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夏季の研修、重ねる研鑽

教育研修部

若手教員研修（２年次教員研修会）８月８日
「カウンセリング演習（高等学校）」

若手教員研修（２年次教員研修会）８月23日
「理科実験・観察の指導（小学校）」

科学情報部
理科教育講座（自然観察）６月7日
「学校周辺の植物、昆虫等の観察（立山町）」

教育相談部

児童生徒のICT活用の充実と情報モラル指導研修会
（児童生徒のICT活用コース）８月１日
「ICTを活用した授業づくりに関する講演」

基礎と実践を学ぶ
特別支援教育コーディネーター研修会８月25日
「班別協議」

ｰ News ｰ

学校カウンセリング講座９月14日
（面接・面談コース）
「ロールプレイによる演習」

第34回富山県高等学校 生徒海外派遣事業事前研修会始まる

今年度の派遣事業は「富山県と台湾、シンガポールおよびマレーシア〜これからの国際
交流と環境問題〜」を研修テーマとし、3月6日から12日間の予定で行われることになっ
ています。各高等学校等に派遣団員を募集したところ、先ごろ20名が決定しました。
第１回事前研修会開講式が9月16日、当センターで行われました。団員決定通知書を当
センター所長から受けた団員は、決意も新たに研修会に臨んでいました。今後は計8回の
事前事後研修を受けることになっています。
−

−

夏季の研修会を振り返って
校種を越えて協力し合った宿泊研修

教育研修部

７月27、28日、国立立山青少年自然の家で、初任者（小・中・高・特）と新規採用者（養・学栄）の宿泊研修が行われ
ました。活動は校種混合班で行い、教員としての使命感を養い、指導力の向上や視野を広めることを目的として研修
を行いました。
１日目は、入所式の後、受講者の代表が中心となって仲間づくりゲーム等を行い、全体の雰囲気をリラックスさせ
てくれました。午後は、２日目に実施する野外活動（グループで協力して取り組む課題解決ゲームと野外炊事）の企画
案を各班で具体的に考えました。最初はどのように企画してよいのか分からず困っている班が多かったのですが、
様々な視点から意見を出し合い、苦労して企画案をまとめていました。夜は受講者が企画したキャンドルサービスを
行い、校種が混じって交流を深めました。
２日目の午前には、前日に立てた企画案を基に不動棟前広場では課題解決ゲーム、野外炊飯棟では野外炊事を行い
ました。前日に苦労して企画した分、各班独自の活動の工夫が随所に見られ、充実した活動になっていました。校種
を越えて協力し合うことによって視野を広め、研修の成果を上げた宿泊研修でした。

宿泊研修での主な活動

１学期の写真を使って自己紹介

◆7月27日（水）
入所式
仲間づくり、写真を使って自己紹介
野外活動の企画案づくり
キャンドルサービス
◆7月28日（木）
野外活動（課題解決ゲーム、野外炊事）
退所式

課題解決ゲームの様子

授業力向上のための ICT 活用研修会

科学情報部

ICT 機器を有効に活用し、学習者全員が参加し、意欲がわき、理解できる授業を展開するには・・・

共通研修

選択研修

平成28年7月25日（月）午後
大阪教育大学連合教職大学院
寺嶋 浩介 准教授
◆講 演 「ICT活用を考慮した授業づくり」
◆内 容／文部科学省のデータを基にICT活用の現状
を紹介されました。また、デジタル教科書や電子
黒板の具体的な活用例を通して、ICT活用の効果や
ICTを活用した指導の原則を説明されました。

◆日 時 平成28年7月29日（金）または8月4日（木）の一日
◆実践事例報告および演習
講 師 高岡市立成美小学校 神田京子 教諭

◆日
◆講

時
師

◆内 容／前半は講師が実物投影機を活用した授業
事例を行った後、各グループで実物投影機を活用
した授業を設計し、全員の前で模擬授業を行いま
した。後半は講師がフラッシュ教材を活用した授
業事例を行った後、各グループでフラッシュ教材
を作成し、他のグループで試行しました。講師か
ら実物投影機およびフラッシュ教材の活用方法と
活用する上での注意点をまとめていただき、参加
者全員で確認しました。

◆研修担当者より／教育の情報化の手引きにある
「ICTそのものが児童生徒の学力を向上させるので
はなく、ICT活用が教員の指導力に組み込まれるこ
とによって児童生徒の学力向上につながる」を何
度も話されたことが印象的でした。ICTはあくまで
手段であり、大切なのは活用力であることを再認
識しました。

受講者の声

◆研修担当者より／講師から「大きく映すと子供は
前を向き、学習内容を理解し、意欲的になりま
す」「ICTを活用した授業でも板書は必要です。大
事なことは常に視覚化できるようにしておかなく
てはいけません」などの言葉がありました。
ちょっとしたICT機器の活用が子供の意欲を喚起す
ること、ICT機器だけでは授業が成立しないことな
どを理解した上で授業を設計することが大事だと
感じました。

◉「普段の授業を効率的・効果的にするためにICTを活用する」という姿勢が非常に大
切だと感じました。ICTを日常的に使いたいと思います。
（小学校教諭）
◉授業の中のどのタイミングでICTを活用すると効果的なのか、ICTを活用した授業づ
くりは授業を子供目線にしてくれると思いました。
（特別支援学校教諭）
受講者

51名（小学校24名、中学校14名、高等学校1名、特別支援学校12名）
−

−

教育相談部
◆日
◆講

生徒指導セミナー（第１回）

時
師

平成28年6月30日(木) 13:30〜16:30
樟蔭学園英語教育センター
センター長 山岡 賢三 先生
◆演 題 「学校における保護者への適切な対応」
◆受講者 小・中・高・特別支援学校の希望教員70名
◆講義内容の紹介
講義の前半は、グループに分かれ、各自の保護者対応の事例を
出し合って分類する演習を行うなど、情報交換の場となりました。
後半は、保護者役、担任役、観察役になって実際の保護者との相
談場面を想定し、保護者の気持ちを感じとるロールプレイを行い
ました。受講者は、保護者の心情に寄り添って、まずは話を聴く、
共感し、否定しない、ねぎらいの言葉をかけるなど、適切な初期
対応の必要性を実感していました。

受講者の声
◉実際にロールプレイをしてみることで、保護者の思いや感情を受けとめることの大切さを改めて確認すること
ができました。今日学んだことを校内で伝えていきたいです。（小学校教諭）
◉グループで日頃の思いや出来事を話すことにより、重かった過去の思い出が和らいできました。話すこと、聴
いてもらうこと、聴くことの大切さを感じました。（高等学校教諭）
◉「一人ではなく、チームで対応する」という言葉が印象的でした。傾聴、共感、誠実をもってチームで対応し
ていくことで適切な対応に近付くことができると思い、少し自信が付きました。（特別支援学校教諭）

特別支援教育の視点を取り入れた授業づくり講座
〜どの子も「わかる・できる」授業を目指して〜
◆日

時
第１回 平成28年5月25日（水）13:30〜16:30
（講義）
第２回 平成28年8月9日（火）13:30〜16:30
（実践報告・協議）
◆講
師 植草学園短期大学 教授 漆澤 恭子 先生
◆演
題 「どの子もわかる・できる授業を目指して」
◆実践報告 「特別支援教育の視点を取り入れた授業実践」
◆協
議 「授業改善の実際」
◆研修内容の紹介
○子供たちの「わかる・できる」を支える授業づくりのポイントは、児童生徒理解、学級づくり、環境づくりです。
児童生徒理解では個の実態把握と集団の中での個の理解が必要であること、学級づくりには安心感、認められる
場があること、そして、言語環境を含めた学習しやすい環境を整えることが大切です。
○授業をつくるときは、自己選択の機会を設け、一人一人の学び方は違うということ、個への支援が学級全体に有
効なときもあることなどの視点をもつことが大切です。
○実践報告では、当センター専修コースの昨年度の研修生が、その時の研修成果を踏まえて取り組んだ授業実践の
報告があり、身近な実践を知るよい機会となりました。

受講者の声
◉少しの工夫で、子供たちのよさに気付いたり、個に応じた支援ができたりすることが分かりました。また、授
業を支える学級づくりの大切さも理解できました。（小学校教諭）
◉いつも目の前の生徒の困難さをどのように支援するかを考えて「なぜ、できないのか」を忘れがちでした。２
学期は背景にあるものも考えて支援したいです。（中学校教諭）
◉班別協議では、教材やその効果についてアイディアをもらい、参考になりました。また、生徒に選択させるこ
と、授業に変化を付けることも大切にして授業をつくりたいと思いました。（特別支援学校教諭）

−

−

センター事業より
若手教員研修（３年次教員研修会）
平成26年度にスタートした若手教員研修で、３年次教員研修会は本年が実施初年度となります。この研修会は、
初任者研修、２年次教員研修及び、教員に採用されて２年間の実践を基に、自己課題に基づいた専門的な知識や技
能を習得し、課題解決力・対応力の向上を図ることを目的としています。
内

容

• センター等における研修
必
修：校種ごとの学級運営に関する研修（半日）
選択必修：自己課題に基づいた専門研修（高等学校は教科実践研修を含む）（１つ以上）
• 勤務校等研修
学校の実情に応じた児童生徒理解や授業研究等の研修（10時間程度）

参加者の声

［学級運営に関する研修（中学校）より］

◉安心できる居心地のよいクラスというのが一番心に残ったキー
ワードでした。この中に、人間関係や規律等、全ての要素が含ま
れると思ったからです。このような学級を目指すための手立てを
考えていかないといけないと思いました。
◉どの生徒にも、よいところを伸ばし、将来に向けてどう目標をも
たせるのか、一人一人と向き合うことが大切だと思いました。

サイエンスカー訪問活動

動物ふれあい体験活動
〜自立支援事業の体験交流活動より〜

科学情報部では、科学技術教育普及活動の一環
として「サイエンスカー訪問活動」を行っていま
す。
これは、児童数が120名以下で希望する小学校
を対象に、原則として５月下旬から12月上旬の期
間に学校へ訪問し、理科工作や観察・実験を行う
ものです。今年度も各種実験機材を積んだサイエ
ンスカー（マイクロバス）が県内を走り、ユニー
クな活動を展開しています。
内

•
•
•
•

自立支援事業では、動物ふれあい体験活動、家
族キャンプ、手作り工房、おもしろ科学実験と
いった体験交流活動や、家族のためのセミナー等
を行っています。
そのうち、動物ふれあい体験活動は、動物との
ふれあいやゲームを通して心理的解放を促したり、
活動をやり遂げることによって充実感が味わえる
よう支援することを目的としています。今年度は
６月に富山市ファミリーパークで、児童生徒18名
（小学生、中学生）をはじめ、保護者、活動支援
者、大学生ボランティアが参加して行われました。

容（例）
しゃぼん玉遊び、空気遊び（低学年）
風船ホバークラフト作り、噴水遊び（中学年）
熱気球作り、葉脈標本作り（中･高学年）
ぽんぽん蒸気船、バーチャル火山噴火（高学年）

ぽんぽん蒸気船

学級運営に関する研修（中学校）の様子

内 容
午前は、ウサギのゲージ清掃や餌やり、聴診器で心
音を聴くなど、命を実感する体験をしました。午後
は、キリンの舌の
色やフラミンゴの
足の形状等を答え
るクイズをしなが
らファミリーパー
ク内を散策しまし
た。大学生と一緒
に活動し、楽しい
時間を過ごすこと
ができました。

熱気球作り

参加者の声
◉しゃぼん玉のかたちがヘビみたいになったり、
大きなとうふがゆがんだみたいになったり、
とってもたのしい一時間でした。（小学生）

ウサギの心音を聴く

◉サイエンスカーの訪問で簡単な材料で火山を再
現できることを知って、家でも実験してみたい
と思いました。（小学生）

参加者の声
◉飼育員さんは、日々動物の世話をがんばってい
ると思いました。自分も見習って、夢や目標を
実現させたいです。（小学生）

◉熱気球作りは、子供が夢中になり、見ている大
人も楽しめました。（教諭）
◉サイエンスカー訪問活動は、子供たちがとても
喜ぶ内容を分かりやすく体験させてくださるの
でありがたいです。（教諭）

◉自分から進んで他の人と触れ合っている感じが
して、嬉しく思いました。（保護者）
−

−

徒然なるままに

書き留め
研修顧問

昨年６月から書き始めた今日の言葉 読んだこと
聞いたり見たりしたことを 感じたままに思った
ままに １日１枚書き留め 気が付けば310枚 塵も
積もれば山となる
（某月某日）
新緑や紅葉の頃には菱形をした葉が美しく 花期
には釣鐘状の可憐な花が満天に輝く星のように見え
る満天星（どうだん） 我が家にもと買い求め 植
えてみたが…ツツジ科共通の浅い根に応じた水遣り
ができなかったためか 植木に必須の土壌づくりが
性急すぎたためか 枯れてしまった 情けない限り
「根を養えば樹は 自ずから育つ」というが
「美しい満天星を見たい」の思いばかりが先行した
ためなのだろう 人生という名の樹を育てるのも同
じこと 枝伸ばし花咲かせ果実を得るに性急であっ
てはならない
（某月某日）
教えることは学ぶこと 教えることを生業とする
者は行住坐臥・刻苦勉励を旨とせよという訓戒の言
葉だ 「教える」と「学ぶ」がかみ合って初めて学
問が成り立つという意味もある 教えることと学ぶ

随想

同

山﨑

弘一

ことは 独立した別の行為ではない 教える者が学
んで初めて共に成立するものである 教えているつ
もりであっても 相手が学ばなければ教えているこ
とにならない 「教える」と「学ぶ」の不可分なや
り取りを通し 学ぶ者に生じる変化 その変化こそ
が学んだ成果 教えた成果である
（某月某日）
夕陽の沈む時刻が早くなった 竿や縄の先に結わ
え付けて井戸に降ろす桶のことを釣瓶というが 井
戸の中にすべり落ち消えていく釣瓶のように 秋の
夕空はまるで手品を見ているように消えていく
「すすき原釣瓶落としの夕陽かな」 ひと月で日の
入りが70分早くなる10月 日の入り前 ふと匂って
きた仄かな香り 庭の奥で金木犀が小さな金色の花
を咲かせている 遠くに見える公園には 色づいて
きた銀杏 深まる秋の足音が聞こえる 「隣は何を
する人ぞ」 思いも沈む夜半の月

級

生
科学情報部長

笹島

嘉明

「確かにそれは言いました。良く覚えていてくれま
した。」と逆にほめられた。そこには同じ時間を共
有した者同士でしか解らない心の交流があった。あ
の時間は確かに存在したのだ。
一通りの話が終わり席に戻り昔の運動会の写真を見
ると。「あれから41年もたったなんて…」とネームが
入っている。そういえばこんなことがあった。当
時、運動会のフィナーレは３年男女のフォークダン
スだった。男女の比率は約２対１で女子が少なく他
学年の女子まで借り出されていたが、それでも男子
同士が手をつなぐという悲しい？場面も一部に見ら
れた。ともあれ音楽に合わせダンスが始まり順々に
パートナーが入れ替わっていった。そして、そろそ
ろダンスも終わりに近付いたとき、自分の斜め後ろ
で突然「替わって」と声がして強引に本来のパート
ナーを押しのけ手をつないできた者がいた。振り向
くとそれは同じクラスの普段は目立たない物静かな
女の子だった。少々の驚きと共に「女の子はいざと
なると強いな」と妙に感心したものだ。残念ながら
その後の進展は無く彼女の真意も分からずじまいで
ある。遙かなる高校時代の淡い思い出である。

来し方を振り返る年齢になったのか、ふと高校時
代の同級会に出てみようかと思い立った。アルバム
写真と同級生名簿を付き合わせてみる。恩師や友人
の何人かはすでに鬼籍に入っている。勤務先をみる
と名門校らしく有名企業や官公庁、大学、病院、法
律事務所等が並んでいる。さぞや社会的に成功して
いるのだろうといささかの嫉妬と自分のような者が
本当に出席して良いものか？と気後れを感じたが、
どうせ最後だ。「ままよ」と会場に乗り込んだ。見渡
せば、かなり年配の紳士淑女が会場を埋めている。
何しろ41年の月日が経っているのだ。誰が誰だか分
からない。名札と顔を見比べ必死に昔の面影を見付
けようとする。参加者も全体の1/3弱と少ない。多忙
なのか、帰郷したいが両親が亡くなりできないの
か。諦めかけたとき、かつての親友らしき１人の男
性と目と目が合った。声をかけると「いまさら何も
言うことは無いけど、生きていると分かってうれし
いよ」とストレートに反応が返ってきた。自分の心
配なぞただの杞憂であった。思わず目頭が熱くなっ
た。恩師と昔話をする。授業中のエピソードの一つ
を紹介すると「そんなくだらないことを覚えていた
のか」と叱られた。さらに別の一つを紹介すると
−

−
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その２

「蜃気楼」研究の最前線

Cafe

科学情報部 研究主事
神秘的な現象である蜃気楼は、光の屈折によって遠
くの景色が伸びたり倒立したりして見える光学現象で
す（写真１）。その歴史は、紀元前90年頃に中国の司馬
遷がまとめた『史記』に遡り、「蜃」は大蛤または龍の
一種、「気」は妖気、「楼」は楼閣（高い建物）が語源と
言われています。そして、この言葉の魅力から、しば
しば小説の題材や美術工芸品の意匠に取り上げられて
きました（写真２）。

写真1／魚津埋没林博物館の蜃気楼
（実景：左上、撮影:水橋）

写真2／伊万里染付
蜃気楼図中貝型皿

一方、蜃気楼への科学的アプローチが始まったの
は、およそ100年前、日本では大正の頃からです。それ
まで研究されなかった理由は、おそらく経済への貢献
や防災など人類の利益と直接結び付かなかったからで
しょう。研究はまず、魚津市が「蜃気楼の見える街」
として全国的に有名であったことから、富山湾が研究

教育相談
連

木下 正博

対象となりました。ただし、観測機器はいたって素朴
なもので研究成果も限定的でした。研究が大きく前進
したのは、ここ十数年のことです。例えば、富山湾の
蜃気楼は北アルプス立山連峰からの冷たい雪解け水に
よって発生するという、これまで広く信じられてきた
定説が間違っていたことが判明しました。これまでの
研究からは、海面付近の空気が冷やされるのではな
く、むしろ上層に暖気が流れ込むことが主な原因であ
隙間
ることが分かってきました。これを「暖気移流説」と
呼びます（図１）。さらに日本各地においては、北海道
の沿岸や大阪湾、猪苗代湖や琵琶湖など、これまで蜃
気楼が発生するとは考えられてこなかった場所でも、
次々と素晴らしい蜃気楼の観測が報告されています。
蜃気楼はまだまだ謎の多い現象です。現在では気象
観測と併せて、
衛星画像やシ
ミュレーショ
ン、定点カメラ
などの解析か
ら、その全容の
解明に向けて研
究が進められて
います。
図１／暖気移流説のイメージ

「頑張る力」を支える土台

載

教育相談部 客員研究主事

親が相談を申し込む動機は“学校に行きたがらない”
“自分の気持ちを上手く伝えられない”“勉強してもなか
なか成果が出ない”など様々です。ただ、大切な子供が
辛そうにしているのをどうにかしたいという思いは共
通しています。また、様々な方法で子供を支援して
も、思ったように改善がみられないという思いを感じ
ている場合も多々あります。
目の前にいる人が辛そうにしている姿を見て、つい
つい「頑張れ」と言ってしまうことはありませんか。
子供を励ますとき、「頑張れ」と声をかけることが支
えになる場合もあれば、逆にプレッシャーになってし
まうこともあるのです。
目の前で子供が辛そうにしていると、保護者自身も
辛い気持ちになってしまい、自分の気持ちを受け止め
きれずに子供に「頑張れ」と言ってしまう場合もあり
ます。子供の気持ちを感じ取ることは大切ですが、敏
感に感じ取り過ぎてしまうと、自分が不安になり、冷
静に物事に対処できなくなってしまいます。
このような状態を回避するためには、自分の気持ち
と相手の気持ちを分けて考えることが大切です。自分
の気持ちと相手の気持ちに境界線を引くことを精神分
−
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析では「バウンダリー」と言います。「バウンダ
リー」をすると嬉しい・楽しいといったポジティブな
気持ちや、辛い・悲しいといったネガティブな気持ち
が、自分の中から沸いてきたものなのか、相手の姿に
影響されたものなのか、自分の気持ちを振り返ってみ
ると、相手の状態に左右されず、冷静に相手の気持ち
を感じ取ることができます。
子供を支援するときに大切なことは、子供の気持ち
を感じ取りつつも、自分は冷静でいることです。子供
が困った顔をしていても、自分が笑顔でいたら子供は
安心することができます。今、どうしても自分が笑顔
になれなかったら、自分の中にある気持ちはどこから
沸き上がっているの
か、自分に問いかけて
みてください。子供に
とってホッとできる環
境をつくることが、子
供が「自分で頑張る
力」を支える土台にな
るのです。
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