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■巻頭言
○センターの一年を振り返って ─── 教育実践総合センター長 松田君彦 教授

　本センターが総合化されて４年を終えようとしていますが、配分される経費は年毎に少なくなっており、これ
に法人化の影響が加われば削減化の傾向はさらに加速するのではないかと思われます。そのような状況の中にあ
ってこの一年を振り返ってみますと、限られた予算でセンターの仕事をいっそう活性化し、充実したものにして
いくためにスタッフ一同、知恵を絞り、協議を重ねてきた一年だったような気がします。
 本センターでは、教育実践と教育臨床の各研究部門で学生への教育や研究を行うと同時に、(1) 共同研究の推
進、(2) 教育相談の実施、(3) 総合資料室の一般開放、(4) 公開講座等の開催、(5) 研究成果の刊行、(6) パソコ
ンの自習利用、などの活動や支援を行っていますが、これらをより活性化しようとするとどうしても予算的な裏
付けが必要となり、その財源は規定外のところに求めざるをえません。今年は離島が多いという本県の地理的特
徴を踏まえて『奄美諸島での教員研修の実施および交流事業』を企画し、学長裁量経費で実施することができま
した。
　この企画の趣旨は、離島に勤務する教員は研修機会が少ないことから、センターのスタッフを中心とした講師
が離島に出向いて「出前」形式の研修講座を実施し、研修機会を提供するというものです。その内容は、現代の
教育課題に関する大学の研究成果を公開するというものでしたが、より具体的には A）奄美諸島の学校教育の支
援を通して、本県の教育水準の向上を図る、B）鹿児島大学としても、離島教育についての実態を知るとともに、
効果的な研修に関するノウハウを蓄積することを目的としたものでした。今年は与論町と龍郷町の２カ所で研修
講座を開講し（与論町では教科教育を中心としたもの、龍郷町では発達臨床的な内容を中心としたもの）、喜界
町と与論町の２カ所で現地の教職員・行政担当者と意見交換をし、現地視察を行いました。またこの企画は、離
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島を多く抱える九州の３大学教育学部（長崎大学・琉球大学・鹿児島大学）との間で交わされた協定＊１を推進し
ていく上でも、極めて意義のある企画でした。
　本センターは、「教育実践及び教育臨床に関する理論的、実践的な研究と教育を総合的に行い、学部の教育研
究の充実に寄与するとともに、他の教育機関及び地域社会と連携を図り、その教育研究活動を支援する」ことを
目的としていることから、今後ともこのような活動はいっそう充実させていく必要があります。そのためには、
より魅力的で地域への貢献度の大きな企画を提案していくことが目標達成や財源確保には欠かせない努力だと思
います。今後とも皆様のご支援とご協力をお願いいたします。

［註］ *1：離島・へき地教育革新への三大学教育学部連携協力事業

■異動
○教育臨床研究部門
　天野芳子客員教授（鹿児島県総合教育センター教育相談課長）が平成１７年９月３０日付で退任し、前岡昌利
客員教授（鹿児島県総合教育センター特別支援教育研修課長）が平成１７年１０月１日付で着任しました。

○総合資料室
　河野実弥事務補佐員が平成１７年７月３１日付で退任し、福田桂子事務補佐員が平成１７年８月１日付で着任
しました。

■学長裁量経費
　「奄美諸島での教員研修の実施および交流事業」の報告
　巻頭言でもふれられていますが、本センターでは、「奄美諸島での教員研修の実施および交流事業」を、学長
裁量経費（７８.４万円）を受けて実施しましたので、その概要を報告します。
　鹿児島県は南北に約600kmあり、これは鹿児島市から兵庫県神戸市までの距離に匹敵するものです。しかも、
本県には離島が多いという地理的特徴があります。その地域に勤務する小学校～高等学校の教員は、交通手段が
不便であったり町村財政が逼迫して旅費が工面できなかったりする場合が多く、研修や情報収集のために鹿児島
市へ簡単に出張できません。そのため、教育実践に必要な情報や技術を得ることが困難な状況があります。そこ
で、本センターのスタッフを中心とする教育学部教員が、奄美諸島まで出向いて「出前」形式の研修講座を実施
し、現代の教育課題に関する大学の研究成果を公開することにしました。また、それと同時に、現地の現職教員・
行政担当者と意見交換する会を設けて離島教育の現状やニーズを正確に把握することにし、次年度以降の企画や
研究に反映できるようにしました。具体的な内容は以下の通りです。
　
　＜目的＞
　　○奄美諸島の学校教育の支援を通じて、鹿児島県の教育水準のさらなる向上
　　○鹿児島大学として、離島教育についての実態把握とノウハウの蓄積
　＜教育実践総合センター研修講座（出前講座）＞
　　○龍郷町（奄美大島）
　　　・日程：平成１７年８月２２日（月）～８月２３日（火）
　　　・内容：現職教員約100名を対象にして下記６時限（90分×６）の講義を実施
　　　　　　　　児童期・思春期の心理と発達（１）（２）：松田君彦教授（センター長）
　　　　　　　　生徒児童理解と学校カウンセリング ：関山徹助教授（本センター）
　　　　　　　　軽度発達障害の理解とその支援 ：関山徹助教授（本センター）
　　　　　　　　不登校の理解とその支援（１）（２） ：関山徹助教授（本センター）
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［龍郷町での研修講座の様子；大島新聞（平成１７年８月２３日）より許可を得て転載］

［与論町での研修講座の様子］
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　　○与論町（与論島）
　　　・日程：平成１７年８月２２日（月）～８月２３日（火）
　　　・内容：現職教員１２名を対象にして下記６時限（90分×６）の講義を実施
　　　　　　　　国語科教科書教材の読み方教え方（１）（２）：上谷順三郎助教授（国語教育）
　　　　　　　　基礎学力定着のための学習指導形態の工夫　：佐々祐之助教授（数学教育）
　　　　　　　　数学的な考え方を培う指導内容の工夫　　　：佐々祐之助教授（数学教育）
　　　　　　　　意欲とまとまりのある学級集団づくり　　　：假屋園昭彦助教授（本センター）
　　　　　　　　人と人とのやりとりのなかで育つ心の機能　：假屋園昭彦助教授（本センター）

　＜現職教員・行政担当者との意見交換会＞
　　○喜界町（喜界島）
　　　・日程：平成１７年１１月１０日（木）～１１月１１日（金）
　　　・内容：離島における教員研修のあり方について、喜界町教育委員会および喜界町内の小学校・中学校に

勤務する教員（教頭・若手）と意見交換
　　○与論町（与論島）
　　　・日程：平成１７年１１月２９日（火）～１１月３０日（水）
　　　・内容：離島における情報教育のあり方について、与論町教育委員会との意見交換および与論町内の小学

校・中学校を訪問しての情報収集

　２つの出前講座は、両町において大いに歓迎され
ました。受講者を対象にアンケートを実施したとこ
ろ、61％が「たいへん役立った」、32％が「役立っ
た」との回答があり、高い満足度が確認できました。
さらに、自由記述欄では「このような企画を今後も
継続して行ってほしい」との意見が多く寄せられま
した。特に龍郷町においては、大島新聞（３ページ
参照）と南海日日新聞の取材を受けて、記事として
大きく取りあげられました。また、現職教員・行政
担当者との意見交換会では、職員研修における特に
ニーズの高いテーマ（国語・算数・教育相談・特別
支援・複式）や効果的な開催の時期や方法、ＩＴイ
ンフラの現状、等に関する様々な知見を得ることが
できました。
　今年度の成果を土台にして、来年度はより充実し
た企画を用意したいと考えています。

［与論町でのパソコンを活用した授業の様子］

■教育相談の活動報告
　平成１６年度一年間の教育相談利用状況は、前年度か
ら大幅に増加して、相談件数３７件・相談回数２８１回
（電話相談含む）でした。内容面では、不登校・不登校
傾向についての相談が首位を占めており、その他には軽
度発達障害、親子関係、学級運営などについての相談が
ありました（相談内容の内訳はグラフを参照）。また、
知能検査用具や玩具を購入して設備面の整備を図りまし
た。今後は、相談業務の質をより充実させるために、地
域の関係機関との連携をより強化していく予定です。

不登校
51%

軽度発達障害
14%

親子関係
11%

学級運営
5%

場面緘黙
5%

その他
14%
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■教育実践研究紀要第15巻の発刊報告
　本センターの編集により、『鹿児島大学教育学部 教育実践研究紀要 第１５巻』を平成１７年１１月２８日付
で発刊しました。今年も数多くの方々にご投稿いただきました。紙面をかりて感謝いたします。なお、目次を以
下に示します。関心のある方は、本センターまでご連絡ください（連絡先は最終ページ参照）。

論 文
判決書教材を通して「いのち」「人権」「公共性」を学び合う市民性育成教育の原理と方法（２）
　　－市民社会に求められる規範意識－　………………………………………………………………梅野正信
教育学部における幾何学の授業内容の改善について（２）　－集合と写像－　………………………安井孜
幾何光学実験における実寸シミュレーション投影システムの利用　…………………………三仲啓・増田覚
感覚に基づいた音の授業とその達成度評価　…………………………………………………川野和昭・三仲啓
防災教育における理科教育の役割　…………………………………………………………飯野直子・八田明夫
エネルギー教育素材としての撃力ポンプ　……………………………………橋爪健郎・西尾友花・八田明夫
小学校教師の理科授業に対する苦手意識とその要因　…………………………………………土田理・林眞平
音楽科教育における和楽器指導の一試案　～箏の指導を通して～　……………………………………日吉武
美術教育における色彩理解に関する研究（１）　－色彩教育についての調査を通して－　………小江和樹
児童の日常の疲労感に関する調査研究　…………………………………………………………………渡辺紀子
校区公民館とコミュニティーの形成　―鹿児島市の事例を中心にして―　……………神田嘉延・植村秀人
キャラクター・プラス　－米国ミズーリ州における地域連携型道徳教育の取り組み－　…………小柳正司
沖縄における現職教育の充実に関する教育実践　………………………………………………………狩野浩二
親の叱りことばの表現と子どもの受容過程に関する研究（II）
　　～原因の所在に関する認知が受容過程に及ぼす影響を中心に～　……………………松田君彦・林紋子
教員養成学部生の進路選択に対する自己効力　………………………………白尾秀隆・今林俊一・川畑秀明
道徳の授業で伝えるべきメッセージとは何か　…………………………………………仮屋園昭彦・小柳正司
資 料
邨松良粛著「登高自卑」について　…………………………………………………………八田明夫・八田英夫
子どもの遊びの変化とその意欲への影響に関する研究　………………………………長谷川雅康・豊留由美
報 告
大学生に対する情報教育の実践　～新聞の特性を考察させる授業について～　……………………園屋高志

■研究員・研究協力員による研究の紹介
　本制度は、教育実践に関するテーマについて本学部教員と共同研究を行うために設けられた制度です。前号で
の報告以降、１）～６）の研究がおこなわれています（研究開始日順に記載）。ここでは特に、番号に「*」のつ
いた方々の研究を紹介します。

【凡例】１行目：協力員氏名＋研究協力員氏名（所属）、２行目：研究期間、３行目：研究テーマ

１）畠澤郎　＋　味園美和（鹿児島県立奄美高等学校教諭）・宮原真紀（鹿屋市立鹿屋女子高等学校教諭）
　　平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日
　　日本と海外における音楽教育の比較研究　～よりよい音楽教育のあり方を探る～
２）* 関山徹　＋　佐野美喜（滋生会ウエルフェア九州病院心理士）
　　平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日
　　児童生徒を対象とした臨床心理学的援助について



　　　　　　　　　鹿児島大学教育学部 教育実践総合センターニュース 第４号（平成１８年２月）　　　　　  p.6

３）関山徹　＋　久留一郎（鹿児島純心女子大学大学院教授）・餅原尚子（鹿児島純心女子大学助教授）
　　平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日
　　心理臨床教育のあり方について
４）* 八田明夫　＋　木下紀正（鹿児島大学地域共同研究センター客員教授）
　　平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日
　　環境と防災の科学と教育
５）* 三仲啓　＋　金柿主税（熊本県／御所浦町立御所浦北中学校教諭）
　　平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日
　　離島における遠隔映像観測システムと教育利用の研究（２）
６）八田明夫　＋　韓長明（中国／東北師範大学理想信息研究院教授）
　　平成１７年10月31日～平成１７年11月28日
　　日本と中国の理科教育における教材の開発

○児童生徒を対象とした臨床心理学的援助について
報告者：佐野美喜・関山 徹（研究員：関山 徹、研究協力員：佐野美喜）

１． 研究目的
　臨床心理学的援助は、個人の尊厳と共感的理解を大前提としていますが、その個別的な実践においては対象が
誰であるかによって援助方略を柔軟に変えて創意工夫を図らねばなりません。特に児童生徒への援助の場合には、
遊びや描画といった言語以外の媒介を手掛かりにして内的世界を理解したり、彼らを取り巻く環境への働きかけ
が急務となったりすることも少なくなく、成人の悩みへの援助（個人療法）の場合とは相違する側面が多いのが
実際です。そのため、児童生徒を対象とした援助について、実践的成果を蓄積し、特色を整理することは、ぜひ
とも必要なことだと考えられます。
　そこで本研究では、スクールカウンセラーおよび病院心理士が関わった児童生徒について事例研究を行い、主
に①発話言語以外のコミュニケーションの活用、②児童生徒が日常生活を営む場としての学校や家庭との協働、
の観点から検討し、援助に役立つ知見について考察しています。
２．これまでの経過
　病院心理士が関わった事例で、思春期に対する援助を中心に、現在検討を重ねています。
　まず、発話言語以外のコミュニケーションついては、ほとんどの事例でその活用が必要とされました。これら
の事例における生徒の特徴として、言語表現が十分でないこと、他者からの援助に対する防衛的な姿勢（生徒本
人が必要性を感じていない場合も含めて）が窺えました。活用した手段は生徒が興味・関心を持つもので、面接
室という場の枠を超えた関わりが必要とされることもありました。一緒に何かを行うことで、まずは信頼関係を
築くことを目指しましたが、このようなコミュニケーションの中でも、生徒の『気づき』が促されるような関わ
りの必要性が取りあげられ、そのための工夫が検討されました。
　次に、学校や家庭との協働について、母親への援助に関する検討が行われました。母親の日頃の労をねぎらい、
生徒の小さな変化を母親と援助者で共に確認しながら、母親の自尊心の回復と、生徒への理解を図ることの重要
性を吟味しました。さらに、母親の援助者に対する態度の変化が、家庭での生徒への関わりの変化につながると
いう示唆を得ました。
３．今後の取り組みと課題
　今回は病院臨床領域における検討を中心としましたが、学校における心理臨床活動の検討も進めたいと考えて
います。特にスクールカウンセリングにおいては、児童生徒とスクールカウンセラーの関係のみならず、教師と
スクールカウンセラーの信頼関係も大切とされます。そのために必要なスクールカウンセラーの取り組みやあり
方についても取り上げていきたいです。
　今後も、学校及び病院臨床領域における実践を重ね、さらに検討を進めていきたいと考えています。
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○環境と防災の科学と教育
報告者：木下紀正・八田明夫（研究員：八田明夫、研究協力員：木下紀正）

　地域の自然環境の理解と防災・減災への対応について、科学を教育に活かすために検討を進めている３つの問
題について報告します。
１．大噴火や噴煙・火山ガス放出など火山活動の過去と現在の理解と防災対策のあり方。
　鹿児島には、霧島からトカラ列島の火山島に及ぶ線に多くの活火山が列をなしています。また、古代人の生活
に破局的影響を与えた巨大噴火の跡が姶良・阿多・鬼界などのカルデラと呼ばれる大陥没地形として認められま
す。南薩の多様な火山地形について前に触れましたが[1]、今年は科学教育誌に鹿児島の火山について解説しま
した[2]。また、火山島の魅力について科学教育の全国集会で報告しました[3]。教育学部卒業生が教員として赴
任する機会のある南の島々の自然と生活を理解する参考になり、全国の理科教員の島旅への誘いになればと思い
ます。
　桜島・三宅島の火山ガス問題については、引き続き解析と啓発活動を進めています[4]。三宅島では４年半も
全島避難が続いたあと、2005 年 2 月から帰島が始まりましたが、現地調査を 3 月に行い、ガス警戒体制の最前
線で活動している方とも懇談しました。昨年度まで研究協力員であった小山田恵さんなど鹿大グループの三宅島
火山ガス研究の成果が、三宅村の帰島防災体制の基礎として役立っていることも伺いました。桜島などを抱える
鹿児島県でも火山ガス対策を火山防災体制に組み込むよう、新聞に寄稿して提言しました[5]。また、火山ガス
問題を含め、理科教育の中での防災教育全般の取り扱いについて検討しました[6]。

図．十島村の中之島．トカラ富士と呼ばれる活火山御岳(979m)は届出して登頂可．

２．衛星画像立体表示の SiPSE システムの維持と、これを利用して地上可視・近赤外観測記録などと結びつけ
た自然史や自然環境および人為的自然改変の新しい見方。
　今春、SiPSE の使い方と空から見た日本各地の事例 38 場面についての解説を出版しました[7]。このシステム
は[2,3,8]の報告でも用いています(図)。広域の地理的環境や歴史の舞台についても、SiPSE を活用して解説して
いくことは今後の課題です。
３．南西諸島の石灰岩主体の島々の自然環境理解と教育への活用。
　奄美諸島の場面を[7]で取り上げましたが、今後の課題です。

[1] 木下紀正・八田明夫、地球と環境の科学、東京教学社、2001、p.45．
[2] 木下紀正・中原征五、鹿児島の火山を巡る、理科教室、2005-5、pp.96-101．
[3] 木下紀正・福澄孝博、火山の島に行こう！科学教育研究協議会第52回全国研究大会　鹿児島大会、2005.
[4] 坂本昌弥・木下紀正、2001 年の桜島における火山ガス高濃度事象、鹿大教育学部研究紀要自然科学編、56、 pp.11-20,
1990；坂本昌弥、桜島火山ガスと防災教育、科学教育研究協議会第52回全国研究大会　鹿児島大会、2005.
鹿大噴煙火山ガス研究グループ、三宅島高濃度火山ガスに関する研究、http://ese.mech.kagoshima-u.ac.jp/miyake/

[5] 木下紀正、三宅島と火山ガス防災、南日本新聞2005年6月19日
[6] 飯野直子・八田明夫、防災教育における理科教育の役割、鹿大教育学部教育実践研究紀要、15、印刷中、2005.



　　　　　　　　　鹿児島大学教育学部 教育実践総合センターニュース 第４号（平成１８年２月）　　　　　  p.8

[7] 木下紀正・冨岡乃夫也・戸越浩嗣、SiPSE による３D 衛星画像の作り方と読み方－日本の自然を空から見る、古今書院、
2005.　　SiPSEのページ　http://sipse.edu.kagoshima-u.ac.jp/sipse/

[8] 中原征五・木下紀正、屋久島の自然探訪、理科教室、2005-6、pp.72-77．

○離島における遠隔映像観測システムと教育利用の研究（２）
報告者：金柿主税（研究員：三仲 啓、研究協力員：金柿主税）

　前年度までに鹿大噴煙研究グループとして鹿児島県内のいくつかの火山について観測を開始しましたが、今年
度はさらに県外・国外の火山にも対応するため、自動撮影システムの研究・開発や衛星データ等の活用を行い、
関係機関と連携しながら噴煙観測を展開しています。これらの噴煙映像をはじめ、衛星画像・気象データ・降灰
量・研究成果等の総合的なデータベース化を行い、その教育・防災利用について検討しています。
　遠望観測では、直射・散乱光、海モヤ等により、視界不良や噴煙と雲を識別しにくい場面が多くあります。こ
の問題には、市販のビデオカメラが備えている高感度 CCD 素子と赤外線透過フィルタを組み合わせ、近赤外領
域での映像観測を行うことで、散乱光を抑え、モヤがあっても輪郭のシャープな噴煙や薄いエアロゾルを撮影で
きました（図１）。
　なお、諏訪之瀬島及び薩摩硫黄島ライブカメラシステムは近赤外仕様へ移行しており、画像アーカイブを鹿大
ＨＰで公開中です（http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/）。

図１　2005年10月6日15時25分の諏訪之瀬島噴火（中之島より撮影）

　　
　　　　　　　　　 ａ．デジカメ自動撮影(QV-R4)　　　　　　　　　　　ｂ．近赤外撮影(DCR-TRV33)

図２　2005年9月４日9時の阿蘇噴煙（阿蘇火山博物館屋上より撮影）
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　安定して噴煙映像を得るには、電源や通信環境に依存するライブカメラ方式による観測だけでなく、独立した
補助観測装置があれば効果的です。デジカメのインターバル撮影機能を利用し、大容量の外部バッテリーを組み
合わせることで、数ヶ月間の自動噴煙撮影ができます。2005 年 2 月から透明なケースに入れたデジカメパッケ
ージを阿蘇火山博物館屋上へ設置し、噴煙の観測をしています。ケースの防水と結露の問題がありましたが、密
閉性を上げるよりも通気・排水用の穴をあけることで対応できました。
　図２は、2005 年 9 月４日 9 時の噴煙映像です。この日、台風 14 号の影響によって阿蘇火山博物館周辺へ噴
煙 が 流 れ 込 み 、 屋 外 で は 硫 黄 臭 の た め 咳 き 込 む 状 態 で し た 。 観 測 記 録 は 、 鹿 大 HP
（http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/aso/）で公開中です。
　諏訪之瀬島噴火観測に福澄孝博氏、阿蘇噴煙観測に阿蘇火山博物館に御協力いただきました。本研究をすすめ
るにあたって鹿大噴煙研究グループメンバーとA.Tupper 氏（豪気象庁）の御協力に深く感謝致します。
［参考文献］
・土田理・木下紀正・金柿主税、近赤外線タイムラプス撮影による雲の動画教材、日本科学教育学会研究会研究報告、Vol.19、
No.2、pp.43-46、2004.
・木下紀正・三仲啓・土田理・松井智彰・八木原寛・飯野直子・浜田智志・金柿主税、東アジアにおける噴煙と黄砂の映像
自動観測、地球惑星科学関連学会2005年合同大会、U087-007.
・K. Kinoshita, S. Tsuchida, C. Kanagaki, A. C. Tupper, E. G. Corpuz and E. P. Laguerta, GROUND-BASED
REAL TIME MONITORING OF ERUPTION CLOUDS IN THE WESTERN PACIFIC, Proc. 2nd Int. Conf. on Volcanic
Ash and Aviation Safety, June 2004, Session 2, pp. 25-29.
・木下紀正・三仲啓・金柿主悦、物理科学教材Web配信の諸問題、応用物理教育、29巻、pp.41-46、2005.
・坂本昌弥・金柿主税・木下紀正・飯野直子・噴煙、火山ガス情報のインターネット公開と防災教育，2004 年度京都大学防
災研究所共同研究研究集会（一般）16K-01 講演要旨・寄稿集、pp.45-54、2004年8月．
・金柿主税、近赤外映像で見る新しい世界、科学教育研究協議会第52回全国研究大会（鹿児島大会）、2005年8月．

■教育実践フォーラムの開催報告

ー 第３回教育実践フォーラム「いま『総合的な学習の時間』は？」ー
　当センターでは、学校教育に関わる折々の課題を取り上げ、研究や実践の発表および交流を行なう場として「教
育実践フォーラム」を設けてきました。今回は、最近の「学力低下」や「ゆとり教育」をめぐる論議の中で、そ
のあり方が改めて問われることになった「総合的な学習の時間」をテーマに取り上げることになりました。
　「総合的な学習の時間」は、現行学習指導要領告示の時点でも、新たな分野への関心が広がりを見せた反面、
教育的な意義や効果、カリキュラム上の位置付けなどに関してさまざまな論議が交わされました。実施後は、2003
年１２月のいわゆる指導要領「見直し」のなかで、教科との関連や計画的な指導の必要が改めて強調されました
が、最近は存廃にかかわる提起も生じています。そこで、学校や地域、教科等とのつながりを大切にしながら「総
合」の実践を積み重ねてきた二人の教員、白尾裕志氏と山元研二氏に報告を、加えて本学教員の溝口和宏氏に社
会科教育研究者の立場から課題を整理する形でコメントをお願いしました。
　日時は、2005年６月２５日（土）午後１時半から（午後５時閉会）、会場は本学部大会議室を使用しました。
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プログラムは次のとおりです。
　＜実践の報告と提案＞
　・白尾裕志氏（福山町立牧之原小学校教諭）
　　「教育課程で『知識の総合化』をどう進めるか～『和牛少年隊』（５年・総合学習）での知識の総合過程～」
　・山元研二氏（鹿児島市立東谷山中学校教諭）
　　「甑島を調べる子どもたち～地域に根ざした総合学習をめざして～」
　＜コメント＞　溝口和宏氏（本学部社会科教育講座助教授）
　＜意見の交換、質疑応答など＞　河原尚武（当センター教育実践研究部門）が進行を担当

　白尾教諭は、地域の基幹産業である肉用牛の生産を具体的に理解すること、調査をもとにしながら、授業にお
ける討論や追究活動をとおして思考力を育てること、調査の方法や、発表に向けてのまとめ方を身に付けること
などを目標に、学年全体で取り組んだ１年間の実践を詳細に報告。見学や農家からの聞き取りなど豊かな体験を
組織しながら、「おいしさ」の違いに迫る授業に発展していく過程がよく分かり、食糧自給、環境、生殖など関
連する話題から、各教科や特別活動につながっていく可能性もまた提起されました。
　山元教諭の報告は、地元甑島がいま抱えている課題（生産・環境など）や地域の歴史・民俗を対象に、セミナ
ーや体験学習を通じてテーマを発見し調査に取り組む、やはり学校としての年間計画にもとづく緻密な実践を紹
介したもの。史跡と郷土史、真珠養殖と地域経済、特産のカノコユリの歴史、特攻艇基地や疎開など戦争とのか
かわり等々、地域の人々の力を借りながら学習が深化する過程を生き生きと語って、参加者に感銘を与えました。
教師の連携によって自由度の高いカリキュラム作りが可能になるという点で、山元氏は総合の意義を積極的に評
価していますが、本実践はその典型例と言えるでしょう。とかく困難が先に立つ、中学校における総合的な学習
の時間のあり方に一石を投じるものとなりました。
　総合において取り上げるべき現代の課題や、米国の例などをふまえた溝口氏による課題の提起と整理（コメン
ト）に続き、参加者との間で意見交換が行なわれました。総合のテーマ、実践上の困難、学校図書館の役割など
意見・質疑は多岐にわたりましたが、特に、総合的な学習の時間における学習内容の「例示」（情報、環境、福
祉、国際）の理解とも関わって、二つの実践が年間を通してひとつの大テーマで進行したことに疑問が出された
ことがきっかけとなって、論議が深まりました。いずれの実践も、計画段階はもとより、実践過程においても各
教科等との目標・内容上のつながりが明らかにされていったこと、情報の収集や発表の際に、情報機器の利用が
当然のように行なわれていることなど、「例示」をこえて、教育課程の全体に浸透していく必然性が、報告者に
よって説得的に提起されたことが成果となりました。
　参加者は３０名。一般や学内外からの学生の参加があったものの、残念ながら学校関係者の出席が少なく、日
程の設定や広報のあり方に課題を残しました。なお、当日は、会場で南日本新聞、朝日新聞、毎日新聞、ＭＢＣ
等による取材が行なわれました。

■公開講座「コンピュータと教育」の開催報告
　本センターが実施している公開講座「コンピュータと教育」は、今年度でちょうど 20 回目を迎え、平成１７
年８月８日（月）から３日間、本センター多目的室で開催されました。
　現在小・中学校では、教科の学習や総合的な学習の時間において、コンピュータやインターネットの利用が推
進され、さらに高等学校では普通教科「情報」も３年目となっています。
本講座はこのような状況の中で現職教員向けに開講され、県内から25名の参加者がありました。
　内容と担当者を以下に示します。今年もセンター以外の教育学部の先生方が担当されましたが、単にコンピュ
ータ操作だけではなく、その先生の専門の話も併せて聞けることが、この公開講座の一つの特長となっています。

　［１日目］　午前：コンピュータやインターネットの教育利用
　　　　　　　　　　（担当本センター・園屋高志教授）
　　　　　　　午後：インターネットを利用した授業実践・デジタルコンテンツの活用
　　　　　　　　　　（理科・土田理助教授）
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　［２日目及び３日目］　プレゼンテーションの作成
　　　　　　　　　　　　（本センター・関山徹助教授、園屋高志教授）

　昨年から内容の一つとして「デジタルコンテンツの活用」を取り入れていますが、これは、ホームページ上に
公開されている様々なデジタルコンテンツを授業で活用するというもので、最近のインターネット回線の整備に
伴い、学校の中での有効な活用法となっています。また、授業での教材提示や児童生徒の発表に、プレゼンテー
ションソフトがしばしば使われているため、その利用法習得を目指して、参加者は熱心に演習していました。
　受講者の感想をアンケートから一部掲載します。

１）デジタルコンテンツの利用やパワーポ
イントの活用の幅広さ等、何となく知
ってはいても使えなかった操作が、少
しずつ分かるようになり楽しくなりま
した。ただ、他校ではこのような内容
を普通に活用し学習している生徒たち
がいるのだと思うと、格差の大きさを
感じます。

２）さまざまな操作法を始め、多くのWeb
ページを紹介してもらい、必要なもの
をすぐに使えそうです。他の職員にも
教えたいと思います。教材として型を
作っておけば、新しい情報をどんどん
取り入れ、より使いやすくなると思い
ます。

　また、今後希望する学習内容については、ホームページ作成、表計算ソフトの使い方などが挙げられていたの
で、来年の検討課題としたいです。
　最後に講師を務めていただいた各先生、および講座にご後援いただいた鹿児島県教育委員会、鹿児島市教育委
員会に感謝いたします。

■公開講座「学校カウンセリング基礎セミナー」の開催報告
　現在の教育現場では、社会の急激な変化を受けてさまざまな新しい問題が生じており、子どもたちの心理的な
側面への配慮や支援が重要視されるようになっています。このような社会的要請に応えるために、教育臨床研究
部門では、教育関係者等を対象とした「学校カウンセリング基礎セミナー －児童生徒理解と軽度発達障害－」
を今年度も企画しました。以下に、それらの詳細を報告します。
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　○日程と内容（※１時限は９０分間）
　　〈１日目；平成１７年８月３日〉
　　　・１～２時限：児童期・思春期の心理（松田君彦教授；センター長）
　　　・３～４時限：軽度発達障害の理解とその支援（雲井未歓講師；障害児教育）
　　〈２日目；８月４日〉
　　　・１～２時限：まとまりと意欲のある学級集団づくり（假屋園昭彦助教授；本センター）
　　　・３時限：学校カウンセリングの基礎知識（假屋園昭彦助教授；本センター）
　　　・４時限：児童生徒の心理的つまずきと家族への関わり方（関山徹助教授；本センター）
　　〈３日目；８月５日〉
　　　・１～２時限：不登校児童生徒の理解とその支援（関山徹助教授；本センター）
　　　・３～４時限：学校災害と緊急支援－－スクール・トラウマとそのケア（久留一郎名誉教授）
　○受講者：６７名（規定時間以上を受講した方々には、修了証書を授与しました）
　○後　援：鹿児島県教育委員会・鹿児島市教育委員会

　受講者を対象にアンケートを実施したところ、概ね好評な結果が得られました。その一部を以下に掲載します。

・いろいろな問題を抱えている子どもが本当に多いです。その子どもたちにどのような声かけをし、接してい
けばよいか、ずっと勉強したいと思っていました。今回のテーマ・内容はとてもよかったです。わかりや
すく充実していました。
・基本になる児童期・思春期の心理から、実際にすぐに現場で使えるような不登校への支援など、本当に勉強
になりました。
・職場の同僚にも是非受けてもらってこの学びを共有し、子どもたちと接するときに実践できたらいいなあと
思いました。

　また、事例の取りあげ方や質問時間の確保、中級レベルの内容への発展などが今後の課題として明らかになり
ました。
　最後に、快く講座を引き受けてくださった講師の先生方、および講座にご後援いただいた鹿児島県教育委員会、
鹿児島市教育委員会に感謝いたします。

■センター運営委員会の報告
　本センターの運営委員会は、前回の報告（平成１６年１０月）以降、以下のように開催されました。各回で審
議された内容は下記の通りです。

　○第１９回　平成１７年３月１日
　　１）研究員・研究協力員の申請について

　○第２０回　平成１７年４月２６日
　　１）平成１７年の事業計画について
　　２）教育実践研究紀要の発行日程について

　○第２１回　平成１７年８月２９日
　　１）平成１６年度決算について
　　２）平成１７年度予算について
　　３）研究員・研究協力員の申請について
　　４）教育実践研究紀要の編集について
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■国立大学教育実践研究関連センター協議会の報告
　「国立大学教育実践研究関連センター協議会」とは、全国の教育実践総合センターや関連するセンターで構成
されている協議会で、年に２回、総会等が行われています。
　本センターからは、第６６回総会には関山が、第６７回総会に松田センター長と園屋が参加しましたので報告
します。各回とも、およそ以下のような内容について報告、審議、意見交換がなされました。なお、国立大学教
育実践研究関連センター協議会では、毎年各センターの活動をまとめた「年報」を発行しています。関心のある
方は本センターにお問い合わせください。

●第６６回　平成１７年2月１５日（会場：東京学芸大学）
報告・審議など
　(1) 2005年度アジア・太平洋教育工学東京・京都セミナー／ワークショップ(APEID)について
　(2) ＩＴ教育支援協議会報告
　(3) 各部門からの報告
　(4) 平成１７年度予算案
　(5) 平成１６年度会計中間報告
全体討論
　教育実践研究関連センター協議会の再構築に向けて
部門会議
　(1) 教育臨床部門
　　　　各センターの本年度の取り組みの報告
　　　　不登校研究会報告
　　　　教師教育コンテンツ開発の報告
　(2) 教育実践・教師教育部門
　　　　教師教育コンテンツ開発の報告
　　　　教育実習における評価について
　　　　教育実習における諸問題についての討議
　(3) 教育工学・情報教育部門
　　　　教師教育コンテンツ開発の進捗報告と討議
　　　　ＬＭＳを活用した教材開発プロジェクトの進捗報告と討議
　　　　各センターの中期計画・中期目標に関する情報の共有化プロジェクトについての討議

●第６７回　平成１７年9月22日（会場：香川大学）
報告・審議など
　(1) 平成16年度決算
　(2) 平成17年度予算中間報告
　(3)  2005年度アジア・太平洋教育工学東京セミナー／ワークショップ(APEID)について
　(4) ＩＴ教育支援協議会報告
　(5) 教師教育コンテンツの紹介
　(6) 「教師教育将来構想ワーキンググループ」報告
講演
　「〈教職大学院〉の創設と教師の専門性」
　　（東京学芸大学教員養成カリキュラム開発センター助教授　岩田康之氏）
情報交換
　教員養成ＧＰに関する各大学・センターの取り組み等
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部門会議
　(1) 教育臨床部門
　　　　各センターの新しい活動
　　　　不登校研究会
　(2) 教育実践・教師教育部門
　　　　教育実習に関する意見交換
　(3) 教育工学・情報教育部門
　　　　教員養成大学向けＩＣＴスキルアッププログラムの紹介
　　　　ＤＶＤ教材「ここまで来た学校でのＩＣＴ活用」の詳細と活用
　　　　情報メディア活用事例集

■九州地区教育実践研究会の報告
　平成１６年度日本教育大学協会九州地区第２２回教育実践研究会が、平成１７年１月７日～８日に宮崎厚生年
金会館で開催されました（当番大学は大分大学）。この研究会は、九州地区８大学の教育実践研究指導センター
および教育実践総合センターの教員が集う会です。第２２回教育実践研究会には関山が参加し、以下のような内
容の協議や研究発表を通じて意見や情報の交換がなされました。

　○協議
　　独立行政法人化後の附属教育実践総合センターの在り方について　～予算と独自の活動及び社会的貢献～
　○研究発表
　　１）教育ボランティア『「まなびング」サポート事業』について
　　２）教育相談に関する教育実践総合センターと附属４校園との連携についての基礎的研究

■総合資料室の利用状況
　本資料室は、学生や教職員はもとより、地域の一般の方々も利用が可能です。教育実習準備や教員採用試験対
策をはじめ、さまざまな教育実践や研究活動にもどうぞご活用ください。また、所蔵している文献や図書は、当
センターのホームページから検索可能です（学外からも検索可能）。前号以降の利用状況の詳細は、下のグラフ
のとおりです。

月別資料室貸出状況 (H16.10～H17.9)
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■寄贈図書目録
　平成１６年１０月から平成１７年９月までの１年間に、当センター及び総合資料室に寄贈された文献・図書は、
1,164 冊でした。本来ならばその全てを紹介すべきですが、紙面の都合上、初刊資料のみ掲載します。文献等を
お送りいただいた皆様には、ここに御礼申し上げますとともに、今後ともご刊行の際には、ご恵贈くださいます
ようお願い申し上げます。

・「総合的な学習の時間の充実に係る調査研究実施報告書」お茶の水女子大学総合的な学習の時間調査研究会
・「総合的な学習の時間の年間計画作成等に関する実践研究実施報告書」お茶の水女子大学総合的な学習の時間
調査研究会
・「子ども発達教育研究センター紀要」1号　お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター
・「大学教育方法改善経費研究報告書（昭和６０年度～昭和６２年度）」岡山大学
・「教員のメンタルヘルス支援にかかわる連携協力事業の報告」岡山大学教育学部附属教育実践総合センター教
育臨床研究指導部門・岡山県教育委員会
・「母子愛育会７０年史」恩賜財団母子愛育会
・「現代教育方法事典」株式会社図書文化社
・「現代陶芸研究」1号　岐阜県現代陶芸美術館
・「Environmental Education for a Sustainable　　Society Principles and Practice of Environmental
Education for School Children」宮城教育大学
・「発達教育学部紀要」1号　京都女子大学
・「ユーザーサイエンスの胎動」1号　九州大学ユーザーサイエンス機構
・「外国語教育研究」1号　慶応義塾大学外国語教育研究センター
・「平成１６年度芸術拠点形成事業（展覧会事業等支援）報告書」芸術拠点形成事業大阪市実行委員会
・「高麗青磁の誕生　初期高麗青磁とその展開」芸術拠点形成事業大阪市実行委員会大阪市立東京陶磁美術館
・「教員養成学研究」1号　弘前大学教育学部教員養成学研究開発センター
・「算数・数学では何をいつ教えるのか　算数・数学教育の内容とその配列に関する調査報告書」長崎栄三（国
立教育政策研究所）
・「算数達成度の項目反応理論による比較分析」長崎栄三・萩原康仁（国立教育政策研究所）
・「イタリアのインクルーシブ教育における教師の資質と専門性に関する調査報告」石川政孝（国立特殊教育総
合研究所）
・「第２期戦略研究報告書」財団法人地球環境戦略研究機関
・「2004ニッセイ財団シンポジウムの記録集　－高齢社会を共に生きる－」財団法人日本生命財団
・「水辺の昆虫　トンボ」埼玉県立自然史博物館
・「研究紀要」薩摩川内市立川内小学校
・「言語と文化」1号　鹿屋体育大学外国語教育センター
・「人間生活学部紀要」1巻　十文字学園女子大学
・「保育者のための社会福祉」小林育子
・「新潟市 12 年経験者研修教科指導研修用テキスト」新潟大学教育人間科学部 "12 年経験者研修" プロジェク
トチーム
・「４年次生を対象とする教育実習カリキュラムの開発研究　学生の学校支援を組み込んだ教員養成カリキュラ
ムの開発研究」新潟大学教育人間科学部学校ボランティア派遣事業委員会・附属教育実践総合センター
・「4 年次生を対象とする教育実習カリキュラムの開発研究　－研究教育実習の多様な展開－」新潟大学教育人
間科学部附属教育実践総合センター教育実習研究会
・「人間の歴史授業づくりハンドブック」人間の歴史の授業を創る会
・「人間ってすごいね先生　－子どもたちとともにつくった人間の歴史の授業－」人間の歴史の授業を創る会
・「近・現代の授業」人間の歴史の授業を創る会
・「教師への道　～若き先生へ伝えておきたいこと～」米山節男　第一公報社
・「生涯教育総合センターだより」1号　鳥取大学生涯教育総合センター
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・「生涯教育総合センター研究紀要」1号　鳥取大学生涯教育総合センター
・「The Seminar －Workshop of the 7th programming Cycle of APEID Activities－」東京学芸大学
・「高等学校における環境教育のカリキュラム開発の動向」東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研センター
・「教育実践研究支援センター紀要」1号　東京学芸大学育実践研究支援センター
・「メディア教育研究」1巻1号　独立行政法人メディア教育開発センター
・「研究教育年報」1号　奈良女子大学文学部
・「青少年の社会的自立に関する意識調査報告書」内閣府政策統括官（共生社会政策担当）
・「教員養成・専門職大学院に関するプロジェクト報告書」日本教育大学協会
・「NITTAI　Sports Training Journal」1号　日本体育大学スポーツトレーニングセンター
・「文化表現学部紀要」1号　梅花女子大学文化表現学部
・「論集」1巻1号　白鴎大学発達科学部
・「子どもの自然体験活動の指導に求められる学校教員の資質能力形成に関する研究」兵庫教育大学
・「国際理解の教材開発　－アメリカ合衆国について－」兵庫教育大学兵庫県国際理解教育研究プロジェクト
・「技術・職業教育学研究室　研究年報」1号　名古屋大学大学院教育発達科学研究科技術・職業教育学研究室
・「ローレビュー」1巻1号　明治学院大学法科大学院
・「人間の発達と教育」1号　明治学院大学文学会
・「リベラル・アーツ論叢」1号　明治学院大学現代教養学会
・「人間の歴史」1号　授業を創る社
・「授業が活きる！ たのしいものづくり」授業を創る社
・「手のはなし」授業を創る社
・「いちねんせいの宝箱」授業を創る社
・「へき地・複式学級教育実習の取り組み」和歌山大学教育学部教育実習委員会・附属教育実践総合センター
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