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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、平成29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。

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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宮　内　　　孝
早　川　純　子
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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平成21年度、子どもの学び研究室として先行

開設し、人間発達学部子ども教育学科が開設された平成22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9年目となる活動について経過をまとめる。

平成29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30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27日 火 第2回研究員会議　第３学年学生とのグループ別対談

…7月25日 火 第3回研究員会議　教員採用試験の模擬授業への指導（連携の具体的な進め方について）

10月31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

…11月28日 火 第5回研究員会議　第２学年学生とのグループ別対談（連携の具体的な進め方について）

12月12日 火 第6回研究員会議　連携研究「幼小連携における数学的活動の在り方」

　1月30日 火 第7回研究員会議　第１学年学生とのグループ別対談

…2月27日 火 第8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、平成22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。
平成22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、平成23年度は連携活動を拡大し平成24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（3名） 5　第一幼稚園（2名） …9　天竜祝吉幼稚園（3名）

2　一万城幼稚園（3名） 6　都城聖ドミニコ学園幼稚園（2名） 10　にし幼稚園（2名）

3　さくら幼稚園（3名） 7　天竜幼稚園（3名） 11　ふたば幼稚園（2名）

4　清涼幼稚園（2名） 8　天竜第三幼稚園（2名） 12　みまた幼稚園（2名）

1　都城市立　南小学校（5名） 4　都城市立　祝吉小学校（5名） 7　都城市立　川東小学校（5名）

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

3　都城市立　上長飯小学校（5名） 6　都城市立　大王小学校（5名） 9　三股町立　三股西小学校（5名）

1　にし幼稚園（2名） …8　…第一幼稚園（3名） 15　ししのこ幼稚園（2名）

2　ふたば幼稚園（2名） …9　…みまた幼稚園（3名） 16　一万城幼稚園（3名）

3　清涼幼稚園（2名） 10　ひろせ幼稚園（1名） 17　天竜第二幼稚園（2名）

4　さくら幼稚園（2名） 11　大淀幼稚園（2名） 18　天竜第三幼稚園（2名）

5　津ヶ丘幼稚園（2名） 12　宮崎カトリック幼稚園（2名） 19　都城聖ドミニコ学園幼稚園（3名）

6　天竜幼稚園（3名） 13　南宮崎カトリック幼稚園（1名） 20　野の花幼稚園（1名）

7　天竜祝吉幼稚園（3名） 14　アソカ幼稚園（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
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小学校教育実習校　一覧

…1　都城市立　明道小学校（2名） 11　都城市立　川東小学校（2名） 21　都城市立　高崎小学校（3名）

…2　都城市立　南小学校（2名） 12　都城市立　今町小学校（2名） 22　三股町立　三股小学校（2名）

…3　都城市立　大王小学校（3名） 13　都城市立　志和池小学校（1名） 23　三股町立　三股西小学校（3名）

…4　都城市立　東小学校（2名） 14　都城市立　庄内小学校（1名） 24　三股町立　勝岡小学校（2名）

…5　都城市立　上長飯小学校（3名） 15　都城市立　乙房小学校（1名） 25　三股町立　梶山小学校（1名）

…6　都城市立　五十市小学校（3名） 16　都城市立　梅北小学校（2名） 26　三股町立　宮村小学校（1名）

…7　都城市立　西小学校（3名） 17　都城市立　山之口小学校（2名） 27　曽於市立　財部小学校（2名）

…8　都城市立　沖水小学校（3名） 18　都城市立　富吉小学校（1名） 28　曽於市立　末吉小学校（1名）

…9　都城市立　祝吉小学校（3名） 19　都城市立　高城小学校（2名）

10　都城市立　安久小学校（2名） 20　都城市立　中霧島小学校（1名）

２　主催事業　チャレンジ算数教室の実施
（1）はじめに

チャレンジ算数教室は、算数的活動を通して子どもたちに、算数の面白さや楽しさを感じてもらう教
室である。今年度は、４日間、南九州大学でチャレンジ算数教室を実施した。主な活動についてまとめる。

（2）活動の具体
①　活動の日時・参加者
　　〇…日　時　6月上旬～ 6月下旬、毎週土曜日の13：20 ～ 15：00までの計4回
　　〇…参加者　小学2年生～小学6年生児童とその保護者、約330名

②　活動の目的
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や関心を高めることを目的とする。
自分が知らないことに対して、自ら挑戦したり、新しい角度から見る発見を体験したりすることも

目的とする。また、保護者が園児・児童と共に考える交流の場になることも含める。今回は人数が多
かったため低学年、高学年の2グループに分けて活動を行った。
支援者として加わる学生にとっても、計4回の準備・活動を通して、教材研究を深めたり子どもや

保護者と交流したりすることで、指導法の工夫に努めるなどといった目的もある。

③　活動内容
　第1回　目指せカードマスター！　　　　　　　　　第3回　大きなお家を作ろう♪
　第2回　おもさのヒ・ミ・ツ　　　　　　　　　　　第4回　手作りボウリング！！

以上の題目で活動を進めた。内容としては低学年では計算、重さ、図形についてゲームを通し、各
学年の学習内容に合わせて活動を行った。また、子どもたちが苦手意識を持たずに取り組めるように、
ICT機器を用いたり、児童の興味を引くようなクイズ形式の問題を準備したりするなど、教材の開発・
工夫に努めた。
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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「産学官連携バックアップセミナー」を下記の内容で実施した。

（1）日　時　平成29年2月18日（土）　9時30分…～…12時00分
（2）場　所　南九州大学都城キャンパス　体育館・2102教室
（3）対　象　5・ 6歳児、小学校1、2、3年生児童とその保護者　40組
（4）ワークショップ内容

①　講座1：親子で楽しむ「運動遊び」
　　　　　　　　　　　　　　　　講師：宮…内……孝（南九州大学人間発達学部　体育科教育学）

子どもの心身の発達に欠かせない運動遊びが、近年の社会変化に伴って減少傾向にあります。その
ため、子どもの体力低下や社会性の未発達などの課題が生じています。本講座では、親子で運動遊び
を楽しみながら、運動遊びの意義や重要性を考えましょう。

②　講座2：親子で楽しむ「毛糸のこけ玉を用いた吊るし雛づくり」
　　　　　　　　　　　　　　　　講師：牧田　直子（南九州大学環境園芸学部　庭園デザイン学）

創作は子どもの感性を磨きます。また、植物と触れ合うことも環境教育として大切なことです。本
講座では、日本の文化である雛祭をテーマに、植物をつかったモダンな毛糸玉とひな人形をコラボさ
せた装飾品（吊るし雛）をつくりながら、子どもの感性や環境教育について考えます。

４　平成29年度教員免許状更新講習実施報告

本学科の免許状更新講習は、受講者同士が「じっくり語り合い・聴き合う」ことを通して、各先生方
の今までの実践を振り返り、今後も先生としての自信と誇りをもって教壇に立ってもらいたいという願
いで開講しています。
本年度は、都城キャンパスで10講座（必修領域1，選択必修2、選択7）、宮崎キャンパスで3講座（選

択必修1，選択2）、延岡市社会教育センターで5講座（必修領域１，選択必修1、選択3）の合計18講座
を開講しました。いずれの講座も、定員を超える申し込みがあり、合計809名の先生方が受講されました。

５　平成29年度幼稚園免許状取得特例講座実施報告

平成29年4月から9月にかけて、保育士資格所有者を対象とした幼稚園教諭免許状取得のための特例
科目を開講した。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
有を促す特例制度を受けて開催したものだ。平成29年度の参加者は17名で、毎週日曜の休日を使って
最大で約60コマの授業に取り組んだ。各自で必要となる科目を履修し、履修認定試験を経て、全員が
所定の単位を取得した。
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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

7月2日、9日、16日、23日、30日、
8月20日、27日、
9月10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16日、23日、
5月14日、21日、28日、
6月4日、11日、18日、25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

６　中国上海師範大学との連携

上海師範大学への交換留学も6年目に入る。本年度も人間発達学部の2年生学生5名が４週間の語学
研修に参加し、上海師範大学在籍3年生2名が半年の短期留学をした。具体的には次の通りである。

期　　　　　　　　間 研　修　場　所 学年 参加学生氏名

平成24年7月9日（月）～ 8月17日（金） 上海師範大学対外漢語学院
2
2
2

福岡　　栞
山元　華絵
早田　彩夏

平成25年7月13日（土）～ 8月24日（土） 上海師範大学対外漢語学院
2
2
2

東　　貴秋
温水　礼子
黒木　静香

平成26年7月17日（木）～ 8月15日（金） 上海師範大学対外漢語学院
4
2
2

山元　華絵
尾前佳奈江
重永真奈美

平成27年7月19日（日）～ 8月21日（金） 上海師範大学対外漢語学院

2
2
2
2
2

岩崎　　愛
有村　夏海
斉藤　　萌
中山　叶子
宮島　　淳

平成28年7月2日（土）～ 7月29日（金） 上海師範大学対外漢語学院

2
2
2
2

新村　文累
多良　育子
開田　健太
丸山　優花

平成29年7月1日（土）～ 7月28日（金） 上海師範大学対外漢語学院

2
2
2
2
2

江川　千晴
下山　由佳
高橋京之介
與那覇真凜
脇田ココロ

趙・藤本・宮内・早川・山田：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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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9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、節目となる10年目に向けて、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

平成 21 年度 平成 22 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

平成 23 年度 平成 24 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 川﨑　　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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平成 25 年度 平成 26 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

平成 27 年度 平成 28 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

平成 29 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 内藤　　博文
都城市立東小学校 教諭 津曲　　　健
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
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 児玉　　裕二

趙・藤本・宮内・早川・山田：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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大学側関係教員名簿

平成 21 年度 平成 22 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

平成 23 年度 平成 24 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 大﨑　　裕子 南九州大学人間発達学部… 講師 大﨑　　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

平成 25 年度 平成 26 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　　孝夫
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 大﨑　　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

平成 27 年度 平成 28 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

平成 29 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 南九州大学人間発達学部… 准教授 山田　　裕司
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… 准教授 趙　　　雪梅
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 藤本　　朋美
南九州大学人間発達学部 准教授 早川　　純子


