
講習コード 11301 領域名 選択必修 開設講習名 
発達障害の理解と支援 

―教育相談の視点から― 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 10 日 

時間数 6 時間 受講定員 50 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭 主な受講対象者 

幼稚園教諭・小学校教諭・ 

中学校及び高等学校教諭・ 

特別支援学校教諭、養護教諭 

講習内容： 

1． 発達障害についての基本的な定義や関連事項について説明し、発達障害がある児童・生徒の心理 

臨床学的視点からみた特性とその支援の在り方について整理する。 

2． 教育相談の場における具体的な発達障害や不登校・いじめ等の事例を紹介し、どのような支援が 

必要かについて考える。 

3． 支援技法のひとつとしての心理劇的支援法について実際に学ぶ。 

6 

月 

10 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
発達障害について 

（理論と支援の実際） 
担当者 髙原 朗子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1．子どもの発達に関する知識や今日的課題を理解する。 

2．発達障害についての基本的な説明や関連事項について整理する。 

3．発達障害がある児童･生徒の心理臨床学的視点からみた特性とその支援のあり方について 

整理する。 

4．支援技法のひとつとしての心理劇的支援法について実際に学ぶ。 

講習の概要： 

現代日本における子どもの発達に関する基本的な知識や課題について説明したうえで、発達障

害の定義や、教育現場で発達障害と位置づけられている自閉症（自閉スペクトラム症）・学習障害

（LD）・注意欠陥多動症候群（ADHD）等の定義や基本的な症状や心理特性、心理的支援について紹

介する。 

教育相談の場における発達障害がある児童・生徒の様々な課題や具体的な教育的支援のあり方

について、知的障害・不登校・いじめ等のテーマとの関連から検討する。さらに、彼らの特性を

生かした支援方法である心理劇的支援について体験的に学ぶ。 

形態 講義と演習（実技） 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： 

心理劇の実技を行うため、動きやすい服装（靴）で参加すること。 

 



講習コード 11302 領域名 選択必修 開設講習名 ICT を活用した授業づくり 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 10 日 

時間数 6 時間 受講定員 18 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
小学校教諭・ 

中学校及び高等学校教諭 

講習内容： 

現代の教師には、情報機器の操作技能だけではなく、それらの特性を生かした授業設計の力量が求め

られている。そこで、本講習では、ICT 活用についての具体的な事例や模擬授業を通して考察するとと

もに、初歩的なプログラミングについても理解する。さらに、タブレット型情報端末を利用した協働学

習によるプレゼンテーションを行うことによって、児童生徒の情報活用能力を高めるための授業方略に

ついても考察する。 

6 

月 

10 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
ICT を活用した授業設計 

～メディアの特性理解～ 
担当者 前田 康裕（教職大学院） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 ＜到達目標＞ 

情報機器を効果的に活用するためのメディアの特性を理解するとともに、ICTを効果的に 

活用した授業を設計する技能を獲得する。 

 

＜テーマ＞ 

メディアの特性を生かした授業設計 

講習の概要： 

 授業改善のための ICT 活用方法について、具体的な事例や模擬授業を通して考えていく。ICT

活用についての具体的な事例や模擬授業を通して考察するとともに、初歩的なプログラミングに

ついても理解する。 

 授業や研究発表などに役立てるための効果的で印象に残るプレゼンテーションについて学ぶ。

更に、実際に生徒の立場に立って協働学習によるプレゼンテーションを行う。そのことによって、

協働学習の方略理解とプレゼンテーションの技能向上を狙いとする。 

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 要 

評価： 

プレゼンテーション資料と発表（50 点満点）及び講習時間内の筆記試験（50 点満点）で 

評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

ICT を用いて指導したい教科の教科書及び指導書、資料等を持参すること。 

USB メモリーあるいは SDカードを持参すること。 

 



講習コード 11303 領域名 選択必修 開設講習名 
学校における 

危機管理への対応 

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 16 日 

時間数 6 時間 受講定員 40 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 

幼稚園教諭・小学校教諭・ 

中学校及び高等学校教諭・ 

特別支援学校諭、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

学校における様々な課題に対する組織的対応の必要性を理解し、事例研究等を通して具体的対応の在 

り方を考察する。また、今日の学校教育の場に山積する危機管理上の諸課題に対して、その対応の基本

となるリスク・マネジメント、クライシス・マネジメントを理解し、具体的事例を通して組織的対応の

在り方や関係諸機関との連携の在り方について考察する。 

6 

月 

16 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 危機管理と組織的対応 担当者 長濵 茂喜（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

学校における諸課題に対する組織的対応の意義と在り方を、マネジメントの視点から事例研究

等をもとに考察し理解を深める。 

また、学校における危機管理に対する理解を深め、危機管理上の諸課題に対する組織的対応や

関係諸機関との連携の在り方等について考察し、実践的対応力を高める。 

講習の概要： 

今日の学校には、いじめ問題や不登校の子どもへの対応、インターネットや携帯電話等でのト

ラブル防止、突発的な事故への対応、特別の支援を必要とする子どもへの対応、保護者対応、震

災対応など様々な課題がある。今、そのような課題に対して、関係諸機関と連携を図りながら、

学校組織として対応していくことが求められている。 

ここでは以下の４つのことを柱に講義を進める。 

1 マネジメントの視点から組織的対応の在り方について考える。 

2 学校における危機管理上の課題を知り、具体的事例についての対応策を考える。 

3 危機管理のポイント、組織的対応の在り方について考える。 

4 保護者への対応や地域・関係諸機関との連携の在り方について考える。 

形態 講義、グループ協議 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 11304 領域名 選択必修 開設講習名 
幼児教育をめぐる状況の 

変化と教育要領 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 23 日 

時間数 6 時間 受講定員 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 幼稚園教諭・保育教諭 

講習内容： 

平成 30 年度からの幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂を踏まえ、上記

教育要領等をあらためて理解し直し、保育実践へと反映させるための力をみにつけることを講習の主た

る目的とする。具体的には以下の 4点を内容として実施する。 

1. 幼児教育をめぐる近年の状況の変化について、子育て支援制度等も含めて理解する。 

2. 教育要領の改訂に伴う変更点等を中心に内容を理解する。 

3. 幼児理解の方法としての観察・理解の進め方について理解する。 

4. 2・3 を踏まえて教育要領等を踏まえて幼児教育実践を構想する力を身につける。 

6 

月 

23 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
幼児教育をめぐる状況の変化

と教育要領 
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： 

1. 幼児教育をめぐる近年の状況の変化について、子育て支援制度等も含めて理解する 

2. 教育要領の改訂に伴う変更点等を中心に内容を理解する 

3. 幼児理解の方法としての観察・理解の進め方について理解する 

4. 幼児理解と教育要領等を踏まえて幼児教育実践を構想する力を身につける 

講習の概要： 

・ 近年の幼児教育に関する制度、施設、保育の内容や方法等について資料等を用いて適宜解説 

する。 

・ 平成 30 年度改訂の幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領における変更

点等について解説する。 

・ 幼児理解のための観察の視点を養い、記録の理解をふかめるため、保育記録をもとにしたグ

ループワークを行う。 

・ 教育要領等と幼児理解を結び付け、幼児教育実践を構想するためのポイントを解説し、グル

ープまたは個人のワークを行う。 

形態 講義＋演習 予備知識 □不要 ☑ある程度必要 □必要 

テキスト 
『幼保連携型認定こども園教育保育要領』

『幼稚園教育要領』 
※事前準備要否 要 

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： 

講習前に、『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』もしくは『幼稚園教育要領』を再読し、

講習にご持参ください。 

 



講習コード 11305 領域名 選択必修 開設講習名 ICT を活用した授業づくり 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 23 日 

時間数 6 時間 受講定員 18 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
小学校教諭・ 

中学校及び高等学校教諭 

講習内容： 

現代の教師には、情報機器の操作技能だけではなく、それらの特性を生かした授業設計の力量が求め

られている。そこで、本講習では、ICT 活用についての具体的な事例や模擬授業を通して考察するとと

もに、初歩的なプログラミングについても理解する。さらに、タブレット型情報端末を利用した協働学

習によるプレゼンテーションを行うことによって、児童生徒の情報活用能力を高めるための授業方略に

ついても考察する。 

6 

月 

23 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
ICT を活用した授業設計 

～メディアの特性理解～ 
担当者 前田 康裕（教職大学院） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 ＜到達目標＞ 

情報機器を効果的に活用するためのメディアの特性を理解するとともに、ICTを効果的に 

活用した授業を設計する技能を獲得する。 

 

＜テーマ＞ 

メディアの特性を生かした授業設計 

講習の概要： 

 授業改善のための ICT 活用方法について、具体的な事例や模擬授業を通して考えていく。ICT

活用についての具体的な事例や模擬授業を通して考察するとともに、初歩的なプログラミングに

ついても理解する。 

 授業や研究発表などに役立てるための効果的で印象に残るプレゼンテーションについて学ぶ。

更に、実際に生徒の立場に立って協働学習によるプレゼンテーションを行う。そのことによって、

協働学習の方略理解とプレゼンテーションの技能向上を狙いとする。 

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 要 

評価： 

プレゼンテーション資料と発表（50 点満点）及び講習時間内の筆記試験（50 点満点）で 

評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

ICT を用いて指導したい教科の教科書及び指導書、資料等を持参すること。 

USB メモリーあるいは SDカードを持参すること。 

 



講習コード 11306 領域名 選択必修 開設講習名 ICT を用いた制作活動 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 24 日 

時間数 6 時間 受講定員 20 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 

幼稚園教諭・小学校教諭・ 

中学校及び高等学校教諭・ 

特別支援学校教諭、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

最近ではタブレット端末を利用した ICT 教育の機会が多くなっている。そこで、本講習では、タブレ

ット端末を授業へ用いる場合の利便性に関する情報を提供し、タブレット端末を利用した個別学習とグル

ープ学習を体験しながら、デジタルコンテンツ制作学習に関する知識と実践を獲得することができる。な

お、本講習は ICT 初級程度の内容である。 

6 

月 

24 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ タブレット端末利用について 担当者 塚本 光夫（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

＜到達目標＞ タブレット端末利用について学習し、デジタルコンテンツ制作と発表を行うこ

とができる。 

＜テーマ＞ デジタルコンテンツ作成事例の知見を得て、グループによる資料作成活動を体

験し、グループによる ICT 活用能力を獲得する。 

講習の概要： 

教育におけるタブレット端末の効果的な利用方法について学び、その事例を知ることで、マ

ルチメディアを用いたデジタルコンテンツ作成技法について学習する。ワープロやプレゼンテー

ションソフトの学習や使用方法を学ぶ講習ではない。さらにグループでタブレット端末を利用し

て、与えられた課題に対する作品制作を行う。ストーリー制作、素材収集、作品制作、作品発表

の一連の作業を実施する。最後に本講習テーマに関する筆記試験を行う。授業担当者がタブレッ

ト端末やパソコン等の機器を用意するので、機器を持参する必要はない。 

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： 

制作物（50 点満点）及び筆記試験（50点満点）で評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

http://www.educ.kumamoto-u.ac.jp/~tsuka/ict/ を参照すること。 

 



講習コード 11307 領域名 選択必修 開設講習名 
学校、家庭並びに 

地域の連携及び協働 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 21 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 
幼稚園教諭・小学校教諭・ 

中学校教諭、養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

１）子どものもう一つの教育環境である地域社会の教育的機能を理解するとともに、学校と地域社会の

連携の必要性を理解する。 

２）学社連携の先駆的実践に学びながら、学校と地域社会、保護者との良好な関係性構築、および学校

の地域的役割について理解する。 

7 

月 

21 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 学校教育と社会教育の連携 担当者 山城 千秋（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

わが国は、教育といえば学校教育を指すほどに、学校崇拝の傾向が強い。子どもの学校外教育 

の意義に着目し、学校・家庭・地域共同の子どもの育ちについて理解する。具体的には、学校の 

教育課程以外の活動を包含する社会教育の法と制度、公民館における学びや社会教育関係団体の 

活動の考察をとおして、地域づくりと学校づくりにおける教職員の役割を明らかにする。 

講習の概要： 

地域には「学校の役に立ちたい、働きかけたい」人が少なくない。学校でも「何かしたいが、 

きっかけがつかめない」と考えていたりする。そこで、家庭、学校、公民館の三者で共通した 

教育目標をどのように設定することができるか、地域教育課程の創造と、開かれた学校づくりの 

方策やあり方を探る。理解を深めるために、先駆的な学社連携の実践を紹介しながら、地域に 

おける教員の専門職性についても言及する。 

子どもの学校外教育や公民館における学び、社会教育関係団体の活動等を理解した上で、実際 

生活に役立つ企画を立案するグループワークを行い、地域課題や解決策についてグループで共有 

し合意形成を図る。 

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 11308 領域名 選択必修 開設講習名 
学校現場におけるいじめ問題等 

への危機対応のあり方 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 8 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 

小学校教諭・ 

中学校及び高等学校教諭・ 

特別支援学校教諭、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

本講習は、学校現場でいじめや不登校等による問題が発生した場合、どのように情報を収集し、対応 

方針を立て、初期の対応や児童生徒や保護者の心のケアを行っていくかを、教育的視点に基づき検討し

ていきます。また、保護者対応の方法についてロールプレイを通して学びます。 

7 

月 

8 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
学校現場におけるいじめ問題

等への危機対応のあり方 
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： 

1.学校現場における危機とはどのような状況が想定できるかを把握することができる。 

2.教育的対応の基本について理解を深めることができる。 

3.事案によって生じる関係者の心理や思いについて理解することができる。 

4.初期対応のあり方について理解を深めることができる。 

5.問題の収束をめざすための対応のあり方について理解を深めることができる。 

6.保護者等への対応方法について、ロールプレイを通して深めることができる。 

講習の概要： 

前半（午前） 

・講義形式で講習（到達目標の 1～4） 

・教育現場に起こりうる危機と危機の状況。 

・いじめの重大事案が発生した場合の対応のあり方。 

後半（午後） 

・討論＋講義＋演習：（到達目標の 5、6） 

・前半についての討論。 

・問題の収束をめざすための対応等について。 

・ロールプレイを通しての保護者対応等の方法について。 

 

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 11309 領域名 選択必修 開設講習名 
最先端の教科内容学 

（文法知識の習得と異文化理解） 

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 25 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
中学校及び高等学校 

外国語（英語）科教諭 

講習内容： 

近年の第 2言語習得研究の成果に基づいて文法指導の必要性を再確認し、英語学習者の文法知識の一般

的傾向、および学習者特性や英語習熟度との関係について検討します。後半は、言葉が世界から切り離せ

ない存在であり、言語学習には文化リテラシーの習得が不可欠であることを踏まえ、英語圏の文学作品を

学び、その文化を自文化と比較することによって、英語運用能力の向上が可能であることを学びます。 

7 

月 

15 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 文法知識習得の理論と実践 担当者 村里 泰昭（大学教育統括管理運営機構） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 言語習得の領域における主要な考え方にふれ、母語の干渉・転移の本質について理解する。 

 指導を必要とする文法の知識の見極めの必要性について理解する。 

 大学入学者の英文法に関わる意識を踏まえて、中・高における文法指導について考察する。 

講習の概要： 

 言語理論の展開と第 2言語習得理論の変遷を対応付けながら概観します。 

 母語の干渉・転移を生成文法理論に基づいて説明します。 

 英文法学習への好意度、文法項目への自信度などに関わる調査結果を紹介し、文法指導の重

要性について議論します。 

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 文学と文化リテラシー 担当者 カレン・オオシマ（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1.文学作品の背景と文化の重要性を理解できる。 

2.文学作品に用いられている言語と文化的要素を観察できる。 

3.文学作品を研究することで、言語運用能力を基礎的なレベルのみならず、より洗練されたレベ 

ルにおいて高める機会となることを理解できる。 

講習の概要： 

1.講習への導入に併せて文学についての概説を行います。 

2.教材の文学作品を講読し、グループ討議を行います。 

3.最後に、文化リテラシーと文学の外国語指導への貢献について議論します。 

※講義と教員との議論は英語で行います。 

形態 
講義および演習 

（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： 

英文をじっくりと読み込むため、辞書を持参してください。活発な議論を期待します。 

 



講習コード 11310 領域名 選択必修 開設講習名 
トラブルコミュニ 

ケーションの心理学 

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 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 

幼稚園教諭・小学校教諭・ 

中学校及び高等学校・ 

特別支援学校教諭、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

「いじめ」をはじめとする校内のトラブルから、保護者のクレーム対応をはじめとする校外とのやり

とりまで、学校を取り巻く状況が変化する中、コミュニケーションの課題も複雑さを増している。組織

的な対応に失敗し問題を拡大させてしまったトラブル事例を検討し、近年の心理学的知見を参照しつ

つ、教育現場でのよりよいコミュニケーションと組織的対応のあり方を検討する。 

７ 

月 

21 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ トラブルコミュニケーション 担当者 八ッ塚 一郎（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 「いじめ」事案やクレーム対応等における組織対応の失敗事例を検討し「他山の石」として共

有するとともに、トラブルをめぐるコミュニケーション課題を把握する。さらに、最新の心理学

理論と知見をベースとして、学校組織内外でのコミュニケーションのあり方や具体的な対応の方

向性を考える。常に実践を念頭に置きながら、簡単なディスカッションやロールプレイも織り交

ぜつつ進行する。 

講習の概要： 

・「いじめ」事案をはじめとする組織対応トラブルの事例検討と、組織コミュニケーションにお

ける危機事例の分析 

・保護者対応における問題といわゆる「クレーム対応」の概略およびその問題 

・「ナラティヴセラピー」をはじめとする最新の心理学的知見とそれを応用したコミュニケーシ

ョン心理学 

・ミニディスカッションとロールプレイ（予定） 

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 11311 領域名 選択必修 開設講習名 
道徳教育における 

アクティブラーニング 

会場 熊本市国際交流会館（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 22 日 

時間数 6 時間 受講定員 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小学校教諭・中学校教諭 

講習内容： 

道徳の教科化の意味は、学校教育全体の改革の流れの中で理解する必要がある。この講習では、道徳

の教科化に向けた学習指導要領改訂のポイントを解説するとともに、道徳において「アクティブラーニ

ングの視点からの授業改善」を行い、「主体的、対話的で深い学び」を実現するにはどうすればよいか

を、小・中学校の教材（道徳資料）を用いた演習を通じて考えていく。 

7 

月 

22 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 
道徳教育におけるアクティブ

ラーニング（１） 
担当者 八幡 英幸（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ：道徳の教科化に向けた学習指導要領改訂のポイントを解説する 

1. 道徳の教科化の意味を、学校教育全体の改革の流れの中で理解する。 

2. 道徳において「アクティブラーニングの視点からの授業改善」を行い、「主体的、対話的で 

深い学び」を実現するにはどうすればよいかを考える。 

講習の概要： 

1. 道徳の教科化に向けた学習指導要領改訂のポイントを解説する。 

2. 小・中学校の教材（道徳資料）を用いた演習を通じて、「アクティブラーニングの視点からの

授業改善」を行うにはどうすればよいかを考える。 

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

テキスト 
事前にメールにて連絡する資料と、当日

配付するプリントを使用します。 
※事前準備要否 要 

評価： 

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

講習受講希望者への事前連絡： 

 授業づくりに用いる資料については、事前にメールにて資料名等を連絡します。 

7 

月 

22 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 
道徳教育におけるアクティブ

ラーニング（２） 
担当者 八幡 英幸（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1. 道徳において「アクティブラーニングの視点からの授業改善」を行い、「主体的、対話的で深

い学び」を実現するにはどうすればよいかを考える。 

2. 班別協議と発表を通じ、道徳の授業づくりについての考えを深める。 

講習の概要： 

1. 小・中学校の教材（道徳資料）を用いた演習を通じて、「アクティブラーニングの視点からの

授業改善」を行うにはどうすればよいかを考える。 

2. 班別協議と発表、講師からのコメント、本日のまとめを行う。 

形態 講義＋演習 予備知識 □不要 ☑ある程度必要 □必要 

テキスト 
事前にメールにて連絡する資料と、当日

配付するプリントを使用します。 
※事前準備要否 要 

評価： 

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

講習受講希望者への事前連絡： 

授業づくりに用いる資料については、事前にメールにて資料名等を連絡します。 

 



講習コード 11312 領域名 選択必修 開設講習名 
主体的・対話的で深い学び

の実現を図る授業づくり 

会場 熊本市国際交流会館（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 22 日 

時間数 6 時間 受講定員 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小学校教諭・中学校教諭 

講習内容： 

 1) 学習指導要領改訂の背景や方向性について理解する。 

 2) 改訂学習指導要領の趣旨を踏まえ、これからの時代に求められる資質・能力の育成を図るための 

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業づくりについて考察する。 

 3) 学校総体として授業改善を図るための校内研修の在り方について検討する。 

7 

月 

22 

日 

 

(日) 

 

午

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
主体的・対話的で深い学びの 

実現を図る授業づくり 
担当者 上村 謙太郎（熊本県立教育センター） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1) 学習指導要領改訂の背景や方向性、これからの時代に求められる資質・能力について深く 

理解する。 

2) 資質・能力の育成を図るために、どのような授業を行っていけばよいか、「主体的・対話的 

で深い学び」の視点から考える。 

3) 学校総体として授業改善を図っていくために、校内研修をどのように進めていけばよいか、

実感を伴って理解する。 

講習の概要： 

1) 学習指導要領改訂の背景となる社会の変化や学習指導要領改訂の方向性について詳しく解説 

します。 

2) これからの時代に求められる資質・能力と「主体的・対話的で深い学び」について解説する 

とともに、主体的・対話的で深い学びの実現を図る授業づくりに関する演習及び協議を行い 

ます。 

3) 学校総体として授業改善を図っていくための校内研修の在り方について、演習を交えながら 

解説します。 

形態 講義＋演習・協議 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 11313 領域名 選択必修 開設講習名 
小学校教育の最前線 

（外国語活動） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 25 日 

時間数 6 時間 受講定員 25 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭  主な受講対象者 小学校教諭 

講習内容： 

小学校における外国語（英語）活動の授業において、どのような英語のコミュニケーションが行われ

るべきかを議論する。実践面に焦点をあて、クラスルーム・イングリッシュの量と質を向上させる手法

を学習する。具体的には、指導の際に有用な英語の語彙や表現を学び、教師による効果的な英語による

質問の仕方や児童の聴解力を重視したコミュニケーションの仕方を考察する。教師自身の英語力向上も

本講習の到達目標である。 

7 

月 

25 

日 

(水) 

 

午 

前 

講習テーマ 教室英語の質と量 担当者 スタン・ピダーソン（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

ジェスチャーなどの非言語的コミュニケーションの実体やその他の意思疎通を円滑にするた

めの手法を学ぶ。授業時に使用可能な単語の導入方法、及び児童のインプットの量と質を上げる

ための英語による問いかけ方（質問方法）を学習する。 

講習の概要：  

本講習は教室における教師と児童、あるいは児童間の英語を介したインタラクションの形態に

焦点をあて、児童が聴き、理解することのできる教室英語の質と量を向上させるためのノウハウ

を検討する。 

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： 

小学校外国語活動の中で単語を導入する場面設定における講習への積極的な参加を評価対象と

する。  

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

7 

月 

25 

日 

(水) 

 

午 

後 

講習テーマ 教師の英語力の向上 担当者 スタン・ピダーソン（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

教師としての英語力（クラスルームイングリシュ）を向上させる方法を学んで、 

特に Extensive Reading を練習する。 

講習の概要： 

授業に役に立つ表現、語彙や英語表現を紹介する方法、生徒とのインタラクティブな教え方に

続けて、自分の英語能力を高めるため Extensive Reading の方法を体験しながら学ぶ。 

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 要 

評価： 

講習の中で取り組む英文読解に関する筆記試験と講習への積極的な参加を評価対象とする。  

講習受講希望者への事前連絡： 

電子辞書あるいは、紙媒体の英和辞書を持参すること。 

 



講習コード 11314 領域名 選択必修 開設講習名 
発達障害の理解と支援 

―教育相談の視点から― 

会場 天草教育会館（天草市） 開設日 平成 30 年 7 月 27 日 

時間数 6 時間 受講定員 50 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭 主な受講対象者 

幼稚園教諭・小学校教諭・ 

中学校及び高等学校教諭・ 

特別支援学校教諭、養護教諭 

講習内容： 

1． 発達障害についての基本的な定義や関連事項について説明し、発達障害がある児童・生徒の心理 

臨床学的視点からみた特性とその支援の在り方について整理する。 

2． 教育相談の場における具体的な発達障害や不登校・いじめ等の事例を紹介し、どのような支援が 

必要かについて考える。 

3． 支援技法のひとつとしての心理劇的支援法について実際に学ぶ。 

7 

月 

27 

日 

(金) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
発達障害について 

（理論と支援の実際） 
担当者 髙原 朗子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1．子どもの発達に関する知識や今日的課題を理解する。 

2．発達障害についての基本的な説明や関連事項について整理する。 

3．発達障害がある児童･生徒の心理臨床学的視点からみた特性とその支援のあり方について 

整理する。 

4．支援技法のひとつとしての心理劇的支援法について実際に学ぶ。 

講習の概要： 

現代日本における子どもの発達に関する基本的な知識や課題について説明したうえで、発達障

害の定義や、教育現場で発達障害と位置づけられている自閉症（自閉スペクトラム症）・学習障害

（LD）・注意欠陥多動症候群（ADHD）等の定義や基本的な症状や心理特性、心理的支援について紹

介する。 

教育相談の場における発達障害がある児童・生徒の様々な課題や具体的な教育的支援のあり方

について、知的障害・不登校・いじめ等のテーマとの関連から検討する。さらに、彼らの特性を

生かした支援方法である心理劇的支援について体験的に学ぶ。 

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 26日（木）に

開講予定の「子どもの心の発達とケア」と内容が一部重複する。 

形態 講義と演習（実技） 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： 

心理劇の実技を行うため、動きやすい服装（靴）で参加すること。 

 



講習コード 11315 領域名 選択必修 開設講習名 
教育相談の 

理論・実践・課題 

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 7 月 31 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 

小学校教諭・ 

中学校および高等学校教諭、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

まずは、いじめ、不登校、発達障がい、LGBT 問題等の教育相談に関わる諸問題について言及する。

それから、学校に配置されている専門家（SC・SSW・SV）との連携、さらに児童・生徒・保護者対応に

おける学校内部と学校外部におけるチーム支援等の現状と課題について見つめる。最後に、教育相談時

間に児童・生徒に使用できるいくつかのコミュニケーションスキル（作業）を紹介し、教員ご自身の自

己覚知としても振り返る。 

7 

月 

31 

日 

(火) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 「教育相談」のリフレーミング 担当者 黒田（西島） 宣代（中九州短期大学） 

講習の到達目標及びテーマ： 

(1) 昨今、教育相談に関する諸問題としては、「LGBTI」や「発達障がい」における情報の不足に 

よる対応等が挙げられる。したがって、それらの新たな問題への知識を深め、児童・生徒へ

の理解を深める。 

 

(2) いじめや不登校という病理を児童・生徒側だけの問題として取り上げるのではなく、教師（教 

育現場）や保護者（家庭）にもっと焦点をあて、根本的な視点を再度、振り返る。 

講習の概要： 

(1) 教育相談（いじめ及び不登校への対応を含む）における昨今の諸問題 

(2) 学校に配置されている専門家（SVや SSW・SC 等）との連携 

(3) 学校内部と学校外部におけるチーム連携 

(4) 自己覚知（作業を通してコミュニケーションスキルを学ぶ） 

(5) リフレーミング（ディスカッション） 

形態 講義・実践演習 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 要 

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： 

※事前準備として、「コラージュ」をする予定にしているので、ハサミ・のり・雑誌（ジャンル

は問いません。チラシ等も OKです。数冊ある方が良いと思われます）を用意してください。 

 



講習コード 11316 領域名 選択必修 開設講習名 
幼児を取り巻く環境の変化と

就学前教育 

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 2 日 

時間数 6 時間 受講定員 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
幼稚園教諭・小学校教諭・ 

中学校教諭・特別支援学校教諭 

講習内容： 

講習では、教育基本法第 11 条に新設された「幼児期の教育」の意義について解説するとともに、就

学前教育・保育の在り方について、従来から推進されてきた「幼小接続」に係る取組みに加えて、次期

「幼稚園教育要領」の方向性について詳述する。幼稚園、認定こども園等、就学前教育に関わっている

教員だけではなく、実際に「幼小中連携」の担当を務める小中学校教員等に必要な知識と実務を習得す

ることを目的とする。 

8 

月 

2 

日 

(木) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 学校と地域・家庭の連携・協働 担当者 古賀 倫嗣（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

平成 18 年に改正された教育基本法は、第 11 条に「幼児期の教育」を新設した。本講習はその

意味について講述し、「幼児期の教育」に関わる教育政策や「幼保一元化」の経緯と現在につい

て講義を行う。午前・午後の講習を通して、「今、なぜ就学前教育か」を考え、「少子社会」下の

教育・保育の政策を理解するために際に必要な知識と実務を習得することが到達目標である。 

講習の概要： 

講習の前半は、改正教育基本法第 11 条の趣旨、「生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なも

の」すなわち「生きる力の基礎」について講述し、「生きる力の基礎」がなぜ、今問われるのか、

幼児を取り巻く環境の変化について具体的な問題、課題とそれに対する取組みの実践事例につい

て講義を行う。 

講習の後半は、「幼・保・小・中の接続・連携」など、取組みの推進が強く求められている社

会的課題について講述するとともに、次期「幼稚園教育要領」の方向性について詳述する。さら

に、「家庭教育支援」等、新たに推進が求められてきた事業の目的及び運営について講義する。

なお、講義中に、「就学前教育と幼児の現状」についてのグループワークの時間を設け、問題意

識の深化と共有化を進めることにしている。                   

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 11317 領域名 選択必修 開設講習名 
事例に学ぶ危機管理と 

組織的対応 

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 3 日 

時間数 6 時間 受講定員 40 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 
小学校教諭・中学校教諭、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

1 教育現場で求められる危機管理について最近の事象から想定する。 

2 学校を取り巻く今日的課題について、いじめや生徒指導の事例をもとに具体的対応について 

グループで討議する。 

3 児童生徒の安心・安全を第一とした教員の組織的な対応能力を高める。 

8 

月 

3 

日 

(金) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
危機管理の課題と組織対応の必要性

を当事者になって考える。 
担当者 濵平 清志（教職大学院） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 危機管理能力は本来身についているものではなく、体験や学びを通して身についていくもので

ある。しかし、危機を体験する機会は限られており、その体験を生かせるような研修の機会も少

ない。学校現場では児童生徒の怪我やいじめ、生徒指導などの事案が日常的に起きている。大ご

とにならないためには、あらゆる事案に対して組織的、予防的に考え迅速に動くことが大切にな

る。 

 そこで、具体的な事例をもとに当事者の立場にたって、原因分析と対策をシュミレーションす

るケーススタディの方法を用いることで個々の課題解決力を高めることを目標とする。 

講習の概要： 

1 自らのヒヤリ・ハットの経験を忌憚なく語り合う。 

2 危機管理能力はどうすれば身につくかを組織マネジメントの視点から考える。 

3 中学校でのいじめの事案をもとに学校の対応についてグループで討議することで、組織的対応 

の大切さを知る。 

4 小学校の学校事故の事案をもとにグループで討議することで、危機管理の意識について考え 

る。 

5 小中学校の連携についての事案をもとにグループで討議することで、課題解決の手法について 

考える。 

6 危機管理と組織的対応について講習を通して学んだことや生かしたいことをリフレクション 

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 11318 領域名 選択必修 開設講習名 

学習指導要領改訂の経緯と

これから求められる算数の

授業づくり 

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 30 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小学校教諭 

講習内容： 

小学校学習指導要領（算数科）の改訂に伴い、小学校算数の授業で求められる資質・能力の育成につ

いて、学習指導要領解説をもとに理解を深める。 

国が行っている調査（小学校学習指導要領実施状況調査、全国学力・学習状況調査）の趣旨及び結果

をもとに、具体的な授業づくりを行う。 

8 

月 

4 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 求められる算数の授業づくり 担当者 宮脇 真一（教職大学院） 

講習の到達目標及びテーマ： 

小学校学習指導要領（算数科）の改訂の趣旨を踏まえた授業のあり方を理解し、一単元を通した

授業づくりを構想することを目標とする。 

講習の概要： 

1 国が行っている調査（小学校学習指導要領実施状況調査、全国学力・学習状況調査）の趣旨

及び結果について学ぶ 

2 小学校学習指導要領（算数科）について学ぶ 

3 『平成 29 年度全国学力・学習状況調査授業アイディア例』を生かした授業づくりを行う 

 

形態 講義及びグループ討議 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付します。 ※事前準備要否 要 

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分程度で実施します。 

講習受講希望者への事前連絡： 

次の資料を紙媒体又は電子媒体（タブレット等での閲覧ができる状況）でご用意ください。 

『小学校学習指導要領解説 算数科』 

『平成 29年度全国学力・学習状況調査報告書 小学校算数』 

『平成 29年度全国学力・学習状況調査授業アイディア例 小学校算数』 

 



講習コード 11319 領域名 選択必修 開設講習名 
「考え、議論する道徳」の

授業づくり 

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 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小学校教諭・中学校教諭 

講習内容： 

  小学校では、「特別の教科 道徳」が始まる。本講習では、今、求められる道徳教育の充実を目指し 

て、教科化された背景や経緯について考察するとともに、道徳教育に関わる学習指導要領の要点を解説 

する。 

  そのうえで、道徳的価値を押しつけたり、人物の心情理解に終始したりする授業からの脱却を目指し、 

「考え、議論する道徳」へ質的転換を進める授業づくりについて演習形式で考えていく。 

8 

月 

5 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
「考え、議論する道徳」の 

授業づくり 
担当者 甲山 敏彦（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

  今、求められる道徳教育の充実を目指して、道徳の教科化の背景や道徳教育及び道徳科の目標 

を理解するとともに、「考え、議論する道徳」の授業づくりについて考え今後の実践に活かす。 

1. 道徳の教科化の背景や道徳教育の改善の方向性について理解する。 

2.  道徳科の授業づくりの基本について理解を深める。 

3. 「考え、議論する道徳」の授業展開について考えを深める。 

講習の概要： 

道徳が教科化された背景や道徳教育の改善の方向性について再確認するために、学習指導要領 

の改正点等（道徳教育と道徳科の関係、道徳科の評価で留意しなければならない点等）について 

講義を行う。 

そのうえで、「道徳の授業」の充実を図るために例示した教材について、従来型の道徳授業の 

展開から「考え、議論する道徳」の授業への転換を図るにはどうすればよいかについて、各自で 

考えた後、班別で意見交換する。 

その後、各班からの発表、講師からのコメントの後、本日のまとめを行う。 

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 要 

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： 

○「小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」または「中学校学習指導要領解説 特別 

の教科 道徳編」のいずれかを持参すること。文部科学省のホームページでもダウンロード 

可能。 

○ 授業づくりに用いる教材名等については、事前にメールでお知らせします。 

 



講習コード 11320 領域名 選択必修 開設講習名 
危機管理への対応と 

組織マネジメント 

会場 熊本市国際交流会館(熊本市) 開設日 平成 30 年 8 月 7 日 

時間数 6 時間 受講定員 40 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 

小学校教諭・中学校及び 

高等学校教諭・特別支援学校諭、

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

 1)今日の学校教育の場に山積する危機管理上の諸課題に対して、具体的事例を通して組織的対応の在り

方や関係諸機関との連携の在り方について考察する。 

 2)「チームとしての学校」の意義や在り方、改善方法等をもとに学校の教育力・組織力の在り方につい

て考え、学校の自主性・自律性の確立を目指した取組への意識の向上を図る。 

8 

月 

7 

日 

(火) 

 

午 

前 

講習テーマ 危機管理と組織的対応 担当者 長濵 茂喜（教職大学院） 

講習の到達目標及びテーマ： 

学校における危機管理に対する理解を深め、危機管理上の諸課題に対する組織的対応や関係諸 

機関との連携の在り方等について考察し、実践的対応力を高める。 

講習の概要： 

今日の学校には、いじめ問題や不登校の子どもへの対応、インターネットや携帯電話等でのト

ラブル防止、突発的な事故への対応、特別の支援を必要とする子どもへの対応、保護者対応、震

災対応など様々な課題がある。今、そのような課題に対して、関係諸機関と連携を図りながら、

学校組織として対応していくことが求められている。 

ここでは以下の 3 つのことを柱に講義を進める。 

1 学校における危機管理上の課題を知り、具体的事例についての対応策を考える。 

2 危機管理のポイント、組織的対応の在り方について考える。 

3 保護者への対応や地域・関係諸機関との連携の在り方について考える。 

形態 講義、グループ協議 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 

7 

日 

(火) 

 

午 

後 

講習テーマ 組織マネジメントへの対応 担当者 太田 恭司（教職大学院） 

講習の到達目標及びテーマ： 

学校にマネジメントの考え方が導入された経緯とマネジメントの理論を理解し、現任校での校

務分掌等について目指す姿へのアウトライン（成長モデル）を作成し、グループワークを通して

グレードアップさせ、成功への道筋を探究する。 

講習の概要： 

複雑化・多様化した課題に対応するためには、学校のマネジメント機能を強化し、学校がチー

ムとして活性化するとともに、教職員個々のマネジメント能力の向上が必要である。そのために、

以下の 2 つを本講義の柱とする。 

1 学校にマネジメントが導入される背景と理論及び手法を理解する。 

2 主として担当している校務分掌（学級・学年経営、児童会・生徒会活動、業務改善等を 

含む。）等の目指す姿へのアウトライン（成長モデル）を作成する。 

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 要 

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： 

各自の校務分掌等の状況把握。現所属がない場合は過去の経験から想起しておく。 

 



講習コード 11321 領域名 選択必修 開設講習名 職業教育とキャリア教育 

会場 熊本市国際交流会館（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 8 日 

時間数 6 時間 受講定員  40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 中学校教諭・高等学校教諭 

講習内容： 

本講習は、学校における職業教育とキャリア教育の現状と課題について、労働市場の変化及び今日の

若者の変化に触れながら、解説を行うものです。特に青年期の生徒にとって必要な指導を行うにあたっ

て、身につけておくべき職業教育・キャリア教育の基礎的知識及び職業を取り巻く社会の現状について

理解することを目指しています。本講習では、職業教育・キャリア教育を進路指導としてだけでなく、

青年に対する全人的教育としてとらえ、その重要性についても解説します。 

8 

月 

8 

日 

(水) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
青年期の発達と 

職業教育・キャリア教育 
担当者 瀧本 知加（東海大学） 

講習の到達目標及びテーマ： 

本講習の到達目標は以下３点です。 

① キャリア教育・職業教育に関する基礎的知識及び、最新の労働と教育の政策・制度の概要に

ついて理解し、日々の教育実践に対する理論的裏付けを得る。 

② キャリア教育・職業教育に関する知見を広げ、新たな指導方法の開発につながるような指導

観の再構築を行う。 

③ キャリア教育・職業教育の重要性に気づき、日々の教育実践・指導に対するモチベーション

を高める。 

講習の概要： 

① 講義 

キャリア教育・職業教育に関する基礎的知識及び、最新の労働と教育の政策・制度の概要に

ついて、最新の研究成果に基づいた講義を行う。 

② グループワーク 

① の内容と関連するテーマで、グループに分かれて課題探求型のワークを行う。 

③ ディスカッション 

①②の内容を踏まえて、キャリア教育・職業教育の今日的課題について、ディスカッション

を行い、新たな知見を発見し、共有する。 

形態 講義、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 要 

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： 

学校現場におけるキャリア教育・職業教育に対する問題意識を予め整理して受講して下さい。 

 



講習コード 11322 領域名 選択必修 開設講習名 

「特別の教科 道徳」の 

改訂のポイントと 

授業づくりの工夫 

会場 熊本市国際交流会館（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 8 日 

時間数 6 時間 受講定員 50 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小学校教諭・中学校教諭 

講習内容： 

本講習では、新学習指導要領における道徳教育の方向性や目標、内容等における改正の概要について

解説するするとともに、「考える道徳」、「議論する道徳」への道徳授業の質的転換に向けて、「特別の教

科 道徳」の授業のあり方や指導方法の工夫改善、指導案づくりや評価のポイント等を実践的に学ぶも

のである。 

8 

月 

8 

日 

(水) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
「特別の教科 道徳」の改訂の

ポイントと授業づくりの工夫 
担当者 杉原 哲郎（教職大学院） 

講習の到達目標及びテーマ： 

今回の学習指導要領における、道徳教育についての方向性や改定の内容、そして、道徳の時間

が「特別の教科」である道徳科へと位置付け直された経緯等を理解するとともに、答えが一つで

ない道徳的な課題を自分のこととして捉え、向き合い、自己の(人間としての)生き方について考

えを深める「道徳科」の授業改善に向けた実践的な指導方法の工夫や評価について学ぶ。 

講習の概要： 

1. 学習指導要領「特別の教科 道徳」の解説 

   (1) 改訂の経緯と要点  

(2) 目標・内容のポイント 

 

2. 考え・議論する「道徳科」への授業改善に向けて 

(1) 道徳科の目標 

(2) 道徳授業の基本 

(3) 道徳の特質を生かした学習指導展開 

(4) 多様な指導法の工夫 

(5) 道徳科の評価について  

 

3. 道徳科学習指導案展開案づくり 

形態 講義・グループ協議・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 11323 領域名 選択必修 開設講習名 教育課程の変遷と今日的な学力観 

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 30 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小学校教諭・中学校教諭 

講習内容： 

学校での教育課程の編成および今日的な学力観（育成すべき資質・能力）にかかわる新たな動向につ

いての理解を取り上げ、講義やグループ討議などを行い、教師としての資質・能力を高める。 

(1)教育課程と学力観の変遷について、教員に求められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題

についての理解を深める。 

(2)今日的な学力観（育成すべき資質・能力）の実際について、教員に求められる最新の知識・技能の

修得と今日的な教育課題についての理解を深める。 

8 

月 

10 

日 

(金) 

 

午 

前 

講習テーマ 教育課程と学力観の変遷 担当者 中山 玄三（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

  わが国の教育改革の動向ならびに教育課程の編成に関わる歴史的変遷を振り返るとともに、

2017（平成 29）年告示の新学習指導要領の基本的な考え方とそこで求められる学力観（育成す

べき資質・能力）について、改正法令や国の審議会答申等を基に理解を深めることを目標とする。 

講習の概要： 

1）1977（昭和 52）年から 2008（平成 20）年までの 30年間を人間主義の教育課程として特色づ

け、その前後を比較することで、教育課程の歴史的変遷と今後の方向性について学ぶ。 

2) 学校での人間・学力形成に関わる教育改革の動向を理解した上で、「自己教育力」「新しい学 

力観」「生きる力」「確かな学力」「学力 3要素」「21 世紀型能力」「資質・能力」などの学力 

観、育成すべき資質・能力について学ぶ。 

3）教育課程と学力観の変遷についての理解を基に教職について省察し、今後の教育実践で取り 

組むべき自己の課題を自覚する。 

形態 講義とグループ討議（含発表）               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（50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 今日的な学力観の実際 担当者 中山 玄三（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

現行および新学習指導要領での「基礎的・基本的な知識・技能を活用して、課題を解決するた

めに必要な思考力・判断力・表現力」を中心に取り上げ、答えが 1つに決まらない問題を考える

活動を通して、協働的な学びによる創造的な問題解決力の育成について理解を深めることを目標

とする。 
講習の概要： 

 次の 3つの具体目標をねらいとした参加・体験型の活動を中心に展開する。 

1） 仮想現実、現実社会、実験室などにおける問題解決を実体験することで、思考力・判断力・ 

表現力を自ら働かせる。 

2） 協働的な問題解決活動での建設的相互作用により、自分の考えを自ら見直し確認したり修正 

したりして、最終的に、考えをまとめて表現できるようになる。 

3）協働的な学びによる創造的な問題解決力の育成について、実感を伴った理解を深める。 

形態 少人数のグループ活動中心 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（50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 11324 領域名 選択必修 開設講習名 教育相談の理論と実践 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 18 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 主な受講対象者 
小学校教諭・中学校及び 

高等学校教諭、養護教諭 

講習内容： 

いじめや不登校、軽度発達障害など学校現場における児童・生徒の心の問題の現状について、実践を

踏まえて解説する。また、そのような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、教育相談におけるカウンセリングの有効性について論じる。 

8 

月 

18 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 教育相談の理論と実践 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： 

・児童・生徒の心の問題の現状について理解する。 

・教育相談に関する基礎理論について理解する。 

・教育相談におけるカウンセリングの有効性について理解を深めることができる。 

 

講習の概要： 

1. 児童・生徒の心の問題の現状について解説 

 2. 教育相談に関する理論の講義 

 3. 問題解決を目指すための対応等について解説 

4. 教育相談におけるカウンセリングについて解説 

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 11325 領域名 選択必修 開設講習名 中学校英語教材研究 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 18 日 

時間数 6 時間 受講定員 35 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
小学校教諭・中学校及び 

高等学校外国語（英語）科教諭 

講習内容： 

小学校英語でも活用できるマザーグースなどから検討を始め、次に中学校英語教科書の発展的学習に

位置付けられている短編小説"After Twenty Years"をとりあげ、その内容の教材としての可能性につい

て考察します。さらに、原作とも比較し、教師にとっても発展的教材として活用できる可能性について、

検討を加えます。 

8 

月 

18 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 中学校英語教材研究 担当者 池田 志郎（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 

・小学校英語で利用できる教材に親しみ、発音練習をします。 

・中学校教材（特に読物）について理解を深めます。 

・高校の英語授業での中学校教材の活用について検討します。 

 

講習の概要： 

 

  小学校で使える“Humpty Dumpty”などの短いマザーグースをいくつか取り上げ、発音指導

のコツについて検討します。次に、中学校教科書に載っている“After Twenty Years”などを

取り上げ、多方面から分析し、生徒の関心を引き付ける可能性があるポイントについて考察し

ます。最後に、原作との読み比べを行い、原作の持つ魅力についての知識を得ることによって、

指導上の背景知識として活用することを目指します。 

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 要 

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： 

“After Twenty Years”の物語展開について、原文は講習当日に配付しますので、和訳をあらか

じめ確認しておいてください。また、辞書（電子辞書可）を持って来て下さい。 

 



 

 

講習コード 11326 領域名 選択必修 開設講習名 
学校、家庭及び地域との 

連携・協働 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 19 日 

時間数 6 時間 受講定員 40 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 

幼稚園教諭・小学校教諭・中学校及び

高等学校教諭・特別支援学校教諭、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

（午前）「開かれた学校づくり」からコミュニティ・スクールの導入の経緯や課題、先進事例を紹介し、 

ワークショップを通してこれからの時代の「学校と地域・家庭の連携・協働」の在り方を探究 

する。 

（午後）主に保育現場での保護者との関係性作りの基本を踏まえ、事例検討やグループワークを通し、 

実践上の課題や今後の展望を明らかにしながら、家庭・地域と共に創る教育の在り方について 

考える。 

8 

月 

19 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 学校と地域・家庭の連携・協働 担当者 太田 恭司（教職大学院） 

講習の到達目標及びテーマ： 

「開かれた学校づくり」からコミュニティ・スクールの導入の経緯や課題を理解し、先進事例

やワークショップを通して「学校と地域・家庭の連携・協働」の具体策を検討する。 

講習の概要： 

未来を創り出す子供たちの成長のために、学校のみならず、地域住民や保護者等も含め、国民

一人一人が教育の当事者となり、社会総がかりで教育の実現を図ることが求められている。その

ために、地域とともにある学校づくりを目指して、以下の 3点を柱に講義等を行う。 

1 学校と地域の連携・協働の在り方(答申)等を通して、国や県の動向や意義を理解する。 

2 現任校における地域の実態を洗い出し、連携・協働の方法を探る。 

3 グループワークにより連携・協働の具体策をグレードアップさせ、情報を共有する。 

形態 講義、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 

19 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 保護者と共に創る保育・教育 担当者 二子石 諒太（尚絅大学短期大学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

主に保育現場での保護者との関係性作りの基本を踏まえ、事例検討やグループワークを通し、 

実践上の課題や今後の展望を明らかにしながら、家庭・地域と共に創る教育の在り方について 

考える。 

講習の概要： 

今日の保育・教育現場において、家庭・地域との連携・協働が求められているが、そこにはま

ず教師と保護者との信頼関係が基盤にあることが大前提である。そのため、教師が近年の家庭で

の子育て環境を取り巻く社会の変化を踏まえるとともに、受容と共感の態度で保護者と繋がる必

要がある。 

本講義では、保護者支援・関係性作りの基本を確認し、園や学校での教育活動への連携・協働

の方法についてグループワークを通して学び合う。 

形態 講義、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 11327 領域名 選択必修 開設講習名 

学習指導要領改訂の経緯と

これから求められる算数の

授業づくり 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 19 日 

時間数 6 時間 受講定員 30 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小学校教諭 

講習内容： 

小学校学習指導要領（算数科）の改訂に伴い、小学校算数の授業で求められる資質・能力の育成につ

いて、学習指導要領解説をもとに理解を深める。 

国が行っている調査（小学校学習指導要領実施状況調査、全国学力・学習状況調査）の趣旨及び結果

をもとに、具体的な授業づくりを行う。 

8 

月 

19 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 求められる算数の授業づくり 担当者 宮脇 真一（教職大学院） 

講習の到達目標及びテーマ： 

小学校学習指導要領（算数科）の改訂の趣旨を踏まえた授業のあり方を理解し、一単元を通した

授業づくりを構想することを目標とする。 

講習の概要： 

1 国が行っている調査（小学校学習指導要領実施状況調査、全国学力・学習状況調査）の趣旨

及び結果について学ぶ 

2 小学校学習指導要領（算数科）について学ぶ 

3 『平成 29 年度全国学力・学習状況調査授業アイディア例』を生かした授業づくりを行う 

 

形態 講義及びグループ討議 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付します。 ※事前準備要否 要 

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分程度で実施します。 

講習受講希望者への事前連絡： 

次の資料を紙媒体又は電子媒体（タブレット等での閲覧ができる状況）でご用意ください。 

『小学校学習指導要領解説 算数科』 

『平成 29年度全国学力・学習状況調査報告書 小学校算数』 

『平成 29年度全国学力・学習状況調査授業アイディア例 小学校算数』 

 



 

講習コード 11328 領域名 選択必修 開設講習名 
学校、家庭並びに地域の 

連携及び協働 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 21 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 

幼稚園教諭・小学校教諭・ 

中学校教諭、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

 幼稚園、小学校、中学校と家庭の連携のあり方、学校と地域との連携のあり方について、現代社会の

課題をもとに探っていく。連携の実践事例を取り上げながら、幼児、児童、生徒の育ちについて考え合

い、さらに、今後これらがそれぞれどのような働きをしていくことが大事かについて学ぶ。 

8 

月 

21 

日 

(火) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
学校、家庭及び地域の 

連携及び協働 
担当者 亀井 裕子（平成音楽大学） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 心豊かな子どもの育成は、今や学校や家庭だけでは困難な状況になってきている。子どもを取

り巻く環境に関する課題に気付き、それを解決していくために、学校、家庭、地域がどのような

立場に立ち、どのような役割を果たすことが求められているのかについて考えをもつ。 

 また、三者が互いにどう役割を果たしていくことが大事であるのかを理解し、実践していこう

とする意欲をもつ。 

 

 

講習の概要： 

1 現代社会における児童生徒（幼児も含む）を取り巻く課題について知る 

2 課題にかかわる子どもの育ちについて考える 

3 学校、家庭、地域の現状と課題について理解する 

4 学校、家庭、地域の連携に関する実践事例を知る 

5 今後どのような連携が必要かについて考える 

6 三者がそれぞれどのような役割を果たすことが望ましいのかを協議する 

 

 

 

形態 講義＋班別討議           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 11329 領域名 選択必修 開設講習名 
事例に学ぶ危機管理と 

組織的対応 

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 40 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 
小学校教諭・中学校教諭、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

1 教育現場で求められる危機管理について最近の事象から想定する。 

2 学校を取り巻く今日的課題について、いじめや生徒指導の事例をもとに具体的対応について 

グループで討議する。 

3 児童生徒の安心・安全を第一とした教員の組織的な対応能力を高める。 

8 

月 

22 

日 

(水) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
危機管理の課題と組織対応の必要性

を当事者になって考える。 
担当者 濵平 清志（教職大学院） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 危機管理能力は本来身についているものではなく、体験や学びを通して身についていくもので

ある。しかし、危機を体験する機会は限られており、その体験を生かせるような研修の機会も少

ない。学校現場では児童生徒の怪我やいじめ、生徒指導などの事案が日常的に起きている。大ご

とにならないためには、あらゆる事案に対して組織的、予防的に考え迅速に動くことが大切にな

る。 

 そこで、具体的な事例をもとに当事者の立場にたって、原因分析と対策をシュミレーションす

るケーススタディの方法を用いることで個々の課題解決力を高めることを目標とする。 

講習の概要： 

1 自らのヒヤリ・ハットの経験を忌憚なく語り合う。 

2 危機管理能力はどうすれば身につくかを組織マネジメントの視点から考える。 

3 中学校でのいじめの事案をもとに学校の対応についてグループで討議することで、組織的対応 

の大切さを知る。 

4 小学校の学校事故の事案をもとにグループで討議することで、危機管理の意識について考え 

る。 

5 小中学校の連携についての事案をもとにグループで討議することで、課題解決の手法について 

考える。 

6 危機管理と組織的対応について講習を通して学んだことや生かしたいことをリフレクション 

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 11330 領域名 選択必修 開設講習名 
教育相談の 

理論・実践・課題 

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 23 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 

小学校教諭・ 

中学校および高等学校教諭、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

 

まずは、いじめ、不登校、発達障がい、LGBT 問題等の教育相談に関わる諸問題について言及する。

それから、学校に配置されている専門家（SC・SSW・SV）との連携、さらに児童・生徒・保護者対応に

おける学校内部と学校外部におけるチーム支援等の現状と課題について見つめる。最後に、教育相談時

間に児童・生徒に使用できるいくつかのコミュニケーションスキル（作業）を紹介し、教員ご自身の自

己覚知としても振り返る。 

8 

月 

23 

日 

(木) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 「教育相談」のリフレーミング 担当者 黒田（西島） 宣代（中九州短期大学） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 

(1) 昨今、教育相談に関する諸問題としては、「LGBTI」や「発達障がい」における情報の不足に 

よる対応等が挙げられる。したがって、それらの新たな問題への知識を深め、児童・生徒へ

の理解を深める。 

 

(2) いじめや不登校という病理を児童・生徒側だけの問題として取り上げるのではなく、教師（教 

育現場）や保護者（家庭）にもっと焦点をあて、根本的な視点を再度、振り返る。 

講習の概要： 

 

(1) 教育相談（いじめ及び不登校への対応を含む）における昨今の諸問題 

(2) 学校に配置されている専門家（SVや SSW・SC 等）との連携 

(3) 学校内部と学校外部におけるチーム連携 

(4) 自己覚知（作業を通してコミュニケーションスキルを学ぶ） 

(5) リフレーミング（ディスカッション） 

形態 講義・実践演習 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 要 

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： 

 

※事前準備として、「コラージュ」をする予定にしているので、ハサミ・のり・雑誌（ジャンル

は問いません。チラシ等も OKです。数冊ある方が良いと思われます）を用意して頂きたい。 

 

 



講習コード 11331 領域名 選択必修 開設講習名 教育課程の変遷と今日的な学力観 

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 30 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小学校教諭・中学校教諭 

講習内容： 

学校での教育課程の編成および今日的な学力観（育成すべき資質・能力）にかかわる新たな動向につ

いての理解を取り上げ、講義やグループ討議などを行い、教師としての資質・能力を高める。 

(1)教育課程と学力観の変遷について、教員に求められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題

についての理解を深める。 

(2)今日的な学力観（育成すべき資質・能力）の実際について、教員に求められる最新の知識・技能の

修得と今日的な教育課題についての理解を深める。 

8 

月 

28 

日 

(火) 

 

午 

前 

講習テーマ 教育課程と学力観の変遷 担当者 中山 玄三（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

  わが国の教育改革の動向ならびに教育課程の編成に関わる歴史的変遷を振り返るとともに、

2017（平成 29）年告示の新学習指導要領の基本的な考え方とそこで求められる学力観（育成す

べき資質・能力）について、改正法令や国の審議会答申等を基に理解を深めることを目標とする。 

講習の概要： 

1）1977（昭和 52）年から 2008（平成 20）年までの 30年間を人間主義の教育課程として特色づ

け、その前後を比較することで、教育課程の歴史的変遷と今後の方向性について学ぶ。 

2) 学校での人間・学力形成に関わる教育改革の動向を理解した上で、「自己教育力」「新しい学 

力観」「生きる力」「確かな学力」「学力 3要素」「21 世紀型能力」「資質・能力」などの学力 

観、育成すべき資質・能力について学ぶ。 

3）教育課程と学力観の変遷についての理解を基に教職について省察し、今後の教育実践で取り 

組むべき自己の課題を自覚する。 

形態 講義とグループ討議（含発表）               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（50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 今日的な学力観の実際 担当者 中山 玄三（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

現行および新学習指導要領での「基礎的・基本的な知識・技能を活用して、課題を解決するた

めに必要な思考力・判断力・表現力」を中心に取り上げ、答えが 1つに決まらない問題を考える

活動を通して、協働的な学びによる創造的な問題解決力の育成について理解を深めることを目標

とする。 
講習の概要： 

 次の 3つの具体目標をねらいとした参加・体験型の活動を中心に展開する。 

1） 仮想現実、現実社会、実験室などにおける問題解決を実体験することで、思考力・判断力・ 

表現力を自ら働かせる。 

2） 協働的な問題解決活動での建設的相互作用により、自分の考えを自ら見直し確認したり修正 

したりして、最終的に、考えをまとめて表現できるようになる。 

3）協働的な学びによる創造的な問題解決力の育成について、実感を伴った理解を深める。 

形態 少人数のグループ活動中心 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（50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 11332 領域名 選択必修 開設講習名 
危機管理への対応と 

組織的マネジメント 

会場 熊本大学(熊本市) 開設日 平成 30 年 8 月 29 日 

時間数 6 時間 受講定員 40 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 

小学校教諭・中学校及び 

高等学校教諭・特別支援学校諭、

養護教諭・栄養教諭 

講習内容： 

 1)今日の学校教育の場に山積する危機管理上の諸課題に対して、具体的事例を通して組織的対応の在り

方や関係諸機関との連携の在り方について考察する。 

 2)「チームとしての学校」の意義や在り方、改善方法等をもとに学校の教育力・組織力の在り方につい

て考え、学校の自主性・自律性の確立を目指した取組への意識の向上を図る。 

8 

月 

29 

日 

(水) 

 

午 

前 

講習テーマ 危機管理と組織的対応 担当者 長濵 茂喜（教職大学院） 

講習の到達目標及びテーマ： 

学校における危機管理に対する理解を深め、危機管理上の諸課題に対する組織的対応や関係諸 

機関との連携の在り方等について考察し、実践的対応力を高める。 

講習の概要： 

今日の学校には、いじめ問題や不登校の子どもへの対応、インターネットや携帯電話等でのト

ラブル防止、突発的な事故への対応、特別の支援を必要とする子どもへの対応、保護者対応、震

災対応など様々な課題がある。今、そのような課題に対して、関係諸機関と連携を図りながら、

学校組織として対応していくことが求められている。 

ここでは以下の 3 つのことを柱に講義を進める。 

1 学校における危機管理上の課題を知り、具体的事例についての対応策を考える。 

2 危機管理のポイント、組織的対応の在り方について考える。 

3 保護者への対応や地域・関係諸機関との連携の在り方について考える。 

形態 講義、グループ協議 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 

29 

日 

(水) 

 

午 

後 

講習テーマ 組織的マネジメントへの対応 担当者 太田 恭司（教職大学院） 

講習の到達目標及びテーマ： 

学校にマネジメントの考え方が導入された経緯とマネジメントの理論を理解し、現任校での校

務分掌等について目指す姿へのアウトライン（成長モデル）を作成し、グループワークを通して

グレードアップさせ、成功への道筋を探究する。 

講習の概要： 

複雑化・多様化した課題に対応するためには、学校のマネジメント機能を強化し、学校がチー

ムとして活性化するとともに、教職員個々のマネジメント能力の向上が必要である。そのために、

以下の 2 を本講義の柱とする。 

1 学校にマネジメントが導入される背景と理論及び手法を理解する。 

2 主として担当している校務分掌（学級・学年経営、児童会・生徒会活動、業務改善等を 

含む。）等の目指す姿へのアウトライン（成長モデル）を作成する。 

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 要 

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： 

各自の校務分掌等の状況把握。現所属がない場合は過去の経験から想起しておく。 

 



講習コード 11333 領域名 選択必修 開設講習名 

学習指導要領改訂の経緯と

これから求められる算数の

授業づくり 

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 30 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小学校教諭 

講習内容： 

小学校学習指導要領（算数科）の改訂に伴い、小学校算数の授業で求められる資質・能力の育成につ

いて、学習指導要領解説をもとに理解を深める。 

国が行っている調査（小学校学習指導要領実施状況調査、全国学力・学習状況調査）の趣旨及び結果

をもとに、具体的な授業づくりを行う。 

8 

月 

30 

日 

(木) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 求められる算数の授業づくり 担当者 宮脇 真一（教職大学院） 

講習の到達目標及びテーマ： 

小学校学習指導要領（算数科）の改訂の趣旨を踏まえた授業のあり方を理解し、一単元を通した

授業づくりを構想することを目標とする。 

講習の概要： 

1 国が行っている調査（小学校学習指導要領実施状況調査、全国学力・学習状況調査）の趣旨

及び結果について学ぶ 

2 小学校学習指導要領（算数科）について学ぶ 

3 『平成 29 年度全国学力・学習状況調査授業アイディア例』を生かした授業づくりを行う 

 

形態 講義及びグループ討議 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、資料を配付します。 ※事前準備要否 要 

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分程度で実施します。 

講習受講希望者への事前連絡： 

次の資料を紙媒体又は電子媒体（タブレット等での閲覧ができる状況）でご用意ください。 

『小学校学習指導要領解説 算数科』 

『平成 29年度全国学力・学習状況調査報告書 小学校算数』 

『平成 29年度全国学力・学習状況調査授業アイディア例 小学校算数』 

 



講習コード 11334 領域名 選択必修 開設講習名 ICT を活用した授業づくり 

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 18 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
小学校教諭・ 

中学校及び高等学校教諭 

講習内容： 

現代の教師には、情報機器の操作技能だけではなく、それらの特性を生かした授業設計の力量が求め

られている。そこで、本講習では、ICT 活用についての具体的な事例や模擬授業を通して考察するとと

もに、初歩的なプログラミングについても理解する。さらに、タブレット型情報端末を利用した協働学

習によるプレゼンテーションを行うことによって、児童生徒の情報活用能力を高めるための授業方略に

ついても考察する。 

9 

月 

1 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
ICT を活用した授業設計 

～メディアの特性理解～ 
担当者 前田 康裕（教職大学院） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 ＜到達目標＞ 

情報機器を効果的に活用するためのメディアの特性を理解するとともに、ICTを効果的に 

活用した授業を設計する技能を獲得する。 

 

＜テーマ＞ 

メディアの特性を生かした授業設計 

講習の概要： 

 授業改善のための ICT 活用方法について、具体的な事例や模擬授業を通して考えていく。ICT

活用についての具体的な事例や模擬授業を通して考察するとともに、初歩的なプログラミングに

ついても理解する。 

 授業や研究発表などに役立てるための効果的で印象に残るプレゼンテーションについて学ぶ。

更に、実際に生徒の立場に立って協働学習によるプレゼンテーションを行う。そのことによって、

協働学習の方略理解とプレゼンテーションの技能向上を狙いとする。 

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 要 

評価： 

プレゼンテーション資料と発表（50 点満点）及び講習時間内の筆記試験（50 点満点）で 

評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

ICT を用いて指導したい教科の教科書及び指導書、資料等を持参すること。 

USB メモリーあるいは SDカードを持参すること。 

 



講習コード 11335 領域名 

 

選択必修 

 

開設講習名 
諸問題に対する組織的 

対応の理論と実際 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 9 月 2 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 主な受講対象者 小学校教諭・中学校教諭 

講習内容： 

  教育政策が教育委員会を通じておりてくる課題や学校の内部から生じる課題に対して、いかに組織的

に対応していくのか、特に学校組織論、学校評価論、家庭・地域との連携論、危機管理論について概説

する。 

9 

月 

2 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 組織的対応の理論と実際 担当者 岩永 定（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

日々生起する諸課題に対して学校が組織として対応することの必要性について、いくつかの事

例を通して確認し、自校の学校改善のヒントを得ること。 

講習の概要： 

講習は、次の内容について組織的対応の理論と実際について論じる。 

 1. 諸課題を生み出しいている現代の教育改革の実相に触れ、それが学校現場に降りてきた時の

メリットとデメリットについて考察する。これらは、現代の学校教育の実相を捉えるための

基盤的知識となる。 

 2. 日々生起する諸問題に対して、より効果的に対応するための学校組織マネジメントの理論と

手法について考察する。学校は、一定の年齢幅を持った子どもたちが集う空間であり、そこ

には様々な問題が発生する。それらへの個別対応は必要であるが、未然防止の学級・学校風

土の形成こそが最大の課題である。学校は何も努力しなければ個業性の強い集団になってし

まう。それは学校独自の組織特性に根ざしているので不可避である。これを協働的体制に作

り変えることこそ重要である。 

 3. 組織的対応を要する一つの課題として、求められているアカウンタビリティ（説明責任）の

概要とそれへの対応及び具体化した学校評価の実際と課題について考察する。学校教育法に

その実施が規定され、学校評価は義務的課題となったにもかかわらず、いかに作成し、実施

し、活用するのかについては、学校任せになっている部分も多い。統一した形式を作る必要

はないとしても、なぜ学校評価を行うのかの共通理解は欠かせない。 

 4. 今日的政策課題となっている学校と家庭・地域の連携に関する理論的枠組み及び実践事例に

ついて考察する。家庭・地域の教育力の変容により肥大化してきた学校教育の役割を果たす

には、もはや学校だけの力では不可能に近い。いかに家庭・地域の理解・支援を調達するの

かが重要な課題となっている。コミュニティ・スクールへの移行が努力義務化された今日、

「開かれた学校づくり」は焦眉の課題である。それに反して、無理難題要求が学校現場を苦

しめていることもまた事実である。この問題にどのように対応するのかについて論究する。 

 5. 組織的対応を要する課題としての学校の危機管理について、その概論について考察する。特

に教員にとって身近な体罰と学校事故について取り上げる。 

  

形態 講義、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 11336 領域名 選択必修 開設講習名 
英語教育の最新事情 

（英語教育評価法） 

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 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
中学校及び高等学校 

英語科教諭 

講習内容： 

1) 英語のテスト理論に関する講習。 

2) コミュニケーション能力を高める英語のテストを作成する知識と技術に関する講習。 

3) 英語のテストのデータ分析と活用事例に関する講習。 

4) 次期学習指導要領の趣旨を踏まえたパフォーマンス評価に関する講習。 

 

9 

月 

8 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 英語教育評価法 担当者 島谷 浩（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1) 英語コミュニケーション能力の測定・評価の基本理論について理解を深める。 

2) 英語コミュニケーション能力を高める英語テスト作成術について理解を深める。 

3) テストデータ分析と活用方法について理解を深める。 

4) 思考力、表現力を高めるパフォーマンス評価について理解を深める。 

 

 

 

講習の概要： 

1) 英語のテストの測定・評価に関する基本理論：英語コミュニケーション能力の構成要素、 

良いテストの条件、テスト細目 

2) 英語コミュニケーション能力を高めるテスト作成術：コミュニカティブ・テスティング 

  の必要条件、コミュニカティブ・テスティングの作成 

3) 思考力、表現力を高めるパフォーマンス評価の実施 

4) 言語テストデータの分析演習：コンピュータを利用した基本的統計処理、古典的テスト 

理論による分析、ラッシュモデルによる分析の理解 

  

 

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： 

主な受講対象者は中・高等学校の英語科教諭とするが、小学校外国語・外国語活動担当者の受

講も可能である。 

辞書等は特に必要ではないが、持参されるのは構いません。 

 



講習コード 11337 領域名 選択必修 開設講習名 

学力向上を目指す 

ICT 活用授業 

～高等学校・特別支援学校編～ 

会場 熊本県立教育センター（山鹿市） 開設日 平成 30 年 9 月 8 日 

時間数 6 時間 受講定員 15 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 高等学校教諭・特別支援学校教諭 

講習内容： 

学習指導要領の改訂により、教育の情報化に関わる内容について一層の充実が図られ、児童生徒の学

力を向上させるために授業の中で ICT を効果的に活用することが求められている。そこで、本講習では、

タブレット PC や実物投影機等を授業等で有効かつ適切に活用するために必要な基本的な知識や技能を

習得することを通して、分かりやすい授業について考察する。また、プレゼンテーションソフト等を活

用したデジタル教材の開発に取り組む。ICT を活用した分かりやすい授業を実現することで教師の指導

力向上を図る。 

9 

月 

8 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ ICT を活用した分かる授業 担当者 西山 俊企（熊本県立教育センター） 

講習の到達目標及びテーマ： 

＜到達目標＞ 

タブレット PCや電子黒板、実物投影機等を授業等で有効かつ適切に活用するために必要な 

基本的な知識や技能を習得する。また、プレゼンテーションソフト等を活用したデジタル教材 

の開発に取り組み、分かりやすい授業を実現することで指導力の向上を図る。 

 

＜テーマ＞  

(1)ICT を活用した分かる授業 

 (2)学力向上のための効果的なデジタル教材の作成 

 

講習の概要： 

(1)ICT を活用した分かる授業 

 タブレット PC や実物投影機等を授業等で有効かつ適切に活用するために必要な基本的な 

知識や技能を習得し、児童生徒の学力を向上させるための効果的な ICT 活用について学ぶ。 

また、児童生徒の情報活用能力育成を視野に入れた授業を計画することにより、指導力を 

向上させる。 

 

(2)学力向上のための効果的なデジタル教材の作成 

プレゼンテーションソフト等の基本的な操作方法を習得し、授業の中で効果的に活用できる 

デジタル教材の開発に取り組む。また、作成した教材を他の教師と共有するための方策や配慮 

すべき事項について学ぶ。分かりやすい授業の実現と適切な ICT 活用を通して、教師としての 

資質を向上させる。 

形態 講義及び演習 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 要 

評価： 

成果物(50 点満点）及び講習時間内の筆記試験（50 点満点）で評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

デジタル教材を作成するための素材（イラストや写真）を USB メモリーあるいは SDカードで 

持参すること。 ※素材のみ保存し、個人情報等に関するデータは持参しないこと。 

 



講習コード 11338 領域名 選択必修 開設講習名 

学力向上を目指す 

ICT 活用授業 

～小学校・中学校編～ 

会場 熊本県立教育センター（山鹿市） 開設日 平成 30 年 9 月 9 日 

時間数 6 時間 受講定員 15 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小学校教諭・中学校教諭 

講習内容： 

学習指導要領の改訂により、教育の情報化に関わる内容について一層の充実が図られ、児童生徒の学

力を向上させるために授業の中で ICT を効果的に活用することが求められている。そこで、本講習では、

タブレット PC や実物投影機等を授業等で有効かつ適切に活用するために必要な基本的な知識や技能を

習得することを通して、分かりやすい授業について考察する。また、プレゼンテーションソフト等を活

用したデジタル教材の開発に取り組む。ICT を活用した分かりやすい授業を実現することで教師の指導

力向上を図る。 

9 

月 

9 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ ICT を活用した分かる授業 担当者 池田 幸彦（熊本県立教育センター） 

講習の到達目標及びテーマ： 

＜到達目標＞ 

タブレット PCや電子黒板、実物投影機等を授業等で有効かつ適切に活用するために必要な 

基本的な知識や技能を習得し、プレゼンテーションソフト等を活用したデジタル教材の開発に 

取り組み、分かりやすい授業を実現することで指導力の向上を図る。 

 

＜テーマ＞ 

ICT を活用した分かる授業 

講習の概要： 

タブレット PC や実物投影機等を授業等で有効かつ適切に活用するために必要な基本的な知識

や技能を習得し、児童生徒の学力を向上させるための効果的な ICT 活用について学ぶ。また、児

童生徒の情報活用能力育成を視野に入れた授業を計画することにより、指導力を向上させる。 

また、プレゼンテーションソフト等の基本的な操作方法を習得し、授業の中で効果的に活用 

できるデジタル教材の開発に取り組む。また、作成した教材を他の教師と共有するための方策や 

配慮すべき事項について学ぶ。分かりやすい授業の実現と適切な ICT 活用を通して、教師とし 

ての資質を向上させる。 

形態 講義及び演習 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 要 

評価： 

成果物（50 点満点）及び講習時間内の筆記試験（50 点満点）で評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

ICT を用いて指導したい教科の教科書及び指導書、資料等を持参すること。 

デジタル教材を作成するための素材（イラストや写真）を USB メモリーあるいは SD カードで持

参すること。 ※素材のみ保存し、個人情報等に関するデータは持参しないこと。 

 



講習コード 11339 領域名 選択必修 開設講習名 
現代において求められる 

道徳教育 

会場 天草教育会館（天草市） 開設日 平成 30 年 9 月 15 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 
小学校教諭・中学校教諭・ 

養護教諭・栄養教諭 

講習内容： 

本講習のねらいは、教材開発の必要性や教材研究の方法、資料の好適性について考察すること、現代

において代表的な道徳科の指導法のいくつかについて、その理論と実践を学ぶことである。また、教科

化に際して、その背景について確認し、道徳教育の課題として挙げられたことについて検討し、現代に

おいて求められる道徳教育について考える。 

9 

月 

15 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
現代において求められる道徳

教育とは──その理論と実践 
担当者 今井 伸和（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

  現代において求められる道徳教育という観点から、道徳を教えることについて論究するととも

に、道徳科の指導法について考察する。到達目標は以下の通りである。 

・道徳の教科化の背景をふまえ、現代において求められる道徳教育について理解している。 

・教材開発の必要性および教材研究の方法について理解している。 

・道徳科における種々の指導法を理解している。 

・実際の資料をもとにねらいや中心発問を考案することができる。 

 

講習の概要： 

1． 道徳の教科化の背景について概観し、教科化に際してあらため道徳を教えることについて 

論究する。 

2．教材開発の必要性、教材の好適性、教材研究の方法について検討する。 

3．モラルジレンマ・問題解決型等の指導法について考察する。 

4．モラルスキルトレーニングについて考察する。 

5．グループワークを通じ、与えられた資料についてのねらいや中心発問を考案する。  

形態 講義＋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 要 

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： 

文部科学省『小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』または『中学校学習指導要領 

解説 特別の教科 道徳編』のいずれかの持参が望まれる。 

いずれも、文部科学省のホームページ（トップ＞教育＞小学校、中学校、高等学校＞道徳教育） 

でダウンロード可能。 

 



講習コード 11340 領域名 選択必修 開設講習名 教育課程の変遷と今日的な学力観 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 9 月 22 日 

時間数 6 時間 受講定員 30 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小学校教諭・中学校教諭 

講習内容： 

学校での教育課程の編成および今日的な学力観（育成すべき資質・能力）にかかわる新たな動向につ

いての理解を取り上げ、講義やグループ討議などを行い、教師としての資質・能力を高める。 

(1)教育課程と学力観の変遷について、教員に求められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題

についての理解を深める。 

(2)今日的な学力観（育成すべき資質・能力）の実際について、教員に求められる最新の知識・技能の

修得と今日的な教育課題についての理解を深める。 

9 

月 

22 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 教育課程と学力観の変遷 担当者 中山 玄三（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

  わが国の教育改革の動向ならびに教育課程の編成に関わる歴史的変遷を振り返るとともに、

2017（平成 29）年告示の新学習指導要領の基本的な考え方とそこで求められる学力観（育成す

べき資質・能力）について、改正法令や国の審議会答申等を基に理解を深めることを目標とする。 
講習の概要： 

1）1977（昭和 52）年から 2008（平成 20）年までの 30年間を人間主義の教育課程として特色づ

け、その前後を比較することで、教育課程の歴史的変遷と今後の方向性について学ぶ。 

2) 学校での人間・学力形成に関わる教育改革の動向を理解した上で、「自己教育力」「新しい学 

力観」「生きる力」「確かな学力」「学力 3要素」「21 世紀型能力」「資質・能力」などの学力 

観、育成すべき資質・能力について学ぶ。 

3）教育課程と学力観の変遷についての理解を基に教職について省察し、今後の教育実践で取り 

組むべき自己の課題を自覚する。 

形態 講義とグループ討議（含発表）               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（50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 

22 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 今日的な学力観の実際 担当者 中山 玄三（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

現行および新学習指導要領での「基礎的・基本的な知識・技能を活用して、課題を解決するた

めに必要な思考力・判断力・表現力」を中心に取り上げ、答えが 1つに決まらない問題を考える

活動を通して、協働的な学びによる創造的な問題解決力の育成について理解を深めることを目標

とする。 
講習の概要： 

 次の 3つの具体目標をねらいとした参加・体験型の活動を中心に展開する。 

1） 仮想現実、現実社会、実験室などにおける問題解決を実体験することで、思考力・判断力・ 

表現力を自ら働かせる。 

2） 協働的な問題解決活動での建設的相互作用により、自分の考えを自ら見直し確認したり修正 

したりして、最終的に、考えをまとめて表現できるようになる。 

3）協働的な学びによる創造的な問題解決力の育成について、実感を伴った理解を深める。 

形態 少人数のグループ活動中心 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（50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 11341 領域名 選択必修 開設講習名 
タブレット端末を用いた 

動画制作と情報モラル教育 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 9 月 22 日 

時間数 6 時間 受講定員 20 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 

幼稚園教諭・小学校教諭・ 

中学校及び高等学校教諭・ 

特別支援学校教諭、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

タブレット端末を用いた制作活動と ICT 活用について講義・演習を行う。タブレット端末を用いた制

作活動では、最新情報と動画教材作成について講義・演習を行う。教材作成方法の実際を学習するととも

に、受講者による動画教材作成演習を行う。情報モラル教育については、教材作成を通してスマホ・SNS

時代に対応する情報モラル教育の進め方について講義・演習を行う。 

9 

月 

22 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 
タブレット端末を用いた 

動画制作 
担当者 塚本 光夫（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

＜到達目標＞ タブレット端末を用いた動画作成技術について説明することができ、授業で活

用することができる動画教材を制作できる。 

＜テーマ＞ タブレット端末を用いて教材作成技術を習得するとともに、児童生徒が利活用

できるような指導能力を獲得する。 

講習の概要： 

タブレット端末に関する講義の後、スライドショーを使った動画制作を行うとともに、本講

習テーマに関する筆記試験を行う。授業内容は初心者向けである。 

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： 

１）制作したマルチメディア教材（50%）、２）講習時間内の筆記試験（50%） 

講習受講希望者への事前連絡： 

担当者がタブレット端末やその他の機器を用意する。 

9 

月 

22 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 
タブレット端末を用いた 

情報モラル教育用の教材作成 
担当者 山本 英史（熊本市教育センター） 

講習の到達目標及びテーマ： 

＜到達目標＞ ネット社会の現状を知り、児童生徒に必要な指導内容について理解することが

できる。また、タブレット端末を使い情報モラル教育の授業で活用できる教材

を作成する。 

＜テーマ＞ スマホ・SNS 時代の情報モラル教育の進め方について考え、ネット社会を生き

ていく力を育てる情報モラル教育の授業づくりをとおして、授業で使える教材

を作成する。 

講習の概要： 

情報モラル教育に当たり教員がもつべき知識に関する講義の後、タブレット端末を使った情

報モラル教育の教材制作と本講習テーマに関する筆記試験を行う。授業内容は初心者向けであ

る。 

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： 

１）制作した情報モラル教育用教材（50%）、２）講習時間内の筆記試験（50%） 

講習受講希望者への事前連絡： 

担当者がタブレット端末やその他の機器を用意する。 

 



 

講習コード 11342 領域名 選択必修 開設講習名 
「特別の教科 道徳」 

～考え、議論する道徳の授業へ ～ 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 9 月 23 日 

時間数 6 時間 受講定員 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小学校教諭・中学校教諭 

講習内容： 

「特別の教科 道徳」では、「考え、議論する」道徳科を通じて児童生徒の多面的・多角的な思考を促

すことが求められています。本講習の前半では、これまでの道徳教育の課題と今後の道徳教育の方針・展

望について検討します。後半では、道徳的価値を押しつけたり、人物の心情理解に終始したりする授業か

らの脱却を目指し「考え、議論する道徳」の授業づくりについて、演習形式で考えていきます。 

9 

月 

23 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 道徳教育の課題と展望 担当者 石村 華代（九州ルーテル学院大学） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1）道徳教育にかかわる学習指導要領改正の要点について説明することができる。 

2）「道徳を教えること」の特質やその難しさについて考察することができる。 

3）学校の教育活動全体で行われる道徳教育及び「特別の教科 道徳」の授業づくりについて、 

事例をもとに自らの考えを述べることができる。 
講習の概要： 

本講習では、まず、これまでの道徳教育の課題について考察する。次に、道徳教育に関わる学

習指導要領改正の要点を解説する。最後に、「道徳を教えること」と「教科を教えること」の異

質性を踏まえながら、「特別の教科 道徳」の授業展開を考える活動を行う。 

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。 

9 

月 

23 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ ｢考え､議論する道徳｣の授業づくり 担当者 甲山 敏彦（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1) 道徳教育と道徳科の目標を理解する。 

2) 道徳科の授業で大切にしたいことについて考察することができる。 

3) 「考え、議論する道徳」の授業展開について考えを深めることができる。 

講習の概要： 

今、求められる力のある道徳科の授業を展開するために、道徳科の授業で大切にしたいことに

ついて講義を行う。その後、例示した教材について、従来型の道徳授業の展開から「考え、議論

する道徳」の授業への転換を図るにはどうすればよいかについて、班での意見交換などの演習を

通じて各自の考えを深める活動を行う。 

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 要 

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： 

小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」または「中学校学習指導要領解説 特別の 

教科 道徳編」のいずれかを持参すること。文部科学省のホームページからでもダウンロード 

可能。 

 



 

講習コード 11343 領域名 選択必修 開設講習名 
学校、家庭並びに地域の 

連携及び協働 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 9 月 23 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 

幼稚園教諭・小学校教諭・ 

中学校教諭、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

 幼稚園、小学校、中学校と家庭の連携のあり方、学校と地域との連携のあり方について、現代社会の

課題をもとに探っていく。連携の実践事例を取り上げながら、幼児、児童、生徒の育ちについて考え合

い、さらに、今後これらがそれぞれどのような働きをしていくことが大事かについて学ぶ。 

9 

月 

23 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
学校、家庭及び地域の 

連携及び協働 
担当者 亀井 裕子（平成音楽大学） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 心豊かな子どもの育成は、今や学校や家庭だけでは困難な状況になってきている。子どもを取

り巻く環境に関する課題に気付き、それを解決していくために、学校、家庭、地域がどのような

立場に立ち、どのような役割を果たすことが求められているのかについて考えをもつ。 

 また、三者が互いにどう役割を果たしていくことが大事であるのかを理解し、実践していこう

とする意欲をもつ。 

 

 

講習の概要： 

1 現代社会における児童生徒（幼児も含む）を取り巻く課題について知る 

2 課題にかかわる子どもの育ちについて考える 

3 学校、家庭、地域の現状と課題について理解する 

4 学校、家庭、地域の連携に関する実践事例を知る 

5 今後どのような連携が必要かについて考える 

6 三者がそれぞれどのような役割を果たすことが望ましいのかを協議する 

 

 

 

形態 講義＋班別討議           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 11344 領域名 選択必修 開設講習名 職業教育とキャリア教育 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 10 月 14 日 

時間数 6 時間 受講定員  40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 中学校教諭・高等学校教諭 

講習内容： 

本講習は、学校における職業教育とキャリア教育の現状と課題について、労働市場の変化及び今日の

若者の変化に触れながら、解説を行うものです。特に青年期の生徒にとって必要な指導を行うにあたっ

て、身につけておくべき職業教育・キャリア教育の基礎的知識及び職業を取り巻く社会の現状について

理解することを目指しています。本講習では、職業教育・キャリア教育を進路指導としてだけでなく、

青年に対する全人的教育としてとらえ、その重要性についても解説します。 

10 

月 

14 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
青年期の発達と 

職業教育・キャリア教育 
担当者 瀧本 知加（東海大学） 

講習の到達目標及びテーマ： 

本講習の到達目標は以下３点です。 

① キャリア教育・職業教育に関する基礎的知識及び、最新の労働と教育の政策・制度の概要に

ついて理解し、日々の教育実践に対する理論的裏付けを得る。 

② キャリア教育・職業教育に関する知見を広げ、新たな指導方法の開発につながるような指導

観の再構築を行う。 

③ キャリア教育・職業教育の重要性に気づき、日々の教育実践・指導に対するモチベーション

を高める。 

講習の概要： 

① 講義 

キャリア教育・職業教育に関する基礎的知識及び、最新の労働と教育の政策・制度の概要に

ついて、最新の研究成果に基づいた講義を行う。 

② グループワーク 

① の内容と関連するテーマで、グループに分かれて課題探求型のワークを行う。 

③ ディスカッション 

①②の内容を踏まえて、キャリア教育・職業教育の今日的課題について、ディスカッション

を行い、新たな知見を発見し、共有する。 

形態 講義、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 要 

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： 

学校現場におけるキャリア教育・職業教育に対する問題意識を予め整理して受講して下さい。 

 



 

講習コード 11345 領域名 選択必修 開設講習名 
最先端の教科内容学 

（文法知識の習得と異文化理解） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 10 月 14 日 

時間数 6 時間 受講定員 25 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
中学校及び高等学校 

外国語（英語）科教諭 

講習内容： 

近年の第 2言語習得研究の成果に基づいて文法指導の必要性を再確認し、英語学習者の文法知識の一般

的傾向、および学習者特性や英語習熟度との関係について検討します。後半は、言葉が世界から切り離せ

ない存在であり、言語学習には文化リテラシーの習得が不可欠であることを踏まえ、英語圏の文学作品を

学び、その文化を自文化と比較することによって、英語運用能力の向上が可能であることを学びます。 

10 

月 

14 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 文法知識習得の理論と実践 担当者 村里 泰昭（大学教育統括管理運営機構） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 言語習得の領域における主要な考え方にふれ、母語の干渉・転移の本質について理解する。 

 指導を必要とする文法の知識の見極めの必要性について理解する。 

 大学入学者の英文法に関わる意識を踏まえて、中・高における文法指導について考察する。 

講習の概要： 

 言語理論の展開と第 2言語習得理論の変遷を対応付けながら概観します。 

 母語の干渉・転移を生成文法理論に基づいて説明します。 

 英文法学習への好意度、文法項目への自信度などに関わる調査結果を紹介し、文法指導の重

要性について議論します。 

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 

14 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 文学と文化リテラシー 担当者 カレン・オオシマ（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1.文学作品の背景と文化の重要性を理解できる。 

2.文学作品に用いられている言語と文化的要素を観察できる。 

3.文学作品を研究することで、言語運用能力を基礎的なレベルのみならず、より洗練されたレベ 

ルにおいて高める機会となることを理解できる。 

講習の概要： 

1.講習への導入に併せて文学についての概説を行います。 

2.教材の文学作品を講読し、グループ討議を行います。 

3.最後に、文化リテラシーと文学の外国語指導への貢献について議論します。 

※講義と教員との議論は英語で行います。 

形態 
講義および演習 

（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： 

英文をじっくりと読み込むため、辞書を持参してください。活発な議論を期待します。 

 



講習コード 11346 領域名 選択必修 開設講習名 ICT を用いた制作活動 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 10 月 20 日 

時間数 6 時間 受講定員 20 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 

幼稚園教諭・小学校教諭・ 

中学校及び高等学校教諭・ 

特別支援学校教諭、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

最近ではタブレット端末を利用した ICT 教育の機会が多くなっている。そこで、本講習では、タブレ

ット端末を授業へ用いる場合の利便性に関する情報を提供し、タブレット端末を利用した個別学習とグ

ループ学習を体験しながら、デジタルコンテンツ制作学習に関する知識と実践を獲得することができ

る。なお、本講習は ICT 初級程度の内容である。 

10 

月 

20 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ タブレット端末利用について 担当者 塚本 光夫（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

＜到達目標＞ タブレット端末利用について学習し、デジタルコンテンツ制作と発表を行うこ

とができる。 

＜テーマ＞ デジタルコンテンツ作成事例の知見を得て、グループによる資料作成活動を体

験し、グループによる ICT 活用能力を獲得する。 

講習の概要： 

教育におけるタブレット端末の効果的な利用方法について学び、その事例を知ることで、マ

ルチメディアを用いたデジタルコンテンツ作成技法について学習する。ワープロやプレゼンテー

ションソフトの学習や使用方法を学ぶ講習ではない。さらにグループでタブレット端末を利用し

て、与えられた課題に対する作品制作を行う。ストーリー制作、素材収集、作品制作、作品発表

の一連の作業を実施する。最後に本講習テーマに関する筆記試験を行う。授業担当者がタブレッ

ト端末やパソコン等の機器を用意するので、機器を持参する必要はない。 

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： 

制作物（50 点満点）及び筆記試験（50点満点）で評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

http://www.educ.kumamoto-u.ac.jp/~tsuka/ict/ を参照すること。 

 



講習コード 11347 領域名 選択必修 開設講習名 
「カリキュラム・マネジメント」

の理論と実践 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 10 月 21 日 

時間数 6 時間 受講定員 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 

幼稚園教諭・小学校教諭・ 

中学校及び高等学校教諭・ 

特別支援学校教諭 

講習内容： 

講習では、「社会に開かれた教育課程」の実現を通じて子どもたちに必要な資質・能力を育成すると

いう新しい学習指導要領等の理念を踏まえ、そのために必要な「カリキュラム・マネジメント」の知識

と実務について解説する。「教科横断的な視点」、「学校のマネジメント」、「学校評価制度」、「小中一貫

教育」、「コミュニティ・スクール」など、「社会に開かれた教育課程」を進めるうえでの多様な課題に

ついて詳述し、急激に進む「教育改革」のこれからの行方を受講者とともに考える。 

10 

月 

21

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 
「カリキュラム・マネジメント」

の理論 
担当者 古賀 倫嗣（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

講習では、「社会に開かれた教育課程」の実現を通じて子どもたちに必要な資質・能力を育成する

という新しい学習指導要領等の理念を踏まえ、必要な「カリキュラム・マネジメント」の知識と実務

について解説する。「社会に開かれた教育課程」についての理解度の深化が本講習の達成目標である。 

講習の概要： 

講習の前半は、新しい学習指導要領等の理念の実現に向けて、なぜ「カリキュラム・マネジメント」

（と「アクティブ・ラーニング」）が重視されることになったか、その理論的な背景に触れながら、

教育制度と教育方法、さらには「目指したい児童・生徒像」など、これまでの「教育政策」の経緯と

課題について講述する。              

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）は、午後の講習時間の最後に実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

10 

月 

21 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 
「カリキュラム・マネジメント」

の実践 
担当者 古賀 倫嗣（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

講習では、「社会に開かれた教育課程」の実現を通じて子どもたちに必要な資質・能力を育成する

という新しい学習指導要領等の理念を踏まえ、必要な「カリキュラム・マネジメント」の知識と実務

について解説する。「社会に開かれた教育課程」についての理解度の深化が本講習の達成目標である。 

講習の概要： 

講習の後半は、「教科横断的な視点」、「学校のマネジメント」、「学校評価制度」、「小中一貫教

育」「コミュニティ・スクール」など、「社会に開かれた教育課程」を進めるうえでの多様な課題

について詳述し、急激に進む「教育改革」のこれからの行方を受講者とともに考える。推進シス

テム、事業評価、コーディネート機能等、具体的な観点から講義を進める。 

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 11348 領域名 選択必修 開設講習名 
タブレット端末を用いた 

動画制作と情報モラル教育 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 10 月 27 日 

時間数 6 時間 受講定員 20 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 

幼稚園教諭・小学校教諭・ 

中学校及び高等学校教諭・ 

特別支援学校教諭、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

タブレット端末を用いた制作活動と ICT 活用について講義・演習を行う。タブレット端末を用いた制

作活動では、最新情報と動画教材作成について講義・演習を行う。教材作成方法の実際を学習するとと

もに、受講者による動画教材作成演習を行う。情報モラル教育については、教材作成を通してスマホ・

SNS 時代に対応する情報モラル教育の進め方について講義・演習を行う。 

10 

月 

27 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 
タブレット端末を用いた 

動画制作 
担当者 塚本 光夫（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

＜到達目標＞ タブレット端末を用いた動画作成技術について説明することができ、授業で活

用することができる動画教材を制作できる。 

＜テーマ＞ タブレット端末を用いて教材作成技術を習得するとともに、児童生徒が利活用

できるような指導能力を獲得する。 

講習の概要： 

タブレット端末に関する講義の後、スライドショーを使った動画制作を行うとともに、本講

習テーマに関する筆記試験を行う。授業内容は初心者向けである。 

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： 

１）制作したマルチメディア教材（50%）、２）講習時間内の筆記試験（50%） 

講習受講希望者への事前連絡： 

担当者がタブレット端末やその他の機器を用意する。 

10 

月 

27 

日 

(土) 

 

午 

後 

 

 

 

講習テーマ 
タブレット端末を用いた 

情報モラル教育用の教材作成 
担当者 山本 英史（熊本市教育センター） 

講習の到達目標及びテーマ： 

＜到達目標＞ ネット社会の現状を知り、児童生徒に必要な指導内容について理解することが

できる。また、タブレット端末を使い情報モラル教育の授業で活用できる教材

を作成する。 

＜テーマ＞ スマホ・SNS 時代の情報モラル教育の進め方について考え、ネット社会を生き

ていく力を育てる情報モラル教育の授業づくりをとおして、授業で使える教材

を作成する。 

講習の概要： 

情報モラル教育に当たり教員がもつべき知識に関する講義の後、タブレット端末を使った情

報モラル教育の教材制作と本講習テーマに関する筆記試験を行う。授業内容は初心者向けであ

る。 

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： 

１）制作した情報モラル教育用教材（50%）、２）講習時間内の筆記試験（50%） 

講習受講希望者への事前連絡： 

担当者がタブレット端末やその他の機器を用意する。 

 



講習コード 11349 領域名 選択必修 開設講習名 ICT を活用した授業づくり 

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 18 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
小学校教諭・ 

中学校及び高等学校教諭 

講習内容： 

現代の教師には、情報機器の操作技能だけではなく、それらの特性を生かした授業設計の力量が求め

られている。そこで、本講習では、ICT 活用についての具体的な事例や模擬授業を通して考察するとと

もに、初歩的なプログラミングについても理解する。さらに、タブレット型情報端末を利用した協働学

習によるプレゼンテーションを行うことによって、児童生徒の情報活用能力を高めるための授業方略に

ついても考察する。 

10 

月 

28 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
ICT を活用した授業設計 

～メディアの特性理解～ 
担当者 前田 康裕（教職大学院） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 ＜到達目標＞ 

情報機器を効果的に活用するためのメディアの特性を理解するとともに、ICTを効果的に 

活用した授業を設計する技能を獲得する。 

 

＜テーマ＞ 

メディアの特性を生かした授業設計 

講習の概要： 

 授業改善のための ICT 活用方法について、具体的な事例や模擬授業を通して考えていく。ICT

活用についての具体的な事例や模擬授業を通して考察するとともに、初歩的なプログラミングに

ついても理解する。 

 授業や研究発表などに役立てるための効果的で印象に残るプレゼンテーションについて学ぶ。

更に、実際に生徒の立場に立って協働学習によるプレゼンテーションを行う。そのことによって、

協働学習の方略理解とプレゼンテーションの技能向上を狙いとする。 

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 要 

評価： 

プレゼンテーション資料と発表（50 点満点）及び講習時間内の筆記試験（50 点満点）で 

評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

ICT を用いて指導したい教科の教科書及び指導書、資料等を持参すること。 

USB メモリーあるいは SDカードを持参すること。 

 



講習コード 11350 領域名 選択必修 開設講習名 
主体的・対話的で深い学び

を実現する授業づくり 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 11 月 10 日 

時間数 6 時間 受講定員 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小学校教諭・中学校教諭 

講習内容： 

  「主体的・対話的で深い学び」とは、特定の指導方法を指すものではありません。授業を「主体的な

学び」「対話的な学び」「深い学び」の 3つの視点で見直し、これまでの教育実践の蓄積を踏まえて授業

改善していくことが重要です。本講習では「主体的・対話的で深い学び」とはどのようなものかを理解

し、実際にその視点を用いて授業を分析したり、授業改善について検討したりすることを通して、授業

を改善したり、互いの授業を磨き合ったりするための力量を高めます。 

 

11 

月 

10 

日 

(土) 

 

 

午

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
主体的・対話的で深い学びを 

実現する授業づくり 
担当者 田上 貴昭（熊本県立教育センター） 

講習の到達目標及びテーマ： 

・「主体的・対話的で深い学び」とはどのようなものかを理解している。 

・「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の 3つの視点で、授業を分析することができる。 

・「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の 3つの視点で、授業を改善することができる。 

講習の概要： 

1)新学習指導要領のポイントと「主体的・対話的で深い学び」（講義） 

 ・ 講義を聴き、学習指導要領のポイントや「主体的・対話的で深い学び」のそれぞれの視点 

や実践事例、注意点などについて理解する。 

 

2)「主体的・対話的で深い学び」を踏まえた授業分析（協議） 

 ・ 講師の模擬授業について、3つの視点で気づきを出し合い、分析する。 

 

3)「主体的・対話的で深い学び」を踏まえた授業改善（演習） 

 ・ 持参した学習指導案について、3つの視点で改善し、グループ内で紹介し合う。 

 

形態 講義＋協議＋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 要 

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： 

 演習で使用しますので、過去に授業された学習指導案（略案可）を 7部ご持参ください。 

 



講習コード 11351 領域名 選択必修 開設講習名 職業教育とキャリア教育 

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  40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 中学校教諭・高等学校教諭 

講習内容： 

本講習は、学校における職業教育とキャリア教育の現状と課題について、労働市場の変化及び今日の

若者の変化に触れながら、解説を行うものです。特に青年期の生徒にとって必要な指導を行うにあたっ

て、身につけておくべき職業教育・キャリア教育の基礎的知識及び職業を取り巻く社会の現状について

理解することを目指しています。本講習では、職業教育・キャリア教育を進路指導としてだけでなく、

青年に対する全人的教育としてとらえ、その重要性についても解説します。 

11 

月 

17 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
青年期の発達と 

職業教育・キャリア教育 
担当者 瀧本 知加（東海大学） 

講習の到達目標及びテーマ： 

本講習の到達目標は以下３点です。 

① キャリア教育・職業教育に関する基礎的知識及び、最新の労働と教育の政策・制度の概要に

ついて理解し、日々の教育実践に対する理論的裏付けを得る。 

② キャリア教育・職業教育に関する知見を広げ、新たな指導方法の開発につながるような指導

観の再構築を行う。 

③ キャリア教育・職業教育の重要性に気づき、日々の教育実践・指導に対するモチベーション

を高める。 

講習の概要： 

① 講義 

キャリア教育・職業教育に関する基礎的知識及び、最新の労働と教育の政策・制度の概要に

ついて、最新の研究成果に基づいた講義を行う。 

② グループワーク 

① の内容と関連するテーマで、グループに分かれて課題探求型のワークを行う。 

③ ディスカッション 

①②の内容を踏まえて、キャリア教育・職業教育の今日的課題について、ディスカッション

を行い、新たな知見を発見し、共有する。 

形態 講義、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 要 

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： 

学校現場におけるキャリア教育・職業教育に対する問題意識を予め整理して受講して下さい。 

 


