワークや最新の機器を活用した観

察などを満喫した１日となりました。 

学びの丘の施設･･･プラネタリウム 
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 ５月 10 日（木）、教育センター学びの丘において、教育公務

員の服務やコミュニケーションマナーをテーマにして、初任者研

修教職基礎研修②（紀南の部）を実施しました。 

 午前は、県立学校課の土肥人事班長から、法律に定められた教

育公務員の服務等について、わかりやすい説明がありました。 

 午後は、日本現代作法会 羽山京子総師範が、マナーや挨拶は「心」を「形」に代えて、相手とよりよいコ

ミュニケーションを図る方法であると述べ、挨拶言葉を高めるポイントやわかりやすい話し方のポイント、

立ち姿やおじきの仕方など、演習を交え講義しました。 

 受講者からは、「教職員及び社会人としてのふるまい、言

動、心の持ち方を教えていただきました。常に意識して日々取

り組んでいきたいと思います」といった感想が寄せられ、自分

の言動を振り返り、教職員としてのあるべき姿を学ぶ機会とな

りました。 

 なお、紀北の部については、５月 17 日（木）、和歌山市内

において実施しました。 

 
 平成 19 年度幼稚園等新規採用教員研修園外研修①は、４

月３日（火）、教育センター学びの丘で実施され、公立及び

私立幼稚園の新規採用教員 34 名が、受講しました。開講に

あたり、教育センター学びの丘勝丸所長が「新任教員に期待

する」と題し講義を行い、新規採用教員を激励しました。そ

の後、県子ども未来課硲間主任が、本県の幼稚園・保育所の

現状と課題及び、

今後の幼稚園教育

の方向性について講義をしました。午後は、日本現代作法会 羽山

京子総師範による講義・演習を通して、社会人としての基本的な

心構えや、マナーについての知識を深めました。 

 受講者は、教員として、また社会人として、自覚を持ち、気持

ちを新たにして幼稚園教員としての第１歩を踏み出しました。 

 

 

 
本年度から新たな研修体系の下、年８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回目は、

４月５日（木）に、新規採用公立学校事務職員研修講座Ａを実施しました。午前中は新規採用教員・栄養職

員とともに、山口教育長の講話、川県立学校課長から講義があり、子どもをしっかり見つめ、向き合うこ

と、教師自身が自らの経験を乗りこえていくことの重要性、さらに平成 19 年度の県教育行政の重点施策等に

ついて教示されました。 

 午後は、教育センター学びの丘の山田副所長が、「事務職員としての心がまえ」と題した講義を行い、続

いて田辺工業高等学校 中田事務長補佐による「教育組織と学校事務」についての講義がありました。最後に、

受講者からの質疑や意見交換が活発に行われました。 

 

 



 
 ５月８日（火）に、特別支援学級担当教員研修①を実施しました。こ

の研修は、今年度初めて特別支援学級を担当する教員を対象としたもの

です。 

まず、「本県における特別支援学級の現状と課題」、特別支援学級の

「教育課程」「学級経営」について講義を行いました。さらに、岩出市

立中央小学校 高橋美智教諭及び印南町立印南中学校 二本松茂美教諭が

実践発表を行い、特別支援学級の経営について具体的な理解を深めまし

た。受講者から、「初めて特別支援学級を担当した者にとって、どの

内容も分かりやすく、参考になりました。今、特別な支援を必要とし

ている子どもへの支援について、自分にできることを学校に戻り実践

して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５日（火）に、和歌山大学

教育学部附属特別支援学校において、知的障害児教育の実際について

研修します。 

 
 本講座の特色は、プラネタリウム活用と天体観測実習をセットにして

いることです。日没が午後７時頃となるため、午後３時から午後９時と

いう時間帯で実施しました。プラネタリウムで春と夏の星空のポイント

等を研修したのち、夜には、双眼鏡や天体望遠鏡を使って、月齢 1.6 の

細い月、半円状に欠けた金星、土星などの太陽系の天体をはじめとして、

北斗七星や春の大曲線等の春の星空を観測する予定でした。残念ながら、

当日は曇天で月すら見ることができず、天体観測は望遠鏡を組み立てて

簡単な操作を行ったところで終了となりました。それでも、受講者から

は「天体望遠鏡を組み立てて使ってみることができた」「実際の星を見

ることはできなかったが、プラネタリウムの研修はとても勉強になった

ので、是非実践してみたい」等の感想が寄せられました。 
なお、この２日後には、県内全域が高気圧に覆われ、受講者が今回の

講座の研修成果を確認するうえで、最高ともいえる絶好の夜空になりま

した。 
 
 

  
 今年度は、昨年制定された「きのくに学びの日」の式典とあわせて、講演会を 11 月 17 日（土）に予定し

ています。 

 昨年度は、世界遺産登録を記念して、明治大学法学部 金山秋男教授、

和歌山県世界遺産センター辻林浩指導員を迎えて講演会を実施しまし

た。金山氏は、「熊野のエロスと一遍の往生観」をテーマに、特に熊

野の地に焦点をあて、「紀伊山地の霊場と参詣道」の価値、世界遺産

たる所以について熱弁されました。辻林氏は、文化的景観の保護と活

用についてわかりやすく解説されました。県民の皆さんが身近な宝で

ある世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」について一層理解し、考え

 



る絶好の機会となりました。 

 また、当日はきのくに県民カレッジ対象講座を受講し、100 単位を取得された２名の方に対する「きのく

に生涯学習ブロンズマスター」認定証授与式も行われました。なお、県全体では、100 単位以上は 80 人、

500 単位取得した「きのくに生涯学習士」は５人となっています。 

 
 地域で活動する方々が

交流を深め、地域課題の

解決を探るための生涯学

習講座、「生き活きふれ

あいセミナー」を今年度

も実施します。 

 今年度予定の日程とテ

ーマは、９月９日（日）

「地域で子どもを育てる

ために」、10 月 14 日（日）「地域の防災意識を高めるために」、11 月 11 日（日）「地域の伝統芸能を考え

る」、12 月９日（日）「地域資源の保全と活用」です。 
なお、昨年度は 10 月か

ら１月までの４回、「地

震防災」「地域資源」

「子育て支援」「地域の

防犯」という４つのテー

マでパネルディスカッシ

ョンやワークショップを

行い、約 150 名の方が出

席しました。 

 
 地域の課題について、住民が自ら主体的に学び、共同学習を展

開し、住みよい地域づくりに参画する活動を支援する「マナビィ

スト支援セミナー」の企画ゼミ、及びセミナーを和歌山大学と連

携しながら、きのくに県民カレッジの中核講座として実施します。 

 昨年に引き続き、紀南ゼミでは、テーマを「防災によるまちづ

くり」とし、住民の防災意識の向上、地域防災力の向上をめざし

て、①被災地の現実を学び受け継ぐ ②地域防災力（自主防災組織

を含む。）を高める 
③次世代へ伝える防災

教育の３つの観点で、７月７日（土）13 時 30 分から５回、和歌

山大学 此松昌彦准教授を中心としたゼミと数回の自主ゼミ（グ

ループ学習）を行う予定ですので、よろしければご参加ください。 

 また、３月２日（日）には、ゼミでの「学び」や「成果」を生

かしたセミナーを参加者が企画（コーディネーター 和歌山大学 

堀内秀雄教授）し、開催（昨年度の参加者 70 名）する予定です。 
 

10 月 22 日 地域に根ざした防災組織の確立 11 月 12 日 地域資源の保全と活用 

12 月 17 日 地域の中の子育て支援 1 月 21 日 地域における防犯体制の確立 



 

 

本年度、以下の長期研修員が、それぞれのテーマに基づ

き、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 16 日（水）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。それらに対して、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指

導助言を行いました。 

今後、各研修員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】 

研修分野 研修員 研究テーマ 

榎 本   博 
（田辺市立中山路小学校） 

小学校における英語指導 

－中学校英語との接続を考えた指導の在り方－ 
溝 内  聡 子 

（串本町立大島小学校） 

ふるさと和歌山を生かした授業づくり 
－地域の題材を生かした総合的な学習の時間の教材開発－ 指定 

宮 本  憲 一 
（白浜町立田野井小学校） 

環境問題に対する認識を深め、自然と共生していこうとする

態度の育成 

－地球温暖化を手がかりにして－ 

玉 置 奈 緒 子 
（田辺市立高雄中学校） 

南方熊楠をテーマとした理科教育実践 

－地域教材・フィールドワークを重視したカリキュラム開発を

目指して－ 
杉 村  秀 二 

（有田川町立吉備中学校） 
科学的な思考力を高める理科授業の工夫 

理科 

北 山  憲 昭 
（日高川町立笠松小学校） 

地域の自然を生かした理科の授業づくり 

－日高川を題材として－ 

体育科 
松 尾  研 也 

（紀の川市立西貴志小学校） 

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 
－跳び箱の集団演技を通して－ 

道徳 
山 本  富 康 

（御坊市立御坊小学校） 

豊かな人間関係を育む道徳の時間 
－体験的・作業的手法を組み入れた授業実践を中心にして－ 

生徒指導 
御 前  政 貴 

（有田市立保田中学校） 

生徒指導について考える 
－生徒の自己実現能力を高めるには－ 

淀 谷  弥 衣 
（海南市立加茂第二小学校） 

特別支援教育における養護教諭の役割 

－気づきを支援につなげるために－ 
教育相談 

井 岡  佳 代 
(紀美野町立野上小学校) 

小学校における別室登校児童への理解と支援について 

－保健室登校をしていた児童への関わりをもとに－ 

 
＊ 第２回研究報告会は、９月 13 日（木）・14 日（金）の両日にわたり行う予定です。 

 

 



 

 

 

 ４月25日（水）、安居小学校の全校生徒22名が、プラネ

タリウムを活用して夜空の学習を行いました。 

 イギリスの作曲家ホルストが作曲した組曲「惑星」の中

の「木星」を聞きながら子どもたちが入場しました。部屋

が暗くなって星座がドームいっぱいに映し出されたときに

は、「きれい！」と一斉に歓声があがりました。 

最初に「今日の星空（日没から夜明けまで）」を鑑賞し

た後、冬の大三角（こいぬ座プロキオン、オリオン座ベテ

ルギウス、おおいぬ座シリウスの３つの恒星を結んだ三角

形）、春の大曲線（おおくま座北斗七星のひしゃくの柄を

延ばしてうしかい座アルクトゥルス、おとめ座スピカへ連なる曲線）、春の大三角（アルクトゥルスとスピ

カ、しし座デネボラを結んだ三角形）といった夜空の目印を確認しました。プラネタリウムでは、日時を自

由に設定して星空を再現できます。時間を普通の何倍も速めて星空を再現すれば、星座が形を変えずに時間

とともに東から西へと動いていることが一目瞭然です。全天の星々が一斉に動く様子に、「すごい」「こん

なに動いているんだな」等という声があがっていました。また、春の

盛りの当日に、真夏の８月の星空を映し出し、春の星空と見比べまし

た。子どもたちは、８月に見頃を迎える天の川や夏の大三角を、一足

早く目にすることができました。 

最後に、マルチメディア投映機能を生かしたプラネタリウム番組

「おとめ座物語」を視聴し、おとめ座にまつわるギリシャ神話の学習

をしました。 

 

 

  

 本事業は、環境学習車に搭載した機器等を活用し、小学校理科に係る出前授業及び現職教育を実施するこ

とにより、児童生徒の学ぶ意欲を高める授業の実現に寄与するとともに、教員の理科教育に係る資質能力の

向上を図ることを目的に実施します。 

 第１期の第１回目は６月20日（水）に有田川町立鳥屋城小学校で実施します。４年生では「化学電気で遊

ぼう」の内容で炭電池等の化学電池を作成し、５年生では「花のつくりを観察しよう」の内容で顕微鏡を活

用してミクロの世界を観察します。 

第２期・第３期の実施期日並びに受付期間は次のとおりです。 

第２期 実施期日…９月12日(水)､19日(水)､10月17日(水)､24日(水) 

11月14日(水)､21日(水)､12月５日(水)､12日(水) 

受付期間…８月29日(水)～９月４日(火)必着 

第３期 実施期日…１月16日(水)､30日(水)､２月６日(水)､20日(水) 

受付期間…12月10日(月)～12月14日(金)必着 

詳しい実施要項は下のアドレスにアクセスしてご覧ください。 

http://www.wakayama-edc.big-u.jp/wkwk_c/wakuwaku.htm 

 

｢おとめ座物語｣の一場面 

 


