
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 11501 学校の安全（幼稚園・小学校対象） 教諭・養護教諭 50 引地　力男 熊本大学 4

山田　高誌

國枝　春惠

選択 11503 絵画の実技 教諭 25 松永　拓己 熊本大学 6

塚本　光夫

田口　浩継

中迫　由実

増田　仁

島田　秀昭

渡邉　重義

選択 11507 教科書の中の英語史 教諭 30 松瀬　憲司 熊本大学 10

選択 11508 授業のユニバーサルデザイン入門 教諭 100 菊池　哲平 熊本大学 11

選択 11509
木材の特性を活かした製作学習の
魅力

教諭 15 楊　萍 熊本大学 12

6月19日 土 選択 11510 対人関係スキルアップ･トレーニング
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 13

6月20日 日 選択 11511
児童が楽しく学べる
体験型電気教材作り

教諭 30 東　徹 桜十字ホールやつしろ 14

選択 11512
新学習指導要領を生かした
小学校国語科の授業づくり

教諭 30 北川　雅浩 熊本大学 15

選択 11513 デザインの実技 教諭 15 梅田　素博 熊本大学 16

入谷　仁士

久保　昌子

跡上　史郎

中尾　健一郎

選択 11516
通常の学級にいる
発達障害児等への支援

教諭・養護教諭 60 干川　隆 熊本大学 19

選択 11517 現代の国際政治における諸問題 教諭 50 阿部　悠貴 インターネット 20

7月3日 土 選択 11518
学校の安全
（中学校・高等学校対象）

教諭・養護教諭 30 引地　力男 熊本大学 21

大石　康晴

坂下　玲子

阿部　健

川節　和哉

八幡　彩子

宮瀬　美津子

選択 11522
数学と文化～代数学の見地からの数
学の流れ～

教諭 40 宮崎　誓 熊本大学 25

村里　泰昭

カレン・オオシ
マ

赤木　恭子

喜久山　悟

選択 11525
特別支援教育の対象となる
各障害種への理解と対応

教諭・養護教諭 80 本吉　大介 インターネット 28

選択 11526
児童が楽しく学べる
体験型電気教材作り

教諭 16 東　徹 熊本大学 29

選択 11527
経済学の視点から経済社会問題を
考える

教諭 30 大野　正久 熊本大学 30

7月24日 土

26

7月18日 日

選択 11524 小学校教育の最前線（図画工作） 教諭 25 熊本大学 27

選択 11523
最先端の教科内容学
（文法知識の習得と異文化理解）

教諭 20 熊本大学

7月17日 土

23

7月10日 土 選択 11521
家庭科教育の最前線
（家庭経営学・家庭科教育学）

教諭 40 熊本大学 24

選択 11520 数学の世界へようこそ 教諭 50 熊本大学

7月4日 日

選択 11519
体育科教育の最前線
（身体の生理的機能とスポーツ活動・体
育の授業づくり）

教諭 40 熊本大学 22

熊本大学 18

30 熊本大学 17

6月27日 日

選択 11515 教科書の文学を読みなおす 教諭 60

6月26日 土

選択 11514
学校保健の現状と課題1
-子どもたちの健康課題の捉え方と養
護教諭を取り巻く現状について-

養護教諭

8

6月13日 日

選択 11506
中学校理科学習のピントとヒント
-第1分野化学領域における教材研究
と理科の授業づくり

教諭 15 熊本大学 9
6月12日 土

20 熊本大学 5

6月6日 日

選択 11504 ものづくりとタブレット端末基本演習 教諭

6月5日 土 選択 11502 音楽を読む、聴く、創る 教諭

15 熊本大学 7

選択 11505
家庭科教育の最新事情
（住居学・家庭科教育学）

教諭 40 熊本大学
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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 11528 教材研究方法論と数学的活動について 教諭 30 吉井　貴寿 熊本大学 31

袴田　和泉

中原　雅彦

中川　保敬

有木園　和志

佐藤　倫子

北見　靖直

坂本　将基

中川　保敬

選択 11532 数え上げの数学について 教諭 40 中川　泰宏 熊本大学 35

井原　健

平野　順也

8月3日 火 選択 11534
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―

教諭・養護教諭 30 黒山　竜太 教育総合実践センター 37

荒木　正健

吉信　公美子

荒木　喜美

8月5日 木 選択 11536 学校教育と子どもの発達 教諭 50 藤田　豊 天草教育会館 39

8月6日 金 選択 11537 対人関係スキルアップ･トレーニング
教諭･養護教諭･
栄養教諭

50 吉田　道雄 天草教育会館 40

8月7日 土 選択 11538
小学校外国語活動と教室英語：
活動運営の実際

教諭 40 高木　信之 天草教育会館 41

8月8日 日 選択 11539 健康で快適な学習環境づくり 教諭・養護教諭 50 長谷川　麻子 天草教育会館 42

猿渡　淳二

首藤　剛

岸木　敬太

村田　貴広

選択 11542
すぐに使える基本から応用までの
電磁誘導教材作り

教諭 16 東　徹 熊本大学 45

選択 11543
小学校外国語活動と教室英語：
活動運営の実際

教諭 40 高木　信之 熊本大学 46

選択 11544 社会保障の理念とその現代的変容 教諭 40 石橋　敏郎 熊本大学 47

選択 11545 学校と法～具体例から考える～ 教諭 70 岡本　洋一 熊本大学 48

選択 11546 寄生虫の世界を覗いてみよう 教諭・養護教諭 30 三森　龍之 熊本大学 49

飯野　直子

田邊　力

選択 11548
最先端の教科内容学(英語学）
―英語教師のための楽しい語彙・文法
指導―

教諭 25 登田　龍彦 熊本大学 51

屋敷　信晴

坂元　昌樹

戸田　敬

松田　博貴

武田　珠美

東　徹

選択 11552 身近に潜む数学 教諭 40 籾原　幸二 熊本大学 55

16 熊本大学 54
8月26日 木

選択 11551 食教育・エネルギー教育の最前線 教諭

52

選択 11550
本日開店！理科ショップ
―化学・地学売場―

教諭 50 熊本大学 53

選択 11549 国語教育へのアプローチ 教諭 30 熊本大学

熊本大学 50

8月25日 水

8月24日 火

選択 11547
小学校教育の最前線
（理科教育・生物）

教諭 15

8月19日 木

8月20日 金

選択 11541 中学校理科（物理・化学） 教諭 15 熊本大学 44

35
熊本大学
薬学部 43

8月18日 水

8月10日 火 選択 11540 遺伝子診断と薬の効き方 教諭・養護教諭

8月4日
-5日

水
・
木

選択 11535
光る大腸菌を創ろう
～中・高における遺伝子教育～

教諭 16
生命資源研究・支援センター

遺伝子実験施設内 38

8月1日 日

選択 11531 脳と体力づくりのはなし 教諭・養護教諭 40 熊本大学

36選択 11533
コミュニケーションツールとしての
英文法・言語学

教諭 30 熊本大学

33

7月31日 土

熊本大学 32

7月27日
-28日

火
・
水

選択 11530
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

教諭・養護教諭 40 国立阿蘇青少年交流の家

7月25日 日

選択 11529 ピアノ実技・声楽実技 教諭 15

34
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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

森村　茂

杉本　学

選択 11554 リーダーシップとコミュニケーション 教諭・養護教諭 60 川越　明日香 熊本大学 57

竹中　伸夫

黨　武彦

選択 11556 学校の安全（幼稚園・小学校対象） 教諭・養護教諭 30 引地　力男 桜十字ホールやつしろ 59

選択 11557
小学校外国語活動と教室英語：
活動運営の実際

教諭 40 高木　信之 桜十字ホールやつしろ 60

9月5日 日 選択 11558 やるきの心理学 教諭 60 高崎　文子 桜十字ホールやつしろ 61

9月11日 土 選択 11559
数学的モデリングサイクルを取り入れ
た教材開発

教諭 30 吉村　昇 熊本大学 62

9月12日 日 選択 11560 自由理論から日本国憲法を考える
教諭･養護教諭･
栄養教諭

50 德永　達哉 熊本大学 63

選択 11561 学校の安全(中学校・高等学校対象） 教諭・養護教諭 30 引地　力男 熊本大学 64

秋月　百合

仲里　仁史

9月25日 土 選択 11563
森林環境教育の最前線
（幼稚園・小学校対象）

教諭 16 田口　浩継 熊本大学 66

選択 11564
通常の学級にいる
発達障害児等への支援

教諭・養護教諭 60 干川　隆 熊本大学 67

選択 11565
森林環境教育の最前線
（中学校・高等学校対象）

教諭 16 田口　浩継 熊本大学 68

10月2日 土 選択 11566 対人関係スキルアップ･トレーニング
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 69

長谷　真

後藤　知己

開　里織

塚本　亜希

選択 11569
植物を通じて心と身体のバランスを
考える

教諭･養護教諭･
栄養教諭

40 矢原　正治 国立阿蘇青少年交流の家 72

10月23日 土 選択 11570 学校の安全(幼稚園・小学校対象） 教諭・養護教諭 30 引地　力男 鹿本市民センター 73

10月24日 日 選択 11571 対人関係スキルアップ･トレーニング
教諭･養護教諭･
栄養教諭

50 吉田　道雄 鹿本市民センター 74

山﨑　浩隆

瀧川　淳

選択 11573
学校保健の現状と課題4
-養護教諭に必要な
フィジカルアセスメントとその実践-

教諭・養護教諭 20 佐藤　伸子 熊本大学 76

井福　裕俊

坂本　将基

選択 11575
学校保健の現状と課題5-健康相談に
おける予防的アプローチ-

教諭・養護教諭 20 松田　芳子 熊本大学 78

選択 11576 対人関係スキルアップ･トレーニング
教諭･養護教諭･
栄養教諭

50 吉田　道雄 熊本大学 79

11月13日 土 選択 11577
特別支援教育に活かす音楽療法の
アプローチ

教諭・養護教諭 60 藤原　志帆 熊本大学 80

熊本大学 77

11月6日 土

20 熊本大学 75

10月31日 日 選択 11574 健康の基本―姿勢と睡眠― 教諭・養護教諭 30

10月30日 土

選択 11572
見方・考え方を豊にする音楽の授業づ
くり/常時活動で身につける音楽の基礎
基本

教諭

熊本大学 65

9月18日 土

選択 11562
学校保健の現状と課題2
―学校検尿と腎臓病、リプロダクティブ
ヘルスと性に関する指導―

70

選択 11568
児童生徒の理解と対応
（特別支援教育・生徒指導）

教諭・養護教諭 50 熊本大学 7110月9日 土

選択 11567
学校保健の現状と課題3―保健統計と
思春期に関する疾患―

教諭・養護教諭 30 熊本大学

9月4日 土

選択 11555 高等学校地理歴史科の最新事情 教諭 30

9月26日 日

教諭・養護教諭 50

バクテリアのウイルス対抗策とゲノム編
集/シミュレータと数学ソフトを使った自
然科学研究

教諭 50 インターネット 56

熊本大学 58

8月28日 土

選択 11553

3



講習コード 11501 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 令和 3年 6月 5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 主な受講対象者 幼・小教諭、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 4日及び 10月 23 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。 

講習テーマ 学校（園）に潜む危険有害要因 担当者 引地 力男（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

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。 
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講習コード 11502 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 令和 3年 6月 5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 主な受講対象者 小・中・高（音楽）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。 

（前半） 西洋音楽の基礎的理論の学習とその実践例を習得する。 

（後半） 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。 

講習テーマ 西洋音楽史 担当者 山田 高誌（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： 

 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

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 和声法、編曲法 担当者 國枝 春惠（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： 

 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、講習最後に提出します。 

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。コロナ禍で『うた』を歌うのが難しいこの頃ですが、やはり原点に戻る必要性があります。様々

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。本講習では、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

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ください。 
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講習コード 11503 領域名 選択 開設講習名 絵画の実技 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 6月 5日（土） 

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（美術）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。 

講習テーマ 絵画の基本 担当者 松永 拓己（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： 

 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。） 

・構想力演習

・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

評価： 

講習における完成作品、制作の取組によって修了認定のための評価を行う。 

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） 
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講習コード 11504 領域名 選択 開設講習名 
ものづくりと 

タブレット端末基本演習

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 15人 受講料 6,000円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小・中（技術）・高（工業）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。タブレット演習の授業では

初心者を対象とし、タブレット端末の基本操作・機能を学習するとともに簡単な動画作成について演習

を行う。 

講習テーマ タブレットを使って動画制作 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＞ タブレットの基本操作・機能について説明することができ、授業で活用することがで

きる簡単な動画を制作できる。 

＜テーマ＞ タブレット端末を用いた動画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： 

タブレットの基本操作・機能に関する講義の後、受講者各自による動画制作演習を行う。最後に本講

習テーマに関する筆記試験を行う。授業内容はタブレット端末操作に関して初心者向けである。 

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要

評価： 

1)制作した動画（50%）、2)講習時間内の筆記試験（50%）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。 

講習テーマ ものづくり教育 担当者 田口 浩継（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： 

＜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

評価： 

1)講習時間内に作成するワークシート（50%）、2)筆記試験（50%）で評価する。

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 11505 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 令和 3年 6月 6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・高（家庭）教諭 

講習内容： 

（住居学） 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。 

（家庭科教育学）家庭科において近年特に注目されつつある、地域社会との連携を取り上げる。家庭科 

教育史や今日の家庭科教育の動向をおさえた上で、これからの「豊かな」生活とは何 

かについて、またどのように教えていくかについて考えていきたい。 

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（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、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。講習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指す。 

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

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。 

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（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： 

 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、食育の充実、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ビュー等、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

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 11506 領域名 選択 開設講習名 

中学校理科学習のピントとヒント

－第 1分野化学領域における教材

研究と理科の授業づくり 

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 15人 受講料 6,000円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 中（理科）教諭 

講習内容： 

 中学校化学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。また、理科学習の充実を目的として、中学校理科教育の近年の動向、カリキュ

ラム、学習デザイン、教材研究等について具体的な事例を取り上げながら解説します。講義は演習的な

活動をとり入れて行い、授業に役立つ教材教具の工夫についても紹介します。

講習テーマ 中学校理科化学領域 担当者 島田 秀昭（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 中学校理科で取り扱う薬品について理解する。

② 実験器具の取り扱い方について理解する。

講習の概要： 

1)化学実験で取り扱う薬品の特性、取り扱い方

2)化学実験器具の取り扱い方

3)化学実験教材を用いた実習

形態 講義・実験 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、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： 

簡単な実験を行いますので軽装でご参加ください。 

講習テーマ 理科の重点課題と学習構想 担当者 渡邉 重義（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 新学習指導要領における重点課題が掲げられるようになった背景を理解する。

② 理科における探究、主体的で対話的で深い学び、知識や技能の活用などを理科学習の構想として

具体化できるようになる。

③ 中学校理科化学領域における教材研究・教材開発の事例を学ぶ。

講習の概要： 

1)カリキュラム改訂期における理科教育実践研究の事例に学ぶ。

2)現行の教育課程における理科の重点課題と授業づくり

3)理科学習の文脈と授業づくりのポイント

4)中学校理科化学領域における教材研究・教材開発

形態 講義・演習 予備知識 □不要 ☑ある程度必要 □必要

評価： 

筆記試験（30点満点／講習時間内に 30分程度で実施）と演習中のミニレポート（20点）で修了認定を

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 11507 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 令和 3年 6月 12日（土） 

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・高（英語）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ような、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。 

講習テーマ 教科書の中の英語史 担当者 松瀬 憲司（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： 

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

評価： 

修了認定のための筆記試験(100 点満点：配付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ください。 
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講習コード 11508 領域名 選択 開設講習名 
授業のユニバーサル 

デザイン入門 

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 100人 受講料 6,000円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小・中・高教諭 

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、発達障害のある子ど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」授業づくり・学級づくりが不可欠である。こ

の講習では、「授業のユニバーサルデザイン化」について、その基本的な理論的背景及び具体的な

実践方法について学ぶ。 

講習テーマ 
授業のユニバーサルデザイン 

入門 
担当者 菊池 哲平(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： 

 授業のユニバーサルデザ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が学び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ズ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が、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)が在籍している実態があり、通常学級においては複数の要支援児が存在することを鑑み

ると、個別的な支援だけでは対応することが困難である。この講習では、要支援児を含む全ての児童生

徒が分かりやすく学習を進めることができる授業づくり・クラスづくりの方法として、授業のユニバー

サルデザイン化を取り上げ、その理論的背景と具体的方法について紹介する。それを踏まえ、自らの授

業づくりやクラス運営をふり返り、具体的に授業をユニバーサルデザイン化するための方法について演

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分程度で実施する。 

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が、主に小学校での取組を中心に紹介する。 
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講習コード 11509 領域名 選択 開設講習名 
木材の特性を生かした 

製作学習の魅力 

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 15人 受講料 6,000円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小・中（技術）・高（工業）教諭 

講習内容： 

木材の形状記憶特性と横圧縮加工のメカニズムに関する各工程について説明し、発達段階に応じて木

材の特性を活かした製作題材の実践事例を提示しながら、木材の形状記憶特性に関する学習指導の要領

を講習する。更に、各自で木材の横圧縮加工技術による題材製作の演習を行い、授業実践に生かせるノ

ウハウを紹介する。 

講習テーマ 木材の形状記憶特性の魅力 担当者 楊 萍（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： 

 講義・演習を通して、木材の形状記憶特性・横圧縮加工のメカニズムに関する加工工程への理解を深

め、学校現場における授業実践の幅を広げ、児童生徒のものづくり意欲を高められる知識と技能の定着

を図る。 

講習の概要： 

  木材の横圧縮加工のメカニズムに関する各工程について説明し、木材の特性を活かした製作の具体的

な応用例を実演し、授業実践が可能な木材の形状記憶特性に関する学習指導要領を講習する。更に、木

材の横圧縮加工技術による製作演習を実施し、木材加工技術に対する知識の定着、理解の深化、応用力

の向上により、魅力ある授業づくりの展開を図る。 

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、及び製作演習課題への取り組み等で評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

製作演習があり、汚れでも構わない服装で受講してください。 
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講習コード 11510 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 桜十字ホールやつしろ（八代市） 開設日 令和 3年 6月 19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： 

 受講者のコミュニケーション・スキルに焦点を合わせながら、教師のリーダーシップや対人関係力の

改善・向上を目標にした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グループワークの導入によって、教育実践に活かせる対人関係力とリーダーシップ力を身につけ

る。

＊8月 6日、10月 2日、10月 24日、11月 6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。 

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（元教育学部） 

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： 

あらゆる教師の活動には対人関係スキルの向上と充実が求められる。それを実現するために基礎と 

して「自分理解」を深め教育実践において効果的なリーダーシップが発揮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： 

  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。これらの知識をもとに、

｢自己理解｣と｢コミュニケーション・スキル｣の向上を促進するためにグループ・ワークを導入する。   

さらに、教育実現に求められる｢リーダーシップ行動｣をグループメンバーとともに探求し、個々人の 

｢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 11511 領域名 選択 開設講習名 
児童が楽しく学べる 

体験型電気教材作り 

会場 桜十字ホールやつしろ（八代市） 開設日 令和 3年 6月 20 日（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 小教諭 

講習内容： 

新学習指導要領に対応した電気および磁石教材の検討を行う。まず、コンデンサを使った充電放電教

材、次に、複数の電磁石と簡単なプログラムを使ったものを移動する電気から運動へのエネルギー変換

教材を取扱う。また、新学習指導要領初出の「電気の量」を児童に定着させる教材の製作方法を紹介す

る。更に、手回し発電機を使って児童の身の回りの照明機器などを動かす教材を体験する。 

講習テーマ 
児童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（熊本大学非常勤講師） 

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)電池と豆電球回路における、電気とエネルギーの流れに興味を持つことができる。

2)電磁石における鉄心有り・無しの違いを体験的に学ぶことができる。

3)電磁石をプログラムにより制御し、ものを動かす教材を設計・製作することができる。

4)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。

5)コンデンサの充電エネルギーを定量的に把握できる。

講習の概要： 

 電池と豆電球回路における電気の流れとエネルギーの流れの双方に興味を持ち、実験を通して考える

教材を検討する。次に、電磁石の鉄心有りと無しの場合に起こる現象を、色々な金属を近づけることに

よって体験することにより深く学ぶ。更に、複数の電磁石を使ってものを移動することができる電気か

ら運動へのエネルギー変換教材を体験する。この教材では、簡単なプログラムとマイコンを使用する。

また、発電教材として手回し発電機を複数使用して、児童の身の回りの照明機器を点灯することができ

る教材を紹体験する。最後に、コンデンサの充電エネルギーを定量的に理解し、新学習指導要領初出の

「電気の量」を児童に定着させる教材を紹介する。 

形態 製作実習・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： 

動きやすい服装で参加してください。 
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講習コード 11512 領域名 選択 開設講習名 
新学習指導要領を生かした 

小学校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 6月 26 日（土） 

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 小教諭 

講習内容： 

新学習指導要領が目指す授業の中から、特に対話的な学びに焦点を当て、対話を学ぶ・対話で学ぶた

めの指導法についての理解を深めることを目的とする。 

（午前）対話・話し合いの指導法や実践例を体験的に学ぶ。 

（午後）対話を生かした他領域の学びの充実について検討する。 

講習テーマ 学び合いの授業づくり 担当者 北川 雅浩（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： 

 新学習指導要領が目指す育成すべき資質・能力や求められる子供たちの学びの姿を理解した上で、 

対話・話し合いの指導方法と対話・話し合いを用いた学習の展開についての理解を深める。 

講習の概要： 

（午前）学習指導要領改訂の趣旨を確認し、対話・話し合いを中核とした学び合いが求められる要因に

ついて理解を深める。また、「話すこと・聞くこと」領域における話し合いの指導方法につい

て体験を通して理解する。 

（午後）他領域における対話・話し合いを生かした授業展開について理解を深める。講義で扱った内容

を踏まえて、グループで実践を協同開発することに取り組む。 

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 11513 領域名 選択 開設講習名 デザインの実技 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 6月 26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 中・高（美術）教諭 

講習内容： 

デザインの演習では「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します。紙を加工するための簡単な用具の準備が必要

です。 

講習の基本的内容は、下記の通りです。 

1）紙に折り目を付け、折ったり、直線状に切ったりして、基本形を作成する。

2）基本形を基に、組み合わせる、変形させる、移動させるなどの発想を広げ試作を作成する。

3）試作から完成作品を丁寧に完成させ、受講者全員で鑑賞する。

講習テーマ デザインの実技 担当者 梅田 素博（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： 

 デザインの演習では、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します。 

 一枚の紙に切れ目と折り目を入れ、平面から様々な立体が表現される POP-UP カード（飛び出すカー

ド）の制作をテーマとします。 

・基本形を修得しながら、自分自身によって造形的可能性を発見し、試行錯誤しながら、完成へと発

展していく能力を育成していきます。

・紙は豊富な加工特性を持つ素材であり、これを用いて形態や発想を展開していく過程で新しい造形

への見方を育みます。

講習の概要： 

紙の立体造形は、紙を素材とした技法からどのような形態ができるかを探求したり、紙立体をかたち

づくる中で空間への造形感覚を養ったり、また立体の発想を広げるための方法を培ったりするもので

す。 

造形表現には多様な分野が存在していますが、共通する表現活動として「構成的方法」があります。

この構成的方法を手掛かりにして、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・制作を行います。 

紙は造形学習において、加工が容易で技術的抵抗が少ない教材としてよく使われています。基本形、

試作などの順を追って制作し、作品完成後に検証します。 

形態 実技 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要

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）で評価する。 

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 

（机を傷つけないための厚紙）を用意して、講習に臨んでください。 
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講習コード 11514 領域名 選択 開設講習名 

学校保健の現状と課題 1 

-子どもたちの健康課題の捉え方

と養護教諭を取り巻く現状につい

て-

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 6月 26日（土） 

時間数 6時間 受講定員 30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： 

（午前）子どもたちの生活習慣に関する課題、生活習慣に影響を及ぼす要因について考えていく。また、

養護教諭としての専門性を活かし、子どもたちの心身の健康問題の要因等を探る調査等の在り

方について学んでいく。 

（午後）養護教諭の歴史的背景を振り返り、一般教諭とは異なる特性について学ぶ。養護教諭の職務に

ついて、周りの人たちや養護教諭自身がどう捉えているかという視点から再考するとともに、

養護教諭が置かれている現状についても学ぶ。 

講習テーマ 子どもの健康課題の把握・分析 担当者 入谷 仁士（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： 

・子どもたちの生活習慣に関する課題、生活習慣に影響を及ぼす要因について考えることができる。

・養護教諭の専門性を活かし、子どもたちの生活習慣の課題や心身健康課題、それらに影響を及ぼす要

因等を探る調査の在り方について理解することができる。

講習の概要： 

子どもたちの生活習慣に関する課題、生活習慣に影響を及ぼす要因についてさまざまな視座から考え

ていく。また、養護教諭の専門性を活かし、子どもたちの心身の健康課題等を探っていくための調査の

在り方について講義する（状況によって演習も含む）。 

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、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： 

特になし。 

講習テーマ 養護教諭の歴史的変遷と現在 担当者 久保 昌子（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： 

・養護教諭の歴史的背景と現在の職務の関連が理解できる。

・コーディネータの役割等、学校において果たすべき役割を理解できる。

・学校クレーマーに対する養護教諭としての対応の在り方を考えることができる。

講習の概要： 

 養護教諭の歴史的背景について、一般教諭とは異なる養護教諭の特性を明らかにする。多様であるが

ゆえに理解されにくい養護教諭の職務を、「養護教諭に関わる周囲の者がどうとらえているか」「養護教

諭自身がどうとらえているか」という視点から、自らの養護教諭モデルの確立に向けて考える。さらに、

養護教諭として、学校クレーマーにどう対応するかを事例をもとに演習する。 

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、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： 

特になし。 
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講習コード 11515 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 令和 3年 6月 27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 主な受講対象者 中・高（国語）教諭 

講習内容： 

（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」について、一人称による「語り」の

効果を確かめる。また文学的文章の読解と、特に「判断力」との関係に注目し、合理的な

判断を行うためのデータとしての歴史的知識の役割について考察する。 

（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

に孟浩然と李白の作品である。 

講習テーマ 文学と判断力 担当者 跡上 史郎（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： 

 一人称による「語り」の効果について理解し、説明できる。文学的文章の読解と、「思考力・判断力・

表現力」のうち特に「判断力」との関係について理解し、説明できる。社会科との連携を構想できる。 

講習の概要： 

 夏目漱石「坊っちやん」の一人称による語りの構造に注目し、語り手の言うこととテクストが意味

するところ（≒作者の言いたいこと）は必ずしも同じではないことを論ずる。その場合、極めてわか

りにくいテクストが意味するところを捉えるためには、論理的思考力によって正解を導き出すのでは

なく、近似解を「推論」し、その確かさを高めていく合理的判断力が必要なことを講ずる。 

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： 

『坊っちやん』を読んでおくことが望ましい。 

講習テーマ 孟浩然と李白の漢詩 担当者 中尾 健一郎（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： 

 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

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： 

中学校・高等学校の国語教科書に掲載されている孟浩然・李白の漢詩に目を通しておくことが望まし

い。 
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講習コード 11516 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 令和 3年 6月 27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 主な受講対象者 
小・中・高・特支教諭、 

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。 

＊9 月 26 日の「通常の学級にいる発達障害児等への支援」講習と同一内容ですので、重複受講はでき

ません。 

講習テーマ 
通常の学級にいる発達障害児

等への支援 
担当者 干川 隆（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： 

 熊本大学学習支援教室では、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、それを踏まえた授業づくりにつ

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

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： 

講義と演習（グループワーク）を予定していますが、新型コロナウイルスの感染状況によって講義のみ

になる場合もあります。 
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講習コード 11517 領域名 選択 開設講習名 現代の国際政治における諸問題 

会場 インターネット講習（自宅等） 開設日 令和 3年 6月 27 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 主な受講対象者 幼・小・中・高・特支教諭 

講習内容： 

大きく 4つのテーマを設定しています。 

①ポピュリズムとは何か：なぜ今日の世界で問題になるのか

②アメリカ政治の特徴：大統領、議会、共和党、民主党について

③イギリスのＥＵ離脱について：なぜ 2016 年に離脱を決めたのか

④日本政治の変容：選挙制度が変わり、どのような現象が見られるようになったか

※本講習は、オンライン形式で、インターネットを使用した「同時方向型（Zoom 利用）」形式で行う。 

講習テーマ 
現代の国際政治における 

諸問題 
担当者 阿部 悠貴（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： 

 この講習では最初に現代の政治で見られる「ポピュリズム」という現象について検討していきます。

その後、アメリカのトランプ大統領誕生の背景には何があったのか、イギリスはなぜＥＵを離脱したの

か、近年の日本政治はどう変わったのか、といった問題について考えていきます。これを通じ現代世界

の特徴についての理解を深めていくことを目的にしています。 

講習の概要： 

①ポピュリズムとは何か：今日、この言葉がよく聞かれるが、これが何を意味するのか、そしてなぜ現

代の世界、特に「民主主義国」で問題となるのか検討していきます。

②アメリカ政治に関しては、大統領と議会の関係について考察します。また共和党、民主党の基本的な

理念についても検討し、今日どう変わっていったのか考えていきます。

③イギリスのＥＵ離脱について、そもそもイギリスはＥＵに対しどのような態度を取っていた国か、ま

たなぜ離脱が支持されたのか、これも「ポピュリズム」という背景から検討していきます。

④日本政治の変容に関しては、小選挙区（比例代表並立）制が導入されてから日本の政治はどう変わっ

たのか考察していきます。

形態 
インターネット「Zoom」を利

用した講義
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。 

※「履修認定試験用紙」のパスワードは講習時間内に担当講師が開示します。

講習受講希望者への事前連絡： 

①パソコン・インターネット環境（Wi-Fi 等）・メール環境等の準備が必要です。

②講習 7日前に講習資料等のダウンロード URL を送信します。

③講習 5日前までに、「講習資料等」、「熊大アンケート」、「Zoom ミーティング ID、パスコード」を

一斉メールにて送信します。

④この講習は対面講習ではありません。
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講習コード 11518 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 令和 3年 7月 3日（土） 

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・高教諭、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。

＊9月 18日の「学校の安全（中学校・高等学校対象）」講習と同一内容ですので、重複受講はできま

せん。 

講習テーマ 学校に潜む危険有害要因 担当者 引地 力男（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

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。 
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講習コード 11519 領域名 選択 開設講習名 

体育科教育の最前線 

（身体の生理的機能とスポーツ活

動・体育の授業づくり） 

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 40 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小・中・高（保健体育）教諭 

講習内容： 

（身体の生理的機能とスポーツ活動） 

高齢社会における運動・スポーツの重要性について、スポーツ生理学的な観点から概説する。 

（体育の授業づくり） 

体育科における授業づくりについて概説する。体育の見方・考え方、育成を目指す「資質・能力」を

踏まえ、体育授業における学習内容、学習活動について検討していく。 

講習テーマ 
身体の生理的機能とスポーツ

活動 
担当者 大石 康晴（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： 

 現代の高齢社会において、健康寿命をいかに伸ばし健康的な生活を送るかについて、運動・スポーツ

の果たす役割の観点から理解する。 

講習の概要： 

 本講習では、高齢社会における運動・スポーツの重要性、ならびに運動・スポーツが身体の生理的な

機能にどのように影響するかについて、骨格筋を中心に最新の生理学的知見を取り入れながら、講義形

式で進めていく。 

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 20分程度実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

講習テーマ 体育の授業づくり 担当者 坂下 玲子（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： 

 新学習指導要領の考え方を踏まえ、体育の見方・考え方を働かせ、資質・能力を育てる授業づくり、

子どもたちが主体的に授業に取り組むための授業のあり方について検討する。 

講習の概要： 

・学習指導要領改訂のポイントを踏まえ、求められる指導のあり方について考えます。

・よい体育授業の条件について考えます。

・体育授業の教材づくりについて考えます。

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 11520 領域名 選択 開設講習名 数学の世界へようこそ 

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 50 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 中･高（数学）教諭 

講習内容： 

  数学を学び・教えるという行為の意義を再確認したいという視点に立って、中学および高校数学の履

修範囲の題材から少し進んだ内容を中心に、それらの背景などについて講習を行う。数学という学問の

広がり・展開について、一段高い視座から概観し、「学び・教える」ことへ何らかのフィードバックが

もたらされることを目標とする。 

講習テーマ 初等整数論 担当者 阿部 健（大学院先端科学研究部） 

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： 

 最大公約数、素因数分解、割った余りで考える合同式など、整数の基本的性質は様々なところで活用

される大変重要なものである。この講習では、合同式に慣れ親しみ、初等整数論のさわりを体験するこ

とを目標とする。 

講習の概要： 

〇余りと合同式 

〇1次合同式 

〇フェルマーの小定理とウィルソンの定理 

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 整数の分割 担当者 川節 和哉（大学院先導機構） 

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： 

 組合せ論はいろいろな科学分野に関係する重要な分野である。整数の分割（正整数を正整数の和とし

て表すこと）を数え上げる問題を取り上げる。分割を可視化するヤング図形や、分割の母関数などを紹

介し、種々の条件付き分割の個数に関する恒等式を導くなど、組合せ論のさわりを体験することを目標

とする。 

講習の概要： 

○整数の分割 

○ヤング図形 

◯分割の母関数 

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 11521 領域名 選択 開設講習名 
家庭科教育の最前線 

（家庭経営学・家庭科教育学） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 7月 10 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・高（家庭）教諭 

講習内容： 

（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、 

マネーゲームを通して、収入と支出のバランスの取り方・消費者としての金銭管理能力

の育成について考える。

（家庭科教育学）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。家庭科の特質を踏まえ、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。

講習テーマ 家庭経営学の最前線 担当者 八幡 彩子（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： 

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

う消費者に求められるライフスキル（金銭管理能力）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

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 持続可能な暮らしと家庭科教育 担当者 宮瀬 美津子（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： 

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、環境に配慮したライフ

スタイルの確立」に関わる学習が一層重視されている。「持続可能な暮らし」に関する理解を深め、ESD

や SDGs の視点をふまえて、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： 

① ESD や SDGs とはどのような取り組みであるのか、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

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 11522 領域名 選択 開設講習名 
数学と文化 

～代数学の見地からの数学の流れ 

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 40人 受講料 6,000円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 中・高（数学）教諭 

講習内容： 

中学校・高等学校の教育現場の授業背景となることを中心に講義を行う。小数・分数・有理数・無理

数の捉え方、割り算の捉え方・素因数分解から始めて、一般教養としての数学までの道のりを涵養する

ことを目標とする。大学教育における数学（代数学）の講義は、必ずしも教育現場で用いる数学とつな

がっていないと認識されがちである。本講習では、素因数分解・作図問題・正多面体群など教育現場で

もトピックスとして取り入れやすい題材を選び、大学数学の学びなおしを目標にすることである。 

講習テーマ 代数学の考え方 担当者 宮崎 誓（大学院先端科学研究部） 

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： 

 数学の考え方を歴史・文化の背景を交えながら講義を行う。特に、数の性質について焦点を絞り、小

数・分数・有理数・無理数の捉え方、割り算の原理・素因数分解の考え方など、中学校・高等学校に至

る考え方を、大学の一般教養（文系・理系を問わず）のレベルで到達することを目標とする。合同式・

ユークリッドの互除法から始め、初等整数論に関連するトピックを紹介する。中学校・高等学校におけ

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方を元に理解することが目標であ

る。さらに、体の拡大、作図、複素数平面の理解を目標に、高校数学の題材になりうる話題を提供する。

中学・高校の数学科の教育経験があれば十分理解可能である。

講習の概要： 

自然数・整数・有理数・実数と数の概念の拡張を通して、小数・分数・有理数・無理数の考え方を説

明する。特に、理解がむずかしい無限小数の概念を丁寧に説明する。「0.999…=1」となることの説明、

「(-1)×(-1)=1」とする代数系の考え方の根拠などについても、大学で学ぶ数学を丁寧に説明すること

により、数の概念を説明する。割り算・素因数分解は、有理数をユークリッド整域（互除法）として捉

えると理解しやすい。正多角形の作図の問題を根本的に考え直し、高校数学で学ぶ公式の「純粋数学的

な意味」を高校生の視点に立って解説する。時間があれば、正多面体群の問題「正 8面体を 8色で塗る

と何通りの塗り方があるか」、中国の剰余定理の問題「3で割って 1余り、4で割って 1余り、5で割っ

て 2余る整数は何か」などを大学数学の視点から解説するほか、作図・複素数平面・連分数などの話題

にも触れる。 

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。 

25



講習コード 11523 領域名 選択 開設講習名 
最先端の教科内容学 

（文法知識の習得と異文化理解） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 7月 17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 主な受講対象者 中・高（英語）教諭 

講習内容： 

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

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

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

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

ます。 

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

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： 

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

・指導を必要とする文法の知識の見極めの必要性について理解する。

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

講習の概要： 

・言語理論の展開と第 2言語習得理論の変遷を対応付けながら概観します。

・母語の干渉・転移を生成文法理論に基づいて説明します。

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

ついて議論します。

形態 講義 予備知識 □不要 ☑ある程度必要 □必要

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 文学と文化リテラシー 担当者 
カレン・オオシマ

（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： 

1.文学作品の背景と文化の重要性を理解できる。

2.文学作品に用いられている言語と文化的要素を観察できる。

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

おいて高める機会となることを理解できる。

講習の概要： 

1.講習への導入に併せて文学についての概説を行います。

2.教材の文学作品を講読し、グループ討議を行います。

3.最後に、文化リテラシーと文学の外国語指導への貢献について議論します。

形態 講義・演習（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： 

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

＊講義および担当講師との議論は英語で行います。 
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講習コード 11524 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 令和 3年 7月 18 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（美術）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、演習課題を通して検討する。 

<午後>戦後美術教育実践の変遷から過去の題材を分析的に考察し、美術教育の今日的課題と実践的対応 

について検討する。 

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（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： 

 これからの図画工作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 講義を含む体験型学習（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 分程度実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

映像メディア機器を用いた製作活動や理論考察が中心となるため、こうした内容に興味や関心を持ち、

前向きに参加することが望ましい。関連した実践例など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。コロナウイルスの対策で個別対応になる場合があります。

講習テーマ 
美術教育史から考える今日の

美術教育実践 
担当者 喜久山 悟（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： 

 今日の美術教育を実践するにあたり、美術教育史を振り返りながら時代のニーズにあわせた教科内

容、主に小学校図画工作科のあり方について考察できるようにする。また、考察した内容を具体的な実

技指導の場面へも反映させた活動を実践できるようにする。 

講習の概要： 

戦後美術教育実践の変遷から、過去の題材を分析的に考察し、美術教育の今日的課題と実践的対応に

ついて検討する。さらに、実技演習を通して教材の取り扱い方や指導法について実践的に学ぶ。 

形態 講義・演習 予備知識 □不要 ☑ある程度必要 □必要

評価： 

前半の講義内容を踏まえた実技（教材試作）の制作内容により評価する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

演習を伴うので活動しやすい服装で来ること。紙工作用のはさみ、のりを準備。その他の材料について 

はこちらで用意する。 
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講習コード 11525 領域名 選択 開設講習名 
特別支援教育の対象となる各障害

種への理解と対応 

会場 インターネット講習（自宅等） 開設日 令和 3年 7月 18 日（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・小・中･高･特支教諭、 

養護教諭 

講習内容： 

特別支援教育の対象となる障害種である、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、視覚障害、 

聴覚障害、発達障害(自閉スペクトラム症、注意欠如多動症、限局性学習症)の障害特性の理解と対応に

ついて概説する。教育における対応を考える上での障害特性に関する基礎知識を学ぶ。後半には各障害

種や学校種等に分かれて分科会形式(Zoom のブレイクアウトセッション)で情報交換と全体への報告を

行う。 

※本講習は、オンライン形式で、インターネットを使用した「同時方向型（Zoom 利用）」形式で行う。

講習テーマ 障害特性の基礎的な理解 担当者 本吉 大介（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： 

本講習は、特別支援教育の対象となる各障害種の障害特性に関する基礎的な知識を知り、概念的な理

解を踏まえた指導・支援をイメージできるようになることが目標である。また、各学校園での取り組み

について情報交換の機会を設定し、ネットワーク形成の機会になることも見込んでいる。 

講習の概要： 

 知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、視覚障害、聴覚障害、発達障害(自閉スペクトラム症、注

意欠如多動症、限局性学習症)の各障害種にある特徴的な困難性、学習、対人関係、日常生活など様々

な側面における障害特性の影響について講義を行う。講義内では映像資料を多く用いたり、情報交換の

機会を設定することで、障害がある児童生徒の実態を知ると同時に、具体的な支援のイメージができる

ように展開する。 

形態 
インターネット「Zoom」を利

用した講義・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。 

※「履修認定試験用紙」のパスワードは講習時間内に担当講師が開示します。

講習受講希望者への事前連絡： 

①パソコン・インターネット環境（Wi-Fi 等）・メール環境等の準備が必要です。

②講習 7日前に講習資料等のダウンロード URL を送信します。

③講習 5日前までに、「講習資料等」、「熊大アンケート」、「Zoom ミーティング ID、パスコード」を

一斉メールにて送信します。

④この講習は対面講習ではありません。
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講習コード 11526 領域名 選択 開設講習名 
児童が楽しく学べる 

体験型電気教材作り 

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 16 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： 

新学習指導要領に対応した電気および磁石教材の検討を行う。まず、コンデンサを使った充電放電教

材、次に、複数の電磁石と簡単なプログラムを使ったものを移動する電気から運動へのエネルギー変換

教材を取扱う。また、新学習指導要領初出の「電気の量」を児童に定着させる教材の製作方法を紹介す

る。更に、手回し発電機を使って児童の身の回りの照明機器などを動かす教材を体験する。 

講習テーマ 
児童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（熊本大学非常勤講師） 

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)電池と豆電球回路における、電気とエネルギーの流れに興味を持つことができる。

2)電磁石における鉄心有り・無しの違いを体験的に学ぶことができる。

3)電磁石をプログラムにより制御し、ものを動かす教材を設計・製作することができる。

4)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。

5)コンデンサの充電エネルギーを定量的に把握できる。

講習の概要： 

 電池と豆電球回路における電気の流れとエネルギーの流れの双方に興味を持ち、実験を通して考える

教材を検討し製作する。次に、電磁石の鉄心有りと無しの場合に起こる現象を、色々な金属を近づける

ことによって体験することにより深く学ぶ。更に、複数の電磁石を使ってものを移動することができる

電気から運動へのエネルギー変換教材製作を行う。この教材では、簡単なプログラムとマイコンを使用

する。また、発電教材として手回し発電機を複数使用して、児童の身の回りの照明機器を点灯すること

ができる教材を設計・製作する。最後に、コンデンサの充電エネルギーを定量的に理解し、新学習指導

要領初出の「電気の量」を児童に定着させる教材を体験する。 

形態 製作実習・講義 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要

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： 

動きやすい服装で参加してください。 
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講習コード 11527 領域名 選択 開設講習名 
経済学の視点から 

経済社会問題を考える 

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 30人 受講料 6,000円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 中（社会）・高（公民）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する。経済学の基礎と応用について説明し、また

経済取引実験や公共財供給に関する実験についても説明する。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の実践において、参考にして頂けるのではないかと考えている。 

講習テーマ 
経済学の視点から経済社会問

題を考える 
担当者 大野 正久（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) 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) 経済学の応用として、様々な経済社会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（需要と供給、市場均衡、比較静学）

3. 経済取引の実験

4. ゲーム理論（ナッシュ均衡、囚人のジレンマ）

5. 公共財の概念と公共財供給の実験

6. 小遣いを無駄使いしてしまう要因について経済学の視点から考える

形態 講義・体験型学習 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 11528 領域名 選択 開設講習名 
教材研究方法論と 

数学的活動について 

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 30 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： 

学習指導要領解説において、児童が数学的活動の楽しさや数学の良さに気付いていけるような学習・

指導を実現するためには、教材研究が重要であると述べられている。そこで、本講習ではまず教材研究

の要点と基礎的な方法論を整理・確認する。その上で、いくつかの具体的な教材を紹介し、数学的活動

を通して学ぶような授業をつくることについて考察していく。 

講習テーマ 教材研究、数学的活動 担当者 吉井 貴寿（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： 

算数科における教材研究の要点と基礎的な方法論を理解する。また、数学的活動を通した深い学びに

ついての理解を深めるとともに、その実現に向けて授業を工夫・改善する力を養う。 

講習の概要： 

本講習の前半では、以下の 2つの内容について講義を行う。 

・算数科における教材研究の要点と基礎的な方法論

・数学的活動の概要と要点

これらの講義内容をふまえ、講習の後半ではいくつかの具体的な教材を紹介し、演習を行う。演習を通

じて、数学的活動を通した学びを体験するとともに、授業デザインについて考える。 

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。 

31



講習コード 11529 領域名 選択 開設講習名 ピアノ実技・声楽実技 

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 15 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小・中（音楽）教諭 

講習内容： 

（ピアノ実技）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。 

（声 楽 実 技）基本となる呼吸法や発声法、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、現場教育に生かすことを目的とする。 

講習テーマ ピアノ実技 担当者 袴田 和泉（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： 

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。 

形態 実技 予備知識 □不要 □ある程度必要 ☑必要

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： 

学校歌唱教材、合唱曲、または任意のピアノ曲の中から 1曲事前に準備し、選んだ楽曲の楽譜を各自持

参のこと。 

講習テーマ 声楽実技 担当者 中原 雅彦（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： 

 声楽の基本となる呼吸法、発声法、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： 

 声楽の基本である呼吸法や発声法を再考し、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

評価： 

修了認定のためのピアノ弾き歌い実技試験を、講習時間内に実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

学校歌唱教材、イタリア古典歌曲、または任意の声楽曲の中から自身の音域にあった楽曲 1曲を事前に

準備すること。歌唱する楽譜を各自持参すること。 
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講習コード 11530 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 

令和 3年 7月 27日(火)～ 

令和 3年 7月 28日(水) 

※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、養護教諭 主な受講対象者 小・中・特支教諭、養護教諭 

講習内容： 

子どもたちを取り巻く社会状況の変化に伴い、集団での自然体験活動や生活経験の必要性が増し

てきている。本講習では、多様な実技・実習を行う。オリエンテーリングを通して自然体験活動の

効果や留意点アイスブレイクやグループワークを通して集団づくり、野外調理を通して安全管理な

ど、集団宿泊学習における指導方法・指導技術を学ぶ。 

一方、講義では、発達段階に応じた体験活動の必要性、集団宿泊学習の企画・立案及び安全管理

の実際について学ぶ。 

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（元教育学部） 

タイムスケジュール 【7月 27日 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： 

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

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 
自然体験活動と仲間作り 

野外調理の実際 
担当者 

有木園 和志・佐藤 倫子 

（国立阿蘇青少年交流の家） 

タイムスケジュール 【7月 27日 午後】 １３：１０～１６：２０（休憩含む） 

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閒づく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 実習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要

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。受講料とは別に野外調理実習費等が必要になります 

講習テーマ オリエンテーリングの実際 担当者 
有木園 和志・佐藤 倫子 

（国立阿蘇青少年交流の家） 

タイムスケジュール 【7月 28日 午前】９：００～１２：１０（休憩含む） 

講習の到達目標及びテーマ： 

オリエンテーリングを実際に体験し、自然体験活動の効果や企画・指導上の留意点について理解

する。 

講習の概要 

1.オリエンテーリングの意義

2.競技方法・地図の読み方・コンパスの使い方の説明

3.オリエンテーリングの実際

4.企画・指導上の留意点の確認

形態 実習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要

評価： 

 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分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

帽子、軍手、水筒、雨合羽、長袖・長ズボン、時計、タオル、筆記用具などを持参してください。 

講習テーマ 
集団宿泊学習の計画・立案と安

全管理 
担当者 

北見 靖直 

（国立阿蘇青少年交流の家） 

タイムスケジュール 【7月 28日 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.今日の社会的環境、児童の現状、発達段階を踏まえ、体験活動の意義と必要性、教育的効果を

理解する。

2.自然体験活動におけるプログラムの企画・立案から評価までの一連の流れや企画・立案の方法を

理解する。

3.安全管理の視点や安全計画の立案について理解する。

講習の概要： 

講義：現代社会における子どもたちの現状 

体験活動の意義と具体的効果 

体験活動の中での効果的な指導法 

安全管理の視点 

演習：プログラムの企画・立案の方法・手順 

安全計画の立案と実際 

プログラムの評価 

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。 

（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。 
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講習コード 11531 領域名 選択 開設講習名 脳と体力づくりのはなし 

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、養護教諭 主な受講対象者 
小・中・高（体育）教諭、 

養護教諭 

講習内容： 

 本講習では、脳に関わる話題と体力づくりに関わる話題を取り上げます。 

（午前）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。 

（午後）体力づくりの意義や具体的な向上策について取り上げ、議論します。 

講習テーマ スポーツと脳のかかわり 担当者 坂本 将基（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： 

脳の特性と身体運動との関わりを理解することを目標とします。 

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

評価： 

修了認定のための筆記試験（50点満点）を、講習時間内に 30分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

講習テーマ 体力づくりの意義と向上策 担当者 中川 保敬（元教育学部） 

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： 

 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、学力

や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

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。 
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講習コード 11532 領域名 選択 開設講習名 数え上げの数学について 

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 中・高（数学）教諭 

講習内容： 

格子点の数と多角形の面積との関係を表すピック（Pick）の公式を中心に数え上げの数学の幾何学的

側面について基本的なことから解説する。時間に余裕があれば、ピックの公式と複素関数論との関連に

ついても解説したいと考えている。 

講習テーマ 組み合わせ論と幾何学 担当者 中川 泰宏（大学院先端科学研究部） 

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： 

ピックの公式を中心に数え上げの数学の幾何学的側面について紹介する。ピックの公式、ユニモジュ

ラー変換、エルハルト（Ehrhart）多項式、ユークリッド（Euclid）の互除法、連分数展開、ファレイ

（Farey）数列、スターン（Stern）の二原子数列、オイラー（Euler）の多面体公式等について理解す

ることが目標である。

講習の概要： 

ピックの公式を紹介し、その証明について解説する。続いて基本三角形に注目し、ユークリッドの互

除法、および連分数展開との関連について解説する。さらにファレイ数列、およびスターンの二原子数

列を紹介し、その性質について解説する。最後にグラフ理論に話を移して、オイラーの公式とピックの

公式との関係について解説する。時間に余裕があれば、ピックの公式と複素関数論との関連についても

解説したい。 

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、講義時間内に 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 11533 領域名 選択 開設講習名 
コミュニケーションツール

としての英文法・言語学

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 30 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 中・高（英語）教諭 

講習内容： 

 英語の音声・語彙・文法などの仕組みはすべて互いに関連したものであり、さらにそれらは文化・思

考に深く根ざし、現実の社会と密接な関係を持っている。このような認識のもと、英語指導の実践にお

いて有効と思われる知識と考え方を、コミュニケーションツールとしての英文法や言語学の幅広い見地

から学んでいく。 

（午前）担当者が言語学／英語学の視点から、言語全般あるいは英語の性質・機能や社会・文化との関 

係についていくつかのトピックを選び、できるだけ具体例を挙げながらお話しをする予定。 

（午後）誰もが避けて通りたい英文法について、可能な限り興味深く説明する方法について説明する。

学習者からの質問や皆さんの経験や活動事例なども参考にし、生きた英文法指導法を学ぶ。 

講習テーマ 言語／英語と社会・文化 担当者 井原 健（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： 

1.言語本来の性質・機能について理解を深める。

2.現代英語の特徴について理解を深める。

3.アメリカの言語事情に関する理解を深める。

4.習得した知識を教室での授業に生かすことができる。

講習の概要： 

1.言語／英語と社会・文化の関係について

2.言語に備わる普遍性・相対性について

3.英語における Political Correctness について

4.アメリカにおける英語公用語運動について

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） 

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.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

評価： 

修了認定のための評価はグループ活動、発表内容をもとに行う。 

講習受講希望者への事前連絡： 

辞書をご持参ください。
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講習コード 11534 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 令和 3年 8月 3日（火） 

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、小、中、高、特支教諭、 

養護教諭 

講習内容： 

1）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、心理臨床学的観点から児童・生徒の特性

とその支援のあり方について学ぶ。

2）心理劇という集団心理療法の理論を学び、実際に体験して理解を深めることにより、学校現場での

児童・生徒への理解と支援のための手がかりを得る。

講習テーマ 特別支援と集団心理療法 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： 

特別な支援が必要な児童・生徒への支援の必要性は日々高まっているが、1対 1（例えば教師対生徒）

の関係だけでは人材の面からも時間の面からも限界がある。むしろ、学級集団全体を視野に児童・生徒

同士の関係性の向上や学び合いの高まりを支援することが、学校教育において有意義な取り組みである

と考えられる。本講習では、集団に適用し参加者相互の社会性を育む心理劇の手法を学び、学校現場で

の実践に活かす手がかりを得ることを目標とする。 

講習の概要： 

【午前】 

・特別な支援が必要な児童・生徒の今日的課題についての概説を行う。

・集団心理療法としての心理劇の理論や方法についての概説を行う。

【午後】 

・心理劇のデモンストレーションを行い、受講者はその効果について体験的に理解する。

・心理劇のエッセンスを用いて実際の学級運営への適用可能性について受講者同士で

ディスカッションし、問題解決のための創造的なアイデアを考案する。

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： 

動きを伴うワークを予定しているため、スカート等を避けた動きやすい服装を推奨する。 
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講習コード 11535 領域名 選択 開設講習名 
光る大腸菌を作ろう 

〜中・高における遺伝子教育〜 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 
令和 3年 8月 4日(水)～ 

令和 3年 8月 5日(木) 

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・高（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

を招くことがあります。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します。実習では、マウスの DNA を用いたエタノール沈殿と、オワンクラ

ゲの GFP 遺伝子を用いた光る大腸菌の作製を行います。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します。 

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、荒木 喜美 

（生命資源研究・支援センター） 

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： 

・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。

・遺伝子組換え生物の取り扱いに関する法律の概要を理解する。

講習の概要： 

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。さらに、遺伝子組換え技術がなぜ必要なのかを示した後、遺伝子組換え生物の取扱いに

関する法律（カルタヘナ法）について、P1レベルの第二種使用を中心に紹介する。 

形態 講義・実習 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（20 点満点）を、講習時間内に 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。 

講習テーマ 
遺伝子組換えで光る大腸菌を 

作ろう 
担当者 

荒木 正健、吉信 公美子、荒木 喜美 

（生命資源研究・支援センター） 

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： 

・大腸菌の形質転換の原理を理解する。

・P1レベルの拡散防止措置を取りながら、光る大腸菌を作製する。

講習の概要： 

 プラスミドなどで遺伝子を導入し、新たな機能を獲得させることを形質転換と呼ぶ。本講習では、

本学遺伝子実験施設が開発した教育キット『PIKARI KIT』を用いて大腸菌の形質転換を行う。オワ

ンクラゲの Green Fluorescence Protein (GFP)遺伝子を導入することで、光る大腸菌を作製する。

形態 講義・実習 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（20点満点）を、講習時間内に 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。 

講習テーマ 光る大腸菌を観察しよう 担当者 
荒木 正健、吉信 公美子、荒木 喜美 

（生命資源研究・支援センター） 

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： 

・薬剤耐性遺伝子および GFP 遺伝子の働きについて理解する。

・遺伝子の発現制御の仕組みを理解する。

・マイクロピペットを用いたごく微量の液体の操作を体感する。

講習の概要 

 一晩培養した大腸菌のコロニーを観察し、形質転換の効率を調べる。抗生物質の効果を確認し、

光る大腸菌を観察する。また、アラビノースの存在が GFP 遺伝子の発現に及ぼす影響を確認し、遺

伝子の発現制御の仕組みを理解する。マイクロリットル単位のごく微量の液体操作を体験する。ま

た、本学遺伝子実験施設の実験室および各種機器を見学する。 

形態 講義・実習 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（20 点満点）を、講習時間内に 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。 

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、荒木 喜美 

（生命資源研究・支援センター） 

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： 

代々木ゼミナールの講師である崎村 奈央先生が、久留米大学付設高等学校の非常勤講師として毎

年実際に行っていた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、2020 年度ノーベル化学賞の受賞対象である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

評価： 

修了認定のための筆記試験（40 点満点）を、講習時間内に 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。 
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講習コード 11536 領域名 選択 開設講習名 学校教育と子どもの発達 

会場 天草教育会館（天草市） 開設日 令和 3年 8月 5日（木） 

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・小・中･高教諭 

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。 

講習テーマ 認知・情動・社会性の発達 担当者 藤田 豊（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： 

・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 

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。 
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講習コード 11537 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 天草教育会館（天草市） 開設日 令和 3年 8月 6日（金） 

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： 

 受講者のコミュニケーション・スキルに焦点を合わせながら、教師のリーダーシップや対人関係力の

改善・向上を目標にした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グループワークの導入によって、教育実践に活かせる対人関係力とリーダーシップ力を身につけ

る。

＊6月 19日、10月 2日、10月 24日、11月 6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。 

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（元教育学部） 

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： 

あらゆる教師の活動には対人関係スキルの向上と充実が求められる。それを実現するために基礎と 

して「自分理解」を深め教育実践において効果的なリーダーシップが発揮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： 

  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。これらの知識をもとに、

「自己理解」と「コミュニケーション・スキル」の向上を促進するためにグループ・ワークを導入する。 

 さらに、教育実現に求められる「リーダーシップ行動」をグループメンバーとともに探求し、個々人 

 の「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 11538 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 令和 3年 8月 7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： 

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 19 日及び 9 月 4 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。 

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） 

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） 

 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。 

（午後） 

 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： 

（午前） 

 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。 

（午前） 

 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 
ペア及びグループ活動とミニ

講義、演習と討議、質疑応答 
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： 

教室英語を実際に耳にし、実際に使う機会を少しでも増やすために、講習の半分程度は敢えて英語のみ

で進行しますので、ご承知おきください。 
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講習コード 11539 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 天草教育会館（天草市） 開設日 令和 3年 8月 8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 主な受講対象者 小･中･高教諭、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。 

講習テーマ 
健康を守る学校施設・設備の利

活用 
担当者 長谷川 麻子（大学院先端科学研究部） 

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： 

 健康で快適な学習環境をつくるために、普段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付ける。 

講習の概要： 

＜午前＞ 

1）相互の自己紹介や本講習を選択した理由、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

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 20分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

普段使用している教室等の開口部（窓、扉など）の様子や空調・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。 

42



講習コード 11540 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 令和 3年 8月 10 日（火） 

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・高教諭、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。 

講習テーマ 遺伝子診断と薬の効き方 担当者 猿渡 淳二（大学院生命科学研究部） 

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： 

・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

評価： 

修了認定のための筆記試験（50 点満点）を、講習時間内に 30 分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

講習テーマ 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） 

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： 

・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

形態 体験型学習 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（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、受講者自身の毛髪から 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。 

また、実習室は土足禁止ですので、各自スリッパを持参してください。
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講習コード 11541 領域名 選択 開設講習名 中学校理科（物理・化学） 

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 15人 受講料 6,000円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 中（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化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。 

講習テーマ 中学校物理領域 担当者 岸木 敬太（大学院先端科学研究部） 

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： 

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

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： 

中学校理科１分野教科書、理科学習資料（熊本県版）を持参してください。 

講習テーマ 中学校化学領域 担当者 村田 貴広（大学院先端科学研究部） 

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： 

くらしと化学についてベーシックに見直しながら理解を深めます。 

講習の概要： 

ガラスについて基本的なことを解説しながら、機能性ガラス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

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 11542 領域名 選択 開設講習名 
すぐに使える基本から応用までの

電磁誘導教材作り 

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 16人 受講料 6,000円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 
中（技術）（理科）・ 

高（工業）（理科）教諭 

講習内容： 

電磁誘導の基礎から応用までの体験型教材開発を行う。まず電磁誘導現象の発見の歴史に触れ、身の

回りにある電磁誘導応用製品(IH 調理器等)を教材と実物を用いて紹介する。次にこれらのしくみを学

ぶための簡単な教材を製作し授業への導入についてのポイントを説明する。最後に、スマートフォンの

ワイヤレス充電を学ぶ安価な教材セットを製作する。この製作した教材は授業ですぐ使うことができ

る。

講習テーマ 
基本から応用までの電磁誘導教

材作り 
担当者 東 徹（熊本大学非常勤講師） 

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)生徒の身の回りにある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)電磁誘導現象発見の歴史およびその意義を説明することができる。

3)IH調理器とワイヤレス充電のしくみを説明することができる。

4)「ワイヤレス充電」体験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し、体験す

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、授

業を行う際の留意点を全員で検討する。さらに、電磁誘導発見時の歴史的背景とその意義をファラデー

実験日記に記載してある実験装置を通して紹介する。次に、IH 調理器を分解し、そのしくみを学ぶ教

材を紹介する。さらに、スマートフォンワイヤレス充電器のしくみを学ぶ教材一式を実際に製作する。

これらは電磁誘導の身近な応用例として現在広く用いられており、ワイヤレス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。 

形態 制作実習・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： 

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。 
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講習コード 11543 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 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 主な受講対象者 小教諭 

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 7 日及び 9月 4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。 

 

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） 

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） 

  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。 

 

 （午後） 

  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： 

（午前） 

  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。 

 

 （午前） 

  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 
ペア及びグループ活動とミニ

講義、演習と討議、質疑応答 
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： 

教室英語を実際に耳にし、実際に使う機会を少しでも増やすために、講習の半分程度は敢えて英語のみ

で進行しますので、ご承知おきください。 
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講習コード 11544 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 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 主な受講対象者 小・中・高教諭、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、財政問題を含めていま大きな転換点を 

迎えている。社会保障の基礎知識と将来像について学習する。また、生徒に「自ら考える能力」 

を養成するために、どのような授業をしたらよいのか、社会保障を題材に考えていく。 

（午後）高齢者・障害者・低所得者に対して、熊本県はどのような福祉政策を打ち出してきたのか、 

具体的な政策を例にあげながら説明する。これにより教師も生徒も「自ら考える能力」養成を 

図る。地域の実情に合った福祉政策を打ち出すためには、これからは「自ら考える能力」が 

重要であることを学ぶ。 

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（元教育学部） 

タイムスケジュール 【午前】 ９：００～１２：１０ （休憩含む） 

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。

3.社会保障を持続可能なものとするためには何が必要か。自ら考え、政策を立てる能力を養う。

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。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

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： 

特になし。 

講習テーマ 熊本型福祉を創る 担当者 石橋 敏郎（元教育学部） 

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： 

1.熊本型福祉とは何か。他の県のまねでない高齢者福祉とは何か。自分で考える。

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」という具体的テーマをあげながら、実践的講義をする。そのことによって、

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

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 11545 領域名 選択 開設講習名 学校と法～具体例から考える～ 

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 70 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小・中・高教諭 

講習内容： 

（1）講習の目的は、学校教育現場にも適用される「法の考え方」への基本的理解とします。 

（2）講習の題材としては、校則や体罰などが問題となった実際の裁判例を題材とします。 

（3）講習では、「法的に考え、表現する」ことへの導入をできるかぎり実践します。 

（4）講習を受けることで、受講者が、後の学校教育活動において、何かの言動を行う前に、その結果を 

事前に法的に予測でき、文章で表現できるようになることも目指します。 

講習テーマ 
学校と法 

～具体例から考える～ 
担当者 岡本 洋一（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.講習の到達目標は、受講者が、後の学校教育活動において、何かの言動を行う前にその結果を事前に

法的に予測できるようになること、そして、法的な表現を用いて文章で説明できることを目指します。 

2.講習のテーマは、教育における担い手・教育現場のルールと法の考え方、教育現場における様々なト

ラブル（部活動、教育指導と体罰）などです。

講習の概要： 

1.学校と法【総説】学校をめぐる法にはどのようなものがあるか

（例えば、各学校教員における法的地位のちがい）

2.学校におけるトラブル 法的にはどのように解決するのか

3.学校におけるトラブル 教育指導と体罰

4.学校におけるトラブル 部活動

5.まとめと質疑応答

6.筆記試験

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、講習時間内で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

受講者の皆さまには「学校と法」というテーマを見たときに最初に思いついたことをメモしていただき 

たく思います。「最初のイメージから、講習を受けて「学校と法」というテーマが、ご自分の中でどう 

変わったのか」、それもまた受講の大きな意義だと思います。 

なお、担当講師の経歴については、「岡本洋一 熊本大学」でネット検索してみてください。 
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講習コード 11546 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 令和 3年 8月 20 日（金） 

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・中・高教諭、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を紹介する。また、寄生虫以外の細菌、

ウイルス感染症も海外からの流入も含めて増加傾向があり、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感染症の啓蒙を促す。

講習テーマ 感染症、特に寄生虫病の昨今 担当者 三森 龍之（元大学院生命科学研究部） 

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： 

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活かしていただきたい。 

また、近年、新たに流行している新興感染症について知っていただき、予防に役立てていただきたい。 

講習の概要： 

1.一般的な寄生虫の種類ついて分類学的な講義をする。

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.リーシュマニア原虫症について講義する。

・疾患の疫学の意義を検証してもらう。

・分子生物学的診断の意義について考えていただく。

・最新の診断法の説明をおこなう。

5.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

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 11547 領域名 選択 開設講習名 
小学校教育の最前線 

（理科教育・生物） 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 8月 24 日（火） 

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 小教諭 

講習内容： 

（午前）実生活と関連付けた深い学びができるようにするための指導の在り方や地域教材などを解説・ 

紹介します。 

（午後）準備された昆虫等を用いて、昆虫標本作製の実技講習を行います。講習は、（1）準備された素

材を用いた簡易標本箱の作成、（2）準備された昆虫の展足、ラベル作成の順に実施します。

講習テーマ 初等理科教育 担当者 飯野 直子（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： 

子どもたちが学習内容を実生活と関連付けて深い学びができるように、小学校理科教育の課題や求め

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： 

・小学校理科教育の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。

・地域素材や教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･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（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： 

小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 理科編 を持参してください。 

講習テーマ 昆虫標本作製 担当者 田邊 力（大学院先端科学研究部） 

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： 

 到達目標：昆虫標本の作製を指導できるようになる。 

テ ー マ：生徒が昆虫に親しむための一つのアプローチとして、昆虫標本の作成方法を指導できる

段階まで習得する。 

講習の概要： 

（1）準備された素材を使い、簡易の標本箱を作成する。 

（2）準備された冷凍保存の 5頭程度の昆虫を展足する。ラベルを作成し、標本を作製する。 

形態 実技 予備知識 □不要 ☑ある程度必要 □必要

評価： 

作られた昆虫標本に基づいて評価する。 

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 11548 領域名 選択 開設講習名 

最先端の教科内容学（英語学） 

-英語教師のための

楽しい語彙・文法指導- 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 8月 24日（火） 

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： 

ことばの形式と意味と使用場面との関係について、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ことを

目的とする。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。 

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（元教育学部） 

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) 英語表現の使用の背後にある規則や原理を理解できるようになる。

2) 英語表現の使用場面を踏まえた文法指導ができるようになる。

3) 英語表現と発想と文化の関係を理解し、グローバルな視点から人間を理解できるようになる。

講習の概要： 

ことばの形式と意味と使用場面との関係について考察を行いながら、教材研究及び英文法指導につい

ての実践力の向上を目指す。 

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分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

英語の辞書(英英・英和・和英)(電子辞書でも可)を持参すること。
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講習コード 11549 領域名 選択 開設講習名 国語教育へのアプローチ 

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 30 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 中・高（国語）教諭 

講習内容： 

（漢文学分野） 主に中・高等学校の教科書に採録されている漢文学関係資料について最新の研究状況

を紹介し、新たな知見を身につける。また漢文指導の際の注意点、ポイントについて

も随時触れる。 

（日本文学分野）主に中・高等学校の教科書における定番の小説教材について最新の研究状況を紹介し、

新たな知見を身につける。また具体的教材に即して、その知見を授業で活用する方法

を受講者と考える。   

講習テーマ 漢文教材の解釈の可能性 担当者 屋敷 信晴（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： 

・漢文教材について最新の研究成果について知る。 

・漢文訓読についての基本的な知識、技術を身につける。 

・漢文資料を扱う際の基礎的な知識を身につける。 

・中国古典文学を学ぶに当たっての基礎的な知識を身に付ける。 

講習の概要： 

主に中・高等学校の教科書に採録されている漢文学関係資料について最新の研究状況を紹介し、新た

な知見を身につける。また漢文指導の際の注意点、ポイントについても随時触れる。               

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（50 点満点）を、講習時間内に 30 分程度で実施する。 

講習受講希望者への事前連絡： 

特になし。 

講習テーマ 小説教材の解釈と指導 担当者 坂元 昌樹（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： 

・国語教科書の小説教材について最新の研究成果を知る。 

・小説教材を解釈するための基礎的な知識と視点を身につける。 

・上記の知識を活用した指導法を検討できるようになる。 

講習の概要： 

主に中・高等学校の国語教科書における定番の小説教材について最新の研究状況を紹介し、新たな知

見を身につける。また具体的教材に即して、それらの知見を授業で活用する方法を受講者と考える。 

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（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。 
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講習コード 11550 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 令和 3年 8月 25 日（水） 

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・中・高（理科）教諭 

講習内容： 

理科、特に化学と地学の立場から、地球環境に関する内容の講義を行います。 

（化学）身の回りの元素や化学物質の生い立ち、ならびに生物がどのように活用しているかなどについ 

て、いくつかの例を通して学びます。 

（地学）日々の生活が根ざす地域の地形・地質の成り立ちとその特徴、そしてそれにより引き起こされ 

る自然災害について解説すると共に、実際の授業に利用できる簡単な教材や減災・防災に関す 

る実習等を行います。 

講習テーマ 元素や化合物のなりたち 担当者 戸田 敬（大学院先端科学研究部） 

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： 

身の回りの元素や化合物の生い立ちや役割について理解する。 

講習の概要： 

宇宙や地球の歴史の中で身の回りにある元素や化合物がどのようにつくられてきたのか、また生物が

化学物質をどのように活用し、命を支えているか、その概要や例を紹介する。例えば酸素の生成に関す

る歴史や、海洋における磯の香り成分の生産者（海藻や植物プランクトン）における役割や海洋動物の

捕食活動における活用などについて解説する。 

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。 

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） 

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： 

 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

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 11551 領域名 選択 開設講習名 食教育・エネルギー教育の最前線 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 8月 26 日（木） 

時間数 6 時間 受講定員 16 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： 

（午前）食分野の最新情報、トッピクスを紹介し、小学校家庭科における「心身ともに健康な食生活の 

ための食育」を考える。戦後の食生活の変化から和食のよさや調理することの意義を提案する。 

（午後）人の 1日あたり必要な摂取カロリーを基準としたエネルギー事情について学ぶ。次に、エネル 

ギーを身近に捉えかつ実感できるエネルギー教材を使った指導法を体験する。 

講習テーマ 健全な食生活を考える 担当者 武田 珠美（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： 

・食生活が心身の健康に及ぼす影響について説明できる。

・基礎的な調理技術を小学校段階で教える意味について説明できる。

講習の概要： 

①日本人の食事摂取基準（2020 年版）等最近の食情報の解説

②戦後の食生活の変化の説明

③和食や調理の意義についての講義

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 エネルギー問題を考える 担当者 東 徹（熊本大学非常勤講師） 

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日の食事摂取カロリーを基準に生活で使うエネルギーを把握する。

・エネルギー教育の4つの視点を説明できる。

・家庭生活での省エネルギーに関する指導ができる。

講習の概要： 

①1日の食事摂取カロリーを基準としたエネルギー事情の解説

②エネルギー教育の 4つの視点の解説

③エネルギーを実感できる調理器などの教材を使った実習

形態 講義・実習 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： 

動きやすい服装で来てください。 
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講習コード 11552 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 令和 3年 8月 26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 主な受講対象者 中・高（数学）教諭 

講習内容： 

「数学は必要か？」「数学は社会に役に立っているのか？」といった生徒が抱く疑問に対し、どのよう

に応えるだろうか。この問いに対し、各教師なりの応えを持つためには、教師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、主に数学 A 程度までの知識を仮定

して、情報通信や情報セキュリティなどの身近なところに、中学・高校数学がどのように利用されて

いるかについて、初歩から講義を行う。また、現場で使える話題の提供も多く行う。 

講習テーマ 
身近に潜む数学（情報通信に潜

む数学を中心として） 
担当者 籾原 幸二（大学院先端科学研究部） 

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： 

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、教職現場で使えそうな情報セキュリティ・図形・アルゴリズム・ゲーム・確率統計などの

いくつかの話題にも触れ、中学・高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。この技術は CD やカーナビ、QR コードなど日常の様々なところに利用

されている。 

（午前）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。内容は、数学 A の内容を前提とす

るだけで、十分理解可能である。 

（午後）情報セキュリティ・図形・アルゴリズム・確率統計など可能な限り、浅く広く様々なトピッ

クを扱い、教職現場で使えそうな話題の提供を行う。また、アイスブレイクとして、雑多な

話題やゲームなどを取り入れる。

＊すべての内容を、一から説明をするので前提知識は特に必要ない。 

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： 

特になし。 
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講習コード 11553 領域名 選択 開設講習名 

バクテリアのウイルス対抗策とゲ

ノム編集／シミュレータと数学ソ

フトを使った自然科学研究

会場 インターネット講習（自宅等） 開設日 令和 3年 8月 28 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 主な受講対象者 中・高(数学・理科)教諭 

講習内容： 

【午前】バクテリアのウイルス防御システムが様々な生物のゲノム編集技術に応用されています。生物

やウイルス、ゲノム編集に関する基本的な事項を紹介し、生物システムの不思議さを考えます。 

【午後】医薬品開発や触媒開発を目指して行われた研究を中心に、これらのコンピュータ利用技術の理

科教育（化学、物理学、生物学、地学）での活用法について考えます。 

※本講習はオンライン形式で、インターネットを使用した「同時方向型（Zoom 利用）」で行います。

講習テーマ 
バクテリアのウイルス対抗策

とゲノム編集 
担当者 森村 茂（大学院先端科学研究部） 

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： 

 ゲノム編集技術は 2020 年のノーベル化学賞を受賞しました。新型コロナウイルスに悩まされている

この時期ですが、ヒトやバクテリアとウイルスの関係について理解し、バクテリアのウイルス対抗策を

応用したゲノム編集技術を通して、あらためて生物システムの不思議さを考えたいと思います。 

講習の概要： 

1)生物およびウイルスの紹介

2)バクテリアとヒトのウイルス対抗策

3)ゲノム編集技術の概説

形態 
インターネット「Zoom」を利

用した講義
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。 

※「履修認定試験用紙」のパスワードは講習時間内に担当講師が開示します。

講習受講希望者への事前連絡： 

①パソコン・インターネット環境（Wi-Fi 等）・メール環境等の準備が必要です。

②講習 7日前に講習資料等のダウンロード URL を送信します。

③講習 5日前までに、「講習資料等」、「熊大アンケート」、「Zoom ミーティング ID、パスコード」を

一斉メールにて送信します。

④この講習は対面講習ではありません。

講習テーマ 
シミュレータと数学ソフトを

使った自然科学研究
担当者 杉本 学（大学院先端科学研究部） 

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： 

到 達 目 標：化学的性質を決める原子・分子の特徴を「見える化」したり、パソコン上で模擬実験 

するための計算技術と実際の利用法を習得し、授業で活用できるようにする。 

テ ー マ   ：（1）分子の構造と性質を決める電子状態計算シミュレーション 

(2) 数学ソフトを使って、分子の性質を可視化する。

(3) AI 技術を使って化学を楽しむ。

講習の概要： 

現在の自然科学研究では、計算シミュレーションと機械学習（AI 技術の一つ）が活発に応用され、

企業での製品開発にも生かされています。この講習では、医薬品開発や触媒開発を目指して行われた研

究を中心に、これらのコンピュータ利用技術の理科教育（化学、物理学、生物学、地学）での活用法に

ついて考えます。また、カナダ・アルバータ大学での化学系講義の授業法についても紹介します。計算

としては、フリーウエア GAMESS を使った電子状態計算、数学ソフトウエア Mathematica を使った化学

現象シミュレーション、計算知能 Wolfram Alpha を使った情報探索、などについて解説します。 

形態 
インターネット「Zoom」を利

用した講義
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。 

※「履修認定試験用紙」のパスワードは講習時間内に担当講師が開示します。

講習受講希望者への事前連絡： 

①パソコン・インターネット環境（Wi-Fi 等）・メール環境等の準備が必要です。

②講習 7日前に講習資料等のダウンロード URL を送信します。

③講習 5日前までに、「講習資料等」、「熊大アンケート」、「Zoom ミーティング ID、パスコード」を

一斉メールにて送信します。

④この講習は対面講習ではありません。
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講習コード 11554 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 令和 3年 8月 28 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： 

経団連が実施している新卒採用に関するアンケートにおいて、採用選考の際に重視した点は、ここ数

年「コミュニケーション能力」、「主体性」、「チャレンジ精神」が上位を占める。つまり、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ことが求められている。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

の指導法について学ぶことを目的とする。 

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） 

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： 

・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。

・プレゼンテーションを通して、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： 

（前半）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、様々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）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。 

様々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

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 11555 領域名 選択 開設講習名 高等学校地理歴史科の最新事情 

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 30人 受講料 6,000円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 高（地理・歴史）教諭 

講習内容： 

(午前）新しい学習指導要領に基づき、高等学校地理歴史科でどのような実践が今後求められるのか 

理論的に考察する。 

(午後）各論として「歴史総合」が対象とする近現代直前の「近世」の東アジア（日本を含む）・ヨー

ロッパ・イスラム世界の比較検討を通じて、グローバルヒストリーを展望する。

講習テーマ 
新学習指導要領から見る 

教育実践の在り方 
担当者 竹中 伸夫（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： 

 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： 

高等学校の地理歴史科に歴史総合、地理総合という新しい科目がまもなく導入されます。ご自身の

これまでの授業を大きく変える必要があります。これまでの教育実践の何が問題とされ、新しい学習

指導要領のもとでは、高等学校地理歴史科においては、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

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： 

高等学校地理歴史科の新学習指導要領を入手し、一読の上、当日持参してください。 

講習テーマ 
「近世」の各国史（東アジアを

中心として） 
担当者 黨 武彦（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： 

歴史総合で中心となる近現代史学習の前提としての各国・各地域の近世史を理解できる。 

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： 

新科目の歴史総合は、近現代史が中心となりますが、その前提となる各国・各地域の「近世」社会

について検討します。本講習では主題学習の題材として中国の人材登用制度である「科挙」の宋代以

降の展開をとりあげ、ヨーロッパ・イスラム・東アジア（日本を含む）の社会との比較をしたいと思

います。特に東アジア世界（日本・朝鮮・琉球など）の学問や身分制度との関連に焦点をあて、世界

史探究・日本史探究の内容を意識しながら、「人の評価とは何か」、というテーマへつながる深め方を

していきます。 

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（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： 

各自でお持ちの日本史・世界史教科書をご持参ください。
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講習コード 11556 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 桜十字ホールやつしろ（八代市） 開設日 令和 3年 9月 4日（土） 

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・小教諭、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。 

＊6月 5日及び 10月 23 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。 

講習テーマ 学校（園）に潜む危険有害要因 担当者 引地 力男（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

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。 
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講習コード 11557 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 桜十字ホールやつしろ（八代市） 開設日 令和 3年 9月 4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： 

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 7 日及び 8 月 19 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。 

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） 

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） 

 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。 

（午後） 

 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： 

（午前） 

 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。 

（午前） 

 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 
ペア及びグループ活動とミニ

講義、演習と討議、質疑応答 
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： 

教室英語を実際に耳にし、実際に使う機会を少しでも増やすために、講習の半分程度は敢えて英語のみ

で進行しますので、ご承知おきください。 
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講習コード 11558 領域名 選択 開設講習名 やる気の心理学 

会場 桜十字ホールやつしろ（八代市） 開設日 令和 3年 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 主な受講対象者 幼・小・中・高・特支教諭 

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。 

また受講者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。 

講習テーマ やる気の心理学 担当者 高崎 文子（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： 

・「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。 

・やる気が出ない原因を分析する視点を得る。

・分析をもとに対応策を考える。

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.やる気に関わる子どもの考え方の特徴を理解し、個々の子どもの状況を分析しながら具体的な対応

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。 
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講習コード 11559 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 

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 30 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小・中・高（数学）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。 

講習テーマ 数学的モデリング教材 担当者 吉村 昇（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： 

数学的モデリングの世界的な動向と学習指導要領の関連について理解する。また、数学的モデリング

教材の授業実践とそれらの効果を知ることによって、数学的モデリングの考え方を理解するとともに、

授業改善する力を育成する。 

講習の概要： 

数学的モデリングの世界的な動向を知り、学習指導要領との関連について考える。 

また、グラフ関数電卓を使用しながら、中学校で実際に行われた「クロマグロの生存数」を推測する

などのいくつかの数学的モデリング教材の授業を体験するとともに、授業デザインについて考える。 

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。 
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講習コード 11560 領域名 選択 開設講習名 自由理論から日本国憲法を考える 

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 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： 

いじめや自殺の問題に取り組むうえで、その前提となる人権理論に対する十分な理解は、将来世代に

対する現在世代、とりわけ教育に係る者にとっての責務といえます。本講習では、「人権とは何か？」

という問いのもとに「普遍的価値」「概念の抽象化」「市民革命」「社会契約」「差別」等の話題を織り交

ぜ、日本国憲法の基本原理を解説します。国家を基礎づけている憲法から導かれる「自由」と「平等」

の理論を正確に理解し、今後の主権者教育に役立てていただければと願っております。 

講習テーマ 
自由理論から日本国憲法を考

える 
担当者 德永 達哉（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： 

「人権とは何か？」について学びます。人権とは個人が生まれながらに手にする権利を指す総称ですが、

講習では、私たちや子供たちが手にしている具体的な人権すなわち「自由」とは何か？を改めて考えま

す。意外と見落としがちな「自由」と「平等」の関係に気が付くかもしれません。例えば、自由という

日本語には、リベラル・リバティー・フリーといった多様な概念が含まれていますが、それぞれ、寛容

を与えられた状態、釈放された状態、無の状態と人間環境に違いがあります。日本国憲法が保障した「自

由」とは何か？を考え、個人の自由と他者の自由とが衝突し矛盾を生み出している場合に、それを調整

するために必要となる理論を導き、それを論述できるだけの憲法理解の修得を目指します。 

講習の概要： 

 導入として抽象化された人類普遍の原理・憲法原理を具体化する思考力を磨きます。そして憲法教育

において、思考過程を図式化する作業が抽象概念を理解する思考力の向上に有用であることを説明しま

す。抽象概念である自由や平等を、市民革命と社会契約の理論から読み解き理解を深めます。また、自

由と平等について、市場原理を解説することにより、私的自治・過失責任・所有権といった民法の一般

原則や、罪刑法定主義といった刑法の原則を確認します。そして、民主的過程によって法的に組織され

るに至る政府の存在と、立憲主義思想に基づき制定された国家の存在について、その意義を確認します。

さらに社会契約の契約書と呼ぶべき憲法の自由を確認し、公的支配権力から精神的にも肉体的にも開放

された個人の存在を確認します。併せて身体に触れることや乱暴な言動が人権侵害となることを確認し

ます。最後に、憲法尊重擁護義務と国会機関（学校）の関係に言及し、違憲立法審査制度と主権者の関

係をまとめます。 

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（論述課題）（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： 

憲法の条文に目を通しておいてください。市民革命と社会契約も確認しておいてください。 

講義中に意見をお尋ねします。憲法に対する質問事項を一つか二つご用意ください。 
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講習コード 11561 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 令和 3年 9月 18日（土） 

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・高教諭、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。

＊7 月 3 日の「学校の安全（中学校・高等学校対象）」講習と同一内容ですので、重複受講はできま

せん。 

講習テーマ 学校に潜む危険有害要因 担当者 引地 力男（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

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。 
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講習コード 11562 領域名 選択 開設講習名 

学校保健の現状と課題２ 

-学校検尿と腎臓病、リプロダクテ

ィブヘルスと性に関する指導－

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 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・中・高・特支教諭、 

養護教諭 

講習内容： 

（午前）若者が将来の妊娠・出産・家族形成に関する自己実現を果たすことは重要です。H30改訂高等

学校学習指導要領解説（保健体育編）では、受精着床出産に伴う健康課題は年齢や生活習慣等

がかかわることを理解させることおよび「妊娠のしやすさ」の文言が追記されました。本講習

では、妊孕性に関する基礎知識およびリプロダクティブヘルスの課題について概説します。学

校における性に関する指導に活かしていただければと思います。 

（午後）こどもの腎臓病は、学校検尿による早期発見と治療法の開発により、予後が改善されてきまし

た。本講習では、こどもの腎臓病、学校検尿、正しい採尿の仕方、学校における管理や注意点

について概説します。 

講習テーマ 
リプロダクティブヘルスと性

に関する指導
担当者 秋月 百合（大学院生命科学研究部） 

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： 

① 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と現状について理解する。

③ 上記知識を今後の学校での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 妊孕性

② 月経異常、人工妊娠中絶、性感染症、不妊症等

③ リプロダクティブヘルスの現状

④ その他

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 学校検尿と腎臓病 担当者 仲里 仁史（大学院生命科学研究部） 

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： 

① 学校検尿の現状を知り、こどもの腎臓病を理解する。

② 正しい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 慢性腎臓病を抱える児童生徒の学校生活管理上の注意点を理解する。

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

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。 

65



講習コード 11563 領域名 選択 開設講習名 
森林環境教育の最前線 

（幼稚園・小学校対象） 

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 16 人 受講料 6,500 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 幼・小教諭 

講習内容： 

SDGｓとの関連を踏まえ、森林環境教育や木育の意義・役割について学ぶ。次に、森林を身近に捉え

かつ実感できる森林環境教育・木育用の教材及び指導法を紹介する。実際に幼稚園や小学校で実践可能

な木を素材にしたものづくり体験（実践）や森林をフィールドとした活動（例示）をとおして、学校教

育における森林環境教育・木育のカリキュラムを作成する。 

講習テーマ 森林環境教育 担当者 田口 浩継（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＞ SDGｓとの関連を踏まえ、森林環境教育・木育の意義・役割について説明できる。 

＜テ ー マ＞ 幼児児童が森林を身近に捉え実感できる森林環境教育・木育用の教材（学習ソフトを含

む）や指導法を紹介する。さらに、木の魅力や不思議さを実感するとともに、木の良さ

を活かしたものづくり（円形木琴又はスマホスピーカー）を行う。幼稚園や小学校にお

いて実践可能なカリキュラムについて検討する。 

講習の概要： 

・SDGｓとの関連を踏まえ、森林環境教育・木育の意義・役割について学ぶ。

・森林を身近に捉えかつ実感できる森林環境教育・木育用の教材（学習ソフトを含む）及び指導法の紹

介。

・実際に幼稚園や小学校で実践可能な木を素材にしたものづくり体験（円形木琴又はスマホスピーカー

の製作）

・森林をフィールドとした活動の紹介。

・幼稚園や小学校における森林環境教育・木育のカリキュラムの作成（筆記試験）。

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要

評価： 

①講習時間内に作成するワークシート（40%）、②筆記試験（40%）、③製作物（20%）で評価する。

講習受講希望者への事前連絡： 

ものづくり活動がありますので軽装でご参加ください。
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講習コード 11564 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 令和 3年 9月 26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 主な受講対象者 
小・中・高・特支教諭、 

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 27 日の「通常の学級にいる発達障害児等への支援」講習と同一内容ですので、重複受講はでき

ません。 

講習テーマ 
通常の学級にいる発達障害児

等への支援 
担当者 干川 隆（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： 

 熊本大学学習支援教室では、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、それを踏まえた授業づくりにつ

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

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： 

講義と演習（グループワーク）を予定していますが、新型コロナウイルスの感染状況によって講義のみ

になる場合もあります。 
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講習コード 11565 領域名 選択 開設講習名 
森林環境教育の最前線 

（中学校・高等学校対象） 

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 16人 受講料 6,500円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 中・高教諭 

講習内容： 

SDGｓとの関連を踏まえ、森林環境教育や木育の意義・役割について学ぶ。次に、森林を身近に捉え

かつ実感できる森林環境教育・木育用の教材及び指導法を紹介する。実際に中学校や高等学校で実践可

能な木を素材にしたものづくり体験（実践）や思考力を育成する活動（例示）をとおして、学校教育に

おける森林環境教育・木育のカリキュラムを作成する。 

講習テーマ 森林環境教育 担当者 田口 浩継（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＞ SDGｓとの関連を踏まえ、森林環境教育・木育の意義・役割について説明できる。 

＜テーマ＞ 生徒が森林を身近に捉え実感できる森林環境教育・木育用の教材（学習ソフトを含む）

や指導法を紹介する。さらに、木の魅力や不思議さを実感するとともに、木の良さを活

かしたものづくり（円形木琴又はスマホスピーカー）を行う。中学校や高等学校におい

て実践可能なカリキュラムについて検討する。 

講習の概要： 

・SDGｓとの関連を踏まえ、森林環境教育・木育の意義・役割について学ぶ。

・森林を身近に捉えかつ実感できる森林環境教育・木育用の教材（学習ソフトを含む）

及び指導法の紹介。

・実際に中学校や高等学校で実践可能な木を素材にしたものづくり体験（円形木琴又はスマホスピーカ

ーの製作）

・思考力を育成する活動の紹介。

・中学校や高等学校における森林環境教育・木育のカリキュラムの作成（筆記試験）。

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要

評価： 

①講習時間内に作成するワークシート（40%）、②筆記試験（40%）、③製作物（20%）で評価する。

講習受講希望者への事前連絡： 

ものづくり活動がありますので軽装でご参加ください。
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講習コード 11566 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 桜十字ホールやつしろ（八代市） 開設日 令和 3年 10月 2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： 

 受講者のコミュニケーション・スキルに焦点を合わせながら、教師のリーダーシップや対人関係力の

改善・向上を目標にした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グループワークの導入によって、教育実践に活かせる対人関係力とリーダーシップ力を身につけ

る。

＊6月 19日、8月 6日、10月 24日、11月 6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。 

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（元教育学部） 

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： 

あらゆる教師の活動には対人関係スキルの向上と充実が求められる。それを実現するために基礎と 

して「自分理解」を深め教育実践において効果的なリーダーシップが発揮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： 

  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。これらの知識をもとに、

「自己理解」と「コミュニケーション・スキル」の向上を促進するためにグループ・ワークを導入する。   

さらに、教育実現に求められる「リーダーシップ行動」をグループメンバーとともに探求し、個々人 

 の「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 11567 領域名 選択 開設講習名 
学校保健の現状と課題３ 

-保健統計と思春期に発症する疾患-

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 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 高（看護）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

を学校現場での健康課題への取り組みに対して応用することを考察する。今一つは、思春期に発症が増

加してくる疾患を取り上げ、観察のポイントを中心に講義する。これらの疾患は、本人も家族も病気の

発症に気づきにくく、養護教諭や担任が早期に気づいてあげることが、その児童・生徒の一生を左右す

ることも少なくない。 

講習テーマ 保健統計と疫学 担当者 長谷 真（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： 

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標とする。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

評価： 

修了認定のための筆記試験（午前と午後を合計で 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 思春期に発症する疾患 担当者 後藤 知己（大学院生命科学研究部） 

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： 

思春期に発症する疾患の特徴を理解し、学校現場での早期発見に役立てることを可能にする。 

テーマ：思春期に発症する疾患の特徴を理解し、観察のポイントを知ることで、発症を早期に気づい

てあげることを可能にする。 

講習の概要： 

 思春期に体は大きく変化する。それとともに、それ以前とも、成人後とも異なる種類の疾患の発症が

増加してくる。しかし、一般にこの時期は病気の発症は比較的少なく、それだからこそ、本人も家族も

病気の発症に気づきにくい。そのため、養護教諭や担任が早期に気づいてあげることが、その児童・生

徒の一生を左右することも少なくない。本講習では、思春期頃に増加する疾患について、観察のポイン

トを中心に講義する。

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（午前と午後の合計で 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 11568 領域名 選択 開設講習名 
児童生徒の理解と対応 

(特別支援教育と生徒指導) 

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 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・中教諭、養護教諭 

講習内容： 

 「生きる力」の育成を目指す上で、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

を考察するとともに、演習等によって実践的指導力の向上を図る。 

講習テーマ 生徒指導について 担当者 開 里織（熊本市教育委員会） 

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： 

「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.生徒指導の三機能を活かした学級経営や授業づくり

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生徒指導の三機能を生かした生徒指導の在り方を講義と演習を

通して、今後の生徒指導の実践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

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 特別支援教育について 担当者 塚本 亜希（熊本市教育委員会） 

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： 

「特別支援教育を推進するための基礎的な力を高める」 

1.特別支援教育の理念と背景

2.個に応じた支援の在り方

講習の概要： 

 基礎的な障害理解に基づく個に応じた手立ての工夫などについて、演習等を通して支援の在り方を考

えていくことで、今後のよりよい学級づくり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

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 11569 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 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： 

 元気（元の気、気：エネルギー）、五感で感じ、発見して楽しい、笑い心を踊らせ、心身のバランス

を調えることを、この講習で少しでも会得していただければと考え、座学（薬用植物、漢方薬、雑学な

ど）・観察会を行います 

 有用植物・薬用植物（機能性植物）は、私達の身近に沢山あり、食は機能性植物で、また身の回りに

有毒植物もあります。有毒植物は花が綺麗なので園芸植物として利用され、草原にも牛が食べない有毒

植物が生えています。自然の中で実際の植物を観て・阿蘇の空気を五感で感じ、楽しめる講習です。 

講習テーマ 身近な植物を知る 担当者 矢原 正治（元薬学部） 

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．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。

形態 午前：講義、午後：野外演習 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．携帯の筆記用具、植物の写真を撮影する「デジカメ（携帯電話でも）など」を持参してください。

2．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。

3．天候により、寒いかもしれません。上から羽織れるような、ジャケット等を持参してください。

 雨具(レインコート)等の準備もお願いいたします。『日除けの帽子』もお忘れなく。 

4． 「くらしの中も薬草」等の本を販売します。当日見て気に入れば購入してください。 

★（1）身近な有毒植物、（2）草遊び、（3）好きな植物 を、調べておいてください。

★自分の良い所（なるべく沢山）、悪い所を、リストアップしておいてください。

★アレルギーのある方は、どのような原因でアレルギーが出るかを、理解しておいてください。

72



講習コード 11570 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 令和 3年 10 月 23 日（土） 

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・小教諭、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。 

＊6月 5日及び 9月 4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。 

講習テーマ 学校（園）に潜む危険有害要因 担当者 引地 力男（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

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。 
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講習コード 11571 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 鹿本市民センター（山鹿市） 開設日 令和 3年 10月 24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： 

 受講者のコミュニケーション・スキルに焦点を合わせながら、教師のリーダーシップや対人関係力の

改善・向上を目標にした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グループワークの導入によって、教育実践に活かせる対人関係力とリーダーシップ力を身につけ

る。

＊6月 19日、8月 6日、10月 2日、11月 6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。 

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（元教育学部） 

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： 

あらゆる教師の活動には対人関係スキルの向上と充実が求められる。それを実現するために基礎と 

して「自分理解」を深め教育実践において効果的なリーダーシップが発揮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： 

  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。これらの知識をもとに

「自己理解」と「コミュニケーション・スキル」の向上を促進するためにグループ・ワークを導入する。 

 さらに、教育実現に求められる「リーダーシップ行動」をグループメンバーとともに探求し、個々人 

 の「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 11572 領域名 選択 開設講習名 

見方・考え方を豊かにする音楽の授

業づくり／常時活動で身につける

音楽の基礎基本 

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 20 人 受講料 6,000 円 

対象職種 教諭 主な受講対象者 小・中（音楽）教諭 

講習内容： 

（午前）学級担任、教科担任を問わず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

の能力を高める学習のあり方について演習を通して考察する。 

（午後）ホームルームや音楽授業のはじめに定期的に取り入れることのできる音楽による常時活動で、

音楽的な見方・考え方につながる基礎基本を身につけるにはどうしたらよいかを実践的に考え

ていくことを目的とする。 

講習テーマ 
見方・考え方を豊かにする音楽

の授業づくり 
担当者 山﨑 浩隆（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： 

 本講習は、音楽科の授業において見方・考え方を育成するための、基本的な考え方と具体的な指導方

法を理解することを目的とする。音楽が得意な子どもだけでなく苦手だと思っている子どもたちも音楽

について思考・判断し、見方・考え方を豊かにできるようにする授業づくりがテーマである。 

講習の概要： 

・見方・考え方が育成できるような課題の設定、教材の提示方法を考えます。

・模擬授業を行います。（受講者は児童・生徒役）

・ICT の活用例を紹介します。

形態 講義・ワークショップ 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 
常時活動で身につける音楽の

基礎基本 
担当者 瀧川 淳（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： 

 本講習の目的は、常時活動の積み重ねを通して身につけることのできる小学校や中学校の音楽科にお

ける基礎基本である音楽的な見方・考え方について知ることである。座学のみならず受講者自ら模擬的

な授業に参加することで音楽的な常時活動を経験してもらい、実践ですぐに使うことのできるアイデア

を身につけることをテーマとしている。 

講習の概要： 

ホームルームや音楽授業のはじめに定期的に取り入れることのできる音楽による常時活動で、音楽的

な見方・考え方につながる基礎基本を身につけるにはどうしたらよいかを実践的に考えていくことを目

的とする。 

形態 講義・ワークショップ 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 11573 領域名 選択 開設講習名 

学校保健の現状と課題４ 

-養護教諭に必要なフィジカル

アセスメントとその実践-

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 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 
養護教諭、養護教諭及び教諭の

両方の免許状を有する者 

講習内容： 

本講習は、養護教諭が日常的に実践しているフィジカルアセスメントとそれに基づく対応を再考する

ことを目的とする。まず、養護教諭に必要なフィジカルアセスメントについて概説する。次に、患者シ

ミュレータならびに受講者を対象として、バイタルサインおよび聴診を中心とした観察実習を行う。さ

らに、提示した事例への対応についてグループで検討し、緊急時対応について演習する。

講習テーマ 
養護教諭のための 

フィジカルアセスメント
担当者 佐藤 伸子（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)養護教諭に必要なフィジカルアセスメントについて理解できる。

2)バイタルサインと聴診の技術について自己評価ができる。

3)食物アレルギー緊急時対応マニュアルに沿って子どもの症状に応じた対応を実践できる。

4)食物アレルギー発症時のフィジカルアセスメント（バイタルサインを含む）ができる。

5)発症から救急処置までの経過を記録し、評価できる。

講習の概要： 

①養護教諭に必要なフィジカルアセスメントについて、バイタルサインと聴診を中心に概説する。

②食物アレルギーによるアナフィラキシー時の対応について概説する。

③患者シミュレータならびに受講者を対象とした観察実習を行い、その技術について各自で評価する。

④「バイタルサインや聴診を実践していて良かったと思うこと」や「アレルギー発症時の対応に備え心

がけていること」について、情報を共有する。 

⑤提示された事例について、具体的な対応をグループで検討する。

⑥その場で提示された事例の状態に応じて、保健室での対応（記録を含む）を演習する。

⑦事例に対する演習を振り返り、課題を明確にする。

形態 講義・実習・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： 

・事例対応について演習をしますので①動きやすい服装で来てください。

・観察実習において②パルスオキシメータで測定しますので、マニュキュアはご遠慮ください。

・観察に必要となりますので、普段使用されている③時計を持参ください。

・グループでの検討時に使用しますので④食物アレルギーによるアナフィラキシー発生時に使用する

緊急時対応マニュアル（勤務校で作成されたもの）を事前にメールで送付ください。

・④「バイタルサインや聴診を実践していて適切な対応につながった、良かったと思うこと」、また、

「食物アレルギーの児童生徒の対応に備え心がけていること」について、A4用紙に書き出し、事前に

メールで送付してください。
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講習コード 11574 領域名 選択 開設講習名 健康の基本 − 姿勢と睡眠 − 

会場 熊本大学（熊本市） 開設日 令和 3年 10月 31日（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・中・高教諭、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、子どもの姿勢の実態や良い姿勢について考え、 

自身の姿勢やからだのバランスをチェックします。 

（午後）「睡眠のはなし」というテーマで、睡眠と健康のかかわりや睡眠の仕組みを紹介し、正しい睡眠

について考えます。 

講習テーマ 姿勢とからだのバランス 担当者 井福 裕俊（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．子どもの姿勢の実態や良い姿勢を理解し、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余る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、子どもの姿勢の実態や良い姿勢とは何か、姿勢を崩している要因は何かを考え、

自身の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

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。 

講習テーマ 睡眠のはなし 担当者 坂本 将基（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．睡眠が健康に及ぼす影響を理解する。

2. 睡眠の仕組みを理解し、正しい睡眠が実践できるようになる。

講習の概要： 

 慢性的な睡眠不足は生活習慣病や精神疾患のリスクを高めたり、認知機能を低下させたりすることが

明らかになってきました。本講習では、睡眠と健康の関わり、睡眠の仕組み、さらには睡眠が記憶に及

ぼす影響などについて紹介します。日常的すぎてあまり深く考える機会のない睡眠を脳との関連でとら

え直し、「正しい睡眠」について考えます。 

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 11575 領域名 選択 開設講習名 

学校保健の現状と課題５ 

-健康相談における

予防的アプローチ-

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 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・中・高教諭、養護教諭 

講習内容： 

学校保健安全法の改正により、健康相談は特定の教職員に限らず、養護教諭、学校医・学校歯科医・

学校薬剤師、担任教諭など関係教職員が関わることとなった。健康相談の過程において、児童生徒が心

身の健康問題を自分自身で解決しようとする予防的アプローチの視点も重要である。そこで、ストレス

マネジメントやアサーション・トレーニングを取り上げ、講義・演習により、健康相談における予防的

アプローチについて考える。

講習テーマ 
健康相談における予防的アプ

ローチ
担当者 松田 芳子（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）学校保健安全法に位置付けられた健康相談の目的や特徴について理解することができる。

2）児童生徒の心身の健康問題の解決に向けて、予防的なアプローチ（ストレスマネジメントやアサー

ション・トレーニング）の重要性について理解することができる。

3）アサーション・トレーニング学習ソフトを用いた演習や事例作成の演習を通し、各校種に応じた

コミュニケーションスキル育成の方法について考えることができる。

講習の概要： 

  学校保健安全法に位置付けられた健康相談の目的や特徴ついて概説する。また、健康相談の予防的ア

プローチの方法として、ストレスマネジメントやアサーション・トレーニンについて概説する。加えて、

アサーティブな対応についての事例検討やアサーション・トレーニング学習ソフトを用いた演習等を通

し、各校種に応じたコミュニケーションスキル育成の方法について考える。

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： 

講習において、児童生徒がアサーティブな対応について考えるための教材として用いる事例作成（場面

設定）を行う。日ごろの子どものコミュニケーション上の実態から、取り上げたい身近な事例について

1つ考え記録したものを持参する。
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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 令和 3年 11月 6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： 

 受講者のコミュニケーション・スキルに焦点を合わせながら、教師のリーダーシップや対人関係力の

改善・向上を目標にした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グループワークの導入によって、教育実践に活かせる対人関係力とリーダーシップ力を身につけ

る。

＊6月 19日、8月 6日、10月 2日、10月 24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。 

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（元教育学部） 

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： 

あらゆる教師の活動には対人関係スキルの向上と充実が求められる。それを実現するために基礎と 

して「自分理解」を深め教育実践において効果的なリーダーシップが発揮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： 

  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。これらの知識をもとに、

「自己理解」と「コミュニケーション・スキル」の向上を促進するためにグループ・ワークを導入する。 

 さらに、教育実現に求められる「リーダーシップ行動」をグループメンバーとともに探求し、個々人 

 の「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 11577 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 令和 3年 11月 13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 幼・小・特支教諭、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。まず、音楽療法の実践に必要な知識や技法を学ぶ。その上で、音や音楽の特性を活

用して、支援を必要とする子どもやクラスの子どもたちの発達を促す音楽活動の展開について検討す

る。 

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（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： 

 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.感覚と運動の高次化理論にもとづく音楽療法のアプローチ

3.ヒューマニスティック理論にもとづく音楽療法のアプローチ

4.行動療法理論・精神分析理論にもとづく音楽療法のアプローチ

5.支援を必要とする子どもやクラスの子どもたちの発達を促す音楽活動

形態 講義・演習 予備知識 ☑不要 □ある程度必要 □必要

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。 
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