
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」の具体に迫る！
　　　算数科における「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～

小学校生活科教育講座

～幼保小連携と主体的・対話的で深い学びを促す生活科の授業づくり～

小学校社会科教育講座

～社会的な見方・考え方を働かせて指導力・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

～子どもが「理科の見方・考え方」を働かせて問題解決する理科の授業づくり～

中・高等学校国語科教育講座

～効果的な話し合い学習の指導法を考える～

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公民の授業づくり～

中・高等学校数学科教育講座

～次期学習指導要領を意識した数学の授業づくり～

中・高等学校英語科教育講座

～これから求められる英語教育の理解と授業づくり～

中学校理科教育講座

～必ず授業改善に活かせるＯＰＰＡ（一枚ポートフォリオ評価法）～

高等学校理科教育物理講座

～主体的で深い学びを意識した物理における授業展開～

高等学校理科教育生物講座

～主体的・対話的で深い学びの視点に立った生物の授業づくり～

「総合的な学習の時間」講座

～探究的な学習の過程の質的充実を目指して～

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・対話的で深い学びの実
現を目指した特別活動の授業を考える～

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

～曲や演奏のよさなどを見いだし、曲全体を味わって聴く鑑賞の授業づくり～

小学校図画工作科教育講座

～新学習指導要領をふまえた「造形的な見方・考え方」を働かせる授業づくり～

中・高等学校音楽科教育講座

～子どもの視点から考える音楽の授業～

中・高等学校美術科教育講座

～新学習指導要領の趣旨やねらいを踏まえた，主体的・対話的で深い学びの実現を図
る授業改善～

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～

学校図書館活用教育講座

～中・高等学校での授業改善　学校図書館を使って教科の学びを深める～

高等学校教諭、教育委員会指導主事、文部科学省初等中等教育局教科調査官を歴任し、現職。
専攻は英語教育、英語科指導法、英語教育施策研究。英語教育研修や研究会の講師として各地
で熱弁をふるっている。文部科学省検定教科書（共著）や英語検定予想問題集など多くの著作
物のほか、「英語教育」をはじめとする雑誌への寄稿も多数ある。

○ ○ ○
中学校・高等学校及び特別支援学校
（中等部・高等部）の英語科担当教員

〇講義・演習　 新学習指導要領の趣旨とこれから求められる英語教育
〇振り返り

敬愛大学教授

向後　英明
887

９月１３日（木）
島根県教育センター
40名

小・中・高等学校・特別支援学校及び義務
教育学校の教員
（ただし、希望者多数の場合は中・高等学
校・特別支援学校中学部・高等部の教員を
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。

1187
８月２４日（金）
浜田教育センター
60名

○ ○ ○ ○

中学校・高等学校及び特別支援学校
の教員

○講義　家庭科の本質とコンピテンシーベイスの授業づくり
○演習　「生活の営みに係る見方・考え方」を働かせて授業を再考する
○振り返り　本日の研修内容を実践に生かすために

広島大学大学院教育学研究科　人間生活教育学講座　教
授

鈴木 明子

専門は家庭科教育学、人間生活教育学。主な著書は「生活実践力をつける家庭科教育法」（共
著、大学教育出版2011）、「生活実践と結ぶ家庭科教育の発展」（大学教育出版2004）等。小
学校学習指導要領解説家庭編作成協力者。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２１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
（中学部・高等部）の教員

〇講　　義　新学習指導要領の趣旨やねらいを踏まえた，主体的・対話的で深い学
　　　　　　びの実現を図る授業改善
〇授業参観　県西部中学校美術科の授業公開
〇協　　議　授業についてのグループ協議
〇講　　評　新学習指導要領をふまえた公開授業の講評
〇振り返り　本日の研修内容を実践に生かすために（まとめ）

文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官

東良　雅人

京都市立の公立中学校美術科教諭として赴任。その後、京都市の公立小学校図画工作科の専科
を担当。平成14年から23年まで京都市教育委員会指導主事を務める。平成23年４月より現職。

818
６月１４日（木）
浜田教育センター
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
○研究授業
○研究協議
○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

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

７月４日（水）～５日（木）
１日目（７／４）
島根県教育センター
２日目（７／５）
松江市立湖南中学校
松江市立第一中学校
40名

○ ○ ○

小学校及び特別支援学校（小学部）の
教員

〇講　　義　新学習指導要領をふまえた「造形的な見方・考え方」を働かせる授業づくり
〇演　　習　講義を踏まえた造形遊びの演習
〇講　　義　演習のまとめ
〇振り返り　本日の研修内容を実践に生かすために（まとめ）

文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官

岡田　京子

東京都公立小学校教諭、主任教諭、文部科学省学習指導要領解説図画工作編作成、評価規準作
成のための参考資料作成、特定の課題に関する調査などに携わり、平成23年より現職。

639
７月２６日（木）
浜田教育センター
50名

○ ○

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　こどもスポーツ教
育学科　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２２日（水）
浜田教育センター
60名

○ ○

小学校及び特別支援学校の教員
○講義　　　Ａ家族・家庭生活に関する授業の構想と学習指導法
○演習　　　教材の作成と授業体験
○振り返り　本日の研修内容を実践に生かすために

山口大学教育学部家政教育講座　教授

西　敦子

専門は家庭科教育学。主な著書は「アクティブラーニングを活かした家庭科の授業開発」（教
育図書2017）等。主たる研究テーマは、義務教育課程における家庭科の学習指導法及び教材研
究。

362
９月１４日(金）
浜田教育センター
25名

○ ○

小学校・中学校及び特別支援学校の
教員

〇授業視聴
〇授業研究　授業についての研究協議
〇演　　習　学級活動（１）の授業づくり
〇講　　義
〇振り返り

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。特別活動指導資料「楽しく豊かな学級・学校生活をつくる特別活動 小学校編」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）ほか著書多数。

1063
７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・特別支援
学校の教員
（小学校20名 中学校12名 高等学校4
名 特別支援学校4名）

○講義　新学習指導要領の趣旨を踏まえた総合的な学習（探究）の時間の在り方
○演習　探究的な学習の過程の質的充実を目指した授業づくり
○振り返り

國學院大學教授

田村学

小学校教諭、教育委員会指導主事等を歴任後、文部科学省教科調査官、文部科学省視学官とし
て学習指導要領の編集に大きく関わる。平成29年４月より現職。日本生活科・総合的学習教育
学会常任理事。「授業を磨く」(東洋館出版社)等著書多数。

782
６月１日（金）
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生物分野で求められる資質・能力をどのように身に付けさせるか」
演習「主体的・対話的で深い学びの視点に立った生物の授業づくり」
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
（兼）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・学力調査官

藤枝　秀樹

香川県の高等学校教諭，香川県教育委員会高校教育課主任指導主事を経て，平成２６年より現
職。

1154
９月１４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

〇講　　義　次期学習指導要領の物理分野で求められる資質・能力をどのように身に付けさせるか。

〇実　　験　アクティブ・ラーニング型授業の展開
〇振り返り

東京学芸大学理科教員高度支援センター元特命教授

川角　博

都立高校教員を経て、東京学芸大学附属高等学校副校長や理科教員高度支援センター特命教授
などを歴任。現在は首都圏の複数の大学で理科教育を指導。また、ＮＨＫ高校物理基礎の講師
や福井県教育総合研究所先端教育研究センター特別研究員も務める。

1152
９月７日（金）
島根県教育センター
２４名

○

○
中学校及び特別支援学校（中学部）の
理科担当教員

○講　　義　授業改善を図るための学習評価の在り方
○演　　習　ＯＰＰシートの作成
〇成果発表
○振り返り

山梨大学理事・副学長

堀　哲夫

ＯＰＰＡの開発者。
主な著書『理科教育学とは何か』（東洋館出版）、『子どもの成長が教師に見える一枚ポート
フォリオ評価中学校編』（日本標準）、『教育評価の本質を問う一枚ポートフォリオ評価ＯＰ
ＰＡ一枚の用紙の可能性』（東洋館出版）

1151
１０月１２日（金）
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

○実践発表
○講義・演習・協議　　　次期学習指導要領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）。

817
9月21日（金）
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
の社会科、地理歴史科・公民科担当
教員

○講義・演習　「新学習指導要領の理念を踏まえた指導の在り方について」
○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

樋口　雅夫

岡山県立高等学校、広島大学附属福山中学校・高等学校教諭、広島経済大学経済学部講師など
を経て、平成23年より現職。平成20年告示の「中学校学習指導要領解説社会編」作成協力者、
平成29年告示の中学校新学習指導要領社会科の改訂作業と解説作成、平成30年告示の高等学校
学習指導要領公民科の改訂作業と解説作成に担当官として携わった。日本公民教育学会理事、
法務省法教育推進協議会委員などを歴任。

816
９月１４日（金）
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
（中学部・高等部）の国語科担当教員

○講義　「効果的な話し合い活動の指導法」
○実践発表　県内中学校・高等学校における取組事例の紹介
○演習　思考ツール等を活用した協議

お茶の水女子大学附属中学校教諭・お茶の水女子大学非
常勤講師・早稲田大学教育学部非常勤講師

宗我部義則

平成20年告示中学校学習指導要領解説国語編作成協力者。編著書に『群読の発表指導・細案』
（明治図書出版）、『夢中・熱中・集中…そして感動 柏市立中原小学校の挑戦!～授業リフレ
クションで校内研を変える』（澤本和子と共同編著　東洋館出版）など。光村図書中学校『国
語』教科書編集委員を務める。

815
１１月２２日（木）
島根県教育センター
50名

○

○ 小学校及び特別支援学校の教員

○講　　演　子どもが「理科の見方・考え方」を働かせて問題解決する理科の授業づくり
○授業参観　島根大学教育学部附属小学校　理科授業公開
○実　　習　基礎的な観察・実験
○演　　習　子どもが「理科の見方・考え方」を働かせて問題解決する理科の授業づくり
○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・学力調査官

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

７月４日（水）～７月５日（木）
１日目（７／４）
島根大学教育学部附属小学校
２日目（７／５）
島根県教育センター　40名

○

○ 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
○演習　問題解決的な学習を充実させるための単元構想
〇振り返り

文部科学省初等中等教育局　視学官

澤井陽介

小学校教諭、都立多摩教育研究所指導主事、八王子市教育委員会指導主事、町田市教育委員会
統括指導主事、同教育政策担当副参事、文部科学省教科調査官を経て、現職。

1035
８月２４（金）
浜田教育センター
３０名

○

小学校及び特別支援学校の教員

〇講　　義　「幼児教育と小学校教育の円滑な接続について」
                 ～スタートカリキュラムを中心に～
〇実践発表　「主体的・対話的で深い学びを意識した授業実践」（仮）
〇演　　習　「活動や体験を生かした生活科単元計画の作成」（仮）」
〇振り返り

文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官

渋谷　一典

札幌市立小学校教諭、札幌市教育委員会指導主事を経て平成29年４月より現職。教科調査官と
して小学校生活科及び小・中・高等学校の総合的な学習の時間に関する研究及び学習指導要領
に基づく専門的・技術的な指導・助言に当たっている。

398
８月２４日（金）
松江合同庁舎
４０名

○ ○

小学校及び特別支援学校の教員

○講　　義
○授業参観　島根大学教育学部附属小学校　国語科授業公開
○協　　議
○振り返り

島根大学  准教授

冨安慎吾
　255

１０月　５日（金）
島根大学教育学部附属小学校
40名

○ ○

小学校の教員

〇講義　　「算数科における『主体的・対話的で深い学び』の実現とは」
〇授業参観　各校における算数科の公開授業
〇協議　　「子どもの声でつくる算数授業」のための授業づくりの視点を踏まえて
〇振り返り

文部科学省初等中等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

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。「初等教育資料」の編集長。『算数の本質に迫る「アクティブ・ラーニング」算数科に
おける「主体的・対話的で深い学び」の実現！』をはじめ著書多数。

平成３０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

教
 
 
 
 

科
 
 
 
 

等

113a
113b

【東部】１０月１９日（金）
雲南市立掛合小学校40名
【西部】１０月１８日（木）
益田市立吉田小学校40名

○
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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】子どものプレゼンテーション能力育成講座

～まとめる力と伝える力で子どものプレゼン能力を伸ばす！指導のポイントを知ろう～

【ICT活用】「NHK for School」活用講座

～興味・関心を高め、主体的に！「NHK for School」を使った授業づくりに挑戦～

【校務の情報化】学校情報セキュリティ講座

～知って安心、すぐに実践！学校現場のための情報セキュリティの基本～

生徒理解と支援講座

～思春期における生徒の行動や感情を理解する～

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

～ダイバーシティ（多様性）が生きる学級経営～

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授業～

○
小・中学校特別支援学級担任及び特
別支援学校の教員（ただし、前年度に
受講した者は除く）

1188
１０月１０日（水）
島根県教育センター
40名

○講義　特別支援学校・特別支援学級における授業づくりについて（講師の１人）
○演習　特別支援学校・特別支援学級の授業の実際
（様々な形態の授業を想定してグループで演習・ワークを行う）
○振り返り

基調講演
島根県立浜田養護学校校長
道下　利治

グループ協議講師
　未定（特別支援学校教員、特別支援学級担当教員）

特別支援学校の経験豊富な先生。たくさんの特別支援教育に関する研究をしてこられ
ました。実際的な貴重な話をたくさんお聞きしたいと思います。

1143
６月７日(木）
浜田教育センター
60名

○ ○

○ ○
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

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

〈稲田　彰〉日本学校教育相談学会名誉顧問。同学会認定カウンセラー。豊富な臨床経験を
            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顧問。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会員。同学会認定カウンセラー。各種研修会等でも活
            躍。

924
８月２０日（月）～２２日（水）
浜田教育センター
40名

○ ○ ○

○ ○
小学校・中学校・高等学校及び特別支
援学校の教職員

○基調講演（全体）
○ワークショップ

神奈川県伊勢原市小学校教諭

桑原昌之

日本サッカー協会スポーツマネージャー，早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘研究員
佐久穂町イエナプランスクール設立準備財団理事，元伊勢原市教育センター研修指導主事

1178
６月２８日(木）
浜田教育センター
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・演習等：通常の学級等における特別な支援を必要とする子どもの困難さの
　　　　　　　　理解と支援について
○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「図解LD時の言語・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。

1068
１０月２６日（金）
出雲市民会館
８０名

○ ○

午前：県内講師

午後：島根大学人間科学部教授
　　　岩宮恵子

鳥取大学医学部精神科、心理相談室、島根大学教育学部での臨床を経て現職。スクールカウン
セラーとしても思春期の子どもたちとの対話を重ねている。『好きなのにはワケがある(ちくま
プリマー新書)』『フツーの子の思春期(岩波書店)』等著書・寄稿多数。

○ ○ ○ ○
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　教育現場の中の生徒理解と対応
○講義　　　　思春期の理解
○振り返り

生
徒
指
導
・
教
育
相
談
・
特
別
支
援
教
育

1042
９月１２日（水）
松江合同庁舎
80名

〇講　　義　学校における情報セキュリティの現状と課題
〇演　習１　学校における情報セキュリティの問題点
〇演　習２　児童・生徒と考える情報セキュリティ
〇協　　議　成果発表・情報交換
〇振り返り

914
９月２１日（金）
浜田教育センター
４０名

○ ○ ○ ○
小学校・中学校・高等学校及び特別支
援学校の教員

〇講　　義　学校放送番組の活用について
〇演　　習　NHK for Schoolの視聴と授業案の作成
〇協　　議　成果発表・情報交換
〇振り返り

ＮＨＫが派遣する講師
1190

１１月１４日（水）
浜田教育センター
２０名

○ ○ ○ ○
小学校・中学校・高等学校及び特別支
援学校の教員

〇講　義１　情報活用能力の基本的な考え方とプレゼンテーション
〇講　義２　効果的なプレゼンテーションの作成と著作権の理解
〇演　習１　児童・生徒へのPowerPoint指導ポイント
〇演　習２　課題演習を通した指導の実際
〇協　　議　成果発表・情報交換
〇振り返り

○ ○ 小学校及び中学校の教員教
育
の
情
報
化

午　前 午　後

①視覚障がい教育 ②聴覚障がい教育

③知的障がい教育 ④自閉症・情緒障がい教育

⑤肢体不自由教育 ⑥病弱・身体虚弱教育

⑦言語障がい教育 ⑧重度・重複障がい教育
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