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平成20年度ＪＳＴ理数系教員指導力向上研修事業(希望型) 

｢工業系専門教科を通して 

物理系指導力の向上を目指す教員研修｣の 

実施報告書 
                             

 

１．本事業の位置づけ 

「理数系教員指導力向上研修事業(希望型)」は，科学技術振興機構(ＪＳＴ)が支援している

研修であり，中学校と高等学校の教員を対象として，観察・実験・演習等の体験的・問題解決

的な活動にかかわる理数系教員の実践的指導力の育成・向上を図ることを目的としている．  

【詳細は，ＪＳＴのページ参照．  ⇒ http://spp.jst.go.jp/index.html 】 

 今回の研修は，｢工業系専門教科を通して物理系指導力の向上を目指す教員研修｣として採択

されたものであり，宮崎大学工学部を実施機関とし，連携機関である宮崎県教育委員会の支援

のもとで，宮崎県内７工業高校で構成される宮崎県高等学校教育研究会工業部会と連携して実

施される． 

 このような研修は，平成20年度では全国で202件採択されているが，本研修は宮崎県では唯一

の研修となっている．また，工業高校の機械系および電気系の専門教科の教員を対象とした研

修は，全国202件の中でもほとんど事例がなく，きわめて特色ある研修となっている． 

 

２．研修全体のねらい 

 機械/生産系および電気/情報系の工業高校専門教科の教育指導にあたって，特に物理学の基

礎基本を踏まえた教授方法の工夫や生徒の理解を促進できる教材開発等は，特に重要である．

このため，宮崎県工業部会と宮崎大学工学部機械システム工学科および電気電子工学科の教員

との連携により，宮崎大学の施設設備や教育環境を大いに活用して，実験や演習等を中心とし

た体験的な研修を実施する．即ち，物理学や数学のいわゆる"理数系"教科ではなく，工業系の

専門教科を通して高校生が物理学や数学の基礎学力を強化するために，教員の指導力向上を目

指すことが本研修の特長である．少人数の研修を通して，その成果を学校現場での教育実践に

反映させることが，期待される． 

 

３．実施体制（敬称略） 

(1) 実施機関 

  宮崎大学工学部 実施責任者  中澤 隆雄（教授，工学部長） 

          実施主担当者 平野 公孝（教授，機械システム工学科） 

実施副担当者 大坪 昌久（教授，電気電子工学科）   

(2) 連携機関 

宮崎県教育委員会 連絡担当者 長友 健祐（学校政策課指導主事） 

  宮崎県高等学校教育研究会工業部会 連絡担当者 奥野 顕治（工業部会理事） 
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４．研修の日程 

実施日 
実施

事項

講師 テーマ 
参加

者数

氏名 所属学科   

7月03日(水) 

15:00～16:30 
事前打ち合わせ 

 
11名

8月06日(水) 

13:00～16:00 
研修 迫田達也 電気電子工学科 

電圧・電流ベクトルの概念習

得のための教材開発 
6名

8月08日(金) 

10:00～16:00 
研修 鄧 鋼 機械システム工学科 

有限要素法解析による応力集

中現象の可視化 
6名

8月20日(水) 

10:00～16:00 
研修

長瀬慶紀 機械システム工学科 

ガソリンエンジンシリンダ内の

計測（可視化による流速計測

と圧力計測） 

9名

淡野公一 電気電子工学科 

回路シミュレータSPICEを用い

た電子回路(増幅回路)の教育

支援教材の開発 

7名

8月22日(金) 

10:00～16:00 
研修

平野公孝 機械システム工学科 
流れの可視化と物体周りの渦

構造の理解 
6名

穂高一条 電気電子工学科 
回路シミュレータを使った制御

工学入門 
5名

9月04日(水) 

15:00～17:00 
事後打ち合わせ 

 
11名
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５．研修の内容 

５.１ 機械系プログラム 
 

(1)テーマ1：有限要素法解析による応力集中現象の可視化 

①講師：鄧 鋼（機械システム工学科・准教授） 

②日時：8月08日(金) 10:00～16:00 

③場所：工学部セミナー室Ⅰ（B-110） 

④ＴＡ：2名 

⑤内容 

 機械部品の破損の大半は疲労損傷である．その中で80～90%は応力集中による疲労き裂の

発生と進展によるものであると言われている．本研修は応力集中の原因を説明し，有限要

素法解析ソフトウェア（MSC.Marc&Mentat)を利用して，応力集中の現象とその特徴を確認

し，応力集中を緩和させる方法とその効果を評価する．得られた解析の結果を活用して，

応力集中についての説明用テキストを作成した． 

 更に，有限要素法解析ソフトウェアを利用した複雑形状の機械部品の最大応力や変位な

どを正確に求める手法を体験して，強度設計技術は従来の材料力学を基本とする強度概算

から高度な数値解析方法を利用した精密な強度計算へと変化していることとの認識が得ら

れた． 

⑥配布資料 

 ・資料1-1：有限要素法基礎資料 

 ・資料1-2：応力集中とその緩和手法 

 ・資料1-3：教員研修用解析モデルと結果（応力集中とその緩和） 
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(2)テーマ2：ガソリンエンジンシリンダ内の計測 

①講師：長瀬 慶紀（機械システム工学科・准教授） 

②日時：8月20日(水) 10:00～16:00 

③場所：工学部 院生学生研究室(C-415)，熱機関実験室(A1-1) 

④ＴＡ：2名 

⑤内容 

 午前は，院生学生研究室にて，エンジンに使用する圧力計および放電法を利用した流速

計測について，原理の説明および実験を行った．実験では，9名の受講生を2班に分けて，

圧力計および放電法による流速計の検定を交互に45分程度ずつ計90分行い，パソコンを用

いて各自データ整理を行った．  

 午後の実験は，熱機関実験室にて，既設のエンジンを使用して圧力計測および流速計測

を行った．圧力計測については，午前と同様，2班に分かれて実験条件を変えて交互に実験

を行った．流速計測については，操作に熟練を要するためTAが実施し，それを見学した．

実験終了後，院生学生研究室にて，取得したデータをUSBメモリーに入れて全員に配布し，

データ整理を行った． 

 受講者全員が実験機器に触れ，エンジンでの実験を体験してもらうことができた． 

⑥配布資料 

 ・資料2-1：ガソリンエンジンシリンダ内の計測（可視化による流速計測と圧力計測） 

⑦研修状況 
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(3)テーマ3：流れの可視化と物体周りの渦構造の理解 

①講師：平野 公孝（機械システム工学科・教授） 

②日時：8月22日(金) 10:00～16:00 

③場所：工学部 講義室(B-1-9)，水力機械実験室（A1-6），乱流風洞(A101) 

④ＴＡ：2名 

⑤内容 

 研修目的は，流れの可視化手法を用いて，物体まわりの流れの渦構造を理解することで

ある．このため，午前中の研修では，模型実験の際に考慮すべき相似則の基本的考え方，

可視化手法の特徴とその画像が表現する内容について説明があった．また，工学部の開講

科目｢機械工学概論｣で使用されている非常に多くの流れの可視化画像等が，午後に予定さ

れた実験との関係も含めて紹介された．これらの画像は，後日，受講生に配布された． 

 午後には，6名の受講生を2班に分け，簡単な風洞実験と回流水槽実験に取り組み，途中

で交代した．風洞実験では，円柱後流の渦構造を，タフト法と煙注入法による可視化を行

った．また，回流水槽では，色素注入法による可視化手法により，ボックスタイプとスポ

ーツカータイプの車の後流の流れの相違，また，実物の卓球の玉とゴルフボールの表面に

形成される境界層のはく離状況の違い等を実験した．更に，牛乳パックのごく小さな水槽

内の水面に，墨汁を付けた割箸を移動させることにより，カルマンの渦列の形成を確認し

た．これらの画像を撮影することにより，教材開発を行った． 

⑥配布資料 

 ・資料3-1：流れの可視化と物体周りの渦構造の理解 

 ・資料3-2：機械工学概論「翼・翼型の揚力発生のメカニズム」 

 ・資料3-3：機械工学概論「自然環境中の渦運動による流れ」 

 ・資料3-4：機械工学概論「球・円柱周りの流れと渦」 

 ・資料3-5：マルチファン型風洞を活用した流体工学の研究 

⑦研修状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５.２ 電気系プログラム 
 

(1)テーマ4：電圧・電流ベクトルの概念習得のための教材開発 

①講師：迫田 達也（電気電子工学科・准教授） 

②日時：8月06日(水) 13:00～16:00 

③場所：工学部 電電実験室２(A-308)，共通セミナー室Ⅱ(A-301) 

④ＴＡ：1名 

⑤内容 

 交流理論の特徴は、正弦関数を複素数で代表させることであり、電圧、電流、インピー

ダンスや電力などはベクトルで表わされる。ベクトル量の中に含まれているパラメータの

１つを変化させたときに、そのベクトルの先端が複素平面上に描く軌跡がベクトル軌跡で

ある。ベクトル軌跡は回路解析の解析法として有用であるが、ベクトルが理解できていな

いためにベクトル軌跡をイメージできない学生は多い。 

 そこで、大学の電磁気及び電気回路の講義において必須の教養で重要なベクトルとその

演算についての教授方法を検討した。さらに、実験を行い、抵抗、インダクタンス及びキ

ャパシタンスの回路素子からなる交流回路における電圧・電流のベクトル図の概念を実験

学習（抵抗、インダクタンスおよびキャパシタンスの回路素子からなる交流回路における

電圧・電流のベクトル図の概念を把握し共振現象を理解するもの。）させる効果的な手法

を開発した 

⑥配布資料 

 ・資料4-1：電圧・電流ベクトルの概念習得のための教材開発 

 ・資料4-2：電気電子工学実験Ⅰ 交流回路のベクトル図  

⑦研修状況 
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(2)テーマ5：回路シミュレータSPICEを用いた電子回路(増幅回路)の教育支援教材の開 

・准教授） 

路の講義における学生の理解を助ける効果的な教材開発

の使用方法の説明，並びに，実際の演習に取り組ん

いて説明し，その使用方法を，スライドやアニメーシ

ョンを用いて詳細に説明した。その後，受動回路の直流解析，交流解析，過渡解析の方法

について説明し，実際の演習を通して，期待した通りの特性や波形が得られるかを確認し

た。次に，能動素子回路のSPICEシミュレーションの方法について説明し，例題としてエミ

ッタ接地増幅回路を取り上げ，目標仕様を満足するように設計する方法について説明した。

その後，SPICEを用いた回路設計の演習に取り組んだ。最後に，本研修の総括として，SPICE

を用いた教材開発について全員で議論した。 

⑥配布資料 

 ・資料5-1：回路シミュレータSPICEを用いた電子回路(増幅回路)の教育支援教材の開発 

 ・資料5-2：演習用資料（宮崎大学工学部電気電子工学科で行っている実験書の一部） 

⑦研修状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      発 

①講師：淡野 公一（電気電子工学科

②日時：8月20日(水) 13:00～16:00 

③場所：工学部 LSI設計室(E-808) 

④ＴＡ：3名 

⑤内容 

本研修では，電気回路や電子回

を目的に，回路シミュレータ（SPICE）

だ。まず，フリーウェアのSPICEにつ
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(3)テーマ6：回路シミュレータを使った制御工学入門 

①講師：穂高 一条（電気電子工学科・准教授） 

②日時：8月22日(金) 13:00～16:00 

③場所：工学部 院生学生研究室(E-209) 

④ＴＡ：3名 

⑤内容 

 工業高校および大学における『制御工学』の継続的な教授法を模索し，その教材を開発

した．たとえばいくつかの工業高校では電気主任技術者の資格に対応しているが，その試

験には制御工学が含まれている．あるいはロボコンなどに参加し，勝ち抜くには制御工学

の考え方が必ず役立つはずである．しかし，制御工学の標準的教科書では多くの数学的知

識や数式の扱い方に習熟することを要求しており，高校生が学ぶにはハードルが高いのは

当然のこと，大学生にとっても大きな壁になっている．そこで制御工学，とくにフィード

バック制御の考え方やその効果を，回路シミュレータを用いることによって直感的に理解

する方法を模索した．そのための題材を用意し，回路シミュレータ上でフィードバック制

御の効果を体験する実習を行った．そしてそれを工業高校における教育に反映させること

ができるかディスカッションを行った． 

⑥配布資料 

 ・資料6-1：制御工学入門 

⑦研修状況 
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６．事前打ち合わせ事項 
(1)日時：H20年07月03日(木) 15:00～16:30 

(2)場所：宮崎大学工学部 中会議室 

(3)出席者：工学部 7名，工業部会 4名 

(4)打ち合わせ事項 

 ①簡単な自己紹介 

 ②経過報告 

 ③事務的な手続き 

  ・講師に関する事項 

   a)謝金請求書等について 

   b)研修資料の作成について：印刷，製本， 

    提出期限等 

     ⇒ 工学部教育支援室に依頼 

   c)ＴＡの準備 

  ・研修参加者の交通費に関する事項 

 ④打合せ事項：機械系と電気系に分かれて実施！ 

  ・日程の調整または確認 

  ・研修内容の検討と参加者数設定の確認 

 ⑤研修参加者の募集方法 

 ⑥その他：次回の高大連携協議題の内容等 

 

 

７．事後打ち合わせ 
(1)日時：H20年09月04日(木) 15:00～17:00 

(2)場所：宮崎大学工学部 大会議室 

(3)出席者：工学部 7名，工業部会 4名 

(4)打ち合わせ事項 

①研修実施に関わる報告 

  ・開講の案内：研修の位置づけ，研修のねら 

   い，研修の内容 

  ・参加者一覧表 

②アンケート結果(受講生，講師，ＴＡ)の紹介 

③ＪＳＴへの報告書の検討 

 ・研修の企画立案に関する項目 

  Ａ：連携先との連携・協力体制についての 

    留意点・工夫点 

  Ｂ：研修のねらいを達成するための留意点・工夫点 

  Ｃ：受講者が研修成果を学校の教育活動に還元できるようにするための留意点・工夫点 

 ・研修の評価方法 

 ・研修の評価結果 

 ・今後の発展性・課題等 

  Ａ：連携のあり方について 

  Ｂ：研修内容、参加教員や学校現場への影響・効果について 



８．理数系教員研修の新聞報道 
 
   宮崎日日新聞 2008年08月21日 
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９．アンケート結果(受講生，講師，ＴＡ) 
 

９.１ 受講生アンケートのまとめ 
 以下のグラフの縦軸はすべて"人"であり， 

 横軸は回答選択肢番号である． 

 

Ｑ１ 今回のような大学・研究機関等の研究

者による研修の受講は、直近３年間で

今回は何回目ですか？  

①１回目→37名， ②２回目→2名 

 

 

Ｑ２：今回の研修参加の目的は何ですか？

（複数回答可） 
 ①研修内容を授業に生かすこと→26 
 ②自己研鑽→26 
 ③その他→0 
 

 
Ｑ３ 当初の研修参加の目的を達成するこ

とができましたか？ 
①達成できた→10 
②どちらかといえば達成できた→26 
③どちらともいえない→3 
④どちらかといえば達成できなかった→0 
⑤達成できなかった→0 

 

 

Ｑ４ 今回の研修は、あなたが授業の中で

生かすことができる内容でしたか？ 

 ①はい→29 
 ②いいえ→2 
 ③わからない→8 
 
 

Ｑ５－１ Ｑ４で「① はい」と回答した方

にお聞きします。具体的にどのような面

で、授業に活かすことができるとお考え

ですか？ 

 （複数回答可） 

①児童生徒の興味・関心を喚起する話題や方

法論等の工夫を習得することができた→15 
②児童生徒の学習意欲や自主的探究心を喚起
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する話題や方法論等の工夫を習得することができた→9 
③児童生徒が実験・観察等の体験活動を行うことの重要性や効果を認識することができた→

11 
④実験・観察等の実施方法、あるいは実験器具等の利用方法を習得することができた→7 
⑤児童生徒へ提示する教材を、学校へ持ち帰ることができた→6 
⑥児童生徒へ提示する教材の作成方法を習得することができた→3 
⑦児童生徒へ効果的に教材を提示する方法を習得することができた→6 
⑧その他→0 

 

Ｑ５－２ Ｑ４で「② いいえ」、「③わか

らない」と回答した方にお聞きします。 

  その理由はなぜですか？（複数回答可） 

①今回の研修内容をまだ自分なりに咀嚼でき

ておらず、授業での活用方法を今後検討す

る必要があるから→7 
②実験・観察等に必要となる器具や設備等が、

学校には整備されていないから→6 
③実験消耗品等に要する費用を負担すること

が難しいから→0 
④授業時数の関係上、実験・観察等に要する時間を割くことが難しいから→1 
⑤少人数の児童生徒を対象とすることは可能だが、クラス全員を対象にすることは難しいか

ら→1 
⑥研修内容が高度であり、児童生徒にとっては難しい内容であるから→8 
⑦自分が授業を担当する教科では取り扱わない内容であるから→3 
⑧自分が授業を担当する学年では取り扱わない内容であるから→0 
⑨その他→0 

 

Ｑ６ 今回の研修はあなたの能力あるいは知識

を向上させる内容であったと思いますか？ 

①思う→18 
②どちらかといえば思う→20 
③どちらともいえない→1 
④どちらかといえば思わない→0 
⑤思わない→0 

 

Ｑ７ Ｑ６で「① 思う」、「② どちらかといえば

思う」と回答した方にお聞きします。 

今回の研修はあなたにとって、以下のいずれの

能力や知識を向上させる内容でしたか？ 
該当する選択肢を選び○で囲んでください（複

数回答可）。 
①授業における実践的な指導に関する能力や知

識→23 
②授業では直接活用できないが、先端科学技術

に関する自己研鑽的な能力や知識→15 
③学校長や他の教員等（児童生徒を除く）に対

するプレゼンテーションのための能力や知識
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→4 
④学校長や他の教員等（児童生徒を除く）とコミュニケーションをとるための能力や知識→2 
⑤他の教員や保護者等（児童生徒を除く）に対して相談にのったり援助したりするための能

力や知識→1 
⑥学校内外の活動を目的に沿って効果的に働くよう調整するためのコーディネーション能力

や知識→1 
⑦その他→1 

 

Ｑ８ Ｑ

具体的にどのような場面で、実践的な指導力

を発揮することができると思いますか？ 
該当する選択肢を選び○で囲んでください

（複数回答可）。 
①授業での教科指導に用いる教材の収集・選

択・分析→9 
②学習目標にむけた教材化の工夫や教材の組

み立て方→10 
③学習指導案の作成→0 
④教育カリキュラムや学習目標に合わせた授

業設計→1 
⑤児童生徒の理解度や生活経験に合わせた授

業設計→6 
⑥児童生徒の学習意欲を高める課題設定や発問

⑦資料や教材等の効果的な提示方法→5 
⑧その他→0 

 

Ｑ９ 今回の研修では、授業における活用方

法についての講義や実習等が設定され

ていましたか？ 

①十分に設定されていた→9 
②ある程度は設定されていた→25 
③設定されていなかった→4 

 

 

 

Ｑ１０ 今回の研修において、講義や実習等を担当してくださった講師は、以下のうちどのよう

な方でしたか？ 

①理系の大学・大学院の教員（退官・退職者を含む）→担当講師全員①に該当 
 
Ｑ１１ 今後も機会があれば、今回の「理数系教員指導力向上研修」のような研究者が講師役

となる研修を、受講したいですか？ 
①受講したい→25 
②どちらかといえば受講したい→12 
③どちらともいえない→2 

７で「①授業における実践的な指導に関する能力や知識」と回答した方にお聞きします。 

→4 
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④どちらかといえば受講したくない→0 
⑤受講したくない→0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｑ１２ 今回の「理数系教員指

ご回答ください。 
 Ｑ１２－１ 実施日数・時間数： 

  ①長すぎる→1 ⇒望ましい日数・時間数は（4時間） 

  ②ちょうど良い→35 

  ③短すぎる→2 ⇒望ましい日数・時間数は（5 日間・40 時間，2～3 日） 
 

 Ｑ１２－２ 実施時期： 

  ①ちょうど良い→37 
  ②別の時期が良い→1 ⇒望ましい時期は（夏季は結構忙しく，研修会等も多い． 

              2 学期中旬等．） 
 
 Ｑ１２－３ 参加者人数： 

  ①多すぎる→0  
  ②ちょうど良い→37 
  ③少なすぎる→1 ⇒望ましい人数は（10～12 名） 
 
 Ｑ１２－４ 開催周知方法： 

  ①今のままで良い→35 
  ②別の周知方法が望ましい→3 
   ⇒望ましい周知方法は（・6 月下旬に案内して欲しい． 

              ・もう少し早目に紹介が欲しい． 

              ・できれば年度初めに案内   ） 
 

導力向上研修」の実施方法・手順について、あてはまるものを
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Ｑ１３ 今回参加した「理数系教員指導力向上研修」の感想や今後この研修の充実を図

るために必要なことなどについて、ご意見等を自由に記入してください。 

 

機械系 8/08 

01：今回の研修内容は興味関心のあった内容だったので，ためになった． 

しかし，ソフトウエアを使った研修なので，学校に導入されてなければ今後さらに研修を

深めることができない． 

 

02：資料の準備が良かった．持ち帰り，自分の資料・教材として活用できるので，役に立った． 

 

03：大変お世話になりました．ありがとうございました． 

  高大連携により今回の研修ができたということで，参加して良かったです． 

 

04：研修内容のすり合わせ及びそのための時間の確保 

 

05：開催して欲しい研修をアンケート等で募集し，開催して欲しい． 

  実習等ですぐにでも使えるような内容のものを開催して欲しい． 

 

06：今回の方法で十分である． 

 

機械系 8/20 

07：研究の現場を理解することができて良かった． 

 

08：学校に通知があった際に，３つの講座にほぼ必ず誰かが出席するようにということで案内

があり，人員の選出に困った部分もあった．任意でも良いと思われます． 

 

10：高校では実験装置の老朽化やカリキュラムの関係でじっくり実験を行い，経験による知識

の習得をする機会が減っているが，このような研修を通して，工夫して実験をすることを

考えていきたい． 

 

11：研修準備段階で，打ち合わせ以前の意見交換の必要性があると思われます． 

 

12：学生の指導，研究等で大変忙しい中にあって，今回の研修のためにいろいろと準備しても

らったことに，まずはお礼を申し上げます．私自身，学校の授業の中で自動車工学や原動

機の教科を担当していたときに，内燃機関の作動原理を教えていましたが，今回この研修

を受けて浅い知識しかないことを実感しました． 

  今後もこのような機会を増やしてもらえれば，ありがたいと思います．工業高校の授業内

容等について調査していただければ，内容が充実すると思います． 

 

13：少しは，ためになりました． 

  より実習(工業系の高校)等で指導として活かせるような内容を希望したい． 

 

14：講義のみならず，実験や作業で得られるものが多かった． 

 

15：暑い中，院生にもお手伝いいただき，ありがとうございました． 

  中身については，十分過ぎるくらいすばらしいものでした．２日間あると，受ける側は腰

15 
 



を据えてできたと思います．ありがとうございました． 

 

機械系 8/22 

16：できれば授業で使用できるのではないかと思いましたが，レベルが高かったように思いま

した．しかし，自分の勉強にはなったと思います．学生時代に学んだことが今回の研修で

学んだことで説明が変わっていたことなどもあり，科学技術の変化を認めざるを得なく，

その面で私自身の勉強になったと思います． 

 

18：流れの可視化という普段見えないものを見ることができることで，流れに対する興味関心

の向上，理解をより深めることができ，とても良い効果が上がると考えられる． 

最近の工業高校は「ものづくり」ばかりに目を奪われて，その基本となる材料の知識，や

加工技術といったものが指導されなくなり，実験による生の知識の習得ができなくなって

いる．教員もこのような実験すら知らない状況なので，この研修は貴重だ． 

 

21：今後，教職員免許の更新講習の単位としての位置づけ等にはなって行かないのでしょうか． 

  工業数理の流体の部分等で指導する内容等に利用させていただきます． 

  勉強になりました．ありがとうございました． 

 

電気系 8/06 

23：さまざまなことを実施することは，良いことだと思います． 

  ありがとうございました． 

 

27：とても勉強になった．大学の現状も知れて良かった． 

  もっといろいろなことも勉強したい． 

 

電気系 8/20 

28：研修ありがとうございました．今まで触れたことのない形(シュミュレータ)だったので，

大変勉強になりました．今後，LTSpice を自分自身でも扱いながら勉強していきたいと思い

ます． 

 

29：講座内容(種類)がもっとたくさんあると，より自分の専門に近い分野の研修に出れる． 

 

30：集中して取り組みができた．夏休みの研修時期は，非常に良い．普段は十分集中して取り

組めない． 

 

電気系 8/22 

35：大変意義のある研修であった．今後の授業に役立てていきたい． 

 

37：高校の中だけで満足していたが，大学の先生の講義が聴けて新鮮でした． 

 

38：より複数のテーマを設定していただくこと 

  できれば，年度初めに案内 

 

 

 

 

以上 
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９.２ 講師アンケートのまとめ（自由記述コメントのみ） 
 
Ｑ１３ 今回参加した「理数系教員指導力向上研修」の感想や継続していく上での課題、ご意

見等を自由に記入してください。 

・受講された教員の方々のモチベーションが高く，有意義であったと思う． 
 継続という観点からは，高校側で指導に苦慮している事項や単元を聞き取り調査し，それに

関して研修を実施すると，更に現場に即した内容となると思われる． 
・工業高校で使用している教科書または教科の内容を具体的に知る必要がある．このため，高

大連携を継続し情報交換を重ねることで，研修内容を充実できるのではないかと思う． 
・高校側の要望と大学のシーズのすり合わせを行っていくべきである．研修も大事だが，事前

打ち合わせも重要であると思う． 
・参加する教員の要望を事前に知りたい． 
 
 
Ｑ１５ 今回の研修の実施は、講師ご自身にとって、どのような意義や効果がありましたか？  

・高校の教育現場の実情を知ることができた．これは，推薦入試で入学する学生の就学状況と

密接に関係するため重要と感じた． 
・工業高校の先生方と知り合えたこと 
・高校の授業形態を良く理解することができた． 
・自分の専門に近い高校の先生と知り合うことができたこと 
 
 
Ｑ１６ ご自身の所属機関にとって、どのような波及効果があった（あるいは、ある）と思わ

れますか？ 

・工業高校からの入学者がどのようなところの理解に苦労しているのか，また，どのような個

所を不得手としているのか一般的なことを知ることができ，今後の教育の仕方に役立つと思

われる． 
・工学部と工業部会との組織的な連携を一層強められること 
・連携して，数学・物理のボトムアップに貢献できるものと理解している． 
・高大連携に対して良い影響が出ると思う． 
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９.３ ＴＡアンケートのまとめ（自由記述コメントのみ） 
 
Ｑ４ 研修の内容を、受講者が自分なりに理解できるようにするために、ＴＡとしてどのよう

な点を心懸けましたか？また、どのような点を心懸けたらよいと思いますか？ 

・予習をし，内容を理解してからＴＡとして頑張りました． 
・予習を心懸けた． 
・講義内容を基礎から熟知するようにした． 
・専門用語等はなるべく使わないようにする．使う場合は，説明も付けた方が良い． 
・実験の結果が分かりやすくなるように，装置の調整等を行った． 
・解析モデルを前もって作るなどの予習を行った． 
・時間が限られているので，ポイントポイントでキーワードを用いて端的に分かりやすく伝え

ることが求められると感じた． 
・実際に一緒に実験をすること 
・一つ一つの説明を基礎のところから行うように心懸けました． 
・体験してもらうことと，自分の研究ではどう使っているのかを説明した． 
・研修内容を深く理解する． 
・受講者が質問してくれるのを待つのではなく，受講者の分からないところを悟り，自ら行動

するように心掛けました． 
 
 
Ｑ８ 今回のＴＡの体験は、あなたご自身にとって、どのような意義があったと思いますか？ 

また、この経験を通して、ご自身が変わった、と思う場合は、どのように変わったと思

うかをお答えください。 

・年上の方に教えるという体験は，すごく良かったです． 
・自分が教えることで，より内容を理解できた． 
・年上の方に教えることはそうないので，良い機会になった． 
・人に教えることの難しさ，大切さを学んだ．これから，誰にでも理解できるような説明の仕

方を勉強する必要があると感じた． 
・いかに他人に上手く説明することが難しいかを理解することができた． 
・解析ソフトの操作方法をより知ることができた． 
・相手に分かりやすく指導するために，まず自分が熟知しておくことと，表現力を養っておか

なければならないことを自覚した． 
・高大連携の存在について初めて知った． 
・年上の方が多く，そういった方々に説明する機会があまりないため，これまでの TA の体験

より意義のあるものでした．この経験より準備の大切さを知り，人に教える難しさを学び，

以後に良くなるように努めたいと思います． 
・自分の研究に関することを知らない人に伝えることで，自分の研究に対する深い理解と，ま

た，誰にでも分かりやすく伝えることの重要性を学んだ． 
・新しいシミュレーションツールが使えるようになった． 
・自分より年上の方々への教え方を学ぶことができました． 
・人に教えることにより，内容を深く理解できたと思う． 
 
 
 



〒

TEL FAX

連絡先担当者
所属・役職

氏名

　工業高校の専門教科に対
応 きるよう 選定

テーマ分野

4研修実施日数

事前打合せ実施日数

○実施日数について

日間

工業系専門教科を通して物理系指導力の向上を目指す教員研修

※下記分野から選択してください　（複数選択可）

工学部・教授

物理系 数学系

1

事後打合実施　（有・無）

889-2192　宮崎市学園木花台西1-1

教大28011

大学 （いずれかを選択）

平成20年度　理数系教員指導力向上研修事業（希望型）
実施報告書

整　理　番　号

※緑部分は項目選択、黄色部分は記入してください、英数字は半角で統一して記して下さい。

0985-58-7298

平野公孝

電話・FAX番号

実 施 機 関 名

所 在 地 住 所

0985-58-7298

（平成20年9月5日現在）

実 施 機 関 の 属 性

宮崎大学工学部

日間

有

名 名 名 名

１）受講者の募集方法　（※いずれか選択）

２) 講座形態　※下記形態から選択してください（複数選択可）

その他（　　 ）

３) 講師について※１つの企画の中に複数の活動がある場合連複して参加した者は「１名」としてカウントしてください

人 人6

受講人数
中学校 高等学校

0

D その他(工業部会を通して募集)

13

39 0

TA人数

○受講者について                         ※講座が複数日である場合、各回の活動に参加した合計人数を記入すること

講師人数

特別支援学校 合計

はい
４) 次年度以降の継続を考えていますか
　　※いずれか選択

屋内実験 講義

39

○取材等について

　　個人情報等を記載する際には、ご注意ください。

専門知識理解深める/県内７工業高教員/宮大工学部で初研修

掲載した新聞・雑誌

タイトル

掲載日あるいは掲載号宮崎日日新聞

※本報告書はホームページに掲載し、他機関への情報提供資料とさせていただきます。

2008年8月21日

新聞雑誌等での取組掲載

10. JSTへの実施報告書
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日間

　

名

名

参加者

講師

4

＜事前打合せ・予備実験＞

実 施 日 数

工学部・准教授

工学部・准教授

宮崎大学工学部

所属・役職

所属・役職

所属・役職

氏名

(1)簡単な自己紹介
(2)経過報告
(3)事務的な手続き
　　①講師に関する事項
　　　　a)謝金請求書等について
　　　　b)研修資料の作成について：印刷，製本，提出期限等 ⇒ 工学部教育支援室に依頼
　　　　c)TAの準備
　　②研修参加者の交通費に関する事項

1

平野公孝

長瀬　慶紀

淡野 公一

鄧　鋼

学校および
教委の職員

0

迫田　達也

穂高　一条

工学部・教授

工学部・准教授

工学部・准教授

工学部・准教授

氏名

氏名

氏名

整 理 番 号 教大28011

氏名 所属・役職

TA

実 施 場 所

氏名

所属・役職

所属・役職

打合せした具体的な内容

② 費 項
(4)打合せ事項：機械系と電気系に分かれて実施！
　　①日程の調整または確認
　　②研修内容の検討と参加者数設定の確認
(5)研修参加者の募集方法
(6)その他：次回の高大連携協議題の内容等

※本報告書はホームページに掲載し、他機関への情報提供資料とさせていただきます。
　個人情報等を記載する際には、ご注意ください。
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整理番号

実施日①

実施場所

講師　（全て） 所属・役職 氏名

TA　　（全て） 名

受講者（全て） 名 （男性 5 名 , 女性 1 名）

実施日②

実施場所

講師　（全て） 所属・役職 氏名

TA　　（全て） 名

受講者（全て） 名 （男性 6 名 女性 0 名）

平成20年8月6日

工学部電気電子工学科・准教授 迫田　達也

平成20年8月8日

宮崎大学工学部 電電実験室２(A-308)，共通セミナー室Ⅱ(A-301)

宮崎大学工学部 共通セミナー室Ⅰ(B-110)

工学部機械システム工学科・准教授 鄧　鋼

＜　研　修　＞
教大28011

工学研究科大学院生　1

宮崎県立工業高校教員　6

　
　
　交流理論の特徴は、正弦関数を複素数で代表させることであり、電圧、電流、インピーダンスや電力などは
ベクトルで表わされる。ベクトル量の中に含まれているパラメータの１つを変化させたときに、そのベクトルの先
端が複素平面上に描く軌跡がベクトル軌跡である。ベクトル軌跡は回路解析の解析法として有用であるが、ベ
クトルが理解できていないためにベクトル軌跡をイメージできない学生は多い。
　そこで、大学の電磁気及び電気回路の講義において必須の教養で重要なベクトルとその演算についての教
授方法を検討した。さらに、実験を行い、抵抗、インダクタンス及びキャパシタンスの回路素子からなる交流回
路における電圧・電流のベクトル図の概念を実験学習（抵抗、インダクタンスおよびキャパシタンスの回路素子
からなる交流回路における電圧・電流のベクトル図の概念を把握し共振現象を理解するもの。）させる効果的
な手法を開発した。

工学研究科大学院生　2

宮崎県立工業高校教員 6

内 容

受講者（全て） 名 （男性 6 名 , 女性 0 名）

実施日③

実施場所

講師　（全て） 所属・役職 氏名

TA　　（全て） 名

受講者（全て） 名 （男性 9 名 , 女性 0 名）

工学部・准教授 長瀬　慶紀

宮崎大学工学部　院生学生研究室(C-415)，熱機関実験室(A1-1)

平成20年8月20日

宮崎県立工業高校教員 6

　
　
　機械部品の破損の大半は疲労損傷である．その中で80～90%は応力集中による疲労き裂の発生と進展によ
るものであると言われている．本研修は応力集中の原因を説明し，有限要素法解析ソフトウェア
（MSC.Marc&Mentat)を利用して，応力集中の現象とその特徴を確認し，応力集中を緩和させる方法とその効
果を評価する．得られた解析の結果を活用して，応力集中についての説明用テキストを作成した．
　更に，有限要素法解析ソフトウェアを利用した複雑形状の機械部品の最大応力や変位などを正確に求める
手法を体験して，強度設計技術は従来の材料力学を基本とする強度概算から高度な数値解析方法を利用し
た精密な強度計算へと変化していることとの認識が得られた．

※本報告書はホームページに掲載し、他機関への情報提供資料とさせていただきます。
　個人情報等を記載する際には、ご注意ください。

工学研究科大学院生　2

宮崎県立工業高校教員　9

　午前は，院生学生研究室にて，エンジンに使用する圧力計および放電法を利用した流速計測について，原
理の説明および実験を行った．実験では，9名の受講生を2班に分けて，圧力計および放電法による流速計の
検定を交互に45分程度ずつ計90分行い，パソコンを用いて各自データ整理を行った．
　午後の実験は，熱機関実験室にて，既設のエンジンを使用して圧力計測および流速計測を行った．圧力計
測については，午前と同様，2班に分かれて実験条件を変えて交互に実験を行った．流速計測については，操
作に熟練を要するためTAが実施し，それを見学した．実験終了後，院生学生研究室にて，取得したデータを
USBメモリーに入れて全員に配布し，データ整理を行った．
　受講者全員が実験機器に触れ，エンジンでの実験を体験してもらうことができた．

内 容

内 容
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整理番号

実施日①

実施場所

講師　（全て） 所属・役職 氏名

TA　　（全て） 名

受講者（全て） 名 （男性 7 名 , 女性 0 名）

実施日②

実施場所

講師　（全て） 所属・役職 氏名

TA　　（全て） 名

受講者（全て） 名 （男性 6 名 , 女性 0 名）宮崎県立工業高校教員　6

工学部機械システム工学科・教授 平野 公孝

工学研究科大学院生　2

平成20年8月22日

宮崎大学工学部　講義室(B-1-9)，水力実験室（A1-6），乱流風洞(A101)

工学部電気電子工学科・准教授 淡野 公一

工学研究科大学院生　3

＜　研　修　＞
教大28011

平成20年8月20日

宮崎大学工学部　LSI設計室(E-808)

宮崎県立工業高校教員　7

　本研修では，電気回路や電子回路の講義における学生の理解を助ける効果的な教材開発を目的に，回路
シミュレータ（SPICE）の使用方法の説明，並びに，実際の演習に取り組んだ。まず，フリーウェアのSPICEにつ
いて説明し，その使用方法を，スライドやアニメーションを用いて詳細に説明した。その後，受動回路の直流解
析，交流解析，過渡解析の方法について説明し，実際の演習を通して，期待した通りの特性や波形が得られ
るかを確認した。次に，能動素子回路のSPICEシミュレーションの方法について説明し，例題としてエミッタ接地
増幅回路を取り上げ，目標仕様を満
足するように設計する方法について説明した。その後，SPICEを用いた回路設計の演習に取り組んだ。最後
に，本研修の総括として，SPICEを用いた教材開発について全員で議論した。

内 容

男 ,

実施日③

実施場所

講師　（全て） 所属・役職 氏名

TA　　（全て） 名

受講者（全て） 名 （男性 5 名 , 女性 0 名）

平成20年8月22日

宮崎大学工学部　院生学生研究室(E-209)

工学部電気電子工学科・准教授 穂高一条

工学部学生　3

　
　
　研修目的は，流れの可視化手法を用いて，物体まわりの流れの渦構造を理解することである．このため，午
前中の研修では，模型実験の際に考慮すべき相似則の基本的考え方，また，可視化手法の特徴とその画像
が表現する内容について説明があった．また，工学部の開講科目｢機械工学概論｣で使用されている非常に多
くの流れの可視化画像等が，午後に予定された実験との関係も含めて紹介された．これらの画像は，後日，受
講生に配布された．
　午後には，6名の受講生を2班に分け，簡単な風洞実験と回流水槽実験に取り組み，途中で交代した．風洞
実験では，円柱後流の渦構造を，タフト法と煙注入法による可視化を行った．また，回流水槽では，色素注入
法による可視化手法により，ボックスタイプとスポーツカータイプの車の後流の流れの相違，また，実物の卓球
の玉とゴルフボールの表面に形成される境界層のはく離状況の違い等を実験した．更に，牛乳パックのごく小
さな水槽内の水面に，墨汁を付けた割箸を移動させることにより，カルマンの渦列の形成を確認した．これらの
画像を撮影することにより，教材開発を行った．

宮崎県立工業高校教員　5

　
　工業高校および大学における『制御工学』の継続的な教授法を模索し，その教材を開発した．たとえばいくつ
かの工業高校では電気主任技術者の資格に対応しているが，その試験には制御工学が含まれている．ある
いはロボコンなどに参加し，勝ち抜くには制御工学の考え方が必ず役立つはずである．しかし，制御工学の標
準的教科書では多くの数学的知識や数式の扱い方に習熟することを要求しており，高校生が学ぶにはハード
ルが高いのは当然のこと，大学生にとっても大きな壁になっている．そこで制御工学，とくにフィードバック制御
の考え方やその効果を回路シミュレータを用いることによって直感的に理解する方法を模索した．そのための
題材を用意し，回路シミュレータ上でフィードバック制御の効果を体験する実習を行った．そしてそれを工業高
校における教育に反映させることができるかディスカッションを行った．

内 容

内 容
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整理番号

　 平成 年 月 日

名

名

氏名

１．研修実施に関わる報告
　 ①研修のねらいや内容
　 ②参加者一覧表
２．アンケート（受講生，講師，ＴＡ）のまとめの報告
３．報告書の検討
　①研修内容の報告：計画書の修正等(各講師)

②研修の企画立案：企画立案時に留意・工夫した点

工学部・准教授

TA 0

学校および
教委の職員 4

講師

氏名 迫田　達也 所属・役職 工学部・准教授

氏名 淡野 公一 所属・役職 工学部・准教授

鄧　鋼 所属・役職

氏名 穂高　一条 所属・役職

平野公孝 所属・役職

工学部・准教授

実施場所

工学部・教授

長瀬　慶紀 所属・役職 工学部・准教授氏名

宮崎大学工学部

氏名

教大28011

＜事後打合せ＞

実施日

 ※打合せで使用した資料の電子データ等があれば添付の上、提出願います。

20 9 4

打合せした具体的な内容

　②研修の企画立案：企画立案時に留意・工夫した点
　③研修の評価方法：②の活動や効果の評価方向
　④研修の評価結果：企画の評価を定性的および定量的に記入
　⑤今後の発展性・課題等：
４．第3回高大連携協議会(機械系および電気系)の検討課題
　・本研修の成果や課題を踏まえて，第3回連携協議会の検討課題の設定

※本報告書はホームページに掲載し、他機関への情報提供資料とさせていただきます。
　個人情報等を記載する際には、ご注意ください。
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整理番号

　①研修のねらい

　

　②研修の企画立案

　Ｂ　①の研修のねらいを達成するための留意点・工夫点

教大28011

　Ａ　連携先との連携・協力体制についての留意点・工夫点

　機械/生産系および電気/情報系の工業高校専門教科の教育指導にあたって，特に物理学の基礎基本を踏まえ
た教授方法の工夫や生徒の理解を促進できる教材開発等は，特に重要である．
　このため，宮崎県工業部会と宮崎大学工学部機械システム工学科および電気電子工学科の教員との連携によ
り，宮崎大学の施設設備や教育環境を大いに活用して，実験や演習等を中心とした体験的な研修を実施する．即
ち，物理学や数学のいわゆる"理数系"教科ではなく，工業系の専門教科を通して高校生が物理学や数学の基礎
学力を強化するために，教員の指導力向上を目指すことが本研修の特長である．
　少人数の研修を通して，その成果を学校現場での教育実践に反映させることが，期待される．

※企画立案時に留意・工夫した点を記入してください。

　本研修は，宮崎大学工学部と宮崎県高等学校教育研究会工業部会（以下，工業部会）との間で構築されている
高大連携協議会（機械系および電気系）での意見交換の実績を基礎に，協議の段階から発展させた具体的な連
携活動に位置づけられる．従って，連携機関である宮崎県教育委員会の支援を受けた本研修の成果が，更なる
高大連携の内容を充実させるために活かせるように留意された．

　工業高校の専門教育の充実に資するために，単なる座学ではなく実験・実習型の研修テーマが設定された．特
に，工学部に在籍する工業高校出身学生の苦手の教科(数学等)の原因について，工業高校教員の受講生にも分
析してもらうことを通して工業高校教育の充実にも留意がなされた．
　また，短時間の研修でもそのねらいを達成できるような工夫としては，テーマの解説等においてできるだけアニ
メーション等を導入することや，大学の教育内容のうち高校生でも理解・体験できそうな個所を精選し，啓発的な
内容を準備すること等が配慮された．

　Ｃ　参加教員が、研修の成果を学校の教育活動に還元できるようにするための留意点・工夫点

　工業高校の専門教科に対応できるようにテーマの選定がなされた．
　また，工業高校のそれぞれの教科の中でも実践できるように，新しい実験の課題や手法を紹介することも努力さ
れた．本研修で使用した資料や実験データ/実験結果等をできるだけ持ち帰り，受講生が学校の教育活動に活用
できる様に，さらに受講していない教員にも普及できるように留意された．
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　③研修の評価方法

　④研修の評価結果 ※②について③に基づいた企画の評価を、定性的ばかりでなく定量的に記入してください。

　受講生（延べ39名）のアンケート結果からは，"本研修の目的を達成できた"（26％），"どちらかといえば達成でき
た"（67％）と非常に高い率で達成度評価がなされている．また，研修内容を授業に生かせるかについても，74％
が生かせるとしている．更に，研修内容が自己研鑽に資することができるかについても，"思う"，"どちらかといえ
ば思う"を合計すると97％の高率となっている．本研修のような研修を引き続き受講したいかについても，"受講し
たい"(64％)，"どちらかといえば受講したい"（31％）と，受講生のスキルアップ意欲に十分応える内容になってい
たと判断できる．
　一方，講師（6名）のアンケート結果からも，今後の高大連携の充実にとり重要な契機となっていることが示されて
いる．特に，高大連携協議会の場だけではなく，丸一日という研修時間を通して工業高校の教員と知り合え，意見
交換できた点で，高い評価がなされている．
　また，TAを務めてくれた若い院生(13名)にとっても，年上の社会人に実験・実習を説明し指導する経験がきわめ
て有意義であった評価が得られており，学生の教育の面でも成果があったと考えられる．

＊②の活動や効果（教員の実践的指導力育成・向上等）の評価をどのように行ったかを具体的に記入し
てください。

　研修の成果の評価方法としては，次の二つである．
　・受講生，講師，TAに対するアンケート結果
　・事後打ち合わせにおける率直な意見交換
これらの方法を総合して，評価がなされた．

　⑤今後の発展性・課題等

※本報告書はホームページに掲載し、他機関への情報提供資料とさせていただきます。
　個人情報等を記載する際には、ご注意ください。

　Ａ　連携のあり方について

　過去の宮崎大学工学部と宮崎県工業部会の連携は，大学の推薦入試を境界面とする水と油のような不連続的
な関係であった．しかし，工業高校の教育と工学部教育の融合的連携や相互理解を目指して高大連携協議会（機
械系，電気系）が構築され，専門教科の共通的課題についての意見交流が進められている．
　本研修は，この連携活動から生まれてきたものであるが，逆に，本研修の経験を通して，高大連携協議会の協
議事項も明確にされ，高大連携の活性化に資するものとなっている．本研修を，高大連携協議会の協議を実践す
る場とするように，高大連携の全体構造の中に明確に位置付けることにより，本研修の充実を図ることも求められ
ている．
　一方，本研修を取り巻く環境の変化としては，次年度から開始される教員免許の更新研修との関係が挙げられ
る．現時点では，少なくとも宮崎大学においては工業の免許に関して，更新研修の専門教科18時間分についての
内容が明確にされてはいない．しかし，本研修や更新研修の夏休み中の実施や同時期に開かれる他の研修との
競合の面からも，また，受講する高校教員の負担の観点からも，きわめて大きな影響を受けると考えられる．高大
連携の新たな展開が模索される時期となっている．

　Ｂ　研修内容、参加教員や学校現場への影響・効果について

　
　工業高校の専門教科に対応できるようにテーマの選定がなされた．
　また，工業高校の教科の中でも実践できるように，新しい実験の課題や手法を紹介することも努力された．本研
修で使用した資料や実験データ/実験結果等をできるだけ持ち帰り，受講生が学校の教育活動に活用できる様
に，さらに受講していない教員にも普及できるように留意された．

※今回の研修全般で感じた、以下の項目の新たな可能性、発展性、課題などについて記入してください。
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11．配布された資料 

 

・資料1-1：有限要素法基礎資料 

・資料1-2：応力集中とその緩和手法 

・資料1-3：教員研修用解析モデルと結果（応力集中とその緩和） 

・資料2-1：ガソリンエンジンシリンダ内の計測（可視化による流速計測と圧力計測） 

・資料3-1：流れの可視化と物体周りの渦構造の理解 

・資料3-2：機械工学概論「翼・翼型の揚力発生のメカニズム」 

・資料3-3：機械工学概論「自然環境中の渦運動による流れ」 

・資料3-4：機械工学概論「球・円柱周りの流れと渦」 

・資料3-5：マルチファン型風洞を活用した流体工学の研究 

・資料4-1：電圧・電流ベクトルの概念習得のための教材開発 

・資料4-2：電気電子工学実験Ⅰ 交流回路のベクトル図 

・資料5-1：回路シミュレータSPICEを用いた電子回路(増幅回路)の教育支援教材の開発 

・資料5-2：演習用資料（宮崎大学工学部電気電子工学科で行っている実験書の一部） 

・資料6-1：制御工学入門 
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