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 初任者研修教職基礎研修③は、紀南の

部を５月２０日（木）に教育センター学

びの丘で、紀北の部を５月２７日（木）

に和歌山地域地場産業振興センターで実

施しました。受講者は、「学校における

人権教育」及び「学級経営・生徒指導」

について理解を深めました。  
 本研修は、人権教育や学級経営、生徒

指導に係る実践的指導力の向上を目的としています。加えて、４月のスタートから２ヶ

月近く経過したこの時期は、児童･生徒との関わり方や学級づくり等についての悩みも

生じる頃であるため、受講者の課題解決を支援することも意図しています。  
 受講者からは「教師のしっかりとした授業づくりが信頼を生む学級経営につながるこ

とがわかった。生徒自身が自分は価値ある人間であると自覚できる学級、周りの人の価

値も認め合える学級づくりをしたい」や「悩むだけではなく相談することの大切さを学

べ、意欲が高まる研修だった」といった感想が寄せられるなど、これからの教育活動へ

の意欲を高めることができました。  
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平成２２年度全国教育研究所連盟総会・研究発表大会（和歌山大会）開催 

実施日：６月３日（木）・４日（金） 

 本大会は、全国の加盟教育センター・研究所等が、研究計画、

調査研究及び活動等について相互交流を図るとともに、我が国

の教育に関する調査研究の充実を目的に、毎年開催されていま

す。今年は、アバローム紀の国（和歌山市）を会場に、全国か

ら１４６名をお迎えし、第１日には総会、開会行事、講演会等

の全体会が、第２日には３つの分科会に分かれて計１５機関か

らの研究発表が行われました。 

総会、開会行事に続き行われた、東京外国語大学長 亀山 郁夫 氏による「グローバル化時代における

大学経営と教養教育の未来」と題した講演では、亀山先生ご自身の経験に基づく大学経営についての内容に

始まり、教養とは何かというお話から、これからの教養教育の在り方について深い示唆を与えていただきま

した。 

 全国教育研究所連盟では３年単位で担当地区が共同研究を行っ

ています。東北ブロックが担当した第１９期（Ｈ１９～Ｈ２１）

共同研究について、福島県教育センターから発表がありました。

研究主題は「実践的な指導力の向上を図るこれからの教員研修の

在り方」であり、教員の資質能力の向上に向けて、各学校におけ

る日常的・計画的校内研修の工夫・改善と教育センター等による

教員研修や学校・教員支援の望ましい在り方について、調査研究

の成果が報告されました。第２０期（Ｈ２２～Ｈ２４）共同研究は東海北陸ブロックが担当することになっ

ており、その構想について富山県総合教育センターから説明がありました。第１９期共同研究によって研究

意識が高まったことを踏まえて、研究主題を継続して設定し、さらに「若手教員やミドルリーダーの育成」

と「校内研修に対する支援」の２点に視点を絞り、全国の研究機関と共に研究を深めることになりました。 

 第２日の分科会では、第１分科会は「学習指導」につい

て、第２分科会は「教員研修」および「調査研究」につい

て、第３分科会では、「生徒指導」、「キャリア教育」な

らびに「学校経営」について、それぞれ５本の発表の後、

活発な研究協議を行いました。 

 １日半という短い日程でしたが、内容の濃い充実した研

究発表大会は、盛況の中、幕を閉じました。 

 なお、来年度の総会・研究発表大会は北海道で開催されます。 

                                                            

 

 

開会行事 

分科会 

共同研究報告 



平成２２年度 全国教育研究所連盟総会・研究発表大会（和歌山大会）分科会発表一覧 

第１分科会【学習指導】     

No 発 表 テ ー マ 発 表 機 関 

１ 
確かな学力の向上を目指す授業づくり 

－研究と研修講座の関連から－ 
北海道立教育研究所 

２ 
子どもの「やる気」を引き出す 

～やる気スイッチＯＮ！～ 
相模原市立総合学習センター 

３ コンピュータを活用した学習力の育成 埼玉県立総合教育センター 

４ 

京都府総合教育センターにおける「ことばの力」教育推進の取

組 

～研修講座・出前講座を活用して～ 

京都府総合教育センター        

５ 
学校と博物館の効果的な連携に向けて 

－博物館を活用した科学的体験学習プログラムおよび博学連携体制モデルの開発－ 
独立行政法人国立科学博物館 

 

第２分科会【教員研修・調査研究】 

No 発 表 テ ー マ 発 表 機 関 

１ 東京都若手教員育成研修 東京都教職員研修センター 

２ 小学校教師が「外国語活動」を行うための自己研修教材の開発 星槎大学 

３ 
授業力向上プロジェクト 

－授業力向上に向けた支援の在り方－ 
大阪府教育センター 

４ 
緊急時におけるネットワークを活用した学校情報発信・収集の方法について 

－新型インフルエンザ流行時の学校・家庭間の情報伝達の実際をとおして－ 
兵庫県立教育研修所 

５ ＪＳＴの理数学習支援事業と理科教育支援調査研究について 独立行政法人科学技術振興機構 

 

第３分科会【生徒指導・キャリア教育・学校経営】 

No 発 表 テ ー マ 発 表 機 関 

１ 
人間関係力を育てるソーシャルスキル・トレーニング 

－環境調整とＳＳＴの活用－ 

星槎大学附属研究センター 

 

２ 
いじめや不登校を未然に防ぐための校種間連携の在り方 

－ピアサポートの手法を生かしたブックレットの作成を通して－ 
岡山県総合教育センター 

３ 教育支援コーディネーターの養成の課題 財団法人図書教材研究センター 

４ 児童生徒の学びをつくり出すキャリア教育の進め方 福岡県教育センター 

５ 
学校組織マネジメントによる教育活動の活性化 

～学校組織マネジメントの考えを生かした学校運営～ 
栃木県総合教育センター 

 



 
 
 

 

 
 

 プラネタリウムや走査型電子顕微鏡等、教育センター学びの丘ならで                       

はの施設・設備を活用した授業づくりをサポートします。児童生徒の学

ぶ意欲を高めることはもちろん、特色ある学校づくりを進める取組とし

て活用いただけます。先生方自身が主体となって授業づくりをできるよ

うに、学びの丘のスタッフが丁寧にサポートします。 

 今年度は、既に中学校２校が、学びの丘で授業を実施しました。プラ

ネタリウムを用いた星に関する学習や電子顕微鏡によるミクロの世界    

探検、隣接する新庄総合公園での地層見学等を行いました 

 

 

  
 

理科に関する出前授業と現職教育がセットになっています。児童の

理科を学ぶ意欲を高めるとともに、先生方の観察・実験技能の向上な

ど楽しい理科の授業づくりをサポートします。 

備長炭電池の実験や、小型双眼実体顕微鏡による生物や砂の観察、

地震について楽しく学べるモデル実験等のメニューを用意していま

す。子どもも先生もわくわくする教材や授業のアイディアを、たっぷ

り盛り込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第２期の申込受付期間と実施期日 

◎受付期間 … 
８月２５日（水）～９月１日（水） 

◎実施期日  … 
９月 ７日（火）・２８日（火） 

１０月 ５日（火）・１９日（火） 

１１月 ９日（火）・３０日（火） 
１２月１４日（火）        
 

第３期の申込受付期間と実施期日 

◎受付期間 …  
１２月８日（水）～１２月１５日（水） 

◎実施期日 … 
１月１１日（火）・２５日（火） 
２月 ８日（火）・２２日（火） 

３月 １日（火）・ ８日（火） 

 

 

第２期の申込受付期間と実施期日 

◎受付期間 …  
８月２５日（水）～９月１日（水） 

◎実施期日…  
９月 ８日（水）・１５日（水） 

１０月 ６日（水）・１３日（水） 

１１月１０日（水）・１７日（水） 
１２月 ８日（水）・１５日（水） 

第３期の申込受付期間と実施期日 

◎受付期間 … 
１２月８日（水）～１２月１５日（水） 

◎実施期日 …  
１月１２日（水）・２６日（水）  
２月 ２日（水）・１６日（水） 

電子顕微鏡で見たグンバイムシ 

ミクロの世界は不思議がいっぱい！ 

「何が見えるかな？」 出前授業の様子 



  
 

全国学力・学習状況調査を希望利用する場合，結果の入力や集計等の作業は，かなりの大仕事です。活用

ツールは，入力・集計から個票作成などに関する作業を省力化し，調査結果の活用に集中できるようにとい

う願いを込めて開発しました。 

希望利用校でのニーズを考慮して、順次３つのツールを配付します。 

 

４月２６日配付済 校内の調査結果をすぐに集計   入力・集計ツール 

児童生徒の解答・回答状況を，クラス・教科等別に入力するワークシートを提供します。解答類型 

ごとに入力すれば，正答・誤答の判定まで自動で行ないます。  

６月７日配付済  校内の調査結果をグラフでビジュアル表示！    一次分析ツール 

入力・集計ツールで自動作成された表を使って，各種のグラフを自動作成できます。平成 21年度に 

提供した分析ツールとほぼ同等の機能を備えています。もちろん，ビジュアルなメニュー画面から 

グラフを選んで簡単に分析を行なえます。 

結果公表後配付予定 全国（公立）や県（公立）の結果と比較分析！  二次分析ツール 

全国（公立）及び県（公立）の平均と比較可能な表やグラフを自動作成できます。 

 

○ 学校で集計用ワークシートを作成する必要はありません！ 

調査実施後すぐに，調査結果を簡単に入力し集計できるツールを提供します。 

○ 必要な作業は，次の数値入力のみ！ 

「児童生徒番号」，「設問ごとの正答・誤答など」，「質問紙への回答」 

○ 入力後は，ボタンをクリックするだけの簡単操作！ 

入力作業が終了したら，あとは画面の指示に従ってクリックするだけ。必要なグラフ

や表を自動作成できます。 

 

○豊富な表・グラフ・ツールを利用可能！ 

  集計表 ： 昨年度まで文部科学省から提供されたデータと同等 

  個人票表示・印刷 ： 児童・生徒ごとに配付できる個人票を自動作成 

  各種グラフ 

   正答数別度数分布    領域等別レーダーチャート  設問別正答・無解答率グラフ 

解答類型別回答状況グラフ 質問紙回答状況グラフ   正答率全国比較グラフ 

   クロス分析        ＳＰ分析ツール 

   

          メニュー画面から多彩なグラフ表示可能           個人票も簡単に作成  

【お知らせ】 活用ツールの概要と使用説明書は、次のウェブページでご覧いただけます。 

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



 

 

 本年度は下記の研修員が１年間教育センター学びの丘で

研究・研修を行っています。この事業の目的は教育に関す

る今日的教育課題解決のために調査研究を行い、教職員と

しての資質を高めるとともに、その成果を本県教育の充実

に生かすことにあります。それぞれ指定研究、課題研究、

教育相談というグループに分かれて、日々研修・研究に励

んでいます。 

５月１７日（月）に行われた『第１回所内セミナー』で

は、各チームが研究テーマ・内容・計画を発表し、スタッ

フ全員で協議しました。このセミナーを通して研究の方向

性を明確にし、これからの実践研究を進めていきます。 

 

【研修員の研究テーマ】 

研究分野 研修員 研究内容 

指定研究 

（小学校外国語活動） 

手嶋 由美子 

（田辺市立中辺路中学校） 
小学校外国語活動から中学校外国語への円

滑な接続に関する研究 
神田 将孝 

（白浜町立富田小学校） 

課題研究 

（中学校数学） 

川口 徹 

（那智勝浦町立宇久井中学校） 

基礎的な学力と学ぶ意欲を高める数学科の

授業改善 

課題研究 

（中学校社会） 

加賀 公司 

（御坊市立河南中学校） 

地域の課題や将来像を考えられる生徒が育

つ「身近な地域の調査」学習 

課題研究 

（小学校国語） 

大橋 厚紀 

（有田市立初島小学校） 

国語科における「話すこと・聞くこと」の

力を高める教材開発とその指導方法の研究 

 

栗本 憲治 

（美浜町立和田小学校） 

「話すこと・聞くこと」の力を高めるため

の指導の研究 

－説明的な文章の授業実践を通して－ 

石井 靜佳 

（有田川町立御霊小学校） 

「書く力」をつけるための指導法の充実を

目指して 

－国語科の指導モデル作成を通して－ 

教育相談 

角田 弥生 

（海南市立東海南中学校） 

中学校における健康相談活動 

－行動や言葉の背景に迫るために－ 

谷口 雄一 

（和歌山市立鳴滝小学校） 

シェアリングを取り入れた体験活動 

－協働と分かち合いで育てる社会性の基礎－ 

 

 


