
平成30年度和歌山大学教育学部連携事業成果報告会実施要項 

（案） 

和歌山大学教育学部は和歌山県教育委員会との連携協議会、和歌山市教育委員会との包括

的な連携協定、和歌山県市町村教育委員会との連携、大阪府泉南地区5市3町教育委員会と

の包括連携協定を充実させ、学校課題の研究や教育実習・ボランティア派遣・現職研修な

どで、幅広く連携協力を行っています。この度、下記の通り、大学と学校などとの連携活

動について成果報告会を開催します。前半は全体会、後半は分科会にわかれて報告をいた

だき、深いご議論をいただきたいと考えています。この成果報告会を通じて、新らたな連

携協力の発展につながることを期待しています。皆様お誘い合わせの上、多数ご参加くだ

さいますようご案内申し上げます。 

 

１ 日  時  平成３１年２月１６日（土）１３時３０分～１７時００分 

２ 会  場  和歌山大学 東2号館（教育学部講義棟） Ｌ－１０１教室（第一部） 

                     Ｌ－１０１～Ｌ２０３教室 他（第二部） 

〒640-8510 和歌山市栄谷９３０ 

        ＴＥＬ ０７３－４５７－７２３９ ＦＡＸ ０７３－４５７－７４５２ 

 

３ 受入人数  約200名 

 

４ 参加対象  和歌山大学教育学部教員、附属学校教員、連携公立学校教員、和歌山県

教育委員会、和歌山県市町村教育委員会、和歌山市教育委員会、大阪府

泉南地区5市3町教育委員会、和歌山大学教育学部学生、教育学研究科大

学院生、その他教育関係者 

 

５ プログラム 

13：00 受付（東2号館〈教育学部講義棟〉Ｌ－１０１教室前） 

 

○ 第一部 会場（Ｌ－１０１教室）   （司 会：和歌山大学教育学部教授 本山 貢） 

 

13：30 開会挨拶   和歌山大学教育学部長   寺川 剛央  

13：30 挨  拶   和歌山県教育長      宮下 和己 （調整中） 

           和歌山市教育長      原 一起  （調整中） 

        和歌山大学理事      石塚 亙   

      

13：45 全体会代表口頭発表 

(1) 連携学校：和歌山市立雑賀小学校、和歌山市立有功東小学校 

和歌山大学教育学部附属小学校 

口頭発表者：谷尻 治  

研究代表者：谷尻 治（学内共同研究者 貴志 年秀） 

【テーマ】 地域の「ひと・もの・こと」を活用した総合的な学習の充実 

（４テーマ発表依頼中） 

(2) 連携学校：和歌山大学教育学部附属中学校       

口頭発表者：矢野 勝 

研究代表者：矢野 勝 

【テーマ】 お互いに教え合え・学び合える柔道授業の実践的研究 

 

(3) 連携学校：和歌山大学教育学部附属特別支援学校 

口頭発表者：武田 鉄郎、小畑 伸吾 

研究代表者：武田 鉄郎 

【テーマ】  

軽度の知的障害や発達障害のある生徒の内面を重視した指導法に関する研究 



 

 

(4) 連携学校：和歌山大学教育学部附属小学校、和歌山大学教育学部附属中学校 

和歌山大学教育学部附属特別支援学校 

口頭発表者：岩野 清美 

研究代表者：岩野 清美 

（学内共同研究者  内田 みどり・小関 彩子・西倉 実季 ） 

【テーマ】 主権者教育のカリキュラム・マネジメントに関する研究 

 

 

14：45 休 憩 

 

○ 第二部 会場（Ｌ－１０１～Ｌ２０３教室 及び ほか） 

 

14：55 各研究テーマ別９分科会（５７テーマ）および大阪府泉南地区ボランティア活動報告       

１ 国語教育 ４ 保健体育教育   ７ 家庭科教育 

２ 社会科教育 ５ 音楽教育 ８ 特別支援教育 

３ 算数・数学・理科教育   ６ 美術教育 ９ 授業づくり・協同学習 

10 大阪府泉南地区ボランティア活動報告 

 

17：00 終了 

 

６ 参加申込み等（研究代表者の先生方へのご連絡） 

○参加申込み 

・申込先      和歌山大学 教育･地域支援部門 地域教育支援室 

        FAX：０７３－４５７－７４５２ 

       Ｅ-mail：csc-jimu@center.wakayama-u.ac.jp 
 

  ・申込期限：平成３１年２月８日（金） 

  ※いずれも、所属先、役職名、氏名、参加希望分科会をご記入の上、ＦＡＸまたは 

電子メールでお申し込みください。 

※当日参加も可能です。 但し、参加受付名簿および資料の準備の都合がありますの

で、できるだけ上記電子メール アドレスにて申し込みをお願いします。  

 

 ○参加費：無料 

  ○お問い合わせ先 

   〒640-8510 和歌山市栄谷９３０ 和歌山大学 教育･地域支援部門 地域教育支援室 

        ＴＥＬ ０７３－４５７－７２３９ ＦＡＸ ０７３－４５７－７４５２ 

７．その他 

    ○各実践研究課題の活動概要報告書をまとめた報告書集を当日配付します。 

主催： 和歌山大学教育学部 

共催： 和歌山県教育委員会、和歌山市教育委員会 

後援： 岸和田市教育委員会、貝塚市教育委員会、泉佐野市教育委員会、 

泉南市教育委員会、阪南市教育委員会、泉南郡熊取町教育委員会、 

泉南郡田尻町教育委員会、泉南郡岬町教育委員会 

（後援全て依頼中） 



平成30年度共同研究研究代表者別一覧（実践的地域共育推進事業・地域連携教育推進事業）

第一分科会　国語教育分科会(小学校外国語活動含む) 連携協力校等

尾上利美 小学校英語教育の充実 附属小学校

菊川恵三 カルタを用いた百人一首・俳句などの韻文教材の研究開発 附属小学校

和歌山市教育委員会　学校教育課・教職員課
和歌山市立四箇郷小学校
和歌山市立伏虎義務教育学校
附属小学校

国語科授業充実のための学校図書館活用 和歌山市立四箇郷小学校

第二分科会　社会科教育分科会 連携協力校等

和歌山市立藤戸台小学校
和歌山市立楠見小学校
和歌山市立雑賀小学校
熊取町教育委員会
附属小学校
附属小学校
附属中学校
附属特別支援学校

評価の形成的機能を生かし、学びに向かう力を育てる単元構成に関する研究 和歌山県立日高高等学校附属中学校
中学校社会科授業の改善　～思考力の育成を目指して～ 海南市立第三中学校
小学校社会科授業づくりにおける教材研究場面での教師の視点に関する探索的研究 和歌山市立雑賀小学校

海津一朗 地域教材の開発と活用「歴史探訪フィールドワーク」 附属中学校

島津俊之 小大連携に基づく教員養成フィールドワーク授業の開発 和歌山市立藤戸台小学校

山神達也 地域教材の開発と活用「地理探検フィールドワーク」 附属中学校

第三分科会　算数・数学・理科教育分科会 連携協力校等

富田晃彦
Stories of Tomorrow
分野融合、ICT活用、国際連携の、小学校での総合的な実践

附属小学校

有田川町立吉備中学校
有田市立文成中学校
有田市立箕島中学校
有田市立保田中学校

和歌山大学非常勤講師（後期）
山本紀代

和歌山市立宮北小学校
和歌山市立大新小学校
附属小学校

和歌山大学非常勤講師（後期）
山本紀代

有田川町立田殿小学校

有田川町立石垣小学校

和歌山市立藤戸台小学校

和歌山市立貴志南小学校

附属小学校

第四分科会　保健体育教育分科会 連携協力校等

池田拓人 調整力の向上を目指した体つくり運動の授業実践に関する研究 岬町立深日小学校

林　　修 どの子にも運動の特性に触れる楽しさを味わわせる陸上運動 附属小学校

和歌山市立木ノ本小学校
和歌山市立藤戸台小学校
附属小学校

中学校体育におけるアダプテーションゲームの実践 海南市立巽中学校
小学校体育におけるネット型ゲームの実践 附属中学校

阪南市立上荘小学校
阪南市教育委員会
和歌山市立雑賀小学校
岬町教育委員会
岬町立深日小学校
附属小学校
附属中学校
附属特別支援学校
岬町教育委員会
岬町立深日小学校

矢野　勝 お互いに教え合え・学び合える柔道授業の実践的研究 附属中学校

第五分科会　音楽教育分科会 連携協力校等

小寺香奈 特殊奏法を活用した金管楽器の基礎的技術習得法についての研究 和歌山県立向陽高等学校

チェンバロを用いた小学校におけるアンサンブル鑑賞教育研究 和歌山市立藤戸台小学校
チェンバロを用いた附属特別支援学校における鑑賞教育研究 附属特別支援学校

第六分科会　美術教育分科会 連携協力校等

附属中学校
附属特別支援学校
紀の川市立荒川小学校
和歌山市立西和佐小学校
和歌山市立野崎西小学校
附属小学校

岩野清美
主権者教育のカリキュラム・マネジメントに関する研究

実践の交流を通した、地域教材を活用した授業づくりへの挑戦

阪南市内の小学校で取り組む体力向上支援に関する研究

須佐　宏
小学校高学年児童が主体的に学ぶ魅力的な国語科単元の創造

西山尚志

山名敏之

永守基樹

彦次　佳

本山　貢

探求力を育む算数の授業づくり

村瀬浩二

藤本禎男

永沼理善
附属特別支援学校高等部選択芸術「美術」における、感覚を通じて多様性を学ぶ活動に
よる、21世紀型能力「想像力・自律的活動力・人間関係形成力」へのアプローチの試み

低学年における算数科教育

「中学校数学授業研究」

学校における保健室の役割と課題解決型アプローチ

親子スポーツ体験の楽しさと効果に関する実践研究

子どもたちが自ら学びを生み出すための図工科授業のデザイン

小規模小学校における学力・体力向上を目的とした生活習慣支援対策プロジェクト



平成30年度共同研究研究代表者別一覧（実践的地域共育推進事業・地域連携教育推進事業）
第七分科会　家庭科教育・食育分科会 連携協力校等

和歌山県立熊野高等学校
智辯学園和歌山中学校
那智勝浦町立那智中学校
太地町立太地中学校
有田市立保田中学校
岬町立岬中学校
附属中学校

附属特別支援学校における食と健康に関する指導の工夫 附属特別支援学校
串本町立串本小学校
日高川町立三百瀬小学校
岸和田市立城内小学校
和歌山市立和佐小学校
附属小学校
和歌山市立山口小学校
和歌山市立雑賀小学校
和歌山市立宮小学校
附属小学校

第八分科会　特別支援教育分科会 連携協力校等

附属小学校
附属中学校
附属特別支援学校
有田川町立八幡中学校
有田川町立吉備中学校

特別支援学校における音楽科授業の工夫 附属特別支援学校

小学校音楽科の音楽づくり・器楽合奏にかかわる授業づくり 附属小学校

此松昌彦 特別支援学校における地震防災管理の質的改善を目的とした教員研修の工夫 附属特別支援学校

附属特別支援学校
附属小学校
附属中学校

軽度の知的障害や発達障害のある生徒の内面を重視した指導法に関する研究 附属特別支援学校
附属特別支援学校
附属小学校
附属中学校

知的障害のある生徒の性に関する指導の工夫
―個別指導用教材の開発と指導実践―

附属特別支援学校

古井克憲
知的障害のある子どもの学び続ける力を育てる教科学習
－知的障害特別支援学校でのインタビュー調査より－

附属特別支援学校

山﨑由可里 支援学校高等部カリキュラムの検討-ライフキャリア・ワークキャリアをベースにして 附属特別支援学校

矢野　勝 あいサポートプログラムの開発 附属中学校

第九分科会　授業づくり・協同学習 連携協力校等

江利川 春雄 協同学習を取り入れた中学校英語科の授業改善 附属中学校

和歌山市立湊小学校
附属小学校

教員の授業力の育成と学校づくりに関するコンサルテーション 紀の川市立貴志川中学校
ダイナミック・アセスメントを活用したグループ学習 附属中学校

和歌山市立雑賀小学校
和歌山市立有功東小学校
附属小学校
九度山町立九度山小学校
九度山町立九度山幼稚園
和歌山市立加太小学校
和歌山市立湊幼稚園
和歌山中央幼稚園
じろうまるこども園
かぜの子保育園

小規模校における「学び合い」による授業改善 有田川町立石垣中学校
若手教員の授業力向上に向けて 有田川町立藤並小学校

和歌山市立岡崎小学校
和歌山市立松江小学校
和歌山市立小倉小学校
附属小学校

舩越　　勝 子どもの発達に基づく生活科の教材開発と授業づくり 附属小学校

第十分科会　大阪府泉南地区教育ボランティア活動報告 報告・発表者

◆泉南地区教育ボランティア活動について 教育・地域支援部門　客員教授　嶋坂　美和
◆教育ボランティア学生報告 教育学部学生６名，院生２名
◆教育ボランティア受入校として 熊取町立熊取南中学校　校長　谷奥滋

岬町立淡輪小学校　校長　北浦　米造
◆泉南地区教育委員会より 岬町教育委員会　保田智子　

林　　修

衣斐哲臣 附属三校と大学によるスクールカウンセラー連携体制・充実の取り組み

高橋 多美子 小学校生活科における実践研究

中山眞弘
「よりよい生き方」について考えを深める道徳科について

地域の「ひと・もの・こと」を活用した総合的な学習の充実

丁子 かおる 語り合いから保幼小をつなぐ

菅　道子

谷口知美

谷尻　治

性に関する指導支援について

中・高家庭科における授業研究

新学習指導要領に対応した「高齢者」授業の創造
－衣食住生活の内容と関連づけて－

山本奈美

新学習指導要領への対応を見据えた小学校家庭科の授業研究

村田順子

武田鉄郎
附属三校のクラスターの活用と合理的配慮に基づく支援について

上野智子 中学校特別支援学級における音楽療法的視点を取り入れた「自立活動」の展開

今村律子

小学校における主体的な体験活動を通した食育の実践



FAX：０７３－４５７－７４５２　地域教育支援室行き

 TEL:  

参加者

職　名 氏　　　名　

（フリガナ） 〒

                        TEL:
（フリガナ） 〒

                        TEL:
（フリガナ） 〒

                        TEL:
（フリガナ） 〒

                        TEL:

※参加のみの場合は自宅住所・電話番号は記入不要です。2月8日（金）までに、FAXまたは電子メールで
お申し込みください。

※発表者は大学研究代表者とこちらへ1月25日（金）までに、FAXまたは電子メールでお申し込みください。

〈申込先〉

和歌山大学 教育･地域支援部門　地域教育支援室

（連携事業成果報告会　　担当　田中・山口）

住所：〒640-8510　和歌山市栄谷930

FAX：073-457-7452

e-mail：csc-jimu@center.wakayama-u.ac.jp

平成30年度和歌山大学教育学部連携事業成果報告会

参　加　申　込　書

※自宅住所・電話番号　(発表者は必ず記入してください）

　学校（等）名　
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