
２月７日（土）、教育センター学びの丘を会場として、和歌山大学教

育学部と県教育委員会の主催で、「わかやまを元気にする『共育』と

『学び』」をテーマに第４回教育フォーラムを開催し、学校や教育委員

会、大学などの教育(機関)関係者約300人の参加がありました。

山口 裕市 教育長は挨拶の中で、「本県教育の現状を見ると、学力や

体力、不登校等に課題があります。こうした課題を真正面に捉えて一歩

一歩解決していかなければなりません。今年度から和歌山大学のバック

アップも得て地域共育コミュニティの形成に着手しており、大学と教

育委員会が連携して教育課題の解決に迫る教育実践力の向上をはかっ

ています。本日のフォーラムを通して学校、大学、地域の連携がいっ

そう深まり、本県教育の課題解決にむけて、その道筋があきらかにな

ることを期待しています。」と述べました。

基調講演では秋田大学 教育文化学部 阿部 昇 教授に、『新学習指

導要領が提起する教育課題－秋田県の教育が提起するもの－』と題し

てお話いただきました。秋田県

が全国学力学習状況調査で好成

績を収めた要因と、それに関わって新しい学習指導要領をどうとらえ

るかについのお話に参加者は熱心に聞き入っていました。

午後は、山口教育長が「地域共育コミュニティと新しい学び」と題

して、教育の現状と課題を押さえながら、子どもや地域を元気にする

学び、それらを繋ぐ学びについて講話がありました。その後「大学連

携」「学校・家庭・地域の連携」「教員・学校連携」の三分科会にわ

かれ実践報告やシンポジウムが行われました。
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２月16日（月）、「きのくに教育メッセ」を開催し、県内の小・中・高等学校や市町村教育委員会等から

120名を超える方々が参加しました。「メッセ」とは、「見本市」という意味のドイツ語です。教育センター

学びの丘は、様々な教育課題に対応するため、今年度も各教育委員会、学校、教員の方々と協働して、数々

の授業研究や教材開発に取り組んできました。今回のメッセは、これらの成果を多くの方々に紹介し、協議

を深めることで、県内の授業改善やカリキュラム充実に役立てようとするものです。

午前は、植草学園大学 野口 芳宏 教授に「野口流『授業の作法』」と

題した記念講演をしていただきました。野口教授は、国語授業のカリス

マと呼ばれ、全国の現役国語科教員を相手に、授業力向上の研究及び普

及等に取り組まれています。

講演は、「授業とは子どもの学力向上を図るものである」としたうえ

で、具体例として、自分の考えをノートに書かせ、それを読ませて発言

させる「ノート発言」の手法を紹介し、挙手あり、指名ありと緊張感あ

る授業さながらに、学力向上を図るポイントをしっかりと押さえた充実

した内容でした。

出席者からは、「授業の本質について深く考えさせられる時間であった」「楽しい授業を心がけてきたが、

学力形成が授業の本質という言葉をもとに、もう一度自分の授業を振り返りたい」「野口先生の模擬授業に

ひきつけられた」等の感想が寄せられました。

午後は分科会を実施しました。今年度は教育センター学びの丘長期研修員の研究発表が併せて行われ、

「小学校外国語活動」「言語力向上」「特別支援教育」「教育相談等」「理科教育」について１年間取り組

んだ成果が発表されました。また、新宮市地域や海南市・紀美野町地域で

小・中・高等学校の教員が連携して取り組んだ「算数・数学の系統性を重

視した研究」についての発表や有田川町地域で取り組んだ「科学的思考力

を高めるための理科の授業研究」についての発表も行われました。

出席者からは、「様々な取組が進められていることを知って勉強になっ

た」「今後の実践にすぐに役立つものを多く学ぶことができた」等の声が

寄せられました。

本研修は、表計算ソフトの操作技能を習得し、学校事務の効率化を図ることを目的に、初級、中級の２回

に分けて開催しました。初級コースは、午前中、表計算ソフトの基本操作の講義と実習を行い、午後は、白

浜町立白浜中学校 玉置 昌也 主査が、学校で使用している予算差引のフ

ァイルを用いて、表計算ソフトの活用についての講義と実習を行いました。

中級コースでは、表計算ソフトの応用とデータ処理ソフトについての講義

と実習を行いました。受講者からは、「実践的な内容であったので、すぐ

に学校で活かしていきたい」などの感想が寄せられました。また、情報セ

キュリティに関する講義も併せて行い、情報管理の重要性を再認識するこ

とができました。今後、本研修を生かし、事務の効率化が進められること

で、学校における事務負担の軽減につながることが期待されます。
パソコン研修（初級）

野口 芳宏 教授 記念講演

理科教育 分科会



～さあ、始めよう！You can do it!!～

本事業は、小学校における英語活動等国際理解活動について指導

方法等の確立を図るため、平成19年度から実施されているものです。

本県では、モデルとなる拠点校として、６市町８校で効果的な指導

方法や教材の活用方法等の研究を進めていただいています。研究発

表会には、８校合わせ、約１,000人の学校関係者が参加し、関心の

高さがうかがえました。

研究が進むにつれ、どの学校においても、子どもたちの表情が豊

かになり、自分の考えや思いを英語や日本語で、身振り手振り等を

交えながら、進んで相手に伝えようとする姿が増えてきました。こ

のような姿は、小学校外国語活

動の「目標」の中の「外国語を通じて 積極的にコミュニケーションを

図ろうとする態度の育成」にせまるものです。先生方は、積極的に英語

を用い、自信を持って授業されていました。

「外国語活動」という名前は新しいものですが、「授業づくり」で大

切にしなけらばならない点は他の教科・領域と同じです。最初は不安で

も、拠点校の先生方のように次第に「外国語活動」を先生方自身が楽し

めるようになっていくことでしょう。拠点校の様子から、これから始ま

る「外国語活動」の可能性を、今強く感じています。

Yes, you can! Take it easy!

昨年の12月25日（木）、本年度の幼稚園等新規採用教員研修における

最後の園外研修を実施しました。午前は、健康体育課指導主事が「幼稚

園における危機管理について」のテーマで、講義及び演習を行いました。

午後は、グループに分かれて保育実践発表と協議を行い、日頃の保育に

ついての悩みや幼稚園教員としての思い等を熱心に話し合いました。有

意義な意見交換の場となり､今後の教育活動についての意欲を高めるも

のとなりました。

最後に､山本 副所長が､「新規採

用教員研修を終えて」と題し､「幼児期の教育の重要さ」等について講義

を行いました。受講者からは、「子ども達の成長過程の大事な幼児期に

携わる保育者としての職務の重要性を忘れず、今後も幼稚園教育につい

て学んでいきたいと思います。」「研修を通して知識を深め、保育に対

する意欲を高めることができました。研修で培ったものを生かし、一層

頑張ります。」等の感想が寄せられました。このように、今後の教員生

活への決意を新たにしつつ、本年度の10日間の園外研修が終了しました。

訪問者に印南町を道案内する切目川

小学校の６年児童

友達のためにランチ作りをする下里

小学校の５年児童

山本 副所長の講義

保育実践発表と協議



－お湯の中には和がいっぱい－

日高地方の交流会は12月６日、日高町の「みちしおの湯」

で行いました。由良町出身のシンガーソングライター 藪下

将人さんによる「がんばれ故郷」をオープニングに、日高地

方で活躍されている方々から日高地方の魅力と地域づくりに

ついてシンポジウムで語っていただきました。潮の香りがす

る場所で交流を深めることができました。

－ふる里が育むわがらの文化－

東牟婁地方の交流会は１月12日、太地町公民館

で行いました。太地町出身の書画家 田中 太山さ

ん（ぼうずさん）によるＤＪ風の講演のあと、大

きな紙に字を描いていただきました。そのあと、

地域で活動されている方々よりコーラス、紙芝居、

鯨おどりを披露していただき、日頃の活動を語っ

ていただきました。東牟婁地方の方々の熱い思い

と豊かな文化をみんなで感じとることができまし

た。

３月１日（日）に「平成20年度マナビィスト支援セミナー」（紀南の

部）が学びの丘で開催されました。

この講座を受講した高校生、社会人、主婦等一般の方々20名は、和歌

山大学の西川 一弘 先生を講師に迎え、昨年６月から「この人に学ぶ！

～地域に根ざし、地域を耕す人々～」をテーマに、地域で活躍する方を

取材し、その共通点を分析するなど、地域づくりについて「ひと」から

学んできました。

当日は、「伝統芸能、環境、教

育」、「健康福祉、高齢者対策」、「観光、第一次産業」の３つのグ

ループで調査・研究の成果を発表し、「地域社会を愛し、育てるため

の後継者の育成」について、地域性を重視した教育の必要性やボラン

ティア活動等の充実、地域資源を生かした魅力的な地域づくりなどを

提言しました。

その後のシンポジウムでは、ゼミ生代表から、地域でそれぞれの活

動を続けている方に大変刺激を受けたこと、このゼミを通じてまず自

分たちが地域づくりへの第一歩を踏み出したことなどが語られました。

日 高 地 方

東 牟 婁 地 方

ゼミ生からの研究発表会

「紀南を元気にする人」に学ぶ！

シンポジウム
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田中さんの書



小学校外国語活動研究チーム

発表風景

２月16日（月）午後１時から、平成20年度和歌山県教育センター学びの丘研

修員研究発表会を開催しました。本年度は、きのくに教育メッセの分科会にお

いて発表及び研究協議等を行いました。

当日は、研究に協力いただいた大学の先生方、市町村教育委員会及び学校関

係者等、県内外から多数の出席をいただきました。ここに厚く御礼申し上げま

す。

長期研修員制度は昭和50年に始まり、昨年度までの33年間に394名の研修員

が教育課題解決のための研究を行い、本県教育の発展に寄与してきました。本

年度の研修員は第34期となります。

研修員10名は、１年間にわたり行ってきた指定研究や課題研修の成果を発

表しました。（本年度、指定研究についてはプロジェクトチームをつくって

取り組み、研修員はその中心的役割を担いました。）出席者からは様々な意

見や感想が出され、実り多い研究発表会となりました。

なお、研究内容につきましては、「教育センター学びの丘 研究紀要」と

して刊行し、公開いたします。

研 究 内 容 発 表 者

指定研究

『通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒の指導及び支

援に関する調査研究』

特別支援研究チーム

石田 真美子 研修員

（日高川町立三百瀬小学校）

山川 菊美 研修員

（田辺市立会津小学校）

指定研究

『表現力・思考力の向上を目指した理科学習指導に関する実証的研究』

理科教育研究チーム

大堀 和美 研修員

（紀の川市立安楽川小学校）

若宮 秀朋 研修員

（湯浅町立山田小学校）

指定研究

『国際的な読解力を中心とした言語力の育成に関する実証的研究』

言語力育成研究チーム

増田 真紀 研修員

（有田市立保田小学校）

林 佳美 研修員

（田辺市立稲成小学校）

指定研究

『英語ノートに基づくＩＣＴ教材を用いた小学校外国語（英語）活動に関する

実証的研究』

小学校外国語活動研究チーム

田中 祐佳子 研修員

（有田川町立吉備中学校）

中西 佳子 研修員

（新宮市立王子小学校）

課題研修（教育相談）

『教育相談を学ぶ ―「不登校」の理解を深めることを通してー』

森畑 美枝 研修員

（和歌山市立楠見中学校）

課題研修（特別支援教育）

『「こころの健康アンケート」の作成 －不適応の兆候に気づくために－』

有北 恵津子 研修員

（紀美野町立野上中学校）

理科教育研究チーム 発表風景


