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■巻頭言
教育実践総合センター長　土田　理

　新型感染症が広がっているというニュースが駆け抜けたのが、1年前の1月、その後、日本で初めての新型コロナウ

イルスが確認され、その感染拡大に翻弄され続けた2020 年度でした。今年度は「教員養成基礎講座」はじめ、「緊急

時心理支援研修会」などセンターで開催しました講座、研修会は遠隔開催となり、6月から手探りで事業を続けてきま

した。その甲斐あって、2021年を迎えた現時点、遠隔授業や遠隔会議も、大学では通常業務と同様に運用されるま

でになっています。

　しかし、公立小中学校や高等学校では、ICT 機器や通信インフラ、教員の技術的側面などから、かなりの困難を抱

えていることが表面化した年でもありました。そのような状況のもと、現在、政府主導ですすめられているGIGAスクー

ル構想を見据えて、今年度のテーマ設定がされた「ICT 活用促進フォーラム」は、コロナ禍でも止まることのない質の

高い教育の提供を目指しての遠隔研修の場となり、先進県での取り組みの紹介など多くの現職教員の方々にも参加して

いただき、成果を上げることができたと思います。

　センター2階の総合資料室も、一時は学生利用を止めていましたが、2020 年 6月からは人数制限をしながら学生た

ちへの教科書などの資料提供も再開できました。そして、「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」制度の実施などに関しても、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て、今年度もコロナ禍にも関わらずセンターの活動を充実して行な



鹿児島大学教育学部  教育実践総合センターニュース  第 19 号 （令和３年 2 月） p.2

うことができましたこと、関係の方々へ御礼を申し上げます。

　さらに今年度、鹿児島県教育委員会からの交流人事で教職大学院に加わっていただいた小久保博幸准教授と德田

清信准教授には、本センター教員研修研究部門兼担教員としても活躍をいただいており、鹿児島県教育委員会との連

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。

　関係の皆様方には、センターニュース19号で今年度の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。

■異動
　令和２年 3月31日付けで、奥山　茂樹　准教授が、鹿児島県総合教育センター、企画課の課長として、また、山

元　卓也　准教授が、鹿児島県教育庁教職員課、小中学校人事管理係の主幹として転出しました。

　後任として、令和２年４月１日付けで、德田　清信　准教授（前　鹿児島県教育庁保健体育課主任指導主事兼健康

教育係長）、小久保　博幸准教授（前　鹿児島県教育庁義務教育課特別支援教育室主任指導主事）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14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（H27～ R2）
講座Ⅰ（2年生対象） 講座Ⅱ（3年生対象）

年　　度  H27 H28 H29 H30 R1 R2 H27 H28 H29 H30 R1 R2

受講者総数 82 27 38 25 13 36 55 68 48 60 29 42

学
部
別
内
訳

法文学部 16 1 1 2 1 0 3 4 4 4 5 1

理 学 部 1 2 1 3 0 2 5 23 3 8 2 4

工 学 部 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0

農 学 部 1 0 2 0 0 8 2 2 2 0 0 0

水産学部 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

教育学部 59 24 32 18 12 26 45 34 39 47 21 35

CST（M1） 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 １

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。
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■鹿児島大学教育学部 ICT活用促進フォーラムの開催報告
　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、新型コロナ感染症の影響があり、オンラインでの開催となりました。

　当初は 200 名の定員としておりましたが、申込開始から２週ほどで定員に達しましたので、500 名まで定員を増やして

参加申込を受け付けました。北は北海道、南は沖縄からの参加があり、450 名を超える方々に参加していただきました。

　今年度から整備が始まっているGIGAスクール構想について、先進事例を報告していただき、参加者と共有すること

ができました。また、トークセッションでは、九州の県教委担当課長等から今後の展開を示していただきました。以下

の講師に発表いただきました。令和３年２月には、鹿児島大学教育学部において、オンラインの公開講座を開催する

予定です。

【事例報告】一人１台・持ち帰り・オンラインを実現した地域から学ぶ

 武雄市教育委員会教育監  徳永　貞康　氏

 佐賀県教育委員会指導主事 井上　由紀子　氏

 熊本県高森町教育委員会  古庄　泰則　氏

 徳之島町教育委員会教育長 福　宏人　氏

【トークセッション】ここから始まる！九州の GIGAスクールの整備と活用

 福岡県教育庁義務教育課長   塚田　淳　氏

 佐賀県教育庁学校教育課指導主幹  見浦　浩徳　氏

 熊本県教育庁教育政策課教育情報化推進室長 清塘　文男　氏

 熊本市立教育センター副所長   本田　裕紀　氏

 鹿児島県教育庁義務教育課長   山本　悟　氏

 進行：鹿児島大学大学院教育学研究科准教授 山本　朋弘　氏

表 2　令和２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とは 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 学校関係法規の重要性 教職大学院

5 教育史に学ぶ 教育学部 5 これからの特別支援教育 教育学部

6 学校組織と学校経営 教職大学院 6 総合的な学習の時間 教職大学院

7 現職教員とのフリートーク 現職教員 7 教育相談とコミュニケーション 教職大学院

8 教育方法の基礎 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 道徳教育と道徳科の指導 県教育庁

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 学校保健・安全・食育の基礎知識 県教育庁      

11 教育心理と学習指導 教職大学院 11 生きる力をはぐくむ授業づくり① 教育学部

12 小学校外国語の基礎知識 教育学部 12 生きる力をはぐくむ授業づくり② 県教育庁

13 学習指導要領の基礎 教職大学院 13 学習指導と評価 教職大学院

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  
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■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、新型コロナウィルスの子ども達への心理的影響についてとり

あげました。また、感染拡大防止策としてオンライン方式で実施しました。詳細は、次のとおりです。

○日　時：令和２年１０月１５日（木） １５：３０～１７：００

○形　態：Zoom によるオンライン方式で実施

○テーマ：「新型コロナウィルスの影響と心理的ケア」

　　　　　講師　実践センタースクールカウンセラー（臨床心理士・公認心理師）　児玉さら

○参加者：２０名

　通算で７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
　令和元年度一年間の教育相談利用状況は、相談件数1件・相談回数16回でした。また、相談内容は、不登校に

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 54件・相談回数

110回でした。また、専任カウンセラーは附属中学校の生徒指導部会にも8回参加しました。相談内容の内訳としては、

発達に関わることを筆頭に、家族・親子関係等がありました（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、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

制が進展するよう取り組んでいきたいと考えています。

子

子 士
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■教育実践研究紀要第 30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３０巻」を令和３年２月に発刊予定で

す（題目等は令和２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
鹿児島県の小学校における「書くこと」の教育史（4）　－小学３年生の生活文を基に－

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

幼稚園における子どもによる合奏づくりに関する一考察

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・尾辻　菜摘子・日吉　武

体育教師の潜在的な期待が生徒の動機づけに及ぼす影響

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤田　勉

中学生男子を対象とした体力・運動能力に関する地域差の検討

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉松　幹太・與儀　幸朝

幼稚園教育要領の 5領域における指導法に関する研究　－特別支援学校学習指導要領自立活動との関連を中心に－

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

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（７）　－卒業生への追跡調査から－

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

仮想的有能感と自己愛　－両者を構成する要素と他の諸変数との関連－

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

中学生の登校回避感情に関連する要因の検討　－中日対比－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・陳　燕群・島　義弘

中学校教師への信頼感が他者軽視傾向ならびに自尊感情に及ぼす影響　－回想法に基づく検討－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣　勉・澄川　采加

有能感の 4類型とソーシャルスキルの関係　－仮想型の男性は関係調整スキルが「高い」？－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲垣　勉・澄川　采加

小学校理科での IoT 教材を活用したプログラミング教育に関する考察

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山本　朋弘・堀田　龍也

生徒のキャリア発達を促す生徒会リーダー研修　－鹿児島大学教育学部附属中学校の取組から－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・有倉　巳幸・山内　誠・森藤　悦子・山口　優子

中学生における共有リーダーシップと学級適応感の関係　－マルチレベル分析を用いて－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・有倉　巳幸・森藤　悦子・山内　誠

資　料
小学校プログラミング教育の学習指導案にみられる目標記述に関する質的分析

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・寺内　愛・山本　朋弘・佐藤　和紀・堀田　龍也

心理学実験実習における遠隔授業　－jsPsychを用いた遠隔実験の実施について－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・下木戸　隆司

報　告
特別支援学校小学部における主体的・対話的で深い学びによるタグラグビー実践　

－鹿児島県立中種子養護学校の小学部体育の授業実践を事例として－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 久保田　治助・前田　拓磨・藤田　勉

教師の魅力を伝える働きかけ　－「教員養成基礎講座」の実践から－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・髙味　淳・德田　清信・小久保　博幸
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教職支援室との協働による教職キャリア形成の検討（２）

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

体験を大切にし、学んだ価値を実感する理科授業　－第３学年理科授業の実践を通して－

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

生活を豊かにしていく生活科授業の創造　－牛乳パックを使った手すきのハガキ作りの実践－

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

多様に表現する喜びや楽しさを味わい、自分なりの表現を追求する子どもの育成　

　－「感動」を大切にした図画工作科授業の創造－

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

生活科における栽培活動の実践　－自分自身についての気づきを促す手立て－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 永野　優希・浅野　陽樹

価値ある活動を創り出す生活科授業の創造　－第１学年「大すき　ヤギさん」についての考察

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

互いの考えを分かち合い、論理を追究する算数科授業の創造

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三宅　倖平・柏木　康良・前下　勝信

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Ⅱ

　－共によりよい生き方について考えるよさを実感する学習内容の設定－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・永田　佑・榊　将和・上ノ町　亮

共に運動とのかかわりを深める体育科授業の創造Ⅱ　－知識及び技能の有用性を実感する学習内容－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・阿部　大亮・橋元　将大・當房　省吾

自ら課題に気付き、試行錯誤する中で動きの高まりを実感する体育科の授業づくり　

　－小学校第３学年幅跳びの実践から－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・橋元　将大

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４学年「森の製作所」の実践を通して－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中原　大士

自ら問題を見いだし、主体的に問題解決しながら自然のきまりの価値を実感する授業の創造

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

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・岩川　朋之・原田　高矩

新たな時代に求められる「数学的に考える資質・能力」を身に付ける生徒の育成

　－数学の学習過程のイメージ図を基にした授業の展開を通して－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・榊　隼弥・竹下　洋一・追立　直也・豊留　洋輔

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－

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

対話的鑑賞活動の中で資質・能力を育む美術科の授業　－特別支援学校(知的障害教育)高等部における実践－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 福島　幸太郎・小久保　博幸

目的意識をもって生活する力を育む生活単元学習　－単元「かいものにでかけよう」の実践を通して－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 濵田　万里代・小久保　博幸

特別支援学校における資質・能力を育むカリキュラム・マネジメントに関する研究

　－鹿大附特カリキュラム・マネジメントモデルの構築－

・・・・・・・・・・・・・ 中薗　良彦・上仮屋　祐介・肥後　祥治・雲井　未歓・廣瀬　真琴・小久保　博幸

幼児期の言葉による伝え合い　－話し合い活動の実際－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 河野　共芳・武田　あさ子・政野　幸恵

等分除と包含除の統合という視座からのわり算の指導の改善

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福富　健

一人１台の情報端末の活用を想定した中学校英語授業の一考察

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山口　優子
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■研究員・研究協力員による研究の紹介
〇幼稚園教育要領の5領域における指導法に関する研究
－特別支援学校学習指導要領自立活動との関連を中心に

報告者：今村幸子・肥後祥治（研究員：肥後祥治、研究協力員：今村幸子）
1．研究の目的
　2016 年、日本は障害者権利条約を批准し、障害に関する差別の解消と必要な配慮の提供が明確に求められるよ

うになった。また、発達障害者支援法においては、発達障害の早期発見・支援が求められている。さらに2006 年

の学校教育法の一部改正において、幼稚園は子どもの「障害による学習上または生活上の困難を克服するための教

育を行う」場の一つとして明記された。これらから、幼稚園には障害のある子どもへ適した教育を提供し、障害の

早期発見や支援の役割が期待されているといえる。

　幼稚園の教育内容は、環境が設定された中での自発的な学びを重視している。そのため、幼稚園教育要領にお

いても大人が直接的に教えることが前提とされていない。しかし、幼児教育の現場では、障害のある子どもや「気に

なる子」が存在し、直接的指導が必要な状況があるが、実際の指導については「その多くが担任保育士に委ねられ

ている状況」がある(津田・木村,2014)。これらのことから、幼稚園教育において特別な支援の必要な子どもに対

する指導についての手がかりが示される必要性があると考える。そこで本研究では、平成 29 年告示幼稚園教育要領

における5領域のねらい、内容と平成 30 年告示特別支援学校学習指導要領解説自立活動編の6区分における具体

的指導内容例・留意点、他の項目との関連例に示された内容を比較し、整理する事により幼児教育における気にな

る子どもに対する指導法のあり方を検討した。

2．方法
　特別支援学校学習指導要領解説自立活動編の6区分において示されている「具体的指導例、留意点」「他の項目

との関連例」に示された指導の方法と幼稚園教育要領の5領域におけるねらい、内容を比較し、関連性について検

討した。

3．結果と考察
　特別支援学校学習指導要領解説自立活動編の6区分において示されている「具体的指導内容と留意点」「他の項

目との関連」の内容から144 項目の具体的な指導の手立てを抜き出す事ができた。それと幼稚園教育要領の5領域

における「ねらい」「内容」と比較し、関連のあるものを整理すると、「健康」35項目、「人間関係」37項目、「環境」

5項目、「言葉」28項目、「表現」2項目、関連なしは37項目であった。

　また、幼稚園教育要領の５領域のねらい・内容と自立活動の中で示されている指導の手立てとの関連を検討した

結果、最も関連項目の多かった保育内容「人間関係」について分析した。その結果、最も関連事項が多かったのは、「【内

容 6】自分の思ったことを相手に伝え、相手の思っていることに気付く」であり、具体的な手立てとの関連が示された。

さらに、幼稚園教育要領5領域に関連する指導手立ての数の内訳について整理すると、幼稚園教育要領における５

領域と関連項目の多い特別支援学校学習指導要領における６区分のそれぞれの名称について、類似性の高い組み合

わせであることが明らかになった。

　以上より、幼稚園教育要領には大人が直接指導することで人や環境との望ましい関わりを主導し、成長を支える

具体的方法は示されていないが、特別支援学校学習指導要領解説自立活動編における指導法は幼児教育のねらい

に対応するものが多くあることが明らかとなった。このことから、今後は幼稚園における教育の方法を考える際に特

別支援学校学習指導要領自立活動編の内容や、それに基づく特別支援学校での実践を参考にすることが有効である

と考える。

〇特別支援学校における就労支援に関する研究（３）
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
　特別支援学校では、学校生活から職業生活への円滑な接続を図るキャリア教育に取り組み、また、卒業生への

予後指導（アフターケア・アフターフォロー）として、卒業生が就労した事業所を訪問し、様子を把握して必要であ

れば支援を行っている。

　本研究では、特別支援学校における卒業生の予後指導（アフターケア・アフターフォロー）への取組の意義として、
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次の3点を捉えている。一つ目は、卒業生の様子を把握することで就労を継続するために必要な定着支援を行うこ

とができる。二つ目は、キャリア教育の充実を図る上で、卒業生の職業生活への適応の状態から在学時の指導を改

善していく視点（今林・榊、2020）を得ることができる。三つ目は、文部科学省（2005）が示す特別支援学校に期

待されるセンター的機能の一つである「福祉、医療、労働などの関係機関との連絡・調整機能」につながることが

期待できる。

　榊・今林（2020）は、一般就労した特別支援学校の卒業生（知的障害者）にインタビュー調査を行い、卒業生の

就労の実態を把握し、分析することを通して、就労継続のための効果的な指導・支援の在り方についての考察を試

みている。その結果、就労直後（約 4か月）の卒業生にとって、効果的な関係機関との連携の課題を明らかにする

ことができた。そこで、研究Ⅰでは、榊・今林（2020）の追跡研究として、卒業生の約1年後の状態やその取り巻く

環境の変化を把握し、榊・今林（2020）の結果と比較・分析することを通して、就労を継続するために必要な視点

を得ることを目的とする。また、研究Ⅱでは、一般就労と福祉的就労との差異性や共通性についても検討するため、

福祉的就労（就労継続支援Ａ型）した卒業生にインタビュー調査を行い、考察を試みる。

2．方法
　研究Ⅰの調査対象者は、榊・今林（2020）と同一の3名（被験者Ａ・Ｂ・Ｃ）である。研究Ⅱは、就労継続支援

Ａ型事業所に就労した1名（被験者Ｄ）である。調査対象者4名は、Y県立 Z特別支援学校高等部を2019 年 3月

に卒業しており、一般的な日常生活において言語でのコミュニケーションをとることができる。調査は、2020 年 7月

下旬～ 9月上旬に実施した。調査対象者である卒業生は全員が進路先での就労を継続しており、調査時点で就職後

約1年 4か月が経過（以下、就労後1年経過）している。一方、榊・今林（2020）のインタビュー調査は、2019 年 7

月下旬～ 9月上旬に実施し、調査対象者である卒業生は、調査時点で就職後約4か月が経過（以下、就労直後（約

4か月））している。調査内容は、榊・今林（2020）の卒業生へのインタビューの質問項目（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）に⑦新型コロナウイルス

の流行に関する枠組みを加えた。インタビューで聞き取る際に、「昨年は～だったけれど、今はどうか（昨年と今を比

べたときの違いはあるか）」と昨年と比較して回答ができるようにした。

3．結果と考察
　インタビューの結果は、就労直後（約4か月）と本研究のインタビュー調査の結果（就労後1年経過）を被験者ご

とに分析･考察を行った。

（研究Ⅰの結果と考察）

　被験者ごとに就労直後（約4か月）と本研究のインタビュー調査の結果（就労後1年経過）を比較した後、3事例

の結果と考察を通して、就労を継続するための視点について考察した。

　被験者ごとの事例の考察から、就労を継続することで、在学中に学んだことの成果を確認できたことがある。この

ことは、特別支援学校での指導が、在学中に学習の成果を確認できるという短期的な視点での内容だけでなく、卒

業後の成長・発達といった長期的な視点での指導が実践されていることの成果と言えよう。このような事例を現場の

教師が共有することで、長期的な視点での指導をより意識することができよう。また、被験者 3名に共通するのは次

の3点である。

　一つ目は、仕事についての相談は被験者 3名とも職場の人に相談している点である。福井・橋本（2015）の知的

障害者の離職に影響を及ぼす要因の一つに「仕事上の相談者がいない者ほど離職しやすい」という報告を踏まえる

と、被験者 3名とも就労を継続できている要因の一つと言えよう。また、本研究の結果では、相談相手は、話しや

すい人や相談する内容で選んでおり、必ずしも被験者にとって働く現場の責任ある立場の人とは限らない。これは、「基

礎的・汎用的能力」のうちの「人間関係形成・社会形成能力」に関わるものである。

　二つ目は、本研究でのインタビュー調査（就労後1年経過）では、＜仕事をすることで見えてきた展望＞に変化が

見られたことである。労働と生活の面で、被験者ごとに内容は異なるが、新たにチャレンジしてみたいことやできそ

うなことを確かなものにしたいという夢や希望がある。このように将来を展望できることが、働く生活の意欲向上となっ

ていると言えよう。

　三つ目は、今の仕事が自分に合っていると感じていることである。被験者Ａと被験者Ｃは、就労直後（約 4か月）

でも合っていると回答しているが、被験者Ｂは、今回のインタビュー調査で初めて「どちらかというと合っていると思

う」と回答している。被験者Ｂは、就労直後（約4か月）に「辞めたいと思うときもある」と回答していることを考え

ると、今回のインタビュー調査の時点で就労を継続できている背景には、このような意識の変化が一つの要因になっ

ていると言えよう。

　被験者間での共通点から、在学中の指導としては、相談する力を付けること、夢や希望をもち進んで学ぼうとする
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力を育むこと、職業選択をするときに適切なマッチングをするための自己理解を高めることが、キャリア形成におい

て有効であると言えよう。

（研究Ⅱの結果と考察）

　インタビュー結果から、被験者Ｄは 2回とも今の仕事は「自分に合っている。すごく楽しい」と回答するなど、働

く生活に一定の満足感があると推察される。また2回目は1回目と比較すると、仕事を通しての経験から、チャレン

ジしてみたいことについての情報や知識が増えている。

　被験者Ｄは、保育補助や児童クラブで働きたいと考えている。被験者Ｄは、在学中から支援できる相手に対して

積極的に関係性を築こうとする傾向がうかがえたことから、在学中に、この特性を生かした就労支援プログラムを検

討する余地もあったと言えよう。

　また、被験者Ｄは、在学中までは、多くの同級生ができて、自分はできなくても気にしないという、逃避傾向が

認められる。しかし、＜働くことでの貢献感＞での「最近、もっとよく思われたい」と回答していたり、＜仕事をする

ことで見えてきた展望＞で、「自分もできるようになりたい」と思い始めていたりする。このことは、現在の就労先で

の成功体験の積み重ねで有能感が高まったことが影響していると考えられる。

　榊・今林（2020）の一般就労した卒業生の結果と比較すると、就労先の方々からの「ありがとう」などの言葉掛け

が働く意欲につながっている点で共通性が認められる。一方、差異性については、本事例の被験者は、一般就労に

向け休日の過ごし方を含めたキャリアデザインの視点が認められたのに対し、一般就労した卒業生には、職場内で

のゆるやかなキャリアアップの視点が認められた程度にとどまる点である。

4．まとめ
　研究Ⅰのインタビュー調査の結果からは、卒業生が仕事を継続していく中で経験したであろう不安や戸惑い、空

虚感、孤独感などのストレスフルな出来事を把握することは難しかった。また、成長の見られた領域について定性的

な分析だけでなく、定量的に分析するための工夫が必要であろう。これらの課題を解決することで、本研究の成果

の有効性を高めることができよう。

　また、研究Ⅱを通して確認できた内容について、福祉的就労のケースとして一般化するには慎重に考える必要があ

る。今後は、事例を増やして福祉的就労の中に見られるキャリアの多様性を検討していく必要があろう。

付記

　本研究の研究Ⅰ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30巻に投稿中である。また、研究Ⅱ

の内容の一部は、九州心理学会第 81回大会において発表された。
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■公開講座「情報教育」の開催報告
　鹿児島大学教育学部公開講座（情報教育）を、令和3年2月7日にオンラインで開催いたしました。毎年、大学で

集合型の講座を開催しておりますが、新型コロナ感染症の影響でオンラインでの開催となりました。この公開講座は、

日本教育工学会と九州教育情報化研究会との共同開催で、教育関係者を対象とし、学校の教育活動における効果的な

ICTの活用や情報モラル等の充実に寄与する人材の育成を図る内容となります。

　参加者は、海外（アメリカ）からの参加者を含め、全国各地から400 名を超える多くの参加者となりました。午前中は、

プログラミング教育の実践事例を報告し合い、午後からは、GIGAスクール構想の一人１台の情報端末とクラウド環境で

の先進事例を報告し合いました。それらの実践事例に対して、以下の著名な講師陣が助言して、オンラインでのグルー

プセッションで意見交換を行いました。

【講師】

東京工業大学研究員　森 秀樹　氏

宮城教育大学教授　安藤 明伸　氏

上越教育大学大学院教授　清水 雅之　氏

信州大学教育学部助教　佐藤 和紀　氏

常葉大学教育学部講師　三井 一希　氏

鹿児島大学大学院准教授　山本 朋弘　氏

【事例発表者】

高森町立高森中央小学校［熊本県］　福島 健太　氏・小林 翼　氏

西之表市立榕城小学校［鹿児島県］　森永 崇行　氏

宮城教育大学附属小学校［宮城県］　新田 佳忠　氏

水上村立岩野小学校［熊本県］　横山 誠二　氏

中種子町立納官小学校［鹿児島県］　江口 和洋　氏

田川市教育委員会［福岡県］　石井 雄二　氏

鹿児島大学教育学部附属小学校　三宅 倖平　氏

みやき町立北茂安小学校 ［佐賀県］　大家 淳子　氏

霧島市教育委員会［鹿児島県］　時任 志郎　氏

高森町立高森東学園・高森中学校［熊本県］　石井 裕介　氏・猿渡 裕幸　氏

志布志市教育委員会［鹿児島県］　塩向 哲哉　氏

うきは市教育センター［福岡県］　矢野 昌之　氏

■公開講座「教育臨床セミナー」の報告
　例年８月に開催している公開講座は、今年度はコロナ禍のため中止となりました。

■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（令和元年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７０回　令和２年３月２日

　　１）研究員・研究協力員の申請について

　○第７１回　令和２年９月１６日

　　１）令和元年度の決算について

　　２）令和２年度の予算について
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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、総会等が開催されています。前回の報告以降では、第９６回と第９７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９６回総会　令和２年３月

　コロナ禍を考慮して対面方式での総会は行わず、電子メールによって各加盟センターから以下の議案についての賛否

を得る方式をとりました。

　１．役員について

　２．令和２年度の予算案について

第９７回総会　令和２年９月１１日（金）１３：００〜１７：００［オンライン会議］

　１．議事・報告

　　　①令和元年度会計収支報告

　　　②令和２年度の活動

　２．協議

　　　① COVID-19の教育実践への影響と研究課題・教育実践等

　３．各センターからの報告

■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３７回）は、宮崎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３７回〉　　（当番校は宮崎大学）

○日程：令和２年２月７日（金）

○内容：センター内業務の統括のあり方、附属学校園との共同研究、等について
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■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。

　前号以降の利用状況の詳細は、下のグラフのとおりです。

■寄贈図書目録
　

　令和元年１０月から令和２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、２９５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。

・「Research Institute for Humanity and Nature2019-2020」　大学共同利用機関法人人間文化研究機構

・「発達障害研究所年報」　愛知県医療療育総合センター

・「イギリスの子ども虐待防止とセーフガーディング」　明石書店

・「フォレスタネット第５巻」　株式会社スプリックス

・「国際言語文化論集創刊」　姫路獨協大学

・「人間教育学部紀要第２６巻」　鹿児島純心女子大学

・「紀要第１巻」　東京学芸大学

・「公開セミナー報告書２０１９」　東京学芸大学

・「心理アセスメントの理論と実践」　岩崎学術出版社

・「報告書令和２年」　国立青少年教育振興機構

・「人と地域共創センター紀要第２９巻」　徳島大学
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