
 

講習コード 11501 領域名 選択 開設講習名 
小学校教育の最前線 

（国語科書写の実技と理論） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 16 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 

講習内容： 

  国語科書写の実技と理論に関して学習する。その基礎・基本となる技能（書写力）の錬磨・向上と、

授業理論・実践・指導内容の理解を目指す。さらに、発展的に芸術としての書道の悠久の歴史や楽しさ

を学ぶ。 

 

 ＊6月 17 日の「小学校教育の最前線（国語科書写の実技と理論）」講習は、同一内容ですので、 

重複受講はできません。 

6 

月 

16 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 国語科書写の実技と理論 1 担当者 神野 雄二（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 小学校国語科書写の実技と理論に関して学習する。その基礎・基本となる理論の理解、技能（書

写力）の向上を目指す。さらに、発展的に芸術としての書道の悠久の歴史や楽しさを知る。楷書

とそれに調和する仮名が書ける書写力を育成する。 

講習の概要： 

 小学校国語科書写の実技と理論に関して学習する。その基礎・基本となる理論の理解、技能（書

写力）の向上を目指す。さらに、発展的に芸術としての書道の悠久の歴史や楽しさを知る。楷書

とそれに調和する仮名の技法について学習する。毛筆及び硬筆を使用して、配付資料による教材

により書写の学習を行う。 

形態 実技＋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： 

講習時間内における提出作品（80点満点）、及び筆記試験（20点満点）により評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

書道道具一式、2Bの鉛筆、新聞紙を準備下さい。 

6 

月 

16 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 国語科書写の実技と理論 2 担当者 神野 雄二（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 小学校国語科書写の実技と理論に関して学習する。その基礎・基本となる理論の理解、技能（書

写力）の向上を目指す。さらに、発展的に芸術としての書道の悠久の歴史や楽しさを知る。楷書

とそれに調和する仮名が書ける書写力を育成する。「国語科書写の実技と理論 1」の内容をさら

に深める。 

講習の概要： 

 小学校国語科書写の実技と理論に関して学習する。その基礎・基本となる理論の理解、技能（書

写力）の向上を目指す。さらに、発展的に芸術としての書道の悠久の歴史や楽しさを知る。楷書

とそれに調和する仮名の技法について学習する。毛筆及び硬筆を使用して、配付資料による教材

により書写の学習を行う。「国語科書写の実技と理論 1」の内容をさらに深める。 

形態 実技＋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： 

講習時間内における提出作品（80点満点）、及び筆記試験（20点満点）により評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

書道道具一式、2Bの鉛筆、新聞紙を準備下さい。 

 



 

講習コード 11502 領域名 選択 開設講習名 
小学校教育の最前線 

（国語科書写の実技と理論） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 17 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 

講習内容： 

  国語科書写の実技と理論に関して学習する。その基礎・基本となる技能（書写力）の錬磨・向上と、

授業理論・実践・指導内容の理解を目指す。さらに、発展的に芸術としての書道の悠久の歴史や楽しさ

を学ぶ。 

 

 ＊6月 16 日の「小学校教育の最前線（国語科書写の実技と理論）」講習は、同一内容ですので、 

重複受講はできません。 

6 

月 

17 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 国語科書写の実技と理論 1 担当者 神野 雄二（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 小学校国語科書写の実技と理論に関して学習する。その基礎・基本となる理論の理解、技能（書

写力）の向上を目指す。さらに、発展的に芸術としての書道の悠久の歴史や楽しさを知る。楷書

とそれに調和する仮名が書ける書写力を育成する。 

講習の概要： 

 小学校国語科書写の実技と理論に関して学習する。その基礎・基本となる理論の理解、技能（書

写力）の向上を目指す。さらに、発展的に芸術としての書道の悠久の歴史や楽しさを知る。楷書

とそれに調和する仮名の技法について学習する。毛筆及び硬筆を使用して、配付資料による教材

により書写の学習を行う。 

形態 実技＋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： 

講習時間内における提出作品（80点満点）、及び筆記試験（20点満点）により評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

書道道具一式、2Bの鉛筆、新聞紙を準備下さい。 

6 

月 

17 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 国語科書写の実技と理論 2 担当者 神野 雄二（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 小学校国語科書写の実技と理論に関して学習する。その基礎・基本となる理論の理解、技能（書

写力）の向上を目指す。さらに、発展的に芸術としての書道の悠久の歴史や楽しさを知る。楷書

とそれに調和する仮名が書ける書写力を育成する。「国語科書写の実技と理論 1」の内容をさら

に深める。 

講習の概要： 

 小学校国語科書写の実技と理論に関して学習する。その基礎・基本となる理論の理解、技能（書

写力）の向上を目指す。さらに、発展的に芸術としての書道の悠久の歴史や楽しさを知る。楷書

とそれに調和する仮名の技法について学習する。毛筆及び硬筆を使用して、配付資料による教材

により書写の学習を行う。「国語科書写の実技と理論 1」の内容をさらに深める。。 

形態 実技＋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： 

講習時間内における提出作品（80点満点）、及び筆記試験（20点満点）により評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

書道道具一式、2Bの鉛筆、新聞紙を準備下さい。 

 



講習コード 11503 領域名 選択 開設講習名 
小学校教育の最前線 

（国語教育） 

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 60 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： 

小学校における語彙指導と表現指導について講義する。日本語の語彙と表現法についての様々な知見

を学び、小学生が多くの語彙を獲得し使用していくのに、どのような手立てとアイディアがあるか、発

達段階に応じて考察する。発達段階に応じた語彙の獲得に加え、表現指導という観点から助詞、助動詞、

補助動詞、敬語表現、待遇表現にも焦点を当てた語彙指導と表現指導を講義する。 

 

 ＊7月 28 日の「小学校教育の最前線（国語教育）」講習は、同一内容ですので、重複受講はできません。 

 

6 

月 

9 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 語彙指導の理論と方法 担当者 堀畑 正臣（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

発達段階に応じて幼児から児童、生徒がどのように語彙を獲得していくのかを理解し、日本語

学の語彙に関する知見を学び、どの段階でどのような指導を加え、語彙を豊富にし、理解語彙を

表現語彙に変えていくことと、表現法や言葉への感覚を豊かにするための手立てとアイディアを

会得する。 

講習の概要： 

（1）発達段階と語彙獲得の状況。 

（2）日本語学の語彙に関する知見（シソーラス、上位語・同位語・下位語、類義語と対義語、 

単語の出自と単語の位相、複合語と派生語、文体等）。 

（3）理解語彙から表現語彙への手立て（単語作り、単文作り、辞書の活用等）。 

（4）表現法や言葉への感覚を豊かにするための手立てとアイディアなど。 

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 11504 領域名 選択 開設講習名 
小学校教育の最前線 

（国語教育） 

会場 熊本県立天草青年の家（上天草市） 開設日 平成 30 年 7 月 28 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 主な受講対象者 小学校教諭 

講習内容： 

小学校における語彙指導と表現指導について講義する。日本語の語彙と表現法についての様々な知見

を学び、小学生が多くの語彙を獲得し使用していくのに、どのような手立てとアイディアがあるか、発

達段階に応じて考察する。発達段階に応じた語彙の獲得に加え、表現指導という観点から助詞、助動詞、

補助動詞、敬語表現、待遇表現にも焦点を当てた語彙指導と表現指導を講義する。 

 

 ＊6月 9日の「小学校教育の最前線（国語教育）」講習は、同一内容ですので、重複受講はできません。 

 

7 

月 

28

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 語彙指導の理論と方法 担当者 堀畑 正臣（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

発達段階に応じて幼児から児童、生徒がどのように語彙を獲得していくのかを理解し、日本語

学の語彙に関する知見を学び、どの段階でどのような指導を加え、語彙を豊富にし、理解語彙を

表現語彙に変えていくことと、表現法や言葉への感覚を豊かにするための手立てとアイディアを

会得する。 

講習の概要： 

（1）発達段階と語彙獲得の状況。 

（2）日本語学の語彙に関する知見（シソーラス、上位語・同位語・下位語、類義語と対義語、 

単語の出自と単語の位相、複合語と派生語、文体等）。 

（3）理解語彙から表現語彙への手立て（単語作り、単文作り、辞書の活用等）。 

（4）表現法や言葉への感覚を豊かにするための手立てとアイディアなど。 

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 11505 領域名 選択 開設講習名 小学生向け古文書読解授業の開発 

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 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： 

 1）小学生が古文書を読解する学習上の効果と意義について理解する。 

 2）くずし字の判読法と古文書の様式の基本を学ぶ。 

 3）小学生向け古文書読解授業の開発に向けての課題について検討する。 

 4）古文書読解授業の指導案を作成する。 

 

11 

月 

10 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
小学生向け古文書読解授業の

開発 
担当者 春田 直紀（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

古文書を教材にすることで子どもたちの能力が発揮されるとともに、歴史資産を守り活かす担

い手の育成につながるという古文書学習の意義について理解する。さらに、受講者自身がくずし

字の判読法と古文書の様式についての基本を学んだうえで、小学生が古文書という歴史資産に直

接触れ親しみ、自分で歴史を読み解く楽しさが実感できる授業づくりの方法を身につけることを

到達目標とする。 

講習の概要： 

古文書は大人向きという通念は誤りで、「小学生だから読める古文書講座」もすでに開かれて

いる。本講習ではまず、小学生を対象にした古文書読解授業の実例を紹介し、古文書を読解する

学習上の効果と意義について説明する。次に、くずし字の判読法と古文書様式論の初歩を演習形

式で学んだうえで、小学生向け古文書読解授業の開発に向けての課題（テキストの選定、くずし

字判読のための工夫、カリキュラムとの関連、授業時数の問題など）について検討する。最後に、

受講者が各自、古文書読解授業の指導案を作成して提出する。 

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 否 

評価： 

修了認定のための、学習指導案作成（100 点満点）を、講習時間内に実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11506 領域名 選択 開設講習名 小学校教育の最前線（社会） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 25 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・中学校社会科教諭 

講習内容： 

  講習の前半は、教科書の活用方法を解説します。小学校や中学校の教科書を活用して、子どもの学習

意欲を高め思考力を育成する授業作りの方法を具体的に紹介します。 

  講習の後半は、小学校教科書の世界史（特にアジア史）に関わる部分について取り上げ、さらにはそ

の九州・熊本に関連する歴史的事象をクローズアップし、国際理解教育を展望します。 

8 

月 

25 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 教科書の読み方・使い方 担当者 藤瀬 泰司（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

① 教科書を活用した社会科授業作りの方法について理解することができる。（理解目標） 

② 新しい教科書の活用法に基づいて授業のアウトラインを構想することができる。（技能目標） 

講習の概要： 

面白い授業が作れるかどうかは教師の腕次第。教科書を使った授業作りも同じこと。教科書を

使った授業作りが面白くなるかどうかは教師の教科書の使い方にかかっています。 

  本講習では、子どもの知的好奇心を刺激するとともに学習意欲を高める教科書の活用方法を具

体的に解説します。 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト なし。 ※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： 

担当学年の社会科教科書及び国語辞典を持参してください。 

8 

月 

25 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 小学校における世界史教育 担当者 黨 武彦（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

① 小学校での歴史学習の中の世界史的分野について理解することができる。（理解目標） 

② 児童に世界史的視野を持たせ、国際理解教育を構想することができる。（技能目標） 

講習の概要： 

小学校で学習する歴史(世界史分野）のうち、東アジア史 との関連性の高い事例の最新の研究

成果を検討し、社会科や総合的な学習の時間において日本の歴史や身近な地域の問題をあつかう

時、世界史的視野をこどもたちにどのように持たせていくかについて考える場とする。 

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 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： 

歷史分野の教科書を持参してください。（必須ではありません） 

 



講習コード 11507 領域名 選択 開設講習名 
数学的モデリングサイクルを 

取り入れた教材開発について 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 31 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・中学校及び 

高等学校数学科教諭 

講習内容： 

現在、理系離れや算数･数学活用能力の育成が問題となっている。これらの問題に対する 1 つの方策

として、数学的モデリング教材が期待されている。この講習では数学的モデリングの考え方とその考え

方を用いて開発された教材を紹介する。 

8 

月 

31 

日 

(金) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 数学的モデリング教材について 担当者 吉村 昇（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 数学的モデリング教材を通して、数学的モデリングの考え方を理解する。 

講習の概要： 

中学校で実際に行われたいくつかの数学的モデリング教材の授業を体験しながら、数学的モデ

リングの考え方を理解する。 

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 11508 領域名 選択 開設講習名 

最新ドイツの数学教育論と 

算数・数学の学習活動体験 

ワークショップ 

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 
小学校教諭・中学校及び 

高等学校数学科教諭 

講習内容： 

現在ドイツでは、初等数学教育（幼稚園・小学校）の改革が進行中である。その象徴が、ドイツの小

学校の算数教科書『数の本』（Das Zahlenbuch）である。本講習前半では、この教科書で提示されてい

る学習活動に実際に取り組み、その背後にある数学教育理論及び初等数学教育の基本的な考え方につい

て理解する。後半では、いろいろな学習活動体験を通して日本の算数・数学教育への実現可能性につい

て検討する。 

10 

月 

21 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
最新ドイツの初等数学教育と 

学習体験ワークショップ 
担当者 山本 信也（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

ドイツの初等数学教育（就学前・小学校）の基本的な考え方を、算数教科書『数の本』の学習

活動デザイン例を通して理解する。またドイツの算数教科書『数の本』をもとにデザインされた

学習活動を実際に体験することを通して、日本の算数・数学科授業への実現可能性について検討

する。 

講習の概要： 

1.次期学習指導要領を元に算数・数学科教育の課題を理解する 

2.ドイツの算数教科書『数の本』の基本的な考え方について学習活動体験を通して理解する 

3.算数の学習活動デザインの事例を検討する 

4.ブース形式で提示された学習活動をグループで体験し、小学校算数・中高等学校数学科授業へ

の実現可能性について協議する。学習活動の素材例： 数の石垣、たけのこ数、ピタゴラスの

定理、計算のパターン、約分（互除法）、黄金比など（一部変更もあり）         

形態 講義・演習（学習活動体験） 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 11509 領域名 選択 開設講習名 
小学校教育の最前線 

（理科） 

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 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 

講習内容： 

子どもたちが学習内容を実生活と関連づけて実感を伴った理解ができるようにするために、小学校理

科教育に関連する内容を最近の情報などを含みながら解説、紹介します。 

6 

月 

9 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 初等理科教育 担当者 飯野 直子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

子どもたちが学習内容を実生活と関連付けて実感を伴った理解をできるようにするために、 

小学校理科の課題や求められる指導の在り方、身近な素材を活用した教材、ICT 活用についての

理解を深める。 

講習の概要： 

・現行および次期学習指導要領における重点課題や求められる指導の在り方について述べます。 

・身近な素材を用いた教材を紹介します。 

・地域教材・素材を準備するときに役立つ ICT 活用方法を紹介します。 

形態 講義（簡単な実習含）            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： 

課程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理科編（平成 20 年 8 月）を持参してください。 

6 

月 

9 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 小学校教育：くらしと化学 担当者 村田 貴広（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

子どもたちが学習内容を実生活と関連づけて実感を伴った理解ができるようにするために、小

学校理科の内容に関連するテーマを最近の研究成果などを含みながら解説、紹介します。 

講習の概要： 

・理科実験で取り扱う薬品や器具などの特性や取り扱い方について理解を深めます。 

・くらしと化学について最近の動向を検討します。 

 ・くらしの中で活躍するガラスについて紹介します。 

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。 

 



 

講習コード 11510 領域名 選択 開設講習名 ピアノ実技と声楽実技 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 28 日 

時間数 6 時間 受講定員 12 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・中学校音楽科教諭 

講習内容： 

 ピアノ実技では、演奏に際して必要な基礎的な技術、音楽表現に必要な技術について教科書にある楽

曲を中心として、より深い音楽表現をするには、いかにするかという観点から講義し、実習する。 

声楽実技では、基本となる発声法や呼吸法、また、歌唱法を一人ひとりが実践することで、声楽を再

考し、現場教育に活かすことを目的とする。 

 

＊7 月 29 日の「ピアノ実技と声楽実技」講習と同一内容ですので、重複受講はできません。 

7 

月 

28 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ ピアノ実技 担当者 袴田 和泉（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

演奏に際して必要な基礎的な技術、音楽表現に必要な技術を改めて見直すことによって、教育

現場における指導や歌唱教材の伴奏において、より深い音楽表現をめざすことを目的とする。併

せて、楽曲の解釈について再考する。 

講習の概要： 

ピアノ演奏に必要な技術を、基本に立ち戻り再考し、歌唱共通教材の曲や、その他の合唱曲を

中心に音楽表現に結びつけることを実践する。 

形態 実技           予備知識 □不要 □ある程度必要 ☑必要 

テキスト 学校歌唱教材 ※事前準備要否 要 

評価： 

修了認定のための実技試験を、講習時間内に実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

上記のテキストと、また受講者の希望曲を取り入れることも可能なので各自楽譜は持参のこと。 

7 

月 

28 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 声楽実技 担当者 中原 雅彦（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

声楽の基本となる発声法、呼吸法、唱法を再考し実践することで、歌唱教材の指導や応用力の

向上につながることを目的とする。 

講習の概要： 

声楽の基本である発声法や呼吸法を再考し、音楽の表現方法を考察する。学校での歌唱教材の

曲やその他の声楽曲を題材として、一人ひとりが演奏を実践することで歌唱表現の向上につなげ

たい。ピアノによる弾き歌い等も行う。 

形態 実技 予備知識 □不要 □ある程度必要 ☑必要 

テキスト 学校歌唱教材、イタリア古典歌曲 ※事前準備要否 要 

評価： 

修了認定のためのピアノ弾き歌いの実技試験を、講習時間内に実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

受講者が、歌唱する音域にあった楽譜を各自持参すること。 

 



 

講習コード 11511 領域名 選択 開設講習名 ピアノ実技と声楽実技 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 29 日 

時間数 6 時間 受講定員 13 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・中学校音楽科教諭 

講習内容： 

 ピアノ実技では、演奏に際して必要な基礎的な技術、音楽表現に必要な技術について教科書にある楽

曲を中心として、より深い音楽表現をするには、いかにするかという観点から講義し、実習する。 

声楽実技では、基本となる発声法や呼吸法、また、歌唱法を一人ひとりが実践することで、声楽を再

考し、現場教育に活かすことを目的とする。 

 

＊7 月 28 日の「ピアノ実技と声楽実技」講習と同一内容ですので、重複受講はできません。 

7 

月 

29 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ ピアノ実技 担当者 袴田 和泉（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

演奏に際して必要な基礎的な技術、音楽表現に必要な技術を改めて見直すことによって、教育

現場における指導や歌唱教材の伴奏において、より深い音楽表現をめざすことを目的とする。併

せて、楽曲の解釈について再考する。 

講習の概要： 

ピアノ演奏に必要な技術を、基本に立ち戻り再考し、歌唱共通教材の曲や、その他の合唱曲を

中心に音楽表現に結びつけることを実践する。 

形態 実技           予備知識 □不要 □ある程度必要 ☑必要 

テキスト 学校歌唱教材 ※事前準備要否 要 

評価： 

修了認定のための実技試験を、講習時間内に実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

上記のテキストと、また受講者の希望曲を取り入れることも可能なので各自楽譜は持参のこと。 

7 

月 

29 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 声楽実技 担当者 中原 雅彦（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

声楽の基本となる発声法、呼吸法、唱法を再考し実践することで、歌唱教材の指導や応用力の

向上につながることを目的とする。 

講習の概要： 

声楽の基本である発声法や呼吸法を再考し、音楽の表現方法を考察する。学校での歌唱教材の

曲やその他の声楽曲を題材として、一人ひとりが演奏を実践することで歌唱表現の向上につなげ

たい。ピアノによる弾き歌い等も行う。 

形態 実技 予備知識 □不要 □ある程度必要 ☑必要 

テキスト 学校歌唱教材、イタリア古典歌曲 ※事前準備要否 要 

評価： 

修了認定のためのピアノ弾き歌いの実技試験を、講習時間内に実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

受講者が、歌唱する音域にあった楽譜を各自持参すること。 

 



 

講習コード 11512 領域名 選択 開設講習名 

思考力・判断力を育てる音楽鑑賞の

授業づくり／「音楽的な見方・考え

方」を育てる創作の実践 

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 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・中学校音楽科教諭 

講習内容： 

  音楽科の授業の中で言語活動を通して思考力・判断力を育成しながら音楽の能力を高める鑑賞や創作

のあり方を実技・演習によって考察していきます。 

6 

月 

23 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 音楽鑑賞学習の授業づくり 担当者 山﨑 浩隆（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

・音楽鑑賞学習において言語活動によって思考力・判断力を高める手立てについての基本的な考

え方と具体的な指導についての理解を深める。 

講習の概要： 

・言語活動による学習指導の基本的な考え，授業を構想する上での留意点を考えます。 

・鑑賞の模擬授業を行います。 

・実践例を紹介し、その中から授業のポイントを考えます。  

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

テキスト 学習指導要領解説編音楽（各校種） ※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、講習時間内に実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

6 

月 

23 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 
「音楽的な見方・考え方」を 

育てる創作の実践を考察する 
担当者 瀧川 淳（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

音楽を構成する諸要素に着目し、ワークショップ形式で構成する「創作（音楽づくり）」授業

の方法について理解を深め、児童の「音楽的な見方・考え方」を育てる具体的な指導方法につい

て考察する。 

講習の概要： 

・音楽を構成する諸要素を手掛かりとした音楽ゲームの手法について考え、「創作（音楽づくり）」

へとつなげる時の留意点を考えます。 

・実際に「創作（音楽づくり）」を行いながら、「音楽的な見方・考え方」を考えます。 

・その過程や作品そのものを基にして「創作（音楽づくり）」の評価について考えます。 

形態 講義＋演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 学習指導要領解説編音楽（各校種） ※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 11513 領域名 選択 開設講習名 
小学校教育の最前線 

（図画工作） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 1 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・中学校美術科教諭 

講習内容： 

時代や社会的背景により美術教育への要請は変化してきた。本講習では、時代を見据え、美術教育の 
目的、方法について振り返り、美術教育の今日的課題を見出す。 

<午前>これからの時代に期待される映像メディア表現と‘主体的・対話的で深い学び’における学修の

方向性を演習課題から検討する。 

<午後>戦後美術教育実践の歴史を振り返りつつ、過去の題材について分析的にみていく。翻って美術教

育の今日的課題と実践的対応について考察していく。 

7 

月 

1 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 
映像メディア表現における 

経験的な学びと創作行為 
担当者 赤木 恭子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 これからの図画工作科教育に期待される映像メディア表現の主要な課題と方法論に触れ、経験 
的な学びに向かう創作行為について検討し、教育実践的な観点からイメージ・メディアへの理解 
を深める。 

講習の概要： 

1.現代の図画工作科教育における映像メディア表現について概要を検討する。 
2.造形表現においてイメージ・メディアを介した経験的なプロセスを考察する。 
3.動画像の編集ソフト、クリエイティヴな展開を含むゲームソフトなどを活用し、演習する。 
4.実際の授業構想や教材開発へ向かう教育内容について追究する。 
留意事項：演習部分について、パソコン、デジタルカメラ、動画編集ソフト、パソコンゲーム

等についての操作経験があることが望ましいが、グループ（数名）で簡易的に演習

に参加することは可。 

形態 講義＋体験型学習（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： 

修了認定のための課題提出（100 点／授業考案＋プレゼン）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： 

映像メディア表現を用いた図画工作科の題材研究について、実践例などを検索、資料を集める

などして予め多様なアイデアに触れておくとよい。（演習はグループ、授業考案は個人が主） 

※事前に受講者の PC スキル等を確認する場合があります。 

7 

月 

1 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 今日の美術教育実践 担当者 喜久山 悟（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

今日の児童を取り巻く課題を意識しつつ、美術教育実践を展開、指導できる観点を持てるように

する。 

講習の概要： 

戦後美術教育実践の歴史を振り返りつつ、過去の題材について分析的にみていく。翻って美術

教育の今日的課題と実践的対応について考察していく。 

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： 

講習時間内で実施する教材制作の実技内容を評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

講習は実技制作（紙工作）を含むので、はさみ・のりを持参。 

 



 

講習コード 11514 領域名 選択 開設講習名 
体育科教育の最前線 

（身体の生理学・体育の授業づくり） 

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 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・ 

中学校及び高等学校教諭 

講習内容： 

【身体の生理学】高齢社会における運動・スポーツの重要性や、身体運動・スポーツ活動による私たちの

体の適応について、主に運動・スポーツ生理学の観点から講義を行う。 

 

【体育の授業づくり】体育の授業づくりについて概説する。学習者が主体的に授業に取り組むための指導

方法論を中心に、関連するものとして目標設定、動機づけ雰囲気についても言及す

る。 

7 

月 

8 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 身体の生理学 担当者 大石 康晴（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1.高齢社会における運動・スポーツの重要性を理解する 

2.運動不足や老化による疾病、生活習慣病について理解する。 

3.運動・スポーツによる身体の適応変化及び健康とのつながりを理解する。 

講習の概要： 

1.高齢化の現状と医療費増加、健康寿命について。 

2.老化や運動不足と疾病、生活習慣病とのかかわり。 

3.運動・スポーツによる身体の生理学的な適応と健康生活。 

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分程度実施する。 

講習受講希望者への事前連絡：  

特になし。 

7 

月 

8 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 体育の授業づくり 担当者 坂下 玲子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

体育科の目標並びによい体育授業の基本的条件を理解する。 

体育の教材づくりの視点を理解する。 

体育授業における教師の指導行動について理解する。 

講習の概要： 

1.体育科の目標と内容 

 2.よい体育授業の条件 

 3.体育授業の教材づくり 

4.体育における子どもの目標と動機づけ雰囲気 

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 11515 領域名 選択 開設講習名 
小学校教育の最前線 

（家庭・体育） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 9 月 15 日 

時間数 6 時間 受講定員 32 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： 

（家庭）新学習指導要領に盛り込まれた、日本の生活文化の大切さに焦点をあて、食物分野の学習内容

を考えてみる。日本人の食事摂取基準（2015 年版）を概説し、和食の良さにつながる点を探

り、食生活指導に役立つ情報を紹介する。 

（体育）小学校体育科における体つくり運動領域、表現運動領域を取り上げ、ねらいや内容を概説する

とともに、実技を通して内容及び指導法についての理解を深める。 

9 

月 

15 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 健康と食文化 担当者 武田 珠美（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

・健康によい食事について説明できる。 

・伝統的な食文化の内容について説明できる。 

・食文化が健康にどのように関係しているか理解する。 

講習の概要： 

新小学校学習指導要領（家庭）および日本人の食事摂取基準（2015 年版）を概説する。日本

の生活文化について食物分野に関係する、年中行事（食）、和食、郷土料理等の意義を改めて考

えてみる。健康増進に結びつく食生活指導がどうすればできるか、理解を深めていただきたい。 

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。 

9 

月 

15 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 体つくり運動・表現運動の指導 担当者 坂下 玲子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

・体つくり運動・表現運動の内容を理解する。 

・体つくり運動・表現運動の指導のポイントを理解する。 

講習の概要：  

  新小学校学習指導要領（体育）の改訂の要点を概説する。小学校体育科における体つくり運動

領域、表現運動領域を取り上げ、ねらいや内容を概説するとともに、実技を通して、内容及び指

導法、教材づくりについての理解を深める。 

形態 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 要 

評価：  

 修了認定のための筆記試験（50 点）グループによる実技課題（50 点）を、講習時間内に実施す

る。 

講習受講希望者への事前連絡：  

運動のできる服装で受講してください。タオル、水分等の準備をお願いします。 

 



 

講習コード 11516 領域名 選択 開設講習名 体力向上と安全対策 

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 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 
小学校教諭・中学校及び 

高等学校教諭、養護教諭 

講習内容： 

学校・地域・家庭が連携して児童・生徒の体力づくりを実践することが求められています。本講習

はその一助となるように計画されました。午前は体力づくりの際の安全対策として熱中症を取り上げ、

今日から役に立つ知識を解説します。中心テーマである体力づくりの意義や具体的な向上策について

は、午後の講習で取り上げ、議論します。 

10 

月 

28 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 熱中症のイロハ 担当者 齋藤 和也（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1.体温調節のしくみ 

2.熱中症への対応 

の 2点を中心に取り上げ、熱中症の基礎知識を習得する。 

講習の概要： 

熱中症はそのサインを見逃さず、早い段階で適切に対処することが求められます。そんなこと

は百も承知しているけれど・・・。巷には情報があふれていて、逆にどう対応していいかわから

ない、そんな不安はありませんか。体温調節のしくみをちょっとだけ理解しておきましょう。ナ

メクジと塩の関係もついでに理解しましょう。そうすれば、熱中症に自信をもって対処できます。 

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（50 点満点）を、講習時間内に 30 分程度実施する。 

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 体力づくりの意義と向上策 担当者 中川 保敬（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

体力づくりの意義・目的を理解する。また、学校においてその効果を上げるための具体的方策

について習得することをテーマとする。 

講習の概要： 

児童・生徒の体力づくりは、継続的に取り組まれている「古くて新しい課題」である。体力は、

生きる力に大きくかかわっており、その意義や効果的な向上対策について問い直し、その具体的

な考えを共有し、学校・地域・家庭が連携しながら実践へつなげることを説明・討議したい。 

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（50 点満点）を、講習時間内に 30 分程度実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

 特になし。 

 



講習コード 11517 領域名 選択 開設講習名 
学校の安全 

（幼稚園・小学校対象） 

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 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、 

養護教諭 

講習内容： 

日本スポーツ振興センターの事故報告や学校環境衛生基準をもとに、学校の危険有害因子を排除し、

児童が安心して体育および図工などの授業や学校（園）行事に参加できるような学校環境づくりを目的

とし、リスクアセスメントと KYT の実演を通して安全衛生対策を検討する。そして、自校（園）に適し

た安全マニュアルを構築する。 

 

 ＊9月 8日及び 10 月 6日の「学校の安全（幼稚園・小学校対象）」講習は、同一内容ですので、 

重複受講はできません。 

 

7 

月 

7 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 学校に潜む危険有害要因 担当者 引地 力男（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

学校関係者に必要な安全衛生に関する専門知識を中心に、安全衛生の必要性、関係法令、学校

環境、食の安全を含む諸問題等について理解する。更に、講習を通して不安全な行動、不安全な

状態について把握し、危険に敏感になることが目標である。 

講習の概要： 

実際に学校におけるケガや死亡事故を取り上げ、学校に潜む危険有害因子の洗い出しを行う。

同時に、これまで、授業中や学校行事におけるヒヤリハット報告書をグループごとに作成し、予

見義務について考えを深めていく。 

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： 

身近に発生したケガや事故について原因と対策をまとめておく。 

7 

月 

7 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ リスクアセスメントと KYT 担当者 引地 力男（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

リスクアセスメントと KYT の定義を理解する。その後、リスクアセスメントと KYT の演習を重

ねることで、出席者の危険に対する意識のばらつきを無くすことが目標である。 

講習の概要： 

授業中の危険な状況を数個取り上げ、グループごとにリスクアセスメントと KYT の演習を行

う。その後、午前中の講義と演習を通して、各自安全衛生対策を検討する。そして、自校（園）

に適した安全マニュアルを構築する。 

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： 

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： 

身近に発生したケガや事故について原因と対策をまとめておく。  



講習コード 11518 領域名 選択 開設講習名 
学校の安全 

（幼稚園・小学校対象） 

会場 八代市厚生会館（八代市） 開設日 平成 30 年 9 月 8 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・養護教諭 主な受講対象者 
幼稚園教諭・小学校教諭、 

養護教諭 

講習内容： 

日本スポーツ振興センターの事故報告や学校環境衛生基準をもとに、学校の危険有害因子を排除し、

児童が安心して体育および図工などの授業や学校（園）行事に参加できるような学校環境づくりを目的

とし、リスクアセスメントと KYT の実演を通して安全衛生対策を検討する。そして、自校（園）に適し

た安全マニュアルを構築する。 

 

 ＊7月 7日及び 10 月 6日の「学校の安全（幼稚園・小学校対象）」講習は、同一内容ですので、 

重複受講はできません。 

 

9 

月 

8 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 学校に潜む危険有害要因 担当者 引地 力男（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

学校関係者に必要な安全衛生に関する専門知識を中心に、安全衛生の必要性、関係法令、学校

環境、食の安全を含む諸問題等について理解する。更に、講習を通して不安全な行動、不安全な

状態について把握し、危険に敏感になることが目標である。 

講習の概要： 

実際に学校におけるケガや死亡事故を取り上げ、学校に潜む危険有害因子の洗い出しを行う。

同時に、これまで、授業中や学校行事におけるヒヤリハット報告書をグループごとに作成し、予

見義務について考えを深めていく。 

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： 

身近に発生したケガや事故について原因と対策をまとめておく。 

9 

月 

8 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ リスクアセスメントと KYT 担当者 引地 力男（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

リスクアセスメントと KYT の定義を理解する。その後、リスクアセスメントと KYT の演習を重

ねることで、出席者の危険に対する意識のばらつきを無くすことが目標である。 

講習の概要： 

授業中の危険な状況を数個取り上げ、グループごとにリスクアセスメントと KYT の演習を行

う。その後、午前中の講義と演習を通して、各自安全衛生対策を検討する。そして、自校（園）

に適した安全マニュアルを構築する。 

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： 

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： 

身近に発生したケガや事故について原因と対策をまとめておく。  



講習コード 11519 領域名 選択 開設講習名 
学校の安全 

（幼稚園・小学校対象） 

会場 鹿本市民センター（山鹿市） 開設日 平成 30 年 10 月 6 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・養護教諭 主な受講対象者 
幼稚園教諭・小学校教諭、 

養護教諭 

講習内容： 

日本スポーツ振興センターの事故報告や学校環境衛生基準をもとに、学校の危険有害因子を排除し、

児童が安心して体育および図工などの授業や学校（園）行事に参加できるような学校環境づくりを目的

とし、リスクアセスメントと KYT の実演を通して安全衛生対策を検討する。そして、自校（園）に適し

た安全マニュアルを構築する。 

 

 ＊7月 7日及び 9月 8日の「学校の安全（幼稚園・小学校対象）」講習は、同一内容ですので、 

重複受講はできません。 

 

10 

月 

6 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 学校に潜む危険有害要因 担当者 引地 力男（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

学校関係者に必要な安全衛生に関する専門知識を中心に、安全衛生の必要性、関係法令、学校

環境、食の安全を含む諸問題等について理解する。更に、講習を通して不安全な行動、不安全な

状態について把握し、危険に敏感になることが目標である。 

講習の概要： 

実際に学校におけるケガや死亡事故を取り上げ、学校に潜む危険有害因子の洗い出しを行う。

同時に、これまで、授業中や学校行事におけるヒヤリハット報告書をグループごとに作成し、予

見義務について考えを深めていく。 

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： 

身近に発生したケガや事故について原因と対策をまとめておく。 

10 

月 

6 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ リスクアセスメントと KYT 担当者 引地 力男（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

リスクアセスメントと KYT の定義を理解する。その後、リスクアセスメントと KYT の演習を重

ねることで、出席者の危険に対する意識のばらつきを無くすことが目標である。 

講習の概要： 

授業中の危険な状況を数個取り上げ、グループごとにリスクアセスメントと KYT の演習を行

う。その後、午前中の講義と演習を通して、各自安全衛生対策を検討する。そして、自校（園）

に適した安全マニュアルを構築する。 

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： 

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： 

身近に発生したケガや事故について原因と対策をまとめておく。  



 

講習コード 11520 領域名 選択 開設講習名 
小学校外国語活動と教室英語： 

活動運営の実際 

会場 天草教育会館（天草市） 開設日 平成 30 年 8 月 26 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 

講習内容： 

  小学校外国語活動の基本理念の理解と方法について具体的に学ぶ。特に、教員のみならず児童も使

うことを目標とした教室英語の運用について、ペアやグループ活動等を通して実践的に学ぶ。中学校・

高等学校等における伝統的な英語科の授業との違いを体験的に学べるように、様々な演習を展開しな

がらの啓発活動を中心に据える。 

 

＊8 月 31 日及び 9月 8日の「小学校外国語活動と教室英語：活動運営の実際」講習は同一内容ですので、

重複受講はできません。 

8 

月 

26 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 外国語活動と教室英語 担当者 高木 信之（熊本大学非常勤講師） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 小学校外国語活動の基本理念を、中学校・高等学校英語科との比較を通して学びます。また、

教室英語がなぜ必要かについての理解を図ります。 

講習の概要： 

 英語の歌やその他の活動を通してコミュニケ－ションを志向した小学校外国語活動の考え方

を導入するとともに、その実施上の心構えを特に教員論の立場から考えます。また、小学校外

国語活動のプラスとマイナスについて、教員と児童の双方の視点から検討します。 

形態 ペア及びグループ活動とミニ講義 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 

26 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 外国語活動と教室英語 担当者 高木 信之（熊本大学非常勤講師） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 教室英語の実際について、演習と書き取り活動等を通して学びます。基本的には 3語程度の

表現に絞って、外国語活動実施のために最低限必要と思われる教室英語を身に付けられるよう

にドリルを施しながら学びます。 

講習の概要： 

 教室英語の基礎基本表現を、聞き取り、書き取り、ペアワーク、グループワーク等を通して

実際的に学びます。特に、コミュニケ－ション能力の中の「対処能力」の習得については時間

をかけて演習します。 

形態 演習と討議、質疑応答 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 11521 領域名 選択 開設講習名 
小学校外国語活動と教室英語： 

活動運営の実際 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 31 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 

講習内容： 

  小学校外国語活動の基本理念の理解と方法について具体的に学ぶ。特に、教員のみならず児童も使

うことを目標とした教室英語の運用について、ペアやグループ活動等を通して実践的に学ぶ。中学校・

高等学校等における伝統的な英語科の授業との違いを体験的に学べるように、様々な演習を展開しな

がらの啓発活動を中心に据える。 

 

＊8 月 26 日及び 9月 8日の「小学校外国語活動と教室英語：活動運営の実際」講習は同一内容ですので、

重複受講はできません。 

8 

月 

31 

日 

(金) 

 

午 

前 

講習テーマ 外国語活動と教室英語 担当者 高木 信之（熊本大学非常勤講師） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 小学校外国語活動の基本理念を、中学校・高等学校英語科との比較を通して学びます。また、

教室英語がなぜ必要かについての理解を図ります。 

講習の概要： 

 英語の歌やその他の活動を通してコミュニケ－ションを志向した小学校外国語活動の考え方

を導入するとともに、その実施上の心構えを特に教員論の立場から考えます。また、小学校外

国語活動のプラスとマイナスについて、教員と児童の双方の視点から検討します。 

形態 ペア及びグループ活動とミニ講義 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 

31 

日 

(金) 

 

午 

後 

講習テーマ 外国語活動と教室英語 担当者 高木 信之（熊本大学非常勤講師） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 教室英語の実際について、演習と書き取り活動等を通して学びます。基本的には 3語程度の

表現に絞って、外国語活動実施のために最低限必要と思われる教室英語を身に付けられるよう

にドリルを施しながら学びます。 

講習の概要： 

 教室英語の基礎基本表現を、聞き取り、書き取り、ペアワーク、グループワーク等を通して

実際的に学びます。特に、コミュニケ－ション能力の中の「対処能力」の習得については時間

をかけて演習します。 

形態 演習と討議、質疑応答 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 11522 領域名 選択 開設講習名 
小学校外国語活動と教室英語： 

活動運営の実際 

会場 八代市厚生会館（八代市） 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 小学校教諭 

講習内容： 

  小学校外国語活動の基本理念の理解と方法について具体的に学ぶ。特に、教員のみならず児童も使

うことを目標とした教室英語の運用について、ペアやグループ活動等を通して実践的に学ぶ。中学校・

高等学校等における伝統的な英語科の授業との違いを体験的に学べるように、様々な演習を展開しな

がらの啓発活動を中心に据える。 

 

＊8 月 26 日及び 8 月 31 日の「小学校外国語活動と教室英語：活動運営の実際」講習は同一内容ですの

で、重複受講はできません。 

9 

月 

8 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 外国語活動と教室英語 担当者 高木 信之（熊本大学非常勤講師） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 小学校外国語活動の基本理念を、中学校・高等学校英語科との比較を通して学びます。また、

教室英語がなぜ必要かについての理解を図ります。 

講習の概要： 

 英語の歌やその他の活動を通してコミュニケ－ションを志向した小学校外国語活動の考え方

を導入するとともに、その実施上の心構えを特に教員論の立場から考えます。また、小学校外

国語活動のプラスとマイナスについて、教員と児童の双方の視点から検討します。 

形態 ペア及びグループ活動とミニ講義 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。 

9 

月 

8 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 外国語活動と教室英語 担当者 高木 信之（熊本大学非常勤講師） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 教室英語の実際について、演習と書き取り活動等を通して学びます。基本的には 3語程度の

表現に絞って、外国語活動実施のために最低限必要と思われる教室英語を身に付けられるよう

にドリルを施しながら学びます。 

講習の概要： 

 教室英語の基礎基本表現を、聞き取り、書き取り、ペアワーク、グループワーク等を通して

実際的に学びます。特に、コミュニケ－ション能力の中の「対処能力」の習得については時間

をかけて演習します。 

形態 演習と討議、質疑応答 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 11523 領域名 選択 開設講習名 国語科「読むこと」の学習指導 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 23 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 中学校及び高等学校国語科教諭 

講習内容： 

国語科の「読むこと」の領域における文学的文章の学習指導について、理論と実践の両面からの知見

を深める。具体的には、語りに着目した教材研究と授業構想のあり方に関して学ぶことを中心とする。 

8 

月

23 

日 

(木) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
文学的文章指導の再考と、 

新たな教材化の視点の獲得 
担当者 仁野平 智明（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ 

  文学的文章指導に関する最新の研究成果を踏まえ、語りに着目した教材研究や授業構想に関す

る知識や技能を身につける。また、教科書教材を用いた演習を通して、教材価値を検討したうえ

での新しい授業構想ができるようになる。 

講習の概要： 

1.学習指導要領における「読むこと」の指導内容に関する解説 

2.教材としての文学テクスト、語りの概念に関する講義 

3.教材研究の実際  

4.教材分析と授業構想①：グループディスカッション 

5.教材分析と授業構想②：発表・評価  

 

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： 

修了認定試験のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間の最後に 40分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

所属校の校種（中学校または高等学校）に応じた『学習指導要領解説 国語編』を持参してくだ

さい。 

 



 

講習コード 11524 領域名 選択 開設講習名 教科書の文学を読みなおす 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 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 主な受講対象者 中学校及び高等学校国語科教諭 

講習内容：  

（漢詩）国語の教科書に掲載されている漢詩について、修辞学、構造論、歴史的背景等、大人の視点から

読み返すことによって、授業の幅を広げることを目的とする。取り上げるのは、主に李白と孟浩

然の作品である。 

（近代文学）国語の教科書における現在の定番教材「坊っちゃん」と、かつての定番教材「草枕」につい

て比較し、「プロット」の概念、俳句的な構成法の知見を得た上で、後者の教材としての復活可

能性を探る。 

7 

月 

29 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 李白・孟浩然の漢詩 担当者 中尾 健一郎（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

李白の生涯についておおまかに理解し、彼と孟浩然の交遊関係、彼らの作詩の状況と時代背景

についておおよその説明ができるようになる。また漢詩教材を一定の幅をもって解釈できるよう

になる。 

講習の概要： 

中学校・高等学校で取りあげられることの多い、李白の漢詩について講習する。李白「黄鶴楼

送孟浩然之広陵」に関連して、孟浩然の作品も一部取りあげる。主な内容としては、彼らが漢詩

を詠んだ当時の状況にふれ、ついで現代に生きる私たちが漢詩をどれだけ幅をもって解釈できる 

のか、その読み方の可能性について考える。 

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 要 

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： 

中学校・高等学校の国語教材に掲載されている李白の漢詩に目を通しておくことが望ましい。 

7 

月 

29 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 「草枕」復活プロジェクト 担当者 跡上 史郎（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

プロットの概念を理解し、運用できる。俳句における切れの概念を理解し、運用できる。「草

枕」の教材価値について理解し、説明できる。 

講習の概要： 

夏目漱石「坊っちゃん」および「草枕」、新旧の教材を比較する。特に後者について、映画監

督の宮崎駿が関心を寄せているのはなぜか考察する。「プロット」を外れた物語の構成の仕方と

俳句に関連があることを講じ、伝統的言語文化と関連の深い「草枕」の教材としての復活可能性

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 要 

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： 

可能ならば「坊っちゃん」「草枕」を読んで受講することが望ましい。 

 



講習コード 11525 領域名 選択 開設講習名 
カリキュラム・マネジメントと

aim-talk 

会場 山江村農村環境改善センター（山江村） 開設日 平成 30 年 9 月 1 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・中学校社会科及び 

高等学校地理歴史科・公民科教諭 

講習内容： 

本講習は、多様な社会科教育実践を理論的・実践的に理解することを通じて、自らの教育観を相対化

し、社会科教育実践の在り方を自覚的に再考することを目的とする。 

具体的には、社会科の目標観を 6つに類型化し、具体的な教育実践事例に基づき解説したうえで、新

学習指導要領および異校種の教員との議論を踏まえて aim-talk を行うことで、各自の社会科教育カリ

キュラム・マネジメントの方向性を確立することを目指すものである。 

9 

月 

1 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 

社会系教科の在り方に関する

理論的把握を踏まえた自身の

教育観の意識的再考 

担当者 竹中 伸夫（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

午前：講義を通じた社会科教育実践の在り方の基盤（目標）の理解 

・多様な社会科教育実践を理論的・実践的に理解できる。 

・自身の社会科教育実践の在り方を自覚的に再考できる。 

午後：議論に基づく aim-talk の実施 

・異なる教育観に触れることを通して、自らの教育観を相対的にとらえることができる。 

・aim-talk を実施することを通して、実践者各自の社会科教育カリキュラム構築の方向性

を意識できる。 

講習の概要： 

①社会系教科の目標観を 6つに類型化し、具体的な教育実践事例に基づき解説する。 

②①の解説を踏まえ、自分の理想の授業が、6類型のどれに近いか、自覚的に再考する。 

③新学習指導要領の概略を説明する。 

④同じ学校種（可能なら学年・分野・教科・科目ごと）の教員によるグループワークを実施し、

各学校種の新学習指導要領の特質を詳細に検討し、いかなる目標観を有しているか、①の 

6 類型との関連を確認する。 

⑤異なる学校種に勤務する教員によるグループワークを実施し、それぞれの学校種において目指

される目標観の相違を確認する。 

⑥③④⑤を通じて普段の自身の教育や自分の理想とする教育を振り返り、現在指導中の子どもた

ちを念頭に、2学期最初の社会科の単元でどのような授業をしたいか、②の理想を自覚的に再

考する。 

形態 
講義と受講者相互の議論に 

基づく自省 
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（50 点満点）を午前と午後に各 1回、講習時間内にそれぞれ 30 分程

度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡：  

ご自分が理想と思う社会系教科の授業についての資料（他人のものでも自分のものでもかまいま

せん）を当日お持ちください。 

 



 

講習コード 11526 領域名 選択 開設講習名 
高校地理歴史科・公民科教育の

最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 11 月 3 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 
高等学校 

地理歴史科・公民科教諭 

講習内容： 

午前中は、新しい学習指導要領に基づき、高等学校のこれまでの実践の何がどう問題で、今後どのよ

うなものが求められるのかを理論的に考察する。 

他方午後は、西洋法制史を中心に、高等学校の教科書に登場する法や司法制度の歴史に関するテーマ

を選び、研究資料や議論、実践例を紹介し、意見交換することで、教員諸氏の教材開発や授業実践の素

材提供となることを目的とする。 

11

月 

3 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 新学習指導要領が目指すもの 担当者 竹中 伸夫（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 新学習指導要領の特質とそこでいかなる実践が求められているかを理解できる。 

上記理解を踏まえ、自己の実践を再検討できる。 

講習の概要： 

高等学校の新しい学習指導要領がまもなく公示されます。学校教育のあり方が大きく変わる見

込みです。これまでの教育実践の何が問題で、新しい学習指導要領のもとでは、高等学校におい

ては、どのような授業・単元を開発・実践することが求められるのでしょうか。本講習では、講

義とそれに基づく議論を通じてこの答えのヒントを理論的に検討します。 

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

テキスト 次期学習指導要領 ※事前準備要否 要 

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： 

今後、公示されると思われる高等学校地理歴史科・公民科の新学習指導要領を入手し、あらかじ

め目を通してきてください。 

11 

月 

3 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 法の歴史と思想 担当者 上田 理恵子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

・西洋法制史上の話題について、背景知識を深める。そのための資料検索手段を確認する。 

・西洋法制史に関わる知見について、授業実践への活用を考え、評価することができる。 

講習の概要： 

高等学校の教科書のなかから、西洋法制史に関わるトピックをいくつか選び出します。世界史

の教科書を中心としますが、日本史、政治・経済や倫理・社会の教科書も関連する場合もありま

す。 

背景事項の確認、映画や文学作品等などの視聴覚教材、それらを用いた授業実践例についても

話し合ってみましょう。 

形態 講義・演習 予備知識 □不要 ☑ある程度必要 □必要 

テキスト 特に指定しない。 ※事前準備要否 要 

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： 

世界史の教科書や用語集で、関連すると思われる部分を確認しておいてください。 

 



講習コード 11527 領域名 選択 開設講習名 法教育の現状と課題 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 17 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 中学校及び高等学校教諭 

講習内容： 

午前の部では、全国各地における法教育や主権者教育の動向や取り組みを紹介し、「法の価値や法的

な考え方を教える」授業や「法で教える」授業に向けて参考となる話題を提供したい。午後の部では法

教育活動を続けておられる弁護士をゲストスピーカーとしてお招きし、学校教育現場における熊本にお

ける法実務家と学校教員の連携の充実に向けて双方向的な情報・意見交換をはかりたい。 

8 

月 

17 

日 

(金) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 法教育の最新情報 担当者 上田 理恵子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 法教育の教材や実践例、主権者教育との関連、地域の諸機関・団体との連携の在り方について

知見を得る。 

 法教育について、自分なりの課題の発見や授業計画の作成ができる。 

講習の概要： 

午前の部では、概ね以下の項目に沿って進めるが、入手できた最新の情報に応じて適宜変更する。 

1.法教育と主権者教育の動向 

2.教育現場と地域の法実務家との「連携」事例 

3.「法」関連教育の教材開発に向けて 

 

午後には、弁護士会法教育委員会からゲストスピーカーをお招きし、法教育委員会の活動を中

心にお話をうかがう。事務局による事前アンケートや当日の質疑応答の時間を通して、可能な限

り受講生の皆さんとの双方向的な情報・意見交換をはかる。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 特に指定しない。 ※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実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

時間に余裕がある方は、「法教育」をキーワードに関連文献やインターネット情報（法務省や法

教育フォーラム、法と教育学会のサイト等）を確認しておいてください。 

 



講習コード 11528 領域名 選択 開設講習名 経済学と社会科教育 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 24 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 
中学校社会科及び 

高等学校公民科教諭 

講習内容： 

本講習では、経済学の基本的な考え方を身につけ、経済社会問題に対して、その問題の要因や解決策

について論理的に考察できるようになることを目的とします。経済学の基礎と応用について解説を行

い、また経済取引実験や経済問題に関するグループワークも行います。このような講習を受講すること

により、教育活動において、現代の経済社会の課題に対する解決策を論理的に考察する教育を実践する

ことに活かされると考えています。 

8 

月 

24 

日 

(金) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
経済学の基本的な考え方と 

経済学の応用 
担当者 大野 正久（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

午前の講習では、価格決定の理論やゲーム理論について学習し、経済学の基本的な考え方を身

につけることを目標とする。経済学の基本的な考え方を学ぶことをテーマとする。 

午後の講習では、経済学の応用として、私たちの身近な経済問題や地域における経済問題につ

いて、経済学的な観点から考察できるようになることを目標とする。経済学の応用について理解

することをテーマとする。 

講習の概要： 

1.経済のしくみ（家計、企業、政府） 

2.経済学の考え方（市場均衡、需要と供給、限界の概念） 

3.経済取引の実験 

4.ゲーム理論  

5.店で販売されている商品を購入する条件は、どのようなものだろうか？ 

6.なぜ無駄と言われる公共支出が生じるのだろうか？ 

7.経済問題についてのグループワーク 

8.自治体による地域活性化の取り組みは社会的に望ましいのだろうか？         

形態 
講義・体験型学習・ 

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 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 11529 領域名 選択 開設講習名 身近に潜む数学 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 27 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 中学校及び高等学校数学科教諭 

講習内容： 

「数学は社会に役に立っているのか?」という生徒が自然に抱く疑問に対し、教員はどのように答える

だろうか。この問いに対し、各教員なりの応えを持つためには、最低限教員自身が、数学が社会にどの

ように応用されているかについて知る必要がある。本講習では情報通信における数学の応用について初

歩から講義を行う。また、身近にある数学について、現場で使える話題の提供も多く行う。(数学 A 程

度の知識を仮定して講義を行う。) 

7 

月 

27 

日 

(金) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 2 進数と情報通信 担当者 籾原 幸二（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

数学は我々の日常生活にも広く、また、深く根を下ろしている。特に、最近では携帯電話やイ

ンターネットの普及により、情報のやり取りは日に日に便利になっているが、その情報通信にお

いてもやはり数学が深く関連している。誤り訂正符号を導入する意義を知り、また、実生活にお

ける問題への応用について理解することを目標とする。そして、数学が身近に応用されているこ

とを実感することをねらいとする。 

その他、情報セキュリティ・確率統計・ゲームなどのいくつかの話題にも触れ、中学校・高等学

校数学の内容の範囲内で理解を深めることを目標とする。 

講習の概要： 

情報通信においては、我々が普段利用している言葉を、うまく 0,1 から成る列に変換し、デー

タの送受信を行う。通信路においては、雑音はつきもので、送った 0,1 列に誤りが生じ、0 と 1

が反転することがしばしばある。そういった誤りを発見・訂正し、きちんと送受信を可能にしよ

うというのが「誤り訂正符号」である。本講習(午前)では、誤り訂正符号の理論の導入を行う。

特に、2進数の復習から始めて、小学校・中学校・高等学校で使えそうな話題も絡ませながら講

義を行っていく。午後は、情報セキュリティ・確率統計・ゲームなど可能な限り、広く浅く様々

なトピックを扱い、教職現場で使えそうな話題の提供を行う。どの内容も、一から説明をします

ので前提知識は必要ありません。 

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 11530 領域名 選択 開設講習名 代数学入門 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 26 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 中学校及び高等学校数学科教諭 

講習内容： 

  中学・高校数学の代数的分野を群・環・体を通して理解することを目標とする。初等整数論を題材に、

数の性質・有理整数環・合同式・剰余類・ユークリッドの互除法に関連する話をする。教育の題材に関

連できるようなテーマを抜き出し、群・環・体の代数系で説明できることを丁寧に説明する。特に「素

因数分解」「作図問題」「中国の剰余定理」「正多面体群」「連分数」などの話題からいくつか選択して講

義する。 

7 

月 

26 

日 

(木) 

 

午 

前 

講習テーマ 初等整数論と代数系 担当者 宮崎 誓（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

初等整数論を題材に有理整数環・有限体の理解を深める。合同式・剰余類・ユークリッド互除

法から始め、初等整数論に関連するトピックを紹介する。中学・高校での数学における「整数の

性質」の教材の基礎となる学習を大学で学ぶ代数系の考えを元に理解することが目標である。 

講習の概要： 

初等整数論における合同式の理解を行う。数の性質、つまり、自然数・整数・有理数・実数へ

の数の拡張の変遷を群・環・体の代数系の枠組みで説明する。ユークリッド互除法を説明し、素

因数分解の存在と一意性につなげる。時間があれば素数についてのいくつかの話題を提供する。 

形態 講義 予備知識 □不要 ☑ある程度必要 □必要 

テキスト 特になし。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験を講義時間内に 20 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 代数系とその応用 担当者 宮崎 誓（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

群・環・体の概念を身につける。体の拡大と作図・複素数平面の理解を目標にする。群・環・

体につながる高校数学の題材を中心にいくつかの話題を講義する。 

講習の概要： 

複素数平面を用いた 5角形の作図の説明を行う。これは体の拡大の理論とむすびついているこ

とを説明する。環に関連した中国の剰余定理、群に関連した正多面体群についても参加者の興味

に応じて解説する。 

形態 講義 予備知識 □不要 ☑ある程度必要 □必要 

テキスト 特になし。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験を講義時間内に 20 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 11531 領域名 選択 開設講習名 
解析学の楽しさ 

（簡単な微分方程式モデル） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 5 日 

時間数 6 時間 受講定員 55 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数学科教諭 

講習内容： 

  自然・社会現象を記述する微分方程式の数学モデルを解析しながら、基礎解析（微分積分学の基礎）

を学ぶ意義を教授する。具体的には、人口問題、薬の吸収、ロケットの飛行、美術品の真贋問題、電気

回路、力学的振動、糖尿病の検査、の数理モデルを幾つかを取り扱い現代社会における数学の有用性を

学ぶ。ただし、講習のはじめに微分・積分の計算の復習を行う。 

 

 ＊6月 3日の「解析学の楽しさ（簡単な微分方程式モデル）」講習は、同一内容ですので、 

重複受講はできません。 

8 

月 

5 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 自然と社会の数理 (その 1) 担当者 谷川 智幸（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 現代の数学は、生物学、経済学、物理学、社会学、医学、心理学などへ応用されている。 本

講習では、常微分方程式の基礎理論を展開して、解析学の有用性を示し基礎解析（微分積分学の

基礎）の存在意義の理解を目指す。 

講習の概要： 

 内容としては、微分方程式で表わされる数学モデルを展開していく。 

「1. 現実モデルを案出する、 2. モデルのための仮定を立てる、3. 数学問題を定式化する、 

4. 数学問題を解く、5. 解の意味を理解する、6. モデルの妥当性を検証する (もし、妥当で 

なかったら 2. にもどる)、 7. モデルを用いて説明、予測、決定、計画を行う。 」 

上記の流れに従い、人口問題、薬の吸収、ロケットの飛行に関する内容を取り上げる。 

ただし、 時間の都合上 2つの話題に触れるだけで終わることもある。 

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 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： 

1．高等学校で学ぶ微分・積分の定義と計算を復習しておいて下さい。 

2．持参可能な人は、高校数学の教科書を持って来て下さい。 

8 

月 

5 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 自然と社会の数理（その 2） 担当者 谷川 智幸（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

[1] 午前の部と同じく微分方程式で表わされる数学モデルを解析しながら、基礎解析（微分積分

学）の重要性を認識することを目標にする。 

[2] ほとんどの数学教育では、「4. 数学問題を解く」だけに重点をおいて、4以外の項目をお座

成りにすることがある。 しかし、項目 1 から 7までの繋がりを重要視しない限り、現代の

科学・工業社会の中で当面している多くの問題の解決に数学が重要な役割を果たしているこ

とを理解することはできない。 従って、午後では、上記の解析のプロセスを確認しながら

数学の有用性を理解することを目標にする。 

講習の概要： 

 美術品の真贋問題, 電気回路、 力学的振動、 惑星の運動に関する内容を取り上げる。 

ただし、 時間の都合上 2つの話題に触れるだけで終わることもある。 

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 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： 

1．高等学校で学ぶ微分・積分の定義と計算を復習しておいて下さい。 

2．持参可能な人は、高校数学の教科書を持って来て下さい。 

 



 

講習コード 11532 領域名 選択 開設講習名 
解析学の楽しさ 

（簡単な微分方程式モデル） 

会場 天草教育会館（天草市） 開設日 平成 30 年 6 月 3 日 

時間数 6 時間 受講定員 55 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数学科教諭 

講習内容： 

  自然・社会現象を記述する微分方程式の数学モデルを解析しながら、基礎解析（微分積分学の基礎）

を学ぶ意義を教授する。具体的には、人口問題、薬の吸収、ロケットの飛行、美術品の真贋問題、電気

回路、力学的振動、糖尿病の検査、の数理モデルを幾つかを取り扱い現代社会における数学の有用性を

学ぶ。ただし、講習のはじめに微分・積分の計算の復習を行う。 

 

 ＊8月 5日の「解析学の楽しさ（簡単な微分方程式モデル）」講習は、同一内容ですので、 

重複受講はできません。 

6 

月 

3 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 自然と社会の数理 (その 1) 担当者 谷川 智幸（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 現代の数学は、生物学、経済学、物理学、社会学、医学、心理学などへ応用されている。 本

講習では、常微分方程式の基礎理論を展開して、解析学の有用性を示し基礎解析（微分積分学の

基礎）の存在意義の理解を目指す。 

講習の概要： 

 内容としては、微分方程式で表わされる数学モデルを展開していく。 

「1. 現実モデルを案出する、 2. モデルのための仮定を立てる、3. 数学問題を定式化する、 

4. 数学問題を解く、5. 解の意味を理解する、6. モデルの妥当性を検証する (もし、妥当で 

なかったら 2. にもどる)、 7. モデルを用いて説明、予測、決定、計画を行う。 」 

上記の流れに従い、人口問題、薬の吸収、ロケットの飛行に関する内容を取り上げる。 

ただし、 時間の都合上 2つの話題に触れるだけで終わることもある。 

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 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： 

1．高等学校で学ぶ微分・積分の定義と計算を復習しておいて下さい。 

2．持参可能な人は、高校数学の教科書を持って来て下さい。 

6 

月 

3 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 自然と社会の数理（その 2） 担当者 谷川 智幸（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

[1] 午前の部と同じく微分方程式で表わされる数学モデルを解析しながら、基礎解析（微分積分

学）の重要性を認識することを目標にする。 

[2] ほとんどの数学教育では、「4. 数学問題を解く」だけに重点をおいて、4以外の項目をお座

成りにすることがある。 しかし、項目 1 から 7までの繋がりを重要視しない限り、現代の

科学・工業社会の中で当面している多くの問題の解決に数学が重要な役割を果たしているこ

とを理解することはできない。 従って、午後では、上記の解析のプロセスを確認しながら

数学の有用性を理解することを目標にする。 

講習の概要： 

 美術品の真贋問題, 電気回路、 力学的振動、 惑星の運動に関する内容を取り上げる。 

ただし、 時間の都合上 2つの話題に触れるだけで終わることもある。 

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 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： 

1．高等学校で学ぶ微分・積分の定義と計算を復習しておいて下さい。 

2．持参可能な人は, 高校数学の教科書を持って来て下さい。 

 



 

講習コード 11533 領域名 選択 開設講習名 中学校理科（物理・生物） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 28 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 中学校及び高等学校理科教諭 

講習内容： 

子どもたちに科学を学ぶことの意義や有用性を実感する機会を持たせ、科学への関心を高める観点か

ら、中学校物理領域と中学校生物領域の内容に関連するテーマについて、実社会・実生活との関連が深

い最近の研究成果などを含みながら解説、紹介します。 

7 

月 

28 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 中学校物理領域 担当者 岸木 敬太（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

・力学・電磁気学などの基礎的な知識の理解力の向上を図ります。 

講習の概要： 

力学では、力、運動方程式、仕事、エネルギーなどの内容に関して解説し、光電池や発光ダイ 

オードや手回し発電機などの教材を紹介します。 

・電磁気では、電流、磁界などの内容に関して解説し、磁石などの教材を紹介します。 

・最先端科学について、いくつかの話題を紹介します。       

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 要 

評価： 

講習内容に関する筆記試験（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： 

中学校理科１分野教科書、理科学習資料（熊本県版）を持参して下さい。 

7 

月 

28 

日 

(土) 

 

午

後 

講習テーマ 中学校生物領域 担当者 田邊 力（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

進化の基本的なメカニズムを理解し、その視点から生物を再認識する。 

生態、分類分野の本質を理解する。 

講習の概要： 

自然選択による環境への適応を中心とした進化のメカニズム。 

自然選択から導かれる生物の再認識（例）：（1）進化的に見れば全ての生物は等価であり、高

等も下等もない。（2）インフルエンザウイルスの薬剤耐性化は目に見える進化である。（3）生物

は利己的であり、種の繁栄のために進化しない。（4）ホタルやメダカ放流の問題点の理解。 

関係の科学として、生態学を捉える。系統を取り入れた分類の再認識。 

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： 

講習内容に関する筆記試験（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： 

特になし。 

 



 

講習コード 11534 領域名 選択 開設講習名 中学校理科（物理・地学） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 30 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 中学校理科教諭 

講習内容： 

子どもたちに科学を学ぶことの意義や有用性を実感する機会をもたせ、科学への関心を高める観点か

ら、中学校物理領域および地学領域の内容に関連するテーマについて、実社会・実生活との関連が深い

最近の研究成果などを含みながら解説、紹介します。 

7 

月 

30 

日 

(月) 

 

午 

前 

講習テーマ 中学校物理領域 担当者 福島 和洋（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

新学習指導要領の主旨を踏まえ、どのような授業が要求されているかを理解する。また、中学

校理科物理分野で教えにくい単元について、単なる知識の習得ではなく、本質を深く理解できる

ようにする。 

講習の概要： 

  新学習指導要領の内容とそれに対応する授業構成について述べる。個別の単元内容として、 

① 気体の圧力・浮力 ② 音波 ③ 電磁現象 ④ 運動の法則 ⑤ 力学的エネルギー 

の中からいくつかのテーマを選び解説する。 

形態 講義 予備知識 □不要 □ある程度必要 ☑必要 

テキスト なし。 ※事前準備要否 否 

評価： 

講習内容に関する筆記試験（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 

30 

日 

(月) 

 

午 

後 

講習テーマ 火山について知ろう! 担当者 宮縁 育夫（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

地球科学はもっとも身近な科学であり、その教育素材は私たちのまわりにあふれている。とく

に熊本県は地球（地学）領域の教育を実践する上でのフィールドに恵まれている地域である。本

講習では、世界を代表する活火山である阿蘇火山を取り上げ、火山について学び、どのような教

育素材があるのかについて考えることが目標である。 

講習の概要： 

1) 火山についての基礎知識を習得する。 

2) 阿蘇火山がどのような火山なのかを学ぶ。 

3) 噴火の恐ろしさや火山の恵みを知る。 

4) 阿蘇火山周辺の教育素材について考える。 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト なし。 ※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 11535 領域名 選択 開設講習名 
天草の岩石を見て・触って・割って

学ぶ地学（地質分野）と教材研究 

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 20 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理科教諭 

講習内容： 

  本講習では、地層に関する物の見方や考え方を解説するとともに天草の本渡付近に分布する鮮新世

（約３Ma）佐伊津層を例として開発した教材を紹介する。佐伊津層の現地調査では、象や鳥の足跡化石

を解説するとともに中学生や高校生に化石や地層の何を見て、何を考えさせるのかを具体的に示して解

説する。さらに、横ずれ変位で正断層や逆断層が形成される断層模型を作成して変化を伴う事象の時空

概念を育成する。 

 ※午後は、露頭観察を行いますが、移動に時間を要するため、昼食時間を少し短縮します。 

7 

月 

27 

日 

(金) 

 

午 

前 

講習テーマ 佐伊津層の形成と堆積環境 担当者 田中 均（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

天草の鮮新世（約 3Ma）佐伊津層の堆積環境や堆積構造について地層や堆積構造を理解するた

めに簡易実験装置を用いて実際に地層を作りながら解説するとともに現地調査をして実際の堆

積構造を確認し理解を深めます。中学校・高等学校の地質分野の授業でこの講習が生かされるこ

とを目標にします。 

講習の概要： 

佐伊津層を例にして、地質の概要を説明し佐伊津層を用いた新たに開発した堆積実験装置を用

いて堆積構造のでき方などを解説するとともに地質学的な教材開発の視点や、物の見方や考え方

の基礎を判りやすく説明します。 

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： 

修了認定のための試験（100 点満点）を講習時間内に実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

中学校、高等学校学習指導要領解説理科編および資料集を持参してください。 

7 

月 

27 

日 

(金) 

 

午 

後 

講習テーマ 野外調査と教材作成 担当者 田中 均（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

実際の地層を観察して子供達に地層や堆積構造の何を見せ、考えさせるのかを現地で解説す

る。さらに地層や堆積構造の教材開発を通して、地質学的なものの見方や考え方を習得すること

を目標とする。 

講習の概要： 

佐伊津層が観察される海岸に出かけて、実際の地層を観察しながら堆積環境の変遷を解説する

とともに布田川断層の形成時期と地質学的意義について説明します。さらに、簡易堆積装置で地

層を作って実際に観察した地層を復元します。さらに、横ずれ断層で正断層、逆断層が形成され

る断層模型を作成します。 

形態 野外実習・教材作成 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： 

午後から野外実習を行いますので暑さ対策をしてください。また、堆積実験装置や断層模型を 

作成しますのでカッター、ハサミ、ステック糊を持参してください。 

 



 

講習コード 11536 領域名 選択 開設講習名 
人吉の岩石を見て・触って・割って

学ぶ地学（地質分野）と教材研究 

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 2 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 主な受講対象者 中学校及び高等学校理科教諭 

講習内容： 

  本講習では、地層に関する物の見方や考え方を解説するとともに、人吉盆地に分布する人吉層を例と

して開発した断層、褶曲及び地層形成に関する教材を紹介する。また、球磨村総合運動公園での現地調

査では、中学生や高校生に地層の何をみせ、何を考えさせるかを具体的に示して解説する。さらに、横

ずれ変位で正断層や逆断層が形成される断層模型を作成して変化を伴う事象の時空概念を育成する。 

 ※午後は、露頭観察を行いますが、移動に時間を要するため、昼食時間を少し短縮します。 

8 

月 

2 

日 

(木) 

 

午 

前 

講習テーマ 人吉層の形成と堆積環境 担当者 田中 均（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

人吉盆地の形成過程､人吉層の堆積環境､人吉層に見られる地質構造（断層および褶曲）につい

て地層・断層モデルを用いた講習を行います。中学校・高等学校の地質分野の授業でこの講習内

容が生かされることを目標とする。 

講習の概要： 

人吉盆地や人吉層について地質の概要を説明し､人吉盆地で地質教材開発した内容を地層・断

層モデルを用いて解説するとともに地質学的な教材開発の視点や、物の見方や考え方の基礎を判

りやすく講習する。 

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： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

中学校、高等学校学習指導要領解説理科編および資料集を持参してください。 

8 

月 

2 

日 

(木) 

 

午 

後 

講習テーマ 野外調査および教材作成 担当者 田中 均（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

実際に地層を観察して､子どもたちに地層の何を観察させ､考えさせるかを自分の体験を通し

て理解する。さらに､地層および断層の教材開発を通して､地質学的な物の見方や考え方を修得す

ることを目標とする。 

講習の概要： 

人吉層が観察される球磨村総合運動公園に出かけて､実際の地層を観察しながら堆積構造から

堆積環境の変遷を説明するとともに断層の発達状況からこの地域の応力場の解説をします。さら

に､実際に観察した堆積構造等を再現するために堆積実験措置を使って作成するとともに当地域

に発達する断層の形成過程を判りやすくするための教材を作成する。 

形態 野外実習・教材作成 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： 

午後から､野外実習をしますので暑さ対策をしてください。また､教材を作成しますのでカッター

ナイフ､ハサミ、ステック糊等を持参してください。 

 



 

講習コード 11537 領域名 選択 開設講習名 音楽を読む、聴く、創る 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 3 日 

時間数 6 時間 受講定員 32 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 

高等学校音楽科教諭 

講習内容： 

 音楽学、音楽史領域、および作曲領域から構成される。 

 （午前）西洋音楽の基礎的理論の学習とその実践例を習得する。 

（午後）音楽教育における歌唱教材の簡易なピアノ伴奏付け実習を行う。 

6 

月 

3 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 西洋音楽史 担当者 山田 高誌（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

社会における「音楽」の多様なあり方を知るとともに、音楽を研究するための様々な視点、手

法を学ぶ。 

講習の概要： 

 音楽がどのように社会や政治と関わってきたか、そして音楽史、音楽学の研究がどのような方

向性から何を目標としているかについて、西洋古典音楽を素材とする研究の紹介を通してその多

様なあり方を提示する。 

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。 

6 

月 

3 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 和声法、編曲法 担当者 國枝 春惠（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 和音（コードネーム含む）や旋律線の基本的な音楽理論を学習しながら、その実践的な活用法

を検証します。そして歌唱教材の簡易なピアノ伴奏部分を作成します。講習最後に発表を行いま

す。 

講習の概要： 

学校現場では、音楽の授業数が減少していますが、それとは相反して，先生が生徒たちの心の

問題に向き合った時、一緒に声を出して『うた』を歌うことが、生徒たちの心を開く大切なきっ

かけになっています。 

色々な歌のピアノ伴奏を、簡単に作成できるようになりますと、音楽の授業のみならず、課外

活動などでも大いに役立ちます。今回の講習では、基本的な音楽理論の解説とその実践例を紹介

し、歌唱教材の伴奏部分を作成する実習を行います。 

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： 

修了認定のための実技試験（完成課題と発表）により評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

五線紙と筆記用具を準備して下さい。 

 



講習コード 11538 領域名 選択 開設講習名 絵画の演習 

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 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・中学校及び 

高等学校美術科教諭 

講習内容： 

図画工作や美術の絵画分野について、静物・人物画制作を通じて絵画の基礎基本、絵画表現の技術、

造形要素の習得・確認を行います。描画材は水彩を使い、実際にモチーフやモデルを見て描くことで、

プロポーションの把握、線描のクロッキー及びデッサン力の習得・確認、正確な描写力の習得・確認、

色について水彩による着彩の技法、画材などの扱いを習得・確認する等の内容を行います。 

6 

月 

9 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 絵画の基本 担当者 松永 拓己（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

美術の絵画分野の基礎・基本を習得・確認します。 

絵画表現についての技術知識（デッサンについて。水彩について。静物・構想・人物について。）

を講義・実技を通して確認し習得することを目標とします。小・中学校教育で使用する水彩絵の

具を使っての講習によりモチーフやモデルを使って絵画制作の要点と魅力を再確認するもので

す。 

講習の概要： 

講義/・絵画についての基本的内容の確認 

実技/・静物画演習（デスケールの使い方確認。正確な描写の練習。） 

   ・構想画演習 

   ・人物クロッキー制作 

   ・人物着彩画（水彩画）制作 

形態 講義・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 要 

評価： 

講習における完成作品、制作の取組によって評価を行う。 

講習受講希望者への事前連絡： 

水彩絵の具セット、筆記具等持参。（画用紙、カルトン、イーゼル、デスケールは不要） 

 



 

講習コード 11539 領域名 選択 開設講習名 デザインと彫刻の演習 

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 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美術科教諭 

講習内容： 

デザインでは「紙による立体造形（ペーパークラフト）」をテーマとして、造形への発想力と立体や

空間への見方・考え方を培うことを目的とする。筆記用具、定規、ハサミ、カッターナイフ、セロテー

プ、のり、色鉛筆、カッティングマットなどを必要とする。 
彫刻では、粘土による「手」の制作を通して彫刻制作の魅力を確認することであり、表現方法を考え

ながら､生徒への指導のポイントを研究することである。 

6 

月 

23 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ ペーパークラフト 担当者 梅田 素博（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

デザインでは紙を基にした造形制作の知的な美しさ、面白さを通して、造形美術に対する発想

力や、立体や空間への見方・考え方を培うことを講習の到達目標とする。そして、その中で、自

分自身で問題を発見し、それを発展させる能力を育成する端緒としたい。 

講習の概要： 

造形表現には多様な分野が存在している。そしてこれらの分野に共通する表現活動として、

「構成的方法」がある。本講習では、この構成的方法を手がかりにして、紙を素材としながら、

もののかたちや造形表現についての分析と考察・制作を行う。紙は、造形学習において、加工が

容易で技術的抵抗の少ない材料として良く使われている。具体的な課題としては、基本形態と具

象形態、立方体の展開図、変化する基本形態をキーワードに、紙の形を相互に移動させ、ある具

体的な形を作り上げていく。基本形、試作などの順を追って制作し、作品完成後に検証を行う。 

形態 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 要 

評価： 

修了認定のための課題提出（講習時間内に制作した作品：100 点満点）で評価を行う。 

講習受講希望者への事前連絡： 

筆記用具、定規、ハサミ、カッターナイフ、セロテープ、のり、色鉛筆、カッティングマット（机

を傷つけ無いための厚紙）を用意して、講習に臨んで下さい。 

6 

月 

23 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 彫刻制作と技法 担当者 緒方 信行（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 本講習のテーマは､粘土による「手」の制作を通して彫刻制作の魅力を確認することであり、

表現方法を考えながら､生徒への指導のポイントを研究することである。また､制作を通してプ

ロポーションや量感など彫刻の基本的内容が表現できたかを本講習での到達目標とする。 

なお､素材の土粘土と心棒はこちらで準備する。また､粘土の状態で完成とし､作品を持ち帰るこ

とはできない。 

講習の概要： 

1.制作における基本的内容と技法の確認 

2.テーマの設定とポーズの決定 

3.制作 

4.完成した作品（粘土制作まで）の検証 

5.彫刻における基本的着色等の紹介 

形態 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 要 

評価： 

完成作品および準備物を含め講習への態度をもって評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

制作に適した服装で､粘土制作用へらや筆記用具を持参する。なお､記録用デジカメは自由。 

 



 

講習コード 11540 領域名 選択 開設講習名 脳ある生活 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 10 月 7 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 

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： 

本講習では、脳に関連する二つのトピックスを取り上げます。午前は日常的すぎてあまり深く考える

機会のない食事・睡眠を脳との関連で捉え直します。これらの生活習慣を整えることがなぜ重要なのか

について、生徒に“効く”伝え方も考えます。午後は脳の働きを体験するための演習を通して、スポー

ツと脳の関わりについて考えます。 

10 

月 

7 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 生活習慣と脳のかかわり 担当者 齋藤 和也（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1.食事、睡眠と脳の関わりを理解する。 

2.生活習慣の重要性を解り易く生徒に伝える方法を考え、修得する。 

講習の概要： 

“健康な生活には早寝早起き朝ごはん”と皆さんがいくら熱いメッセージを送っても、今一つ、

生徒たちに届いていないと感じることはありませんか。日常的すぎてあまり深く考える機会のな

い生活習慣について、脳の立場からちょっとだけ専門的に振り返ってみましょう。その上で、生

徒たちの心を動かす“ひとこと”も皆で考えてみましょう。 

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（50 点満点）を、講習時間内に 30 分程度実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

10 

月 

7 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ スポーツと脳のかかわり 担当者 坂本 将基（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

本講習では、脳の特性を学び、それが身体運動にどのように関わっているのかを理解すること

を目標とする。 

講習の概要： 

脳の基本的な特性や運動の習熟に伴う脳の変化などについて、様々な演習を通して学んでいき

ます。また、脳の特性を踏まえて、スポーツ指導のポイントについても考えていきます。 

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 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 11541 領域名 選択 開設講習名 姿勢と運動 

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・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： 

  本講習では、学校現場で課題となっている子どもの健康・体力問題について考えます。 

（午前）「姿勢とからだのバランス」というテーマで、良い姿勢とは何かを考え、姿勢やからだのバラン 

    スをチェックします。 

（午後）「柔道場での『体つくり運動』」というテーマで、子どもの体力の現状と発達段階に応じた素足 

    での「体つくり運動」について考えます。 

10 

月 

14 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 姿勢とからだのバランス 担当者 井福 裕俊（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1.良い姿勢を理解し、姿勢を崩している要因を考える。 

2.姿勢やからだのバランスをチェックする方法を理解し、習得する。 

3.姿勢の崩れを解決する一つの方法を実践し、習得する。 

講習の概要： 

 最近、児童・生徒の姿勢の悪さが目につくようになってきました。姿勢が悪いとからだのバラ

ンスが崩れます。本講習では、良い姿勢とは何か、姿勢を崩している要因は何かを考え、姿勢や

からだのバランスをチェックしながら、その解決法を試みます。 

形態 講義・実習          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（講習時間内に 30分程度で実施し、50点満点）および実習時の平常

点（50 点満点）で評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

身体のバランスチェックを行うので、動きやすい服装（トレーニングウエア等）で来てください。 

10 

月 

14 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 柔道場での「体つくり運動」 担当者 小澤 雄二（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

畳があるという柔道場の環境を活かした「体つくり運動」を、まずは①体験し、次に②考案し、

最後に③実践指導する。 

講習の概要： 

 柔道場の環境（畳）を活かした「体つくり運動」の行い方について考えます。素足で夢中に体

を動かす中で、知らず知らずのうちに様々な体の部位を使い、総合的な体力向上の契機となりま

す。なお、演習形式で、受講者にもアイデアを出していただきながらすすめます。 

形態 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（講習時間内に 30分程度で実施し、50点満点）および実習時の平常

点（50 点満点）で評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

実技を伴うので、運動のできる服装（トレーニングウエア等）で来てください。 

 



講習コード 11542 領域名 選択 開設講習名 社会保障の理念とその現代的変容 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 16 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 
小学校教諭・中学校及び 

高等学校教諭、養護教諭 

講習内容： 

 （午前）社会保障制度は、国民生活にとって重要な制度であるが、財源問題を含めて見直しを迫られて

ている。高齢･障害･生活困窮などの多様なニーズにこたえられる制度とはどのようなものか、

社会保障の基礎知識と将来像について学習する。 

 （午後）高齢者・障害者・生活困窮者等に対する福祉サービスの在り方について、熊本県の政策を参考

にしながら、自立を支援していくためにどのようなサービスが必要なのか、具体的事例をあげ

ながら検討していく。 

8 

月 

16 

日 

(木) 

 

午 

前 

講習テーマ 社会保障の理念と現代的変容 担当者 石橋 敏郎（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1.社会保障の理念である「社会的責任の原理」はどのようにして発展してきたのかについて学ぶ。 

2.社会保障財源の確保のための目的をもつ「自立支援政策」について、アメリカと日本の例を挙

げながら考えていく。 

講習の概要： 

  貧困は個人の怠慢が原因であるという「個人責任の時代」から、社会が内包している危険がそ

の人に現れたのだと考える「社会的責任の時代」を経て、21 世紀は再び個人の自助努力が求め

られる時代になろうとしているのか、社会保障の現代的変容について考える。 

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 

16 

日 

(木) 

 

午 

後 

講習テーマ 熊本型福祉を創る 担当者 石橋 敏郎（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1.熊本型福祉とは何か。高齢者福祉を例に考えていく。 

2.障害者のための「熊本県やさしいまちづくり条例」の制定意義と内容について学ぶ。 

3.地域の実情にあった福祉政策とは何か。自分の頭で考えてアイデアを出す訓練をする。 

講習の概要： 

 教科書に書かれているような知識を暗記するようなこれまでの勉強方法では社会では通用し

ないことを「熊本型福祉を創る」というテーマで講義をする。自らの頭で考え、自分なりのアイ

デアを出し、それを政策へと結びつけていく能力を養う。 

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 11543 領域名 選択 開設講習名 ものづくりとマルチメディア 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 16 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・中学校技術科及び

高等学校工業科教諭 

講習内容： 

ものづくり教育の意義や歴史的な変遷について概観するとともに、最新のものづくり教育の実践事例

等を紹介する。さらに、今後のものづくり教育のあり方について検討する。マルチメディアの授業では、

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、受講生

による動画教材作成演習と発表を行う。 

6 

月 

16 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 動画を使って教材作成 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＞マルチメディアを用いた教材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： 

マルチメディア教材についての講義の後、スライドショーを使った教材制作を行う。制作した

教材の発表を行う。最後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 点満点）、2）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： 

担当者がタブレット端末やその他の機器を用意するので、筆記用具以外に持参するものはない。 

6 

月 

16 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ ものづくり教育 担当者 田口 浩継（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

＜到達目標＞ものづくり教育の意義や、製作品の設計・構想、製品の評価において重要なシステ

ム思考について説明できる。 

＜ テーマ ＞児童・生徒がものづくりを行う場合、持続可能な社会の実現にむけた作品の設計・

構想や世の中の製品やテクノロジーの評価に必要な視点を育成する指導能力を獲

得する。 

講習の概要： 

ものづくり教育や技術教育において重要な、作品の設計段階や世の中の製品やテクノロジーの

評価において必要な思考法の一つであるシステム思考について、その基礎から応用まで概観す

る。演習を通して、児童・生徒の思考を深めたり、広めたりする指導法について検討する。 

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 否 

評価： 

講習時間内に作成するワークシート（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： 

特になし。 

 



 

講習コード 11544 領域名 選択 開設講習名 
木材加工とエネルギー教育の 

最前線 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 3 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・中学校技術科及び 

高等学校工業科教諭 

講習内容： 

  環境負荷を配慮した木材の新しい加工技術として、水熱作用下における木材の横圧縮技術について講

習する。更に、電気自動車を題材としたエネルギー変換および省エネルギー技術を体験的に学び、それ

らを活用したものづくり実践を通して、知識のみならず技能の習得も図り、製作題材や教材開発などの

資質能力を向上させる。 

6 

月 

3 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 
木材の横圧縮加工技術を活かした 

ものづくり 
担当者 楊 萍（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

・木材の横圧縮加工技術の特徴について説明できる。 
・木材の横圧縮加工のメカニズムと各工程について説明できる。 
・木材の特性を生かした圧縮加工技術によるものづくりの題材或いは教材の開発ができる。 

講習の概要： 

木材の横圧縮加工のメカニズムと各工程について説明し、木材の特性を活かしたこの加工技術

の具体的な応用事例を紹介するとともに、中学校技術授業に取り扱える木材の形状記憶特性に関

する指導要領を講習する。さらに、木材の横圧縮加工技術による製作題材或いは教材を開発する。 

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： 

修了認定のための筆記試験（30 分）結果と作品製作過程における技能評価、作品評価を総合し

判断する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

簡単なものづくりを行うので、作業ができる服装で受講すること。 

6 

月 

3 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 
電気自動車の省エネルギー技術、 

家庭内にある電磁石を利用した電気機器 
担当者 東 徹（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

本講習の到達目標は、まず、エネルギー環境教育の現状と新学習指導要領の関係を把握するこ

とである。次に、児童生徒の身近にあるものを題材としたエネルギー環境教材を開発するために

必須の科学法則・工学技術の基礎を習得する。テーマとして、電気自動車の省エネルギー技術、

家庭内にある電磁石を利用した電気機器を取り上げる。 

講習の概要： 

エネルギーを身近に捉えかつ実感できるエネルギー環境教育教材を開発するために必要な科

学技術の基礎基本について、主に、電気エネルギー及びエネルギー変換の視点より講習を行う。

本講習も実験・実習を中心にした体験型学習にて実施する。 

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： 

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： 

簡単な実験を行うので、それに適した服装で受講すること。 

 



講習コード 11545 領域名 選択 開設講習名 
学校の安全 

（中学校・高等学校対象） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 2 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・養護教諭 主な受講対象者 
中学校及び高等学校教諭、 

養護教諭 

講習内容： 

日本スポーツ振興センターの事故報告や学校環境衛生基準をもとに、学校の危険有害因子を排除し、

生徒が安心して体育および実験実習などの授業や課外活動に参加できるような学校環境づくりを目的

とし、リスクアセスメントと KYT の実演を通して安全衛生対策を検討する。そして、自校に適した安全

マニュアルを構築する。 

6 

月 

2 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 学校に潜む危険有害要因 担当者 引地 力男（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

学校関係者に必要な安全衛生に関する専門知識を中心に、安全衛生の必要性、関係法令、学校

環境、食の安全を含む諸問題等について理解する。更に、講習を通して不安全な行動、不安全な

状態について把握し、危険に敏感になることが目標である。 

講習の概要： 

実際に学校におけるケガや死亡事故を取り上げ、学校に潜む危険有害因子の洗い出しを行う。

同時に、これまで、授業中やクラブ活動および学校行事におけるヒヤリハット報告書をグループ

ごとに作成し、予見義務について考えを深めていく。 

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： 

身近に発生したケガや事故について原因と対策をまとめておく。 

6 

月 

2 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ リスクアセスメントと KYT 担当者 引地 力男（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

リスクアセスメントと KYT の定義を理解する。その後、リスクアセスメントと KYT の演習を重

ねることで、出席者の危険に対する意識のばらつきを無くすことが目標である。 

講習の概要： 

授業中の危険な状況を数個取り上げ、グループごとにリスクアセスメントと KYT の演習を行

う。その後、午前中の講義と演習を通して、各自安全衛生対策を検討する。そして、自校に適し

た安全マニュアルを構築する。 

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： 

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： 

身近に発生したケガや事故について原因と対策をまとめておく。  



講習コード 11546 領域名 選択 開設講習名 
科学技術教育のための 

エネルギー変換教材製作 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 17 日 

時間数 6 時間 受講定員 12 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・ 

中学校理科・技術科及び 

高等学校理科・工業科教諭 

講習内容： 

新学習指導要領に向けた科学技術教育用教材の製作及び体験を行う。電気エネルギー発生のしくみを

体験的に学ぶ教材を製作し、授業での留意点を検討する。次に、ワイヤレス充電器や IH 調理器のしく

みを学ぶ教材一式を実際に製作する。これを使って、ワイヤレスでのエネルギー伝送現象を生徒自身で

体験することができる。最後に、小学校理科における手回し発電機を使った新しい発電蓄電教材の提案

をし、全員で体験を行う。 

6 

月 

17 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午 

後 

講習テーマ 
生徒に興味を喚起させる 

エネルギー変換教材の製作 
担当者 東 徹（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1) 電気エネルギー発生のしくみに興味を持ち、それを追求する気持ちを持つことができる。 

2) 生徒の身の回りにある発電機のしくみを 1)を基に説明できる。 

3) ワイヤレス充電のしくみを、教材を用いて説明することができる。 

4) IH 調理器のしくみを説明することができる。 

5) 複数の手回し発電機を用いて家庭内電気機器を動作させる教材を製作することができる 

講習の概要： 

  最初に、電気エネルギー発生のしくみ(電磁誘導)を体験的に学ぶ簡単な基本教材を製作す

る。さらに、電磁誘導が発見された時のファラデー実験日記にある実験装置を紹介する。この

教材を用いると身の回りにある発電機のしくみを生徒に考えさせることができる。そして、こ

れらを使った授業を行う際の留意点を全員で検討する。次に、携帯電話のワイヤレス充電器や

IH 調理器のしくみを学ぶ教材一式を実際に製作する。これは電磁誘導の身近な応用技術とし

て広く用いられている。これを使って、ワイヤレスでのエネルギー伝送現象を生徒自身で体験

することができる。次に、小学校理科における手回し発電機を使った新しい発電蓄電教材の提

案とこの製作手順を説明し、最後に全員でこの教材を体験する。 

形態 製作実習＋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： 

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： 

少し作業がありますので、動くことのできる普段の格好で来てください。 

 



 

講習コード 11547 領域名 選択 開設講習名 
家庭科教育の最新事情 

（家庭経営学・家庭科教育学） 

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 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・中学校及び 

高等学校家庭科教諭 

講習内容： 

本講習では、家庭経営学と家庭科教育学における最新情報を講義する。 

（家庭経営学）男女共同参画社会の推進とワーク・ライフ・バランスに関する講義を行うとともに、ア

メリカで開発されたマネーゲームを通して、収入と支出のバランスを取る経営プロセス

を修得する。 

 （家庭科教育学）新学習指導要領において、家庭科では、「持続可能な社会の構築の観点から、資源や

環境に配慮したライフスタイルの確立」に関わる学習が重視されている。家庭科では、

具体的にどのような学習内容・方法で展開していくのか検討する。 

6 

月 

30 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 家庭経営学の最前線 担当者 八幡 彩子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

①小学校・中学校・高等学校の家庭科に関する学習指導要領改訂の背景となった男女共同参画社

会の推進とワーク・ライフ・バランスの実現にかかわる社会的課題について理解する。 

②アメリカで開発されたマネーゲームを通して、収入と支出のバランスの取り方に関する経営プ

ロセスを修得する。 

講習の概要： 

①現代社会における男女共同参画とワーク・ライフ・バランスの現状について講義を行うととも

に、こうした現代的課題を解決するために、家庭科に求められる授業のあり方について考える。 

②アメリカで開発されたマネーゲームを実際に体験しながら、予算（収入）に見合う支出の調整

というライフスキルの習得に関する教材のあり方を考える。 

形態 講義・演習 予備知識 □不要 ☑ある程度必要 □必要 

テキスト 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 持続可能な暮らしと家庭科教育 担当者 宮瀬 美津子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

国連「持続可能な開発のための教育の 10 年(ESD)」が 2005 年から 2014 年まで実施され、以後

も後継プログラムが実施予定である。学習指導要領において、家庭科では、「持続可能な社会の

構築の観点から、資源や環境に配慮したライフスタイルの確立」に関わる学習が重視されている。

「持続可能な暮らし」に関する理解を深め、具体的にどのような学習内容・方法で授業を展開し

ていくのか検討する。 

講習の概要： 

①EDS（持続可能な開発のための教育）とは、どのような教育であるのか。環境教育との違いは

何かなどについて論じ、家庭科教育がどのように関わっているのか考察する。 

②家庭科の具体的な学習内容に「持続可能な暮らし」の視点をどのように取り入れていくのか、

実践事例や教材を示しながら検討する。 

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 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 11548 領域名 選択 開設講習名 
家庭科教育の最新事情 

（住居学・家庭科教育学） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 2 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・ 

中学校及び高等学校家庭科教諭 

講習内容： 

（午前）住居学では、住環境を取り巻く今日的課題を取り上げると共に、防災、防犯対策など安全な住

まい方についてワークショップをまじえて考える。 

（午後）家庭科教育学では、まず学習指導要領の内容を確認する。次に食育に関する教育実践について

考察する。最後に地域社会と提携した家庭科教育の在り方について考えていく。 

6 

月 

2 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 
家庭科教育の最新事情 

（住居学） 
担当者 中迫 由実（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

近年、住まいや家族を災害や犯罪から守る視点をもつことの重要性がますます高まっている。

本講習においては、住生活の今日的課題について触れた後、防災・防犯を中心とした安全で安心

な住まい方について講義を行う。授業の後半では災害時の過ごし方についてワークショップを行

い、学校現場で展開可能な知識の習得を目標とする。 

講習の概要： 

1.住生活の今日的課題 

2.住まいの安全と安心 

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 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。 

6 

月 

2 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 
家庭科教育の最新事情 

（家庭科教育学） 
担当者 増田 仁（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

本講習では、家庭科において近年特に重視されてきている、地域社会との提携、消費者教育の

充実、少子高齢化社会への対応を取り上げる。そしてそれぞれの領域の接点となるトピックを掘

り下げながら、これからの家庭科教育のあり方を探っていきたい。 

講習の概要： 

スローフードをはじめとする食育、子育て・高齢者世帯へのインタヴュー等、近年注目されて

いる動きに焦点を当てる。これらの動向を支えている地域社会における人々の生活状況を考察し

ながら、地域と学校を結びつける授業実践とはいかなるものか提案を行っていく。 

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 11549 領域名 選択 開設講習名 
最先端の教科内容学 

（英語学） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 23 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 中学校及び高等学校英語科教諭 

講習内容： 

ことばの使われる場面と形式と意味の関係について最新の英語学・言語学の新知見を踏まえた考

察を行いながら、英文法指導のあり方について議論し、教材研究及び英語指導の実践力を向上させ

る。特に、日本語と英語の構造の違いを踏まえつつ、場面に即した英語表現と対応する日本語表現

の用法に焦点を当てる。 

8 

月 

23 

日 

(木) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
英文法の理論と実践 

—自律的学習を導く言語教育とは— 
担当者 登田 龍彦（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1) 英語表現の使用の背後にある規則や原理を理解できるようになる。 

2) 英語表現の使用場面を踏まえた文法指導ができるようになる。 

3) 英語表現と発想と文化の関係を理解し、グローバルな視点から人間を理解できるようになる。 

講習の概要： 

ことばの使われる場面と意味の関係についての考察を行ないながら、教材研究および 
英文法指導についての実践力の向上を目指します。 

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 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 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

 英語の辞書(英英・英和・和英)(電子辞書でも可)を持参すること。 

 



講習コード 11550 領域名 選択 開設講習名 
英語科教育の最前線 

（音声指導の理論と実践） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 22 日 

時間数 6 時間 受講定員 55 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英語科教諭 

講習内容： 

応用音声学（特に調音音声学・音響音声学）の知見に基づいて、日々の授業で軽視されがちな発音指

導のポイントと指導方法を理論的に考察します。本講習は、教師自身の発音技能向上も目的とするため、

英語教師としてのスキル・アップの場として、受講者には誇張法を援用した発音トレーニングを体験し

ていただきます。小・中接続に関わる音声指導・文字指導にも言及しますので、小学校教諭の受講も歓

迎いたします。 

8 

月 

22 

日 

(水) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 音声指導の理論と実践 担当者 長嶺 寿宣（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

当該講習における到達目標は以下の通りです。 

① 発音教授法の歴史的変遷と理論的背景を理解する。 

② 小・中接続に関わる音素認識の重要性を理解する。 

③ 発音指導のポイントと指導テクニックを理解する。 

④ 教師としての調音技能を検証し、改善点を見出す。 

講習の概要： 

理論的事項の小講義を通して、発音指導法の歴史的変遷を概観し、今日求められている発音指

導の在り方を議論します。また、小・中接続に関わる文字指導のあり方と音素認識の重要性を議

論します。さらに、理論的事項を実践と関連付ける形で、誇張法を援用したトレーニングとその

実現可能性を検証し、日本人英語学習者が苦手とする分節音素（子音、母音）と超分節音素（強

勢、リズム、イントネーション等）を効果的に指導するためのポイントを学習します。当該講習

では、誇張法を援用した発音トレーニング（Hyper-Pronunciation Training）を実施しますので、

発音指導を実際に体験していただき、英語教師としての調音技能（および知識）の検証作業も行

っていただきます。 

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 11551 領域名 選択 開設講習名 教科書の中の英語史 

会場 熊本大学（熊本市） 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 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： 

中学・高校の教科書の中に隠れている、英語史的に見て問題となる、英語が今日持つに至った様々な

文法ポイント(統語法・意味・形態・音声)をみつけだすことで、それらに対する認識を深め、それらが

どのような形で日頃の指導に役立てられるのかを模索します。 

6 

月 

16 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 教科書の中の英語史 担当者 松瀬 憲司（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

この 1500 年の間に、英語という言語が如何にして創られてきたか、また、それぞれの発達段

階でどのような言語的特徴を持っていたのかを理解できる。そして最終的に、次の 2点を目指し

ます。 

①現代英語を平面的ではなく、「立体的に」見ることができるようになる。 

②同一言語内にも様々なヴァリエーションがあり、それぞれの変種自体には何ら優劣はないと

いうことを理解できる。 

講習の概要： 

（午前）英語という言語が今日まで辿ってきた道のりを振り返り、その輪郭についてお話しし

ます。そして、その中で特に注目すべき言語的ポイントをピックアップします。 

 

（午後）中学と高校の英語教科書の一部を例として取り上げ、そこで取り扱われる文法や音声

の指導項目を、共時的ではなく通時的視点から見た場合、どのようなことが言えるのか、また、

それは現代英語の指導にどのようにかかわるべきなのかを議論していきたいと思います。 

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： 

午前と午後の講義に関する、修了認定のための筆記試験(100 点満点：配布資料及び自筆ノート

参照可)を、午後の講習時間の最後の 40分程度で実施します。 

講習受講希望者への事前連絡： 

この講義で扱うのは、日本における英語「教科書」の変遷史ではありませんので注意して下さい。 

 



講習コード 11552 領域名 選択 開設講習名 授業のユニバーサルデザイン入門 

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 100 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： 

通常学級における特別支援教育を推進するためには、発達障がいのある子どもを初めとする全ての児

童生徒にとって「参加しやすい」「理解しやすい」授業づくり・学級づくりが不可欠である。この講習

では、授業のユニバーサルデザイン化について、その基本的な理論的背景及び具体的な実践方法につい

て学ぶ。 

6 

月 

24 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
授業のユニバーサルデザイン

入門 
担当者 菊池 哲平（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

授業のユニバーサルデザイン化の具体的方法について理解し、自らの授業スキルやクラス運営

の方法について省察することにより、発達障害を含む全ての児童生徒が学びやすい授業やクラス

のあり方について検討する。 

講習の概要： 

発達障害を中心とする特別な教育支援ニーズを抱える児童生徒は文科省（2012）の調査による

と通常学級に 6.5%在籍しているとされているが、実際の学校現場においては、それ以上の支援

を有する児童生徒（要支援児）が在籍している実態がある。そのため通常学級においては複数の

要支援児が存在し、個別的な支援だけでは対応することが困難である。この講習では、要支援児

を含む全ての児童生徒が分かりやすく学習を進めることができる授業づくり・クラスづくりの方

法として、授業のユニバーサルデザイン化を取り上げ、その理論的背景と具体的方法について紹

介する。 

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、講習時間内に実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

実践内容については中・高についても一部触れるが、主に小学校での取組を中心に紹介する。 

 



講習コード 11553 領域名 選択 開設講習名 
行動上の問題のある 

児童生徒への対応法 

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 60 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・ 

特別支援学校教諭 

講習内容： 

発達障がいのある児童生徒は様々な行動上の問題を示すことが多く、通常学級あるいは特別支援学

級・学校においても、そうした行動上の問題に対してどのようにアプローチするかが課題である。この

講習では、応用行動分析に基づくケース検討及び支援方法の立案演習を通して、行動上の問題に対する

支援方法について学ぶ。 

10 

月 

20 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
行動上の問題のある児童生徒への

対応法 
担当者 菊池 哲平（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

発達障がいのある児童生徒への対応法として応用行動分析に関するケース検討を行う。 

1）応用行動分析の基本理論について理解する 

2）事例（ケース）に基づく支援方針の立案演習を行う 

3）グループでの議論を通して、具体的な対応方法を検討する 

講習の概要： 

発達障がいのある児童生徒はその障害特性から、様々な行動上の問題（例えば自傷・他害行為

や授業からの逸脱行動など）を引き起こすことが多い。そうした行動上の問題に対するアプロー

チとしては、応用行動分析により対応方針を立案し、教職員間で共通理解して対応することが重

要である。本講習では、応用行動分析の基本理論について学び、また応用行動分析による介入事

例を紹介しながら、具体的な事例についての支援方針の立案演習を行う。グループでの討議・発

表を通して、学校現場における事例検討の進め方についても学ぶ。 

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 否 

評価： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

グループ討議への積極的な参加が求められます。 

 



講習コード 11554 領域名 選択 開設講習名 
特別支援教育に活かす 

音楽療法のアプローチ 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 1 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 

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： 

この講習では、特別支援教育における音楽療法のアプローチを活用した支援の実際について理解する

ことを目標とする。前半は、音楽療法の実践に必要な知識や技法を学ぶ。後半は、音楽の特性を活用し

て、特別な教育的支援を必要とする子どもや周囲の子どもの発達を促す音楽活動の展開について検討す

る。 

 

 ＊11 月 17 日の「特別支援教育に活かす音楽療法のアプローチ」講習は、同一内容ですので、 

重複受講はできません。 

 

 

7 

月 

1 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
特別支援教育に活かす音楽療法の

アプローチ 
担当者 藤原 志帆（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

音楽療法の概容を理解し、特別支援教育における音楽療法のアプローチを活用した支援の展開

方法について説明することができる。 

講習の概要： 

1.音楽療法の定義と理念 

2.音楽の特性を活用した支援の実際と理論的背景 

3.特別支援教育における音楽療法のアプローチの活用 

4.特別な教育的支援を必要とする子どもの発達を促す音楽活動 

5.多様な実態の子どもたちの交流を促す音楽活動 

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： 

講習内の演習や修了試験に音楽経験の有無を問う内容は含まれません。読譜や楽器演奏が苦手な

方も安心して受講してください。 

 



講習コード 11555 領域名 選択 開設講習名 
特別支援教育に活かす 

音楽療法のアプローチ 

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 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 

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： 

この講習では、特別支援教育における音楽療法のアプローチを活用した支援の実際について理解する

ことを目標とする。前半は、音楽療法の実践に必要な知識や技法を学ぶ。後半は、音楽の特性を活用し

て、特別な教育的支援を必要とする子どもや周囲の子どもの発達を促す音楽活動の展開について検討す

る。 

 

 ＊7月 1日の「特別支援教育に活かす音楽療法のアプローチ」講習は、同一内容ですので、 

重複受講はできません。 

 

 

11 

月 

17 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
特別支援教育に活かす音楽療法の

アプローチ 
担当者 藤原 志帆（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

音楽療法の概容を理解し、特別支援教育における音楽療法のアプローチを活用した支援の展開

方法について説明することができる。 

講習の概要： 

1.音楽療法の定義と理念 

2.音楽の特性を活用した支援の実際と理論的背景 

3.特別支援教育における音楽療法のアプローチの活用 

4.特別な教育的支援を必要とする子どもの発達を促す音楽活動 

5.多様な実態の子どもたちの交流を促す音楽活動 

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： 

講習内の演習や修了試験に音楽経験の有無を問う内容は含まれません。読譜や楽器演奏が苦手な

方も安心して受講してください。 

 



講習コード 11556 領域名 選択 開設講習名 
通常の学級にいる 

発達障害児等への支援 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 17 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 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、 

養護教諭 

講習内容： 

この講習では、通常の学級に在籍する発達障害児等への理解と支援の実際について学ぶことを目標と

する。前半は大学の学習支援教室での個別指導から得た知見に基づき、①認知特性に応じた学習のつま

ずきへの対応と②行動の問題への対応について指導例を中心に理解を深める。後半は、通常の学級にい

る架空の事例を用いた課題解決モデルに基づくケース会議の演習を行い、学校内で教師が連携協力する

ための体制づくりについて理解を深める。 

 

 ＊7月 31 日及び 8 月 19 日の「通常の学級にいる発達障害児等への支援」講習は、同一内容ですので、 

重複受講はできません。 

6 

月 

17 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 心とからだのリラックス 担当者 干川 隆（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

熊本大学学習支援教室では、平成 17 年から通常の学級に在籍する発達障害等の児童生徒に対

して学習面と行動面の指導を行ってきた。その中でこれまで発達障害の児童生徒への指導知見を

蓄積することができた。本講習では、午前中にこれまでの個別指導のノウハウについて理解を深

め、それを踏まえてユニバーサルデザインの授業づくりについて考える。午後は、架空事例を用

いて、校内でのケース会議の持ち方について実際に演習を行いながら、体験的に理解し、校内で

の支援体制のあり方についての考えを深めることを目標とする。 

講習の概要： 

【午前】1.特別支援教育の流れと基本的な考え方 

     2.通常の学級にいる発達障害とは？ 

     3.学習のつまずきへの対応 

       ①学習のつまずきのとらえ方、②学習のつまずきへの対応 

     4.行動の問題への対応 

       ①応用行動分析からみたとらえ方、②行動の問題への対応 

     5.個別の指導からユニバーサルデザインの授業作りへ 

【午後】1.校内支援体制としてのケース会議の必要性 

     2.ケース会議の進め方について 

     3.ケース会議の実際（学校職員の役割に分かれてのグループワーク） 

       ①課題は何か、②なぜ課題が生じるか、③解決策、④振り返り 

     4.ショートケース会議について 

     5.試験 

 

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： 

午後は、事例についての協議が中心となるので、積極的に話し合いに参加してください。 

 



講習コード 11557 領域名 選択 開設講習名 
通常の学級にいる 

発達障害児等への支援 

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 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、 

養護教諭 

講習内容： 

この講習では、通常の学級に在籍する発達障害児等への理解と支援の実際について学ぶことを目標と

する。前半は大学の学習支援教室での個別指導から得た知見に基づき、①認知特性に応じた学習のつま

ずきへの対応と②行動の問題への対応について指導例を中心に理解を深める。後半は、通常の学級にい

る架空の事例を用いた課題解決モデルに基づくケース会議の演習を行い、学校内で教師が連携協力する

ための体制づくりについて理解を深める。 

 

 ＊6月 17 日及び 8 月 19 日の「通常の学級にいる発達障害児等への支援」講習は、同一内容ですので、 

重複受講はできません。 

7 

月 

31 

日 

(火) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 心とからだのリラックス 担当者 干川 隆（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

熊本大学学習支援教室では、平成 17 年から通常の学級に在籍する発達障害等の児童生徒に対

して学習面と行動面の指導を行ってきた。その中でこれまで発達障害の児童生徒への指導知見を

蓄積することができた。本講習では、午前中にこれまでの個別指導のノウハウについて理解を深

め、それを踏まえてユニバーサルデザインの授業づくりについて考える。午後は、架空事例を用

いて、校内でのケース会議の持ち方について実際に演習を行いながら、体験的に理解し、校内で

の支援体制のあり方についての考えを深めることを目標とする。 

講習の概要： 

【午前】1.特別支援教育の流れと基本的な考え方 

     2.通常の学級にいる発達障害とは？ 

     3.学習のつまずきへの対応 

      ①学習のつまずきのとらえ方、②学習のつまずきへの対応 

     4.行動の問題への対応 

      ①応用行動分析からみたとらえ方、②行動の問題への対応 

     5.個別の指導からユニバーサルデザインの授業作りへ 

【午後】1.校内支援体制としてのケース会議の必要性 

     2.ケース会議の進め方について 

     3.ケース会議の実際（学校職員の役割に分かれてのグループワーク） 

      ①課題は何か、②なぜ課題が生じるか、③解決策、④振り返り 

     4.ショートケース会議について 

     5.試験 

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： 

午後は、事例についての協議が中心となるので、積極的に話し合いに参加してください。 

 



講習コード 11558 領域名 選択 開設講習名 
通常の学級にいる 

発達障害児等への支援 

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 80 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、 

養護教諭 

講習内容： 

この講習では、通常の学級に在籍する発達障害児等への理解と支援の実際について学ぶことを目標と

する。前半は大学の学習支援教室での個別指導から得た知見に基づき、①認知特性に応じた学習のつま

ずきへの対応と②行動の問題への対応について指導例を中心に理解を深める。後半は、通常の学級にい

る架空の事例を用いた課題解決モデルに基づくケース会議の演習を行い、学校内で教師が連携協力する

ための体制づくりについて理解を深める。 

 

＊6 月 17 日及び 7月 31 日の「通常の学級にいる発達障害児等への支援」講習は、同一内容ですので、 

重複受講はできません。 

 

8 

月 

19 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 心とからだのリラックス 担当者 干川 隆（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

熊本大学学習支援教室では、平成 17 年から通常の学級に在籍する発達障害等の児童生徒に対

して学習面と行動面の指導を行ってきた。その中でこれまで発達障害の児童生徒への指導知見を

蓄積することができた。本講習では、午前中にこれまでの個別指導のノウハウについて理解を深

め、それを踏まえてユニバーサルデザインの授業づくりについて考える。午後は、架空事例を用

いて、校内でのケース会議の持ち方について実際に演習を行いながら、体験的に理解し、校内で

の支援体制のあり方についての考えを深めることを目標とする。 

講習の概要： 

【午前】1.特別支援教育の流れと基本的な考え方 

     2.通常の学級にいる発達障害とは？ 

     3.学習のつまずきへの対応 

      ①学習のつまずきのとらえ方、②学習のつまずきへの対応 

     4.行動の問題への対応 

       ①応用行動分析からみたとらえ方、②行動の問題への対応 

     5.個別の指導からユニバーサルデザインの授業作りへ 

【午後】1.校内支援体制としてのケース会議の必要性 

     2.ケース会議の進め方について 

     3.ケース会議の実際（学校職員の役割に分かれてのグループワーク） 

       ①課題は何か、②なぜ課題が生じるか、③解決策、④振り返り 

     4.ショートケース会議について 

     5.試験 

 

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： 

午後は、事例についての協議が中心となるので、積極的に話し合いに参加してください。 

 



講習コード 11559 領域名 選択 開設講習名 
心とからだのリラックス 

（動作法演習） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 22 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 

幼稚園教諭・小学校教諭・ 

中学校及び高等学校教諭、 

養護教諭 

講習内容： 

この講習では、臨床動作法の演習を通して心とからだのリラックスについて体験的に学ぶことを目的

とする。前半では、肢体不自由のある児童生徒への姿勢や動きの支援について学ぶ。後半では、発達障

がいのある自閉症や知的障がいのある児童生徒のコミュニケーションやストレスマネジメント教育と

しての動作法について理解を深める 

7 

月 

22 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 心とからだのリラックス 担当者 干川 隆（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

動作法は、教育心理学的な取り組みとして 1960 年代に肢体不自由（脳性まひ）の子どもの姿

勢や動きの改善を目指して始まり、その後、自閉症や知的障がいのある子どもたちのコミュニケ

ーションの改善やカウンセリングの一技法として、さらにはストレスマネジメント教育としてま

で活用されるようになってきた。この講習では、援助する側（トレーナー）と援助を受ける側（ト

レーニー）の役割を交代しながら、動作法による障がいのある児童生徒への援助の仕方を学び、

結果として参加者がリフレッシュできることを目標とする。 

講習の概要： 

【午前】1.自立活動の支援法としての動作法の基本的な考え方 

      ①肢体不自由のある児童生徒のための動作法 

      ②自閉症・知的障がいのある児童生徒のための動作法 

     2.肢体不自由のある児童生徒への動作法 

      ①リラクセーション体験 

②タテ系動作体験（座位・膝立ち位・立位・歩行） 

③主導型リラクセーション療法によるリラクセーション体験 

【午後】1.コミュニケーションの発達を促す動作法 

      ①触れる－触れられる体験 

      ②共動作体験（腕上げ動作課題） 

     2.動作法を用いたストレスマネジメント教育 

      ①動作法を用いたストレスマネジメント教育とは 

      ②教室でのストレスマネジメント教育の可能性 

     3.試験 

 

形態 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： 

実際にからだを動かす活動が中心になりますので、動きやすい服装（運動着等）で参加してくだ

さい。 

 



 

講習コード 11560 領域名 選択 開設講習名 
特別支援教育基礎論 1 

（特別支援教育の歴史と自立活動） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 3 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 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： 

午前は、今日の特別支援教育の歴史と基盤について学習を進める。また、熊本県における先駆者の歩

みについての理解を深め、現代の特別支援教育への示唆を得る。 

  午後は、自立活動の観点によるアセスメントと課題設定に至るプロセスについて、アセスメントツー

ルを用いながらグループワークによって体験的に習得することを目標とする。 

6 

月 

3 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 特別支援教育の歴史 担当者 古田 弘子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1.障がいのある子どもの教育の歴史と基盤について、熊本県に焦点をあてながら検討する。 

2.歴史を整理することを通して、現代の特別支援教育への示唆について検討する。 

講習の概要： 

本講習の第Ⅰ部では、特別支援教育の現状を概観した上で、盲・ 聾教育の萌芽、低能児学級、

養護学校義務化等の特殊教育の歴史をふり返る。第Ⅱ部では、特別な教育的ニーズのある子ども

の教育の歴史と現状について、特別支援教育への転換の背景とあわせて理解を深める。 

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 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。 

6 

月 

3 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 自立活動における課題設定 担当者 本吉 大介（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

本講習では、自立活動の目的や留意点、課題設定についての基礎的な事項を踏まえ、6区分 26

項目に沿って開発されたアセスメントシートを活用した課題設定の在り方について理解するこ

とを目標とする。 

講習の概要： 

本講習では、前半に自立活動における課題設定プロセスについての考え方と事例紹介を講義形

式で行う。後半はアセスメントシートを活用した課題設定について演習を行う。後半の演習では

特定の個人を想定してアセスメントシートにチェックし、優先課題の設定、活動内容の設定、指

導目標の設定を模擬ケース会議形式で行う。 

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 40 分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

 受講後にアセスメントシートを現場でも活用したいという希望がある場合には御相談ください。 

 



 

講習コード 11561 領域名 選択 開設講習名 
特別支援教育基礎論 2 

（特別支援教育の歴史と重複障害） 

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 80 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： 

午前は、今日の特別支援教育の歴史と基盤について学習を進める。また、熊本県における先駆者の歩

みについての理解を深め、現代の特別支援教育への示唆を得る。 

  午後は、重複障害のある子どもの学習プロセスについて体験的な理解をすることを目標とする。自発

的な行動や情報の制限がどのように学習に影響するかを理解した上で、指導・支援のポイントについて

考えていく。 

6 

月 

10 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 特別支援教育の歴史 担当者 古田 弘子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1.障がいのある子どもの教育の歴史と基盤について、熊本県に焦点をあてながら検討する。 

2.歴史を整理することを通して、現代の特別支援教育への示唆について検討する。 

講習の概要： 

本講習の第Ⅰ部では、特別支援教育の現状を概観した上で、盲・ 聾教育の萌芽、低能児学級、

養護学校義務化等の特殊教育の歴史をふり返る。第Ⅱ部では、特別な教育的ニーズのある子ども

の教育の歴史と現状について、特別支援教育への転換の背景とあわせて理解を深める。 

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 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。 

6 

月 

10 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 重複障害のある子どもの心理 担当者 本吉 大介（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

本講習では、重複障害の実態に関する基礎的な事項について紹介する。また、疑似体験のワー

クを通して重複障害のある子どもの学習プロセスや心理特性について理解を深め、指導・支援の

方法を考えられるようになることを目標とする。 

講習の概要： 

本講習では、はじめに重複障害の実態について講義形式で紹介する。その後、視覚・聴覚の重

複障害の疑似体験のワークを行い、情報障害がある中での情報処理の在り方や学習プロセスの実

態について理解を深める。後半は、疑似体験を参考に重複障害のある子どもへの指導・支援のポ

イントについて考えていく。 

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： 

疑似体験のワークがありますので、積極的に参加してください。 

 



講習コード 11562 領域名 選択 開設講習名 学校教育と子どもの発達 

会場 熊本県立天草青年の家（上天草市） 開設日 平成 30 年 7 月 28 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 
幼稚園教諭･小学校教諭･ 

中学校及び高等学校教諭 

講習内容： 

  脳科学や心理学における発達研究の最新知見に基づいて、認知・情動・社会性の観点から整理を行い、

子どもの発達について具体的なイメージをつかむ。さらに、そこで整理された子どもの認知的・情動的・

社会的な発達課題を念頭におきながら、子どもの学習や発達を支える教育とは何かについて、環境・関

係・評価の観点から必要な吟味・検討を加え、理解を深める。 

 

＊7 月 31 日の「学校教育と子どもの発達」講習は、同一内容ですので、重複受講はできません。 

 

7 

月 

28 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 認知・情動・社会性の発達 担当者 藤田 豊（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

・子どもの認知発達について理解を深める。 

・子どもの情動発達について理解を深める。 

・子どもの社会性の発達について理解を深める。 

・教育と学習(発達)の関係について理解を深める。 

講習の概要： 

 (午前) 

1.脳科学と教育について 

2.感覚･知覚の特徴について 

3.情動の発達について 

4.EQ(こころの知能指数)と情動教育について 

 

 (午後) 

5.心の理解の発達とその障がいについて 

6.子どもの思考の発達について 

7.教育と学習(発達)について 

 

  〔ビデオ教材の使用、体験学習、グループディスカッション等を含める。〕 

 

形態 講義・実習 予備知識 
□不要  ☑ある程度必要  □必要 

＊知識は問わず、興味・関心のある方は受講可能です。 

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 45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 11563 領域名 選択 開設講習名 学校教育と子どもの発達 

会場 熊本大学(熊本市) 開設日 平成 30 年 7 月 31 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 
幼稚園教諭･小学校教諭･ 

中学校及び高等学校教諭 

講習内容： 

  脳科学や心理学における発達研究の最新知見に基づいて、認知・情動・社会性の観点から整理を行い、

子どもの発達について具体的なイメージをつかむ。さらに、そこで整理された子どもの認知的・情動的・

社会的な発達課題を念頭におきながら、子どもの学習や発達を支える教育とは何かについて、環境・関

係・評価の観点から必要な吟味・検討を加え、理解を深める。 

 

＊7 月 28 日の「学校教育と子どもの発達」講習は、同一内容ですので、重複受講はできません。 

 

7 

月 

31 

日 

(火) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 認知・情動・社会性の発達 担当者 藤田 豊（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

・子どもの認知発達について理解を深める。 

・子どもの情動発達について理解を深める。 

・子どもの社会性の発達について理解を深める。 

・教育と学習(発達)の関係について理解を深める。 

講習の概要： 

 (午前) 

1.脳科学と教育について 

2.感覚･知覚の特徴について 

3.情動の発達について 

4.EQ(こころの知能指数)と情動教育について 

 

 (午後) 

5.心の理解の発達とその障がいについて 

6.子どもの思考の発達について 

7.教育と学習(発達)について 

 

  〔ビデオ教材の使用、体験学習、グループディスカッション等を含める。〕 

 

形態 講義・実習 予備知識 
□不要  ☑ある程度必要  □必要 

＊知識は問わず、興味・関心のある方は受講可能です。 

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 45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 11564 領域名 選択 開設講習名 やる気の心理学 

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 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 

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： 

心理学的観点からやる気のメカニズムについて解説し、子どものやる気の状態や理由を教師がどのよ

うに分析し、どのような支援をしていけるのかについて学ぶ。 

また受講生同士の実践を話し合うことで、子どもの状況に合わせた具体的な方法について検討する。 

 

＊8 月 17 日及び 8月 31 日の「やる気の心理学」講習は同一内容ですので、重複受講はできません。 

 

8 

月 

2 

日 

(木) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ やる気の心理学 担当者 高崎 文子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

「やる気」があるとはどういう状態か、また「やる気」が出ないのはどのような状態なのかにつ

いて理論的に整理することで、経験的に実践していた「やる気」の出ない子どもへの対応を振り

返り、あらたな実践時ついて具体化する。 

講習の概要： 

1.やる気の種類について、主に内発的動機づけと外発的動機づけの観点から解説する。 

2.発達的視点から、子どもたちの年齢が上がっていくにつれてやる気が低下していくメカニズム

について解説する。 

3.やる気に関わるものの見方や考え方を理解し、具体的な対応について考える。 

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： 

修了認定のための論述形式の筆記試験（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 11565 領域名 選択 開設講習名 やる気の心理学 

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 17 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 

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： 

心理学的観点からやる気のメカニズムについて解説し、子どものやる気の状態や理由を教師がどのよ

うに分析し、どのような支援をしていけるのかについて学ぶ。 

また受講生同士の実践を話し合うことで、子どもの状況に合わせた具体的な方法について検討する。 

 

＊8 月 2 日及び 8月 31日の「やる気の心理学」講習は同一内容ですので、重複受講はできません。 

 

8 

月 

17 

日 

(金) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ やる気の心理学 担当者 高崎 文子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

「やる気」があるとはどういう状態か、また「やる気」が出ないのはどのような状態なのかにつ

いて理論的に整理することで、経験的に実践していた「やる気」の出ない子どもへの対応を振り

返り、あらたな実践時ついて具体化する。 

講習の概要： 

1.やる気の種類について、主に内発的動機づけと外発的動機づけの観点から解説する。 

2.発達的視点から、子どもたちの年齢が上がっていくにつれてやる気が低下していくメカニズム

について解説する。 

3.やる気に関わるものの見方や考え方を理解し、具体的な対応について考える。 

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： 

修了認定のための論述形式の筆記試験（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 11566 領域名 選択 開設講習名 やる気の心理学 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 31 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 

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： 

心理学的観点からやる気のメカニズムについて解説し、子どものやる気の状態や理由を教師がどのよ

うに分析し、どのような支援をしていけるのかについて学ぶ。 

また受講生同士の実践を話し合うことで、子どもの状況に合わせた具体的な方法について検討する。 

 

＊8 月 2 日及び 8月 17日の「やる気の心理学」講習は同一内容ですので、重複受講はできません。 

 

8 

月 

31 

日 

(金) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ やる気の心理学 担当者 高崎 文子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

「やる気」があるとはどういう状態か、また「やる気」が出ないのはどのような状態なのかにつ

いて理論的に整理することで、経験的に実践していた「やる気」の出ない子どもへの対応を振り

返り、あらたな実践時ついて具体化する。 

講習の概要： 

1.やる気の種類について、主に内発的動機づけと外発的動機づけの観点から解説する。 

2.発達的視点から、子どもたちの年齢が上がっていくにつれてやる気が低下していくメカニズム

について解説する。 

3.やる気に関わるものの見方や考え方を理解し、具体的な対応について考える。 

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： 

修了認定のための論述形式の筆記試験（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 11567 領域名 選択 開設講習名 

学校保健の現状と課題 

-気付きを生かした調査法と 

分析について- 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 2 日 

時間数 6 時間 受講定員 50 人 受講料 6,000 円 

対象職種 養護教諭 主な受講対象者 養護教諭 

講習内容： 

1)子どもたちの心身の健康問題とその要因などの学校保健に関連する調査を行うにあたり必要となる

調査項目等の設定について理解する。 

2)子どもたちの心身の健康問題とその要因、学校保健の課題等に関する調査によって得られたデータ

の処理方法、その分析の視座について理解する。 

6 

月 

2 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
子どもたちの健康課題や 

その要因を探る 
担当者 入谷 仁士（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

到達目標：子どもたちの心身の健康問題とその要因などの学校保健に関連する調査を実施する

にあたり必要となる調査項目の設定について理解するとともに、その結果を分析するための基礎

的方法について理解できるようにする。 

テーマ：養護教諭としての気づきを生かした調査 

講習の概要： 

子どもたちの心身の健康課題は、複雑化・深刻化している状況にある。このような子ども

たちの心身の健康課題やその要因等を明らかとする調査を実施するために必要となる考え

方、その考え方を踏まえたアンケート調査項目や選択肢の設定の仕方などについて講義して

いく。また、子どもたちの健康課題およびその要因などに関する調査データの基礎的分析方

法についての講義・演習をすすめていく。 

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、論述形式）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： 

受講者が PC を用いて演習を進めてく予定である。可能であれば、受講者が普段使用している 

ノート PC等を持参してください。 

 



講習コード 11568 領域名 選択 開設講習名 
学校保健の現状と課題 

-保健統計と若年肥満- 

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 80 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭、養護教諭 主な受講対象者 高等学校看護科教諭、養護教諭 

講習内容： 

本講習は 2 つのエポックで構成される。一つは学校保健において欠かせない保健統計について、

そのデータの基礎となる技術を学習し、自らデータの分析を行うことができることを目指す。また、

それらを学校現場での食への健康課題への取り組みに対して応用し考察する。今一つは、将来の

種々の健康問題の原因となりうる、児童・生徒の肥満と痩せを取り上げ、最近の新たな知見を基に、

肥満や痩せが、いかに将来にわたる健康上の問題となるかを解説するとともに、食生活との関連に

ついても論じる。 

10 

月 

27 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 保健統計と疫学 担当者 長谷 真（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

学校保健において欠かせない保健統計について、そのデータの基礎となる技術を学習し、

自らデータの分析を行うことができることを目指す。そして、得られた疫学的データの結果

を、特に栄養学的観点から学校保健現場に還元することを目指す。 

テーマ：学校保健統計、疫学研究、栄養学 

講習の概要： 

  児童・生徒に対する「食生活」の重要性・影響について栄養学的観点から解説する。さら

に「食生活」を含めた様々な健康課題の理解・分析を行うために必須の保健統計について、

その方法論を概説するとともに、実際のデータ解析についても検証する。 

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（午前と午後を合計して 100 点満点）を、午前の講習終了前 30

分程度を利用し実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

10 

月 

27 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 小児肥満 担当者 後藤 知己（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

肥満及び痩せの病態生理を、最近明らかにされた知見を基に理解し、教育現場での指導に

役立てることを可能にする。 

テーマ：肥満形成のメカニズムおよび、肥満と痩せの将来にわたる健康へのリスクを、 

最近の新たな知見をもとに理解する。 

講習の概要： 

肥満症の概念は、近年大きな変更を遂げている。また、近年、青年期女性の極端な痩せが

増加し、将来の健康への悪影響が懸念されている。本講習では、最近の新たな知見を基に、

児童・生徒の肥満の原因を論ずるとともに、肥満と痩せが、将来にわたってどのような健康

上のリスクをもたらすのかを解説し、生活指導の上で役立つ知識の習得を目指す。 

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（午前と午後を合計して 100 点満点）を、午後の講習終了前 30

分程度を利用し実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11569 領域名 選択 開設講習名 

学校保健の現状と課題 

-①学校検尿と腎臓病、②性に関する

指導と fertility knowledge- 

会場 熊本大学（熊本市） 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 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： 

（午前）若者が自身のライフプランを主体的に考え、将来望む時に妊娠・出産・家族形成できることは重要

である。本講習では、若者が将来望む妊娠・出産・家族形成が実現できるよう、子どもの健康や性

に関する指導にかかわる学校教諭に知っておいてほしい fertility knowledge ついて概説する。 

（午後）学校検尿が始まって 40 年以上が経過した。この間、こどもの腎臓病の治療法が開発され予後が改

善されてきた。さらに学校生活管理指導表も見なおされた。本講習では、正しい採尿の仕方、学校

検尿、こどもの腎臓病、学校現場における管理や注意点について概説する。 

9 

月 

15 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 性に関する指導と fertility knowledge 担当者 秋月 百合（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

① 妊娠、出産、妊孕性に関する基本的知識を習得する。 

② 思春期、成熟期のリプロダクティブヘルスの課題について理解する。 

③ 児童生徒が将来望む時に妊娠・出産・家族形成できるよう、上記知識を今後の性に関する指導に

どう生かすことができるか、考えることができる。 

講習の概要： 

① 卵巣周期と月経、生殖、妊娠、妊孕性等の基礎知識 

② 月経異常、人工妊娠中絶、性感染症、不妊症等のリプロダクティブヘルス課題と現状 

③ 性に関する指導（性教育）の基本的考え方、保健教科内容等 

④ 児童生徒が将来望む時に妊娠・出産・家族形成できるためには、学校現場でどのような指導が可

能かを検討する（時間があればグループワーク） 

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： 

到達目標③について講習時間内に筆記試験を実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

可能であれば、以下をお願いしたい。 

・高校保健の学習指導要領及び保健教科書を持っている受講者は持参。 

・文部科学省副教材「健康な生活を送るために（高校生用）」19．妊娠・出産に関連して、20．赤ち

ゃんの健康を守る取組みの頁をプリントアウトし持参。（文部科学省 website よりダウンロード可） 

9 

月 

15 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 学校検尿と腎臓病 担当者 仲里 仁史（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

① 学校検尿の現状を知り、こどもの腎臓病を理解する。 

② 採尿法を生徒に充分理解させ、実行させることができる。 

③ 慢性腎臓病の生徒の学校生活における注意点などを理解する。 

講習の概要： 

① 熊本市の学校検尿の現状 

② よく見る尿異常とこどもの腎臓病 

③ 学校生活管理指導表と学校における管理や注意点 

④ （時間があれば検尿実習） 

形態 講義（実習） 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 11570 領域名 選択 開設講習名 

特別な支援が必要な 

児童・生徒への支援 

-社会性を育む心理劇の理論と実際- 

会場 八代市厚生会館（八代市） 開設日 平成 30 年 9 月 9 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： 

特別な支援が必要な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、心理臨床学的視点から

児童・生徒の特性とその支援のあり方について整理する。さらモレノによって開発された心理劇という

集団心理療法の理論を学び、理解を深めることを目的とする。 

 

＊7 月 21 日の「特別な支援が必要な児童・生徒への支援-社会性を育む心理劇の理論と実際-」講習は 

同一内容ですので、重複受講はできません。 

 

9 

月 

9 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
特別支援教育と心理劇 

（理論と実践） 
担当者 髙原 朗子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

特別な支援が必要な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、支援技法である心理劇

という集団心理療法の理論を学び、理解を深めることを目標とする。 

講習の概要： 

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、心理臨床学的視点から児童･生徒の特

性とその支援のあり方について整理する。さらにモレノによって開発された心理劇という集団心

理療法の技法の理論について学ぶ。 

次に、実際に心理劇の技法を講習者全員が体験する。さらに、実際に特別な支援が必要な児童･

生徒にどのようにこの技法を応用できるかについて皆で検討する。さらに、心理劇を利用した支

援者研修の在り方についても紹介する。 

形態 講義・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 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： 

実際に心理劇を体験するので、動きやすい服装（靴）で来ること。 

 



講習コード 11571 領域名 選択 開設講習名 

特別な支援が必要な 

児童・生徒への支援 

-社会性を育む心理劇の理論と実際- 

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 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： 

特別な支援が必要な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、心理臨床学的視点から

児童・生徒の特性とその支援のあり方について整理する。さらモレノによって開発された心理劇という

集団心理療法の理論を学び、理解を深めることを目的とする。 

  

＊9 月 9 日の「特別な支援が必要な児童・生徒への支援-社会性を育む心理劇の理論と実際-」講習は 

同一内容ですので、重複受講はできません。 

 

7 

月 

21 

日 

(土) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
特別支援教育と心理劇 

（理論と実践） 
担当者 髙原 朗子（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

特別な支援が必要な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、支援技法である心理劇

という集団心理療法の理論を学び、理解を深めることを目標とする。 

講習の概要： 

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、心理臨床学的視点から児童･生徒の特

性とその支援のあり方について整理する。さらにモレノによって開発された心理劇という集団心

理療法の技法の理論について学ぶ。 

次に、実際に心理劇の技法を講習者全員が体験する。さらに、実際に特別な支援が必要な児童･

生徒にどのようにこの技法を応用できるかについて皆で検討する。さらに、心理劇を利用した支

援者研修の在り方についても紹介する。 

形態 講義・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 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： 

実際に心理劇を体験するので、動きやすい服装（靴）で来ること。 

 



講習コード 11572 領域名 選択 開設講習名 
対人関係スキルアップ･ 

トレーニング 

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、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

  受講者のコミュニケーション・スキルに焦点を当てながら、教師のリーダーシップや対人関係力を向

上するためのトレーニングを実施する。 

 

 ① 集団との関わりを通して人間理解を図るグループダイナミックス（集団力学）で得られた知見を提

供する。これによって、人間行動を分析する視点とノウハウを学ぶ。 

 ② グループワークを中心にして、学校で活用できる実践的な対人関係力とリーダーシップ力を身につ

ける。 

 

  ＊7月 22日、7月 29 日、8月 3日、8月 5日、8月 16 日、8月 19 日、8月 26 日及び 9月 9日の 

「対人関係スキルアップ・トレーニング」講習と同一内容ですので、重複受講はできません。 

7 

月 

8 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 対人関係スキルアップ・トレーニング 担当者 吉田 道雄（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 あらゆる教師の活動には対人関係スキルの充実が求められている。その基礎としてコミュニケ

ーション・スキルの向上を図り、さらには学校におけるリーダーシップが発揮できる実践力を身

につける。 

 

＊本講習は午前と午後の 6時間を設定しており、全体を通して上記の目標を達成する。 

講習の概要： 

  はじめに、対人関係とコミュニケーションのあり方について情報を提供する。そうした知識を

もとに、コミュニケーション・スキルの向上を目指したグループ・ワークを導入する。その後に、

教師として自分に求められている「リーダーシップ行動」をグループメンバーとともに分析し、

最終的には教育の場で実践する「行動目標」を設定する。 

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。 

 



講習コード 11573 領域名 選択 開設講習名 
対人関係スキルアップ･ 

トレーニング 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 月 22 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、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

  受講者のコミュニケーション・スキルに焦点を当てながら、教師のリーダーシップや対人関係力を向

上するためのトレーニングを実施する。 

 

 ① 集団との関わりを通して人間理解を図るグループダイナミックス（集団力学）で得られた知見を提

供する。これによって、人間行動を分析する視点とノウハウを学ぶ。 

 ② グループワークを中心にして、学校で活用できる実践的な対人関係力とリーダーシップ力を身につ

ける。 

 

  ＊7月 8日、7月 29 日、8月 3日、8月 5日、8月 16 日、8月 19 日、8月 26 日及び 9月 9日の 

「対人関係スキルアップ・トレーニング」講習と同一内容ですので、重複受講はできません。 

7 

月 

22 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 対人関係スキルアップ・トレーニング 担当者 吉田 道雄（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 あらゆる教師の活動には対人関係スキルの充実が求められている。その基礎としてコミュニケ

ーション・スキルの向上を図り、さらには学校におけるリーダーシップが発揮できる実践力を身

につける。 

 

＊本講習は午前と午後の 6時間を設定しており、全体を通して上記の目標を達成する。 

講習の概要： 

  はじめに、対人関係とコミュニケーションのあり方について情報を提供する。そうした知識を

もとに、コミュニケーション・スキルの向上を目指したグループ・ワークを導入する。その後に、

教師として自分に求められている「リーダーシップ行動」をグループメンバーとともに分析し、

最終的には教育の場で実践する「行動目標」を設定する。 

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。 

 



講習コード 11574 領域名 選択 開設講習名 
対人関係スキルアップ･ 

トレーニング 

会場 熊本県立天草青年の家（上天草市） 開設日 平成 30 年 7 月 29 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、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

  受講者のコミュニケーション・スキルに焦点を当てながら、教師のリーダーシップや対人関係力を向

上するためのトレーニングを実施する。 

 

 ① 集団との関わりを通して人間理解を図るグループダイナミックス（集団力学）で得られた知見を提

供する。これによって、人間行動を分析する視点とノウハウを学ぶ。 

 ② グループワークを中心にして、学校で活用できる実践的な対人関係力とリーダーシップ力を身につ

ける。 

 

  ＊7月 8日、7月 22 日、8月 3日、8月 5日、8月 16 日、8月 19 日、8月 26 日及び 9月 9日の 

「対人関係スキルアップ・トレーニング」講習と同一内容ですので、重複受講はできません。 

7 

月 

29 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 対人関係スキルアップ・トレーニング 担当者 吉田 道雄（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 あらゆる教師の活動には対人関係スキルの充実が求められている。その基礎としてコミュニケ

ーション・スキルの向上を図り、さらには学校におけるリーダーシップが発揮できる実践力を身

につける。 

 

＊本講習は午前と午後の 6時間を設定しており、全体を通して上記の目標を達成する。 

講習の概要： 

  はじめに、対人関係とコミュニケーションのあり方について情報を提供する。そうした知識を

もとに、コミュニケーション・スキルの向上を目指したグループ・ワークを導入する。その後に、

教師として自分に求められている「リーダーシップ行動」をグループメンバーとともに分析し、

最終的には教育の場で実践する「行動目標」を設定する。 

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。 

 



講習コード 11575 領域名 選択 開設講習名 
対人関係スキルアップ･ 

トレーニング 

会場 山江村農村環境改善センター（山江村） 開設日 平成 30 年 8 月 3 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、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

  受講者のコミュニケーション・スキルに焦点を当てながら、教師のリーダーシップや対人関係力を向

上するためのトレーニングを実施する。 

 

 ① 集団との関わりを通して人間理解を図るグループダイナミックス（集団力学）で得られた知見を提

供する。これによって、人間行動を分析する視点とノウハウを学ぶ。 

 ② グループワークを中心にして、学校で活用できる実践的な対人関係力とリーダーシップ力を身につ

ける。 

 

  ＊7月 8日、7月 22 日、7月 29 日、8月 5日、8月 16 日、8月 19 日、8月 26 日及び 9月 9日の 

「対人関係スキルアップ・トレーニング」講習と同一内容ですので、重複受講はできません。 

8 

月 

3 

日 

(金) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 対人関係スキルアップ・トレーニング 担当者 吉田 道雄（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 あらゆる教師の活動には対人関係スキルの充実が求められている。その基礎としてコミュニケ

ーション・スキルの向上を図り、さらには学校におけるリーダーシップが発揮できる実践力を身

につける。 

 

＊本講習は午前と午後の 6時間を設定しており、全体を通して上記の目標を達成する。 

講習の概要： 

  はじめに、対人関係とコミュニケーションのあり方について情報を提供する。そうした知識を

もとに、コミュニケーション・スキルの向上を目指したグループ・ワークを導入する。その後に、

教師として自分に求められている「リーダーシップ行動」をグループメンバーとともに分析し、

最終的には教育の場で実践する「行動目標」を設定する。 

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。 

 



講習コード 11576 領域名 選択 開設講習名 
対人関係スキルアップ･ 

トレーニング 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 5 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、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

  受講者のコミュニケーション・スキルに焦点を当てながら、教師のリーダーシップや対人関係力を向

上するためのトレーニングを実施する。 

 

 ① 集団との関わりを通して人間理解を図るグループダイナミックス（集団力学）で得られた知見を提

供する。これによって、人間行動を分析する視点とノウハウを学ぶ。 

 ② グループワークを中心にして、学校で活用できる実践的な対人関係力とリーダーシップ力を身につ

ける。 

 

  ＊7月 8日、7月 22 日、7月 29 日、8月 3日、8月 16 日、8月 19 日、8月 26 日及び 9月 9日の 

「対人関係スキルアップ・トレーニング」講習と同一内容ですので、重複受講はできません。 

8 

月 

5 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 対人関係スキルアップ・トレーニング 担当者 吉田 道雄（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 あらゆる教師の活動には対人関係スキルの充実が求められている。その基礎としてコミュニケ

ーション・スキルの向上を図り、さらには学校におけるリーダーシップが発揮できる実践力を身

につける。 

 

＊本講習は午前と午後の 6時間を設定しており、全体を通して上記の目標を達成する。 

講習の概要： 

  はじめに、対人関係とコミュニケーションのあり方について情報を提供する。そうした知識を

もとに、コミュニケーション・スキルの向上を目指したグループ・ワークを導入する。その後に、

教師として自分に求められている「リーダーシップ行動」をグループメンバーとともに分析し、

最終的には教育の場で実践する「行動目標」を設定する。 

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。 

 



講習コード 11577 領域名 選択 開設講習名 
対人関係スキルアップ･ 

トレーニング 

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 16 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、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

  受講者のコミュニケーション・スキルに焦点を当てながら、教師のリーダーシップや対人関係力を向

上するためのトレーニングを実施する。 

 

 ① 集団との関わりを通して人間理解を図るグループダイナミックス（集団力学）で得られた知見を提

供する。これによって、人間行動を分析する視点とノウハウを学ぶ。 

 ② グループワークを中心にして、学校で活用できる実践的な対人関係力とリーダーシップ力を身につ

ける。 

 

  ＊7月 8日、7月 22 日、7月 29 日、8月 3日、8月 5日、8月 19 日、8月 26 日及び 9月 9日の 

「対人関係スキルアップ・トレーニング」講習と同一内容ですので、重複受講はできません。 

8 

月 

16 

日 

(木) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 対人関係スキルアップ・トレーニング 担当者 吉田 道雄（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 あらゆる教師の活動には対人関係スキルの充実が求められている。その基礎としてコミュニケ

ーション・スキルの向上を図り、さらには学校におけるリーダーシップが発揮できる実践力を身

につける。 

 

＊本講習は午前と午後の 6時間を設定しており、全体を通して上記の目標を達成する。 

講習の概要： 

  はじめに、対人関係とコミュニケーションのあり方について情報を提供する。そうした知識を

もとに、コミュニケーション・スキルの向上を目指したグループ・ワークを導入する。その後に、

教師として自分に求められている「リーダーシップ行動」をグループメンバーとともに分析し、

最終的には教育の場で実践する「行動目標」を設定する。 

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。 

 



講習コード 11578 領域名 選択 開設講習名 
対人関係スキルアップ･ 

トレーニング 

会場 国立阿蘇青少年交流の家（阿蘇市） 開設日 平成 30 年 8 月 19 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、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

  受講者のコミュニケーション・スキルに焦点を当てながら、教師のリーダーシップや対人関係力を向

上するためのトレーニングを実施する。 

 

 ① 集団との関わりを通して人間理解を図るグループダイナミックス（集団力学）で得られた知見を提

供する。これによって、人間行動を分析する視点とノウハウを学ぶ。 

 ② グループワークを中心にして、学校で活用できる実践的な対人関係力とリーダーシップ力を身につ

ける。 

 

  ＊7月 8日、7月 22 日、7月 29 日、8月 3日、8月 5日、8月 16 日、8月 26 日及び 9月 9日の 

「対人関係スキルアップ・トレーニング」講習と同一内容ですので、重複受講はできません。 

8 

月 

19 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 対人関係スキルアップ・トレーニング 担当者 吉田 道雄（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 あらゆる教師の活動には対人関係スキルの充実が求められている。その基礎としてコミュニケ

ーション・スキルの向上を図り、さらには学校におけるリーダーシップが発揮できる実践力を身

につける。 

 

＊本講習は午前と午後の 6時間を設定しており、全体を通して上記の目標を達成する。 

講習の概要： 

  はじめに、対人関係とコミュニケーションのあり方について情報を提供する。そうした知識を

もとに、コミュニケーション・スキルの向上を目指したグループ・ワークを導入する。その後に、

教師として自分に求められている「リーダーシップ行動」をグループメンバーとともに分析し、

最終的には教育の場で実践する「行動目標」を設定する。 

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。 

 



講習コード 11579 領域名 選択 開設講習名 
対人関係スキルアップ･ 

トレーニング 

会場 九州看護福祉大学（玉名市） 開設日 平成 30 年 8 月 26 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、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

  受講者のコミュニケーション・スキルに焦点を当てながら、教師のリーダーシップや対人関係力を向

上するためのトレーニングを実施する。 

 

 ① 集団との関わりを通して人間理解を図るグループダイナミックス（集団力学）で得られた知見を提

供する。これによって、人間行動を分析する視点とノウハウを学ぶ。 

 ② グループワークを中心にして、学校で活用できる実践的な対人関係力とリーダーシップ力を身につ

ける。 

 

  ＊7月 8日、7月 22 日、7月 29 日、8月 3日、8月 5日、8月 16 日、8月 19 日及び 9月 9日の 

「対人関係スキルアップ・トレーニング」講習と同一内容ですので、重複受講はできません。 

8 

月 

26 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 対人関係スキルアップ・トレーニング 担当者 吉田 道雄（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 あらゆる教師の活動には対人関係スキルの充実が求められている。その基礎としてコミュニケ

ーション・スキルの向上を図り、さらには学校におけるリーダーシップが発揮できる実践力を身

につける。 

 

＊本講習は午前と午後の 6時間を設定しており、全体を通して上記の目標を達成する。 

講習の概要： 

  はじめに、対人関係とコミュニケーションのあり方について情報を提供する。そうした知識を

もとに、コミュニケーション・スキルの向上を目指したグループ・ワークを導入する。その後に、

教師として自分に求められている「リーダーシップ行動」をグループメンバーとともに分析し、

最終的には教育の場で実践する「行動目標」を設定する。 

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。 

 



講習コード 11580 領域名 選択 開設講習名 
対人関係スキルアップ･ 

トレーニング 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 9 月 9 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、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

  受講者のコミュニケーション・スキルに焦点を当てながら、教師のリーダーシップや対人関係力を向

上するためのトレーニングを実施する。 

 

 ① 集団との関わりを通して人間理解を図るグループダイナミックス（集団力学）で得られた知見を提

供する。これによって、人間行動を分析する視点とノウハウを学ぶ。 

 ② グループワークを中心にして、学校で活用できる実践的な対人関係力とリーダーシップ力を身につ

ける。 

 

  ＊7月 8日、7月 22 日、7月 29 日、8月 3日、8月 5日、8月 16 日、8月 19 日及び 8月 26 日の 

「対人関係スキルアップ・トレーニング」講習と同一内容ですので、重複受講はできません。 

9 

月 

9 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 対人関係スキルアップ・トレーニング 担当者 吉田 道雄（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 あらゆる教師の活動には対人関係スキルの充実が求められている。その基礎としてコミュニケ

ーション・スキルの向上を図り、さらには学校におけるリーダーシップが発揮できる実践力を身

につける。 

 

＊本講習は午前と午後の 6時間を設定しており、全体を通して上記の目標を達成する。 

講習の概要： 

  はじめに、対人関係とコミュニケーションのあり方について情報を提供する。そうした知識を

もとに、コミュニケーション・スキルの向上を目指したグループ・ワークを導入する。その後に、

教師として自分に求められている「リーダーシップ行動」をグループメンバーとともに分析し、

最終的には教育の場で実践する「行動目標」を設定する。 

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。 

 



講習コード 11581 領域名 選択 開設講習名 
学校における 

カウンセリングマインド 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 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 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 

講習内容： 

  学校における様々な問題に対応するためのカウンセリングマインドについて学ぶ。まず、カウンセリ

ングの基本を理論と演習で学び、次にカウンセリングマインドを活かしたコミュニケーションや学級づ

くりについて体験的に学習する。さらに被害に遭った子どもと保護者への支援について理解を深める。 

7 

月 

29 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
学校におけるカウンセリング

マインド 
担当者 浦野 エイミ（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

① カウンセリングおよびカウンセリングマインドの意義と実際を体験的に学ぶ。 

② カウンセリングマインドを活かしたコミュニケーションを体験的に学ぶ。 

③ 学級づくりの方法の一つである「育てるカウンセリング」の理論と実際を学ぶ。 

④ カウンセリングマインドを特に必要とする問題への対応について理解を深める。 

講習の概要： 

① カウンセリングマインドを理解するためにカウンセリング技法を理論と演習で学ぶ。 

② コミュニケーションのために必要な自己理解、他者理解（共感的理解）、心の健康について

演習を通して理解を深める。 

③ 学級づくりの方法の一つである「育てるカウンセリング」（構成的グループエンカウンター）

の理論と意義について体験を通して学ぶ。 

④ カウンセリングマインドが必要とされる犯罪被害に遭った子どもやその保護者への対応に

ついて学び、理解を深める。 

 

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 11582 領域名 選択 開設講習名 
体験活動の教育的意義と集団宿泊

学習における企画立案の実際 

会場 国立阿蘇青少年交流の家（阿蘇市） 開設日 

平成 30 年 10 月 27 日～ 

平成 30 年 10 月 28 日 

※宿泊型（1泊 2日）の講習 

時間数 12 時間 受講定員 40 人 受講料 12,000 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： 

現代の子どもたちを取り巻く社会状況は急速に変化している。これらの変化に対応するために、指導

者が意図して経験させる集団での生活経験や自然体験活動の必要性が増してきている。 

本講習では、1日目の午前中に行う発達段階に応じた体験活動の必要性に関する講義、午後からのア

イスブレイクの手法や野外調理を通して、指導技術や安全管理等、集団宿泊学習における指導方法を学

ぶ。また、2日目の午前中は体験活動の効果や指導上の留意点について講義を行い、午後からは実際に

企画立案を行う。 

10 

月 

27 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 教育課程と体験活動の関連性 担当者 中川 保敬（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

自然体験活動の小・中学校の教育課程での位置づけや国の青少年体験活動の方向性について理

解する。また、青少年教育の課題や発達段階に応じた体験活動の必要性、意義、人間形成に期待

される効果について理解を深めるとともに安全対策について理解する。 

講習の概要 

1.自然体験活動の小中学校の教育課程の位置づけと国の青少年体験活動の方向性について理解

する。また、青少年教育の課題や発達段階に応じた体験活動の必要性について理解する。 

2.野外活動の意義や人間形成に期待される効果について研究調査に基づいて理解を深める。 

さらに野外活動の安全対策についてもそのあり方を考える。 

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 

27 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 
自然体験活動と仲間作り 

野外調理の実際 
担当者 

安部 信吾・山下 正晃 

(国立阿蘇青少年交流の家） 

講習の到達目標及びテーマ： 

前半:レクリエーションの展開や仲間作りの支援のあり方について演習を通して理解する。 

    （アイスブレイク、レクリエーションの技術の体得） 

後半:体験活動における野外調理の位置づけや、野外調理時の安全管理について理解する。 

講習の概要： 

  前半:仲間づくりにおけるレクリエーションの意義やグループの有効性を活かした効果的な展

開や支援の仕方について、実際に受講者どうしで仲間づくりをしながら学ぶ。 

  後半:演習を通して薪割り、薪の組み方等の基本的技術や野外調理時における安全管理を学ぶ。 

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 要 

評価： 

 2 日目午後の講習時に、あらかじめ掲げたキーワードを用いての筆記試験（100 点満点）を、講

習時間内に 30分程度実施する。  

講習受講希望者への事前連絡： 

体育館用シューズ、長袖・長ズボン（化繊でないもの）、軍手、エプロン、三角巾（バンダナ・

帽子可）などを持参してください。 



10 

月 

28 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 体験活動の教育的意義 担当者 古賀 倫嗣（教育学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

学習指導要領における「体験活動」の位置づけを明らかにし、その教育的な効果及び指導上の

留意点について講述する。学校における体験活動に関する児童・生徒理解力と実践的指導力のス

キルアップが到達目標である。 

講習の概要： 

学習指導要領において「体験活動」が重要視される社会的な背景（教育問題）、「開かれた学校

づくり」「信頼される学校づくり」を目指す学校マネジメント（学校教育課題）を明らかにする

とともに、「地域と学校の連携・協働」の視点からその解決・改善に向けた方策（教育実践）の

取り組みについて講述する。 

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）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 集団宿泊学習の計画・立案 担当者 
安部 信吾・山下 正晃 

(国立阿蘇青少年交流の家) 

講習の到達目標及びテーマ： 

集団宿泊学習におけるプログラム立案の留意点や体験活動の具体的効果を講義によって確認

し、演習によってプログラムの計画・立案についての理解を深める。 

 

講習の概要： 

  講義：現代社会における子どもたちの現状    

     自然体験活動の意義と具体的効果 

     自然体験活動の教材化 

 

  演習：プログラムの企画の方法・手順 

     教育課程と連動したプログラムの企画立案 

     プログラムの評価 

     チェックリストの活用 

 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 体験の風をおこそう１ ※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分程度実施する。 

（あらかじめ掲げたキーワードを用いての筆記試験） 

講習受講希望者への事前連絡： 

 ｢体験の風をおこそう」の書籍をテキストとして用いる。 

 



講習コード 11583 領域名 選択 開設講習名 
植物を通じて心と身体の 

バランスを考える 

会場 国立阿蘇青少年交流の家（阿蘇市） 開設日 平成 30 年 10 月 13 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 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： 

植物は人間の生活の中に無意識、意識に共生している生き物である。人は植物の花を見て綺麗だと感

じ、植物の料理を食べて美味しいと感じ、心を動かす。また、新しい芽を観て命を感じる。野菜・果物、

薬用植物、有毒植物、雑草などが身近に存在する四季の植物の移り変わりに心を踊らせ身近な植物を観

察し、知ることで気が少しでも上向き、心身が元気（元に気、体調）に近づくことができる。植物を通

して、心と身体のバランスを考えるとともに、講習を通して道徳的意識や、心の働きを豊かにするため

の情操教育に寄付することを目的とする。「楽しく植物と接していただきます」 

10 

月 

13 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 身近な植物を知る 担当者 矢原 正治（熊本大学非常勤講師） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1.身近にある植物、雑草にも名前があることを知る。 

2.身近な有用植物について説明する。 

3.植物の特徴、面白さを説明する。 

4.有毒植物との付き合い方。 

講習の概要： 

1.まず、スライド見てもらう。実物を手に取って観察する。 

2.有毒植物の利用方法・付き合い方を概説する。 

3.身近な有用植物、有毒植物を皆さんであげていただく。 

4.里山について概説する。 

5.天気がよければ、昼、お弁当を外で食べませんか？  

形態 講義・野外演習 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、午後の講習最後に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

1.身近な有用植物、有毒植物を各 5個以上、自分の良い所を 10個以上、調べて来てください。 

2．「くらしの中の薬草」（500 円）の中の内容を説明します。当日見て気に入れば購入してください。 

10 

月 

13 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 身近な植物を知る 担当者 矢原 正治（熊本大学非常勤講師） 

講習の到達目標及びテーマ： 

  何気なく通り過ぎている足下の雑草にも名前があり、機能性を持っている有用植物が沢山あり

ます。また、紅葉・黄葉の色の変化、植物の部位の面白さ、有毒植物などを実際に観察し、発見

に心を動かしていただきます。新しいことを知り、感動し、実際にモノに触れ、野外を歩くこと

で、心身のバランスを普通に保てるようにします。 

講習の概要： 

阿蘇の草原で、秋の花々、植物を観、触り、香り、味わい、五感をフル活用することで「心身

のバランスの変化」を感じていただきます。 

形態 野外での観察 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、講習の最後に 30分程度実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

 1.携帯の筆記用具、デジカメを持参してください。  

2.弁当を持参して下さい（天気がよければ外で食べます） 

3.少しアップダウンのある道を歩きますので、それに対応できる靴、服装でお願いします。 

4．「くらしの中も薬草」（500 円）の本を販売します。当日見て気に入れば購入してください。 

 



 

講習コード 11584 領域名 選択 開設講習名 
児童生徒の理解と対応 

(特別支援教育・生徒指導） 

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 40 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・中学校教諭、 

養護教諭 

講習内容： 

｢生きる力｣の育成をめざす上で、特別支援教育と生徒指導は極めて重要な視点である。しかし、

社会や教育環境の変化などに伴い、その対応が大変困難な課題になることがある。そこで、その関

わり方を多数の実例から考察するとともに、演習や班別協議等によって実践的指導力の向上を図る。 

10 

月 

6 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 特別支援教育について 担当者 三谷 貴子（熊本市教育委員会） 

講習の到達目標及びテーマ： 

｢特別支援教育を推進するための実践力を高める｣ 

1.特別支援教育の理念と背景を知る 

2.通常の学級における支援の実際を知る 

3.校内支援体制が機能するための方法を考える 

講習の概要： 

平成 19 年度に特別支援教育がスタートして以降、小中学校等の学校現場において、校内

委員会や校内支援体制の整備、特別支援教育の視点をいかした学級づくり・授業づくりなど、

特別支援教育に関する取組は進んできた。しかし、支援体制が機能し、ニーズに応じた支援

が提供されているかというと課題も多い。これらの課題を整理し、特別な教育的支援を必要

とする児童生徒に対して、一人の教員としてどのように関わるとよいのかを考える。 

形態 講義・演習・班別協議等 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 生徒指導について 担当者 勝田 広幸（熊本市教育委員会） 

講習の到達目標及びテーマ： 

「生徒指導の実践力を高める」 

1.いじめ･不登校･問題行動の理解 

2.保護者や関係機関との連携 

3.学級経営や授業等での生徒指導 

講習の概要： 

いじめ･不登校･問題行動の現状を分析し、その背景に応じた生徒指導について考察し、保

護者や関係機関との連携、学級経営や授業の中で進める生徒指導の在り方を講義と演習を通

して、今後の生徒指導に実践的に活かせるようにする。 

形態 講義・演習・班別協議等 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 11585 領域名 選択 開設講習名 
コミュニケーション力の根幹としての

英文法・演劇の可能性 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 25 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・中学校及び高等学校英語科教諭 

講習内容： 

新学習指導要領に付記された配慮事項である、文法指導はコミュニケーションの土台として用語や語法の

学習に留まらないようにする指導、とはどのように行えばいいのでしょうか。 

例えば「単語や熟語が覚えられません！」という学習者に対してどのような助言を与えていますか？「未

来の will に過去形の would って一体全体何なのですか？」という質問にどのように答えますか？「close 

distance ってなぜ誤りなのですか？」といった疑問を解決するにはどうすれば良いのでしょうか。形式的説

明や「丸」暗記に依存することなく、コミュニケーション力の「基部」となるような文法（語彙学習も含め

ます）指導の可能性を探りましょう。 

午前の部は、担当教員が実際に学習者からでた質問を紹介し、その解説について議論したいと思います。

そのため、グループ活動なども取り入れ、参加者の経験や活動事例も紹介し、グループで議論し発表する時

間も確保する予定です。 

午後の部は、担当教員が演劇の約束事の中で言語がどのように生かされているか、シェイクスピアの台詞

術を中心に講義します。 

8 

月 

25 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ コミュニケーション力と文法力 担当者 平野 順也（大学院人文社会科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1.コミュニケーション力と文法・語彙力の関係を理解する。 

2.コミュニケーション力の根幹としての文法・語彙力について理解を深めることができる。 

3.コミュニケーション力の根幹としての文法・語彙力について実用的な知識を習得する。 

4.習得した実用的な知識をもとに、教授法を計画することができる。 

講習の概要： 

1.コミュニケーション力について 

 2.コミュニケーション力と文法・語彙力の関係について 

 3.学習者からの質問の紹介、その解決策について議論 

 4.コミュニケーション力を支える文法・語彙力について、グループ活動・発表 

形態 講義＋体験型 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： 

修了認定のための評価はグループ活動、発表内容をもとにおこないます。 

講習受講希望者への事前連絡： 

辞典をご持参ください。 

8 

月 

25 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ シェイクスピアと演劇の言語 担当者 松岡 浩史（大学院人文社会科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1.聴覚メディアとしての演劇の成立と特徴を理解する。 

2.現代英語の成立に至る過程と背景を理解する。 

3.シェイクピア作品における台詞（コミュニケーション）の構造について理解を深めることがで

きる。 

4.ルネサンス期英国の文化背景と社会コードについて理解を深めることができる。 

講習の概要： 

1.娯楽産業としての芝居小屋の成立とその構造について 

2.ルネサンスと活版印刷術がもたらした英語大変革について 

3.『ロミオとジュリエット』『マクベス』『ハムレット』『オセロー』『ジュリアス・シーザー』各

作品における台詞（コミュニケーション）の構造の解説 

4.ルネサンス期の文化背景についての概説 

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： 

講習の最後に実施する試験によって評価します。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



 

講習コード 11586 領域名 選択 開設講習名 歴史学の最前線 

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 50 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社会科教諭 

講習内容： 

1)国際教育と愛国（愛郷）教育がそれぞれ別の文脈から要請されている今日の社会情勢を眺めつつ、歴

史教育の役割に対する再検討を行う。 

2)2 人の担当者が紹介する、世界史（中国史）と日本史（近現代史）それぞれの学問分野における 

最新の研究動向を踏まえながら、2つの方向性の共存可能性を探る。 

7 

月 

15 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 中国史研究の最前線 担当者 小林 晃（大学院人文社会科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 世界第 2位の経済大国となり日増しに影響力を増大させている現代中国は、日本人にとってき

わめて分かりにくい国であるが、それは中国が歴史的に形成された国であるからにほかならな

い。本講義では中国史研究の最新動向を紹介しつつ、中国の形成過程を理解することを目指す。 

講習の概要： 

一国一民族の視点からは理解しがたい中国の形成過程について、各時代の重要と思われる歴史

事象を取り上げつつ論じていく。また汚職や賄賂など、現代中国で問題化しているテーマについ

ても、歴史学的な視点からなぜそのようなことが横行するのかを解説していきたい。 

形態 講義 予備知識 □不要 ☑ある程度必要 □必要 

テキスト なし。 ※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 近代日本思想史研究の最前線 担当者 鈴木 啓孝（大学院人文社会科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

日本近代史のなかでも特に思想史分野にスポットを当て最新の研究動向を紹介する。具体的な

素材として福沢諭吉をとりあげる。今世紀以後の福沢研究と巷間に流布する福沢のイメージ、そ

れぞれの分裂状況を概観しつつ、歴史教育で福沢をどう扱うべきかについての考えを深める。 

講習の概要： 

 近代日本思想史を専門とする講師の講義を踏まえて、来場者同士の相互討論も行う。講師は韓

国の大学での勤務経験をもっているため、日本国内のみならず海外（特に東アジア地域）での福

沢のイメージ、及び日本近代史のイメージにも目を配りながらの講義と討論になる予定である。 

形態 講義＋討論 予備知識 □不要 ☑ある程度必要 □必要 

テキスト なし。 ※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 11587 領域名 選択 開設講習名 地域研究の方法論 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 11 月 11 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 中学校及び高等学校社会科教諭 

講習内容： 

地域環境や地域文化に関する研究の方法論を、地域社会学・民俗学の担当教員が、それぞれの体験を

もとに紹介する。地域資源の教材化や、アクティブラーニングに対応した野外学習活動等の地域学習の

新しい可能性・方法について考察する。 

11 

月 

11 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 地域環境の研究法 担当者 牧野 厚史（大学院人文社会科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

  本講習では人文社会系学問、特に地域社会学による地域環境の研究・調査・学習の方法を紹介

します。地域の環境とは生活者（地域住民）が日常生活に利用してきた二次的自然としての環境

です。本講習では、そうした二次的自然と関わる人の暮らしに視点をおいて、地域の環境につい

ての理解を深めます。 

講習の概要： 

阿蘇地域の草地環境、そして豊かな水環境は、幾世代にもわたって行われてきた畜産や稲作と

いった生業と結びついています。住民の生活の暦の中にも草地の火入れや、水使いの作法などが

伝承され、地域の環境は変化しながらも維持されてきました。阿蘇の事例等を元に、地域の環境

を調査し理解するための要点を整理し、方法論として提示します。 

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、講習時間内に実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

11 

月 

11 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 地域文化調査とその効果 担当者 山下 裕作（大学院人文社会科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

本講習では民俗学が行う伝承文化調査について紹介します。民俗調査の方法と、民俗調査が持

つ意味、そして意外に実践的な効果について具体的な事例を用いながらお話しします。 

身近な地域の身近な伝承文化に関心をもち、その意義を理解し、文化の伝達継承への意欲を持

っていただけるような内容を目指します。 

講習の概要： 

島根県・広島県・熊本県等で講師が行ってきた民俗調査を事例にして、調査の経緯と結果（効

果）を紹介し、そこから民俗調査の意味を考察します。 

さらにモバイル PC やスマホによる地域文化の調査と記録・保存という最新の民俗調査方法に

ついてもお話しします。 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト なし。 ※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 11588 領域名 選択 開設講習名 租税教育の必要性 

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 50 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教諭 

講習内容： 

国や地方公共団体の財政収入を支える租税制度の円滑な運用のためには、広く国民を対象とするいわ

ゆる社会教育において啓蒙活動を一層推進する必要があるとともに、次代を担う生徒たちに租税の意義

及び内容を十分に理解する機会をもってもらうことが重要であると考えられることから、普段生徒たち

の教育・指導に携わっておられる先生方に租税とは何かやその基本原理及び現代的課題などの重要事項

を理解してもらう内容とする。 

 

8 

月 

29 

日 

(水) 

 

午 

前 

講習テーマ 租税教育の必要性 担当者 山崎 広道（大学院人文社会科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

租税とは何かについてわかりやすく説明することができることを到達目標とする。 

・「租税の意義と知っておくべき基礎理論」 

 

講習の概要： 

我が国の財政事情を解説し、租税の意義、租税法律主義、租税公平主義、租税法律関係、租税

法の解釈と適用等の租税法の基礎理論について、具体的事例を盛り込んで解りやすく説明する。 

                    

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 租税教育の必要性 担当者 山崎 広道（大学院人文社会科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

日常生活に関わりの深い税金について理解することを到達目標とする。 

・「こんな時は、どんな税金が・・・」 

講習の概要： 

所得税・消費税・相続贈与税など日常生活と関わりの深い税金について、その内容を理解する

とともに、近時の租税裁判例などを参考に、租税を知ること及び教育の必要性について講義する。 

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 11589 領域名 選択 開設講習名 学校と法 

会場 国立阿蘇青少年交流の家（阿蘇市） 開設日 平成 30 年 9 月 16 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・ 

中学校及び高等学校教諭 

講習内容： 

学校現場において様々な場面で遭遇することとなる法律問題について、多角的に学びます。本講習の

前半では、学校事故が発生した時に生じる法律問題について具体例（様々なマイノリティの問題を扱う

予定です）を検討しながら学びます。後半では、「平等」とは何かについて、法律の規定を中心に説明

します。そして、学校現場で「平等」が具体的に問題となる場面について検討をします。そして、「平

等」が、「差別」へと結びつく場面について学び、その解決策を模索します。講習においては、講義形

式で行うだけではなく、グループワークで受講者同士が意見を交換できる機会を積極的に設けます。 

9 

月 

16 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 学校と法 担当者 朝田 とも子（大学院人文社会科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

・子どもの人権について学ぶ 

・学校事故（偶発的な学校事故のみならず体罰・いじめ・予防接種禍などを含みます）の構造に

ついて理解する。 

・「平等」とはいかなるものかを理解し、学校現場に実践に役立てる。 

・イジメや差別をなくすための基本的な考え方を習得する。 

 

柔軟な頭で考え、それを実践しようと思う気持ちが大切です。法律の細かい条文を読む能力の

獲得を目的とする講義ではございません。具体的な事例を通して豊かな教養を獲得し、考える力

を養うことを目的としています。 

講習の概要： 

1.法について基本的な事項を確認します。 

2.学校事故の構造について解説します。 

3.学校事故の防止策などを議論します。 

4．「平等」を素材に、学校現場における「平等」の意味について考えます。  

 

  本講習では、学校事故を中心に学校現場における法的問題について学びます。具体的な事例を

紹介しながら、問題の発見、解決策の模索についてグループワークを行いながら学びます。 

  本講習は、法についての基本的な事項の確認の点などにおいて、9 月 17 日（月）に開講予定

の「『いじめ』問題と法」と内容が一部重複する可能性があります。 

形態 講義＋体験型学習 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 11590 領域名 選択 開設講習名 「いじめ」問題と法 

会場 国立阿蘇青少年交流の家（阿蘇市） 開設日 平成 30 年 9 月 17 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・ 

中学校及び高等学校教諭 

講習内容： 

本講習では「いじめ」問題を法的な視点から学びます。まず、具体的な「いじめ」事例を検討し問題

を分析するところからはじめます。いじめの原因について意見交換をしながら問題を共有します。次に、

分析の結果をふまえ、「いじめ」問題への対処方法を法的観点から考えます。本講習では、講義形式で

行うだけではなく、グループワークで受講者同士が意見を交換できる機会を積極的に設けます。 

9 

月 

17 

日 

(月) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 「いじめ」問題と法 担当者 朝田 とも子（大学院人文社会科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

・子どもの人権について学ぶ 

・「いじめ」の構造について理解する。 

・「いじめ」を社会問題として捉える。 

・子どもの基本的人権について理解する。 

・法的思考を身につけ「いじめ」問題の対処方法を考える。 

 

柔軟な頭で考え、それを実践しようと思う気持ちが大切です。法律の細かい条文を読む能力の

獲得を目的とする講義ではございません。具体的な事例を通して豊かな教養を獲得し、考える力

を養うことを目的としています。 

講習の概要： 

・法について基本的な事項を確認します。 

・ 学校事故の構造について解説します。 

・「いじめ」の構造について学びます。 

・「いじめ」を社会問題として捉え、その問題について学びます。 

・ 基本的人権について学びます。  

 

  本講習では、「いじめ」問題を端緒として社会問題についても学びます。というのも、「いじめ」

問題の背景には貧困・差別などの社会問題が隠されていることが少なくないためです。柔軟な頭

で考え、それを実践しようと思う気持ちが大切です。法律の細かい条文を読む能力の獲得を目的

とする講義ではありません。具体的な事例を通して考える力を養うことを目的としています。 

  本講習は、法についての基本的な事項の確認の点などにおいて、9 月 16 日（日）に開講予定

の「学校と法」と内容が一部重複する可能性があります。 

形態 講義＋体験型学習  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 11591 領域名 選択 開設講習名 
本日開店！理科ショップ 

-物理・生物売場- 

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 30 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理科教諭 

講習内容： 

理科嫌いが叫ばれている昨今、子供達に理科を楽しく学習してもらうためにはどうしたらよいかを考

える機会をつくろうと考えています。物理では、最新の情報科学と理科実験との融合について解説しま

す。また、生物では、生命科学に係る分野の中から急速に発展している分子細胞生物学と生物多様性お

よび種の保全についてのテーマを解説します。 

8 

月 

29 

日 

(水) 

 

午 

前 

講習テーマ データ駆動科学入門 担当者 赤井 一郎 (パルスパワー科学研究所) 

講習の到達目標及びテーマ： 

21 世紀において一番活躍できるのは「データサイエンティスト」であると言われている。本

講習では、その鍵となるデータ駆動科学を理解する。具体的には、理科実験で扱うデータ処理へ

最新情報科学を適用し、理科教育におけるその有効性についても考える。 

講習の概要： 

講習の前半では、因果律を遡って自然現象の原因要素を推定する「ベイズ推定」の概論を講義

する。後半では、自然現象は少数の原因要素によって説明できる仮定に基づいてデータを解析す

る、「スパースモデリング」の概論を講義し、理科実験のデータ解析への適用法について講義す

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 生命科学の最前線 担当者 
谷 時雄 （大学院先端科学研究部） 

高野 博嘉（大学院先端科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

本講習では生命科学に関わる先端的な新しい知識や考え方をリニューアルして、生物の持つ

様々な特性を新しい知見を踏まえてさらに深く理解する。加えて、そうした知見をどのようにし

て生徒に伝えたらいいのかについても考える。 

講習の概要： 

授業の前半では谷が専門とする分子生物学分野の講義を中心に行い、特に親から子へ受け継が

れる遺伝子に関する最新の研究成果について講義する。後半では高野が専門とする植物細胞学を

中心に、現代社会が直面している遺伝子組換え植物について、その技術と現状を講義する。 

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 11592 領域名 選択 開設講習名 
本日開店！理科ショップ 

-化学・地学売場- 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 26 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・ 

中学校及び高等学校理科教諭 

講習内容： 

  有機化学の基礎に触れ、クモ、昆虫、魚、貝、ヘビなどの生物が創り出す強力な化学物質（毒）につ

いて写真と共に紹介。化学物質の構造・機能・利用法・対処法等も解説。教育現場で利用できる内容で、

身近な化学物質の存在に気づいてもらう。地学では、日々の生活に根ざす地域の地形・地質の成り立ち

とその特徴、それにより引き起こされる自然災害について解説。実際の授業に利用できる簡単な教材や

減災・防災に関する実習等を行う。 

8 

月 

26 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 生き物たちが創り出す化学物質 担当者 西野 宏（大学院先端科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

身近な自然界にも多様な化学物質が存在することを知ってもらうことが本講習の狙いである。

化学物質の構造・機能・利用法・対処法等を聞き、教育現場でもすぐに知識として利用・実践で

きることが目標である。 

講習の概要： 

有機化学の基礎に触れたのち、生物が創り出す強力な化学物質（毒）について生き物の写真と

共に紹介する。また、化学物質の構造・機能・利用法・対処法等を簡単に解説する。取り扱う生

き物：クモ類(セアカゴケグモ)や昆虫(ヒアリ)、魚類(フグなど)、貝類(ムール貝など)、ヘビ類

(マムシなど)、ドラッグ(モルヒネ・コカイン)など。 

形態 講義 予備知識 □不要 ☑ある程度必要 □必要 

テキスト 当日、プリント資料を配付する。 ※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： 

Power Point を使用してスクリーン上で説明する。筆記具や眼鏡等をご用意下さい。 

8 

月 

26 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 大地の恵みと自然の脅威 担当者 松田 博貴（大学院先端科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

身近な地学に関する知識と現象について理解すると共に、授業の中で教卓実験や生徒実験とし

て取り入れることが可能な実験・実習を、自ら体験することによって地学(理科)分野への興味を

持たせるための工夫について習得する。 

講習の概要： 

○身近な地学に関する知識と現象について理解する。 

○本格的な実習器具を使用することなく、身近な材料・器具を使った実習を紹介する。 

○地学現象の中でも自然災害について理解し、教育現場や日常生活の中で応用できる手法を紹介

する。 

形態 講義・実習 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、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 11593 領域名 選択 開設講習名 役に立たない数学 

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 50 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数学科教諭 

講習内容： 

世間では「数学は役に立たない」と言われていますが、数学教育が行われていない国は存在しません。 

そこで、数学を学ぶ理由をもう一度考え直す機会を作ろうと思います。 

このことで、数学を教える意義を再発見し、実際の授業に役立てられることを願っています。 

7 

月 

14 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 数学・算数を身近に感じよう 担当者 濱名 裕治（大学院先端科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

実生活に直接かかわる話題を通して、学校で学んだ算数・数学を見直します。身の回りには、

たくさんの「数学」が隠れていることを実感していただきたいと思います。 

講習の概要： 

コンビニエンスストアで手に入るようなものを題材に、実生活で疑問に思うようなことを取り

上げて、算数および数学を使って解決する過程を解説します。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 使用しない。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のため、講義時間内に 30分程度の筆記試験を行う。 

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 組合せ論散策 担当者 山田 裕史（大学院先端科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

カタラン数、分割数、対称群などの組合せ論の対象から題材を選び、数学の楽しみを 

再発見してもらう。数学を学ぶ意義を感じ取ってもらえるよう心がける。 

講習の概要： 

カタラン数、分割数など身近な整数列について、その本質に迫る考え方を述べたい。 

 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

テキスト 使用しない。 ※事前準備要否 否 

評価： 

修了認定のため、講義時間内に 30分程度の筆記試験を行う。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



講習コード 11594 領域名 選択 開設講習名 寄生虫の世界を覗いてみよう 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 5 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・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： 

近年、世界では様々な感染症が、話題になっている。日本では感染症、特に寄生虫による疾患は激減

したが、新しい寄生虫症も出現している。その歴史的な変遷を知ることで今後の対策に役立てることが

できる。また、多くの途上国で、リーシュマニア原虫感染症が蔓延しているが、この疾患を分子生物学

的手法でより正確な診断をし、適切な治療に結びつける新しい研究がなされている。このような現況を

理解し検討することで、新興感染症も含めて、生徒への感染症の啓蒙を促す。 

 

＊8 月 7 日の「寄生虫の世界を覗いてみよう」講習と同一内容ですので、重複受講はできません。 

 

8 

月 

5 

日 

(日) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 感染症特に寄生虫病の昨今 担当者 三森 龍之（大学院生命科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

寄生虫とは、どのようなものかを分類学的に知ってもらい、世界と日本の寄生虫病の現況の違

いを理解してもらう。このことから、感染症およびその対策など考えていただきたい。 

リーシュマニア症というひとつの原虫性疾患を通して、最新の診断学がどのような局面で使用

されているか、海外での疾患事情を知ることで、日本の学校教育にも生かしていただきたい。 

また、近年、新たに流行している感染症について知っていただきたい。   

 

講習の概要： 

1.寄生虫の種類ついて実物を見ながら分類学的に講義する。 

2.世界と日本の寄生虫病の現況の違いを理解してもらう。 

3.日本において、寄生虫病がどのようにして撲滅したかを講義する。 

4.リーシュマニア症について講義をおこなう。 

5.疾患の疫学の意義を検証してもらう。 

6.分子生物学的診断の意義についてリーシュマニア症を通して考えていただく。 

7.最新の診断法の説明をおこなう。 

8.近年話題となっている新興感染症について理解を深めてもらう。 

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 11595 領域名 選択 開設講習名 寄生虫の世界を覗いてみよう 

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 30 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： 

近年、世界では様々な感染症が、話題になっている。日本では感染症、特に寄生虫による疾患は激減

したが、新しい寄生虫症も出現している。その歴史的な変遷を知ることで今後の対策に役立てることが

できる。また、多くの途上国で、リーシュマニア原虫感染症が蔓延しているが、この疾患を分子生物学

的手法でより正確な診断をし、適切な治療に結びつける新しい研究がなされている。このような現況を

理解し検討することで、新興感染症も含めて、生徒への感染症の啓蒙を促す。 

 

＊8 月 5 日の「寄生虫の世界を覗いてみよう」講習と同一内容ですので、重複受講はできません。 

 

8 

月 

7 

日 

(火) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 感染症特に寄生虫病の昨今 担当者 三森 龍之（大学院生命科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

寄生虫とは、どのようなものかを分類学的に知ってもらい、世界と日本の寄生虫病の現況の違

いを理解してもらう。このことから、感染症およびその対策など考えていただきたい。 

リーシュマニア症というひとつの原虫性疾患を通して、最新の診断学がどのような局面で使用

されているか、海外での疾患事情を知ることで、日本の学校教育にも生かしていただきたい。 

また、近年、新たに流行している感染症について知っていただきたい。 

講習の概要： 

1.寄生虫の種類ついて実物を見ながら分類学的に講義する。 

2.世界と日本の寄生虫病の現況の違いを理解してもらう。 

3.日本において、寄生虫病がどのようにして撲滅したかを講義する。 

4.リーシュマニア症について講義をおこなう。 

5.疾患の疫学の意義を検証してもらう。 

6.分子生物学的診断の意義についてリーシュマニア症を通して考えていただく。 

7.最新の診断法の説明をおこなう。 

8.近年話題となっている新興感染症について理解を深めてもらう。 

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 11596 領域名 選択 開設講習名 
DNA を見てみよう 

〜中・高における遺伝子教育〜 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 
平成 30 年 8 月 9 日～ 

平成 30 年 8 月 10 日 

時間数 12 時間 受講定員 16 人 受講料 12,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 中学校及び高等学校理科教諭 

講習内容： 

  遺伝子組換えや遺伝子診断などの技術は、一般社会においてその知識が正しく伝えられずに誤解を招

くことがある。本講習では、遺伝子についての正しい知識を伝える「遺伝子教育」ができるようになる

ことを目指す。実習では、マウスの DNA を用いたエタノール沈殿と、受講者自身の頬の細胞の DNA を用

いた PCR 及び電気泳動を行い、DNA を肉眼で観察する。また講義では、遺伝子教育の実例と生命科学の

最新の話題を紹介する。 

8 

月 

9 

日 

(木) 

 

午 

前 

講習テーマ DNA と仲良くなろう 担当者 
荒木 正健・吉信 公美子・杉本 道彦 

（生命資源研究・支援センター） 

講習の到達目標及びテーマ： 

DNA、遺伝子、ゲノムなどの意味を正しく理解する。 

遺伝子の情報からタンパク質が作られる仕組みを理解する。 

講習の概要： 

  生物の体は、細胞が基本である。その細胞の中に収まっている DNA は、小さくて目には見えな

いけれど、とても大切な働きを持っている。この講義では、DNA、遺伝子、ゲノムなど、テレビ

や新聞で話題になることが多くなった言葉の意味をやさしく説明する。また、マウスの尻尾から

抽出・精製した DNA を用いてエタノール沈殿を行い、DNA を肉眼で観察する。 

形態 講義・実習 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（20 点満点）を、講義時間内に 15 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 お酒の強さの DNA 鑑定（PCR） 担当者 
荒木 正健・吉信 公美子・杉本 道彦 

（生命資源研究・支援センター） 

講習の到達目標及びテーマ： 

遺伝子型とアルコールに対する強さの関係を理解する。 

PCR による DNA 鑑定及び遺伝子診断の原理を理解する。 

講習の概要： 

  ALDH2 遺伝子は、アルコールに対する強さを決める遺伝子として、一般的によく知られている。

また、一塩基多型の代表として話題に取り上げられることもある。この講義では、遺伝子多型の

存在とる DNA 鑑定及び遺伝子診断の原理について説明した後、自分自身の頬の細胞の DNA を用い

た PCR（Polymerase Chain Reaction）を行う。 

形態 講義・実習 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（20点満点）を、講義時間内に 15分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

 参加者自身の頬の細胞の DNA の鑑定が基本であるが、それを希望しない場合は、こちらで予め準

備した DNA を用いて PCR を行うこともできる。 



8 

月 

10 

日 

(金) 

 

午 

前 

講習テーマ 
お酒の強さの DNA 鑑定 

（電気泳動） 
担当者 

荒木 正健・吉信 公美子・杉本 道彦 

（生命資源研究・支援センター） 

講習の到達目標及びテーマ： 

アガロースゲル電気泳動の原理を理解する。 

PCR で増幅した DNA の電気泳動を行い、自分の遺伝子型を判定する。 

講習の概要 

  PCR 産物のアガロースゲル電気泳動を行う。一般的によく使用されるエチジウムブロマイド

（EtBr）の替わりに、より安全な GelRed で DNA を染色し、大きさ（長さ）に応じて形成される

DNA のバンドを肉眼で観察する。PCR 産物の電気泳動結果から、遺伝子型と表現型（お酒の強さ）

の関係を考察する。 

形態 講義・実習 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（20 点満点）を、講義時間内に 15 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 
中学校及び高等学校における

遺伝子教育 
担当者 

荒木 正健・吉信 公美子・杉本 道彦 

（生命資源研究・支援センター） 

講習の到達目標及びテーマ： 

  久留米大学付設高等学校の非常勤講師である崎村 奈央先生が、毎年実際に行っている大腸菌

の形質転換実験の話を聞いて、遺伝子教育の問題点や教育効果について理解を深める。また、ゲ

ノム編集という新しい遺伝子改変技術について正しい知識を得る。 

講習の概要： 

  我々が開発した遺伝子教育教材『PIKARI Kit』を実際に教育現場で使用している例を紹介する。

授業で大切なことは「生徒が自ら自然科学に興味を持つこと」であるという崎村先生と議論しな

がら、遺伝子教育のあり方について考える。また、疾患モデルマウスの話を中心に、遺伝子組換

え生物とゲノム編集生物の話題を提供する。 

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（40点満点）を、講義時間内に 30 分程度で実施する。４回の筆記試

験の点数の合計（100 点満点）で評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

 特になし。 

 



 

講習コード 11597 領域名 選択 開設講習名 
救急蘇生法の基礎と 

運動時の医学的問題 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 7 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 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： 

 （午前）学校における突然の心肺停止状態への対応を始め、呼吸機能、心機能に問題のある学生、アナ

フィラキシー（重症な食物アレルギー）、てんかん発作、等比較的良くある状況への基本的な

初期対応の考え方に関して学び、より良い対応ができる様になる事を目的とする。 

 （午後）授業や部活における運動時に生じる複数の問題（熱中症、失神、脳震盪、成長関連身体問題、

その他小外傷、等）への認識と、その予防や初期対応の考え方に関して学び、より良い対応が

できる様になる事を目的とする。 

7 

月 

22 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 救急蘇生法の基礎 担当者 谷口 純一（医学部附属病院） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1）学校において生じうる医学的な緊急性の問題を知る 

2）学校において生じうる医学的な緊急性の問題への準備と初期対応を知る 

3）心肺停止状態への実際的な初期対応が実施できる 

4）学校において生じうる医学的な緊急性の問題への対応を他人と議論できる 

5）学校において生じうる医学的な緊急性の問題への対応を自施設で伝達し備えられる 

講習の概要： 

 講義を行い、基本的知識の解説を行う。その後、実際の状況をシミュレーションし、個人で判

断する。その個人の判断を他者と議論しながら、グループで解決する事を試みる。実際の対応の

解説を講義にて確認する。自施設での対応の問題点を個人で考察し、グループで共有・議論する。

その成果を自施設に持ち帰り自施設での準備・改善に結びつける事につなげる。 

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： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

動きやすい服装で受講して下さい。 

7 

月 

22 

日 

(日) 

 

午 

後 

講習テーマ 運動時の医学的問題 担当者 谷口 純一（医学部附属病院） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1）運動時に生じる複数の医学的問題を知る 

2）運動時に生じる医学的問題への予防と初期対応を知る 

3）運動時に生じる医学的問題への対応を他人と議論できる 

4）運動時に生じる医学的問題への対応を自施設で伝達し備えられる 

講習の概要： 

 講義を行い、基本的知識の解説を行う。その後、実際の状況をシミュレーションし、個人で判

断する。その個人の判断を他者と議論しながら、グループで解決する事を試みる。実際の対応の

解説を講義にて確認する。自施設での対応の問題点を個人で考察し、グループで共有・議論する。

その成果を自施設に持ち帰り自施設での準備・改善に結びつける事につなげる。 

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： 

修了認定のための筆記試験（100 点満点）を、講習時間内に実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

動きやすい服装で受講して下さい。 

 



 

講習コード 11598 領域名 選択 開設講習名 
感染症とたたかう 

－予防、診断、治療薬－ 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 11 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 
中学校及び高等学校教諭、 

養護教諭 

講習内容： 

生命科学は発展の著しい分野であり、理科に対する興味・関心を喚起するには、比較的身近な話題題

材である｢感染症｣も手頃な題材であると思われる。本講習では、感染症がどのように社会に影響してき

たかを紹介するとともに、創薬研究の観点から、感染症に対する予防・診断・治療について理解を深め

るための機会を提供して、それらの内容を授業に取り入れていただくことで、中学・高等教育の学習内

容と｢薬学｣の連携を図る機会を提供したい。 

8 

月 

11 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ 感染症と治療薬 担当者 
三隅 将吾（大学院生命科学研究部） 

藤田 美歌子（薬学部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

・現代における感染症の特徴について説明できる。 

・代表的な感染症を列挙し、その予防対策・治療について理解を深めることができる。 

・創薬の面白さにふれることができる。 

講習の概要： 

1）感染症に関する基本的理解（感染経路、感染症予防の方法等）のための解説 

2）代表的な感染症に対する治療薬の基本的理解のための解説 

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、午後の講習時間後に 30-40 分程度で実施する。 

午前・午後の講習内容についてまとめて評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

8 

月 

11 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ 感染症予防とワクチン 担当者 森岡 弘志（大学院生命科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

・感染症と免疫応答との関わりについて説明できる。 

・予防接種の意義と方法について説明できる。 

・｢薬学｣の面白さにふれることができる。 

講習の概要： 

1）代表的な感染症に対するワクチンの基本的理解のための解説 

2）薬学を取り巻く様々なサイエンスについての解説 

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、午後の講習時間後に 30-40 分程度で実施する。 

午前・午後の講習内容についてまとめて評価する。 

講習受講希望者への事前連絡：  

特になし。 

 



 

講習コード 11599 領域名 選択 開設講習名 遺伝子診断と薬の効き方 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 24 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・養護教諭 主な受講対象者 
中学校及び高等学校教諭、 

養護教諭 

講習内容： 

薬の効き方に個人差があるのは何故か、薬の身体の中の動き（薬物動態）と、遺伝子の違い（遺伝子

多型）による代謝酵素の機能の相違をもとに講習します。 

実習により受講者自身の遺伝子診断を行うことで、実際の遺伝子診断の流れを紹介します。 

8 

月 

24 

日 

(金) 

 

午 

前 

講習テーマ 遺伝子診断と薬の効き方 担当者 
今井 輝子（薬学部） 

猿渡 淳二（大学院生命科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

・薬の効き方の「個人差」に関する基礎理論について理解する。 

・医療（特に薬物治療）について理解を深めることができる。 

・遺伝子診断について理解を深めることができる。 

講習の概要： 

1.薬物動態と代謝に関する講義 

 2.遺伝子多型とその薬物治療との関係に関する講義 

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（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 

24 

日 

(金) 

 

午 

後 

講習テーマ 遺伝子診断と薬の効き方 担当者 首藤 剛（大学院生命科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

・遺伝子診断の基礎的理論について理解する。 

・遺伝子診断の方法について理解を深めることができる。 

講習の概要： 

1.遺伝子診断についての解説 

 2.遺伝子診断の方法について、実践型の体験型学習を行う 

形態 体験型学習 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（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： 

当日は、参加者自身の毛髪から DNA を採取して遺伝子解析を行います。遺伝子解析の意義と問題

点について予め考えてきて頂けると、スムーズに実習に取り組むことが出来ると思います。 

 



 

講習コード 11600 領域名 選択 開設講習名 
右手と左手の関係が薬にもある 

〜薬とキラリティー〜 

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 中学校及び高等学校理科教諭 

講習内容： 

「キラリティー」とは、右手と左手の関係のような性質を指し、私達の体の中の分子にも存在して

います。従って、医薬分子を創る際には、その分子の2次元構造(原子のつながり)だけではなく、右手

型なのか左手型なのかという3次元構造まで考慮する必要があります。本講習では、キラリティーの概

念からその重要性、キラリティーを持つ化合物の入手法、キラリティーを持つ生物活性物質(薬など)

が私達の体に及ぼす効果の違いに至るまで、簡単な分子模型作成や香り・味の違いの体験を通して分

かりやすく説明します。化学の視点から薬学の面白さ・奥深さを実感して頂ければと思います。 

8 

月 

18 

日 

(土) 

 

午 

前 

講習テーマ キラリティーの概念 担当者 

杉浦 正晴（大学院生命科学研究部） 

小谷 俊介（大学院先導機構） 

安藤  眞 （大学院生命科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

・キラリティーの概念について理解する。 

・キラリティーを持つ化合物の３次元構造について分子模型を用いて理解する。 

講習の概要： 

1.キラリティーの概念について解説する。 

2.キラリティーについて分子模型を用いる体験型学習を行う。 

3.キラリティーを持つ分子の代表的入手法について解説する。 

形態 講義・体験型学習 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： 

午後にまとめて実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

8 

月 

18 

日 

(土) 

 

午 

後 

講習テーマ キラリティーの重要性 担当者 

杉浦 正晴（大学院生命科学研究部） 

小谷 俊介（大学院先導機構） 

安藤  眞 （大学院生命科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

・キラリティーを持つ分子の入手法を理解する。 
・キラリティーが生体に及ぼす影響について、香り・味・薬の効能を通して理解する。 

講習の概要： 

1.キラリティーを持つ分子の入手法に関する実験をする。 

2.キラリティーが生体に及ぼす影響について解説する。 

3.キラリティーの違いによる香り・味の違いを体験する。 

形態 講義・体験型学習 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 11601 領域名 選択 開設講習名 
発想力コンテストと 

原子力エネルギー 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 月 24 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 
中学校理科・技術科及び 

高等学校理科・工業科教諭 

講習内容： 

【前半】原子力発電を中心とした原子力エネルギーについて広く学んだ上で、テーマ別にグループディ

スカッションを行います。 

【後半】柔軟な発想力を生む方法について検討し、発想力コンテストを実施します。 

発想力コンテストは、2～3名のグループに分かれてのものづくりの実習です。 

8 

月 

24 

日 

(金) 

 

午 

前 

講習テーマ 原子力エネルギー 担当者 黒田 雅利（大学院先端科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

原子力エネルギーについて理解し、科学技術の観点からエネルギー問題について考えます。 

講習の概要： 

原子力発電を中心とした原子力エネルギーについて広く学んだ上で、テーマ別にグループディ

スカッションを行います。 

形態 講義・グループ学習 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： 

修了認定のための発表形式の試験（100 点満点）を、講義時間内に実施します。 

講習受講希望者への事前連絡： 

事前に以下の資料に目を通しておいて下さい。 

http://www.aesj.or.jp/~snw/gakusei_taiwa/document/taiwa_kumamoto130117/taiwa_kumamoto

130117.pdf 

8 

月 

24 

日 

(金) 

 

午 

後 

講習テーマ 発想力コンテスト 担当者 森 和也（大学院先端科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

ものづくりの実習を通じて問題解決力や応用力などの必要性を学ぶとともに、柔軟な発想力を

生む方法について考えます。 

 

講習の概要： 

柔軟な発想力を生む方法について検討し、発想力コンテストを実施します。発想力コンテスト

は、2～3名のグループに分かれてのものづくりの実習です。 

形態 実習 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： 

修了認定のためのコンテスト形式の試験（100 点満点）を、講義時間内に実施します。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

 



講習コード 11602 領域名 選択 開設講習名 豪雨・水害を知る 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 6 月 17 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・ 

中学校及び高等学校教諭 

講習内容： 

昨今、日本各地において集中豪雨が発生し、土砂崩れや河川の氾濫など様々な被害が出ている。本講

習では、豪雨の観測・予測・解析手法や、水害の物理的メカニズムについて学ぶ。また、実際に過去に

起こった豪雨・水害の実例を知ることにより理解を深め、防災や減災に活かせる知識を身に着けること

を目的とする。 

6 

月 

17 

日 

(日) 

 

午 

前 

講習テーマ 近年の河川・土砂災害から学ぶ 担当者 大本 照憲（大学院先端科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

川のメカニズム、日本の川の自然的特徴および社会的特徴、九州で起きた河川災害および土砂

災害の背景や仕組みを説明し、川に対する理解を深めるための知識を提供する。特に、河川災害

では 2012 年および 2017 年に生じた九州北部豪雨を事例として挙げ、近年の河川災害から得られ

た教訓を講述する。 

講習の概要： 

1.河川災害と河川環境の背景 

2.川の仕組み 

3.九州における近年の河川災害と課題 

4.治水と環境の調和を目指して 

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 近年の豪雨災害を知る 担当者 石田 桂（大学院先端科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

豪雨の観測方法や予測・解析手法を説明し、それぞれの方法・手法に関して利点・欠点を概説

する。また、2012 年および 2017 年に生じた九州北部豪雨を事例として挙げ、豪雨が生じる物理

的メカニズムを具体的に解説する。本講習では、豪雨に関してニュースなどで得られる情報を正

しく理解するのに必要な豪雨の観測方法や予測・解析手法を知ることを目標とする。 

講習の概要： 

1.降雨の観測方法 

2.豪雨の予測方法 

3.豪雨の解析方法 

4.2012 年および 2017 年に生じた九州北部豪雨の物理的メカニズム 

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 11603 領域名 選択 開設講習名 

コンピュータとセンシングの 

最近の話題 

～センサの原理と応用～ 

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 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
中学校理科及び高等学校 

理科・情報科・工業科教諭 

講習内容： 

IoT とは、様々な「モノ（物）」がインターネットに接続され、情報交換することにより相互に利用

や、制御をする仕組みである。その中では、人や環境のセンシングが重要になる。本講習では、人の動

きを視覚化・データ化する技術や電波や光をつかったセンシング技術の基礎から応用、最新動向までを

わかりやすく説明する。 

8 

月 

10 

日 

(金) 

 

午 

前 

講習テーマ 人や環境のセンシング 担当者 松永 信智（大学院先端科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

IoT で重要となる人や環境のセンシングでは、人の姿勢などを計測する内界センサーと周辺の

環境を計測する外界センサーが用いられる。この講習では、人の動きや環境を視覚化・データ化

する代表的な内界・外界センサーを紹介し、センシングの基礎から応用をわかりやすく説明する。 

講習の概要： 

(1) IoT の概要とシステム構成 

(2) 人の姿勢や動きを計測する内界センサーの仕組み 

(3) カメラやレーザレーダーなど外界を計測するセンシング技術と自動運転への応用 

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 電磁波を用いたセンシング 担当者 西本 昌彦（大学院先端科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

(1) 電磁波（電波や光）の基礎的性質を理解する。 

(2) 電磁波の代表的な応用としての通信技術と計測技術について理解する。 

(3) 電磁波の性質を利用したセンシング（計測）技術とその応用について理解する。 

講習の概要： 

電波や光を総称して「電磁波」と呼ぶ。電磁波は周波数によってその性質が変化するため、私

たちはその性質をうまく利用して、暮らしの中で役立てている。この講習では、まず電磁波とは

どんなもので、どんな性質を持っているのかを説明する。次に、その代表的な応用である通信と

センシング技術について概説し、その応用として、人や環境のセンシングについて理解を深める。 

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 11604 領域名 選択 開設講習名 健康で快適な学習環境づくり 

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 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 
小学校教諭・中学校及び 

高等学校教諭、養護教諭 

講習内容： 

温熱・空気環境が及ぼす人体の健康影響について、建築環境工学・公衆衛生学的な知識を身につけ、

学校施設に付帯する冷暖房・換気設備等の正しい利用方法を学び、児童・生徒たちのために「健康で快

適な学習環境づくり」が実践できるようになりましょう。 

8 

月 

21 

日 

(火) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
学校施設の現状と 

  学習環境としての問題点 
担当者 

長谷川 麻子  

（大学院先端科学研究部） 

講習の到達目標及びテーマ： 

健康で快適な学習環境をつくるために、ふだん使用している学校施設の建物性能と建築設備の

正しい活用法を理解し、実践のために必要な知識を身に着ける。 

講習の概要： 

＜午前＞ 

1) 相互の自己紹介や本講義を選択した理由、困っている点について、グループワーク 

2) 学校施設における室内温熱・空気環境とその健康影響について、講義 

 

＜午後＞ 

3) 健康で快適な学習環境づくりの方法について、講義 

4) 各自の職場においてどのように実践すべきか、グループワーク 

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（レポート、100 点満点）を、講習時間内に 20分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

ふだん使用している教室等の開口部(窓、扉など)のようすや空調・換気設備(エアコン、換気扇

など)の本体やスイッチ類をよく観察して来てください。可能であれば、それらの写真を撮って

持参していただけるとよいでしょう。 

 



講習コード 11605 領域名 選択 開設講習名 リーダーシップとコミュニケーション 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 平成 30 年 8 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 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： 

日本経済団体連合会が 2016 年度新卒採用の選考の際に重視した上位 3点は、「コミュニケーション能

力」、「主体性」、「協調性」である。つまり、社会からの要請を受け、これからは学校教育においても子

どもたちにこれらの力を育成していく必要がある。そこで、本講習では、対人関係スタイルの成り立ち

を理解し、将来、子どもたちが国際社会のリーダーとなるために必要な力を身につけるための指導法及

びその意義について学ぶことを目的とする。 

8 

月 

8 

日 

(水) 

 

午 

前 

・ 

午

後 

講習テーマ 
リーダーシップと 

コミュニケーション 
担当者 

川越 明日香 

（大学教育統括管理運営機構） 

講習の到達目標及びテーマ： 

・自己の対人関係スタイルを分析することができる。 

・グループ内での役割を明確にし、リーダーシップを発揮することができる。 

・リーダーシップ理論の変遷を記述することができる。 

・コミュニケーションのもつ機能について説明することができる。 

・ディベートを通して、コミュニケーション力を向上させることができる。 

講習の概要： 

主に、前半は、自己の対人世界のありようと対人関係スタイルの成り立ちを吟味し、さまざま

な人がともに生きる社会のあり方について学びます。後半は、リーダーシップに必須のコミュニ

ケーションの条件について理論を抑えつつ、自己理解と他者理解の分析を行います。 

さまざまな対人関係のあり方を学ぶことで、教員としての強み・弱みの発見、そして、子ども

たちのリーダーシップトレーニングやコミュニケーションスキルの向上方法について考えてい

きます。 

本講習は、講義と演習（グループ活動、プレゼンテーション等）を随時取り入れていきます。 

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 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。 

 


