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■巻頭言
教育実践総合センター長　土田　理

　令和元年度を迎え、鹿児島大学教育学部附属教育実践総合センターは平成の歴史を越えて新しい時代に入りました。

　平成の30 年間では、鹿児島大学の国立大学から国立大学法人への大きな転換の中で、本センターも教育実践研究

指導センターから教育実践総合センターへの機能の更新、鹿児島県教育委員会、鹿児島県総合教育センターとの連携

事業の実施と深化、人事交流の開始、そして教職大学院への教員の移籍など、大きな変化を遂げてきました。

　国立大学法人が第三期中期目標期間の後半を迎える今、その先行きはますます混迷を深めているようにも思われま

すが、本センターにはこれまで培ってきた多方面にわたる連携の絆を先に繋いでいく使命があります。

　今年度、鹿児島県教育委員会からの人事交流で教職大学院に加わっていただいた髙味淳准教授には、本センター

兼担教員としても活躍をいただいており、連携の流れがしっかりと受け継がれていることを実感しています。

　今年度も「教員養成基礎講座」の開講、「ICT 活用促進フォーラム」「緊急時心理支援研修会」の開催、「教育相談

および附属学校園スクールカウンセラー配置事業」、「教育実践研究紀要」の発刊、「センター研究員・研究協力員」

制度の実施、「総合資料室」の管理・運営等、多方面の事業に関してセンター運営委員会の先生方、事務補佐員の方々

から、多くのお力添えを受けながら、センターの活動が行われてきました。

　センターニュース18号では、これらセンターの活動が報告されています。活動の概要をご覧いただき、附属教育実

践総合センターの現況と将来像へ、関係の皆様方のご理解とご支援を引き続き賜りますよう、お願い申し上げます。
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■異動
　平成 31年 3月31日付けで、下古立　浩　准教授が、鹿児島県教育庁義務教育課の義務教育係主任指導主事兼係

長として転出しました。後任として、平成31年４月１日付けで、髙味　淳　准教授（前　大島教育事務所指導課指導主事）

が着任しました。

■総合講義「教員養成基礎講座Ⅰ・Ⅱ」の実践報告
１　概要
　「教員養成基礎講座」は、全学部の教員志望学生を対象とした講座で、全学組織の教員養成カリキュラム委員会

と連携しながら教育学部附属教育実践総合センター教員が中心となって運営しており、本年度が13年目の取組にな

ります。　　　

　本講座では教職の魅力や現在の教育課題、教師の専門性にかかわる内容を学ぶことにより、将来教員を目指す

学生の資質や能力を高め、教師像を確かなものにしながら大学における「学び」の指針や教師になるための見通し

を得させることをねらいとしています。　

　5月から11月の期間に、2年生対象の講座Ⅰは水曜日、3年生対象の講座Ⅱは火曜日の17:50から18:50まで、60

分間の講座として15回実施しています。年度ごとの受講者数は表1のとおりです。また、平成22年度から始まった「実

践的コア・サイエンス・ティーチャー（CST）養成スクール」における選択授業群の一つとなっています。

　

表1　受講生の推移（H26～ R1）
講座Ⅰ（2年生対象） 講座Ⅱ（3年生対象）

年　　度  H26 H27 H28 H29 H30 R1 H26 H27 H28 H29 H30 R1

受講者総数 59 82 27 38 25 13 50 55 68 48 60 29

学
部
別
内
訳

法文学部 11 16 1 1 2 1 7 3 4 4 4 5

理 学 部 1 1 2 1 3 0 7 5 23 3 8 2

工 学 部 0 0 0 0 1 0 2 0 4 0 1 0

農 学 部 3 1 0 2 0 0 4 2 2 2 0 0

水産学部 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1

教育学部 43 59 24 32 18 12 28 45 34 39 47 21

CST（M1） 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0

２　本年度の講座内容と講師
　本年度の講座は鹿児島県教育庁や小・中・高校の現職教員、教職大学院教員を含む学部内教員等の協力を得て、

表２に示すとおり「オムニバス形式」で実施しています。

表 2　令和元年度の講座内容と講師
回 講座Ⅰ（2年生対象） 回 講座Ⅱ（3年生対象）

1 教師をめざす皆さんへ （教師の魅力） 教職大学院 1 教師の資質向上のために 教育学部

2 教師になるために （教師の資質能力） 教職大学院 2 教師の仕事と学校組織 教職大学院

3 子ども理解とカウンセリングマインド 教職大学院 3 学校における教育課程の基礎知識 教職大学院

4 特別支援教育の基礎 教育学部 4 小学校英語科指導に必要な基礎知識 教育学部

5 教育史に学ぶ 教育学部 5 現職教員とのフリートーク 現職教員4人

6 学校組織と学校経営 教職大学院 6 教育関係法規の重要性 教職大学院

7 教育方法の基礎 教職大学院 7 これからの特別支援教育 教育学部

8 教育心理と学習指導 教職大学院
8

離島・へき地教育、複式教育の基礎

知識
県教育庁

9
国と鹿児島県の教育施策の動向と特徴

（学力向上）
県教育庁

9
総合的な学習の時間、キャリア教育の

基礎知識
教職大学院

10
国と鹿児島県の教育施策の動向と特徴

（生徒指導）
県教育庁

10 教育相談とコミュニケーション能力 教育学部      

11 学習指導要領の基礎 教職大学院 11 学習指導と評価 教職大学院

12 生きる力をはぐくむ授業づくり① 教育学部 12 道徳教育と道徳科の指導 県教育庁  

13 生きる力をはぐくむ授業づくり② 県教育庁 13 学校保健・安全・食育の基礎知識 県教育庁

14 人権教育の推進について 県教育庁 14 学校と家庭、地域社会との連携 県教育庁  

15 総括講義 教職大学院 15 総括講義 教育学部  



鹿児島大学教育学部  教育実践総合センターニュース  第 18 号 （令和２年 2 月） p.3

■鹿児島大学教育学部 ICT活用促進フォーラムの開催報告
　小学校プログラミング教育　親子セミナー
　教育の情報化推進に寄与する人材育成をテーマに、鹿児島大学教育学部ICT 活用促進フォーラムを開催しました。

今年度は、鹿児島県内の児童生徒、保護者、教育関係者を対象として、小学校プログラミング教育の親子セミナーを

開催しました。令和元年 6月8日に志布志市立伊崎田小・中学校、11月10日に霧島市メディアセンターで開催して、

合計400 名を超える方々に参加いただきました。

　プログラミングを初めて体験する子供たちには、少し戸惑うところもありましたが、活動を終わってみると満足した笑

顔を見せてくれて、充実した時間になったことと思います。保護者にとっても、令和2年度から本格実施となる小学校

プログラミング教育について理解を深めることができたようです。

　令和2年2月には、鹿児島大学教育学部において、親子セミナーを開催するとともに、教員向けのICT 活用促進フォー

ラムも同時に開催する予定です。

6月8日　志布志市立伊崎田小・中学校

11月10日　霧島市メディアセンター



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

■令和元年度緊急時心理支援研修会の開催報告
　本センター教育臨床研究部門では、附属学校園運営協議会緊急時心理支援分科会からの要請を受けて、平成 26

年度より学校で生じ得る事件事故等への備えや対応方法についての理解を深めるための研修会を、附属学校園および

学部内の教員を主な対象にして開催しています。今回は、子どもの性的被害についてとりあげ、その仮想事例の検討を

中心に行いました。詳細は、次のとおりです。

○日　時：令和元年10月17日（木） 15：30～17：00

○場　所：教育実践総合センター２階情報処理演習室

○テーマ：「性的被害における個人と学校コミュニティへの心理ケア：事例検討を通して」

　　　　　講師　実践センタースクールカウンセラー（臨床心理士） 児玉さら

　　　　　　　　実践センター准教授（臨床心理士）　　　　　 関山　徹

○参加者：23名

　通算で 6回目の開催となりましたが、どの参加者にも積極的に討議に参加していただけました。本センターでは、次

年度も内容のさらなる工夫を図り、本研修会を企画・実施していく予定です。

■教育相談および附属学校園スクールカウンセラー配置事業の活動報告
　平成 30 年度一年間の教育相談利用状況は、相談件数 3件・相談回数17回でした。また、相談内容は、不登校や

発達に関わることについてでした。

　附属学校園スクールカウンセラー配置事業では、専任1名（週1回 4時間；特任専門員）と兼任 2名（本センター

教育臨床研究部門の教員）のカウンセラーが４校園の相談にあたっており、その活用状況は相談件数 64件・相談回

数128回でした。相談内容の内訳としては、不登校・不登校傾向を筆頭に、発達に関わること等がありました（詳細は

円グラフを参照）。また、引き続き毎月１回の定例連絡会と年2回の連絡協議会を開催し、関係者の協働体制の充実

を図りました。さらに、カウンセラー3名が講師になって、附属学校園内における校内研修や一般の教員を対象にし

た公開講座も実施しました。

　今後も、子ども本人の思いを尊重しつつ保護者や関係者との連携につとめ、より本センターと附属学校園間の協働体

制が深まるよう取り組んでいきたいと考えています。
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■教育実践研究紀要第 29巻の発刊について
　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２９巻」を令和２年２月に鹿児島大学

リポジトリにて掲載予定です（題目等は令和元年 12 月時点のもの）。今回も多数の投稿がありました。目次を

以下に示しますので，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
教員養成課程における経済学教育 -国際経済及び国際経済学の取り扱いをめぐって -

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・笠井　高人

小学校における粒子概念の形成について（２）　ードラゴンフルーツを用いた染色実験を通してー

・・・・・・・・・　錦織　寿・横山　健一・上﨑　博輝・鮫島　圭介・久保　博之・瀬戸　房子・土田　理

五感をはたらかせた絵本の読み聞かせに関する一考察

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今　由佳里・尾辻　菜摘子

油彩画における単色表現の役割に関する一考察

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・桶田　洋明・堀之内　聖

競技力の異なる大学生男子やり投競技者の体格及び体力特性

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・河野　泰志・與儀　幸朝

小学校外国語科における思考力・判断力・表現力の指導について

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・濱崎　孔一廊・石原　知英・髙味　淳・金﨑　英俊・福森　一真

発達障害支援に関する「教員－保護者」間の関係性の記述分析－シンボリック相互作用論の援用の可能性－

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊藤　慎吾・肥後　祥治

保護者指導による母親の養育態度と子どもの行動問題の変容

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今村　幸子・肥後　祥治

母親に対する攻撃的行動のある発達障害児の保護者支援　―ペアレントトレーニングによる個別指導―

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前野　明子・肥後　祥治

進路決定感とアイデンティティ、主体的な学習態度の関連 -進路決定感は大学生の主体的な学習を促進するか

-

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・島　義弘・稲垣　勉

幼児同士の相互作用場面における位置関係の特徴　―幼児の気質を踏まえた検討―

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・神田　まほろ・島　義弘

アイデンティティと主体的な学習態度に対する内発的動機づけの媒介効果－畑野・原田（2014）の知見の拡張

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣　勉・島　義弘

特別支援学校 (知的障害者 )における就労支援に関する研究（５）　―卒業生へのインタビュー調査からー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・榊　慶太郎・今林　俊一

有能感の 4類型と被援助時の感情，返礼行動の関連　－仮想型に注目して－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・澄川　采加・稲垣　勉・島　義弘

鹿児島県における小学校「特別の教科　道徳」の教材分析　

−鹿児島県小学校教育研究会道徳部会における「資料の類型化」の実証研究を中心として−

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・池田　俊彦・久保田　治助

計算論的思考の視点からみた小学校プログラミング事例の教材及び学習形態の分析

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山本　朋弘・堀田　龍也
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報　告
論理的思考力を育成する小学校国語科授業の設計(２)　－佐世保市立歌浦小学校における意見文指導を通して－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・原田　義則

鹿児島大学学生の英語運用能力に関する調査報告　－小学校英語教科化を控えて－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・坂本　育生

強度行動障害に対する支援体制の構築と予防的対策の研究

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本田　央・肥後　祥治

薩摩琵琶ワークショップの実践結果と課題

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・惠谷　林太郎・寺床　勝也

新学習指導要領の内容を踏まえた特別活動に関する講義の改善計画　－キャリア教育の観点を中心に－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・髙味　淳・廣瀬　真琴・奥山　茂樹・山元　卓也

教職大学院における離島実習の在り方に関する一考察

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山元　卓也・奥山　茂樹

大学における生活科教育の授業の実践と課題についての一考察　

　　　　－2019（令和元）年度前期の講義と模擬授業を振り返って－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山口　幸彦

教職支援室との協働による教職キャリア形成の検討　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・迫田　孝志・森藤　悦子・青木　利博

体験と表現で生まれる主体的・対話的で深い学び　－第２学年「ふぞくたんけんたい　しゅっぱつ」についての考察－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・永野　優希

子どもが自ら問題を見いだし，互いに学びを組み立て発展させていく授業の創造　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・濵﨑　昇平・原之園　翔吾・内山　斉哉

自分なりの造形的な意味や価値をつくりつづける図画工作科授業の創造

－第5学年「木の子の一日in 附属小～あんなところやこんなところに～」についての考察－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥　俊明

主体的・対話的で深い学びを促す生活科授業　－牛乳パックを使った紙とんぼ遊びの実践－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・寳地　拓也

自分の 思いや考えを 構築する 言葉を見いだす国語科 学習指導 －第２学年「話すこ と・聞くこと」の実践 －　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・古園　正樹

共に運動とのかかわりを深める体育科授業の創造

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・阿部　大亮

体験を大切にし，学んだ価値を実感する理科授業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鮫島　圭介

子どもが自然に親しみ，問題を見いだす理科学習指導

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・先間　裕哉

自分を見つめ，よりよい生き方についての考えを深める道徳学習指導に関する開発的研究

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・永田　佑・榊　将和

新たな時代を豊かに生きる生徒の育成　－Society5.0で求められる資質・能力の育成を目指して－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・竹下　洋一

主体的に社会の形成に参画し，新たな時代を豊かに生きる生徒の育成

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・川上　慎一郎・宮ヶ谷　雄二・塩入　俊郎・外園　舞美

科学的に思考・吟味し，価値を生み出そうとする生徒の育成

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・野口　裕二・天野　慎也・白田　真澄・廣　直哉

豊かなコミュニケーションを図る資質・能力を身に付けた生徒の育成

－「理解する力」「表現する力」「伝え合う力」を育成する活動を通して－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東　佑樹・山内　誠・牧　俊輔・永峯　枝里子

遊びの中の学びと小学校の教科等とのつながり　ー「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」から見取るー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・河野　共芳・河津　花奈
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■研究員・研究協力員による研究の紹介
○児童の「地球と宇宙」に関する認識と変化 ⑶

報告者：林　眞平・土田　理（研究員：土田　理，研究協力員：林　眞平）
1．研究の目的
　本研究では，本県の理科自主研究グループ「オアシス会」が1987年に実施した調査内容を参考に，鹿児島県内

の小学生を対象に，児童が持つ自然認識の調査を行い，当時と現在の児童の自然認識の変化をとらえることを目的

としている。

　本稿は，2017年（平成 29 年）2月から3月の間，鹿児島県内の公立小学校合計15 校の第1学年から第 6学年

を対象に行った，地球と宇宙，自然に関する児童の認識調査の第３報である。第1報では，星の形と並び方，月と

太陽の調査結果と分析を行った（林・土田，2017）。また第2報では，星，月，雲，地面の下，季節感などに関する

調査結果と分析を行った（林・土田，2018）。

2．調査について
⑴　調査対象と調査時期

　被験者は，鹿児島県内（鹿児島市内10校，薩摩川内１校，南薩２校，肝属1校，徳之島１校）の公立小学校

合計15校の第1学年から第 6学年までの3160 名である。調査時期は，2017年（平成 29 年）２月から３月の間で，

各学校の都合の良い時間に合わせて実施してもらった。調査時間は，各校の学年毎に，児童の実態に合わせて

回答するのに充分な時間を確保してもらった。一方，今回比較を行った1987年の被験者は，児童の全体像を把

握できるよう鹿児島県内の12地区の大中小規模校（複式を含む）の児童を対象に，第1学年から第 6学年まで

の6096 名である。調査時期は，1987年（昭和 62年）11月25日から12月12日である。

⑵　調査方法

　1987年に鹿児島県内において行われた調査の質問紙を参考に，星，月，雲，地面の下，季節感などに関する

７つの設問で，選択肢，描画，記述式の回答方法からなる質問紙を作成した。

　調査の実施に当たっては，学級担任または理科専科から被験者児童へ，性別と出席番号のみを記入することと，

調査結果は本研究の目的以外使用しないこと等，個人情報保護の説明を行った。

3．結果の考察と分析
　1987年の調査データは電子媒体で残っていないため，当時の研究報告誌の記述やグラフをもとに，数値を抽出し

グラフを作成した。

　誌面の都合上，1987年と2017年とで比較的大きな違いがみられた，月の数，星の形，校舎の下の様子，季節のイメー

ジについての比較分析を報告する。

⑴　月の数について

　月には様 な々形があることを児童は気づいており，三日月，半月，満月等の名前を多くの児童は知っている。現

行の小学校学習指導要領では，第 4 学年で月の形や動き，第 6 学年で月の形の変化を取り扱うことになっている。

30 年前の第 4学年の内容は，現行とほぼ同じである。どちらの調査でも全体的に学年が上がるに従って月の数に

ついての認識も深まっていることが分かる。30 年前は1年生から2年生，3年生から４年生の2カ所に大きな変

化が見られるのに対し，現在は，2年生と3年生，4年生と5年生の2カ所に変化が見られる。これは，低学年

の理科が生活科へ変わり，3年生より理科が履修されていることの影響と思われる。

⑵　星の形について

　☆の形は，幼い時から読み聞かせされた絵本やマンガ，七夕などの行事を通して目にしたり，自ら描いたりして

きたものである。しかし，地球から観察される惑星や恒星の実際の形とは異なっている。そこで，児童の星の形

に関する認識について描画法を用いて調べた。描画には多くのパターンが出現したために，類型で分類を行った。

30 年前も現在も星を「金平糖型」に描く児童の割合は低学年になるほど高く，6 年生でも20％程度存在している。

　また，1年生から4年生において現在の方が，「金平糖型」「トゲトゲ型」の割合が少ないのは，テレビや科学

館などの施設などで実際の星の形に触れる機会が多いためと考えられる。30年前と比較して「球・円型」「クレーター

型」は学年が進むにつれて割合が高くなる傾向については，若干の違いは見られるもののほぼ同じである。現在

に見られる「隕石型」「ジャガイモ型」「トゲトゲ型」などは，30 年前には分類されていなかった。いずれかの類

型に含まれると予想されるが，当時の研究誌著者への聞き取り調査では，「分析の際に「隕石型」などはあまり存

在せず，現在の方がバリエーションに富んでいる印象である」ということであった。近年のめざましい宇宙科学の

発展により，星の映像が鮮明になったり「イトカワ」などの新たな発見のニュースが映像とともに流れたりしている

ことも少なからず影響していると考える。
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　また，今後は小学校理科において星を指導する際には，実際の惑星の映像提示や天体望遠鏡を用いての観察

に加えて，コンピュータによるシミュレーションソフトの活用した恒星間の擬似的移動体験なども有効と思われる。

⑶　校舎の下のようすについて

　大地（地面）は足元にあり，児童にとっては身近な存在ではあるが，その構造については直接，観察すること

が出来ない。そのため，6年生の「大地のつくり」の学習においても，大地の広がりと同様に垂直構造を捉えるこ

とは難しい。そこで，児童の地面の下の捉え方と，深さの認識について描画と記述による質問を行った。 

　分析に関しては，様 な々描画や記述が出現する事を予想して，前もって抽出要素を決めることにした。そして，

各要素毎に回答数を各学年の被験者総数で割った値を学年毎の要素人数比として算出し，累積をとった。 

　学習内容を考えると，30 年前には低学年で石集めや砂や土の手触り，水のしみこみ，水の中の沈みかたなど，

地面に触れる機会は多かったと思われる。そのため，当初は1987年調査の方が要素数が多いと筆者らは予想し

ていた。しかし， 2017年調査ではすべての学年において，地面の下の要素が増えていることが分かった。

　要素別に見ると，6年生ではどちらの調査結果においても「地層」の縞模様がもっとも多く回答されている。こ

れは，地層の学習が，現在も30 年前も6学年の学習内容として設定されているためと思われる。また，30 年前

と比べて「人工物・水道管」の要素が多いのが現在の児童の一つの特徴としてあげられる。今回の調査で，低学

年ほど「水道管」が描いてあったが，ほかの学年には「人工物」として，いわゆるコンクリートや鉄筋などの耐震

に関するものが見られた。これは，平成に入ってからの多くの震災が影響しているためとも思われる。

⑷　季節のイメージについて

　児童が季節を感じる観点を探るために，「あなたが「○○だなあ」と思ったり，感じたりするときはどんなときで

すか」という設問を提示して，自由記述で回答を求めた。○○には，春夏秋冬が設問毎に入る。分析は，あらか

じめ決めていた要素に分け，その要素人数比を算出した。 

　どちらも，春のイメージは，どの学年も植物と気温から答えている児童が多く，学年による大きな傾向の違い

は見られない。特に，「サクラ」「あたたかい」などの言葉が多く見られた。また，学年が上がるにつれて要素が増

えてくる傾向は同じである。

　夏のイメージとして春に見られた，「植物」は減り，「動物」が増えていた。また，「暑い」などの「気温」に関す

るもの，「プール，水泳，夏休み」などの「行事・生活」が多くなる傾向は両者とも同じである。春の頃に比べると，

要素が広がる傾向がみられる。

　秋のイメージでは，1987年調査と2017年調査の両者とも，春以上に「植物」と「気温」に要素が絞られることが分かっ

た。2017年調査では，「紅葉・もみじ・落ち葉」など多くの児童が記述していた。鹿児島オアシス会報告書（1988）

においては，「「木の葉が散る」「葉の色が変わる」等，Ａ区分の項目で描いている子供がどの学年も60％内外を占め」

と述べられている。また，現在の4年生で「動物」の割合が増えているのは，学習内容での年間を通した植物や

動物（昆虫）の観察が影響していると予想される。30 年前は 3年生で，暖かい季節と寒い季節の植物・動物の

観察が設定されていた。

　冬のイメージは，夏と同様に，どの学年も要素が広がる傾向が見られた。2017年調査では，全体的に見て「雪」

などの「天気」，「寒い」などの「気温」の要素が多かった。「クリスマス」「正月」「こたつ」などの「行事・生活」は，

2年生と6年生での要素人数比が高かった。2017年調査では1987年調査と比較して，すべての季節において2

年生の回答した要素数が大きく変化していた。これは，低学年で行われている生活科により，季節についての自

然認識が広がり深まっているためと予想される。

　季節に対してのイメージを，一人当たりの平均回答数として比較すると，1987年調査と2017年調査の両者にお

いて，学年が上がるにつれて，要素の数が増える傾向はどの季節においても同様であった。また，前に述べたよ

うに2017年調査では 2年生の変化が大きかった。一方，現在の児童の方が多くの季節で平均回答数が多かった。

これは，生活科や理科の学習のみの影響ではなく，日頃から季節に関する多くの情報に触れる機会が30 年前よ

り多いためと思われる。

4．まとめ
　1987年調査と2017年調査の比較分析を行った。「月の数」の学年変化は，低学年で理科がなくなった平成からの

教育課程の影響を受けた結果となった。一方，「星の形」「校舎の下の様子」などは，30 年前の調査より現在の方が

類型が増えており，宇宙探査や自然災害などに関する情報量の増加の影響を受けたものと予想される。さらに「季

節のイメージ」などでは，30 年前の調査と比較して，現在の方が児童一人当たりの回答数が増えているなど，当初

の筆者らの予想とは異なる結果も見られた。これは，低学年での生活科が，児童の自然認識に影響を与えている結

果ではないかと予想される。

　来年度より，小学校においては新しい教育課程が始まる。本研究の結果からは，生活科と3年生以降の理科と
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が内容面においても，より連携を持って児童の前に提供されることが求めらることがわかる。さらに，未就学児の自

然体験活動と，生活科，理科とが内容面からも連携を持つことが，より重要になってくると筆者らは考えている。

5．文献
鹿児島オアシス会(1988)：子供の認識過程にそった授業の展開，鹿児島オアシス会研究誌，9-64

林・土田(2017)：地球と宇宙に関する児童の認識調査（１），日本科学教育学会研究会研究報告, 32, 2, 63-68

林・土田(2018)：地球と宇宙に関する児童の認識調査（２），日本科学教育学会研究会研究報告, 33, 2, 93-96

付記：本報告は，令和元年度日本科学教育学会第2回研究会報告論文集から抜粋，加筆したものである。

〇特別支援学校における就労支援に関する研究（２）
報告者：榊慶太郎・今林俊一（研究員：今林俊一，研究協力員：榊慶太郎）

1．研究の目的
　特別支援学校高等部を卒業した知的障害者の就職率は全国平均で32.9％（文部科学省，2018）と近年上昇傾向

にある一方，村野（2016）は，特別支援学校高等部を卒業し，一般就労した卒業生の課題の一つに就労後の定着

率の低さを指摘している。

　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業センター（2014）も，3年以上職場定着する要因は，

「適切なマッチングやフォローアップがある程度行われていること」や「企業側の配慮がある程度あること」，ジョブ

コーチなどによる「集中的な支援や継続的なフォローアップ」等と報告するなど様 な々支援の重要性を指摘している。

これらの課題に対し学校では，学校教育から職業生活への円滑な接続を図るためにキャリア教育に取り組み充実を

図っているが，さらなる充実を図る上で，まずは就労直後の卒業生の職業生活への適応の状態を明らかにする必要

があろう。

　そこで，一般就労した特別支援学校の卒業生（知的障害者）と就労先にインタビュー調査を行い，卒業生の状態

を把握し分析することを通して，在学中も含めた就労継続のための効果的な指導・支援の在り方や社会に送り出す

際に，関係機関に対して，学校側から働き掛ける視点を明らかにすることを目的にする。

2．方法
　被験者は，Ｚ特別支援学校高等部を2019 年 3月に卒業し，一般就労した卒業生のうち，卒業生とその保護者及

び就労先から調査への協力に了解を得られた3名（男性1名，女性 2名）とその就労先3事業所である。調査時期は，

卒業生に対しては，2019 年 7月下旬～8月上旬，就労先に対しては，8月下旬～ 9月上旬に実施した。調査内容は，

卒業生の現在の状態を把握するための質問項目（①仕事をするときに困ったことがあるかないかの認知，②相談者

の有無，③仕事をしているとき以外の時間の過ごし方，④働くことでの貢献感，⑤仕事をすることで見えてきた展望，

⑥学校で教わっておきたかったことの六つの枠組み）を作成した。就労先に対しては，卒業生へのインタビューの

質問項目と同様の内容について就労先担当者の視点で回答できるようにした。調査方法は，対面しながら面接者の

質問の意図を正確に伝えることができ，また，不明瞭な回答については，さらに詳しく尋ねることができる半構造化

面接を用いた。

3．結果と考察
　インタビューの結果は，卒業生と就労先ごとに質問内容別にまとめた。分析は，各質問内容の枠組みごと　　

に被験者間（分析１）と卒業生とその就労先間（分析２）に分けて行った。

分析１の結果と考察

　＜仕事をするときに困ったことがあるかないかの認知＞仕事で分からないことや困ったことがあったとき，卒業生

3名とも解決策の一つとして，周囲の人に助けを求めるようにしている。学校教育の中でも困ったことがあったら相談

するように指導していることが多く，その成果が表れているといえる。しかし，卒業生ＡとＢの助けを求める相手は，「周

りの人」や「誰でもいいから助けを求める」と回答しているなど特定の人ではない。一方，卒業生Ｃは「上司」という

特定の人を挙げている。卒業生ＡとＢは内容に関わらず，とにかく周りの人に助けを求めているのに対し，卒業生Ｃ

は助けを求める相手に相応しい人を選んでいる可能性がある。これらの事例から学校では，困った時の対処法とし

て相談することを指導するだけでなく，置かれた状況判断の可能な生徒にはその場では誰に相談するかという一歩踏

み込んだ指導内容も必要であろう。

　＜相談者の有無＞相談者は，卒業生3名とも「いる」という結果であった。仕事についての相談は，卒業生Ａと

Ｃは職場の人であるのに対し，卒業生Ｂはグループホームの職員に相談している。また3名とも障害者就業・生活支

援センターの相談機会を活用できていない。卒業生ＢとＣは，同センターの支援員に会う機会がないと述べるなど，
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活用について受け身的な発言をしている。関係機関を活用する際には，必要があれば積極的に連絡をすることにつ

いて，在学中に家庭との連携も視野に入れつつ指導しておく必要があろう。

　＜働くことでの貢献感＞「あなたは，仕事で褒められたことがありますか」という質問については，卒業生ＡとＣ

は「ありがとう」と言われた経験からあると認知している。「あなたは，自分が仕事で同僚からの期待を感じることが

ありますか」については，卒業生Ａは「『はい』とは言い難い。感じることが難しい。」と回答し，卒業生Ｂは「いい

え」，卒業生Ｃは違う部署の人や職場に来ているボランティアの人からの言葉掛けから期待を感じていると回答して

いる。「あなたは，自分が仕事で役に立っていると感じることがありますか」については，卒業生ＡとＣは「ありがとう」

と言われた言葉から役に立っていると感じている。これらのことから，「ありがとう」などの感謝の言葉を受け取るこ

とが，役に立っている，貢献しているという実感につながっている。感謝の言葉を提供する相手は，卒業生Ａは同

僚であるのに対し，卒業生Ｃは違う部署の人や職場への訪問者など多岐に渡っている。原田・寺川(2017)も，知的

障害者が「必要とされる自分」を感じながら意欲的に働き続けるために，就労先は分かりやすい言葉で「あなたが必

要である」というメッセージを伝え続けることが重要であると報告している。これらのことから，学校や支援する関

係機関では毎日の業務の取り組みについて，温かな視線や笑顔などの非言語的な表情や態度によるメッセージだけ

でなく「ありがとう」などの直接的な言葉掛けで知的障害者の承認欲求が満たされ，働く意欲につながることを再認

識する必要があろう。

分析２の結果と考察

　＜卒業生Ａとその就労先の事例＞卒業生Ａとその就労先のインタビュー結果について比較すると，全体的には，

特に仕事に関する内容は共通するところが多く見られ，仕事以外に関する内容については，把握しきれていない傾向

が見られた。仕事に対してスムーズに取り組むことへの配慮として，仕事をルーチン化したり，分からないことや困っ

たことがあるときには，相談内容によって相談する相手を明らかにしたりしている点など支援体制が確立されている

ことが分かる。＜働くことでの貢献感＞では，就労先は「スピードや正確さに対して褒めている」と回答するなど，

褒める観点を意識しており，また，卒業生Ａにもそのことがしっかりと伝わっていることがうかがえた。

　＜卒業生Ｂとその就労先の事例＞卒業生Ｂとその就労先のインタビュー結果について比較すると，＜仕事をすると

きに困ったことがあるかないかの認知＞と＜相談者の有無＞については，回答内容に異なる点が多く認められた。ま

た，仕事以外に関する内容については，就労先では把握しきれていない傾向が見られた。

　＜働くことでの貢献感＞では，就労先の担当者は卒業生Ｂとの関わりの中で表情や仕草などの非言語的な方法で

褒めたり，貢献度を認めたりしていると認識しているが，卒業生Ｂには十分に伝わっていないことがうかがえた。卒

業生Ｂにとっては，働くことでの貢献感の低さが今の仕事は自分にあまり合っているとは思えないことにつながって

いると考えられる。貢献度を卒業生Ｂ自身が実感できるような方策の検討は必要であろう。

　＜卒業生Ｃとその就労先の事例＞卒業生Ｃのインタビューを終えて，比較的安定した職業生活を送っている印象で

ある。卒業生Ｃとその就労先のインタビュー結果について比較すると，＜相談者の有無＞や＜働くことでの貢献感＞

など共通する点が多い。＜働くことでの貢献感＞では，就労先などが卒業生Ｃに言葉で貢献度を伝えており，卒業

生Ｃ自身も就労先からの言葉をしっかりと受け止めていることが安定した職業生活へとつながっていると言える。＜

仕事をすることで見えてきた展望＞の労働については，「仕事のステップアップ」に関して，卒業生Ｃはまだ考えられ

ていないが，就労先は期待している回答内容であった。

　分析２の結果，就労先の支援体制としては，卒業直後の仕事内容では，ある程度，毎日の仕事の流れが決まって

いて，一定の手順に従い作業を行うことができるようにするなど構造化を図ることであろう。構造化する内容は，ど

こで何をするのか（場所），その日のスケジュールはどうなっているのか（時間），業務を遂行する順番や量（業務内容）

などを明確にすることが考えられる。また，就労先には，障害特性を考慮し，直接的に「ありがとう」や「期待している」

等のメッセージを伝えることを意識してもらうことが，就労直後の卒業生にとって「必要とされる自分」を感じ，意欲

的に働くことにつながると期待できる。

4．まとめ
　本研究の課題としては，事例数が3件と少ないことであり，今後は事例を増やしていくことが望まれる。また，卒

業後1年，3年，5年後といったように継続して事例やその取り巻く環境の変化を追跡研究することも必要であろう。

付記

　本研究の分析１の詳細については鹿児島大学教育学部教育実践研究紀要第29巻，分析２の詳細については鹿児

島大学教育学部研究紀要（教育科学編）第71巻に投稿中である。また，分析１の内容の一部は，九州心理学会第

80回大会において発表された。
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○幼児同士の相互作用場面における位置関係の特徴
　―幼児の気質を踏まえた検討―

報告者：神田まほろ・島　義弘（研究員：島　義弘，研究協力員：神田まほろ）
1.　研究の目的
　幼児同士で着席位置を決めるとき，タテの位置関係（対面やななめ）よりもヨコの位置関係（隣や直角）を好むこ

とが示されている（外山，1998）。また，自由遊び場面においても3・4歳児はヨコの位置関係を好む傾向が見られ，

年齢とともにタテの位置関係や円の位置関係を好むようになることが示された（神田・島，2018）。

　しかし，人の行動はその人の特性，もしくは，特性と状況の相互作用によって生起するものであるため（若林，

1993），幼児の特性も加味した検討が必要である。本研究では，幼稚園の活動の中で相互作用が発生する際の幼児

同士の位置関係が幼児の特性によって変化するのかを検討した。また，同年代が多い幼稚園での環境と家庭での

環境では，幼児の姿は異なると考え，幼稚園の活動の中で幼児同士の位置関係が，保護者と教師からみた幼児の

特性の違いによって変化があるのかについても検討した。

2.　方法
　A幼稚園において，幼児が登園してから降園するまでの間，3歳児，4歳児，5歳児の各クラスを観察した。観察

では，各クラス3名を抽出して追跡し，追跡対象児を含んだ複数人の間での位置関係を記録した。

加えて，追跡対象児の特性を検討するために，全園児の保護者を対象に，武井ら（2007）の簡易版幼児気質質問

紙への回答を求めた。この質問紙は幼児の普段の様子について否定的感情・神経質・順応性の低さ・外向性・規則

性・注意の転導性の6因子について，4件法（「全くない～いつもある」）で評定するものである。また，追跡対象

児については担任教師にも同じ質問紙への回答を求めた。

3.　結果と考察
　ここでは，5歳児クラスの結果について報告する。

　5歳児クラスの各特性の平均値と追跡対象児3名の評定値（保護者），およびクラス平均との差をTable 1に，保

護者による評定値と担任教師による評定値をTable 2に示した。なお，Table 2は保護者評定と教師評定の差が1.5

以上であった部分に注目する。

　以下，3名（B児，C児，D児）の行動観察の記録と質問紙による特性を照らし合わせながら結果と考察を行う。

Table 1.年長児クラスと追跡対象者の評定値とt 値（df＝30）

年長児クラス B児 C児 D児

M SD 評定値 t 値 評定値 t 値 評定値 t 値

否定的感情反応 2.20 0.57 2.00 -1.96 2.00 -1.96 2.00 -1.96

神経質 2.67 0.44 2.33 -4.19*** 3.33 8.26*** 2.67 0.04

順応性の低さ 2.14 0.53 1.67 -4.88*** 2.00 -1.45 1.67 -4.88***

外向性 3.04 0.55 3.00 -0.43 2.67 -3.69** 2.33 -7.06***

規則性 3.09 0.48 2.67 -4.76*** 3.33 2.79** 2.67 -4.76***

注意の転導性 2.60 0.44 2.67 0.85 3.00 5.01*** 2.33 -3.43**

***p < .001, **p < .01

Table 2. 追跡対象児の保護者と担任教師の評定値

B児 C児 D児

保護者 担任 保護者 担任 保護者 担任

否定的感情反応 2.00 2.33 2.00 2.33 2.00 2.67

神経質 2.33 2.67 3.33 2.67 2.67 2.67

順応性の低さ 1.67 3.33 2.00 2.67 1.67 2.33

外向性 3.00 3.33 2.67 3.33 2.33 4.00

規則性 2.67 4.00 3.33 4.00 2.67 4.00

注意の転導性 2.67 3.00 3.00 2.50 2.33 3.00

⑴　B児　観察から，友達と2人で同じ遊びをするときや同じものに注意を向けるときは，対象の物を挟んでタテの

位置関係で遊びに取り組む様子が見られた。また，2人以上の遊びに介入する場合は，空いているところに入ったり，

2人の正面にいったりして円の位置関係を作る，もしくは，2人のヨコに移動している様子が見られた。特性につい
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てのt 検定の結果からは，B児の特性として神経質・規則性はクラス平均より低く，順応性は高いことが示された。

以上のことから，B児はクラスの幼児と比して新しい環境や人に慣れるのが容易であること，および周りの状況など

の細かいところは気にならないという特性を有しており，場と目的に応じて柔軟に位置関係を調整していると考え

られる。

　　一方，順応性については保護者がより高く評定していた。順応性は新しい環境や人への慣れを表す概念であり，

園と家庭で新奇場面に対するB児の反応が異なることが考えられる。

⑵　C児　観察においては，友達の遊びに途中から介入していくときは，友達と友達との間に入り込んでいく様子が

多く見られた。2人組で遊んでいるところに入るときもその2人の間にはいって遊びが始まっていた。仲が良い友

達には，隣同士になるように手をつなぎながらダンスをしたり，手を引いて遊びに誘ったりする。特性についての

t 検定の結果，神経質・規則性・注意の転導性がクラス平均より高く，外向性が低かった。以上のことから，周

囲の様子に敏感であるがゆえに，仲が良い友達と物理的に近いヨコの位置関係を選好したのではないかと推測で

きる。C児に関しては保護者評定と教師評定の間に大きなズレはなく，園と家庭での姿が比較的一貫していると考

えられる。

⑶　D児　興味や関心のある遊びに対して積極的に遊びを見たり，正面から介入したりしていたが，遊びそのものに

興味がある様子であった。遊び道具等をめぐるトラブルも観察された。特性についてのt 検定の結果，順応性が

クラス平均より高く，外向性・規則性・注意の転導性が低いこと示された。以上のことから，自分がしている遊び

や興味のある遊びに集中するため，タテの位置関係が主になると考えられる。

　　このようなD児の行動は，一方では多くの遊びに介入していることから外向性が高いと評価され，他方では他

者に対する意識が希薄であることから外向性が低いと評価されるという，2面性を持ったものとして解釈されてい

る。

4.　まとめ
　主として幼稚園での他児や教師との関わり，あるいはイベント的な非日常場面を観察する教師と，主として家庭内

での親子あるいはきょうだいとの関わりを観察する保護者では対象児から読み取る情報は異なるために，両者の評

定には隔たりが生じることがあるが，必ずしもどちらが正しいというわけではなく，それぞれの場面において子どもた

ちが見せる姿，あるいはその姿が意味するものに若干の差異が生じているものと考えられる。したがって，対象児，

あるいは対象児の行動をより良く理解するためには，両者間での更なる情報の共有が必要であろう。幼稚園で見せる

姿と家庭で見せる姿に違いがある場合は，なぜそのような違いが出てくるのかを検討し，理解に努めることで，保育

の方向性や支援，声かけの再検討，幼児の実態把握にもつながっていくだろう。

■公開講座「ICT活用教育実践セミナー」の開催報告
　急速な情報化の進展やグローバル化など、変化の激しい社会を生きる子供たちに確かな学力を育成することが重要

になってきています。改訂された学習指導要領では、各学校でのコンピュータ等の情報手段を活用するために必要な

環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ることを明記されました。特に、授業でのICT 活用では、

教員のICT 活用指導力の向上が喫緊の課題であり、指導法の改善として研修を深めていくことが求められています。

このような状況に対応し、鹿児島大学教育学部では、令和元年 8月7日に、教育関係者を対象とした公開講座を開催

しました。今年度から、入門編と応用編の2コースに分けて、タブレット端末やテレビ会議の積極的な活用から、新

学習指導要領で取り上げられたプログラミング教育について研修を深めることとしました。8月6日は台風により中止しま

した。以下に、その開催内容について報告します。

８月６日　基礎編（タブレット端末活用等）

台風接近のため中止
８月７日　応用編（プログラミング教育等）

I

【開講式】

⑴　普段の授業を変える ICT 活用の体験・実技

　①教育の情報化，授業での ICT 活用のポイント

　②実物投影機・電子黒板の基本操作

【開講式】

⑴　小学校プログラミング教育と学習指導要領　

　① Society5.0 と国内外の動向

　②小学校プログラミング教育の指導ポイント

Ⅱ

⑵　タブレット端末活用　はじめの一歩

　①タブレット端末の操作の基本

　②タブレットを用いた撮影

　③アプリの導入と活用

⑵　ビジュアルプログラミング　はじめの一歩　

　① Scratch の起動・操作

　② Scratch を用いたプログラミング基礎

　③その他のプログラミングソフトウェア
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Ⅲ

⑶　遠隔授業の実際（演習・実技）

　①概要説明

　②実技（Web 会議の活用）

　③実技（デジタル交流ボードの活用）

⑶　プログラミング　【演習・実技】

　①マイコンボードを用いたプログラミング　

　②コンピュータを用いない指導

　③ロボティック教材の体験

Ⅳ

⑷　アクティブラーニングの具体的展開

　　～協働学習の授業デザイン～と ICT 活用

　　①授業支援システムの効果的活用

　　②グループセッション

【閉講式】

⑷　小学校プログラミング授業の具体的展開　

　　～グループセッションで考えよう〜

　　①実際の指導場面

②校内でどのように伝えるか

【閉講式】

○受講者：29名　（規定時間以上を受講した方々には、修了証を授与しました。）

○後援：鹿児島県教育委員会・鹿児島市教育委員会

　タブレット端末活用からプログラミング教育まで幅広く体験してもらい、グループで明日からの授業での活用をまとめ、

有意義な研修となりました。最後に、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深く感謝いたします。

■公開講座「教育臨床セミナー（ベーシック／アドバンス）」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きました。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

平成15年度より、教育関係者を対象とした研修講座（学校カウンセリング基礎セミナーや教育臨床実践セミナー）を

企画・実施してきました。さらに平成 23年度からは、学校カウンセリングについての基本的な内容と発展的な内容を

取りあげる形式に再構成して、講座名を「教育臨床セミナー（ベーシック／アドバンス）」に改めました。また、平成 28

年度からは、ベーシックとアドバンスを1日ずつ開催しています。

　今回のテーマとして、ベーシック篇では「チーム学校で取り組むいじめの未然防止と解決」、アドバンス篇では「子ど

もの自死を防ぐ」を掲げて、予防や組織的対応の観点を踏まえた講義と事例検討・演習を行いました。以下に、その

開催内容について報告します。

○日程と内容

日付

時間

〈 ベーシック 〉

８月 7日（水）

〈 アドバンス 〉

8月 8日（木）

Ⅰ 【開講式】

いじめの発見と対応

　〜 基本認識と組織的対応 〜

（教授 有倉巳幸）

【開講式】

子どもの自死の実態と予防体制

（教授 有倉巳幸）

Ⅱ
自死予防教育

（准教授 関山徹）

Ⅲ いじめをめぐる多面的理解と多層的関わり

　～ 仮想事例による検討 ～

（准教授 関山徹）

【閉講式】

チーム学校と自死防止の取り組み

　〜 演習による検討 〜

　（スクールカウンセラー 児玉さら・

准教授 関山徹）

【閉講式】Ⅳ

※時間割… I時限： 9:00 〜10:30、II時限：10:45〜12:15、III時限：13:15〜14:45、IV 時限：15:00 〜16:30
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○受講者：ベーシック篇23名・アドバンス篇27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、「いじめの仮

想事例検討では、加害者、被害者だけでなくさまざまな立場

の人たちへの対応を学べたのがとてもよかった」や「自死防

止について、理論を学び、グループでさらに実践としての対

応方法について意見交換することができました。命に関わる

ことなので、日々の子どもたちとの関わりの中で、小さな変化

に気づけるようにしたいです」、「講座の進め方が、校内研修

の進め方の参考になりました」等、概ね好評な結果が得られ

ました。

　最後に、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
　本センター運営委員会は、前回の報告（平成 30 年 9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

容は下記のとおりです。

　○第 68回　平成 31年 3月5日（火）

　　１）研究員・研究協力員の申請について

　○第 69回　令和元年9月13日（金）

　　１）平成 30 年度の決算について

　　２）令和元年度の予算について

■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、総会等が開催されています。前回の報告以降では、第94回と第95回が開催されました

ので、以下に報告します（本センターからも参加）。およそ以下のような内容について審議や報告、意見交換がなされま

した。

第94回　平成 31年 2月15日（金）10:00〜17:00［東京学芸大学にて］

1．総会

　⑴　あいさつ

　　　1)  東原義訓 会長（信州大学）

　　　2)  主催校：東京学芸大学　中島裕昭 副大学長

　⑵　議事・報告

　　　1)  平成 30 年度部門中間報告、平成 31年度以降の部門再編成案

　　　2)  平成 30 年度会計中間報告、平成 31年度会計予算

　　　3)  次期会長の選出

　⑶　講演

　　　　演題：教育の情報化 40 年の歩みとセンターの果たした役割と今後の課題

　　　　　　　〜教育の情報化の観点からの実践的・学術的寄与への要請〜

　　　　講師：東原義訓 会長（信州大学）

　⑷　各センターの動向

　⑸　閉会あいさつ　繁田進 副会長（東京学芸大学教育実践研究支援センター長）
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2．部門会議：各大学からの報告と意見交換

　⑴　教育臨床部門

　⑵　教育実践・教師教育部門

　⑶　教育工学・情報教育部門

第95回　令和元年 9月6日（金）10:30〜17:00［岐阜大学サテライト教室にて］

1．総会

　⑴　あいさつ

　　　1)  東原義訓 会長（信州大学）

　　　2)  主催校：岐阜大学　江馬諭 理事

　⑵　議事・報告

　　　1)  平成 30 年度部門報告

　　　2)  平成 30 年度会計収支報告

　⑶　各センターからの報告

　⑷　これからのセンター協議会についての意見交換

　⑸　閉会あいさつ

2．情報交換・打ち合わせ等

■九州地区教育実践研究会の報告
　日本教育大学協会九州地区教育実践研究会（第36回）は、琉球大学が当番校となって開催されました。この研究

会は九州地区内8大学の教育実践総合センターの教員が集う会です。以下のような内容の協議などを通じて意見や情

報の交換がなされました。

〈第36回〉　　（当番校は琉球大学）

○日程：平成 31年 2月8日（金）

○協議：教育実践研究協議会の協議内容について

■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 も々利用が可能です。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も検索可能です

(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。
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■寄贈図書目録
　

　平成 30 年10月から令和元年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、　344冊

でした。本来ならばそのすべてを紹介すべきですが、紙面の都合上、初刊資料のみを掲載します。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、今後とも御刊行の際には、御寄贈くださいますようお願い申し上

げます。

・「紀要」徳島市教育研究所

・「地名は縄文から始まった　鹿児島県の地名の言語考」丸山文男

・「新設校が動き出すとき」あいり出版

・「人文地理学研究」東京大学

・「記念誌」愛知県心身障害者コロニー

・「幼児教育研究部会セミナー報告」財団法人野間教育研究所

・「「チーム学校」時代のスクールリーダー及びスーパールーキー養成のための教職大学院の機能強化事業報告書」

  鳴門教育大学

・「教育学部教育実践研究紀要」長崎大学

・「報告書」静岡大学

・「心理学研究科紀要」明治学院大学大学院

・「先端教育研究実践センター年報」東北大学大学院教育学研究科

・「研究報告書」埼玉大学

・「文学部紀要」藤女子大学

・「人間生活学部」藤女子大学

・「紀要」広島大学森戸国際高等教育学院

・「教育研究」東北文教大学・東北文教大学短期大学部

・「総合地域研究所紀要」敬愛大学

・「教職センター紀要」琉球大学
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