
 

 

 

平成１９年 ８月 

夏季号では、本年度の新規事業(理科ふしぎ発見わくわ

くｷｬﾗﾊﾞﾝ)、研究開発課だより等について紹介します。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 「小学校の理科室で指導主事による理科の授業」。６月 20 日（水）

に有田川町立鳥屋城小学校で、７月４日（水）には同じく小川小学校で、

出前授業と先生向けのミニ講座（現職教育）を行いました。授業では、

「やった！電気が流れた」「花ってこんなに見えるんだ」等、子どもた

ちが“わくわく”しながら、先生と一緒に備長炭電池の実験や花の顕微

鏡観察に取り組みました。出前に出かけた指導主事にとっても、日頃の

研究成果を実証するとともに、本県における理科教育発展の方策を探るうえでも有効な機会となっています。 
「トキワツユクサの白いおしべには、毛のようなものがついていました。これを 100 倍で見ると一つ一つ

丸っぽいものがつながっていました。先の方は丸いけど、つけ根の方は長い丸になっていました。もっと大

きくして見ると、一つの丸っぽい部分の中が動いていてとてもびっくりしました。『一つ一つの中が動いて、

小さな命も大切にしていかないといけないなあ』と思いました」児童の感想より（一部抜粋） 

「回路に備長炭をつなぎ、豆電球に明かりがついた時の子どもたちの驚きの声・・・。『木でできた備長

炭がなぜ電気を通すの？』と、私も同じ思いでした。いつもこんなふ

うにわくわくしながら実験する授業が出来たら、理科好きの子どもた

ちになるだろうなと感心するばかりでした。現職教育では、シャープ

ペンシルの芯を使った電球等身近な物の実験を見せてもらい、こうし

た実験の知識が楽しい授業へとつながることを実感しました。また、

顕微鏡の画面をテレビやスクリーンに映すことができる備品の活用方

法を教えて頂いたので、ぜひ授業に生かしたいと思います」先生の感

想より（一部抜粋） 

第２期の実施期日と申込受付期間 
◎受付期間…８月 29 日(水)～９月４日(火) 

◎実施期日…９月 12・19 日（水）､10 月 17・24 日（水）､11 月 14・21 日（水）､12 月５・12 日（水） 

※詳しい実施要項や申込方法は、下のアドレスで確認してください。 

http://www.wakayama-edc.big-u.jp/wkwk_c/wakuwaku.htm 
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 平成 19 年度 10 年経験者研修は、６月 12 日（火）に共通研修１を実

施し、スタートしました。本年度の対象教員は小学校 35 人、中学校

21 人、高等学校 32 人、特別支援学校 19 人の計 107 人です。 

 開講にあたり、教育センター学びの丘 勝丸所長は、「10 年経験者

研修の意義」と題し、10 年経験者研修のねらいや概要について解説す

るとともに、優れた教員の３要素、同僚性の重要性、中堅教員として

求められる資質能力等について講義しました。 

午後は、紀南相談課 上野課長による「世代性の獲得」を中心としたキャリアの発達課題についての講義の

後、各教員は教職 10 年を振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、「常に学び続けること、常に新しいことにチャレンジし続けることが大切だと感じまし

た。教師として 10 年という節目を迎え、この研修を自分の殻を打ち破るきっかけにしたいと感じました」

「『中年期は次世代を育てる時期でもある』という言葉が大変印象に残っています。自分を活性化させるた

めにも意識していくことが大切だと思いました」などの感想が寄せられました。 

 
 去る６月 27 日（水）、教育センター学びの丘において、平成 19 年度

５年経験者研修①を実施しました。今年度の対象教員は、小学校 17

人、中学校 12 人、高等学校 39 人、特別支援学校 14 人の計 82 人です。 

 まず、県立学校課 川恒弘課長が、「本県の教育の現状と課題」と

題し、本県の義務教育、高校教育、特別支援教育における現状と課題に

ついて説明しました。午後は、教育センター学びの丘 勝丸所長が、「５年経験者への期待」と題し、教員の

資質能力の向上、学ぶことの大切さ、研修の目的等について講義しました。続いて県立学校課 土肥二郎 人

事班長が、「教職員の服務」と題し、職務上・身分上の義務、また自己の健康管理の大切さ等も含めて講義

を行いました。 

 受講者からは、「謙虚な気持ちと強い情熱を持ちながら、教師としての力量を磨き、人間的にも成長して

いきたい」「教員の職責の重さをしっかりと自覚し、教員として資質を高めたい」等、今後の教育活動への

熱意や意欲のこもった感想が多く寄せられました。 

 
 

 
５月 29 日（火）、教育センター学びの丘において、小学校担任のための誰で

もできる音楽教育研修講座を実施しました。 

 午前は、小中学校課 酒井指導主事が、今求められる音楽教育について、人間

力、PISA 型読解力、学習指導要領の方向性の３つの観点から講義しました。 

 午後は、白浜町立田野井小学校 小畑教頭が、歌唱指導、指揮、リズム奏等

について、演習を交え講義しました。 

 受講者からは、「歌唱指導の際に、子どもに分かりやすい言い方で声

かけをすることで、歌声にはっきり差がでるものだと実感しました」と

いった感想が寄せられ、歌唱指導時の声かけの言葉、指揮法等、実際の

授業に生かせる指導のポイントを学ぶ機会となりました。 

 

 



 
 梅雨の合間の６月28日（木）、橋本市高野口町を会場に実施しまし

た。地域教材を生かした社会科学習の研修として、本年度は大畑才蔵

と小田井堰を取り上げました。単元を扱う際の題材選択の指針を示し

たあと、和歌山大学 海津一朗教授が、調査から見えてきた紀北地方

の灌漑の特色と水と人間の関わりについて講義されました。また、県

立博物館 前田正明主査学芸員には、大畑才

蔵の井堰建設技術等についての講義と、歴史的遺産を中心に高野口町地区全体の特

色を辿る現地研修の指導をしていただきました。講師の方の研究に取り組む姿勢や

町の歴史を辿る現地研修によって、受講者は地域教材の取り上げ方について具体的

に知ることができたのではないでしょうか。今後も、県内各地域の教材を結び共有

化を図っていきたいと思います。 

前田学芸員から提供いただいた映像資料は、きのくに教育iDCで公開しています。 

http://idc.wakayama-edc.big-u.jp/ 

 
６月７日（木）、化学的な検査キットや水生生物によって河川の水質

を調査する方法を学習することを通して、環境調査や自然観察指導のあ

り方について理解を深めることを目的に、本年度は有田川において水質

調査を実施しました。 
午前中は、会津川において小中高校が連携した水質調査の実践事例の

報告、水生生物調査の目的や方法

について講義を行いました。また、化学的な分析方法としてパックテ

ストを用い、COD（化学的酸素要求量）やアンモニア性窒素など６項目

について有田川の上流、下流の水質を比較しました。 

 午後は、実際に有田川でのパックテストでの水質調査、水生生物の

採集を行いました。その後、実体顕微鏡で水生生物を観察し、各グル

ープでまとめを行いました。今後は、近隣の学校で水質調査を行い、

それぞれの地域で研究を進めていくことが期待されます。 

  
本講座は、「生徒指導に係る生徒一人ひとりの生き方に視点を当てた

心理的援助方法の理論を学び、実践的指導力を養うこと」を目的に実施

しています。昨年度から、①（理論編）と②（事例研究編）の２回で構

成し、内容の充実を図っています。例年、受講者が多く、人気の高い講

座の１つです。 

６月４日（月）に実施した生徒指導研修講座①（理論編）では午前中

は、生徒指導に教育相談の知見を用い

るとはどのようなことか、また、その基礎となる理論について紹介しま

した。午後は、生徒指導における心理的援助とはどのようなものか、具

体的事例をもとに解説しました。理論と実践が結びついた講座内容によ

り、生徒指導を進めるうえで、児童生徒を支援するための知識や技能の

必要性を理解し、自校における今後の生徒指導の在り方を考えることが

できたとの感想が多く出されました。 



  
 学校や通学路における事件・事故が、子どもの安全を脅かす大きな問題となっています。学校における危

機管理体制の確立は、喫緊の課題です。本講座は６月 22 日（金）に、講義・演習を通して、学校で行う危機

管理の進め方を学ぶことを目的として開催しました。 

 講師は、文教大学教育学部 蛭田政弘教授が務めました。蛭田教授は、講義の中で、危機管理の３つの局面

であるリスク・マネジメント、クライシス・マネジメント、再発防止対策にふれながら、危機管理における

判断は「原則」に基づく必要があることを強調しまし

た。また、午後は、「危機管理から見た学校運営の重点

化と対策」をテーマとして、各校のリスク分析の演習を

行いました。 

 受講者からは、「危機は繰り返すという言葉が印象的

であった。個々の教員が持っている情報を学校全体で共

有できるよう努めたい」「危機管理は、危機が発生する

ことを想定して物事に対処する日常的な意識の問題であ

ることを痛感した」等の感想が多数寄せられました。 

 
 

  
 小・中・高等学校の教員が校種を越えて連携し、各地域の教育課題解決に向けて研究を行う「きのくに教

育 FC 研修講座」の１回目が６月 26 日（火）に開催されました。今年度の参加地域は紀の川市と御坊市を中

心とする地域です。両地域とも算数・数学科のカリキュラム開発や教材開発等を行い、授業改善に取り組み

ます。紀の川市からは４小学校、２中学校、２高等学校から 11 名の教員が、御坊地域からは４中学校、２高

等学校から７名の教員が参加しています。今回は主に現状の分析を行い、どのような課題があるかについて

協議をしました。小学校の高学年頃から苦手意識が高まってくることや計算力、問題文の読解力が低下して

いること、また抽象的な概念を形成する力も低下していること等があげられました。今後は、それぞれの地

域で各課題に対応する取り組みを重ね、その成果を２月１日（金）の「きのくに教育情報・授業モデルメッ

セ」で発表することになっています。 

  
IT 産業人材育成推進プラン事業は、昨年度に引き続き、教員の

IT に係る指導力の向上研修を実施するとともに、県立学校の生徒に

対し、学校で学んだ内容をさらに発展させた高度なＩＴに関する講

習を実施し、本県 IT 産業の理解を深め職業意識の高揚にも資する

ことを目的にしています。 

本年度は、高校生を対象に、有資格者の講師が、各県立学校での

教育課程を踏まえて、合わ

せて 12 日間（７月 24 日～８月 10 日）の講習を実施します。講習

は、各コース３日間で、①初級システムアドミニストレータ、②日

商簿記検定試験２級、③日商 PC 検定試験＜文書作成＞２級、及び④

日商 PC 検定試験＜データ活用＞の４コースを始めました。 

高校生は、短期間集中で要点整理・弱点補強に、そして教員は、

有資格者の講習から授業における指導力の向上につなげることがで

きます。 

 

開講式の様子 

初級シスアドコースの講習風景 



 
 

マナビィスト支 援 セミナー及 び企 画 ゼミ 

テーマ『防災によるまちづくり』 
７月７日（土）にマナビィスト支援セミナー及び企画ゼミの第１回が開

催されました。 
 萩原勝則生涯学習課長からは、「このゼミでの『学び』や『成果』をぜ

ひ県民に伝え、『防災によるまちづくり』の取組が高まり、ネットワーク

が広がることを期待します」というあいさつがありました。 
 はじめに、和歌山大学 防災研究教育プロジェクトの此松昌彦准教授よ

り、地震と防災に関する基調講演があり、阪神淡路大震災などの被害や、

被災生活の様子等を教えていただき、残された課題についても勉強しまし

た。その後、ゼミ生はそれぞれの課題別のグループに分かれ、今後のゼミ

の企画書作成についての話し合いを行いました。 
 
（和歌山県家庭教育総合推進事業） 

 
 

 
「子育てほっ！とサロン」とは、子育てについてみんなでいっしょに考えたり、疑問などを出し合う中で、親として学び、育ち合う学習の場です。 

 本年度の「子育てほっ！とサロン」（前期）は７月～10 月まで７回の開催予定です。 

７月 12 日（木）に第１回目を開催しました。子どもさんたちを一時保育ルームに預けた後、「お互い知り合

いましょう」というテーマで、『自己紹介』や『第一印象ゲーム』などを行い、相手のことや今まで気づかな

かった自分に気づくことができました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

開校式の様子            自己紹介ゲーム           保育ルームの様子 

第１回 生 き 活 き ふ れ あ い セ ミ ナ ー 
第１回生き活きふれあいセミナーを９月９日（日）に開催します。「地域の子どもは地域のちからで」をテ

ーマに、和歌山大学 山下晃一准教授の講演を行います、その後、地域で子どもに様々な体験活動や安心・安

全な居場所を提供する活動を行っている方々を招いて、パネルディスカッションを行い、情報交換と交流を図

る予定です。 

「 き の く に 学 び の 日 」 の 啓 発  
「きのくに学びの日」（11 月１日（木））及び「きのくに学び月間」（11 月）を広く県民に周知するとともに、

県民の教育に対する理解と関心を深め、生涯にわたる学びの気運を醸成するための取組を実施します。 

◆記念行事（紀南）11 月 17 日（土）（紀北は 11 月 10 日（土）に実施） 

 



 

 

 研修員は、５月 16 日（水）の第１回研究報告会で受けた指導助言をも

とに、「第 1 回研究報告書」を作成し、該当教育委員会及び所属校に提

出しました。現在、９月 13 日（木）、

14 日（金）に開催予定の第２回研究

報告会に向け、研究テーマに基づい

て仮説を設定し、検証授業を計画す

るなど、研究を進めているところです。 
以下、研究の進捗状況をお知らせします。 

 

所属校・研修員名 研究テーマ・研究の進捗状況 

海南市立加茂第二小学校 

養護教諭 淀 谷 弥 衣 

特別支援教育における養護教諭の役割 

 特別支援教育について、行政資料や先行研究、文献などから理解を深めるとともに、これま

での取組や事例を振り返り、特別支援教育における養護教諭が担う役割について研究を進めて

いる。 

御坊市立御坊小学校 

教諭 山 本 富 康 

学級内でのよりよい人間関係を育む道徳教育 

子どもたち相互のかかわりを重視する道徳の時間と学級活動を通じて、人間関係を築く力や

道徳的実践力を育む道徳教育について研究している。今後、質問紙による調査から学級の実態

を把握し、学級活動と関連させた検証授業を計画する予定である。 

田辺市立高雄中学校 

教諭 玉 置 奈 緒 子 

南方熊楠に学ぶフィールドワーク実践 

子ども達が教科の内容をより深く理解できるようにするため、フィールドワークを取り入れ

た理科のカリキュラムを研究している。郷土の偉人「南方熊楠」の研究手法を学び、地域の自

然や日常生活と関連した教材の開発を目指している。 

有田市立保田中学校 

教諭 御 前 政 貴 

生徒指導について考える 

自己実現をキーワードにし、臨床心理学や発達心理学の知見を取り入れた生徒指導の実践に

ついて研究している。現在は、参考文献の精読やこれまでかかわりのあった生徒の事例を検証

している。 

有田川町立吉備中学校 

教諭 杉 村 秀 二 

科学的な思考力を高める理科授業の工夫 

理科における科学的な思考力を高めるために、思考する場面をいかに設定し、個々の生徒へ

の支援を具体的にどう行うかについて研究している。現在は、先行研究や関連資料の精読を行

うとともに、検証授業の実施計画作成と教材研究に取り組んでいる。 

串本町立大島小学校 

教諭 溝 内 聡 子 

ふるさと和歌山をいかした授業づくり 

児童の主体的な学習態度を育むことを目標に、地域の題材を生かした教材開発に関する研究

に取り組んでいる。現在は、研究に関連する文献や資料を参考にしながら、串本町における題

材を教材化し、検証授業を計画する予定である。 

日高川町立笠松小学校 

教諭 北 山 憲 昭 

地域の自然を生かした理科の授業づくり 

小学校第５学年「流れる水のはたらき」における指導について研究している。先行研究を調

査するとともに、フィールドワーク等を通じた資料の収集及びモデル実験の考案に取り組み、

日高川の教材化を進めている。 

 

研修内容について議論する研修員 

検討を重ねて報告書を作成 



紀美野町立野上小学校 

教諭 井 岡 佳 代 

小学校における別室登校児童への理解と支援について 

 別室登校児童への理解と支援を探るために、本人にとっての別室登校の意味、本人の成長に

繋がる学校としての支援、その支援を継続させるために大切なことの３点について、先行研究

を参考に研修を進めている。 

田辺市立中山路小学校 

教諭 榎 本  博 

小学校における英語指導 

「中学校英語科との接続を考えた指導の在り方」をテーマに研究を進めている。現在は、英

語担当教員に指導上の課題について、また中学校１年生に英語学習について意識調査を実施

し、その結果をもとに検証授業を計画しているところである。 

白浜町立田野井小学校 

教諭 宮 本 憲 一 

環境に働きかける実践力を育成する授業づくり 

環境問題について学んだ知識に基づく実践力を育成することを目標として、総合的な学習の

時間を活用した環境教育について研究している。現在は、小学校高学年を対象に、身近な川の

水質調査など地域の題材を活用した授業計画を行っている。 

紀の川市立西貴志小学校 

教諭 松 尾 研 也 

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 

器械運動において、先行研究の文献や資料を参考に、運動に親しもうとする意欲の持たせ方

や、動きの高まりが実感できる指導法について研究している。めあてを的確に持ち、仲間と豊

かにかかわり合えるようにするため、指導の工夫改善を考えている。 

 

 

  

 教育センター学びの丘では、平成 17 年度から「きの

くに教育 iDC コンテンツ開発事業」を実施していま

す。この事業は多くの県民の方が郷土和歌山について

学び、ふるさとの良さを再認識するため、県の歴史・

自然・スポーツ等の地域素材を収集し、デジタルコン

テンツとして作成し、教育センター学びの丘が運営する iDC(インターネット・データ・センター)からイン

ターネットで学習教材として配信しているものです。 

 これまでの２年間は、文化・歴史・自然・芸術・産業の分野でコンテンツの開発を行い、Web ページに登

録しています。 

 本年度は、自然分野では「きのくにジオパーク－大地の生い立ちを学ぶネイチャーウォーク－、歴史分野

では「残しておきたい近代建築」、スポーツ分野では「和歌山と弓道」をテーマに地域素材の開発を行う予

定です。今後もより多くの県民の方が活用していける学習教材を目指していきます。 

  
 本年度から新たな体系の下、年８回の計画で公立学校事務職員研修を開講しています。 

これらの研修講座は総務課が担当になっています。既に、初任者を対象とした２回の研修講座と経験 10 年

以上の事務職員を対象とした研修講座を実施しました。なお、運営に際して私どもも戸惑うことの連続であ

りましたが、研修講座のアンケート結果や要望等を、次回からの講座に十分生かしていくことで、充実した

内容となるよう努めてまいります。 

 また、今後に予定している研修講座においては、パソコン研修以外の講座には、定員に余裕がありますの

で多数の受講をお待ちしています。講師陣も国立教育政策研究所主任研究官 千々布敏弥先生等の全国的にも

著名な方やユニークな視点でお話いただける人材をお願いしていますので、十分皆さんの期待に応えられる

のではと考えます。 

 詳しくは総務課までお問い合わせください。 

 




