
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

6月6日 日
選択
必修

11301 レジリエンスを高める指導法
教諭･養護教諭･
栄養教諭

20 大塚　芳生 熊本大学 3

6月13日 日
選択
必修

11302 学校、家庭及び地域との連携・協働
教諭･養護教諭･
栄養教諭

40 太田　恭司 熊本大学 4

6月20日 日
選択
必修

11303
学校、家庭並びに
地域の連携及び協働

教諭･養護教諭･
栄養教諭

60 山城　千秋 国立阿蘇青少年交流の家 5

7月4日 日
選択
必修

11304 トラブルコミュニケーションの心理学
教諭･養護教諭･
栄養教諭

60 八ッ塚　一郎 熊本大学 6

7月11日 日
選択
必修

11305  学校における危機管理の社会心理学
教諭･養護教諭･
栄養教諭

50 吉田　道雄 桜十字ホールやつしろ 7

7月18日 日
選択
必修

11306
道徳教育のおける
アクティブラーニング

教諭 40 八幡　英幸 熊本大学 8

7月25日 日
選択
必修

11307 タブレット端末を用いた製作活動
教諭･養護教諭･
栄養教諭

20 塚本　光夫 熊本大学 9

7月27日 火
選択
必修

11308 小学校教育の最前線（外国語活動） 教諭 20
スタン・
ピダーソン

熊本大学 10

7月28日 水
選択
必修

11309 レジリエンスを高める指導法
教諭･養護教諭･
栄養教諭

20 大塚　芳生 熊本大学 11

選択
必修

11310
深い学びに向かう楽しい国語科の
授業づくり

教諭 40 椙山　範夫 熊本大学 12

選択
必修

11311 事例に学ぶ危機管理と組織的対応
教諭･養護教諭･
栄養教諭

40 濵平　清志 桜十字ホールやつしろ 13

選択
必修

11312
「カリキュラム・マネジメント」の
理論と実践

教諭 40 古賀　倫嗣 熊本大学 14

選択
必修

11313 現代において求められる道徳教育
教諭･養護教諭･
栄養教諭

60 今井　伸和 熊本大学 15

選択
必修

11314 これからの学校で育てたい力 教諭 20 中山　玄三 熊本大学 16

選択
必修

11315
「特別の教科　道徳」の改訂の
ポイントと授業づくりの工夫

教諭 40 杉原　哲郎 熊本大学 17

8月19日 木
選択
必修

11316 学校、家庭及び地域との連携・協働
教諭･養護教諭･
栄養教諭

40 太田　恭司 熊本大学 18

8月20日 金
選択
必修

11317
子ども、保護者、そして教員を巡る
状況変化とその対応

教諭･養護教諭･
栄養教諭

40 一井　武幸 熊本大学 19

8月22日 日
選択
必修

11318 事例に学ぶ危機管理と組織的対応
教諭･養護教諭･
栄養教諭

40 濵平　清志 天草教育会館 20

塚本　光夫

山本　英史

8月29日 日
選択
必修

11320
英語教育の最新事情
（英語教育評価法）

教諭 25 島谷　浩 熊本大学 22

8月31日 火
選択
必修

11321 レジリエンスを高める指導法
教諭･養護教諭･
栄養教諭

20 大塚　芳生 熊本大学 23

選択
必修

11322 学校における危機管理の社会心理学
教諭･養護教諭･
栄養教諭

50 吉田　道雄 熊本大学 24

選択
必修

11323 小学校プログラミング教育入門 教諭 18 前田　康裕 熊本大学 25

9月5日 日
選択
必修

11324
幼児教育をめぐる
状況の変化と教育要領

教諭 40 柴田　賢一 熊本大学 26

9月11日 土
選択
必修

11325
子ども、保護者、そして教員を巡る
状況変化とその対応

教諭･養護教諭･
栄養教諭

40 一井　武幸 熊本大学 27

9月12日 日
選択
必修

11326 これからの学校で育てたい力 教諭 20 中山　玄三 熊本大学 28

9月18日 土
選択
必修

11327 学校における危機管理への対応
教諭･養護教諭･
栄養教諭

40 浦川　健一郎 熊本大学 29

7月31日 土

8月10日 火

8月1日 日

熊本大学 218月28日 土
選択
必修

11319
タブレット端末を用いた
制作活動と情報モラル教育

教諭･養護教諭･
栄養教諭

20

9月4日 土
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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

選択
必修

11328 教育改革と学校を巡る状況の変化 教諭 40 古賀　倫嗣 熊本大学 30

選択
必修

11329 タブレット端末を用いた制作活動
教諭･養護教諭･
栄養教諭

20 塚本　光夫 熊本大学 31

選択
必修

11330 教育相談の理論と実践 教諭・養護教諭 60 小川内　哲生 熊本大学 32

軸丸　美奈子

中山　亜紀

塚本　光夫

山本　英史

10月2日 土
選択
必修

11333 ワークで学ぶ教育相談
教諭･養護教諭･
栄養教諭

40 蔵岡　智子 熊本大学 35

10月9日 土
選択
必修

11334 学校、家庭及び地域との連携・協働
教諭･養護教諭･
栄養教諭

40 太田　恭司 熊本大学 36

10月10日 日
選択
必修

11335
学校現場におけるいじめ問題等への
危機管理のあり方

教諭･養護教諭･
栄養教諭

60 緒方　宏明 熊本大学 37

10月17日 日
選択
必修

11336 学校における危機管理の社会心理学
教諭･養護教諭･
栄養教諭

50 吉田　道雄 熊本大学 38

10月23日 土
選択
必修

11337 タブレット端末を用いた制作活動
教諭･養護教諭･
栄養教諭

20 塚本　光夫 熊本大学 39

10月24日 日
選択
必修

11338
「カリキュラム・マネジメント」の
理論と実践

教諭 40 増藤　孝成 熊本大学 40

10月30日 土
選択
必修

11339 今、求められる外国語教育 教諭 40 太田　篤士 熊本大学 41

11月6日 土
選択
必修

11340 ICTを活用した授業づくり 教諭・養護教諭 18 前田　康裕 熊本大学 42

教諭 15

9月19日 日

34

熊本県立教育センター 33

9月26日 日
選択
必修

11332
タブレット端末を用いた
制作活動と情報モラル教育

教諭 20 熊本大学

9月25日 土
選択
必修

11331 学力向上を目指すICT活用授業
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講習コード 11301 領域名 選択必修 開設講習名 レジリエンスを高める指導法 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 6 月 6 日（日） 

時間数 6 時間 受講定員 20 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者 
小・中・高・特支教諭、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

平成 31 年全国学力状況調査結果から「自分には良いところがありますか」の問いに、約２割以上の

児童生徒が否定的な回答をしています。また、不登校生も全国的に 5年連続増加しています。 

本講習では、このような状況の中で生き抜く力を育成するために、レジリエンスを高める指導法とし

て、アセスメントや教育相談でも活用できる新たな手法等（生徒指導提要 p．１０９）を取り入れなが

ら、実践的に学んでいきます。 

講習テーマ レジリエンスを高める指導法 担当者 大塚 芳生（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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．児童生徒のアセスメント（心的状況の把握）する方法を理解することができる。 

 ２．教育相談で用いるカウンセリングの技法を理解することができる。 

 ３．ケース会議の進め方を理解することができる。  

 ４．スクールカウンセラー、専門機関との連携する方法が理解できる。 

５．教育相談でも活用できる新たな手法等について理解することができる。 

講習の概要： 

前半（午前：到達目標１・２・５） 

・グループエンカウンターの手法を学びながら、人間関係作りや相互理解を促進する方法を学ぶ。 

・事例検討を検討しながら、アセスメントとする方法を学ぶ。 

・教育相談で用いるカウンセリング技法を体験的に学ぶ。 

後半（午後：到達目標３・４・５） 

・ケース会議の準備の仕方と進め方について学ぶ。 

・スクールカウンセラーや専門機関との連携について、事例を検討しながら学ぶ。 

・アンガーマネジメントの方法について体験的に学ぶ。 

・ストレスマネジメントの方法について体験的に学ぶ。 

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３０分程度で実施する。 

 

講習受講希望者への事前連絡： 

ノートパソコン（充電をしておく）を持参する。iPad 等でも可。 
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講習コード 11302 領域名 選択必修 開設講習名 
学校、家庭及び地域との連携・

協働 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 6月 13 日（日） 

時間数 6 時間 受講定員 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者 全教員 

講習内容： 

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

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

講習テーマ 学校と地域・家庭の連携・協働 担当者 太田 恭司（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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： 

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

クショップを通して「学校と地域・家庭の連携・協働」の具体策を検討するとともに、実現に向けた方

略を探究する。 

講習の概要： 

未来を創り出す子供たちの成長のために、学校のみならず、地域住民や保護者等も含め、国民一人一

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

とともにある学校づくりを目指して、以下の 4点を柱に講義等を行う。 

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

2．現任校における地域の実態を洗い出し、ＳＷＯＴ分析により連携・協働の可能性を広げる。 

3．先進事例を参考に現任校での連携・協働のイメージ化を図る。 

4．地域とともにある学校運営の視点を基にして、「成長モデル」というマネジメントツールの作成を通

して、具体策を実現に導く方略を探究する。 

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 

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： 

成果物を持ち帰る場合は、写真機能付き携帯電話等をご持参ください。 
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講習コード 11303 領域名 選択必修 開設講習名 
学校、家庭並びに地域の連携及び

協働 

会場 国立阿蘇青少年交流の家（阿蘇市） 開設日 令和 3年 6月 20 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 
幼・小・中教諭、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

本講習では、「社会に開かれた教育課程」を具体化していくために、子どものもう一つの教育環境で

ある地域社会の教育的機能を理解するとともに、人口減少社会における学校と地域・家庭との連携・協

働のあり方を検討する。併せて、コミュニティ・スクールや地域学校協働活動など、学社連携の先駆的

実践に学びながら、学校と地域社会、保護者との良好な関係性構築、および学校の地域的役割について

考察する。 

 

講習テーマ 学校と地域の連携・協働 担当者 山城 千秋（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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： 

 我が国は、教育といえば学校教育を指すほどに、学校崇拝の傾向が強い。学校、家庭、地域社会がそ

れぞれ本来の教育機能を発揮し、子どもたちの成長を支えるためにはどのような方策が必要か。また、

「社会に開かれた教育課程」を実現するために、学校と家庭・地域はどのように連携・協働すればよい

か、課題を理解し具体的実践を創造できることをめざす。具体的には、学校の教育課程以外の活動を包

含する社会教育の法と制度、社会教育施設における学習、社会教育関係団体の活動分析を通して、学校

を核とした地域コミュニティの再構築について考察する。 

講習の概要： 

学校が幅広い地域住民等の協力を得て、社会総掛かりでの教育を実現し、地域の活性化を図るために

はどのような連携・協働が可能となるか。今後、「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて、教職員

も学校と地域をつなぐ役割が求められている。本講習では、主に社会教育における子どもの遊び・生活

体験活動を歴史的にふり返り、学童保育や放課後子供教室をはじめ、多様な学校外教育に注目し、活動

の展開とその意義を明らかにする。また、コーディネート機能の強化として社会教育主事の役割が改め

て評価されており、その専門職性を生かした学校との連携構築と可能性についても検討する。 

  グループワークでは、少人数グループをつくってテーマに基づいて議論・検討し、その結果を発表し、

全体で共有をはかる。学校種・職種を超えて、児童・生徒の安全・安心な放課後活動と地域との連携に

ついて、具合的に考える契機とする。 

 

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 11304 領域名 選択必修 開設講習名 
トラブルコミュニケーションの 

心理学 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 7月 4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 全教員 

講習内容： 

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

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

組織的な対応に失敗し問題を拡大させてしまったトラブル事例を多角的に検討するとともに、近年の心

理学的知見を参照しつつ、教育現場でのよりよいコミュニケーションと組織的対応のあり方を考える。 

講習テーマ トラブルコミュニケーション 担当者 八ッ塚 一郎（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

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

教訓を共有するとともに、トラブルをめぐるコミュニケーション上の課題を把握する。さらに、最新の

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

向性を考える。学術的な研究の動向を広く紹介するとともに、常に実践を念頭に置きながら、簡単なデ

ィスカッションやロールプレイも織り交ぜつつ進める。 

講習の概要： 

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

機事例の分析 

・保護者対応における問題といわゆる「クレーム対応」の概略およびその問題 

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

理学 

・ミニディスカッションとロールプレイ 

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 30～40 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 11305 領域名 選択必修 開設講習名 
学校における危機管理の社会 

心理学 

会場 桜十字ホールやつしろ（八代市） 開設日 令和 3年 7月 11 日（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・栄養教諭 主な受講対象者 全教員 

講習内容： 

そもそも「危機管理」は、組織の構成員が元気で安全な日々を過ごすために行われるものである。 
そして、「教育現場」においても、「危機」に対応する実践力が求められる問題が頻発している。その

範囲も、児童生徒の「いじめ」「不登校」や教師の「飲酒事故」「体罰」「セクハラ」に対する問題にま

で拡がっている。こうした現状を踏まえ、本講習では「グループ・ダイナミックス」の知見をもとに、

「危機管理」と「リスクマネジメント」の基本について理論的な視点から情報を提示するとともに、グ

ループワークによって、「実践的な対応力」の修得を図る。 

講習テーマ 危機管理の行動科学 担当者 吉田 道雄（元熊本大学教育学部） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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．教育に関わる者として、「飲酒事故」「体罰」「セクハラ」等の問題を未然に防止するために求められ

る感受性を高める。 

2．現実に問題が発生した場合に組織的な対応ができる力を身につける。 

3．児童・生徒間で発生する問題を未然に防止するために求められる感受性を高める。 
4．現実に問題が発生した場合に保護者を含めた組織的な対応ができる力を身につける。 

  

＊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： 

1．「グループ・ダイナミックス」の知見をもとに、「危機管理」と「リスクマネジメント」の基本につ

いて理論的な視点から情報を提示する。 

2．「グループワーク」によって、学校における問題・課題を抽出し、その解決策を探求する。 

3．最終的に教育の場で実践できる「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 

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



講習コード 11306 領域名 選択必修 開設講習名 
道徳教育におけるアクティブ 

ラーニング 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 7月 18 日（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・中教諭 

講習内容： 

「特別の教科 道徳」が果たすべき役割は、新学習指導要領に象徴される学校教育全体の改革の流れ

の中で理解する必要がある。この講習では、道徳教育に関する学習指導要領改訂のポイントを解説す

るとともに、「特別の教科 道徳」において「アクティブラーニングの視点からの授業改善」を行い、

「主体的、対話的で深い学び」をするにはどうすればよいかを、小・中学校の道徳教材を用いた演習

を通じて考えていく。 

講習テーマ 
道徳教育におけるアクティブ

ラーニング 
担当者 八幡 英幸（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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.「特別の教科 道徳」が果たすべき役割を、学校教育全体の改革の流れの中で理解する。 

2.「特別の教科 道徳」において「アクティブラーニングの視点からの授業改善」を行い、「主体的・

対話的で深い学び」を実現するにはどうすればよいかを考える。 

3. 班別協議と発表を通じ、道徳の授業づくりについての考えを深める。 

講習の概要： 

1. 道徳教育に関する学習指導要領改訂のポイントや学校教育全体の改革との関連について解説する。 

2. 小・中学校の道徳教材を用いた演習を通じて、「アクティブラーニングの視点からの授業改善」を行

い、「主体的・対話的で深い学び」を実現するにはどうすればよいかを考える。 

 3. 班別協議と発表、講師からのコメント、本日のまとめを行う。 

形態 講義・演習 予備知識 □不要 ☑ある程度必要 □必要 

評価： 

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

講習受講希望者への事前連絡： 

 授業づくりに用いる道徳教材については、事前にメールにて資料名、入手方法等を連絡します。 
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講習コード 11307 領域名 選択必修 開設講習名 タブレット端末を用いた制作活動 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 7月 25 日（日） 

時間数 6 時間 受講定員 20 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者 全教員 

講習内容： 
タブレット端末を利用した授業の機会が多くなっている。そこで、本講習では、タブレット端末の基

本操作や基本機能を学習した後、タブレット端末を授業へ用いる場合の利便性に関する情報を獲得する

とともに、タブレット端末を利用した個別学習と班活動を体験しながら、ICT 教育に関する知識と実践

力を修得することができる。本講習は ICT 初級程度の内容である。 

講習テーマ タブレット端末利用について 担当者 塚本 光夫（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

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

きる。 
＜テーマ＞ デジタルコンテンツ作成事例の知見を得て、班による資料作成活動を体験し、班によ

る ICT 活用能力を獲得する。 

講習の概要： 
タブレット端末の効果的な利用方法について学び、その事例を知ることで、デジタルコンテンツ作成

技法について学習する。各種アプリの使用方法を習うことではない。班（2〜3 人）でタブレット端末

を利用して、与えられた課題に対する作品制作とプレゼンテーションを行う。ストーリー制作、素材の

収集・作成、作品制作、作品発表の一連の作業を実施する。最後に本講習テーマに関する筆記試験を行

う。授業担当者がタブレット端末やその他の情報機器・備品を用意するので、機器を持参する必要はな

い。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 
評価： 

制作物（50 点満点）および筆記試験（50 点満点）で評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 
授業担当者がタブレット端末やその他の機器を用意する。 
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講習コード 11308 領域名 選択必修 開設講習名 
小学校教育の最前線 

(外国語活動) 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 7月 27 日（火） 

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 小教諭 

講習内容： 

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

べきかを議論する。実践面に焦点をあて、クラスルーム・イングリッシュ、先生と児童のやりとりの量

と質を向上させる手法を学習する。具体的には、指導の際に有用な英語の語彙や表現を学び、教師によ

る効果的な英語による質問の仕方や児童の聴解力を重視したコミュニケーションの仕方を考察する。教

師自身の英語力向上も本講習の到達目標である。 

講習テーマ 
教室英語の質と量及び教師の

英語力の向上 
担当者 

スタン・ピダーソン（大学院教育学研究

科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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： 

 経験的に教えるため、ジェスチャーなど非言語的コミュニケーションの実体やその他の意思疎通を円

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

上させるための英語による問いかけ方(質問方法)を学習する。 

講習の概要： 

（午前） 

教室における教師と児童、あるいは児童間の英語を介したインタラクションの形態に焦点をあて、

児童が聴き、理解することができるよう、教室英語の質と量を向上させるノウハウを検討する。  
 

（午後） 

・クラスルーム・イングリッシュの基礎的な語彙や表現を習得する。 

・児童が理解できるような援助手段（ジェスチャーなど）を習得する。 

・インタラクティブな教え方を向上させる。 

  ・教師としての英語力を高める方法を学ぶ。特に Extensive Reading の方法を知り、実際に行って    

みることにより習得する。 

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 

評価： 

修了認定のための試験（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： 

電子辞書あるいは、紙媒体の英和辞書を持参すること。筆記用具、ノートは必要です。 

動きやすい服装で来てください。 
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講習コード 11309 領域名 選択必修 開設講習名 レジリエンスを高める指導法 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 7月 28 日（水） 

時間数 6 時間 受講定員 20 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者 
小・中・高・特支教諭 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

平成 31 年全国学力状況調査結果から「自分には良いところがありますか」の問いに、約２割以上の

児童生徒が否定的な回答をしています。また、不登校生も全国的に 5年連続増加しています。 

本講習では、このような状況の中で生き抜く力を育成するために、レジリエンスを高める指導法とし

て、アセスメントや教育相談でも活用できる新たな手法等（生徒指導提要 p．１０９）を取り入れなが

ら、実践的に学んでいきます。 

講習テーマ レジリエンスを高める指導法 担当者 大塚 芳生（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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．児童生徒のアセスメント（心的状況の把握）する方法を理解することができる。 

 ２．教育相談で用いるカウンセリングの技法を理解することができる。 

 ３．ケース会議の進め方を理解することができる。  

 ４．スクールカウンセラー、専門機関との連携する方法が理解できる。 

５．教育相談でも活用できる新たな手法等について理解することができる。  

講習の概要： 

前半（午前：到達目標１・２・５） 

・グループエンカウンターの手法を学びながら、人間関係作りや相互理解を促進する方法を学ぶ。 

・事例検討を検討しながら、アセスメントとする方法を学ぶ。 

・教育相談で用いるカウンセリング技法を体験的に学ぶ。 

後半（午後：到達目標３・４・５） 

・ケース会議の準備の仕方と進め方について学ぶ。 

・スクールカウンセラーや専門機関との連携について、事例を検討しながら学ぶ。 

・アンガーマネジメントの方法について体験的に学ぶ。 

・ストレスマネジメントの方法について体験的に学ぶ。 

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３０分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

ノートパソコン（充電をしておく）を持参する。iPad 等でも可。 
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講習コード 11310 領域名 選択必修 開設講習名 
深い学びに向かう楽しい国語科の

授業づくり 

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 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小教諭 

講習内容： 

これからの時代に求められる資質・能力を育むために、「主体的・対話的で深い学び」に向かう授業

の実現が求められている。それは、具体的にはどんな授業の姿なのか。それは、これまでの授業とどこ

が違うのか。どうすれば、そんな授業が実現するのか。この講習では、それらの課題について具体的な

実践事例をもとに考え、楽しく深く学びながら、確かで豊かな力を付けていく国語科の授業を創造して

いく。 

講習テーマ 
深い学びに向かう楽しい国語

科の授業づくり 
担当者 椙山 範夫（平成音楽大学） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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： 

 「深い学びに向かう楽しい国語科の授業」をつくることのできる教師でありたい。そのために、この

講習では次のことを目標とする。 

・国語科における「主体的・対話的で深い学び」とは、どのようなものか具体的に理解できる。 

・「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の視点から、授業について考えることができる。 

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向かう国語科授業を、具体的に構想することができる。 

 

講習の概要： 

1.「主体的・対話的で深い学び」が求められる背景について知る。 

2.「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の視点から、これまでの授業を振り返る。 

3.具体的な実践事例を通して、国語科における「主体的・対話的で深い学び」の実現に向かう楽しい授

業づくりのポイントを学ぶ。 

4.これまでの学びを踏まえて、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向かう楽しい国語科の授業を構

想する。 

 

形態 講義・協議・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 11311 領域名 選択必修 開設講習名 事例に学ぶ危機管理と組織的対応 

会場 桜十字ホールやつしろ（八代市） 開設日 令和 3年 7月 31 日（土） 

時間数 6 時間 受講定員 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者 全教員 

講習内容： 

1.教育現場で求められる危機管理について、最近の事件事故の事例をもとに理解する。 

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

で討議し、考察する。 

3.子ども達の安心・安全を第一とした教員の組織的・個人的な対応能力を高める。 

講習テーマ 

危機管理の課題と組織的対応

の必要性を当事者になって考

える 

担当者 濵平 清志（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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： 

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

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

場では子ども達の怪我やいじめ、生徒指導などの事案が日常的に起きている。また、感染症予防や自然

災害への対策など、あらゆる事案に対して組織的、予防的に考え迅速に動くことが大切になる。 

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

ススタディの方法を用いることで個々の課題解決力を高めることを目標とする。 

講習の概要： 

1.自らのヒヤリ・ハットの経験を忌憚なくグループで語り合う。 

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

3.年度統計から学校で起こった事件事故についてその概要と傾向を知る。 

4.幼稚園・小学校・中学校・高等学校・支援学校等の学校事故の事案をもとにグループで討議すること

で、危機管理の意識について考える。 

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

さを知る。 

6.幼小中の連携についての事案をもとにグループで討議することで、課題解決の手法について考える。 

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

形態 講義・グループ討議 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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 11312 領域名 選択必修 開設講習名 
「カリキュラム・マネジメント」

の理論と実践 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 8月 1日（日） 

時間数 6 時間 受講定員 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 幼・小・中・特支教諭 

講習内容： 

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

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

実務について解説する。具体的には、「幼・保・小連携」、「小中一貫教育」、「学校評価制度」など多様

な課題と「学校のマネジメント」に係る先進的な実践事例を通して、「社会に開かれた教育課程」の実

現に向けた取り組みを受講者と共に考える。 

講習テーマ 
カリキュラム・マネジメントの

理論と実践 
担当者 古賀 倫嗣（元熊本大学教育学部教授） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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： 

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

いう「学習指導要領」等の理念を踏まえ、その教育的実践の推進に必要な「カリキュラム・マネジメン

ト」の知識と実務について解説する。「社会に開かれた教育課程」についての理解度の深化と教育実践

力の習得が本講習の到達目標である。おおむね学校の「研究主任」としての力量形成を目指すものであ

る。 

講習の概要： 

「午前の部」では、「学習指導要領」等の理念の実現に向けて、なぜ「カリキュラム・マネジメント」

が必要とされることになったか、その理論的な背景に触れながら、「幼・保・小連携」、          

「小中一貫教育」など、これまでの教育政策の経緯と課題について講述する。 

 

「午後の部」では、「社会に開かれた教育課程」の視点から、急激に進む「教育改革」の基本的な方

向性を受講者と共に考える。また、先進事例の取組みを踏まえ、推進システム、カリキュラム改革、事

業評価、コーディネート機能等、実務的な観点から「カリキュラム・マネジメント」の実践に向けた態

勢の整備について講述する。 

なお、講義時間中に、「この頃、子どもたち（児童）に関して気になること」をテーマに、グループ 

ワークの時間を設け、問題意識の深化と共有化を図ることにしている。 

 

形態 講義 予備知識 □不要 ☑ある程度必要 □必要 

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 11313 領域名 選択必修 開設講習名 現代において求められる道徳教育 

会場 熊本大学（熊本市） 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 
小・中・特支教諭 

養護教諭・栄養教諭 

講習内容： 

1) 教科化に際して、その背景や、道徳教育の課題として挙げられたことについて確認し、現代におい

て求められる道徳教育について考える。 

2) 教科書の資料について批判的に吟味するとともに、それぞれの資料の活用方法や中心発問の仕方に

ついて考える。 

3) 〈ねらい〉の検討および学習指導過程の構想について、その理論と実践を学ぶ。 

4) 特別支援学校における道徳科の指導法を通して道徳科の評価について考える。 

講習テーマ 
現代において求められる道徳

教育とは─その理論と実践 
担当者 今井 伸和（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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： 

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

際の授業をもとに道徳科の指導法や評価の観点について考察する。到達目標は以下の通りである。 

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

・主教材の特質を理解するとともに，それを活用した授業づくりの手法を修得している。 

・〈ねらい〉の設定の仕方や学習指導過程の構想について論じることができる。 

・特別支援教育における道徳科の指導法や評価について理解している。 

講習の概要： 

1． 道徳の教科化の背景について概観し、教科化に際してあらため道徳科の課題について論究する。 

2．主教材の特質を理解するとともに，それを活用した授業づくりの手法を修得する。とくに日本学術会議に

よる道徳科の教科書批判をふまえ、それでも教科書の資料を使用せざるを得ない場合、どのようにそ

れを活用すべきか、中心発問はどのようにすべきかを考える。 

3. 〈ねらい〉の検討および学習指導過程の構想について、その理論と実践を学ぶ。 

4．道徳教育および道徳科の評価について考察する。とくに、発言や文章での表現が苦手な子どもをど

う評価するのかという問題について、特別支援学校における道徳科を参考に論じる。 

 

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 

評価： 

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

講習受講希望者への事前連絡： 

文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 特別の教科 道徳編』（廣済堂あかつき、2018

年）または『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 特別の教科 道徳編』（教育出版、2018 年）

のいずれかの持参が望まれるが、2020 年 12 月 1日の時点で、文科省のサイトよりそれらの電子データー

がダウンロード可能であり、スマホ・タブレット・パソコン等でそれらを参照することも可。 

 

 

15



 

講習コード 11314 領域名 選択必修 開設講習名 これからの学校で育てたい力 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 8月 10 日（火） 

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 小・中教諭 

講習内容： 

これからの学校で育てたい力にかかわる最近の動向と 2017（平成 29）年告示の学習指導要領を取り

上げ、講義やグループ活動などを行い、教師としての資質・能力を高める。 

【午前】これからの学校で「育てたい資質・能力」について、理解を深める。 

【午後】資質・能力を育むための「主体的・対話的で深い学び」について、理解を深める。  

講習テーマ 
育てたい資質・能力と主体的・

対話的で深い学び 
担当者 中山 玄三（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） 

【午後】 １３：１０～１６：２０ 

     （休憩、修了認定試験含む） 

【午前】 

講習の到達目標及びテーマ： 

 2017（平成 29）年告示の学習指導要領の基本的な考え方と「これからの学校で育てたい資質・能力」

について、観点別学習状況評価の歴史的変遷を振り返るとともに改正法令や国の審議会答申等を基に、

理解を深める。 

講習の概要： 

1.新しい学力観（1993）から学力 3 要素（2009）へ、学力 3 要素（2009）から 21 世紀型能力（2013）

を経て「資質・能力の 3本柱（2015）」への変遷について学ぶ。 

2.「育てたい資質・能力（午前）」についての理解をもとに、これからの学校教育で取り組む必要のあ

る自己の課題を考える。 

【午後】 

講習の到達目標及びテーマ： 

2017（平成 29）年告示の学習指導要領での「基礎的・基本的な知識・技能を活用して、課題を解決す

るために必要な思考力・判断力・表現力」を中心に取り上げ、答えが 1 つに決まらない問題を解決する

活動を通して、「主体的・対話的で深い学び」について、理解を深める。 

講習の概要： 

1.「答えが 1 つに決まらない問題を他者と協働して解決する」ことで、「思考力・判断力・表現力」を

自ら働かせる実体験をする。 

2.「主体的・対話的で深い学び（午後）」についての理解をもとに、これからの授業・学習指導で工夫・

改善する必要のある自己の課題を考える。 

形態 講義・少人数グループ活動 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（50 点満点）を、午前と午後の講習時間内に 30 分程度で、２回実施する。 
「育てたい資質・能力」、「主体的・対話的で深い学び」について、評価する。 
 

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 11315 領域名 選択必修 開設講習名 
「特別の教科 道徳」の改訂のポ

イントと授業づくりの工夫 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 8月 10 日（火） 

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・中教諭 

講習内容： 

 

本講習では、学習指導要領「特別の教科 道徳編」の改訂のポイントを踏まえ、「考える道徳」、 

「議論する道徳」に向けて「特別の教科 道徳」の授業のあり方や指導方法の工夫改善、評価のポ 

イントについて実践的に学ぶものである。 

講習テーマ 
「特別の教科 道徳」の改訂の

ポイントと授業づくりの工夫 
担当者 杉原 哲郎（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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： 

 

 学習指導要領「特別の教科 道徳編」における、改定のポイントを理解するとともに、答えが 

一つではない道徳的な課題を自分のこととして捉え、向き合い、自己の(人間としての)生き方に 

ついて考えを深める「考える道徳」「議論する道徳」の授業のあり方や実践的な指導方法や工夫に 

ついて学ぶ。 

講習の概要： 

講義 1 「特別の教科 道徳編」改訂のポイント 

(1)道徳の教科化の経緯等 

(2)道徳教育と道徳科 

(3)学校の教育活動全体で取り組む道徳教育 

(4)道徳科の評価の考え方と視点 

講義 2 道徳科の授業づくりについて 

(1)「考える」・「議論する」道徳科の授業とは  

(2)道徳科の目標について 

(3)「考える」・「議論する」道徳科授業づくりの工夫   

演習 1 「考える」・「議論する」道徳科展開案づくり 

  (1)グループ協議 

  (2)発表 

評価 

 

形態 講義・グループ協議・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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 11316 領域名 選択必修 開設講習名 
学校、家庭及び地域との連携・ 

協働 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 8月 19 日（木） 

時間数 6 時間 受講定員 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者 全教員 

講習内容： 

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

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

講習テーマ 学校と地域・家庭の連携・協働 担当者 太田 恭司（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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： 

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

クショップを通して「学校と地域・家庭の連携・協働」の具体策を検討するとともに、実現に向けた方

略を探究する。 

講習の概要： 

未来を創り出す子供たちの成長のために、学校のみならず、地域住民や保護者等も含め、国民一人一

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

とともにある学校づくりを目指して、以下の 4点を柱に講義等を行う。 

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

2.現任校における地域の実態を洗い出し、ＳＷＯＴ分析により連携・協働の可能性を広げる。 

3.先進事例を参考に現任校での連携・協働のイメージ化を図る。 

4.地域とともにある学校運営の視点を基にして、「成長モデル」というマネジメントツールの作成を通

して、具体策を実現に導く方略を探究する。 

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 

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： 

成果物を持ち帰る場合は、写真機能付き携帯電話等をご持参ください。 
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講習コード 11317 領域名 選択必修 開設講習名 
子ども、保護者、そして教員を 

巡る状況変化とその対応 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 8月 20 日（金） 

時間数 6 時間 受講定員 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者 全教員 

講習内容：教育環境の著しい変化に伴い、学校、家庭及び地域社会においては深刻で複雑な課題が存

在し、教員には適時かつ適切な対応が求められていることを再確認する。そのために、以下の３視点

で考察する。 

１）子どもに関わる課題（いじめ・不登校・自殺・非行・SNS 等）の実態を知り、その対応を考える。 

２）保護者に関わる課題（理不尽な要求・貧困・児童虐待等）の実態を知り、その対応を考える。 

３）教員に関わる課題（働き方改革・資質･能力の育成・教職員評価・研修制度・不祥事等）につい

て考え、国、教育委員会、そして学校における取組の方向や現状を理解する。 

講習テーマ 今日的な教育課題を探る 担当者 一井 武幸（東海大学） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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）今日の子どもの教育課題を捉え、その要因や背景を探るとともに、具体的な指導法を考えたり、

学校組織の一員として対応したりすることができる。 

２）学校教育に関わる保護者の課題を捉え、その要因や背景を考えながら、学校組織の一員として具

体的に対応することができる。 

３）教員に関わる今日的諸課題について考え、国や教育委員会、学校現場における取組の方向や現況

を理解する。 

講習の概要： 

今日の社会の教育環境は加速度的に変化し、そのために学校、家庭及び地域社会においては深刻か

つ複雑な課題が多く生まれ、その解決・改善のためには学校、特に教員一人一人の果たすべき役割が

大きいことを再確認する。 

１）今日の子どもを取り巻く教育課題（いじめ・不登校・自殺・非行・SNS 等）を出し合い、その要

因や背景を探り、学校組織の一員としてどのように対応したらよいのか協議しながら考える。 

※ 予想されるそれぞれの教育課題の最新情報（諸調査による統計資料等）を紹介する。そして、

参加者自身が最も関心の高い課題ごとにグループ協議を行い、これまでの教職経験から大いに意

見交換しながら、よりよい対応策を構築できるようにする。 

２）学校教育に関わる保護者の課題（理不尽な要求・貧困・児童虐待等）を出し合い、その要因や背

景を探り、学校組織の一員としてどのように対応したらよいのかを協議しながら考える。 

※ 担当者自身が公立学校で現職時に経験した事案を紹介したり、児童虐待などの最新情報（諸調

査による統計資料等）を紹介したりする。そして、参加者自身が最も関心の高い課題ごとにグル

ープ協議を行い、これまでの教職経験から大いに意見交換しながら、よりよい対応策を構築でき

るようにする。 

３）教員に関わる喫緊の課題（働き方改革・資質･能力の育成・教職員評価・研修制度・不祥事等）

について出し合い、国や教育委員会、学校現場における取組の方向や実態について、情報交換や協

議をしながら理解したり共有できたりする。 

※ 先ず、現在の参加者自身が感じている教員に関わる喫緊の課題について改めて問い直してみる。

課題に関する国の方向性や現状、教育委員会の取組等を紹介するとともに、学校現場の取組や成果

等を出し合い、今後いっそう意欲的に職務に励むことができるようにする。 

形態 講義・協議・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

評価： 

すべての時間に出席したことを条件として、講習時間の最後に行う筆記試験（100 点満点）により

評価する。なお、試験時の講習で使用した資料等の持込は可とする。 

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 11318 領域名 選択必修 開設講習名 事例に学ぶ危機管理と組織的対応 

会場 天草教育会館（天草市） 開設日 令和 3年 8月 22 日（日） 

時間数 6 時間 受講定員 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者 全教員 

講習内容： 

1.教育現場で求められる危機管理について、最近の事件事故の事例をもとに理解する。 

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

で討議し、考察する。 

3.子ども達の安心・安全を第一とした教員の組織的・個人的な対応能力を高める。 

講習テーマ 

危機管理の課題と組織的対応

の必要性を当事者になって考

える 

担当者 濵平 清志（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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： 

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

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

場では子ども達の怪我やいじめ、生徒指導などの事案が日常的に起きている。また、感染症予防や自然

災害への対策など、あらゆる事案に対して組織的、予防的に考え迅速に動くことが大切になる。 

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

ススタディの方法を用いることで個々の課題解決力を高めることを目標とする。 

講習の概要： 

1.自らのヒヤリ・ハットの経験を忌憚なくグループで語り合う。 

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

3.年度統計から学校で起こった事件事故についてその概要と傾向を知る。 

4.幼稚園・小学校・中学校・高等学校・支援学校等の学校事故の事案をもとにグループで討議すること

で、危機管理の意識について考える。 

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

さを知る。 

6.幼小中の連携についての事案をもとにグループで討議することで、課題解決の手法について考える。 

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

形態 講義・グループ討議 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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 11319 領域名 選択必修 開設講習名 
タブレット端末を用いた制作活動

と情報モラル教育 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 8月 28 日（土） 

時間数 6 時間 受講定員 20 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者 全教員 

講習内容： 

  タブレット端末を用いた制作活動と情報モラル教育用教材作成について講義・演習を行う。タブレッ

ト端末を用いた制作活動では、最新情報とプレゼンテーションについて講義・演習を行う。各種アプリ

を用いた作成方法を学習するとともに、受講者による制作演習を行う。情報モラル教育については、ネ

ット社会を生きていく力を育てる情報モラル教育の授業づくりをとおして、授業で使える教材を作成す

る。 

講習テーマ 
タブレット端末を用いた制作

活動 
担当者 塚本 光夫（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： 

＜到達目標＞ タブレット端末を用いた制作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： 

 タブレット端末に関する講義の後、各種アプリを用いた制作を行うとともに、本講習テーマに関する

筆記試験を行う。授業内容は初心者向けである。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

評価： 

１）制作物（50%），２）講習時間内の筆記試験（50%） 

講習受講希望者への事前連絡： 

授業担当者がタブレット端末やその他の機器を用意する。 

講習テーマ 
タブレット端末を用いた情報

モラル教育用の教材作成 
担当者 山本 英史（熊本市教育センター） 

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： 

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

また、タブレット端末を使い情報モラル教育の授業で活用できる教材を作成する。 

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

く力を育てる情報モラル教育の授業づくりをとおして、授業で使える教材を作成する。 

講習の概要： 

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

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

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

評価： 

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

講習受講希望者への事前連絡： 

授業担当者がタブレット端末やその他の機器を用意する。 
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講習コード 11320 領域名 選択必修 開設講習名 
英語教育の最新事情 

（英語教育評価法） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 8月 29 日（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・中・高（英語）教諭 

講習内容： 

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

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

3.新学習指導要領に対応した学習評価、思考力、表現力を高めるパフォーマンス評価について理解を 

深める。 

4.テストデータ分析と活用方法について理解を深める。 

 

講習テーマ 英語教育評価法 担当者 島谷 浩（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

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

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

3.新学習指導要領に対応した学習評価、思考力、表現力を高めるパフォーマンス評価について理解を 

深める。 

4.テストデータ分析と活用方法について理解を深める。 

 

講習の概要： 

1.英語コミュニケーション能力の構成要素、良いテストの条件、テスト細目に関する講義 

2.英語コミュニケーション能力を高めるテストの必要条件、コミュニカティブ・テスティング作成法に

関する講義 

3.新学習指導要領に対応した学習評価、英語による思考力、表現力を高めるパフォーマンス評価、ICT 

を活用した評価に関する講義 

4.基本的統計処理に関する講義と古典的テスト理論・ラッシュモデルによる分析を体験する演習 

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： 

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

である。辞書等は特に必要ではないが、持参されるのは構いません。 
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講習コード 11321 領域名 選択必修 開設講習名 レジリエンスを高める指導法 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 8月 31 日（火） 

時間数 6 時間 受講定員 20 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者 
小・中・高・特支教諭、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

平成 31 年全国学力状況調査結果から「自分には良いところがありますか」の問いに、約２割以上の

児童生徒が否定的な回答をしています。また、不登校生も全国的に 5年連続増加しています。 

本講習では、このような状況の中で生き抜く力を育成するために、レジリエンスを高める指導法とし

て、アセスメントや教育相談でも活用できる新たな手法等（生徒指導提要 p．１０９）を取り入れなが

ら、実践的に学んでいきます。 

講習テーマ レジリエンスを高める指導法 担当者 大塚 芳生（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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．児童生徒のアセスメント（心的状況の把握）する方法を理解することができる。 

 ２．教育相談で用いるカウンセリングの技法を理解することができる。 

 ３．ケース会議の進め方を理解することができる。  

 ４．スクールカウンセラー、専門機関との連携する方法が理解できる。 

５．教育相談でも活用できる新たな手法等について理解することができる。 

講習の概要： 

前半（午前：到達目標１・２・５） 

・グループエンカウンターの手法を学びながら、人間関係作りや相互理解を促進する方法を学ぶ。 

・事例検討を検討しながら、アセスメントとする方法を学ぶ。 

・教育相談で用いるカウンセリング技法を体験的に学ぶ。 

後半（午後：到達目標３・４・５） 

・ケース会議の準備の仕方と進め方について学ぶ。 

・スクールカウンセラーや専門機関との連携について、事例を検討しながら学ぶ。 

・アンガーマネジメントの方法について体験的に学ぶ。 

・ストレスマネジメントの方法について体験的に学ぶ。 

 

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３０分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

ノートパソコン（充電をしておく）を持参する。iPad 等でも可。 
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講習コード 11322 領域名 選択必修 開設講習名 
学校における危機管理の社会 

心理学 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 9月 4日（土） 

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・栄養教諭 主な受講対象者 全教員 

講習内容： 

そもそも「危機管理」は、組織の構成員が元気で安全な日々を過ごすために行われるものである。 
そして、「教育現場」においても、「危機」に対応する実践力が求められる問題が頻発している。その

範囲も、児童生徒の「いじめ」「不登校」や教師の「飲酒事故」「体罰」「セクハラ」に対する問題にま

で拡がっている。こうした現状を踏まえ、本講習では「グループ・ダイナミックス」の知見をもとに、

「危機管理」と「リスクマネジメント」の基本について理論的な視点から情報を提示するとともに、グ

ループワークによって、「実践的な対応力」の修得を図る。 

講習テーマ 危機管理の行動科学 担当者 吉田 道雄（元熊本大学教育学部） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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.教育に関わる者として、「飲酒事故」「体罰」「セクハラ」等の問題を未然に防止するために求められ

る感受性を高める。 

2.現実に問題が発生した場合に組織的な対応ができる力を身につける。 

3.児童・生徒間で発生する問題を未然に防止するために求められる感受性を高める。 

4.現実に問題が発生した場合に保護者を含めた組織的な対応ができる力を身につける。 

  

＊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： 

1.「グループ・ダイナミックス」の知見をもとに、「危機管理」と「リスクマネジメント」の基本につ

いて理論的な視点から情報を提示する。 

2.「グループワーク」によって、学校における問題・課題を抽出し、その解決策を探求する。 

3.最終的に教育の場で実践できる「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 

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 11323 領域名 選択必修 開設講習名 小学校プログラミング教育入門 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 9月 4日（土） 

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 小教諭 

講習内容： 

令和２年度より小学校におけるプログラミング教育が必修となるために、教師には指導するための具

体的な方法と理論が求められる。そこで、本講習では、タブレット型端末を利用して低学年から高学年

向けのプログラミングを実際に体験するとともに、児童のプログラミング的思考力を高めるための授業

方略についても考察する。そのことによって、プログラミング教育の力量向上を狙いとする。 

講習テーマ 
小学校プログラミング教育入

門 
担当者 前田 康裕（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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： 

【午前】 

＜到達目標＞プログラミング教育の意義と指導の理論を理解するとともに、タブレット型端末を活

用した低中学年向けのプログラミングの技能を獲得する。 

＜テーマ＞ プログラミング教育の目標と低中学年向けのプログラミング 

【午後】 

＜到達目標＞高学年向けのプログラミングの技能を獲得するとともに、実際の教科等での授業方略

について考察する。 

＜テーマ＞ 高学年向けのプログラミングと授業づくり 

講習の概要： 

【午前】 

プログラミング教育の目的と STEAM 教育等などの社会的な背景について理解する。 

また、低中学年向けのプログラミング教育としてのアンプラグドの実技や Viscuit 及び ScratchJr

等を使ったプログラミングの実際について学ぶ。そのことによって、プログラミングの技能向上と

授業づくりを目標とする。 

【午後】 

   高学年向けのアプリケーションとしての Scratch について学ぶ。更に、ロボット等のハードウェ 

  アを活用した教科等での授業づくりを体験する。そのことによって、プログラミングの技能向上と 

  プログラミング的思考力を高めるための授業づくりの技能向上を目標とする。                                                      

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

評価： 

プログラミングによる作品発表(50 点満点）及び講習時間内の筆記試験（50 点満点）で評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

算数科、理科、図画工作科等の教科書及び指導書等を持参すること。 
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講習コード 11324 領域名 選択必修 開設講習名 幼児教育をめぐる状況の変化と教育要領  

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 9月 5日（日） 

時間数 6 時間 受講定員 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 幼教諭 

講習内容： 

近年における幼児教育の変化（幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂、教

職課程等の改定）を踏まえ、教育要領等をあらためて理解し直し、保育実践へと反映させるための力を

つけることを講習の主たる目的とする。具体的には以下の 4点を内容として実施する。 

1. 幼児教育をめぐる近年の状況の変化について解説する。 

2. 教育要領の改訂に伴う変更点等を中心に新要領・指針の内容を解説する。  

3. 幼児理解の方法としての観察と記録、およびそれらを用いた研修の進め方についてワークを行う。  

4. 2 と 3 を踏まえて教育要領等を踏まえて幼児教育実践を構想する力について整理する。 

講習テーマ 
幼児教育をめぐる状況の変化

と教育要領 
担当者 柴田 賢一（尚絅大学短期大学部） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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．幼児教育をめぐる近年の状況の変化について理解する。  

2．教育要領の内容を理解する。 

3．幼児理解の方法としての観察と記録、およびそれらを用いた研修の進め方を習得する。 

4．幼児理解と教育要領等を踏まえて幼児教育実践を構想する力を身につける。 

 

講習の概要： 

・近年の幼児教育に関する制度、施設、保育の内容や方法等の変化について資料等を用いて解説する。 

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

まえて、教育要領および教育保育要領の内容を解説する。  

・幼児理解のための観察・記録の方法の理解を深め、解説及びワークを通して研修の方法を理解する。 

 

上記を踏まえて幼児教育実践を構想する力を身に付けるため、グループもしくは個人のワークを行う。 

形態 講義・演習 予備知識 □不要 ☑ある程度必要 □必要 

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： 

参考資料として、幼稚園教育要領解説、幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説を用います。お持

ちの方はご持参ください。またできれば講習前にご一読ください。 
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講習コード 11325 領域名 選択必修 開設講習名 
子ども、保護者、そして教員を  

巡る状況変化とその対応 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 9月 11 日（土） 

時間数 6 時間 受講定員 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者 全教員 

講習内容：教育環境の著しい変化に伴い、学校、家庭及び地域社会においては深刻で複雑な課題が存

在し、教員には適時かつ適切な対応が求められていることを再確認する。そのために、以下の３視点

で考察する。 

１）子どもに関わる課題（いじめ・不登校・自殺・非行・SNS 等）の実態を知り、その対応を考える。 

２）保護者に関わる課題（理不尽な要求・貧困・児童虐待等）の実態を知り、その対応を考える。 

３）教員に関わる課題（働き方改革・資質･能力の育成・教職員評価・研修制度・不祥事等）につい

て考え、国、教育委員会、そして学校における取組の方向や現状を理解する。 

講習テーマ 今日的な教育課題を探る 担当者 一井 武幸（東海大学） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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）今日の子どもの教育課題を捉え、その要因や背景を探るとともに、具体的な指導法を考えたり、

学校組織の一員として対応したりすることができる。 

２）学校教育に関わる保護者の課題を捉え、その要因や背景を考えながら、学校組織の一員として具

体的に対応することができる。 

３）教員に関わる今日的諸課題について考え、国や教育委員会、学校現場における取組の方向や現況

を理解する。  

講習の概要： 

今日の社会の教育環境は加速度的に変化し、そのために学校、家庭及び地域社会においては深刻か

つ複雑な課題が多く生まれ、その解決・改善のためには学校、特に教員一人一人の果たすべき役割が

大きいことを再確認する。 

１）今日の子どもを取り巻く教育課題（いじめ・不登校・自殺・非行・SNS 等）を出し合い、その要

因や背景を探り、学校組織の一員としてどのように対応したらよいのか協議しながら考える。 

※ 予想されるそれぞれの教育課題の最新情報（諸調査による統計資料等）を紹介する。そして、

参加者自身が最も関心の高い課題ごとにグループ協議を行い、これまでの教職経験から大いに意

見交換しながら、よりよい対応策を構築できるようにする。 

２）学校教育に関わる保護者の課題（理不尽な要求・貧困・児童虐待等）を出し合い、その要因や背

景を探り、学校組織の一員としてどのように対応したらよいのかを協議しながら考える。 

※ 担当者自身が公立学校で現職時に経験した事案を紹介したり、児童虐待などの最新情報（諸調

査による統計資料等）を紹介したりする。そして、参加者自身が最も関心の高い課題ごとにグル

ープ協議を行い、これまでの教職経験から大いに意見交換しながら、よりよい対応策を構築でき

るようにする。 

３）教員に関わる喫緊の課題（働き方改革・資質･能力の育成・教職員評価・研修制度・不祥事等）

について出し合い、国や教育委員会、学校現場における取組の方向や実態について、情報交換や協

議をしながら理解したり共有できたりする。 

※ 先ず、現在の参加者自身が感じている教員に関わる喫緊の課題について改めて問い直してみ

る。課題に関する国の方向性や現状、教育委員会の取組等を紹介するとともに、学校現場の取組

や成果等を出し合い、今後いっそう意欲的に職務に励むことができるようにする。 

形態 講義・協議・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

評価： 

すべての時間に出席したことを条件として、講習時間の最後に行う筆記試験（100 点満点）により

評価する。なお、試験時の講習で使用した資料等の持込は可とする。 

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 11326 領域名 選択必修 開設講習名 これからの学校で育てたい力 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 9月 12 日（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 小・中教諭 

講習内容： 

これからの学校で育てたい力にかかわる最近の動向と 2017（平成 29）年告示の学習指導要領を取り

上げ、講義やグループ活動などを行い、教師としての資質・能力を高める。 

【午前】これからの学校で「育てたい資質・能力」について、理解を深める。 

【午後】資質・能力を育むための「主体的・対話的で深い学び」について、理解を深める。  

講習テーマ 
育てたい資質・能力と主体的・

対話的で深い学び 
担当者 中山 玄三（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） 

【午後】 １３：１０～１６：２０ 

     （休憩、修了認定試験含む） 

【午前】 

講習の到達目標及びテーマ： 

 2017（平成 29）年告示の学習指導要領の基本的な考え方と「これからの学校で育てたい資質・能力」

について、観点別学習状況評価の歴史的変遷を振り返るとともに改正法令や国の審議会答申等を基に、

理解を深める。 

講習の概要： 

1.新しい学力観（1993）から学力 3 要素（2009）へ、学力 3 要素（2009）から 21 世紀型能力（2013）

を経て「資質・能力の 3本柱（2015）」への変遷について学ぶ。 

2.「育てたい資質・能力（午前）」についての理解をもとに、これからの学校教育で取り組む必要のあ

る自己の課題を考える。 

【午後】 

講習の到達目標及びテーマ： 

2017（平成 29）年告示の学習指導要領での「基礎的・基本的な知識・技能を活用して、課題を解決す

るために必要な思考力・判断力・表現力」を中心に取り上げ、答えが 1 つに決まらない問題を解決する

活動を通して、「主体的・対話的で深い学び」について、理解を深める。 

講習の概要： 

1.「答えが 1 つに決まらない問題を他者と協働して解決する」ことで、「思考力・判断力・表現力」を

自ら働かせる実体験をする。 

2.「主体的・対話的で深い学び（午後）」についての理解をもとに、これからの授業・学習指導で工夫・

改善する必要のある自己の課題を考える。 

形態 講義・少人数グループ活動 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（50 点満点）を、午前と午後の講習時間内に 30 分程度で、２回実施する。 
「育てたい資質・能力（午前）」、「主体的・対話的で深い学び（午後）」について、評価する。 
 

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 11327 領域名 選択必修 開設講習名 学校における危機管理への対応 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 9月 18 日（土） 

時間数 6 時間 受講定員 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者 
小・中教諭、養護教諭、 

栄養教諭 

講習内容： 

 今日の学校教育の場に山積する危機管理上の課題を解決するために、その基本となるリスク・マネ

ジメント、クライシス・マネジメントについて理解するとともに、対応の要点や具体的事例を通して組

織的対応の在り方や関係諸機関との連携の在り方等について考察する。 

講習テーマ 危機管理と組織的対応 担当者 浦川 健一郎（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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： 

今日の学校の場に山積する危機管理上の課題を解決するために、その基本となるリスク・マネジメン

トとクライシス・マネジメントについての理解を深める。 

 さらに、諸課題に対する対応の要点や具体的事例を通して組織的対応の在り方や関係諸機関との連携

の在り方等について考察し、実践的対応力を高める。 

講習の概要： 

今日の学校には、いじめ問題や不登校の子供への対応、インターネットや携帯電話等でのトラブル防

止、突発的な事故への対応、保護者対応、自然災害対応などの様々な課題がある。今、そのような課題

に対して、関係諸機関と連携を図りながら、学校組織として対応していくことが求められている。 

  ここでは、以下の 3つのことを柱に講義を進める。 

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

 ２．危機管理のポイント、組織的対応の在り方について考える。 

 ３．保護者への対応や地域・関係諸機関との連携の在り方について考える。 

形態 講義・グループ協議 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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 11328 領域名 選択必修 開設講習名 教育改革と学校を巡る状況の変化 

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 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 幼・小・中・特支教諭 

講習内容： 

2004 年にスタートした「小中一貫教育」は、2016 年学校教育法の改正により「義務教育学校」とし

て制度化された。同じ 2004 年に始まった「コミュニティ・スクール」も、2017 年には「学校地域協働

本部事業」にステップアップされた。こうした中、新しい学習指導要領は、「社会に開かれた教育課程」

いう理念を打ち出しているが、その背景にはどんな「現代的教育課題」が表れているのであろうか。本

講習は、このような学校を巡る変化に係る理解力・対応力・実践力の習得を到達目標として実施する。 

講習テーマ 
教育改革と学校を巡る状況の

変化 
担当者 古賀 倫嗣（元熊本大学教育学部教授） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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： 

 課題の審議」→「教育政策の提案」というプロセスで考察を行い、教育の現代的課題の経緯と背景に

ついて講述する。その具体的な考察事例は、同じ 2004 年に登場した、学校システムに係る「小中一貫

教育」、そして地域の教育力を学校経営の担い手として導入しようとする「コミュニティ・スクール」

である。「キャリア教育」もまた、2004 年「キャリア教育の推進に関する総合的調査協力者会議報告書

が発表され、「キャリア教育」は「『キャリア』概念に基づき、児童生徒一人一人のキャリア発達を支援

し、それぞれにふさわしいキャリアを形成していくために必要な意欲・態度や能力を育てる教育」と規

定された。本講習は、このような学校を巡る変化に係る理解力・対応力・実践力の習得を到達目標とし

て実施する。 

講習の概要： 

「午前の部」では、「中央教育審議会答申」等の検討過程の中から、なぜ「教育改革」が必要とされ

ることになったか、その理論的な背景に触れながら、「社会に開かれた教育課程」の視点から、「小中

一貫教育カリキュラム」について考え、「キャリア教育」すなわち「児童生徒一人一人の勤労観、職

業観を育てる教育」など、教育政策の経緯と課題について講述する。 

 

「午後の部」では、「コミュニティ・スクール」政策の視点から、「地域と学校の連携・協働」につい

て講述する。また、先進事例の取組みを踏まえ、推進システム、事業評価、コーディネート機能等、

実務的な観点から「学校地域協働本部事業」の推進に向けた態勢の整備について講述する。 

 なお、講義時間中に、「この頃、子どもたち（児童）に関して気になること」をテーマに、グループ

ワークの時間を設け、問題意識の深化と共有化を図ることにしている。 

形態 講義 予備知識 □不要 ☑ある程度必要 □必要 

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 11329 領域名 選択必修 開設講習名 タブレット端末を用いた制作活動 

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 20 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者 全教員 

講習内容： 
タブレット端末を利用した授業の機会が多くなっている。そこで、本講習では、タブレット端末の基

本操作や基本機能を学習した後、タブレット端末を授業へ用いる場合の利便性に関する情報を獲得する

とともに、タブレット端末を利用した個別学習と班活動を体験しながら、ICT 教育に関する知識と実践

力を修得することができる。本講習は ICT 初級程度の内容である。 

講習テーマ タブレット端末利用について 担当者 塚本 光夫（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

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

きる。 
＜テーマ＞ デジタルコンテンツ作成事例の知見を得て、班による資料作成活動を体験し、班によ

る ICT 活用能力を獲得する。 

講習の概要： 
タブレット端末の効果的な利用方法について学び、その事例を知ることで、デジタルコンテンツ作成

技法について学習する。各種アプリの使用方法を習うことではない。班（2〜3 人）でタブレット端末

を利用して、与えられた課題に対する作品制作とプレゼンテーションを行う。ストーリー制作、素材の

収集・作成、作品制作、作品発表の一連の作業を実施する。最後に本講習テーマに関する筆記試験を行

う。授業担当者がタブレット端末やその他の情報機器・備品を用意するので、機器を持参する必要はな

い。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

評価： 
制作物（50 点満点）および筆記試験（50 点満点）で評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 
授業担当者がタブレット端末やその他の機器を用意する。 
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講習コード 11330 領域名 選択必修 開設講習名 教育相談の理論と実践 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 9月 25 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 主な受講対象者 小・中・高教諭、養護教諭 

講習内容： 

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

踏まえて解説する。また、そのような問題を発見し解決していくための方法として、教師の使えるカウ

ンセリングを取り上げ、教育相談におけるカウンセリングの有効性について論じる。 

講習テーマ 教育相談の理論と実践 担当者 小川内 哲生（尚絅大学短期大学部） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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.児童・生徒の心の問題の現状について理解する。 

2.教育相談に関する基礎理論について理解する。 

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

 

 

講習の概要： 

1.児童・生徒の心の問題の現状について解説 

 2.教育相談に関する理論の講義 

 3.問題解決を目指すための対応等について解説 

4.教育相談におけるカウンセリングについて解説 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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 11331 領域名 選択 開設講習名 学力向上を目指す ICT 活用授業 

会場 熊本県立教育センター（山鹿市） 開設日 令和 3年 9月 25 日（土） 

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・中・高・特支教諭 

講習内容： 

  児童生徒がソサエティ５.０（超スマート社会）を生き抜くために、教育の情報化に関わる内容につ

いて一層の充実が求められている。そこで、本講習では、タブレット PC や実物投影機等を授業等で有

効かつ適切に活用するために必要な基本的な知識や技能及びプログラミング教育の基礎を習得する。ま

た、プレゼンテーションソフトや画像・映像編集ソフト等を活用したデジタル教材の開発に取り組む。 

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

中山 亜紀（熊本県立教育センター） 

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： 

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

要な基本的な知識や技能及びプログラミング教育の基礎を習得する。 

＜テーマ＞ ICT を活用した分かる授業 

講習の概要： 

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

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

また、プログラミング教育の基本的な知識を習得し、児童生徒の情報活用能力を育成するための指導

力を向上させる。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

評価：講習時間内（30分程度）の筆記試験（50点満点）で評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

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

ること。※素材のみ保存し、個人情報等に関するデータは持参しないこと。 

講習テーマ 効果的なデジタル教材の作成 担当者 
軸丸美奈子（熊本県立教育センター） 

中山 亜紀（熊本県立教育センター） 

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： 

 ＜到達目標＞プレゼンテーションソフト等を活用したデジタル教材の開発に取り組み、分かりやすい

授業を実現することで指導力の向上を図る。 

＜テーマ＞ 効果的なデジタル教材の作成 

講習の概要： 

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

教材の開発に取り組む。また、作成した教材を他の教師と共有するための方策や配慮すべき事項につい

て学ぶ。分かりやすい授業の実現と適切な ICT 活用を通して、教師としての資質を向上させる。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

評価： 

講習で作成する成果物（50 点満点）で評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

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

ること。※素材のみ保存し、個人情報等に関するデータは持参しないこと。 
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講習コード 11332 領域名 選択必修 開設講習名 
タブレット端末を用いた制作活動

と情報モラル教育 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 9月 26 日（日） 

時間数 6 時間 受講定員 20 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭、養護教諭、栄養教諭 主な受講対象者 全教員 

講習内容： 

  タブレット端末を用いた制作活動と情報モラル教育用教材作成について講義・演習を行う。タブレッ

ト端末を用いた制作活動では、最新情報とプレゼンテーションについて講義・演習を行う。各種アプリ

を用いた作成方法を学習するとともに、受講者による制作演習を行う。情報モラル教育については、ネ

ット社会を生きていく力を育てる情報モラル教育の授業づくりをとおして、授業で使える教材を作成す

る 

講習テーマ 
タブレット端末を用いた制作

活動 
担当者 塚本 光夫（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： 

＜到達目標＞ タブレット端末を用いた制作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： 

 タブレット端末に関する講義の後、各種アプリを用いた制作を行うとともに、本講習テーマに関する

筆記試験を行う。授業内容は初心者向けである。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

評価： 

１）制作物（50%），２）講習時間内の筆記試験（50%） 

講習受講希望者への事前連絡： 

授業担当者がタブレット端末やその他の機器を用意する。 

講習テーマ 
タブレット端末を用いた情報

モラル教育用の教材作成 
担当者 山本 英史（熊本市教育センター） 

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： 

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

また、タブレット端末を使い情報モラル教育の授業で活用できる教材を作成する。 

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

く力を育てる情報モラル教育の授業づくりをとおして、授業で使える教材を作成する。 

講習の概要： 

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

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

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

評価： 

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

講習受講希望者への事前連絡： 

授業担当者がタブレット端末やその他の機器を用意する。 
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講習コード 11333 領域名 選択必修 開設講習名 ワークで学ぶ教育相談 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 10 月 2 日（土） 

時間数 6 時間 受講定員 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者 全教員 

講習内容： 

近年、教育相談の対象は多岐にわたり、また複雑さを増しています。本講習は、個人によるワーク、

ロールプレイを中心とした実践的な内容です。個人ワークでは、カウンセリング疑似体験、教師自身の

価値観について扱います。ロールプレイは、基本的なカウンセリングスキルについて確認した上で、実

際の相談内容を取り上げ役割を交代しながら学びます。 

講習テーマ 教育相談 担当者 蔵岡 智子（東海大学） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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： 

 

本講習の到達目標は以下の通りです。 

・生徒の発するシグナルに気づき対応する力を培う。 

・カウンセリングの基礎的な姿勢を理解する。 

・教育相談における相談の進め方を理解する。 

講習の概要： 

１．個人ワーク 

各自紙上にてカウンセリングを疑似的に体験する簡単なワークを行います。 

２．グループワーク 

中学生の悩みを題材にしてグループワークを行います。どんな中学生か想像しながら、語りかける自

分の言葉を考えた上で、グループで討議してもらいます。 

３．ロールプレイ 

数名のグループを作り、話す人、聴く人、観察する人の役割を交代しながら体験し、傾聴やねぎらい

など面談における基本的な姿勢を学びます。 

４．講義 

カウンセリング理論について必要に応じて解説します。 

形態 講義・グループワーク等 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分程度で実施します。 

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 11334 領域名 選択必修 開設講習名 
学校、家庭及び地域との連携・協

働 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 10 月 9 日（土） 

時間数 6 時間 受講定員 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者 全教員 

講習内容： 

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

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

講習テーマ 学校と地域・家庭の連携・協働 担当者 太田 恭司（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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： 

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

クショップを通して「学校と地域・家庭の連携・協働」の具体策を検討するとともに、実現に向けた方

略を探究する。 

講習の概要： 

未来を創り出す子供たちの成長のために、学校のみならず、地域住民や保護者等も含め、国民一人一

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

とともにある学校づくりを目指して、以下の 4点を柱に講義等を行う。 

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

2.現任校における地域の実態を洗い出し、ＳＷＯＴ分析により連携・協働の可能性を広げる。 

3.先進事例を参考に現任校での連携・協働のイメージ化を図る。 

4.地域とともにある学校運営の視点を基にして、「成長モデル」というマネジメントツールの作成を通

して、具体策を実現に導く方略を探究する。 

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 

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： 

成果物を持ち帰る場合は、写真機能付き携帯電話等をご持参ください。 
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講習コード 11335 領域名 選択必修 開設講習名 
学校現場におけるいじめ問題等へ

の危機対応のあり方 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 10 月 10 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 
小・中・高・特支教諭、 

養護教諭、栄養教諭 

講習内容： 

本講習は、学校現場でいじめ等の問題が発生した場合、どのように情報を収集し、対応方針を立て、

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

また、保護者対応の方法についてロールプレイを通して学びます。 

講習テーマ 
学校現場におけるいじめ問題 

等への危機対応のあり方 
担当者 緒方 宏明（九州ルーテル学院大学） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

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

2.いじめ等への教育的対応の基本について理解を深めることができる。 

3.事案によって生じる関係者の心理や思いについて理解することができる。 

4.初期対応のあり方について理解を深めることができる。 

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

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

講習の概要： 

前半（午前） 

・講義形式で講習（到達目標の 1～4） 

・教育現場に起こりうる危機と危機の状況 

・いじめの重大事案が発生した場合の対応のあり方 

後半（午後） 

・討論＋講義＋演習：（到達目標の 5、6） 

・前半についての討論 

・問題の収束をめざすための対応等について 

・ロールプレイを通しての保護者対応等の方法について 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

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 11336 領域名 選択必修 開設講習名 
学校における危機管理の社会 

心理学 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 10 月 17 日（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・栄養教諭 主な受講対象者 全教員 

講習内容： 

そもそも「危機管理」は、組織の構成員が元気で安全な日々を過ごすために行われるものである。 
そして、「教育現場」においても、「危機」に対応する実践力が求められる問題が頻発している。その

範囲も、児童生徒の「いじめ」「不登校」や教師の「飲酒事故」「体罰」「セクハラ」に対する問題にま

で拡がっている。こうした現状を踏まえ、本講習では「グループ・ダイナミックス」の知見をもとに、

「危機管理」と「リスクマネジメント」の基本について理論的な視点から情報を提示するとともに、グ

ループワークによって、「実践的な対応力」の修得を図る。 

講習テーマ 危機管理の行動科学 担当者 吉田 道雄（元熊本大学教育学部） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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.教育に関わる者として、「飲酒事故」「体罰」「セクハラ」等の問題を未然に防止するために求められ

る感受性を高める。 

2.現実に問題が発生した場合に組織的な対応ができる力を身につける。 

3.児童・生徒間で発生する問題を未然に防止するために求められる感受性を高める。 

4.現実に問題が発生した場合に保護者を含めた組織的な対応ができる力を身につける。 

  

＊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： 

1.「グループ・ダイナミックス」の知見をもとに、「危機管理」と「リスクマネジメント」の基本につ

いて理論的な視点から情報を提示する。 

2.「グループワーク」によって、学校における問題・課題を抽出し、その解決策を探求する。 

3.最終的に教育の場で実践できる「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 

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 11337 領域名 選択必修 開設講習名 タブレット端末を用いた制作活動 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 10 月 23 日（土） 

時間数 6 時間 受講定員 20 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭・養護教諭・栄養教諭 主な受講対象者 全教員 

講習内容： 

タブレット端末を利用した授業の機会が多くなっている。そこで、本講習では、タブレット端末の基

本操作や基本機能を学習した後、タブレット端末を授業へ用いる場合の利便性に関する情報を獲得する

とともに、タブレット端末を利用した個別学習と班活動を体験しながら、ICT 教育に関する知識と実践

力を修得することができる。本講習は ICT 初級程度の内容である。 

講習テーマ タブレット端末利用について 担当者 塚本 光夫（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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： 

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

きる。 
＜テーマ＞ デジタルコンテンツ作成事例の知見を得て、班による資料作成活動を体験し、班によ

る ICT 活用能力を獲得する。 

講習の概要： 

タブレット端末の効果的な利用方法について学び、その事例を知ることで、デジタルコンテンツ作成

技法について学習する。各種アプリの使用方法を習うことではない。班（2〜3 人）でタブレット端末

を利用して、与えられた課題に対する作品制作とプレゼンテーションを行う。ストーリー制作、素材の

収集・作成、作品制作、作品発表の一連の作業を実施する。最後に本講習テーマに関する筆記試験を行

う。授業担当者がタブレット端末やその他の情報機器・備品を用意するので、機器を持参する必要はな

い。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

評価： 

制作物（50 点満点）および筆記試験（50 点満点）で評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

授業担当者がタブレット端末やその他の機器を用意する。 
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講習コード 11338 領域名 選択必修 開設講習名 
「カリキュラム・マネジメント」

の理論と実践 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 10 月 24 日（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・中教諭 

講習内容： 

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

う新学習指導要領の理念を踏まえ、そのために必要な「カリキュラム・マネジメント」の知識と実務に 

ついて解説する。「学校のマネジメント」、「教科等横断的な視点」など、「社会に開かれた教育課程」を 

進めるうえでの多様な課題について詳述し、急激に進む「教育改革」のこれからの行方を受講者ととも 

に考える。 

講習テーマ 
「カリキュラム・マネジメン

ト」の理論と実践 
担当者 増藤 孝成（熊本県立教育センター） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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： 

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

う新学習指導要領の理念を踏まえ、そのために必要な「カリキュラム・マネジメント」の知識と実務に

ついて解説する。三つの側面に沿って教育活動の質の向上を図るカリキュラム・マネジメントの理解度

の深化が本講習の達成目標である。 

講習の概要： 

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

されることになったか、その理論的な背景に触れながら、教育制度と教育方法、さらには「目指したい

児童・生徒像」など、これまでの「教育政策」の経緯と課題について講述する。 

後半は、「教科等横断的な視点」、「教育課程の実施、評価及び改善の視点」、「人的及び物的な体制の

確保と改善の視点」の三つの側面に沿ったカリキュラム・マネジメントの手法について実例を交えなが

ら詳述し、具体的な手法について演習を通して学び取ることができるようにする。 

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： 

現職の受講者は、各学校の学校経営案、教育諸計画及び道徳の年間指導計画別葉を持参すること。 
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講習コード 11339 領域名 選択必修 開設講習名 今、求められる外国語教育 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 10 月 30 日（土） 

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・中（英語）教諭 

講習内容： 

 

本講習では、新学習指導要領を含む外国語教育の動向について理解を深めるとともに、小学校・中学

校における、よりよい外国語科授業の在り方について考えていきます。講習内で、受講者が授業の構想

をし、実際にそれを模擬授業として交互に行うことで、外国語教育の実践的指導力の向上を図ります。 

講習テーマ 
外国語科授業のブラッシュ 

アップ 
担当者 太田 篤士（熊本県立教育センター） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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 新学習指導要領を含む外国語教育の動向を理解する。 

２ 自己の外国語科授業の成果と課題、今後取り組むべき事項等を整理する。 

３ 授業の構想及び模擬授業を交互に行い、協議等を通して省察するとともにさらに改善案を考え、 

実践的指導力の向上を図る。 

講習の概要： 

０ Ice Breaking ～英会話でウォームアップ～ 

１ 「今、求められる外国語教育」（講義） 

  新学習指導要領の内容を含む外国語教育の動向について理解を深める。 

２ 「自己の外国語科授業の分析」（協議） 

  自己のこれまでの授業について分析を行うとともに、協議を通して自身が取り組むべき事項等を 

明確にする。  

３ 「授業づくり・模擬授業」（演習・協議） 

具体的な教科書の題材等を基に、授業の構想及び模擬授業を実際に行い、グループ等での協議等 

を通して授業力のブラッシュアップを図る。（模擬授業については、自身の課題又はさらに向上さ 

せたいと考える学習過程の一部のみを取り扱う。） 

形態 講義・協議・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： 

以下のものを持参してください。 

・「中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 外国語編」又は「小学校学習指導要領（平成２９年 

 告示）解説 外国語活動・外国語編」（タブレット等の情報端末でのデータ持参も可） 

・本年度作成（使用）した評価問題及び評価規準が分かるもの 1セット以上（パフォーマンステストも可） 

・講習内で行う模擬授業で扱いたい現在使用中の外国語科の教科書（現職教員以外は新学習指導要領対 

 応中学校外国語教材「Bridge」（文部科学省）、「We Can! 1、 2」（文部科学省）等でも可）及びその扱 

いたいページを含む単元全体のコピー５部 

・自身の模擬授業で必要と思われる教材・教具等 
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講習コード 11340 領域名 選択必修 開設講習名 ICT を活用した授業づくり 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 11 月 6 日（土） 

時間数 6 時間 受講定員 18 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・中・高教諭、養護教諭 

講習内容： 

現代の教師には、情報機器の操作技能だけではなく、情報機器やメディアの特性を生かした授業設計

の力量が求められている。そこで、本講習では、授業改善のための ICT 活用方法について、具体的な事

例や模擬授業を通して考えていく。また、児童生徒の情報活用能力を高めるための授業方略についても

考察する。そのことによって、ICT を活用した授業計画の力量向上を狙いとする。その後、実際にタブ

レット型情報端末やコンピュータ等を利用してプレゼンテーション資料を作成し発表する。 

講習テーマ ICT を活用した授業設計 担当者 前田 康裕（大学院教育学研究科） 

タイムスケジュール 
【午前】 ９：００～１２：１０ 

    （休憩含む） 

【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： 

【午前】 

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

に活用した授業を設計する技能を獲得する。 

＜テーマ＞ メディアの特性を生かした授業設計 

【午後】 

＜到達目標＞ICT を用いて協同的に問題を解決する学習の方略を理解するとともに、効果的なプレゼ

ンテーションを行なうための技能を獲得する。 

＜テーマ＞ ICT を活用した協同学習  

講習の概要： 

【午前】 

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

また、児童生徒の情報活用能力を高めるための授業方略についても考察する。そのことによって、ICT

を活用した授業設計の力量向上を狙いとする。 

【午後】 

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

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

同学習の方略理解とプレゼンテーションの技能向上を狙いとする。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要 

評価： 

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

講習受講希望者への事前連絡： 

ICT を用いて指導したい教科の教科書及び指導書、資料等を持参すること。 

iPad を所持している人は、持参すること。 
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