
平成２９年度鳥取・島根連携講座（鳥取県が提供する連携講座）一覧表
番号 研修区分 講座分類 講座名 実施日 会場 研修内容 講師 備考

１ 幼児教育 幼児教育①
【幼児教育①】スマホに頼らない子育て～
子どもと家庭の学びを支える幼児教育～

6月27日(火) 西部会場

[講義]
　・スマホ育児が妨げる｢子どもの育ち｣｢親の成長｣
[講義・演習]
　・幼児教育で創り出す
　　～うれしい！楽しい！スマホに頼らない子育て～

ＮＰＯ法人子どもとメディア
　専務理事  古野　陽一

・平成28年度専門研修【幼児教育①】
と一部同じ内容となる。
・午後のみの半日開催とする。

２ 幼児教育 幼児教育②
【幼児教育②】思考力の芽生えを育むため
の環境の構成と教師の援助の工夫

10月13日(金) 中部会場
[講義・協議]
　・思考力の芽生えを育むための環境の構成と教師の援助の工夫
　　～心が揺さぶられる体験をとおして～

東京成徳大学
　教授　永井　由利子

・平成28年度専門研修【幼児教育②】
と一部同じ内容となる。
・午後のみの半日開催とする。

３ 幼児教育 幼児教育③
【幼児教育③】子どもの心を育て、ことばを
豊かにする手遊び・指遊び・ハンカチ遊び

11月7日(火) 県教育センター

[講義]
　・乳幼児期の子どもの心とことばの育ち
[講義・演習]
　・子どもの心を育て、ことばを豊かにする手遊び・指遊び・
　　ハンカチ遊び

幼児教育研究家
　齋藤　二三子

・平成28年度専門研修【幼児教育③】
と一部同じ内容となる。
・午後のみの半日開催とする。

４ 幼児教育 幼児教育④
【幼児教育④】園経営研修～園におけるカ
リキュラム・マネジメントのあり方～

7月7日(金) 中部会場

[講義]
　・幼稚園教育要領をふまえた今後における幼児教育のあり方と
　　方向性
[講義・演習]
　・特色あるカリキュラム・マネジメントのあり方

高知学園短期大学
　准教授　山下　文一

・幼稚園長・保育所(園)長・認定こども
園長を対象とするが、園経営にかか
わる副園(所)長・部長の受講も可能と
する。
・午後のみの半日開催とする。

５ 教科指導 小学校　国語
【小学校国語】豊かな表現力を育む「書くこ
と」の授業づくり

10月13日(金) 中部会場

[講義]
　・資質・能力の育成をめざした国語科の授業づくり
[講義・演習]
　・豊かな表現力を育む「書くこと」の授業づくりの実際

玉川大学
　客員教授　輿水　かおり

0

６ 教科指導 中学校　国語
【中学校国語】主体的・協働的に学ぶ力を
育てる国語科の授業づくり

7月11日(火) 県教育センター

[講義]
　・生徒が主体的・協働的に学ぶ学習指導のあり方
[講義・演習]
　・課題解決的な言語活動の充実

お茶の水女子大学附属中学校
　教諭　宗我部　義則

0

７ 教科指導 高校　国語
【高等学校国語】主体的・対話的で深い学
びを実現する国語科の授業

10月6日(金) 東部会場

[講義・演習]
　・主体的・対話的で深い学びを実現する国語科の授業
[講義・演習]
　・生徒の読む力を高める授業づくり

信州大学
　教授　藤森　裕治

0

８ 教科指導
小学校・中学校
書写、高等学校
書道

【小学校・中学校書写、高等学校書道】書
写書道の指導のあり方と授業づくり

9月11日(月) 東部会場

[講義・実技]
　・書写書道の指導のあり方
[講義・実技]
　・書写書道の授業の工夫

横浜国立大学
　教授　青山　浩之

0

９ 教科指導 小学校　社会
【小学校社会】わかる！ひろがる！ふかま
る！社会科の授業づくり

10月2日(月) 県教育センター

[講義]
　・社会的な思考力・判断力・表現力を育てる授業づくり
[講義・演習]
　・問題解決的な学習を充実させるための工夫
　　～社会的な見方や考え方を高める学びのあり方～

文部科学省初等中等教育局
  視学官　澤井　陽介

0



平成２９年度鳥取・島根連携講座（鳥取県が提供する連携講座）一覧表
番号 研修区分 講座分類 講座名 実施日 会場 研修内容 講師 備考

１０ 教科指導 中学校　社会
【中学校社会】考える力がつく！「シンキン
グ（思考）ツール」を活用した授業づくり

9月29日(金) 西部会場

[講義]
　・シンキング(思考)ツールを活用した授業づくり
[演習]
　・シンキング(思考)ツールを活用した社会科の授業づくりの実際

関西大学
　教授　黒上　晴夫

0

１１ 教科指導 高校　地歴
【高等学校地理歴史（世界史）】
授業実践に学ぶ～「主体的・対話的で深い
学び」を実現する授業づくり～

10月6日(金) 県教育センター

[講義・模擬授業]
　・「主体的・対話的で深い学び」を実現する世界史の授業づくり
[講義・演習]
　・史料と「問い」を充実させる教材づくり

同志社高等学校
　教諭　川島　啓一

0

１２ 教科指導 小学校　算数
【小学校算数】算数のよさや考える楽しさを
味わう授業づくり

9月5日(火) 倉吉体育文化会館

[講義]
　・算数のよさや考える楽しさを実感する授業のあり方
[講義・演習]
　・思考力・判断力・表現力を育てる授業づくり
　　～模擬授業をとおして～

明星学苑
　教育支援室長　細水　保宏

・平成28年度専門研修【小学校算数】
と一部同じ内容となる。

１３ 教科指導 中学校　数学
【中学校数学】数学的な思考力・判断力・表
現力を育む学習指導の工夫～数学的活動
の充実を通して～

10月23日(月) 東部会場

[講義]
　・数学的活動を通して思考力・判断力・表現力を高める指導の工夫
[講義・演習]
　・数学的活動の充実を図る授業づくり

長野県総合教育センター　教科教育
部　主任指導主事
(前 国立教育政策研究所教育課程
研究センター 学力調査官)
  新井　仁

0

１４ 教科指導 高校　数学
【高等学校数学】問題解決能力を育てる授
業づくり～数学的モデル化の教材開発をと
おして～

10月10日(火) 県教育センター

[講義]
　・数学的モデル化の教材開発
[講義・演習]
　・数学的モデル化を扱う授業づくり～ＩＣＴ活用をとおして～

東京学芸大学
　教授　西村　圭一

0

１５ 教科指導 小学校　理科
【小学校理科】「わかる！」「できる！」児童
が主体的に学ぶ問題解決の授業づくり

9月15日(金) 鳥取市立稲葉山小
学校

[講義・授業参観]
　・問題解決の過程を伴った理科の授業づくりの実際
[講義・演習]
　・児童が主体的に学ぶ指導のポイント

筑波大学附属小学校
　教諭　佐々木　昭弘

・40名を定員とする。

１６ 教科指導 中学校　理科
【中学校理科】これからの理科教育に求め
られる資質・能力の育成

11月17日(金) 県教育センター

[講義]
　・資質・能力の育成をめざした授業のあり方
[講義・演習]
　・探究の過程における指導のポイント

国立教育政策研究所教育課程研究
センター基礎研究部
  総括研究官　五島　政一

0

１７ 教科指導 高校　理科
【高等学校理科(生物)】探究的に進めるこ
れからの高校生物

9月11日(月) 西部地区

[講義・協議]
　・高校生物における主体的な学びのあり方
[講義・協議]
　・科学的に探究する力を育む授業展開

首都大学東京
　教授　松浦　克美

0

１８ 教科指導 小学校　生活
【小学校生活】気付きの質を高め、深い学
びにつながる授業づくり

10月31日(火) 中部会場

[講義]
　・気付きの質を高め、深い学びにつながる授業づくり
[講義・演習]
　・子どもの思いや願いの見取りと評価のあり方

愛知教育大学
　教授　中野　真志

0



平成２９年度鳥取・島根連携講座（鳥取県が提供する連携講座）一覧表
番号 研修区分 講座分類 講座名 実施日 会場 研修内容 講師 備考

１９ 教科指導 小学校　音楽
【小学校音楽】「我が国の音楽」や「郷土の
音楽」の授業づくりの充実をめざして

9月5日(火) 倉吉未来中心

[講義・演習]
　・「我が国の音楽」や「郷土の音楽」を教材とした授業づくりの
　　ポイント
[講義・演習]
　・子どもが楽しく学ぶ「我が国の音楽」や「郷土の音楽」の指導の
　　実際

新潟大学
　教授　伊野　義博

0

２０ 教科指導 中・高　音楽
【中学校・高等学校音楽】
生徒の感性を高め、主体的・創造的な音楽
の授業づくり～「鑑賞」を中心として～

9月25日(月) 倉吉未来中心

[講義・演習]
　・主体的・創造的な音楽の授業づくり
[講義・演習]
　・「鑑賞」における指導計画の作成と授業づくりの実際

大阪教育大学
　特任教授　田中　龍三

0

２１ 教科指導 小学校　図工
【小学校図画工作】これからの図画工作の
授業づくり～一人一人の感性や想像力が
働く図工の時間～

6月26日(月) 県教育センター

[講義]
　・“深い学び”をめざした図画工作の授業づくり
[講義・演習]
　・一人一人の感性や想像力が働く学習過程の充実
   ～幅広い表現活動を通して、図画工作科の学びの本質にふれる～

東京学芸大学
　准教授　西村　德行

・材料費の一部は受講者の負担とす
る。(500円程度)

２２ 教科指導 中・高　美術
【中学校・高等学校美術】これからの美術の
授業づくり～自分の中に新しい価値をつくり
だす創造活動～

10月16日(月) 県教育センター

[講義]
　・これからの美術の授業づくり
[講義・演習]
　・創造活動の充実をめざして～今ある授業を“深い学び”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　東良 雅人

0

２３ 教科指導 小学校　体育

【小学校体育】
子どもたちの豊かなスポーツライフにつな
がる授業づくり～「態度」の指導と評価の充
実～

10月23日(月) 東部会場

[講義]
　・体育科における｢態度｣の指導の考え方、進め方
[講義・実技]
　・実技をとおして学ぶ授業づくり
　 ～｢態度｣の指導とその評価～

日本体育大学
　教授　白旗　和也

0

２４ 教科指導
中・高　保健体
育

【中学校・高等学校保健体育】主体的・対話
的で深い学びを踏まえた保健体育科の授
業づくり

10月20日(金) あやめ池スポーツ
センター

[講義・模擬授業]
　・改訂で求められるこれからの中高保健体育科の学習過程
[講義・演習]
　・主体的・対話的で深い学びを踏まえた｢知識・技能｣の学習指導
    と評価を取り入れた授業づくり

国立教育政策研究所 教育課程研究
センター
  基礎研究部 部長 今関 豊一

・事前課題（学習指導案略案）がある。

２５ 教科指導 中学校　技術
【中学校技術】「エネルギー変換に関する技
術」の授業 ～主体的な学びを促す授業づく
り～

9月25日(月) 西部会場

[講義]
　・エネルギー変換に関する技術の授業づくり
[講義・実習]
　・エネルギー変換に関する技術を利用した教具の製作

広島大学
　准教授　川田　和男

0

２６ 教科指導 小学校　家庭

【小学校家庭】自分の成長と家庭生活の大
切さを実感し、実践への意欲を高める授業
づくり
～「家庭生活と家族」の指導をとおして～

10月13日(金) 中部会場

[講義]
　・生活実践力を育成する家庭科教育のあり方
[講義・演習]
　・家庭科における授業づくりのポイント
　　～｢家庭生活と家族｣の指導をとおして～

帝京大学
　准教授　勝田　映子

0

２７ 教科指導 中・高　家庭
【中学校・高等学校家庭】食の選択と安全
性～フードサイエンス実験をとおして考える
～

11月20日(月) 県教育センター

[講義]
　・食の選択と安全性
　　～もっと知りたい食品の機能性と食品添加物～
[講義・演習]
　・くらしと生活科学
　　 ～フードサイエンス実験をとおして考える～

島根大学
　准教授　鶴永　陽子

・材料費の一部は受講者の負担とす
る。(500円程度)
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２８ 教科指導
小学校　外国語
活動

【小学校外国語活動】グローバル化に対応
したこれからの外国語教育の授業づくり

9月22日(金) 中部会場

[講義・演習]
　・教科化を見据えたこれからの小学校外国語教育
[講義・演習]
　・コミュニケーション能力の素地を養う外国語活動の授業づくり

信州大学
　教授　酒井　英樹

２９ 教科指導 中学校　英語
【中学校英語】言語活動の充実を図る授業
づくり～ＣＡＮ－ＤＯリストを活用した単元構
想に基づいて～

10月2日(月) 東部会場

[講義・演習]
　・ＣＡＮ－ＤＯリストを活用した単元構想
　　～指導と評価の一体化を考える～
[講義・演習]
　・互いの考えや気持ちを伝え合う活動の充実
    ～実際的な言語の使用場面の設定をとおして～

千代田区立九段中等教育学校
　指導教諭　本多　敏幸

３０ 教科指導 高校　英語
【高等学校英語】生徒のコミュニケーション
能力を高める授業づくり～ＣＡＮ－ＤＯリスト
を活用して～

9月11日(月) 西部会場

[講義・演習]
　・ＣＡＮ－ＤＯリストを活用した単元構想
　　～シラバスの見直しと授業改善～
[講義・演習]
　・コミュニケーション能力を高める授業づくり

文教大学
　教授　阿野　幸一

0

３１ 教科指導 小学校　道徳
【小学校道徳】「特別の教科 道徳」の実施
に向けて～子どもの豊かな生き方を育む授
業づくり～

11月24日(金) 東部会場

[講義]
　・｢特別の教科 道徳｣の実施に向けて
[講義・演習]
　・豊かな生き方を育む道徳の時間の授業づくり

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　赤堀　博行

３２ 教科指導 中学校　道徳
【中学校道徳】「考え、議論する」道徳の授
業づくり～問題解決的な学習を中心として
～

9月22日(金) 県教育センター

[講義]
　・今、求められる道徳教育のあり方
[講義・演習]
　・考え、議論する道徳の時間の授業づくり
    ～問題解決的な学習で創る道徳授業～

岐阜大学
　准教授　柳沼　良太

0

３３ 教科指導
小・中　総合的
な学習の時間

【小学校・中学校総合的な学習の時間】主
体的・対話的で深い学びを実現する「総合
的な学習の時間」

9月7日(木) 中部会場

[講義]
　・主体的・対話的で深い学びを実現する総合的な学習の時間の
　　あり方
[講義・演習]
　・探究的な単元構想と授業づくりの工夫

上越教育大学教職大学院
　教授　松井　千鶴子

・平成28年度専門研修【小学校・中学
校総合的な学習の時間】と一部同じ内
容となる。

３４ 教科指導 小・中　特活
【小学校・中学校特別活動】よりよい生活や
人間関係を築く特別活動～話合い活動を
中心にして～

10月20日(金) 中部会場

[講義]
　・よりよい生活や人間関係を築く特別活動のあり方
[講義・演習]
　・子どもが主役の話合い活動の実際

愛媛大学
　教授　城戸　茂

・平成28年度専門研修【小学校・中学
校特別活動】と一部同じ内容となる。

３５ 教科指導 高校　情報
【高等学校情報】ＩＣＴ活用で子どもたちの未
来を拓く〜教科情報としての挑戦〜

8月8日(火) 県教育センター

[模擬授業・授業分析]（午前）
　・アクティブ・ラーニングを捉え直す
　　「情報活用ってなんだ？」
　　「個人情報の範囲と情報モラル」
[ディスカッション]
　　「ＩＣＴが果たす役割」
[模擬授業・授業分析]（午後）
　・ＩＣＴ・情報科が果たす役割
　　「Learn to Code」
　　「あなたの考える情報科の授業とは？」

大阪府立東百舌鳥高校　ＩＣＴ教育推
進室長
　教諭　勝田　浩次

・iPad用アプリ、Swift Playgroundsを利
用する。
（http://www.apple.com/jp/swift/play
grounds/）
・参加者の方の貴重な経験や豊富な
知識をもとに、新たな発見を促すた
め、相互に意見を交流する参加型の
形式を採用して行う。
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３６ 教科指導 高校　農業
【高等学校農業】主体的・協働的な課題解
決のためのプロジェクト学習をとおした学び

5月26日(金) 中部会場

[実践紹介]
　・プロジェクト学習を通じた教育活動の展開
[協議]
　・主体的・協働的な課題解決のためのプロジェクト学習

兵庫県立篠山東雲高等学校
　 教諭　菊川　裕幸

・午後のみの半日開催とする。

３７ 教科指導 高校　工業
【高等学校工業】魅力ある学校づくり、人づ
くり、ものづくり

7月10日(月) 県立鳥取工業高等
学校

[講義]
　・新たな時代を担う工業科の人材育成
　　～ものづくり産業を支える人づくり～

産業技術短期大学　ものづくり工作
センター
　講師　久保田　憲司

・午後のみの半日開催とする。

３８ 情報教育
実践的な情報モ
ラル指導

実践的な情報モラル指導 6月26日(月) 中部会場

[講義]
　・インターネットトラブルの現状と情報モラル教育の
　　実践的指導方法
[演習・協議]
　・児童生徒の現状把握及び具体的な指導法

兵庫県立大学
　准教授　竹内　和雄

・平成27年度､28年度専門研修【実践
的な情報モラル指導】と一部同じ内容
となる。

３９ 情報教育
はじめてみよう
授業における
ICT活用

はじめてみよう授業におけるICT活用 9月29日(金) 県教育センター

[講義・演習]
　・授業におけるＩＣＴ活用の基礎
[協議・演習]
　・タブレット端末を使った授業づくり

聖心女子大学
　教授　益川　弘如

・50名を定員とする。

４０ 情報教育
新しい学びに対
応した効果的な
ICT活用

新しい学びに対応した効果的なICT活用 9月22日(金) 県教育センター

[講義・演習]
　・学習指導要領改訂をふまえたICT活用とアクティブ・
　　ラーニングの視点に立った授業づくり
[協議・演習]
　・タブレット端末を使った授業づくり

島根大学教職大学院
　教授　千代西尾　祐司

・50名を定員とする。

４１ 情報教育

学習指導要領
改訂をふまえた
情報活用能力
の育成

学習指導要領改訂をふまえた情報活用能
力の育成

9月5日(火) 県教育センター

[講義・演習]
　・児童・生徒の情報活用能力の現状
　・情報活用能力を育成する授業デザイン
[演習・協議]
　・情報活用能力をのばすプロジェクト型の単元づくり
　・情報活用能力の育成とカリキュラム・マネジメント

東北学院大学
　准教授　稲垣　忠

・50名を定員とする。

４２ 情報教育
小学校における
プログラミング教
育

小学校におけるプログラミング教育 8月4日(金) 県教育センター

[講義・演習]
　・学習指導要領改訂をふまえたプログラミング教育
[演習・協議]
　・プログラミング教材体験
　・プログラミング教育の基礎と授業づくり

一般社団法人　みんなのコード
　代表理事　利根川　裕太

・40名を定員とする。

４３ 特別支援
教育

幼稚園・保育所
（園）・認定こど
も園特別支援教
育

【幼稚園・保育所（園）・認定こども園特別支
援教育】
子どもの実態把握と支援のあり方～多様な
視点でのアプローチをとおして～

9月1日(金) 中部会場

[講義]
　・子どもの実態把握と支援のあり方
　　～多様な視点でのアプローチをとおして～
[講義・演習]
　・個別の指導計画の作成と効果的な活用
　　～指導・支援の充実をめざして～

ノートルダム清心女子大学
　准教授　青山　新吾

・平成28年度専門研修【幼稚園・保育
所(園)・認定こども園特別支援教育】と
一部同じ内容となる。

４４ 特別支援
教育

小学校特別支
援教育

【小学校特別支援教育】
すべての児童が学びやすい授業づくり～小
学校におけるユニバーサルデザインと合理
的配慮のあり方～

7月3日(月) 県教育センター

[講義]
  ・発達障がいの理解と特性に応じた支援のあり方
[実践発表]
  ・すべての児童が学びやすい授業づくりの実際
[講義・演習]
　・ユニバーサルデザインと合理的配慮のあり方とその実際

植草学園短期大学
　教授　佐藤　愼二
県内小学校教諭

0
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４５ 特別支援
教育

中学校特別支
援教育

【中学校特別支援教育】発達障がいのある
子どもの特性の理解と、中学校における合
理的配慮のあり方

11月20日(月) 中部会場

[実践発表・講義]
　・発達障がいの理解と特性に応じた支援のあり方
[講義・演習]
　・中学校における合理的配慮の実践

関西国際大学
　教授　中尾　繁樹

0

４６ 特別支援
教育

高等学校特別
支援教育

【高等学校特別支援教育】これからの高等
学校に必要な特別支援教育の視点

8月25日(金) 中部会場

[講義・協議]
　・インクルーシブ教育システム構築に向けた合理的配慮のあり方
[講義・演習]
　・個別の指導計画立案及び効果的な活用方法

国立特別支援教育総合研究所
　主任研究員　若林　上総

0

４７ 特別支援
教育

特別支援学校
①

【特別支援学校①】各教科等を合わせた指
導の実際
～遊びの指導・日常生活の指導・生活単元
学習・作業学習における授業づくり～

9月15日(金) 中部会場

[講義・協議]
　・領域・教科を合わせた指導の実際と要点
　　～授業づくりを中心に～
　　①日常生活の指導について
　　②遊びの指導について
　　③生活単元学習について
　　④作業学習について

植草学園大学
  教授　田所　明房

0

４８ 特別支援
教育

特別支援学校
②

【特別支援学校②】
卒業後の豊かな生活に向けたキャリア教
育・就労支援の充実～生徒主体の進路支
援のあり方～

9月28日(木) 中部会場

[講義]
　・特別支援学校の現状と就労後の課題をふまえた移行支援のあり方
　　～関係機関との連携による就労促進～
[講義・協議]
　・生徒主体の進路支援のあり方
　　～キャリア発達を促す視点を大切にして～

国立特別支援教育総合研究所
　主任研究員　武富　博文

0

４９ 特別支援
教育

特別支援教育
①

【特別支援教育①】発達障がいの理解とア
セスメントを生かした児童生徒への学習指
導・支援を学ぶ

10月2日(月) 中部会場

[講義]
　・多様なニーズのある子どもの理解と支援
[講義・演習]
　・アセスメントを生かした指導・支援の工夫

大阪大谷大学
　教授　小田　浩伸

0

５０
特別支援
教育

特別支援教育
②

【特別支援教育②】
通常学級における読み書きに困難のある
児童生徒の理解と支援～学級担任のため
の指導の実際～

9月4日(月) 中部会場

[講義]
　・読み書きに困難のある児童生徒の特性と理解
[実践発表]
　・一人一人の読みの力を｢支える｣そして｢育てる｣ために
　  ～Ｔ式ひらがな音読支援を活用して～
[講義・演習]
　・発達性読み書き障がいの児童生徒の支援の実際

筑波大学
　教授　宇野　彰

0

５１ 特別支援
教育

特別支援教育
③

【特別支援教育③】聴覚障がい教育におけ
る障がいの特性に応じた児童生徒への指
導・支援

10月27日(金) 県立鳥取聾学校

[講義]
　・聴覚障がいのある児童生徒の実態把握と指導・支援のあり方
[授業参観]
　・聴覚障がい教育における授業の実際
[講義・協議]
　・聴覚障がい教育における学習の充実に向けて

筑波大学大学院
　教授　原島　恒夫

・50名を定員とする。

５２
教育相談・
生徒指導・
学級経営

教育相談①
【教育相談①】子どもの心の理解と不登校
未然防止に向けた関わり方

9月14日(木) 中部会場

[講義]
　・子どもの心の理解と不登校のとらえ方
　　～『不登校対応チャート』を踏まえた未然防止の方法～
[講義・演習]
　・不登校発生メカニズムから、発生予防を考える
　・不登校児童生徒や保護者への具体的な関わり方
　　「心にエネルギーを貯める関わり方」ほか

ＦＲ教育臨床研究所
　所長　花輪　敏男

・平成28年度専門研修【教育相談①】
と一部同じ内容となる。
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５３
教育相談・
生徒指導・
学級経営

教育相談②
【教育相談②】感情のコントロールが苦手な
子どもへの支援のあり方

10月6日(金) 中部会場

[講義]
　・情動のしくみ～情動の認知・表出・コントロール～
[講義・演習］
　・情動のコントロールが苦手な子どもへの支援

兵庫教育大学大学院連合学校教育
学研究科
　教授・研究科長　松村　京子

・幼稚園・保育所(園)・認定こども園・
小学校の内容が中心となる。

５４
教育相談・
生徒指導・
学級経営

小学校教育相
談

【小学校教育相談】愛着障がいの理解とそ
の支援

8月4日(金) 県教育センター

[講義]
　・愛着形成の問題の理解
[講義]
　・支援のあり方と実際～事例をとおして～

筑波大学
　副学長　宮本　信也

0

５５
教育相談・
生徒指導・
学級経営

中学校教育相
談

【中学校教育相談】思春期の心の理解とそ
の対応

7月10日(月) 県教育センター

[講義]
　・知っておきたい思春期の心
[講義・演習]
　・対応に必要な見立てと支援のあり方

京都教育大学・教育臨床心理実践セ
ンター
　教授　本間　友巳

0

５６
教育相談・
生徒指導・
学級経営

高等学校教育
相談

【高等学校教育相談】高校生の心の理解と
心理的援助

9月12日(火) 西部会場

[講義]
　・高校生が抱えやすいストレス要因とストレス反応
[講義・演習]
　・認知行動療法から考える生徒への心理的援助

関西学院大学
　准教授　佐藤　寛

0

５７
教育相談・
生徒指導・
学級経営

中学校・高等学
校生徒指導

【中学校・高等学校生徒指導】アンガーマネ
ジメントの理論と指導の実際～感情と上手
につき合うために～

6月23日(金) 東部会場

[講義]
　・アンガーマネジメントの理論と指導のあり方
[演習]
　・事例を通して考えるアンガーマネジメントの実際

美作大学
　教授　渡邉　淳一

0

５８
教育相談・
生徒指導・
学級経営

小学校学級経
営

【小学校学級経営】クラスがまとまる学級経
営の極意

6月8日(木) 中部会場

[講義]
　・クラスがまとまる教師のかかわり
[講義・演習]
　・かくれたカリキュラムの発見と改善

北海道教育大学
　学校臨床教授　横藤　雅人

５９
教育相談・
生徒指導・
学級経営

中学校・高等学
校学級経営

【中学校・高等学校学級経営】かかわりの
糸を結ぶ学級経営

10月23日(月) 東部会場

[講義・演習]
　・人間関係づくりを大切にした学級経営
[講義・演習]
　・集団としての成長を促す指導の工夫

名城大学大学院
　教授　曽山　和彦

・平成28年度専門研修【中学校・高等
学校学級経営】と一部同じ内容とな
る。

６０ 各種教育
等

食育 【食育】生きる力を育む食育 9月1日(金) 西部会場

[講義]
　・生きる力を育む食育の実践
　　～お弁当の日の取組をとおして～
[講義・演習]
　・命のつながりを実感する食育のあり方

九州大学　持続可能な社会のための
決断科学センター
　准教授　比良松　道一

0

６１ 各種教育
等

図書館教育
（中・高）

【図書館教育（中・高）】新聞を活用した言語
活動の充実～学校図書館からの提案～

9月28日(木) 中部会場

[講義]
　・言語活動の充実につなげる学校図書館を活用した授業づくり
[講義・演習]
　・新聞を活用した論理的思考力の育成

日本女子体育大学
　教授　稲井　達也

・希望する学校図書館司書の聴講も
可能とする。（申込みについては県立
図書館をとおして行う。ただし、高等学
校は従来どおりの申込み方法をと
る。）
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６２ 各種教育
等

人権教育
【人権教育】一人一人が輝く「人権教育」の
創造～人権尊重の実践行動に向けて～

7月11日(火) 中部会場

[説明]
　・鳥取県がめざす人権教育
[講義]
　・今、求められる人権教育
[演習]
　・いじめ問題の教材化をとおして学ぶ指導方法の実際

兵庫教育大学
　准教授　福田　喜彦

0

６３ 各種教育
等

健康教育
【健康教育】基本的な生活習慣（食―運動
―睡眠・生活リズムと病気の予防）の改善
に向けて

9月29日(金) 西部会場

[講義]
　・基本的な生活習慣の改善に向けた健康教育の考え方、進め方
[講義・演習]
　・健康認識を育む教材開発と授業づくり
　　～基本的な生活習慣(食―運動―睡眠･生活リズムと病気の予防)
　　　の改善に向けて～

大分大学
　教授　住田　実

0

６４ 各種教育
等

ふるさと教育
【ふるさと教育】むきばんだ遺跡に学ぶ郷土
の魅力

10月27日(金) 県立むきばんだ史
跡公園

[講義・フィールドワーク]
　・むきばんだ遺跡に学ぶ郷土の魅力
[体験活動]
　・弥生の鉄器づくり
[協議]
　・地域教材の魅力と活用

鳥取県立むきばんだ史跡公園文化
財主事

・40名を定員とする。

６５ 各種教育
等

博物館連携講
座

【博物館連携講座】教員のための博物館の
日2017 ｉｎ 鳥取県立博物館

7月28日(金) 県立博物館

[講演]
  ・学校と博物館をつなぐ～博物館でできること～
[展示解説]
  ・企画展｢つばさの博覧会～巨大翼竜からペンギンまで～｣
  ・目からウロコ！学芸員と学ぶ常設展示
    （自然部門、人文部門、美術部門）

[講演]
　福山大学
　　教授　高田　浩二
[展示解説]
　鳥取県立博物館学芸員・専門員

・県教育センターに集合し、出席確認
のうえ、会場まではセンター発着の無
料バスで往復する。

6月12日(月) 中部会場

[講義・演習]
　・学習科学に基づいた授業づくり
[協議・演習]
　・授業デザイン案の検討

※夏季休業までに実践を予定している授業デザイン案（または、以前に
実践したことがある授業デザイン）を持参する。

8月3日(木) 中部会場

[講義・演習]
　・授業の質を高めるための学習評価
[協議・演習]
　・授業の実践報告と授業デザイン案の検討

※教科・領域指導力向上ゼミナール（学習科学セミナーメンター育成コー
ス）との合同開催とする。
※夏季休業までに実践した授業の実践報告および第３回研修までに実
践を予定している授業デザイン案を持参する。

11月7日(火) 中部会場

[協議・演習]
　・授業の実践報告
[講義・演習]
　・各教科における教材の類型化と授業デザインの原則

※夏季休業後から第３回研修までに実践した授業の実践報告を持参す
る。

６６
各種教育

等
学習科学セミ
ナー

【学習科学セミナー】育成すべき資質・能力
をふまえた学習指導

東京大学　大学発教育支援コンソー
シアム推進機構（CoREF）

・年間３回の全ての研修に参加するこ
とを原則とする。
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