
分類
講座名

～サブタイトル～
番号 期日・会場・定員 幼 小 中 高 特 対象者（太字に注意） 内　容

外部講師
（講師の所属はH２８年度のもの）

講師紹介

小学校算数科教育講座

～「子どもの声でつくる算数授業」の具体を探る
　　　　　　　　　　　主体的・対話的で深い学びの実現を目指して～

小学校国語科教育講座

～主体的・対話的で深い学びを促す国語科の授業づくり～

小学校社会科教育講座

～社会的な見方・考え方を働かせて思考力・判断力・表現力を育てる社会科授
業づくり～

小学校理科教育講座

～主体的・対話的で深い学びを実現する理科の授業づくり～

中・高等学校国語科教育講座

～「言語文化」をどのように教えるか～

中学校社会科、高等学校地理歴史科・公民科教育講座

～主体的・対話的で深い学びを促す地理の授業づくり～

中・高等学校数学科教育講座

～主体的・対話的で深い学びを意識した数学の授業づくり～

中学校理科教育講座

～主体的・対話的で深い学びの実現を目指した理科授業づくり～

高等学校理科教育化学講座

～化学反応式の量的関係におけるアクティブ・ラーニング型授業～

高等学校理科教育地学講座

～アクティブ・ラーニングの視点を取り入れた地学の授業づくり～

特別活動講座

～特別活動で子どもが変わる！実際の授業から学び、「主体的・対話的で深い学び」を
促す特別活動の授業づくりを考える～

小学校家庭科教育講座

～生活をよりよくしようと工夫する能力の育成を目指し、アクティブ・ラーニングの視点に
立った家庭科の授業づくり～

小学校音楽科教育講座

～楽しい授業づくり／『歌唱共通教材』にアクティブ・ラーニングでせまる！～

小学校図画工作科教育講座

～就学前の子供たちの発達段階を学んで生かす図画工作科～

中・高等学校音楽科教育講座

～音や音楽によって「心が動く」授業～

中・高等学校美術科教育講座

～「生徒のやる気を育てる評価」を基に考える美術科の授業づくり/ "何が身についたか
"学習評価の充実を目指して～

中・高等学校家庭科教育講座

～主体的な生活者を育むアクティブ・ラーニングの視点に立った家庭科の授業づくり～

小学校学校図書館活用教育講座

～始めよう！学校図書館活用教育　学校図書館を使ってつくる主体的な学びの場面～

○

小学校及び特別支援学校の教員
（中学校・高等学校の教員も可。ただ
し、希望者多数の場合は小学校・特
別支援学校を優先する）

○講　義１　学校図書館活用教育の意義
○講　義２　子どもが主体的に学ぶための授業改善
○演　　習
○振り返り　研修内容を実践に生かすために

放送大学客員准教授・関西大学非常勤講師

塩谷京子

静岡市立小学校教諭・司書教諭、関西大学初等・中等部専任教諭を経て、現在、放送
大学客員准教授、関西大学非常勤講師として司書教諭資格取得の講座を担当。専攻は
学校図書館論。

1138
８月４日（金）
松江合同庁舎
60名

○ ○ ○

大阪体育大学教育学部  特任教授

荒井紀子

専門分野は家庭科教育学。主な著書は、「新版　生活主体を育む―探究する力をつけ
る家庭科」（編書・ドメス出版）、「新しい問題解決学習―Plan Do Seeから批判的
リテラシーの学びへ」（編書・教育図書）、「考えるって面白い―家庭科でつなぐ子
どもの思考」（共著・教育図書）など多数。平成21年度版「高等学校学習指導要領家
庭編」作成協力者。中教審教育課程部会　家庭、技術・家庭ワーキンググループ委
員。

819
９月１５日（金）
浜田教育センター
25名

○ ○ ○
中学校・高等学校及び特別支援学校
の教員

○講　　義　家庭科教育で育む思考力と問題解決力　―新学習指導要領をふまえて―
○演　　習　主体的・協働的で深い学びを組織した問題解決的な学習を盛り込んだ題材開発
○振り返り　本日の研修内容を実践に生かすために

○
中学校・高等学校及び特別支援学校
（中学部・高等部）の教員

○講　　義　学習指導要領の内容を踏まえた美術科及び芸術科（美術）の授業の在り方
　　　　　　（指導と評価を一体化させた授業実践から）
○演　　習　講義を踏まえた授業づくりの実践
○講　　義　研修内容を実践に生かすために（まとめ）

秋田県立西目高等学校  教諭

黒木　健

秋田県立西目高等学校芸術科（美術）教諭。文部科学省教育課程研究指定校事業を受
け自身の実践を全国に発表するなど、芸術科（美術）の授業改善について研究にあ
たっている。

818
８月１８日（金）
島根県教育センター
40名

○ ○

文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官

臼井　学

長野県公立中学校教員、長野県教育委員会指導主事を歴任後、平成26年４月より現
職。

781
９月２８日（木）
島根県教育センター
40名

○ ○ ○
中学校・高等学校及び特別支援学校
の音楽科担当教員

○講　　義　学習指導要領の趣旨を踏まえた音楽科の授業の在り方
○演　　習　講義を踏まえた授業づくりの実践
○振り返り　本日の研修内容を実践に生かすために

関西国際大学教育学部  教授

松岡宏明

専門は美術教育、グラフィックアート。日本美術教育学会委員及び編集部長。著書
に、単著『子供の世界 子供の造形』（三元社）、編著『美術教育概論』（日本文教
出版）等がある。島根県保育所（園）・幼稚園造形教育研究会に長年にわたり講師と
して関わっている。

639
８月４日（金）
浜田教育センター
40名

○ ○ ○
公立幼稚園・小学校及び特別支援学
校（小学部）の教員

○講　　義　就学前（幼稚園・保育所等）の子供の発達段階から図画工作科の在り方を探る
　　　　　　～子供の絵を通して～
○演　　習　講義を踏まえた演習
○振り返り　本日の研修内容を実践に生かすために（まとめ）

○
小学校及び特別支援学校の音楽科
担当教員

○講　　義　学習指導要領の趣旨を踏まえた音楽科の授業の在り方
○演　　習　講義を踏まえた授業づくりの実践
○振り返り　本日の研修内容を実践に生かすために

名古屋学院大学スポーツ健康学部  准教授

江田　司

和歌山大学教育学部附属小学校教諭、和歌山大学教育学部講師を経て、2015年より現
職。文部科学省国立教育政策研究所「特定の課題に関する調査（小学校音楽）」調査
委員会及び分析委員会委員（2007年～2010年）。学習指導要領に関連した事例等の著
書多数。

1137
８月１日（火）
浜田教育センター
70名

○

横浜国立大学教育人間科学部  教授

杉山久仁子

専門分野は調理科学。主な著書は、「ＮＥＷ調理と理論」（同文書院）、「食べ物と健康―
調理学―」（同文書院）、「エコライフを実践する」（丸善）など多数。平成20年度版「中
学校学習指導要領解説 技術・家庭編」作成協力者。中教審教育課程部会　家庭、技術・家庭
ワーキンググループ委員。

362
８月１８日（金）
浜田教育センター
25名

○ ○ 小学校及び特別支援学校の教員

○講　　義　新学習指導要領の趣旨を踏まえた内容Ｂ「衣食住の生活(1)(2)(3)（食生活領
　　　　　　域）」 のこれからの指導と評価の在り方
○演　　習　主体的・協働的で深い学びについて組織した実践的・体験的な学習活動の在
　　　　　　り方（指導と評価のポイント）
○振り返り　本日の研修内容を実践に生かすために

○
小学校・中学校及び特別支援学校の
教員

○授業参観Ⅰ（１・２・３年）
○授業参観Ⅱ（４・５・６年）
○協　　議　参観した授業についての研究協議
○講　　義　特別活動の充実で子ども・学級・学校が変わる
                        ～新学習指導要領実現を通して～
○振り返り

國學院大學人間開発学部  教授

杉田　洋

小学校教諭、教育委員会指導主事・主任指導主事、文部科学省初等中等教育局視学官
を経て現職。小学校学習指導要領解説特別活動編の編集に携わる。「自分を鍛え、集
団を創る！特別活動の教育技術」（小学館）など著書多数。

1063
６月２日（金）
益田市立吉田南小学校
40名

○ ○

島根大学総合理工学部  准教授

大平寛人

岩石が変質してできる粘土やゼオライトの形成環境，岩石の年代測定の研究を行って
いる。近年は島根大学の教員免許状更新講習「島根の地質，地層・岩石・鉱物」を担
当し，市内高校生の地質見学などにも積極的に携わっている。

1155
９月１４日（木）
島根大学総合理工学部
25名

○ ○ ○
中学校・高等学校及び特別支援学校
の理科担当教員、理科担当実習教員

○講　　義　岩石に関する基礎講座
○実　　習　高等学校「地学基礎」に関連した岩石や火山灰の実験や偏光顕微鏡による
            観察
○振り返り

文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官

野内　頼一
茨城県公立高等学校教諭、茨城県教育委員会指導主事を経て現職。1153

９月２２日（金）
島根県教育センター
24名

○ ○ ○
中学校・高等学校及び特別支援学校
の理科担当教員、理科担当実習教員

○講　　義　次期学習指導要領の化学分野で求められる力について
○実　　験　化学反応式の量的関係におけるアクティブ・ラーニング型授業の展開
○振り返り

○
中学校及び特別支援学校（中学部）
の理科担当教員

○講　　義　主体的・対話的で深い学びの実現を目指した理科授業づくり
○協　　議　授業(録画)における協議
○演　　習　主体的・対話的で深い学びの実現を目指した理科授業づくり
○振り返り

  1151
１０月１３日（金）
島根県教育センター
40名

○

817
９月２７日（水）
島根県教育センター
40名

○ ○ ○
中学校・高等学校及び特別支援学校
の数学科担当教員

○
中学校・高等学校及び特別支援学校
の社会科、地理歴史科・公民科担当
教員

○実践発表
○講義・演習・協議　主体的・対話的で深い学びを意識した数学の授業づくり
○振り返り　　　　　研修内容を実践に生かすために

国立教育政策研究所教育課程センター研究開発部
教育課程調査官 (併)文部科学省初等中等教育局教
育課程課教科調査官

水谷尚人

愛知淑徳学園愛知淑徳高等学校教諭，筑波大学附属中学校教諭，近畿大学教職教育部
准教授を経て現職。
主な著書『中学校数学科　授業を変える「発問」と「課題提示」の工夫71』（明治図
書2008年）。

816
９月１４日（木）
島根県教育センター
40名

○講義・演習　「改訂学習指導要領の趣旨と期待される授業の在り方」（仮題）
○振り返り　　研修内容を実践に生かすために

文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官・
国立教育政策研究所教育課程研究センター教育課
程調査官

濱野　清

広島県立高等学校教諭、広島県教育委員会事務局教育部指導第二課高校教育指導係指
導主事等を歴任。平成20年４月には広島県教育委員会エキスパート教員（高等学校地
理歴史科）認証を受ける。平成21年４月より現職。

○ ○

○ ○

○講　　義　「『言語文化』をどのように教えるか」
○実践発表
○演習・協議
○振り返り

ノートルダム清心女子大学文学部  准教授

伊木 洋

鳥取県公立中学校教諭、教頭を経て現職。研究分野は国語教育、国語科教育学、国語
単元学習。大村はま記念国語教育の会理事でもあり、ことばへの識見を高める教育に
ついて研究にあたっている。近著に『ことばの授業づくりハンドブック 中学校・高
等学校「書くこと」の学習指導 実践史をふまえて』（溪水社 2016年 共著）など。

815
１１月１７日（金）
島根県教育センター
50名

○
中学校・高等学校及び特別支援学校
（中学部・高等部）の国語科担当教員

○講　　演　「次期学習指導要領改訂の趣旨を踏まえた理科の授業づくり」
○実　　習　基礎的な観察･実験（単元別）
○実践発表　実践校の取組
○演　　習　主体的な問題解決学習の授業づくり
○振り返り　研修内容を実践に生かすために

文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官・
国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開
発部教育課程調査官

鳴川哲也

小学校教諭、福島大学附属小学校主幹教諭、福島県教育センター指導主事、公立学校
教頭、福島県教育庁指導主事を経て現職。国立教育政策研究所教育課程研究センター
が実施した教育課程実施状況調査結果分析委員、「評価規準、評価方法等の工夫改善
に関する調査研究」協力者等の要職を歴任。教育雑誌等への執筆、全国で授業、講演
を行う。

1136

８月２日（火）・３日（水）
＜２日間＞
出雲科学館
40名

○ ○ 小学校及び特別支援学校の教員

○ 小学校及び特別支援学校の教員

○講　　義　思考力・判断力・表現力を育てる社会科授業づくり
○授業参観　島根大学教育学部附属小学校　社会科授業公開
○協　　議　思考力・判断力・表現力を育てる社会科授業づくりの在り方について
○振り返り

島根大学教育学部  教授

加藤寿朗

県内外の小学校、愛媛大学教育学部助教授を経て、現職。理論だけでなく、学校の現
状を踏まえた実践的な話を聴くことができる。主な著書に、『「思考力・判断力・表
現力」をつける社会科授業デザイン　小学校編』（共著）明治図書、『子どもの社会
認識の発達と形成に関する実証的研究』（単著）風間書房などがある。

大妻女子大学家政学部  准教授

樺山敏郎

1035
７月６日（木）
島根大学教育学部附属小学校
40名

○

○
１０月６日（金）
島根大学教育学部附属小学校
60名

○ 小学校及び特別支援学校の教員

○講　　義　これから求められる国語科の授業づくり
○演　　習　子供が主体的に学ぶ「読むこと」教材の授業構想
　　　　　　　～指導事項を確実に指導するための言語活動の設定～
○振り返り

小学校教諭、山形大学大学院講師を経て、現職。「小学校学習指導要領解説算数編」
の作成協力者。著書に『授業における「思考力・判断力・表現力」』『教科調査官が
語るこれからの授業　小学校－言語活動を活かし「思考力・判断力・表現力」を育む
授業とは』『小学校算数 アクティブ・ラーニングを目指した授業展開』など多数。

文部科学省初等中等教育局教育課程教科調査官・国
立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発
部教育課程調査官

笠井健一

○講　　義　「『子どもの声でつくる算数授業』の具体を探る
　　　　　　　　　～主体的・対話的で深い学びの実現を目指して～」
○授業参観　島根大学教育学部附属小学校　算数科授業公開
○協　　議　「『子どもの声でつくる算数授業』のための協議の視点を踏まえて」
○振り返り

小学校の教員

公立学校教員、教育委員会指導主事を歴任後、平成18年４月より文部科学省国立教育
政策研究所学力調査官兼教育課程調査官として小学校国語を担当し、全国学力・学習
状況調査の作成・実施に深く携わる。平成27年４月より現職。

113

平成29年度鳥取・島根連携講座（島根県が提供し、鳥取県の教職員が受講できる連携講座）一覧表

255
９月１３日（水）
島根県教育センター
70名

○

教
 
 
 
 

科
 
 
 
 

等
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分類
講座名

～サブタイトル～
番号 期日・会場・定員 幼 小 中 高 特 対象者（太字に注意） 内　容

外部講師
（講師の所属はH２８年度のもの）

講師紹介

【情報教育】情報モラル講座

～もう困らない！ポイントを押さえてすぐに始められる情報モラルの指導に挑戦～

【情報教育】ＩＣＴを活用した子どもの情報活用能力育成講座

～ＩＣＴで効果的に！主体的・対話的で深い学びを促す授業づくり～

【ICT活用】わかる授業のためのICT活用入門講座 1157a
【東部】１０月１１日（水）
　　　　 島根県教育センター
　　　　 40名

〜操作は簡単！明日から使える実践的な授業研修がここにあります〜 1157b
【西部】９月２７日（水）
　　　　 浜田教育センター
　　　　 30名

【ICT活用】学校放送活用講座

～プログラミング学習にも使える！学校放送番組の良さを知り活用しよう～

【校務の情報化】プレゼンテーション入門講座 1011a
【東部】６月３０日（金）
　　　　 島根県教育センター
　　　　 40名

〜相手に伝わるプレゼンテーションスライドをつくろう〜 1011b
【西部】６月２８日（水）
　　　　 浜田教育センター
　　　　 20名

生徒理解と支援講座

～不登校を表す子どもの理解と保護者支援・チーム支援～

児童理解と支援講座

～子どもの願いに寄り添うための教師の基本姿勢～

学級経営実践講座

～子どもが活きる、子どもが伸びる学級経営をめざして～

開発的教育相談・積極的生徒指導実践講座

～教育相談・生徒指導の実践力を高める～

特別支援学校・特別支援学級における授業づくり講座

～子どもが自ら学びを感じ、多様な個性が生かされる生活単元学習や作業学習～

教
育
の
情
報
化

鳴門教育大学  准教授

藤村裕一

北海道で小学校教員、指導主事を経て、現職。文部科学省・総務省・経済産業省およ
びその関連団体において数多くの委員長・主査・委員を務める。校務の情報化の全国
標準仕様の策定責任者。文部科学省・国立教育政策研究所「情報モラル教育の在り方
に関する調査研究委員会」主査

912
１０月６日（金）
島根県教育センター
40名

○ ○ ○ ○
小学校・中学校・高等学校及び特別
支援学校の教職員

○講　　義　情報モラル教育の基本的な考え方・現状と課題
○演　　習　情報モラルの指導に向けた具体的な取り組み
○協　　議　成果発表・情報交換
○振り返り

小学校・中学校・高等学校及び特別
支援学校の教員

○講　　義　学校放送番組の活用について
○演　　習　学校放送番組を活用した授業案の作成（グループ）
○協　　議　成果発表・情報交換
○振り返り

ＮＨＫが派遣する講師  1139
１１月１０日（金）
島根県教育センター
40名

○ ○ ○ ○

 ○ ○ ○ ○
小学校・中学校・高等学校及び特別
支援学校の教員

○講義・模擬授業体験　わかりやすい授業づくりのためのICT活用
○講義・演習　フラッシュ型教材の活用
○ICT機器利用演習
○演　　習　自己課題演習
○協　　議
○振り返り

 

小学校・中学校・高等学校及び特別
支援学校の教員

○講　　義　子どもたちの情報活用能力の育成と主体的・対話的で深い学び
○演　　習　子どもたちの情報活用能力の育成を意識した授業づくり
○協　　議　成果発表・情報交換
○振り返り

鳴門教育大学  准教授

藤村裕一

北海道で小学校教員、指導主事を経て、現職。文部科学省・総務省・経済産業省およ
びその関連団体において数多くの委員長・主査・委員を務める。校務の情報化の全国
標準仕様の策定責任者。文部科学省・国立教育政策研究所「情報モラル教育の在り方
に関する調査研究委員会」主査

1156
１０月５日（木）
浜田教育センター
20名

○ ○ ○ ○

生
徒
指
導
・
教
育
相
談
・
特
別
支
援
教
育

1042
９月６日（水）
浜田教育センター
70名

○ ○ ○ ○

小学校・中学校・高等学校及び特別
支援学校の教職員
（ただし、前年度に「不登校の理解と
支援講座」を受講した者は除く）

○講義・演習　不登校の理解及び保護者への支援、チーム支援のあり方
○事例の検討
○振り返り

立命館大学大学院教職研究科長／文学部教授

春日井敏之

京都府の公立中学校に20年余り勤務。生徒指導、進路指導、教育相談等を担当。2001
年より立命館大学に。専門は臨床教育学、教育相談論。附属校等でのケース会議に参
加しながら、地域・全国の不登校の「親の会」の世話人等も務める。

1068
１０月２５日（水）
松江合同庁舎
80名

○ ○ ○ ○
小学校・中学校・高等学校及び特別
支援学校の教職員

○講義・演習等　子どもの発達を理解し、適切なかかわりを求める教師を目指して
○振り返り

大阪教育大学  名誉教授

竹田契一

大阪医科大学ＬＤセンター顧問等。専門は発達障がいのある子どもへの教育支援、言
葉の遅れに対するインリアルアプローチなど。著書「図説ＬＤ児の言語・コミュニ
ケーション障害の理解と指導」（文化科学社）他多数。

1178
６月２１日（水）
島根県教育センター
80名

○ ○ ○ ○
小学校・中学校・高等学校及び特別
支援学校の教員

924

８月１６日（水）～１８日（金）
＜３日間＞
浜田教育センター
30名

○ ○

○基調講演（全体）「子どもが活きる、子どもが伸びる学級経営をめざして」
○事例を基にした協議（校種別）
○校種別講師による講義（校種別）

金沢大学  准教授  上森さくら
島根大学教育学部附属学校学習生活支援研究セン
ター
指導教諭　宮﨑紀雅
島根大学教職大学院  特任教授　三島修治

スクールカウンセラー  稲田彰
スクールカウンセラー  繁浪啓子
スクールカウンセラー  森田清

<上森さくら>
大阪市立大学、島根大学を経て現職。インクルーシブな集団づくりの研究に力を入れ
ており、共著に『特別支援教育のための子ども理解と授業づくり』等。『高校生活指
導』にて「どうやっているの？ＨＲづくり」を連載中。

○ ○ ○
幼稚園・小学校・中学校・高等学校及
び特別支援学校の教職員

○講　　義　現場に活かす教育相談・生徒指導
○演　　習　教育相談・生徒指導の実践力を高める体験的研修
○振り返り

<稲田　彰>日本学校教育相談学会名誉会員。同学会認定カウンセラー。豊富な臨床体
験を基に、講演会や各種研修会等でも活躍。
<繁浪啓子>日本学校教育相談学会名誉会員。同学会認定カウンセラー。講演会や各種
研修会等でも活躍。
<森田　清>日本学校教育相談学会認定カウンセラー。浜田市教育委員会指導主事。各
種研修会等でも活躍。

1143
８月１６日（水）
島根県教育センター
80名

○ ○ ○ ○

小学校・中学校・高等学校及び特別
支援学校の教職員
（ただし、前年度に受講した者は除
く）

○講　　義　特別支援学級・特別支援学校における授業づくりについて
○演　　習　特別支援学級・特別支援学校の授業の実際
○振り返り

島根大学教育学部附属学校園  校長

齋藤英明

島根大学教育学部附属中学校旧養護学級で14年勤務。後半は主任として授業づくり、
教育課程の研究、特別支援教育の理解啓発に尽力した第一人者である。現在は島根大
学教育学部附属学校園校長として、学校経営、早期からの一貫した特別支援教育の指
導にあたっている。

○ ○ ○ ○
小学校・中学校・高等学校及び特別
支援学校の教職員

○講　　義　効果的なプレゼンテーションの作成と著作権の理解
○演　習１　PowerPointの基本操作
○演　習２　各自の課題演習
○振り返り
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