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南九州大学人間発達学部子ども教育学科子どもの学び研究所の取り組み概要

子どもの学び研究所担当　　趙　　　雪　梅
藤　本　朋　美
宮　内　　　孝
五十嵐　　　亮

Ⅱ．活動の具体

1　研究員の活動
　研究員の活動は、月1回、16:30 ～ 18:00までの1時間30分、子どもの学び研究所にて実施すること
を原則としている。以下、2019年度の取り組みの概要である。
（1）主な研究内容

①　学部と連携拠点学校園との連携の内容、在り方について
②　本学部学生の研究発表等への指導
③　本学学生への指導的立場からの活動
④　本学部学生の小学校教育実習及び幼稚園教育実習の模擬授業の指導
⑤　学校現場の課題について、大学側教員・研究員の研究協議

　年間3回、各40分、現在連携学校園においてリアルタイムで行われている教育活動の現状を、学生と
の対談の中で紹介し、学生の学問及び研究に対する視点が、常に教育現場の今日的課題から遊離するこ
とのないよう促す。加えて、教育現場の研究員から学ぶ姿勢を学生に身に付けさせることをねらいとし
て行う。

報告Journal of The Human Development Research,Minamikyushu University 2020 ,Vol.10,91-98

Ⅰ．はじめに
子どもの学び研究所は、本学部開設準備を進めていた2009年度、子どもの学び研究室として先行開

設した。人間発達学部子ども教育学科が開設された2010年度から子どもの学び研究所として活動を継
続している。活動を開始後11年目となる活動について経過をまとめる。

２０１９年度　子どもの学び研究所としての取り組み

月　日 曜日 主　　な　　研　　究　　活　　動　　内　　容

5月28日 火 研究員委嘱状交付式・第１回研究員会議（研究員及び大学側関係教員紹介・計画立案について）

6月25日 火 第２回研究員会議　第２学年学生とのグループ別対談

…7月30日 火
第３回研究員会議　教員採用試験の模擬授業に指導
　　　　　　　　　（連携の具体的な進め方について）

10月29日 火
第４回研究員会議　小学校教育実習模擬授業への指導
　　　　　　　　　幼稚園教育実習における連携研究

12月10日
12月11日

火
水

第５回研究員会議　小学校における学級経営についての対談
　　　　　　　　　幼稚園教育実習報告会の参加および指導

1月28日 火 第６回研究員会議　第１学年学生とのグループ別対談

2月18日 火 第７回研究員会議　４年生学生の研究発表の指導、本年度の研究の総括について
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（2）学部と連携拠点学校園との連携の内容、在り方の具体
　本年度の学部と連携拠点学校園との具体的な連携については、2010年度からの基本姿勢を継続しな
がら「子ども支援地域活動」において学生に具体的に携わらせることを原則とすることとした。ねらい
は、小学校及び幼稚園並びに保育の場に学生が参加し、子どもを支える地域の活動に参加することを通
して、子どもの地域に果たす役割を実践的に理解し、それを支える活動の意味を把握させ、学部の講義
で学んだことを単なる知識として終わらせるのではなく、実践的な力へと発展させることである。
　2010年度が活動の開始年度として連携の基本的な事柄が整備された年として位置付けられるのに加
えて、2011年度は連携活動を拡大し2012年度以降は、連携活動がより円滑化した年として位置付けら
れる。

（3）拠点校との連携活動
前述のように、拠点校とは研究員を通して、あるいは学校の具体的な教育活動への参加を通して、連

携を深めてきた。
さらに、拠点校を含む複数の園や学校で、観察実習や教育実習を実施してきた。
①　観察実習
幼稚園観察実習園　一覧

1　アソカ幼稚園（2名） 6　都城聖ドミニコ学園幼稚園（1名） 11　にし幼稚園（1名）

2　一万城幼稚園（2名） 7　天竜幼稚園（2名） 12　ふたば幼稚園（1名）

3　さくら幼稚園（1名） 8　天竜第二幼稚園（1名） 13　みまた幼稚園（1名）

4　ししのこ幼稚園（2名） 9　天竜第三幼稚園（1名） 14　清涼幼稚園（1名）

5　第一幼稚園（1名） 10　天竜祝吉幼稚園（2名） 15　妻ヶ丘幼稚園（1名）

1　都城市立　南小学校（3名） 4　都城市立　祝吉小学校（4名） 7　都城市立　川東小学校（4名）

2　都城市立　東小学校（3名） 5　都城市立　明道小学校（3名） 8　三股町立　三股小学校（4名）

3　都城市立　上長飯小学校（3名） 6　都城市立　大王小学校（4名） 9　三股町立　三股西小学校（4名）

1　一万城幼稚園（2名） 4　ししのこ幼稚園（2名） 7　妻ヶ丘幼稚園（2名）

2　さくら幼稚園（2名） 5　天竜祝吉幼稚園（1名） 8　第一幼稚園（2名）

3　清涼幼稚園（2名） 6　天竜幼稚園（3名）

小学校観察実習校　一覧

②　教育実習
幼稚園教育実習園　一覧

小学校教育実習校　一覧

…1　都城市立　明道小学校（2名） …4　都城市立　東小学校（2名） …7　都城市立　西小学校（2名）

…2　都城市立　南小学校（2名） …5　都城市立　上長飯小学校（3名） …8　都城市立　沖水小学校（2名）

…3　都城市立　大王小学校（2名） …6　都城市立　五十市小学校（3名） …9　都城市立　祝吉小学校（2名）
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２　主催事業　チャレンジ算数教室の実施
チャレンジ算数教室は、算数的活動を通して普段学校や幼稚園では学ぶことのできない算数の面白さ

や楽しさに気付くとともに、園児・児童の算数への興味関心を高めることを目的とする教室である。今
年度は、前期と後期を分け、チャレンジ算数教室を2回実施した。主な活動についてまとめる。
前期のチャレンジ算数教室は2019年5月25日からの毎週土曜日の10:20 ～ 15:00に計4回を行った。

小学3年生～小学6年生児童とその保護者、約250名が参加した。
後期のチャレンジ算数教室は2020年1月24日（金）と1月31日（金）の10:10 ～ 11:10に、天竜祝吉

幼稚園で計2回を行った。天竜祝吉幼稚園年長組の幼児45名が参加した。

３　都城市との共催事業の実施
都城市との共催事業として「南九州大学市民講座子ども教育学・環境教育学実践ワークショップ…～子

どもの健やかな育ちをめざして～」を下記の内容で実施した。参加者は、71組201名(幼児・小学生と
その保護者)、運営スタッフの本学部生32名と高城高校生5名合計238名で講座を実施した。

（1）日　時　2019月12月7日（土）　9時20分～ 12時00分

（2）講座の趣旨
　◇講座１：親子で楽しむオリジナルの鉢と多肉の寄せ植えづくり　　

講師：牧田　直子（南九州大学環境園芸学部　庭園デザイン学）
もうすぐクリスマス。花や緑を使っていつもと違う装飾をしてみましょう。身近にある花や緑のデザ

インは感性が育まれます。さまざまな知識や体験をぐんぐん吸収するお子様の成長期に、植物と触れ合
い、親しみ、心豊かな生活、環境教育の重要性を考えましょう。

　◇講座２：親子でオリンピック競技を楽しむ運動会
講師：宮…内……孝（南九州大学人間発達学部　体育科教育学）

2020年東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。この講座では、このオリンピックで取り
上げられる競技をやさしい動きに加工・修正したゲームを楽しむ運動会を行います。親子で運動会を楽
しみながら、オリンピックへの興味・関心を高めるとともに、オリンピック精神の理解や運動に親しむ
ことの重要性について考えましょう。

４　2019年度教員免許状更新講習実施報告
子ども教育学科の本年度の免許状更新講習は、7月31日から実施しました。延岡会場で5講座、都城

キャンパスで15講座の合計20講座を設けました。講座申し込み開始2時間後には、いずれの講座も定

10　都城市立　安久小学校（1名） 16　都城市立　山之口小学校（2名） 22　三股町立　三股小学校（2名）

11　都城市立　川東小学校（2名） 17　都城市立　富吉小学校（1名） 23　三股町立　三股西小学校（3名）

12　都城市立　今町小学校（1名） 18　都城市立　高城小学校（2名） 24　三股町立　勝岡小学校（2名）

13　都城市立　志和池小学校（2名） 19　都城市立　中霧島小学校（1名） 25　三股町立　宮村小学校（1名）

14　都城市立　庄内小学校（1名） 20　都城市立　高崎小学校（2名））

15　都城市立　明和小学校（2名） 21　都城市立　乙房小学校（１名）
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員に達しました。のべ約800名の方が熱心に受講されていました。本講習を通して、本学のPRにもつ
ながったようです。

５　2019年度幼稚園免許状取得特例講座実施報告
子ども教育学科では、2012年8月の認定こども園法の改定を受けて、2016年度から「幼稚園免許状取

得特例講座」を開講している。対象は保育士資格所有者で、幼保連携型認定子ども園の職員である保育
教諭に必要な幼稚園免許と保育士資格の併有を促すことを目的としている。2019年4月から8月の毎週
日曜に、計60コマの授業を開講。受講者各自で必要となる科目を履修し、各科目の履修認定試験を経て、
全員が所定の単位を取得した。

６　中国上海師範大学・上海杉達学院との連携
上海師範大学への交換留学8年目に入る。上海師範大学在籍3年生2名が半年の短期留学をした。また、

本年度も上海杉達学院への交換留学を実施した。人間発達学部の2年生学生3名が2週間の語学研修に
参加した。

教科に関する科目 開講科目名 単位 講義日程 (全て日曜日 )

教職の意義等
・教職の意義及び教員の役割
・教員の職務内容(研修、服務及び

身分保障等を含む)
「教職概論」 2

6月30日、
7月7日、14日、21日、28日
8月4日、18日、25日

教育の基礎理論
教育に関する社会的、制度的又は
経営的事項(※憲法第26条「教育を
受ける権利」を取り扱う)

「教育制度論」 2

教育課程及び
指導法

教育課程の意義及び編成の方法 「幼児教育課程論」 1

4月14日、21日、
5月12日、19日、26日、
6月2日、9日、16日、23日

・保育内容の指導法
・教育の方法及び技術(情報機器及

び教材の活用含む)
「保育内容と方法」 2

生徒指導、教育相
談及び進路指導等 幼児理解の理論及び方法 「幼児理解」 1

期　　　　　　　　間 研　修　場　所 参加人数（名）

２０１２年７月　９日（月）～　８月１７日（金） 上海師範大学対外漢語学院 3

２０１３年７月１３日（土）～　８月２４日（土） 上海師範大学対外漢語学院 3

２０１４年７月１７日（木）～　８月１５日（金） 上海師範大学対外漢語学院 3

２０１５年７月１９日（日）～　８月２１日（金） 上海師範大学対外漢語学院 5

２０１６年７月　２日（土）～　７月２９日（金） 上海師範大学対外漢語学院 4

２０１７年７月　１日（土）～　７月２８日（金） 上海師範大学対外漢語学院 5

２０１８年６月３０日（土）～　７月２７日（金） 上海杉達学院国際教育学院 4

２０１９年９月１６日（月）～　９月３０日（月） 上海杉達学院国際教育学院 3
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Ⅲ　今後の展望及び課題

本学部及び小学校並びに幼稚園が相互の連携協力を深め、お互いの研究や資質向上を目指し、教育現
場と大学がそれぞれの立場や角度から学びあいながら相互の連携の在り方についての研究及び人間の発
達や育ちに関する研究を進めることをねらいとして活動を開始して11年を経過する。
「子どもの学び研究所」の活動は、南九州大学人間発達学部子ども教育学科と地域の保・幼・小の先
生や教育委員会との研究交流において大変重要な機関であり、大学と地域を結ぶ実践研究を推進してい
く上で意義がある。
今後、地方教育委員会、学校並びに幼稚園、地域との連携を図りながら、次期学習指導要領に向けて、

授業力・指導力・教師力をつける教員を育成できる活動を展開したいと考えている。

Ⅳ　研究員名簿及び大学側関係教員名簿

研究員名簿

２００９年度 ２０１０年度
連携学校園名 職名 氏　　名 連携学校園名 職名 氏　　　名

天竜幼稚園 教諭 上原　　睦子 天竜幼稚園 教諭 上原　　睦子
天竜第二幼稚園 教諭 北園　由美子 天竜第二幼稚園 園長 荒武　　公治
天竜第三幼稚園 教諭 川野　あや子 天竜第二幼稚園 教諭 北園　由美子
天竜祝吉幼稚園 教諭 田実　　美幸 天竜第三幼稚園 教諭 川野　あや子
都城市立南小学校 教諭 西村　浩一郎 天竜祝吉幼稚園 教諭 田実　　美幸
都城市立東小学校 教諭 田爪　　隆敏 都城市立南小学校 教諭 鶴山　　匡文
都城市立上長飯小学校 教諭 田中　　美充 都城市立東小学校 教諭 大久保　　修
都城市立祝吉小学校 教諭 甲斐　　千恵 都城市立上長飯小学校 教諭 田中　　美充
三股町立三股小学校 教諭 細山田　和彦 都城市立祝吉小学校 教諭 渡邉　　政彦
三股町立三股西小学校 教諭 二宮　　　聡 三股町立三股小学校 教諭 細山田　和彦

三股町立三股西小学校 教諭 二宮　　　聡

２０１１年度 ２０１２年度
連携学校園名 職名 氏　　名 連携学校園名 職名 氏　　　名

天竜幼稚園 教諭 上原　　睦子 天竜幼稚園 教諭 上原　　睦子
天竜第二幼稚園 園長… 荒武　　公治 天竜第二幼稚園 園長 佐々木　慈舟
天竜第二幼稚園 教諭 北園　由美子 天竜第二幼稚園 教諭 北園　由美子
天竜第三幼稚園 教諭 川野　あや子 天竜第三幼稚園 教諭 川野　あや子
天竜祝吉幼稚園 園長 大坪　　文二 天竜祝吉幼稚園 園長 大坪　　文二
天竜祝吉幼稚園 副園長 佐々木　慈舟 天竜祝吉幼稚園 教諭 田実　　美幸
天竜祝吉幼稚園校 教諭 田実　　美幸 都城市立南小学校 教諭 新島　　浩光
都城市立南小学校 教諭 鶴山　　匡文 都城市立東小学校 教諭 池田　　佳弘
都城市立東小学校 教諭 大久保　　修 都城市立上長飯小学校 教諭 田中　　美充
都城市立上長飯小学校 教諭 田中　　美充 都城市立祝吉小学校 教諭 川㟢　　史郎
都城市立祝吉小学校 教諭 中村　　辰郎 三股町立三股小学校 教諭 土田　　史典
三股町立三股小学校 教諭 細山田　和彦 三股町立三股西小学校 教諭 二宮　　　聡
三股町立三股西小学校 教諭 二宮　　　聡
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２０１３年度 ２０１４年度
連携学校園名 職名 氏　　名 連携学校園名 職名 氏　　　名

天竜幼稚園 教諭 上原　　睦子 天竜幼稚園 教諭 上原　　睦子
天竜第二幼稚園 園長… 佐々木　慈舟 天竜第二幼稚園 園長 佐々木　慈舟
天竜第二幼稚園 教諭 北園　由美子 天竜第二幼稚園 教諭 北園　由美子
天竜第三幼稚園 教諭 山城　　隆子 天竜第三幼稚園 教諭 山城　　隆子
天竜祝吉幼稚園 園長 大坪　　文二 天竜祝吉幼稚園 園長 大坪　　文二
天竜祝吉幼稚園 教諭 田実　　美幸 天竜祝吉幼稚園 教諭 田実　　美幸
都城市立南小学校 教諭 新島　　浩光 都城市立南小学校 教諭 内藤　　博文
都城市立東小学校 教諭 池田　　佳弘 都城市立東小学校 教諭 田中　　美充
都城市立上長飯小学校 教諭 佐藤　須三郎 都城市立上長飯小学校 教諭 佐藤　須三郎
都城市立祝吉小学校 教諭 浅井　　俊博 都城市立祝吉小学校 教諭 大久保　　修
三股町立三股小学校 教諭 土田　　史典 三股町立三股小学校 教諭 溝口　　常彦
三股町立三股西小学校 教諭 鹿嶋　美由紀 三股町立三股西小学校 教諭 大浦　英二郎

２０１５年度 ２０１６年度
連携学校園名 職名 氏　　名 連携学校園名 職名 氏　　　名

天竜幼稚園 教諭 田実　　美幸 天竜幼稚園 園長 佐々木　慈舟
天竜第二幼稚園 園長… 佐々木　慈舟 天竜幼稚園 教諭 田実　　美幸
天竜第二幼稚園 教諭 北園　由美子 天竜第二幼稚園 教諭 北園　由美子
天竜第三幼稚園 教諭 山城　　隆子 天竜第三幼稚園 教諭 山城　　隆子
天竜祝吉幼稚園 園長 上原　　睦子 天竜祝吉幼稚園 園長 上原　　睦子
天竜祝吉幼稚園 教諭 河野　　祐子 天竜祝吉幼稚園 教諭 河野　　祐子
都城市立南小学校 教諭 内藤　　博文 都城市立南小学校 教諭 内藤　　博文
都城市立東小学校 教諭 田中　　美充 都城市立東小学校 教諭 瀬之口　忠二
都城市立上長飯小学校 教諭 佐藤　須三郎 都城市立上長飯小学校 教諭 鹿嶋　　陽一
都城市立祝吉小学校 教諭 大久保　　修 都城市立祝吉小学校 教諭 大久保　　修
三股町立三股小学校 教諭 溝口　　常彦 三股町立三股小学校 教諭 溝口　　常彦
三股町立三股西小学校 教諭 大浦　英二郎 三股町立三股西小学校 教諭 大浦　英二郎

２０１７年度 ２０１８年度
連携学校園名 職名 氏　　名 連携学校園名 職名 氏　　名

天竜幼稚園 教諭 田実　　美幸 天竜幼稚園 教諭 田実…　　美幸

天竜第二幼稚園 園長 佐々木　慈舟 天竜第二幼稚園 園長 佐々木…　慈舟

天竜第二幼稚園 教諭 北園　由美子 天竜第二幼稚園 教諭 北園…　由美子

天竜第三幼稚園 教諭 山城　　隆子 天竜第三幼稚園 教諭 山城　　…隆子

天竜祝吉幼稚園 園長 上原　　睦子 天竜祝吉幼稚園 園長 上原…　　睦子

天竜祝吉幼稚園 教諭 河野　　祐子 天竜祝吉幼稚園 教諭 河野　　…祐子

都城市立南小学校 教諭 内藤　　博文 都城市立南小学校 教諭 内藤　　博文

都城市立東小学校 教諭 津曲　　　健 都城市立東小学校 教諭 佐田　　重真

都城市立上長飯小学校 教諭 鹿嶋　　陽一 都城市立上長飯小学校 教諭 津曲　　　健

都城市立祝吉小学校 教諭 大久保　　修 都城市立祝吉小学校 教諭 大久保　　修

三股町立三股小学校 教諭 溝口　　常彦 三股町立三股小学校 教諭 外山　　　繁

三股町立三股西小学校 教諭 児玉　　裕二 三股町立三股西小学校 教諭 児玉　　裕二
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大学側関係教員名簿

２００９年度 ２０１０年度
大学学部名 職名 氏　　名 大学学部名 職名 氏　　名

南九州大学環境造園学部 教授 長谷川　二郎 南九州大学環境造園学部 教授 長谷川　二郎
南九州大学教養・教職センター 教授 黒木　　哲德 南九州大学人間発達学部 教授 黒木　　哲德
南九州大学教養・教職センター 教授 赤松　　國吉 南九州大学人間発達学部 教授 赤松　　國吉

南九州大学人間発達学部 准教授 宮内　　　孝
南九州大学人間発達学部 助手 趙　　　雪梅

２０１９年度
連携学校園名 職名 氏　　名

天竜幼稚園 教諭 田実　　美幸
天竜第二幼稚園 園長 佐々木　慈舟
天竜第二幼稚園 教諭 北園　由美子
天竜第三幼稚園 教諭 山城　　隆子
天竜祝吉幼稚園 園長 上原　　睦子
天竜祝吉幼稚園 教諭 河野　　祐子
都城市立南小学校 教諭 大久保　　修
都城市立東小学校 教諭 中井上　　健
都城市立上長飯小学校 教諭 津曲　　　健
都城市立祝吉小学校 教諭 奈須　　利博
三股町立三股小学校 教諭 外山　　　繁
三股町立三股西小学校 教諭 黒木　　賢一

２０１１年度 ２０１２年度
大学学部名 職名 氏　　名 大学学部名 職名 氏　　名

南九州大学環境造園学部 教授 長谷川　二郎 南九州大学教養・教職センター 教授 長谷川　二郎
南九州大学人間発達学部… 教授 黒木　　哲德 南九州大学人間発達学部… 教授 黒木　　哲德
南九州大学人間発達学部… 教授 赤松　　國吉 南九州大学人間発達学部… 教授 赤松　　國吉
南九州大学人間発達学部 准教授 宮内　　　孝 南九州大学人間発達学部 准教授 宮内　　　孝
南九州大学人間発達学部… 准教授 春日　　由美 南九州大学人間発達学部 准教授 春日　　由美
南九州大学人間発達学部… 講師 大㟢　　裕子 南九州大学人間発達学部… 講師 大㟢　　裕子
南九州大学人間発達学部 助手 趙　　　雪梅 南九州大学人間発達学部… 助手 趙　　　雪梅

２０１３年度 ２０１４年度
大学学部名 職名 氏　　名 大学学部名 職名 氏　　名

南九州大学教養・教職センター 教授 長谷川　二郎 南九州大学教養・教職センター 教授 長谷川　二郎
南九州大学人間発達学部… 教授 黒木　　哲德 南九州大学人間発達学部… 教授 内田　　芳夫
南九州大学人間発達学部… 教授 赤松　　國吉 南九州大学人間発達学部… 教授 赤松　　國吉
南九州大学人間発達学部 教授 宮内　　　孝 南九州大学人間発達学部 教授 米良　　栄州
南九州大学人間発達学部… 准教授 春日　　由美 南九州大学人間発達学部 教授 宮内　　　孝
南九州大学人間発達学部… 講師 大㟢　　裕子 南九州大学人間発達学部… 准教授 春日　　由美
南九州大学人間発達学部 講師 趙　　　雪梅 南九州大学人間発達学部… 講師 趙　　　雪梅

趙・藤本・宮内・五十嵐：南九州大学人間発達学部子ども教育学科子どもの学び研究所の取り組み概要
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２０１７年度 ２０１８年度
大学学部名 職名 氏　　名 大学学部名 職名 氏　　名

南九州大学健康栄養学部 教授 寺原　　典彦 南九州大学健康栄養学部… 教授 寺原　　典彦
南九州大学人間発達学部… 教授 澁澤　　　透 南九州大学人間発達学部… 教授 澁澤　　　透
南九州大学人間発達学部… 教授 宮内　　　孝 南九州大学人間発達学部… 教授 宮内　　　孝
南九州大学人間発達学部 准教授 早川　　純子 南九州大学人間発達学部 教授 財部　　盛久
南九州大学人間発達学部 准教授 山田　　裕司 南九州大学人間発達学部 准教授 趙　　　雪梅
南九州大学人間発達学部 准教授 趙　　　雪梅 南九州大学人間発達学部 講師 藤本　　朋美
南九州大学人間発達学部 講師 藤本　　朋美

２０１９年度
大学学部名 職名 氏　　名

南九州大学健康栄養学部… 教授 寺原　　典彦
南九州大学人間発達学部… 教授 澁澤　　　透
南九州大学人間発達学部… 教授 宮内　　　孝
南九州大学人間発達学部 准教授 趙　　　雪梅
南九州大学人間発達学部 准教授 五十嵐　　亮
南九州大学人間発達学部 講師 藤本　　朋美

２０１５年度 ２０１６年度
大学学部名 職名 氏　　名 大学学部名 職名 氏　　名

南九州大学健康栄養学部 教授 寺原　　典彦 南九州大学健康栄養学部 教授 寺原　　典彦
南九州大学人間発達学部… 教授 澁澤　　　透 南九州大学人間発達学部… 教授 澁澤　　　透
南九州大学人間発達学部… 教授 米良　　栄州 南九州大学人間発達学部… 教授 宮内　　　孝
南九州大学人間発達学部 教授 宮内　　　孝 南九州大学人間発達学部 准教授 春日　　由美
南九州大学人間発達学部… 准教授 早川　　純子 南九州大学人間発達学部 准教授 早川　　純子
南九州大学人間発達学部… 講師 趙　　　雪梅 南九州大学人間発達学部… 准教授 山田　　裕司
南九州大学人間発達学部 講師 酒井　喜八郎 南九州大学人間発達学部… 講師 趙　　　雪梅

南九州大学人間発達学部 講師 酒井　喜八郎


