
 

講習コード 11001 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 9 日 

時間数 6 時間 受講定員 70 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ） 国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ） 教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ） 子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む） 

ニ） 子どもの生活の変化を踏まえた課題 

6 

月 

9 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 教職についての省察 担当者 苫野 一徳（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1． 教育は、そして教師は、そもそもいったい何のために存在しているのか。その深い理解を通

して、日々の教育実践の軸や振り返りの視点を獲得する。 

2． 今日の公教育において、教師にはどのような資質が求められているのか。最新の教育事情を

踏まえながら、理解を深める。 

講習の概要： 

1． 教師の役割や資質を、「そもそも教育とは何か、そしてそれはどうあれば『よい』と言いう

るか」という原理的テーマにまで掘り下げ、考える。 

2． 知識基盤社会や、それを背景とした学びのあり方の変革（アクティブ・ラーニング）、入試

改革などの動向を踏まえ、学びの「個別化・協同化・プロジェクト化」、「信頼と承認の空間

づくり」などをキーワードに、講義および討議を行う。 

形態 講義、グループ討議 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

6 

月 

9 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 子どもの問題への理解と支援 担当者 浦野 エイミ（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

  不登校、いじめ、発達障害などの不適応感を抱える児童・生徒とその保護者への理解と支援の 

在り方やスクールカウンセリングの実際について考えを深める。また、クラス全体のコミュニケ 

ーション能力を高めるために、児童・生徒および教師の自己理解、他者理解、相互理解の方法に 

ついて学ぶ。 

講習の概要： 

不適応感を抱える児童・生徒とその保護者の心理特性を理解する。支援におけるカウンセリン 

グマインド、特に共感的理解の必要性について考え、ロールプレイを通して学ぶ。 

  チーム学校を見据え、スクールカウンセリングの歴史と実際を学び、理解を深める。 

  クラス全体のコミュニケーション能力を高めるための「育てるカウンセリング」の意義を考え、 

体験的に学ぶ。 

形態 講義、実技演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を講習時間内に 30 分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11002 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 国立阿蘇青少年交流の家（阿蘇市） 開設日 平成 30 年 6 月 17 日 

時間数 6 時間 受講定員 70 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向  

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察  

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。） 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

6 

月 

17 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 特別支援教育の基盤 担当者 古田 弘子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

特殊教育から特別支援教育への転換の背景を、国際的動向と関連させ理解する。特別支援教育

開始の背景を整理した上で、通常学級において多様な教育的ニーズのある子どもを捉える視点に

ついて検討する。 

講習の概要： 

1．特殊教育をふりかえる。 

 2．特別支援教育への転換の背景を、国際的動向との関連から整理する。 

3．通常学級における、インクルーシブ教育の視点について探求する。 

形態 講義、グループ討議           予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

6 

月 

17 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 教科指導と生徒指導 担当者 藤中 隆久（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

新学習指導要領に述べられている「生きる力としての学力」 「思考力、判断力、表現力」 「主

体的に学習する態度」などの言葉を理解し、自らの知識とする。 

講習の概要： 

学校における授業によって知識を身につけることにいかなる意義があるか、どのような授業に

よって知識は身につけることができるのか、教科指導と生徒指導の関係などについて、講義と 

グループワークを行う。  

 

形態 講義とグループワーク    予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡：  

特になし。 

 



 

講習コード 11003 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 30 日 

時間数 6 時間 受講定員 70 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭、養護教諭、栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育施策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む） 

ニ）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

6 

月 

30 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 
子ども観・教育観の変化と教師

の在り方 
担当者 山本 孝司（九州看護福祉大学） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1．史的観点から子ども像、教育像の変遷について理解する。 

2．国の教育政策や世界の教育の動向について理解する。 

3．子どもの生活の変化を踏まえ、今日的な教育課題を理解する。 

4．自己の子ども観、教育観を見直す機会がもてる。 

講習の概要： 

史的観点から子ども像、教育像の変遷を概観し、教員としての子ども観、教育観等についての

省察を行う。そのなかで、国の教育政策や世界の教育の動向を把握し、子どもの生活の変化を踏

まえて、今日的な教育課題についての理解を深めることを目指す。 

形態 講義およびグループ討論          予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験(100 点満点)を、講習時間内に 30 分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

6 

月 

30 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 子ども理解と支援の在り方 担当者 小川内 哲生（尚絅大学短期大学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

いじめや不登校、軽度発達障害など子どもの心の問題の現状について、学ぶ。中でも、特別な

支援を必要とする子どもの発達に関する知識や今日的課題を理解し、その心理特性と支援のあり

方について把握する。また、問題を発見し、解決していくための方法として教師の使えるカウン

セリングを取り上げ、問題解決に必要な取り組みに関する理解を深めることを目標とする。 

講習の概要： 

  学校現場における子どもの心の問題の現状について、発達心理学や特別支援教育の面から解説

する。また、子どもの問題を発見し解決していくための方法として教師の使えるカウンセリング

を取り上げ、教育現場におけるカウンセリングの方法を具体的に解説する。 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験(100 点満点)を、講習時間内に 30 分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11004 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 7 日 

時間数 6 時間 受講定員 70 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。） 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

7 

月 

7 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 
学校（教員）の存在理由の再確

認と今日的対応について 
担当者 堀 浩太郎（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

社会の変化に応じて、その構成要素である学校（子ども・教員）も自律的、他律的に変化して

いる。その変化をさまざまな指標を基に分析するとともに、本来の学校（教員）のあるべき姿、

それを成り立たせる方法について理解を深める。 

講習の概要： 

まず、日本の教育の歴史や世界の教育動向から、日本の学校・教育の特質（子ども観や教育観

など）を把握する。次に両者を比較する中で、教員の立ち位置（役割）を分析し検討する。その

過程で学校を学校たらしめる教員とはどうあるべきかを考察する。もちろん、現在の学校（教員）

がどんな状況に置かれているか、諸種の資料を基に報告し、理念型としての学校（教員）を目指

すにあたって生じる問題の解決方法を探る。 

形態 講義           予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

7 

月 

7 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 子どもの問題への理解と支援 担当者 浦野 エイミ（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

  不登校、いじめ、発達障害などの不適応感を抱える児童・生徒とその保護者への理解と支援の 

在り方やスクールカウンセリングの実際について考えを深める。また、クラス全体のコミュニケ 

ーション能力を高めるために、児童・生徒および教師の自己理解、他者理解、相互理解の方法に 

ついて学ぶ。 

講習の概要： 

不適応感を抱える児童・生徒とその保護者の心理特性を理解する。支援におけるカウンセリン 

グマインド、特に共感的理解の必要性について考え、ロールプレイを通して学ぶ。 

  チーム学校を見据え、スクールカウンセリングの歴史と実際を学び、理解を深める。 

  クラス全体のコミュニケーション能力を高めるための「育てるカウンセリング」の意義を考え、 

体験的に学ぶ。 

形態 講義、実技演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11005 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 14 日 

時間数 6 時間 受講定員 70 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。） 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

7 

月 

14 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 教職についての省察 担当者 苫野 一徳（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1．教育は、そして教師は、そもそもいったい何のために存在しているのか。その深い理解を通

して、日々の教育実践の軸や振り返りの視点を獲得する。 

2．今日の公教育において、教師にはどのような資質が求められているのか。最新の教育事情を 

踏まえながら、理解を深める。 

講習の概要： 

1．教師の役割や資質を、「そもそも教育とは何か、そしてそれはどうあれば『よい』と言いうる

か」という原理的テーマにまで掘り下げ、考える。 

2．知識基盤社会や、それを背景とした学びのあり方の変革（アクティブ・ラーニング）、入試改 

革などの動向を踏まえ、学びの「個別化・協同化・プロジェクト化」、「信頼と承認の空間づ 

くり」などをキーワードに、講義および討議を行う。 

形態 講義、グループ討議 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

7 

月 

14 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 子ども理解と支援の在り方 担当者 小川内 哲生（尚絅大学短期大学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

いじめや不登校、軽度発達障害など子どもの心の問題の現状について、学ぶ。中でも、特別な支

援を必要とする子どもの発達に関する知識や今日的課題を理解し、その心理特性と支援のあり方に

ついて把握する。また、問題を発見し、解決していくための方法として教師の使えるカウンセリン

グを取り上げ、問題解決に必要な取り組みに関する理解を深めることを目標とする。 

講習の概要： 

学校現場における子どもの心の問題の現状について、発達心理学や特別支援教育の面から解説す

る。また、子どもの問題を発見し解決していくための方法として教師の使えるカウンセリングを

取り上げ、教育現場におけるカウンセリングの方法を具体的に解説する。 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11006 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 15 日 
時間数 6 時間 受講定員 70 人 受講料 6,000 円 
対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 
 イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。） 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

7 

月 

15 

日 

(日) 
 

午 

前 

講習テーマ 子ども観の変化と教師の役割 担当者 柴田 賢一（尚絅大学短期大学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 
現在、日本の教育施策については中教審、教育再生実行会議などで議論が重ねられており、今

後の日本の教育については大幅な変更が予想されるが、それに伴い教師もこれまでとは違うあり

方が求められる。本講習では世界と日本の教育動向、教育政策を理解するとともに、一方で歴史

的な視点から子ども観への理解も深め、それらを総合的に理解したうえで、これからの教師のあ

り方について検討する。 

講習の概要： 
1) 世界の教育政策や教育動向及び日本の教育施策について考察する。 

2) 子ども観及び教育観について、歴史的視点から省察を行い、その変化を辿る。 

3) 1）、2）を踏まえて、教育的愛情、倫理観なども含めたこれからの教師のあり方について 

検討する。 

形態 講義            予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 
修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 
特になし。 

7 

月 

15 

日 

(日) 
 

午 

後 

講習テーマ 子どもの変化についての理解 担当者 知久馬 義朗（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 
文化が子供の発達に与える影響の大きさ、社会構造の変化に影響されて生じてきた発達の様相

の変化を把握する。また、人間同士の絆が消失する原因の把握、人間が自立するのに必要な能力

の変化の把握、その上での対処法を考える。 

講習の概要： 
以下の諸点の考察と相互の関係づけを行う。 

1．発達に及ぼす文化と流行の影響 

2．伝統の喪失に起因する価値の喪失と絆の消失と自己の曖昧化 

3．社会の高度産業化によって求められる能力 

4．少年期の課題と青年期の課題の違い 
形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 
評価： 
修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 
特になし。 

 



 

講習コード 11007 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本市国際交流会館（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 21 日 

時間数 6 時間 受講定員 70 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。） 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

7 

月 

21 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 
“地域に根ざす学校づくり”

で学校改革を 
担当者 仲田 陽一（元教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 「地域とともにある学校づくり」というのが、実は平成 23 年に文部科学省から出された提言

のタイトルの一部です。「地域に根ざす（開かれた）学校づくり」と言ってもいいでしょう。こ

れが今、国内外の現代学校改革の 1つの目標像です。“アクティブ・ラーニング”も“カリキュ

ラム・マネージメント”もその不可欠な要素なのです。さあ、学んでみませんか。 

講習の概要： 

1.「地域とともにある学校づくり」とは何かを知る。 

 －「子ども主体の“学び”の創造」・「保護者・地域参加のカリキュラムづくり」－ 

2.そのための「子ども理解」「新たな教育観」を考える。 

3.全国・九州の具体的事例で知る。 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

7 

月 

21 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 
発達障がいのある子どもの 

理解と支援 
担当者 村上 義次（中九州短期大学） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1.特別支援教育に関する国の教育施策の概要を理解する。 

2.発達障がいのある子どもの障がい特性を理解し、適切な支援方法を考える。 

講習の概要： 

特別支援教育に関する国の動向を踏まえながら、発達障がいのある子どもの障がい特性を理解

し、どのような支援が必要か考察を深める。また、学習障害（LD）、注意欠陥多動性障害（ADHD）

等（文部科学省の定義に準じて）の心理的疑似体験を通して、子どもの感じる不安やストレスを

心理的に体験し、子どもの立場に立って支援することの意義について考える。 

形態 講義とグループワーク 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11008 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 天草教育会館（天草市） 開設日 平成 30 年 7 月 26 日 

時間数 6 時間 受講定員 90 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育施策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む） 

ニ）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

7 

月 

26 

日 

(木) 

 

午 

前 

講習テーマ 特別支援教育の基盤 担当者 古田 弘子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

特殊教育から特別支援教育への転換の背景を、国際的動向と関連させ理解する。特別支援教育

開始の背景を整理した上で、通常学級において多様な教育的ニーズのある子どもを捉える視点に

ついて検討する。 

講習の概要： 

1．特殊教育をふりかえる。 

 2．特別支援教育への転換の背景を、国際的動向との関連から整理する。 

3．通常学級における、インクルーシブ教育の視点について探求する。 

形態 講義、グループ討議         予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

7 

月 

26 

日 

(木) 

 

午 

後 

講習テーマ 子どもの心の発達とケア 担当者 髙原 朗子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

子どもの発達に関する知識や今日的課題を理解した上で、特別な支援が必要な児童･生徒の心

理特性とその支援のあり方について整理する。また、震災や危機事態における子どもの心のケア

の理論や実際について学び、理解を深めることを目標とする。 

なお、本講習は、特別な支援が必要な子どもに対するかかわり等において、7 月 27 日（金）

に開講予定の「発達障害の理解と支援―教育相談の視点から―」と内容が一部重複する。 

講習の概要： 

1．子どもの発達に関する知識や今日的課題 

2．心理臨床学的視点からみた特別な支援が必要な児童･生徒の特性とその支援のあり方 

3．震災等危機事態における子どもの心のケアに関する知識や課題。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11009 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 
ホテルサン人吉（人吉市） 

※駐車場の数が少ないため、お車の方は 

お近くの駐車場（有料）をご利用下さい。 
開設日 平成 30 年 8 月 1 日 

時間数 6 時間 受講定員 80 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向  

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察  

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。） 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

8 

月 

1 

日 

(水) 

 

午 

前 

講習テーマ 特別支援教育の基盤 担当者 古田 弘子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

特殊教育から特別支援教育への転換の背景を、国際的動向と関連させ理解する。特別支援教育

開始の背景を整理した上で、通常学級において多様な教育的ニーズのある子どもを捉える視点に

ついて検討する。 

講習の概要： 

1．特殊教育をふりかえる。 

 2．特別支援教育への転換の背景を、国際的動向との関連から整理する。 

3．通常学級における、インクルーシブ教育の視点について探求する。 

形態 講義、グループ討議       予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

8 

月 

1 

日 

(水) 

 

午 

後 

講習テーマ 教科指導と生徒指導 担当者 藤中 隆久（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

新学習指導要領に述べられている「生きる力としての学力」 「思考力、判断力、表現力」 「主

体的に学習する態度」などの言葉を理解し、自らの知識とする 

講習の概要： 

学校における授業によって知識を身につけることにいかなる意義があるか、どのような授業に

よって知識は身につけることができるのか、教科指導と生徒指導の関係などについて、講義と 

グループワークを行う。 

形態 講義とグループワーク     予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11010 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 
熊本県青年会館（ユースピア熊本） 

（熊本市） 
開設日 平成 30 年 8 月 4 日 

時間数 6 時間 受講定員 65 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭、養護教諭、栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。） 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

8 

月 

4 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 特別支援教育の基盤 担当者 古田 弘子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

特殊教育から特別支援教育への転換の背景を、国際的動向と関連させ理解する。特別支援教育

開始の背景を整理した上で、通常学級において多様な教育的ニーズのある子どもを捉える視点に

ついて検討する。 

講習の概要： 

1．特殊教育をふりかえる。 

 2．特別支援教育への転換の背景を、国際的動向との関連から整理する。 

3．通常学級における、インクルーシブ教育の視点について探求する。 

形態 講義、グループ討議         予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

8 

月 

4 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 命の交わりと教育  担当者 東谷 孝一（熊本保健科学大学） 

講習の到達目標及びテーマ： 

今日の子どもをめぐる状況の変化に目を向けながら、教育に携わる人たちにとっての課題を浮

かび上がらせる。教育思想史に手がかりを求め、教育の本質・目的を反省しながら、現在の子ど

もの実態に応じた成長の支援のあり方を考える。 

講習の概要： 

1．子どもをめぐる状況の変化に目を向け、教育に携わる者にとっての課題を浮かび上がらせる。 

2．教育思想史に手がかりを求めながら、教育の本質・目的について反省する。 

3．人格の尊厳とヒューマニズムの教育思想について考察する。 

4．愛における人間の完成と教育における愛の重要性について考察する。 

形態 講義、グループ討議 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。  

 



 

講習コード 11011 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 水前寺共済会館（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 5 日 

時間数 6 時間 受講定員 70 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。） 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

8 

月 

5 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 
教育政策・子ども・教師の 

国際比較 
担当者 藤井 美保（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

学力政策を中心とする教育政策と学校教育の現状（子どもや教師の状況等）について国際的に

比較検討する。それによって、日本の教育を客観的にとらえ直すとともに、子ども観、教育観等

について省察し、今後の教育や教職のあり方を考える。 

講習の概要： 

国際比較を通じて、以下の 3点を中心に考察する。 

1．学力問題を見る視点 －子どもの貧困との関連を中心に－ 

2．諸外国（フィンランド、イングランド、アメリカ等）の学力政策比較と日本の教育政策 

3．日本型教育の光と影 －海外から見た日本の教育の強みと課題－ 

①学力形成と階層格差、②人格形成と共同体の崩壊、③授業研究と同僚性、④保護者との関係 

形態 講義           予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

8 

月 

5 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 子どもの問題への理解と支援 担当者 浦野 エイミ（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

不登校、いじめ、発達障害などの不適応感を抱える児童・生徒とその保護者への理解と支援の 

あり方やスクールカウンセリングの実際について考えを深める。また、クラス全体のコミュニ 

ケーション能力を高めるために、児童・生徒および教師の自己理解、他者理解、相互理解の方法 

について学ぶ。 

講習の概要： 

不適応感を抱える児童・生徒とその保護者の心理特性を理解する。支援におけるカウンセリン 

グマインド、特に共感的理解の必要性について考え、ロールプレイを通して学ぶ。 

  チーム学校を見据え、スクールカウンセリングの歴史と実際を学び、理解を深める。 

クラス全体のコミュニケーション能力を高めるための「育てるカウンセリング」の意義を考え、 

体験的に学ぶ。 

形態 講義、実技演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11012 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 9 日 

時間数 6 時間 受講定員 70 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭、養護教諭、栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。） 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

8 

月 

9 

日 

(木) 

 

午 

前 

講習テーマ 
特別支援教育に関する今日的

課題 
担当者 北崎 佳正（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1.「特殊教育」から「特別支援教育」となる経緯を学ぶとともに、特別支援教育の目指している

今日的な課題を理解する。 

2．特別な支援を必要とする児童生徒の障がいの特性を理解し、学級のなかでどのように指導・ 

支援していくかを保護者への教育相談を含めて考察する。 

講習の概要： 

特別支援教育に至る歴史的経緯を概観し、何が特別支援教育に求められているかを考察し、学

級担任として配慮する事項を整理し、特別な支援を必要とする児童生徒を含めた学級経営のあり

方や校内の支援体制等について考察を深める。 

また、カウンセリングマインドをベースとした児童生徒及び保護者との教育相談についても考

える。 

形態 
講義とグループ討議（発表

を含む）         
予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

8 

月 

9 

日 

(木) 

 

午 

後 

講習テーマ 教科指導と生徒指導 担当者 藤中 隆久（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

新学習指導要領に述べられている「生きる力としての学力」 「思考力・判断力・表現力」 「主

体的に学習する態度」などの言葉を理解し、自らの知識とする。 

講習の概要： 

学校における授業によって知識を身につけることにいかなる意義があるか、どのような授業に

よって知識は身につけることができるのか、教科指導と生徒指導の関係などについて、講義とグ

ループワークを行う。 

形態 講義とグループワーク   予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11013 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 10 日 

時間数 6 時間 受講定員 70 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。） 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

8 

月 

10 

日 

(金) 

 

午 

前 

講習テーマ 
学校（教員）の存在理由の再確

認と今日的対応について 
担当者 堀 浩太郎（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

社会の変化に応じて、その構成要素である学校（子ども・教員）も自律的、他律的に変化して

いる。その変化をさまざまな指標を基に分析するとともに、本来の学校（教員）のあるべき姿、

それを成り立たせる方法について理解を深める。 

講習の概要： 

まず、日本の教育の歴史や世界の教育動向から、日本の学校・教育の特質（子ども観や教育観

など）を把握する。次に両者を比較する中で、教員の立ち位置（役割）を分析し検討する。その

過程で学校を学校たらしめる教員とはどうあるべきかを考察する。もちろん、現在の学校（教員）

がどんな状況に置かれているか、諸種の資料を基に報告し、理念型としての学校（教員）を目指

すにあたって生じる問題の解決方法を探る。 

形態 講義           予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

8 

月 

10 

日 

(金) 

 

午 

後 

講習テーマ 子どもの問題への理解と支援 担当者 浦野 エイミ（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

  不登校、いじめ、発達障害などの不適応感を抱える児童・生徒とその保護者への理解と支援の 

在り方やスクールカウンセリングの実際について考えを深める。また、クラス全体のコミュニケ 

ーション能力を高めるために、児童・生徒および教師の自己理解、他者理解、相互理解の方法に 

ついて学ぶ。 

講習の概要： 

不適応感を抱える児童・生徒とその保護者の心理特性を理解する。支援におけるカウンセリン 

グマインド、特に共感的理解の必要性について考え、ロールプレイを通して学ぶ。 

  チーム学校を見据え、スクールカウンセリングの歴史と実際を学び、理解を深める。 

  クラス全体のコミュニケーション能力を高めるための「育てるカウンセリング」の意義を考え、 

体験的に学ぶ。 

形態 講義、実技演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11014 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 やつしろハーモニーホール（八代市） 開設日 平成 30 年 8 月 22 日 

時間数 6 時間 受講定員 80 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。） 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

8 

月 

22 

日 

(水) 

 

午 

前 

講習テーマ 
発達障がいのある子どもの 

理解と支援 
担当者 村上 義次（中九州短期大学） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1.特別支援教育に関する国の教育施策の概要を理解する。 

2.発達障がいのある子どもの障がい特性を理解し、適切な支援方法を考える。 

講習の概要： 

特別支援教育に関する国の動向を踏まえながら、発達障がいのある子どもの障がい特性を理解

し、どのような支援が必要か考察を深める。また、学習障害（LD）、注意欠陥多動性障害（ADHD）

等（文部科学省の定義に準じて）の心理的疑似体験を通して、子どもの感じる不安やストレスを

心理的に体験し、子どもの立場に立って支援することの意義について考える。 

形態 講義とグループワーク           予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

8 

月 

22 

日 

(水) 

 

午 

後 

講習テーマ 
教育政策・子ども・教師の 

国際比較 
担当者 藤井 美保（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

学力政策を中心とする教育政策と学校教育の現状（子どもや教師の状況等）について国際的に

比較検討する。それによって、日本の教育を客観的にとらえ直すとともに、子ども観、教育観等

について省察し、今後の教育や教職のあり方を考える。 

講習の概要： 

国際比較を通じて、以下の 3点を中心に考察する。 

1．学力問題を見る視点 －子どもの貧困との関連を中心に－ 

2．諸外国（フィンランド、イングランド、アメリカ等）の学力政策比較と日本の教育政策 

3．日本型教育の光と影 －海外から見た日本の教育の強みと課題－ 

①学力形成と階層格差、②人格形成と共同体の崩壊、③授業研究と同僚性、④保護者との関係 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11015 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 28 日 

時間数 6 時間 受講定員 70 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。） 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

8 

月 

28 

日 

(火) 

 

午 

前 

講習テーマ 子ども観・教育観についての考察 担当者 白石 陽一（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1．教育観や子ども観を、具体的な指導方法と関連させてとらえることができるようになる。 

2．教育界の動向や社会の変化は、教育観や子ども観に影響を及ぼすことを理解する。 

講習の概要： 

教師が抱く子ども観や教育観は、観念的なスローガンとして存在するのではなく、具体的な指

導場面に現れること、更にその教師の指導方法や指導技術と不可分の関係にあることを検討す

る。授業づくりや学級づくりの場面を取り上げて、指導方法と教育観がつながっていくことを考

察する。 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験を（100 点満点）を、講習時間内に 30 分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

8 

月 

28 

日 

(火) 

 

午 

後 

講習テーマ 
特別支援教育に関する今日的

課題 
担当者 北崎 佳正（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1.「特殊教育」から「特別支援教育」となる経緯を学ぶとともに、特別支援教育の目指している

今日的な課題を理解する。 

2．特別な支援を必要とする児童生徒の障がいの特性を理解し、学級のなかでどのように指導・ 

支援していくかを保護者への教育相談を含めて考察する。 

講習の概要： 

特別支援教育に至る歴史的経緯を概観し、何が特別支援教育に求められているかを考察し、学

級担任として配慮する事項を整理し、特別な支援を必要とする児童生徒を含めた学級経営の在り

方や校内の支援体制等について考察を深める。 

また、カウンセリングマインドをベースとした児童生徒及び保護者との教育相談についても考え

る。 

形態 
講義とグループ討議 

（発表を含む） 
予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11016 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 30 日 

時間数 6 時間 受講定員 60 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。） 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

8 

月 

30 

日 

(木) 

 

午 

前 

講習テーマ 子ども観・教育観についての考察 担当者 白石 陽一（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1．教育観や子ども観を、具体的な指導方法と関連させてとらえることができるようになる。 

2．教育界の動向や社会の変化は、教育観や子ども観に影響を及ぼすことを理解する。 

講習の概要： 

教師が抱く子ども観や教育観は、観念的なスローガンとして存在するのではなく、具体的な指

導場面に現れること、更にその教師の指導方法や指導技術と不可分の関係にあることを検討す

る。授業づくりや学級づくりの場面を取り上げて、指導方法と教育観がつながっていくことを考

察する。 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験を（100 点満点）を、講習時間内に 30 分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

8 

月 

30 

日 

(木) 

 

午 

後 

講習テーマ 
子どもの問題行動理解と 

良好な人間関係の在り方 
担当者 緒方 宏明（尚絅大学短期大学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

いじめ、不登校、非行、学級崩壊等の問題について、発達障害等の問題や母子関係の面から 
理解を深めるとともに、学校現場で地域の人的資源を如何に活用し、どのように対応すべきかを 
理解する。また、対応の基本となる人間関係作りについて、カウンセリングマインドを生かした 
方法を、ロールプレイを通して習得する。 

講習の概要： 

1．児童生徒の心の問題についての理解。 

2．生育歴における母子関係を視点とした問題行動の理解。 

3．問題行動への対応と学校の体制づくり。 

4．カウンセリングマインドについての理解。 

5．特に保護者への対応方法についてのロールプレイ。 

形態 講義と演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11017 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 9 月 1 日 

時間数 6 時間 受講定員 70 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。） 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

9 

月 

1 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 教職についての省察 担当者 苫野 一徳（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1．教育は、そして教師は、そもそもいったい何のために存在しているのか。その深い理解を通

して、日々の教育実践の軸や振り返りの視点を獲得する。 

2．今日の公教育において、教師にはどのような資質が求められているのか。最新の教育事情を 

踏まえながら、理解を深める。 

講習の概要： 

1．教師の役割や資質を、「そもそも教育とは何か、そしてそれはどうあれば『よい』と言いうる

か」という原理的テーマにまで掘り下げ、考える。 

2．知識基盤社会や、それを背景とした学びのあり方の変革（アクティブ・ラーニング）、入試改 

革などの動向を踏まえ、学びの「個別化・協同化・プロジェクト化」、「信頼と承認の空間づ 

くり」などをキーワードに、講義および討議を行う。 

形態 講義、グループ討議 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

9 

月 

1 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 特別支援教育の理解と支援 担当者 中島 徹（熊本県立熊本聾学校） 

講習の到達目標及びテーマ： 

特別支援教育に関して、障がい特性の捉え方や関わり方、対応の仕方など、その基本的な事柄

を学ぶ。また、インクルーシブ教育システムの意義など最新の情報を提供し、今後の特別支援教

育の方向性などについて理解を深める。 

講習の概要： 

特別支援教育についての理念や制度面（法的位置づけ）の理解を深めていく。また、特別に支

援の必要な児童生徒（発達障がい等を含め）の特性理解や具体的な支援の方策を理解する。さら

にインクルーシブ教育システムの考え方、合理的配慮の内容、あるいは高等学校における通級指

導の制度化など最新の情報を知り、今後の特別支援教育の方向性などを学ぶ。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 40分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11018 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 9 月 8 日 

時間数 6 時間 受講定員 65 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭、養護教諭、栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。） 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

9 

月 

8 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 
インクルーシブ教育から問い

なおす教育的人間関係と支援 
担当者 佐々木 順二（九州ルーテル学院大学） 

講習の到達目標及びテーマ： 

インクルーシブ教育に関する世界の教育動向と、わが国におけるインクルーシブ教育受容の経

緯に目を向けながら、インクルーシブ教育の理念が私たちに問いかける課題を理解する。教師が、

多様な子ども達の存在を受け止めつつ、一人ひとりに生きる力を育んでいくとはどのようなこと

か、そのために大切となる教師と子どもとの関係、並びに教師による支援のあり方について、心

理学、障害科学等の知見を手掛かりに、考察する。 

講習の概要： 

1. インクルーシブ教育に関する世界の教育動向と背景を理解する。 

2. わが国におけるインクルーシブ教育導入が、教育に携わる者に問いかける課題を振り返る。 

3．子どもの発達と障害に関する心理学、障害科学等の最新の知見を学習する。 

 4．今日の教育動向、科学的知見から教育的人間関係と支援のあり方を考察する。 

形態 講義とグループ討議 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

9 

月 

8 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 命の交わりと教育  担当者 東谷 孝一（熊本保健科学大学） 

講習の到達目標及びテーマ： 

今日の子どもをめぐる状況の変化に目を向けながら、教育に携わる人たちにとっての課題を浮

かび上がらせる。教育思想史に手がかりを求め、教育の本質・目的を反省しながら、現在の子ど

もの実態に応じた成長の支援のあり方を考える。 

講習の概要： 

1．子どもをめぐる状況の変化に目を向け、教育に携わる者にとっての課題を浮かび上がらせる。 

2．教育思想史に手がかりを求めながら、教育の本質・目的について反省する。 

3．人格の尊厳とヒューマニズムの教育思想について考察する。 

4．愛における人間の完成と教育における愛の重要性について考察する。 

形態 講義とグループ討議 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。  

 



 

講習コード 11019 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 10 月 6 日 

時間数 6 時間 受講定員 70 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

10 

月 

6 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 教科指導と生徒指導 担当者 藤中 隆久（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

新学習指導要領に述べられている「生きる力としての学力」 「思考力・判断力・表現力」 「主

体的に学習する態度」などの言葉を理解し、自らの知識とする。 

講習の概要： 

学校における授業によって知識を身につけることにいかなる意義があるか、どのような授業に

よって知識は身につけることができるのか、教科指導と生徒指導の関係などについて、講義とグ

ループワークを行う。 

形態 講義とグループワーク            予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価：  

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30 分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡：  

特になし。 

10 

月 

6 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 
学校の今日的課題と新しい 

子ども観・教師像 
担当者 山下 雅彦（東海大学） 

講習の到達目標及びテーマ： 

今日の学校が直面する困難と課題をデータや具体例から明らかにし、子ども観・教育観を問い 

直す中でその展望をひらき、新時代に求められる教師の専門性や社会性、生き方や倫理観とは何

かを考える。 

講習の概要： 

1．いくつかの調査結果や報道・事例を検討し、学校をめぐる現状と課題を把握する。 

2．「子どもの権利条約」の子ども観を理解し、教育や指導のあり方を問い直す。 

3．教職の魅力と生きがい、教育的愛情とモラル、地球時代・市民社会における生き方につい 

て、あらためて各自の立脚点を確かめる。 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11020 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 10 月 13 日 

時間数 6 時間 受講定員 70 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。） 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

10 

月 

13 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 
“地域に根ざす学校づくり”

で学校改革を 
担当者 仲田 陽一（元教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 「地域とともにある学校づくり」というのが、実は平成 23 年に文部科学省から出された提言

のタイトルの一部です。「地域に根ざす（開かれた）学校づくり」と言ってもいいでしょう。こ

れが今、国内外の現代学校改革の 1つの目標像です。“アクティブ・ラーニング”も“カリキュ

ラム・マネージメント”もその不可欠な要素なのです。さあ、学んでみませんか。 

講習の概要： 

1.「地域とともにある学校づくり」とは何かを知る。 

 －「子ども主体の“学び”の創造」・「保護者・地域参加のカリキュラムづくり」－ 

2.そのための「子ども理解」「新たな教育観」を考える。 

3.全国・九州の具体的事例で知る。 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

10 

月 

13 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 脳科学の知見を教育に活かす 担当者 高岸 幸弘（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

多動傾向を示す子どもおよび自閉傾向のある子どもの特徴を、心理学と脳科学の両面から概観

し、その対応のあり方について考える。 

講習の概要： 

1．中枢神経系（脳）の仕組みと働きを知る。 

2．多動傾向を示す子どもと自閉傾向を示す子どもの脳の活動の特徴を、種々の実験研究の結果 

を概観した上で、演習を行い体験的に理解する。 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11021 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 10 月 28 日 

時間数 6 時間 受講定員 70 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。） 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

10 

月 

28 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 子ども観・教育観についての考察 担当者 白石 陽一（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1．教育観や子ども観を、具体的な指導方法と関連させてとらえることができるようになる。 

2．教育界の動向や社会の変化は、教育観や子ども観に影響を及ぼすことを理解する。 

講習の概要： 

教師が抱く子ども観や教育観は、観念的なスローガンとして存在するのではなく、具体的な指

導場面に現れること、更にその教師の指導方法や指導技術と不可分の関係にあることを検討す

る。授業づくりや学級づくりの場面を取り上げて、指導方法と教育観がつながっていくことを考

察する。 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験を（100 点満点）を、講習時間内に 30 分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

10 

月 

28 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 子ども理解と支援の在り方 担当者 小川内 哲生（尚絅大学短期大学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

いじめや不登校、軽度発達障害など子どもの心の問題の現状について学ぶ。中でも、特別な支援

を必要とする子どもの発達に関する知識や今日的課題を理解し、その心理特性と支援のあり方につ

いて把握する。また、問題を発見し、解決していくための方法として教師の使えるカウンセリング

を取り上げ、問題解決に必要な取り組みに関する理解を深めることを目標とする。 

講習の概要： 

学校現場における子どもの心の問題の現状について、発達心理学や特別支援教育の面から解説

する。また、子どもの問題を発見し解決していくための方法として教師の使えるカウンセリング

を取り上げ、教育現場におけるカウンセリングの方法を具体的に解説する。 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11022 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 11 月 17 日 

時間数 6 時間 受講定員 70 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

ハ）子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関するものを含む。） 

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

11 

月 

17 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 脳科学の知見を教育に活かす 担当者 高岸 幸弘（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

多動傾向を示す子どもおよび自閉傾向のある子どもの特徴を、心理学と脳科学の両面から概観 

し、その対応のあり方について考える。 

 

講習の概要： 

1．中枢神経系（脳）の仕組みと働きを知る。 

2．多動傾向を示す子どもと自閉傾向を示す子どもの脳の活動の特徴を、種々の実験研究の結果 

を概観した上で、演習を行い体験的に理解する。 

形態 講義      予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否     否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

11 

月 

17 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 
教育政策・子ども・教師の国際

比較 
担当者 藤井 美保（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

学力政策を中心とする教育政策と学校教育の現状（子どもや教師の状況等）について国際的に

比較検討する。それによって、日本の教育を客観的にとらえ直すとともに、子ども観、教育観等

について省察し、今後の教育や教職のあり方を考える。 

講習の概要： 

国際比較を通じて、以下の 3点を中心に考察する。 

1．学力問題を見る視点 －子どもの貧困との関連を中心に－ 

2．諸外国（フィンランド、イングランド、アメリカ等）の学力政策比較と日本の教育政策 

3．日本型教育の光と影 －海外から見た日本の教育の強みと課題－ 

①学力形成と階層格差、②人格形成と共同体の崩壊、③授業研究と同僚性、④保護者との関係 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付する。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 


