
開設日 曜日 区分 コード 講習名 対象
募集
定員

担当講師 会場 項

仲田　陽一

藤中　隆久

古田　弘子

中島　徹

仲田　陽一

緒方　宏明

古田　弘子

柴田　賢一

藤井　美保

栗川　直子

藤中　隆久

東谷　孝一

瀧本　知加

古田　弘子

藤中　隆久

黒山　竜太

藤中　隆久

安村　由希子

藤井　美保

黒山　竜太

白石　陽一

東谷　孝一

白石　陽一

小川内　哲生

苫野　一徳

緒方　宏明

苫野　一徳

黒山　竜太

高岸　幸弘

水間　宗幸

瀧本　知加

高岸　幸弘
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60 熊本大学 26月12日 土 必修 11001 教育の最新事情(第1回) 教諭･養護教諭･栄養教諭

教育の最新事情(第2回) 教諭･養護教諭･栄養教諭 60
国立阿蘇青少年
交流の家 36月19日 土 必修 11002

47月3日 土 必修 11003 教育の最新事情(第3回) 教諭･養護教諭･栄養教諭 60 熊本大学

5

7月17日 土 必修 11005 教育の最新事情(第5回)  教諭･養護教諭･栄養教諭 60 熊本大学 6

必修 11004 教育の最新事情(第4回)  教諭･養護教諭･栄養教諭 60
桜十字ホール
やつしろ

7月10日 土

60 熊本大学 77月24日 土 必修 11006 教育の最新事情(第6回) 教諭･養護教諭･栄養教諭

7月31日 土 必修 11007 教育の最新事情(第7回)  教諭･養護教諭･栄養教諭 60 熊本大学 8

8月1日 日 必修 11008 教育の最新事情(第8回)  教諭・養護教諭・栄養教諭 60
桜十字ホール
やつしろ 9

118月21日 土 必修 11010 教育の最新事情(第10回)  教諭･養護教諭･栄養教諭

熊本大学 108月18日 水 必修 11009 教育の最新事情(第9回)  教諭･養護教諭･栄養教諭 60

8月25日 水 必修 11011 教育の最新事情(第11回)  教諭･養護教諭･栄養教諭 60 熊本大学

60 天草教育会館

60 熊本大学 138月29日 日 必修 11012 教育の最新事情(第12回)  教諭・養護教諭・栄養教諭

149月5日 日 必修 11013 教育の最新事情(第13回)  教諭･養護教諭･栄養教諭 60 熊本大学

60 熊本大学 159月19日 日 必修 11014 教育の最新事情(第14回)  教諭･養護教諭･栄養教諭

熊本大学 1610月3日 日 必修 11015 教育の最新事情(第15回) 教諭･養護教諭･栄養教諭 60

60 熊本大学 1710月16日 土 必修 11016 教育の最新事情(第16回) 教諭･養護教諭･栄養教諭
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講習コード 11001 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 6月 12 日（土） 

時間数 6 時間 受講定員 60 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

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

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

講習テーマ 
「地域に根ざす学校づくり」で

学校改革を！ 
担当者 仲田 陽一（元熊本大学教育学部） 

タイムスケジュール 【午前】 ９：００～１２：１０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

  「地域とともにある学校づくり」それが平成 23 年に文部科学省から出された提言のタイトルです。

「地域に根ざす（開かれた）学校づくり」と言ってもいいでしょう。これが今、国内外の学校改革の大

きな流れなのです。“アクティブ・ラーニング”も“カリキュラム・マネジメント”もその不可欠な要

素なのです。どういうことか、聴いてみませんか。 

講習の概要： 

 1．「地域に根ざす学校づくり」とは何かを知る 

  ―“子どもの主体的な学びの創造”“保護者・地域住民の学校参加”など― 

 2．その基礎となる教育観、教育思想、子ども観を考える 

3．“地域と学校”に関わる内外の教育改革と、国内での具体的実践例を学ぶ 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 

講習テーマ 教科指導と生徒指導 担当者 藤中 隆久（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 【午後】 １３：１０～１６：２０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

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

習する態度」などの言葉を理解し、自らの知識とする。 

講習の概要： 

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

知識は身につけることができるのか、教科指導と生徒指導の関係などについて、講義とグループワーク

を行う。 

形態 講義・グループワーク 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 
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講習コード 11002 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 国立阿蘇青少年自然の家（阿蘇市） 開設日 令和 3年 6月 19 日（土） 

時間数 6 時間 受講定員 60 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

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

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

講習テーマ 特別支援教育とインクルーシブ教育 担当者 古田 弘子（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 【午前】 ９：００～１２：１０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

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

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

る。 

講習の概要： 

1．特殊教育をふりかえる。 

 2．特別支援教育への転換の背景を、国際的動向との関連で整理する。 

3．インクルーシブ教育について、国際的動向との関連で探求する。 

形態 講義・討議 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 

講習テーマ 特別支援教育の理解と支援 担当者 中島 徹（元熊本県立菊池支援学校長） 

タイムスケジュール 【午後】 １３：１０～１６：２０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

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

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

について理解を深める。 

講習の概要： 

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

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

シブ教育システムの考え方、合理的配慮の内容、あるいは高等学校における通級指導の制度化など最新

の情報を知り、今後の特別支援教育の方向性などを学ぶ。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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。 
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講習コード 11003 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 7月 3日（土） 

時間数 6 時間 受講定員 60 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

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

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

講習テーマ 
「地域に根ざす学校づくり」で

学校改革を！ 
担当者 仲田 陽一（元熊本大学教育学部） 

タイムスケジュール 【午前】 ９：００～１２：１０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 「地域とともにある学校づくり」それが平成 23 年に文部科学省から出された提言のタイトルです。

「地域に根ざす（開かれた）学校づくり」と言ってもいいでしょう。これが今、国内外の学校改革の大

きな流れなのです。“アクティブ・ラーニング”も“カリキュラム・マネジメント”もその不可欠な要

素なのです。どういうことか、聴いてみませんか。 

講習の概要： 

1．「地域に根ざす学校づくり」とは何かを知る 

  ―“子どもの主体的な学びの創造”“保護者・地域住民の学校参加”など― 

 2．その基礎となる教育観、教育思想、子ども観を考える 

3．“地域と学校”に関わる内外の教育改革と、国内での具体的実践例を学ぶ 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 

講習テーマ 
子どもの問題行動理解と良好

な人間関係の在り方 
担当者 緒方 宏明（九州ルーテル学院大学） 

タイムスケジュール 【午後】 １３：１０～１６：２０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 いじめ、不登校、非行、学級崩壊等の問題について、発達障害等の問題や母子関係の面から理解を深

めるとともに、学校現場で地域の人的資源を如何に活用し、どのように対応すべきかを理解する。 

また、対応の基本となる人間関係作りについて、カウンセリングマインドを生かした方法を、ロール

プレイを通して習得する。  

講習の概要： 

1．児童生徒の心の問題についての理解。 

2．生育歴における母子関係を視点とした問題行動の理解。 

3．問題行動への対応と学校の体制づくり。 

4．カウンセリングマインドについての理解。 

5．特に保護者への対応方法についてのロールプレイ。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 
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講習コード 11004 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 桜十字ホールやつしろ（八代市） 開設日 令和 3年 7月 10 日（土） 

時間数 6 時間 受講定員 60 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

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

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

講習テーマ 特別支援教育の基盤 担当者 古田 弘子（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 【午前】 ９：００～１２：１０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

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

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

て検討していく。 

講習の概要： 

1．特殊教育をふりかえる。 

 2．特別支援教育への転換の背景を、国際的動向との関連から整理する。 

3．通常学級における、インクルーシブ教育の視点について探求する。 

形態 講義・討議 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 

講習テーマ 
子ども観・教育観の変化と現代

の教育 
担当者 柴田 賢一（尚絅大学短期大学部） 

タイムスケジュール 【午後】 １３：１０～１６：２０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 保育・幼児教育から初等・中等・高等教育への接続を軸に、内外の教育政策の動向、子ども観の変化、

教員に求められる姿について理解することを目的とし、現代の教育に求められる資質・能力や子どもを

も見る視点などについて検討していく。 

講習の概要： 

１．幼小接続期の課題と就学前教育 

２．学力観の変化（日本と世界の教育政策） 

３．社会の変化と子ども観・教育観の変化 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

できれば学習指導要領、幼稚園教育要領等をご持参ください。 
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講習コード 11005 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 7月 17 日（土） 

時間数 6 時間 受講定員 60 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

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

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

講習テーマ 子どもの発達と支援の心理学 担当者 栗川 直子（尚絅大学短期大学部） 

タイムスケジュール 【午前】 ９：００～１２：１０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

発達心理学の理論は平均的な子どもの発達過程を描いているが、実際の子どもの姿は多様であり、現

場の教師には常に理論と実践の往復が求められる。本講習では、心理学における最新の科学的知見を概

説した後、特別な支援を必要とする子どもの心理的特性を踏まえた上でのかかわり方について考察す

る。さらに、現代の子どもの生活の様相とそこから浮かび上がる課題について、乳幼児期から青年期ま

での発達を見通した視点から検討する。 

講習の概要： 

1. 子どもの発達に関する心理学の科学的知見を概説する。 

2. 特別な支援を必要とする子どもへの配慮について、心理的特性を踏まえたかかわり方を考察する。 

3. 子どもの生活の変化を踏まえた教育のあり方について検討する。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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。 

講習テーマ 
子ども・教員・教育政策の国際

比較 
担当者 藤井 美保（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 【午後】 １３：１０～１６：２０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

国際的な比較を通じて日本の子どもと教員の現状を客観的にとらえ直し、学力政策を中心とする教育

政策についても国際的な視点から検討する。また、自らの指導実践のありかたを振り返り、その背後に

ある教育観・子ども観について省察する。  

講習の概要： 

1. 子どもと教員の国際比較 －学力・子どもの貧困・教員の指導を中心に－ 

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

3. 教育観・子ども観の省察 －学校教育と幼児教育の比較をまじえて－ 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 
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講習コード 11006 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 7月 24 日（土） 

時間数 6 時間 受講定員 60 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

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

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

講習テーマ 教科指導と生徒指導 担当者 藤中 隆久（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 【午前】 ９：００～１２：１０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

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

習する態度」などの言葉を理解し、自らの知識とする。 

講習の概要： 

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

知識は身につけることができるのか、教科指導と生徒指導の関係などについて、講義とグループワーク

を行う。 

形態 講義・グループワーク 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 

講習テーマ 命の交わりと教育 担当者 東谷 孝一（熊本保健科学大学） 

タイムスケジュール 【午後】 １３：１０～１６：２０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

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

がらせる。教育思想史に手がかりを求め、教育の本質・目的を反省しながら、現在の子どもの実態に応

じた成長の支援の在り方を考える。 

講習の概要： 

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

2．教育思想史に手がかりを求めながら、教育の本質・目的について反省する。 

3．人格の尊厳とヒューマニズムの教育思想について考察する。 

4．愛における人間の完成と教育における愛の重要性について考察する。 

形態 講義・グループ討議 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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。 
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講習コード 11007 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 7月 31 日（土） 

時間数 6 時間 受講定員 60 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

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

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

講習テーマ 若者・社会の変化と教育改革 担当者 瀧本 知加（東海大学） 

タイムスケジュール 【午前】 ９：００～１２：１０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1. 昨今の子ども（特に青年期）・社会の変化と教育改革の傾向を知る。  

2. 我が国の教育政策の特徴と課題について理解する。  

3. 教育改革のメカニズムと学校現場での教育・支援のあり方について理解する。 

講習の概要： 

 本講習では、今日の教育改革の動向について、子どもと子どもをとりまく社会の変化との関係に注目

しながら解説を行う。特に、青年期の発達と自立に焦点をあて、求められている教育・支援と教育改革

のあり方について解説する。これらの解説を通して、教育改革のメカニズムを理解するとともに、現場

での教育・支援に必要な視点を提供したい。 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

評価： 

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

講習受講希望者への事前連絡： 

事前の質問や内容に対する要望がある場合は、事前アンケートに記入してください。 

講習テーマ 特別支援教育の基盤 担当者 古田 弘子（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 【午後】 １３：１０～１６：２０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

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

2. 特別支援教育開始の背景を整理した上で、通常学級において多様な教育的ニーズのある子どもを捉

える視点について検討する。 

講習の概要： 

1．特殊教育をふりかえる。 

 2．特別支援教育への転換の背景を、国際的動向との関連から整理する。 

3．通常学級における、インクルーシブ教育の視点について探求する。 

形態 講義・討議 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 
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講習コード 11008 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 桜十字ホールやつしろ（八代市） 開設日 令和 3年 8月 1日（日） 

時間数 6 時間 受講定員 60 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

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

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

講習テーマ 教科指導と生徒指導 担当者 藤中 隆久（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 【午前】 ９：００～１２：１０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

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

習する態度」などの言葉を理解し、自らの知識とする。 

講習の概要： 

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

知識は身につけることができるのか、教科指導と生徒指導の関係などについて、講義とグループワーク

を行う。 

形態 講義・グループワーク 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 

講習テーマ 価値観の多様化と学級経営 担当者 黒山 竜太（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 【午後】 １３：１０～１６：２０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 近年の不登校の増加やいじめ等の問題の背景には，社会が急速な価値観の多様化に晒されていること

への対応の遅れがあるように思われる。そうした中で，これからも集団教育を行なっていくことの重要

性と，一人ひとりの個性を尊重し支援する必要性のバランスをどう計りながら学級経営を行なうべきか

について，講義とディスカッションを通して省察する。 

講習の概要： 

 1. 価値観の多様化に関する社会の様々な動向について理解する。 

 2. 特別支援教育や授業 UDの視点から多様な価値について理解を深める。 

 3. ディスカッションを通して自らの学級経営についての考えを省察する。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 
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講習コード 11009 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 8月 18 日（水） 

時間数 6 時間 受講定員 60 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

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

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

講習テーマ 教科指導と生徒指導 担当者 藤中 隆久（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 【午前】 ９：００～１２：１０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

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

習する態度」などの言葉を理解し、自らの知識とする。 

講習の概要： 

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

知識は身につけることができるのか、教科指導と生徒指導の関係などについて、講義とグループワーク

を行う。 

形態 講義・グループワーク 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 

講習テーマ 発達障害について 担当者 安村 由希子（尚絅大学短期大学部） 

タイムスケジュール 【午後】 １３：１０～１６：２０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

発達障害について理解を深め、発達障害のある子への対応を考察する 

講習の概要： 

1. 発達障害に関する基礎的な事項（定義、原因、特性など）について 

2. 発達障害のある子への対応について 

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 

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。 
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講習コード 11010 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 天草教育会館（天草市） 開設日 令和 3年 8月 21 日（土） 

時間数 6 時間 受講定員 60 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

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

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

講習テーマ 価値観の多様化と学級経営 担当者 黒山 竜太（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 【午前】 ９：００～１２：１０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 近年の不登校の増加やいじめ等の問題の背景には，社会が急速な価値観の多様化に晒されていること

への対応の遅れがあるように思われる。そうした中で，これからも集団教育を行なっていくことの重要

性と，一人ひとりの個性を尊重し支援する必要性のバランスをどう計りながら学級経営を行なうべきか

について，講義とディスカッションを通して省察する。 

講習の概要： 

 1. 価値観の多様化に関する社会の様々な動向について理解する。 

 2. 特別支援教育や授業 UDの視点から多様な価値について理解を深める。 

 3. ディスカッションを通して自らの学級経営についての考えを省察する。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 

講習テーマ 
子ども・教員・教育政策の国際

比較 
担当者 藤井 美保（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 【午後】 １３：１０～１６：２０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

国際的な比較を通じて日本の子どもと教員の現状を客観的にとらえ直し、学力政策を中心とする教育

政策についても国際的な視点から検討する。また、自らの指導実践のありかたを振り返り、その背後に

ある教育観・子ども観について省察する。 

講習の概要： 

 1. 子どもと教員の国際比較 －学力・子どもの貧困・教員の指導を中心に－ 

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

 3. 教育観・子ども観の省察 －学校教育と幼児教育の比較をまじえて－ 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 
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講習コード 11011 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 8月 25 日（水） 

時間数 6 時間 受講定員 60 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

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

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

講習テーマ 
子ども観・教育観についての考

察 
担当者 白石 陽一（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 【午前】 ９：００～１２：１０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

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

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

講習の概要： 

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

に現れること、更にその教師の指導方法や指導技術と不可分の関係にあることを検討する。授業づくり

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

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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。 

講習テーマ 命の交わりと教育  担当者 東谷 孝一（熊本保健科学大学） 

タイムスケジュール 【午後】 １３：１０～１６：２０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

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

がらせる。教育思想史に手がかりを求め、教育の本質・目的を反省しながら、現在の子どもの実態に応

じた成長の支援の在り方を考える。 

講習の概要： 

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

2．教育思想史に手がかりを求めながら、教育の本質・目的について反省する。 

3．人格の尊厳とヒューマニズムの教育思想について考察する。 

4．愛における人間の完成と教育における愛の重要性について考察する。 

形態 講義・グループ討議 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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。 
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講習コード 11012 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 8月 29 日（日） 

時間数 6 時間 受講定員 60 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

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

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

講習テーマ 
子ども観・教育観についての考

察 
担当者 白石 陽一（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 【午前】 ９：００～１２：１０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

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

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

講習の概要： 

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

に現れること、更にその教師の指導方法や指導技術と不可分の関係にあることを検討する。授業づくり

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

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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。 

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

タイムスケジュール 【午後】 １３：１０～１６：２０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

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

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

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

問題解決に必要な取り組みに関する理解を深めることを目標とする。 

講習の概要： 

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

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

教育現場におけるカウンセリングの方法を具体的に解説する。   

 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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。 
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講習コード 11013 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 9月 5日（日） 

時間数 6 時間 受講定員 60 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

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

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

講習テーマ 教職についての省察 担当者 苫野 一徳（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 【午前】 ９：００～１２：１０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

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

日々の教育実践の軸や振り返りの視点を獲得する。 

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

教育理論を踏まえながら、理解を深める。 

講習の概要： 

1. 教師の役割や資質を、「よい」教育とは何かという原理的テーマにまで掘り下げ、考える。 

2. ウィズコロナ、VUCA の時代等を一つの背景とした、「学びの個別化・協同化・プロジェクト化の融

合」への「学びの構造転換」、ひいては「公教育の構造転換」を目前に控えた学校教育界について知る。  

3. 上記テーマの理解をもとに、これからの「教師」のあり方について考える。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 

講習テーマ 
子どもの問題行動理解と良好

な人間関係の在り方 
担当者 緒方 宏明（九州ルーテル学院大学） 

タイムスケジュール 【午後】 １３：１０～１６：２０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

いじめ、不登校、非行、学級崩壊等の問題について、発達障害等の問題や母子関係の面から理解を深

めるとともに、学校現場で地域の人的資源を如何に活用し、どのように対応すべきかを理解する。また、

対応の基本となる人間関係作りについて、カウンセリングマインドを生かした方法を、ロールプレイを

通して習得する。  

講習の概要： 

1．児童生徒の心の問題についての理解 

2．生育歴における母子関係を視点とした問題行動の理解 

3．問題行動への対応と学校の体制づくり 

4．カウンセリングマインドについての理解 

5．特に保護者への対応方法についてのロールプレイ 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 
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講習コード 11014 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 9月 19 日（日） 

時間数 6 時間 受講定員 60 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

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

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

講習テーマ 教職についての省察 担当者 苫野 一徳（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 【午前】 ９：００～１２：１０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

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

日々の教育実践の軸や振り返りの視点を獲得する。 

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

教育理論を踏まえながら、理解を深める。 

講習の概要： 

1. 教師の役割や資質を、「よい」教育とは何かという原理的テーマにまで掘り下げ、考える。 

2. ウィズコロナ、VUCA の時代等を一つの背景とした、「学びの個別化・協同化・プロジェクト化の融

合」への「学びの構造転換」、ひいては「公教育の構造転換」を目前に控えた学校教育界について知る。  

3. 上記テーマの理解をもとに、これからの「教師」のあり方について考える。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 

講習テーマ 価値観の多様化と学級経営 担当者 黒山 竜太（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 【午後】 １３：１０～１６：２０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 近年の不登校の増加やいじめ等の問題の背景には，社会が急速な価値観の多様化に晒されていること

への対応の遅れがあるように思われる。そうした中で，これからも集団教育を行なっていくことの重要

性と，一人ひとりの個性を尊重し支援する必要性のバランスをどう計りながら学級経営を行なうべきか

について，講義とディスカッションを通して省察する。 

講習の概要： 

 1. 価値観の多様化に関する社会の様々な動向について理解する。 

 2. 特別支援教育や授業 UD の視点から多様な価値について理解を深める。 

 3. ディスカッションを通して自らの学級経営についての考えを省察する。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 
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講習コード 11015 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 10 月 3 日（日） 

時間数 6 時間 受講定員 60 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

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

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

講習テーマ 性的マイノリティと学校の現状 担当者 高岸 幸弘（大学院人文社会科学研究部） 

タイムスケジュール 【午前】 ９：００～１２：１０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 多様性を認める社会の構築は、教育に限らず現代に課せられている課題の一つである。その中でも「性

の多様性」は学校場面でもさまざまに議論され始めている。性の多様性の認め合いは性的マイノリティ

の理解ともいえる。多様性を認めるためには、「知ること」がその第一歩となる。知ることから学校が

すべきことを検討していく。 

講習の概要： 

1. 性同一性障害・性的マイノリティの基礎知識を概観する。 

2. 文部科学省の動きを含めた性的マイノリティをとりまく社会の動向を知る。 

3. 学校での役割について検討する。 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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。 

講習テーマ 困難を抱える子どもの理解と対応 担当者 水間 宗幸（九州看護福祉大学） 

タイムスケジュール 【午後】 １３：１０～１６：２０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 持つ困り感とそれによって生じる「問題行動」を変容させるために必要な行動分析の基礎を学び、同

時に子どもたちをアセスメントする分析方法および「子どもをほめて動かす」具体的な支援を、実践的

に考える。また貧困に関する最新の調査結果と、発達障害の関連を通し、特別支援教育の今後について

検討する。 

講習の概要： 

生活困窮者に関する最新の調査結果を踏まえた特別支援教育の今後について、幼児児童生徒への適切

な対応の必要性を講義形式で学習する。行動分析を通した幼児児童生徒のアセスメント方法と行動評価

の方法について演習を行う。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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： 

特になし。 
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講習コード 11016 領域名 必修 開設講習名 教育の最新事情 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 10 月 16 日（土） 

時間数 6 時間 受講定員 60 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者  

講習内容： 

イ）国の教育政策や世界の教育の動向 

ロ）教員としての子ども観、教育観等についての省察 

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

二）子どもの生活の変化を踏まえた課題 

講習テーマ 子ども・社会の変化と教育改革 担当者 瀧本 知加（東海大学） 

タイムスケジュール 【午前】 ９：００～１２：１０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

1. 昨今の子ども（特に青年期）・社会の変化と教育改革の傾向を知る。  

2. 我が国の教育政策の特徴と課題について理解する。  

3. 教育改革のメカニズムと学校現場での教育・支援のあり方について理解する。 

講習の概要： 

 本講習では、今日の教育改革の動向について、子どもと子どもをとりまく社会の変化との関係に注目

しながら解説を行う。特に、青年期の発達と自立に焦点をあて、求められている教育・支援と教育改革

のあり方について解説する。これらの解説を通して、教育改革のメカニズムを理解するとともに、現場

での教育・支援に必要な視点を提供したい。 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

評価： 

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

講習受講希望者への事前連絡： 

事前の質問や内容に対する要望がある場合は、事前アンケートに記入してください。 

講習テーマ 性的マイノリティと学校の現状 担当者 高岸 幸弘（大学院人文社会科学研究部） 

タイムスケジュール 【午後】 １３：１０～１６：２０ （休憩、修了認定試験含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

 多様性を認める社会の構築は、教育に限らず現代に課せられている課題の一つである。その中でも「性

の多様性」は学校場面でもさまざまに議論され始めている。性の多様性の認め合いは性的マイノリティ

の理解ともいえる。多様性を認めるためには、「知ること」がその第一歩となる。知ることから学校が

すべきことを検討していく。 

講習の概要： 

1. 性同一性障害・性的マイノリティの基礎知識を概観する。 

2. 文部科学省の動きを含めた性的マイノリティをとりまく社会の動向を知る。 

3. 学校での役割について検討する。 

形態 講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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。 
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