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■巻頭言 
教育実践総合センター長（教授） 松田君彦 

 
 新免許法の施行を視野に入れ、本センターは平成 19 年 4 月より大幅な組織改革を行ってから一年を迎えよう
としています。従来の2部門、4名体制（教育実践研究部門：2名、教育臨床研究部門：2名）から4部門10名
体制（教職研究部門：3名、教員研修研究部門：3名、を新設）へ改組してスタートしたわけです。 
 新設の2部門に着任された6名（4名は鹿児島県教育委員会から招聘）の先生方は、まったく新しい仕事をゼ
ロから立ち上げる作業に取り組まれたわけなので大変なご苦労があったことと思います。この2部門では、新た
に設ける実践的教職科目群を中心に、教育学部、教育学研究科を中心とした全学の教員養成カリキュラムを構築
するとともに、鹿児島県の教員研修に対する協力体制を整備する仕事に携わってきました。 
 具体的には、１）体系的な実践的科目群を開発して実施するために、既に成果をあげている国内外の大学・教
育機関への情報収集および研修会参加を行う、２）この実践的科目群は、学部から大学院段階まで継続した実習
を含む科目群であると同時に、個々の実習科目は、従来の短期集中的な実習形式に加え、継続的に大学と教育現
場を往還しながら学びが実現できるものとするために、既存の諸委員会組織と連携して教育実施条件の調査等を
行う、３）独立行政法人教員研修センターの「平成１9 年度教員研修モデルカリキュラム開発プログラム」採択
事業の一環として、鹿児島県教育委員会、鹿児島県総合教育センター、鹿児島大学教育学部が合同で行う現職教
員研修会を中心的に参画・運営する、等です。 
 既設の2部門は、上記の新設2部門の新規事業を支援しながら、従来から継続している事業に携わってきまし
た。しかし、鹿児島県は多くの離島･へき地を抱えていることから、他大学の教育実践センターにはない特徴的な
仕事があることも事実です。たとえば、１）奄美諸島での教員研修。今年は徳之島において現職教員を対象にし
た出前講座を実施しました。この事業は昨年までは学長裁量経費で実施していたのですが、この経費の大幅削減
のあおりで今年はセンター経費で賄うことになりました。２）離島の教育と大学教育を相互に支援する交流シス
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テムの研究。科学研究費補助金の助成を受けて「相互支援型交流システムによる離島・へき地校と大学間の〈交
流ノウハウ集〉の開発」を行っています。３）離島・へき地教育に関する三大学教育学部連携協力事業。鹿児島
大学、長崎大学、琉球大学の三大学が連携協力して、離島・へき地教育に関する研究を行っていますが、本セン
ター教員もこの企画に参加しています。 
 今後も４部門の協働をより密にして、地域と時代の要請にこたえる活動に取り組んでいきたいと思います。 
 
 
 

■新任教員挨拶・異動 
○教職研究部門 教授 下野 浩二  
 特別教育研究「県教育委員会との連携による新しい教員養成カリキュラムの開発・実施」事業によりまして、
鹿児島県教育委員会からの派遣で、平成１９年度４月から教育実践総合センターに新設されました「教職研究部
門」に異動になりました。これまでの公立学校での現場経験をはじめ、附属学校２カ所、また、市町村の教育委
員会２カ所でのわずかな経験をもとに、与えられました貴重な職務を遂行していきたいと考えています。 
 大きく変動する社会にあって、学力、体力、道徳性等確実に育成することのできる高い資質能力を備えた教員
への期待は高まるばかりです。このような地域や国民の期待に添えるよう「教職基礎研究」「教職実践研究」「教
職応用研究」等の体系的な実践的科目群の開発そして実施を、大学の先生方と一体となって取り組むことを目標
とし、学生の資質・能力の向上に一側面から貢献できるよう努力していきたいと考えています。どうぞよろしく
お願いいたします。 
 

○教職研究部門 准教授 田宮 弘宣 
 平成１９年４月、教育学部の「県教育委員会との連携による新しい教員養成カリキュラムの開発・実施」事業
推進にあたって、県教育委員会からの派遣により着任した田宮弘宣です。本センターの教職研究部門に所属して
います。今年度は初年度ということで慣れないことも多かったのですが、先進的な教員養成改革に成果をあげて
いる大学・教育機関への調査研究や研修参加により教員養成改革についての情報収集を行うとともに、教育学部
１年生の教職科目「教職基礎研究」や全学部の教員志望者への特別講座「教員養成基礎講座」の実施などに取り
組んだり、全学の教員養成カリキュラム委員会の取組として、４年時に必修となる「教職実践演習」の他学部生
対象の試行を行ったりしています。これまで教員や指導主事として、中学校であるいは教育行政で経験したこと
を生かして、上記事業を中心に、よりよい教員養成カリキュラムの開発に貢献できればと考えています。よろし
くお願いします。 
 

○教員研修研究部門 教授 隈元 浩二郎 
 平成１９年４月の人事異動で、中種子町立中種子中学校から鹿児島大学教育学部附属教育実践センター教員研
修研究部門に着任しました隈元浩二郎です。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
  私は３月まで、２５４名の生徒たちに囲まれ、３２名の教職員とともに、校長として学校経営に取り組んでお
りました。中種子中学校は中種子町の４つの中学校が統廃合され、まだ３年目という新設校でした。学校創世に
生徒も教職員も心一つに一丸となり、教育活動に専念しておりました。 
 今回の転勤は思いもせぬ異動ではありましたが、直前まで取り組んでいました現場での経験を、この新しいセ
クションで活かすことを第一義に、これまで取り組んで参りました。教員の養成、そして、現職の教員の資質向
上について、特に私が所属しております教員研修部門におきましては、喫緊の課題となっております教員免許更
新の課題に、実務家としての経験が活かされればと期待しております。 
 とにかく、まずは目の前の学生の育成を大切にしながら、教員養成の改革に取り組み、それらの積み上げが、
鹿児島県の児童生徒に還元されるべく、教員研修の充実に貢献したいものだと考えております。どうぞ、今後と
も御支援・御協力をよろしくお願い申し上げます。 
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○教職研究部門 准教授 大久保 直志 
 平成 19 年 4 月 1 日付で本センター教員研修研究部門の専任教員として着任いたしました。前任は県総合教育
センター企画課で、調査研究の企画運営及び指導資料等の発行の業務を担当しておりました。大学の業務推進の
仕組等に早く慣れて各教員との連携を図りながら任を果たせたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願い
いたします。さて、「教員研修研究部門」は本年度から新たに設置された部門であり、本県等が実施する教員研修
への協力の在り方や大学としての教員研修の在り方を研究し、附属学校や講義・演習科目、また公開セミナー等
において実施・検証する役割を持っています。この 10 か月余りの中では、教員養成のための自主講座や学部教
職理解科目の新設講義への協力などが主たる業務となっています。教員研修については平成 20 年度に試行され
る免許更新講習の準備をはじめ、教員研修関係の採択事業、先進地調査、研究論文等に係ることができました。
部門の業務としてはまだまだこれから工夫改善を図り、実践的な研究を進めていくことが求められています。微
力ながら精一杯努めて参る所存でおりますので、各方面からの御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 
 

◎異動 
 梅野正信（教授）が教職研究部門に、大坪治彦（教授）が教員研修研究部門に、平成１９年４月１日付で着任
しました。また、迫武仁客員教授（鹿児島県総合教育センター特別支援教育研修課課長）が平成１９年９月３０
日付で退任し、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課長）が平成１９年１０月１日付で着
任しました。 
 
 
 

■教育実践セミナー（ in 徳之島）の開催報告 
 本センターでは、前年度の学長裁量経費による「奄美諸島等における教員の資質向上支援事業」を引き継いで
「教育実践セミナー（ in 徳之島）」を開催しましたので、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。具体的な内容は以下の通りです。 
 
 ○日程：平成１９年８月２２日（水）～８月２３日（木） 
 ○対象：徳之島島内の幼稚園・小学校・中学校の教職員 
 ○内容：［第１日目］（９：００～１６：３０）                  〈※１時限は９０分間〉 
      ・１時限目「授業におけるＩＣＴの活用」［教授 園屋高志］（４３名の参加） 
      ・２時限目「児童期・思春期の心理と発達」［教授 松田君彦（センター長）］（４７名の参加） 
      ・３～４時限目「児童生徒理解と学校カウンセリング」［准教授 関山 徹］（４８名の参加） 
     ［第２日目］（９：００～１２：１５） 
      ・１～２時限目「発達障害の理解とその支援」［准教授 雲井未歓］（５７名の参加） 
 ○後援：徳之島町教育委員会、天城町教育委員会、伊仙町教育委員会 
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［大島新聞（株式会社奄美新聞社；平成１９年８月２３日）より許可を得て転載］ 

 
 受講者を対象にアンケートを実施したところ、85％が「たいへん役立った」、15％が「役立った」との回答が
あり、高い満足度が確認されました。さらに、自由記述欄では「講義形式だけでなくグループワークや話し合い
等、参加した者でコミュニケーションをとりながら研修できたことがとてもよかったと思います」「発達障害の疑
似体験では、私自身の中での理解と支援へのヒントを得られたように思います」「ＩＣＴについては、たったワン
ショットでも授業の中に取り入れる意味があるのだと気付きました」等の意見が多く寄せられました。また、大
島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。以上の成果を土台にして、これから実施するさ
まざまな現職教員研修等にそのノウハウを反映させていきたいと思います。 
 
 

■教育相談の活動報告 
 平成１８年度一年間の教育相談利用状況は、相談
件数３３件・相談回数356回（附属学校園スクール
カウンセラー業務を含む）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、その他には親子関係、場面緘黙、発達障害、家
庭内暴力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、箱庭用具や心理検
査用具を購入して設備面の整備を図りました。相談
業務の質をより充実させるために、今後も地域の関
係機関との連携を一段と強化していきたいと考えて
います。 
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■教育実践研究紀要第17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１７巻』を平成１９年１２月５日付で
発刊しました。今回はとても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 
比較中日「日本語」授業研究 
 -中国の大学日本語科における『羅生門』調査- …………………………………………陳世華・上谷順三郎 
算数・数学教材考（１） 
 -分数除について-  ………………………………………………………………………………………植村哲郎 
初等教育教員養成課程における発声指導の一試案  ………………………………………………………日吉武 
ミュージアムエデュケーションの実践研究について 
 -所蔵作品を取り入れた絵巻作りを中心に-  …………………………下原美保・山本みどり・小田久美子 
美術教育における色彩理解に関する研究（３） 
 -教師教育としての色彩教育-  …………………………………………………………………………小江和樹 
球技学習における課題設定過程に関する実践的研究 
 -ラグビーフットボールにおける防御技術の指導を対象として-  ………廣瀬勝弘・黒原貴仁・梶山俊仁 
高校工業教育の教育内容の変遷（１） -工業共通基礎科目を中心に- ……………………………長谷川雅康 
海技士英語問題の現状と問題点について 
 -ESP教育としての海事英語の改善を中心として-  …………………………………………………坂本育生 
自立と共生の教育社会学 
 -地域民主主義と学校の再生-  …………………………………………………………………………神田嘉延 
中国内モンゴル自治区における民族語教育の現況 ………………………………………哈申格日勒・小柳正司 
複式学級と単式学級に属する児童の話し合い過程の比較研究（Ⅰ） …………………假屋園昭彦・丸野俊一 
複式学級に属する児童の話し合いに基づく算数の協同問題解決過程の相互作用分析 
                   ……………………………………假屋園昭彦・佐々祐之・丸野俊一 
道徳の授業における対話活動が道徳性の変容に及ぼす効果 ………………堀田竜次・假屋園昭彦・丸野俊一 
教育実地研究に関する教育心理学的研究（７） ………………………………今林俊一・川畑秀明・有馬博幸 
学校におけるＩＣＴの効果的活用法に関する研究 
 -小学校算数科での授業実践からの考察- …………………………………………………廣原俊一・園屋高志 
高校生における批判的思考態度と自己表現の関連性の検討 ……………………………鶴田美里映・有倉巳幸 
実践的な指導力を備えた教員の養成に関する研究 
 -教育学研究科共通科目「教職特論Ｉ」の検証を通して-  
                   ……………………隈元浩二郎・下野浩二・大久保直志・田宮弘宣 
 
報 告 
古くて新しいもの 
 -単元学習と総合的な学習の時間-  …………………………………………………………………新名主健一 
保護林における岩石・鉱物の採取 
 -鹿児島県高隈山地域における花崗岩質岩採取の許可申請手続き-  ………………………………松井智彰 
教員のＩＣＴ活用指導力の向上に関する研究  
 ～「ＩＣＴ活用指導力のチェックリスト」活用の試み～ ……………………………………………園屋高志 
今後の教員養成カリキュラムの在り方を求めて 
 ～滋賀大学教育学部での調査研究報告～ …………………………………………………下野浩二・田宮弘宣 
県教育委員会と協働で取り組む教員養成改革 
 -和歌山大学の調査研究を踏まえて- …………………………………………………隈元浩二郎・大久保直志 
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■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。ここではその概要を紹介します。 
 

【凡例】 １行目：研究員氏名＋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）八田明夫 ＋ 木下紀正（鹿児島大学産学官連携推進機構客員教授） 
  平成１９年４月１７日～平成２０年３月３１日 
  環境と防災の科学と教育（３） 
２）三仲啓 ＋ 金柿主税（熊本県/甲佐町立甲佐中学校教諭） 
  平成１９年４月１７日～平成２０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（４） 
３）今林俊一 ＋ 宇都慎一朗（鹿児島県立甲陵高等学校教諭） 
  平成１９年４月１７日～平成２０年３月３１日 
  教師の心理的発達に関する研究 
４）生野桂子 ＋ 鳥飼由紀子（鹿児島県立国分高等学校教諭） 
  平成１９年４月１７日～平成２０年３月３１日 
  グローバル教育的視点による家庭科教育実践 
５）関山徹 ＋ 佐野美喜（慈生会ウエルフェア九州病院臨床心理士） 
  平成１９年４月１７日～平成２０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（３） 
６）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准教授） 
  平成１９年４月１７日～平成２０年３月３１日 
  臨床心理学的な援助技法を備えた人材の養成について（２） 
 
 

○環境と防災の科学と教育（３） 
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） 

 
１．研究目的 
 地域の自然環境理解を国際的視野のもとに進め、防災対応も含めて科学を教育に活かすために次の課題に取り
組んできました。①噴火や噴煙・火山ガス放出など火山活動の理解と防災対策のあり方。②地域の大気環境を東
アジアの大気状態と結びつけて理解する。③衛星画像立体表示のSiPSEシステムと地上・空中撮影の可視・近赤
外映像を結びつけた活用。 
２．これまでの経過 
 前報以来の活動を月日の順に報告します。 
（A）物理教育シンポジウム「義務教育段階の理科教育の現状と教員支援のあり方」 
 2007 年 3 月 18-21 日、鹿大での日本物理学会春季大会で、この会が持たれました。木下は教育学部での物理
教育や学校現場・理科教師との交流協力など、科学と教育をつなぐ重要な役割を強調し、総合的な物理科学教育
の重要性、講義における演示実験、学生の創意工夫を生かした物理学生実験など、教員支援の基礎となる教員養
成教育の内容を述べました[1]。続いて小倉誠氏（鹿児島市立清和小）は、小学校の理科教育と物理的内容や鹿児
島における科学教育自主編成運動を紹介し、小学校教員への支援として何を望むかを述べました[2]。限られた講
演時間の中で様々な手作り科学玩具の教材を紹介し、小学校現場の様子と奮闘する理科教師の姿を良く伝えたと
思います。さらに、香川大と横浜国大の理科教育担当者が小中教員との共同の理科教材づくりや理科教育コーデ
ィネーターを介した支援など教員支援の経験と方法を述べ、総合討論に移りました。意見交換はとても活発で、
物理学会自体が今の理科教育にものすごい危機感を持っており、文科省等に対して提言し学校教育と関わりを持
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とうとしていることがわかったというのが小倉先生の感想の一部です。 
（B）硫黄鳥島・与路島学術調査  
 2007 年 6 月 18-22 日、鹿大多島圏研究センター2007 年度プロジェクトの一環として、水産学部練習船南星
丸で15名の隊員による表記調査が行われました[3]。筆者 2名は森井聖君（教育学部学生）や火山ガス研究で来
日したThomas P. Bouquet 君（理学部研究生）を伴って参加しました。硫黄鳥島は徳之島の西南西65ｋｍに浮
かぶ東シナ海の火山島です。かつて琉球王国の中国への重要な輸出品（進貢物）の硫黄の産出地として、島津氏
の琉球入り後も琉球の支配下にあった歴史があり、沖縄県の最北端の島です。戦後の米軍政下でも硫黄採掘は盛
んで小学校もあったのですが、激しい噴火のため 1967 年以来無人島です。島は東西 1km，南北 3km の台地状
で数箇所に新旧の噴火口があります。上陸しての火山体調査や海岸・海中の有孔虫採集、海上からの島の全周調
査など、またとない機会を活かすことが出来ました。さらに、天候に恵まれて与路島を訪れることが出来ました。
この島は奄美大島の南の加計呂麻島からさらに南にある離島ですが、きれいな入り江にまとまった集落と小中学
校があります。硫黄鳥島・与路島への往路・帰路では、薩摩硫黄島・横当島など多くの島々を定期航路とは違っ
たルートから遠望できたのも収穫でした。 
 

 
図. 東から見た硫黄鳥島の近赤外写真。前嶽に押し上げられた気流で雲が発生している。 

 
（C）火山都市国際会議島原大会など 
 2007年 11月 19-23 日、31カ国約600人の研究者・火山防災関係者が島原市に集まり、この会議が開かれま
した。ここでは火山研究とともに火山との共生に向けての多くの発表も討議され、市民向けフォーラムや交流イ
ベントなどさまざまな形で大きな広がりを持った市民参加型の大会でした。これには桜島ミュージアムなど各地
の NPO の連携が大きな役割を果たしました。1998 年のローマ大会を第 1 回とする第 5 回会議が島原大会です
が、その原型は 1988 年の鹿児島国際火山会議です。島原大会の重要テーマの一つが火山放出物の健康影響で、
鹿大噴煙火山ガス研究グループは三宅島と桜島における火山ガスの動態について報告し[4]、大きな反響がありま
した。SiPSE-3D衛星画像の火山防災教育への利用[5]や、マヨン火山と南西諸島火山の映像観測[6]についても発
表しました。 
３．今後の取り組みと課題 
 噴煙・火山ガスについての観測と解析を鹿大内外の関係者と協力して進めること、これまで蓄積した噴煙映像
のDVD アーカイブを進めデジタルベース構築を行うことが課題です[7]。これは大気状態の映像観測として衛星
画像と併せて東アジアの大気環境についての研究にもなります[8]。蓄積映像のデジタル化で直面している困難は、
過去のベータやハイ８形式のビデオ再生機器が消滅しつつあることです。もし廃棄予定の機材があれば、是非ご
一報下さい。 
[1] 木下紀正，教育学部における物理科学教育と現場の理科教員との協力，日本物理学会講演概要集，62-1，2007，第2分冊，p.394. 
[2] 小倉誠，小学校教員にとっての理科教育～理科離れの実情と教師の奮闘～，同上，p.395.  
[3] 硫黄鳥島・与路島学術調査， 
   http://cpi.kagoshima-u.ac.jp/project-iwotori.html   http://cpi.kagoshima-u.ac.jp/iwo/kinoshita/iotori-k/iotori1.htm 
[4] 飯野直子・木下紀正・坂本昌弥・T. BOUQUET・金柿主税，三宅島と桜島の地表における二酸化硫黄高濃度事象，COV5 Conf., 2007, 13-O-07 
[5] 坂本昌弥・木下紀正・冨岡乃夫也・戸越浩嗣，衛星画像立体表示システムSiPSEを用いた火山防災の学校教育. ibid., 32-P-17. 
[6] 木下紀正・E. LAGUERTA Eduardo・E. CORPUZ・土田理・金柿主税・飯野直子・福澄孝博，マヨン2006年噴火と南西諸島火山のネッ
トワークカメラ観測，ibid., 12-P-79. 
[7] 木下紀正・金柿主税・土田理・飯野直子・福澄孝博，西南日本の火山とMt. Mayonにおける噴火活動の映像観測，特定領域「火山爆発の
ダイナミックス」H18 報告, 339-348, 2007；木下紀正, 爆発噴煙の映像観測とアーカイブ，「火山ダイナミクスの数値シミュレーション」
研究集会, 東大地震研，2007.11. 
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[8] 木下紀正，中国長春とモンゴルにおける黄砂の地上映像観測と衛星画像解析，モンゴル植生変遷域ワークショップ，筑波大学陸域環境研
究センター，2007.1；木下紀正・飯野直子・西町明仁・永松哲郎・菊川浩行，CCD カメラネットワークと衛星データによる大気エアロゾ
ルの解析，第9回CEReS環境リモートセンシングシンポジウム，千葉大，2007，52-55. 

 
 

○離島における遠隔映像観測システムと教育利用の研究（４） 
報告者：金柿主税・三仲啓（研究員：三仲啓、研究協力員：金柿主税） 

 
１．はじめに 
 鹿児島大学噴煙研究グループでは、鹿児島県下の
活発な火山について自動撮影システムを設置し、爆
発噴煙映像のデータベースを構築してきました[1]。
最近では高機能・高解像度・高感度のカメラや大容
量の記憶装置が安価に入手できるため、手軽にユニ
ークな観測が可能となりました。この稿では映像デ
ータの紹介や教育利用について報告します。 
２．桜島昭和火口 
 2007 年 2 月より鹿児島市錦江台に可視および近
赤外の桜島噴煙観測システムを設置し、10秒毎の噴
煙を記録しました（図１）。2007 年 5 月 16 日、鹿
児島市立黒神中学校校長出水澤孝洋先生より現地写
真や情報をいただき、11ヶ月ぶりに桜島南岳斜面・
昭和火口付近から噴火したことがわかりました[2]。
10秒毎の近赤外画像を動画にして見ると、雲の動き
が分かりやすく、輝度の違いから雲と噴煙を区別で
きました。同様の近赤外観測システムで 2007 年 6
月より垂水市庁舎、2007 年 7 月より鴨池港近傍の
定点から撮影しています[3]。 

 
 
 
 

 
図１ 桜島噴火近赤外画像 
（近赤外透過フィルタ760nm装着） 

2007年3月20日15時33分 

３．近紫外画像と教育利用 
 波長の短い紫外線は、大気中での散乱や吸収、レンズ透過時の減衰があり、市販の機材では撮影が難しいです。
比較的波長の長い近紫外線では、デジタルビデオカメラ（SONY DCR TRV-33K）と特定波長透過フィルタ（OMG 
UL-360）を用いて撮影できました（図２）。 
 

 
                       (a)可視画像                      (b)紫外画像（UL-360装着RGB青成分） 

図２ キュウリの花 

 
 デジタルスチルカメラ(Ricoh Caplio G4 wide)に紫外線吸収フィルタ（FUJIFILM SC37）を装着して370nm
以下の紫外線をカットすれば、撮影条件によっては散乱等がよく抑えられ、空の青さ等を強調して撮影されます。
この画像と通常撮影した可視画像との差画像をつくると、カットした紫外線だけの情報が得られ、簡易的に近紫
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外画像をみることができました（図３）。 
 

 
            (a)SC37装着画像                    (b)可視画像                   (c)差画像（近紫外画像） 

図３ 2007年8月19日 薩摩硫黄島の噴煙 
 

４．おわりに 
 2007 年 7 月に薩摩硫黄島と諏訪之瀬島火山噴煙観測カメラシステムを回収し、画像データの整理を行ってい
ます。フィリピン・マヨン火山観測カメラは、2006年 11月の大型台風直撃のため観測停止しており、現在再建
中です。多点の桜島噴煙観測から粒子画像流速測定法(PIV)により風速を求める予定です。 
 近紫外撮影は、天候や機材設定等の撮影条件によって映像に違いがみられるので、今後も研究を進めて教育・
防災に利用できるようにしたいと考えています。 
＜参考文献・URL＞ 
[1] 火山と噴煙の写真やビデオ映像： http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/ 
[2] 2007年5月16日桜島昭和火口からあがった噴煙 
  http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/sing/topics/m516skrjm/m516skrjm_pic.html 
[3] 木下紀正・土田理・飯野直子・金柿主税・福澄孝博, 火山噴煙と黄砂の映像自動観測とアーカイブ, 計測自動制御学会第 33 回リモートセ
ンシングシンポジウム，千葉大学，2007, 27-30.  

 
 

○教師の心理的発達に関する研究 
報告者：今林俊一・宇都慎一朗（研究員：今林俊一、研究協力員：宇都慎一朗） 

 
１．研究目的とこれまでの経過 
 文部科学省の調査によると、2006 年度に休職した公立の小中高校などの教職員は 7655 人（前年度より 638
人増加）、このうち精神性疾患による休職者は 4675 人（全体の 61％）であったことが分かりました。文部科学
省は精神性疾患による休職者が14年連続増加していることについて、｢仕事の多忙化、複雑化に加え、保護者や
同僚らとの人間関係などの職場環境が厳しくなっていることが背景にあり、対策を急ぎたい｣と述べています。そ
こで本研究では、このような状況にある学校社会において教師がどのように成長・発達するかを心理的側面の視
点から調査し、メンタルヘルス対策を検討することを目的としています。今年度は、教師集団の職場風土や教師
の協働的効力感（単に教師同士の関係や改善への意欲だけではなく、学校組織における地位や役割の違いを認め、
その上でお互いに協力し合う関係を形成できるという信念）に注目して調査分析をしました。 
２．今年度の経過 
 2006 年 3月、公立高校に勤務する教師316名を対象としたアンケート調査をした結果、協働的効力感や認知
する職場風土は教師の属性（所属する学科、性別、教職歴）によって異なっていること、協働的効力感の高い教
師群や低い教師群、職場風土を協働的職場風土と認知する教師群や同調的職場風土と認知する教師群も属性によ
って異なった傾向が見られることが明らかとなりました。また、どの属性においても教師の協働的効力感は「普
段のコミュニケーション」因子が高まると職場を協働的と認知し、低下すると同調的と認知する傾向にあること
も明らかとなりました。このことから、『教師は、職場でのコミュニケーションが盛んに行われ、教師が地位や役
割に基づいた人間関係の中であっても自由に自分の意見を発言できるような学校環境であれば、教師の協働的効
力感は高揚するとともにその職場の風土を協働的と認知するようになる』ということが見出されました。  
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３．今後の取り組みと課題 
 2006 年度から鹿児島県の小・中・高・養護学校では「新たな教職員評価システム」が導入されました。今後
の研究課題としては、現行の新評価システムの施行が教師の学校生活にどのように影響を与えるのかを、教師の
職務に対する協働的効力感・達成動機・有能感、同僚並びに管理職に対する承認欲求・信頼感、職場風土の認知
といった心理的側面の視点から調査分析することを目的したいと考えています。 
 
 

○グローバル教育的視点による家庭科教育実践 
報告者：生野桂子・鳥飼由紀子（研究員：生野桂子、研究協力員：鳥飼由紀子） 

１．研究の目的 
 グローバリゼーションの進展や、地球的規模で発生する問題群は、世界を一連の相互依存的システムとして理
解する認識の必要性と、地球規模での協同の緊要性を促すこととなった。そして、子どもたちにグローバルな社
会の成員としてのシチズン・シップを育てるための「グローバル・エデュケーション」の必要性が認められつつ
ある。だが、「グローバルな見方」の概念やグローバル教育の本質・目標・内容等について必ずしも十分に整理さ
れていない。特に、家庭科においては、グローバル教育的視点からのアプローチは弱く、特定の領域としての環
境教育への関心が見られる程度であると考えられている。本研究は、家庭科におけるカリキュラム再構成の立場
に立ち、家族関係領域における、グローバル教育のあり方を探り、提案していこうとするものである。 
２．研究の経緯と今後の課題 
 研究の概略を述べると、高校家庭科家庭総合の教科書記述内容を素材として用い、①何を教育内容として選定
し構成するかというカリキュラム編成のあり方②キーワードに関するデータに基づいた、グローバル教育観の二
点について捉えようとするものである。 
 結果、家庭科教育の現状は、教育内容の構成の点から見て、従来の生活活動による領域分類枠、即ち、食生活、
衣生活、住生活等の枠組みの上に、地球規模での諸問題を教育内容として付加した形であって、グローバル教育
の基本的視点により構成したものではないことが分かった。しかし、カリキュラム構成の基本的立脚点として、
「人としての自立」、「自分と人との人間関係」を据えた教科書が僅かながら見られる。 
 また、キーワードの１つとしてとりあげた「共生」は約半数の教科書が記述しているものの、高齢者や障害を
持つ人との共生など個人的関係にほぼ限定されていた。すなわち、「国際的視野に立つ」共生、「共通の地球市民
たる立場に立つ」共生というあり方には至っていない。 
 さらに、学習指導場面において、人権教育、国際理解教育、環境教育と共通する内容については、融合させる
形をとりやすいことが推定された。 
 以上、家庭科教育の現状として、グローバル教育は特定の内容領域としての扱いに止まり、カリキュラム再構
成の視点は認められないことが分かった。 
 今後は、カリキュラムの提案と共に、教育実践の具体的授業設計を行い、授業実践を試行し、その成果の検討
を行うことが課題となる。 
 
 

○児童生徒を対象とした臨床心理学的援助について（３） 
報告者：佐野美喜（研究員：関山徹、研究協力員：佐野美喜） 

 
１．研究目的とこれまでの経過 
 本研究は、学校心理士及び病院心理士が関わった児童生徒への臨床心理学的援助について、実践的成果を蓄積
し特色を整理することを目的に17年度から行われています。 
 これまで、言語表現が十分でなく非言語的なコミュニケーションが必要とされる事例では「気づき」が得られ
るような関わりの必要性が確認され、自傷行為や他者への暴力行為が見られる事例では「覚えていない」ことで
も意識化できるような援助の工夫が検討されました。家族に対する援助としては、家族の自尊心が回復されるた
めの工夫と心理教育的な援助の工夫により、家族の不安の軽減と児童生徒への間接的な援助に繋がることが確認
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されました。 
 今年度も児童生徒への援助を中心に検討を行い、特徴を整理するとともに援助に役立つ知見について検討して
います。 
２．今年度の経過 
 不登校の児童生徒及び家族（主に母親）への援助について検討しました。 
 まず、気持ちを表現することへのためらいが窺える児童生徒については、表情の変化を細かく捉えながら、せ
めぎ合う気持ちをなぞり共有する工夫が検討されました。また、「はい」「いいえ」で確定される質問は、情緒や
思考のプロセスを追う機会を狭める一方、確定した方が（枠を作った方が）情緒や思考のプロセスを話題にしや
すい場合があることも吟味されました。さらに、児童生徒と援助者の転移・逆転移が、児童生徒の理解に役立つ
ことを確認しました。 
 母親に対する援助については、動機づけを高め協力を得るため、小さい目標を立て回復の見通しを伝えること
の必要性が再確認されました。たとえ母親自身の変化が必要とされる場合であっても、母親面接には「心理教育」
の気配を残した方が、母親の防衛が外れ、安心に繋がることを確認しました。また、母親の中（心的イメージ）
の児童生徒が変化するような援助の工夫や、母親が自分の体験を通じて児童生徒の気持ちを体験できるような働
きかけの工夫についても検討しました。 
３．今後の取り組み 
 今後も児童生徒や家族に対する心理的援助の検討を進めるとともに、児童生徒を取り巻く環境（家庭・学校等）
を通じた間接的な援助についても取り上げたいと考えています。また、本テーマへの取り組みが来年度で４年目
となるため、これまで検討された事例の整理もすすめていきたいと考えています。 
 
 

○臨床心理学的な援助技法を備えた人材の養成について（２） 
報告者：関山徹・餅原尚子（研究員：関山徹、研究協力員：久留一郎・餅原尚子） 

 
１．研究目的 
 「臨床心理学的な援助技法」は、学校教育・精神医療・福祉等の領域における対人援助サービスの土台を支え
る重要な一側面です。そこで本研究では、「臨床心理学的な援助技法」を備えた教員・カウンセラー・福祉職等を
養成するために、どのような方法が効果的であるかについて、継続的に探求しています。具体的には、①臨床心
理査定（教育相談や特別支援教育、心理療法等における見立て）、②臨床心理面接（教育相談や心理療法等におけ
る、主に個人への関与）、③臨床心理的地域援助（学級集団や地域社会等のコミュニティへの関与）の３領域につ
いて取り上げて、関山（教育相談・教員養成；本センター教育臨床研究部門）と久留・餅原（カウンセラー養成・
地域援助；鹿児島純心女子大学大学院心理臨床相談室）の専門と所属先の特性を活かしながら連携して研究を進
めました。 
２．これまでの経過 
（１）臨床心理査定と臨床心理面接の領域 
 昨年度実施した鹿児島県内で定期的に開催されている２つの研究会でのアンケート調査の結果を踏まえ、今年
度は、２つの研究会（臨床心理査定領域と臨床心理面接領域）を１つにまとめ、学校・病院・福祉などの領域で
カウンセラーあるいは教師として勤務している者の積極的参加の促進と、その前段階にある大学院生の基礎的内
容の確実な定着化を試みました。つまり、昨年度までの開催時間を２倍に増やし（４時間）、事例を公募したり、
スーパーヴァイザーやコメンテーターを指名したりして、さまざまな立場からの指導・助言がもらえるような工
夫をおこないました。その結果、特別支援学校教師やスクールカウンセラー、病院のカウンセラーからの積極的
な事例発表がなされ、参加率も約２倍になりました。今後も、継続し、質の向上、有効性の評価などを試みてい
きたいと考えています。 
（２）臨床心理的地域援助の領域 
 現職教員（小学校・中学校・高等学校・養護学校）対象の研修会において、アンケート調査を実施しました。
今回も特に不登校についての教師の研修ニーズを調査することにし、不登校児童生徒の理解とその支援に関して、
自由記述形式で尋ねました。その結果、家庭との連携、学校内外との協働、再登校への誘い方、高校での留年・



         鹿児島大学教育学部 教育実践総合センターニュース 第６号（平成２０年３月）       p.12 
 

退学問題、病理との関係などの点についてのニーズが見出されました。 
３．今後の取り組みと課題 
 今後は、これまでの質的研究から得た知見を土台にして、量的な観点も取り入れて、質問紙やチェックシート
の開発なども視野に入れていきたいと考えています。また、各自の発見的で主体的な成長を促す学びのあり方を
探っていくことはきわめて大切です。そのためには、グループワークや討議を通じた体験的な研修形式、倫理の
問題、ライフステージに応じた研修内容などをより効果的に組み入れ、それらを検証していく必要があると考え
られます。 
 
 

■公開講座 
「授業に活かすコンピュータとインターネット」の開催報告 
 本センターでは公開講座「授業に活かすコンピュータとインターネット」を、８月９日（木）～10日（水）の
２日間本センター多目的室で開催しました。 
 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」の開設後５年目となっています。 
 本講座はこのような状況の中で教育関係者向けに開講され、県内から27名の参加者がありました。 
 講座の内容は「コンピュータやインターネットの教育利用」及び「プレゼンテーション教材の作成」に関する
演習で、本センター園屋高志と関山徹が担当し、ＴＡとして技術専修大学院生２名が務めました。 
 「コンピュータやインターネットの教育利用」では、特に「Web上のデジタルコンテンツの活用法」を演習し
ましたが、受講者からは「このような有用なコンテンツがだれでも入手できることを知らなかったので、今後利
用したい」という趣旨の声が聞かれました。 
 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）知らないことをたくさん知り、ICT活用が子どもと向き合うことに大きな力となることも理解できました。 
２）自己流でやっていたことが改めて教えていただくことで、
なるほどと思うことが多々ありました。 

３）休み中に撮ったデジカメの写真を有効に利用でき、３つ完
成した。今後は授業や行事等でパワーポイントを作成し活
用していきたい。 

４）参加してとくに良かったのは、個人的なことだけれども「情
報モラル」について詳しく学習できたことです。知らない
ことが多く危険なネット利用をしていたと気づかされまし
た。またいろいろなリンク先を知り、無料で活用できるコ
ンテンツ（この言葉も初めて詳しく正解を知ったのですが）
がたくさんあることに驚きました。 

５）５、６年生は総合の時間に子どもたちもパワーポイントを
使って発表する活動があるので、これで指導もできそうで
す。 
 

 このように受講者はそれぞれに学習の成果を得て帰られました。また、今後希望する講座内容として、「表計算
ソフトの使い方」「情報モラルやセキュリティ」「写真、ビデオの編集法」などが挙げられていましたので、今後
に活かしたいと考えています。 
 最後に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。 
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■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」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。 
  
 ○日程と内容（※１時限は９０分間） 
  〈１日目；平成１９年８月６日〉 
   ・１～２時限：児童期・思春期の心理（教授 松田君彦；センター長） 
   ・３～４時限：学校コミュニティにおけるカウンセリング・マインド（准教授 関山徹；本センター） 
  〈２日目；８月７日〉 
   ・１～２時限：発達障害の理解とその支援（准教授 雲井未歓；特別支援教育） 
   ・３～４時限：児童・生徒の友人関係の理解（准教授 有倉巳幸；本センター） 
  〈３日目；８月８日〉 
   ・１～２時限：不登校児童生徒の理解とその支援（准教授 関山徹；本センター） 
   ・３～４時限：保護者との関わり方（准教授 有倉巳幸；本センター） 
 ○受講者：６３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。 
  

・映像を使っての講義だったので理解が深
まりました。 
・とてもよく考えられたテーマで構成され
ていたと思います。 
・これまで自分が取り組んできたことの再
発見・再確認することができました。 
・２学期からの職務にすぐ活かせそうな内
容でした。 
・内容はもとより、先生方の工夫を凝らし
た教え方がとても参考になりました。 
・実技指導もあったらよいと思います。 
・発達障害についてもっと詳しく知りたい
と思いました。 
・「地域の人々（ＰＴＡなど）との関わり方」についても取り上げてもらえると助かります。 
・この講座は毎年申込者が多くてすぐに定員に達してしまい参加できなかったのですが、今年はやっと受
講することが出来ました。 
・修了証書がうれしかったです。 

 
 また、グループワーク・実習の導入や次段階のレベル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。 
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■センター運営委員会の報告 
 本センター運営委員会は、前回の報告（平成１８年８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２６回 平成１９年４月１０日 
  １）研究員・研究協力員の申請について 
 

 ○第２７回 平成１９年４月２４日 
  １）平成１９年度の事業計画について 
  ２）教育実践研究紀要の発行について 
  ３）研究員・研究協力員について 
 

 ○第２８回 平成１９年８月２８日 
  １）平成１８年度の決算について 
  ２）平成１９年度の予算について 
  ３）教育実践研究紀要第１７巻の編集について 
 

 ○第２９回 平成２０年２月１２日 
  １）研究員・研究協力員の申請について 
  ２）教職研究部門担当教員の人選について 
 

 

■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。 
 第71回の総会に本センターから園屋が参加しましたので報告します。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。 
 
○第71回 平成19年9月21日（金）（会場：埼玉大学） 
１．総会 
  ・南部昌敏会長（上越教育大学）挨拶 
  ・平成18年度予算、平成19年度予算中間報告 
  ・アジア・太平洋教育工学東京セミナー／ワークショップ(APEID)関係の報告 ほか 
２．パネルディスカッション 
  ・テーマ「教員養成と教員研修」 
    司会 園屋高志副会長（鹿児島大学）  
    パネリスト 鷹岡亮（山口大学）、谷塚光典（信州大学）、小林稔（琉球大学）（南部会長代読）、 
          梅澤実（鳴門教育大学） 
    「教員養成と教員研修」のテーマで、各パネリストが取り組んでいる教員養成や教員研修の特徴等につ

いて報告され、意見交換がなされた。 
３．討論 
   司会 中野明徳副会長（福島大学） 
   ４年卒業時の学生の備えるべき力量について、部門ごとにワークショップ形式で意見交換、情報交換、協

議を行い、全体会で発表と質疑応答を行なった。 
   また、現代 GP「モジュール型コア教材開発研究会」から、内容や評価表の説明がなされ、さらにネット

での利用法が紹介された。 



         鹿児島大学教育学部 教育実践総合センターニュース 第６号（平成２０年３月）       p.15 
 

４．部門会議 
 教育臨床部門、教育実践・教師教育部門、教育工学・情報教育部門に分かれて、話し合いが行われた。 
 
 

■九州地区教育実践研究会の報告 
 前号で掲載した以降の日本教育大学協会九州地区教育実践研究会について報告します。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２５回には隈元と関
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。 
  
＜第２５回＞（当番大学は長崎大学） 
 ○日程：平成１９年１月２５日（金）～１月２６日（土） 
 ○協議 
  １）センターの大学・学部内における位置づけについて 
 ○研究発表 
  １）プラクティススクールの実施による教職実践演習の試行 
  ２）「蓄積型体験学習」における成果と課題 
 
 

■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、本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、右のグラフのとお
りです。 
 
 

 
 

■寄贈図書目録 
 平成１８年１０月から平成１９年９月までの１年間に、本センター及び総合資料室に寄贈された文献・図書は、
1186 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。 
 
・「経営学部８０周年記念論文集」近畿大学商経学会 
・「ニューズレター」リニューアル創刊号 京都文教大学人間学研究所 
・「学術交流協定締結記念 日中教育学系合同シンポジウム論文集」京都大学大学院教育学研究科「魅力ある大学院教育」イ
ニシアティブ国際委員会 
・「児童・生徒の学力向上推進支援事業報告書」新潟大学教育人間科学部 
・「第１回キャリア教育研究会実施報告書」新潟大学教育人間科学部附属教育実践総合センター 
・「教育実践学の構築 ―モデル論文の分析と理念型の提示を通して―」東京書籍/兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科
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編著 
・「教育実践総合センターニュース」№1 埼玉大学教育学部附属教育実践総合センター 
・「教育実践研究」1号 富山大学附属人間発達科学研究実践総合センター 
・「これからの学校教育と教員養成カリキュラム 教員養成における教職大学院の意味を問う」東京学芸大学教員養成カリキ
ュラム開発研究センター 
・「四十年史資料集」宮城教育大学 
・「こども芸術大学」VOL.1 東北芸術工科大学こども芸術教育研究センター 
・「総合教育研究センター紀要」創刊号 福島大学総合教育研究センター 
・「高機能自閉症児およびADHD児の社会性の評価と育成に関する研究」茨城大学教育学部障害児心理学研究室 
・「ライフデザイン学研究」創刊号 東洋大学ライフデザイン学部 
・「リベラル・アーツ」創刊号 岩手県立大学共通教育センター 
・「金融教育プログラム」金融広報中央委員会 
・「研究紀要（Ａ.人文・社会科学編）（Ｂ自然科学編）」1号 尚絅学園尚絅大学・尚絅大学短期大学部 
・「ＶＩＥＷ21」 1巻 ベネッセコーポレーション 
・「研究紀要」1号 九州共立大学スポーツ学部 
・「理論・実践融合型による教育学の研究者養成 研究成果報告書」京都大学大学院教育学研究科 
・「男女共同参画実現のための高等教育のカリキュラム開発及び学習・研究環境の整備プランの検討」愛知教育大学ジェンダ
ーとカリキュラム研究グループ 
・「語り継ぐかごしまの教え集」鹿児島県 
・「教育コミュニティによる実践力の養成と評価」盛岡大学 
・「算数・数学において育成する諸能力とその系列に関する研究」国立教育政策研究所 
・「特色ある大学教育支援プログラム シンポジウム実施報告書」平成18年度 鳴門教育大学 
・「特別開発研究プロジェクト報告書」東京学芸大学教育実践研究推進機構 
・「英語の語用論的能力向上を目指すタスク活動」ユニオンプレス/瀧本将弘著 
・「Ｃｅｎｔｅｒ Ｎｅｗs」創刊号 富山大学人間発達科学部附属人間発達科学研究実践総合センター 
・「ふるさとの歩み」鹿児島県知覧町松ヶ浦校区義校会 
・「奄美のむかし話」財団法人奄美文化財団/本田碩孝著 
・「ＡＣＴＩＯ」№1 関西大学人間活動理論研究センター 
・「東京音楽大学100年の歩み」東京音楽大学 
・「音楽教育の礎 鈴木米次郎と東洋音楽学校」株式会社春秋堂/東京音楽大学創立百周年記念誌刊行委員会 
・「自律と創生」1号 新潟大学全学教育機構 
・「資質の高い教員養成推進プログラム【教員養成ＧＰ】報告書」平成18年度 岡山大学教員養成ＧＰ 
・「発達教育学研究」1号 京都女子大学大学院発達教育学研究科 
・「富山大学スクラムプラン －学校バリアフリーへの挑戦－」2006 富山大学教育学部 
・「メタプティヒアカ」創刊号 名古屋大学大学院人文学研究科教育研究推進室 
・「理工学研究科報告」1巻 弘前大学大学院理工学研究科 
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