
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 内　容

外部講師
（講師の所属はH３０年度のもの）

講師紹介

小学校算数科教育講座 113a
【東部】　１０月１６日（水）＜１日＞
松江市立古江小学校
３０名

～数学的に考える資質・能力を育む算数科の話し合い活動～ 113b
【西部】　１０月　９日（水）
江津市立津宮小学校他
３０名

小学校国語科教育講座

～「話すこと・聞くこと」の力を育てる指導、授業づくりを探る～

小学校生活科教育講座

～主体的・対話的で深い学びを実現する授業づくり～

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、表現力等を育てる社会科授業づくり～

小学校理科教育講座

～主体的な問題解決を実現し、資質・能力を育成する理科の授業づくり～

中・高等学校国語科教育講座

国語科の「深い学び」
～どの生徒もワクワクしながら言葉と向き合い、読みひたり書きひたり学びひたる授業を創る～

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」を促す地理歴史科（主に歴史）の授業づくり～

中・高等学校数学科教育講座

～数学的活動の充実を図り、深い学びを実現する授業づくり～

中学校理科教育講座

～探究の過程を通して資質・能力を育む理科の授業づくり～

高等学校理科教育化学講座

～主体的・対話的で深い学びを意識した化学における授業展開～

高等学校理科教育地学講座

～主体的・対話的で深い学びを意識した地学の授業づくり～

「総合的な学習の時間・総合的な探究の時間」講座

～探究的な学習の過程の質的な充実を目指して～

特別活動講座

～特別活動で子どもが変わる！実際の授業から主体的・対話的で深い学びの実現を目指した学
級活動の授業を考える～

小学校家庭科教育講座

～生活の営みに係わる見方・考え方を働かせて、資質・能力を育成する家庭科の授業づくり～

小学校音楽科教育講座

～鍵盤ハーモニカで楽しく音楽表現を工夫しよう～

小学校図画工作科教育講座

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

中学校技術教育講座

～新学習指導要領のポイントを押さえた授業を始めよう！～

平成３１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

○ ○

小学校、義務教育学校前期課程・特別支援学校
（小学部）の教員
注）ただし、小学校数理枠採用者のうち、教職経
験４年目・５年目の者で、数学の免許を有する教諭
は必修とする。

〇講　　義　「数学的に考える資質・能力を育む算数科の話し合い活動」
〇授業参観　各校における算数科の公開授業
〇協議　　　数学的に考える資質・能力を育む算数科の話し合い活動について
〇振り返り

島根大学教育学部
講師　下村　岳人

教
 
 
 
 
科
 
 
 
 
等

255
９月１３日（金）
島根県教育センター
４０名

○ ○
小学校、義務教育学校前期課程・特別支援学校
(小学部）の教員

小、中学校教諭、北陸学院大学を経て、平成29年度より現職。専門は算数科教育。研究テーマは、算
数科の話し合い活動における「論点を整理する力」を育成する学習指導モデルの開発。

398
７月２３日（火）
浜田教育センター
４０名

○

○講　　　義　「論理面、情緒面から見る『話すこと・聞くこと』の力の育成」（仮題）
○演習・協議　「双方向の交流を生み出す指導のあり方」（仮題）
〇振り返り

福山市立大学教育学部
准教授　森美智代

鈴峯女子短期大学准教授を経て、平成23年より現職。主な研究テーマは「話すこと・聞くこと」の教
育研究であるが、国語科教育全般について多くの論文を執筆。著書に『〈実践＝教育思想〉の構築－
「話すこと・聞くこと」教育の現象学－』。その他共著多数。

1035
８月２３日（金）
浜田教育センター
４０名

○

○
小学校、義務教育学校前期課程・特別支援学校
(小学部）の教員

○講　　義　主体的・対話的で深い学びを実現する授業づくり
○演　　習　講義を踏まえた授業づくりの演習
○振り返り

兵庫県たつの市立新宮小学校
主幹教諭　石堂裕

「子どもたちと創る」学習活動は、Ｈ20年度以降、内閣総理大臣賞をはじめ、毎年全国表彰に輝くな
ど、高い評価を受けている。2019年度全国小学校生活科・総合的な学習の時間研究協議会兵庫大会研
究部長。著書に「アクティブラーニングのＡＢＣ」等がある。

○
小学校、義務教育学校前期課程・特別支援学校
(小学部）の教員

〇講義・演習　「社会的な見方・考え方」を働かせて思考力、判断力、表現力等を育てる
　　　　　　　社会科授業づくり
〇振り返り　　研修内容を実践に生かすために

国士舘大学
教授　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、文部科学省初等中等教育局視学官を経て、
現職。

○

小学校、義務教育学校前期課程・特別支援学校
(小学部）の教員
注）ただし、小学校数理枠採用者のうち教職経験４
年目・５年目の者で、理科の免許を有する者は必
修とする。

○講　　義　主体的な問題解決を実現し、資質・能力を育成する理科の授業づくり
○実践発表
○実　　習　基礎的な観察・実験
○演　　習　主体的な問題解決を実現し、資質・能力を育成する理科の授業づくり
○振り返り

島根県立大学松江キャンパス人間文化学部
保育教育学科
教授　高橋　泰道

島根県公立小学校教諭、島根大学教育学部附属小学校教頭、広島文教女子大学人間科学部初等教育学
科教授を経て現職。今年度開催される中国地区小学校理科教育研究大会松江大会では指導講師を務め
る。

1136
７月２３日（火）、２４日（水）
島根県教育センター
４０名

○

○
中学校及び義務教育学校後期課程、高等学校国
語科教員および特別支援学校教員

○講義・演習　「どの生徒もワクワクしながら言葉と向き合い、
　　　　　　　　読みひたり書きひたり学びひたる授業創り」
○実践発表　　中学校１名、高等学校１名
○協　　　議

宮城教育大学
名誉教授　相澤　秀夫

宮城の中学校教員、指導主事を経て1993年から文部省初等中等教育局中学校課、高等学校教科調査官
として学習指導要領の作成や学校等の指導に当たる。その後、宮城教育大学教授、同教職大学院教授
を経て現職。東北大学等で国語の教員を目指す学生の指導に当たるとともに全国の教育委員会や学校
等の依頼に応えるべく講演や提案授業を行っている。『新中学校国語科経営講座』など著書多数。

815
１１月　１日（金）
島根県教育センター
５０名

○ ○

○
中学校及び義務教育学校後期課程、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

〇講　　義　学習指導要領の理念を踏まえた指導の在り方について
〇演　　習　「主体的・対話的で深い学び」を促す授業づくり
〇振り返り　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　藤野　敦

中学校、高等学校教諭、大学講師等の後、2014年より国立教育政策研究所教育課程調査官、2016年よ
り文部科学省初等中等局教科調査官併任。主著に「能動的・協働的な授業方法をどのように学修する
のか－教員養成での一実践－」、「自己変革に導くナラティブアプローチを通しての支援ー自己認知
の再構築から主体的な課題解決へー」等。

816
９月１３日（金）
島根県教育センター
４０名

○ ○

○
中学校・義務教育学校後期課程・高等学校・特別
支援学校の数学科担当教員

○講義･演習･協議　　数学的活動の充実を図り、深い学びを実現する授業づくり
○実　践　発　表　　思考を深める数学的活動の工夫
○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２０日（金）
島根県教育センター
４０名

○ ○

1153
９月１３日（金）
島根県教育センター
２４名

○ ○

○
中学校・義務教育学校後期課程・特別支援学校
の中学部の理科担当教員

○講　　義　新学習指導要領の趣旨を踏まえた指導の在り方について
○演　　習　新学習指導要領の趣旨を踏まえた理科の授業づくり
○振り返り　本日の研修内容を実践に生かすために

1151
１０月１８日（金）
島根県教育センター
４０名

○

○
中学校・義務教育学校後期課程・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　「新学習指導要領の化学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」
○実験・演習　「主体的・対話的で深い学びを意識した化学における授業展開」
○振り返り

文部科学省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　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

○ ○

1205
６月６日（木）
島根県教育センター
４０名

○ ○ ○

○
中学校・義務教育学校後期課程・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

○実　　習　ジオパーク松江での地層・岩石の観察、講義
○講　　義　化石をとおして考える地球史と生物の変遷
○振り返り

島根大学総合理工学部
准教授　大平　寛人

島根大学総合理工学部
教授　入月　俊明

○大平　寛人：専門は地質学，岩石・鉱物・鉱床学など。県内のSSH校や理数科等，複数の高校への実
習指導や，教員免許講習の講師としても活躍。

○入月　俊明：専門は層位・古生物学。島根大学総合博物館館長，ジオパークプロジェクトセンター
センター長

1155

９月２０日（金）
島根半島・宍道湖中海
ｼﾞｵﾊﾟｰｸ松江ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ、
島根大学総合博物館
２４名

○
小学校・中学校・義務教育学校・高等学校及び特
別支援学校の教員

○講　　義　新学習指導要領で求められる探究的な授業づくりのポイント
○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

兵庫県たつの市立新宮小学校
主幹教諭　石堂　裕

「子どもたちと創る」学習活動は、Ｈ20年度以降、内閣総理大臣賞をはじめ、毎年全国表彰に輝くな
ど、高い評価を受けている。2019年度全国小学校生活科・総合的な学習の時間研究協議会兵庫大会研
究部長。著書に「アクティブラーニングのＡＢＣ」等。

○ ○

362
１０月１０日（木）
浜田教育センター
２５名

○ ○

○
小学校・中学校・義務教育学校及び特別支援学
校の教員

○授業研究　授業公開・研究協議
○実践発表　大田市立第二中学校の実践
○講　　義　特別活動の充実で子ども・学級・学校が変わる
　　　　　　～新学習指導要領の実現を通して～
○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、文部科学省初等中等教育局教科調査官・同視学官を経て現職。エ
ジプト・日本教育パートナーシップに基づきTOKKATSUの導入に取り組む。「特別活動の教育技術」
（小学館）ほか著書多数。

1063
６月２８日（金）
益田市立高津小学校
４０名

1137
８月２２日（木）
浜田教育センター
６０名

○

○
小学校・義務教育学校前期課程及び特別支援学
校の教員、中学校・義務教育学校後期課程の家
庭科教員

○講　　義　新学習指導要領の趣旨を踏まえた内容Ｃ「消費生活・環境」のこれからの
　　　　　　指導と評価の在り方
○演　　習　主体的・対話的で深い学びを意識した問題解決的な学習を盛り込んだ題材開発
○実践発表　金銭教育の指導の実際
○振り返り　本日の研修内容を実践に生かすために

島根大学
名誉教授　多々納　道子

高松市立林小学校
教諭　石井　純子

○多々納　道子：専門は家政教育学。研究テーマは家庭科のカリキュラム開発等。「小学校家庭科の
指導」（建帛社），「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），「実践的
指導力をつける家庭科教育法」（大学教育出版）など著書多数。

○石井　純子：平成30年度金融広報委員会主催「金融教育に関する小論文・実践報告コンクール」に
て推奨実践事例賞を受賞

○
小学校及び義務教育学校前期課程・特別支援学
校初等部の教員

○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

ピアニスト　作曲家　鍵盤ハーモニカ奏者
REMO公認ドラムサークルファシリテーター
妹尾　美穂

元小学校音楽専科。鍵盤ハーモニカの活動として、コンサート、音楽鑑賞会、アウトリーチ、幼稚
園・保育園での園児指導やカリキュラムづくりや職員研修、ワークショップを全国で展開。

○
小学校及び義務教育学校前期課程、特別支援学
校（小学部）の教員

〇講　　義　新学習指導要領の趣旨やねらいをふまえた、主体的・対話的で深い学びの実現
　　　　　　を図る授業改善
〇演　　習　講義をふまえた造形遊びの演習
○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

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。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、評価基準の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２４日（水）
松江合同庁舎
５０名

○

○
中学校・義務教育学校後期課程及び特別支援学
校の技術分野を担当する教員

　７月○講　　義　学習指導要領の理解と公開授業のねらい
　　　○演　　習　研究授業で用いる題材を使用して
　　　〇研究授業　県西部中学校の授業公開（内容Ｃエネルギー変換の技術を予定）
　　　○授業研究
　　　○振り返り
１２月○講　　義　学習指導要領の理解と小学校プログラミング教育
　　　○演　　習　小学校プログラミング教育
　　　○研究授業　県東部中学校の授業公開（内容Ｄ情報の技術を予定）
　　　○授業研究
　　　○振り返り

東京学芸大学
准教授　大谷　忠（７月のみ）

国立大学法人　東京学芸大学　自然科学系　准教授
博士（農学）、博士（教育学）。 島根大学総合理工学部助手、助教授、茨城大学教育学部助教授、准
教授を経て現職。 学習指導要領等の専門的作業等協力者等を歴任。著書に「小学校でできるものづく
り技術（編著）」など多数。ジェームズダイソン財団理事、東京学芸大こども未来研究所理事などを
務める。

862

７月４日（木）、１２月５日（木）
７月４日（木）
県西部中学校（益田市内を予定）
１２月５日（木）
県東部中学校（松江市内を予定）及び島根
県教育センター
３０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 内　容

外部講師
（講師の所属はH３０年度のもの）

講師紹介

中・高等学校音楽科教育講座

～音楽科の学習によって育成する資質・能力～

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ふまえた、主体的・対話的で深い学びの実現を図る授業改善～

学校図書館活用教育講座

～学校図書館を活用して、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を目指す～

よりよい社会を作るための意欲・能力育成講座

～教職員自身によるＰＢＬ（課題解決型学習）実践～

子どもの情報活用能力育成講座

～課題はここだ！知って伸ばす子どもの情報活用能力～

不登校の理解と支援講座

～不登校の要因や背景を理解し、よりよい支援について考える～

生徒理解と支援講座

～子どもの願いに寄り添うための教師の基本姿勢～

児童理解と支援講座

～児童の心理的な発達を理解し、それを踏まえたかかわりについて考え、支援する資質を高める～

教職員のかかわる力を高める実践講座

～子どもや保護者との日常のかかわりを、ロールプレイ等の演習を通し体験的に学ぶ～

特別支援教育専門講座

～自閉スペクトラム症の特性理解編～

学級経営実践講座

～アクティブラーニングの基礎となる学級づくり～

よりよい関係づくり実践講座 1222a
７月２４日（水）～２６日（金）
＜３日間コース＞

～教育相談・生徒指導の実践力を高める～ 1222b

７月２４日（水）～２５日（木）
＜２日間コース＞
浜田教育センター
a,b合計４０名

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～

生徒指導実践講座 1217a
【東部】８月１日（木）
くにびきメッセ
８０名程度

～学級集団づくりと生徒指導の視点から積極的な生徒指導について考える～ 1217b
【西部】８月２日（金）
浜田合同庁舎
７０名程度

教
　
科
　
等

○
中学校及び義務教育学校後期課程、高等学校、
特別支援学校（中等部・高等部）の音楽科を担当
する教員

○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

６月２７日（木）、２８日（金）
島根県教育センター　他
〇２７日（木）　島根県教育センター
〇２８日（金）　松江市立湖東中学校　他（高
等学校と交渉中）
４０名

○ ○

○
中学校及び義務教育学校後期課程、高等学校、
特別支援学校（中学部及び高等部）の教員

〇講　　義　新学習指導要領の趣旨やねらいをふまえた、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　県東部高等学校芸術科（美術）または県東部中学校美術科の授業公開
○協　　議　授業についてのグループ協議
○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
視学官　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、京都市の効率小学校図画工作科の専科を担
当。平成１４年から２３年まで京都市教育員会指導主事を務める。平成23年４月から文部科学省初等
中等教育局教育課程課教科調査官を務め、平成30年４月から現職。

818

１０月１８日（金）
県東部高等学校または
県東部中学校
４０名

○ ○

○

小学校・中学校・義務教育学校、高等学校及び特
別支援学校の教員
ただし、希望者多数の場合は小学校の教員を優
先する

○講　　　義　学校図書館を活用して、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた
　　　　　　　授業改善を目指す
○演習・協議
○振り返り　　研修内容を実践に活かすために

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２３日（金）
松江合同庁舎
６０名

○ ○ ○

○
全校種・全教職員（指導主事・社会教育主事・企
画人事主事・魅力化コーディネーター等を含む）
の希望者

○演　習（参加者自身が取り組む課題解決型学習）
　参加者が設定したテーマ(授業改善や課題解決型学習《PBL》等を通じた生徒や教職員自身
　の資質・能力の向上策等)のもと，協働して課題解決に取り組み，研修の実体験から課題
　解決の力を育むプロセスを学ぶ。
○まとめ（研修内容を実践に活かす）

島根大学教職大学院
准教授　中村　怜詞

隠岐國学習センター
センター長　豊田　庄吾

○中村　怜詞：2018年度まで隠岐島前高校にて島前高校の魅力化を推進。課題解決型学習等を企画・
設計・運営。

○豊田　庄吾：隠岐國学習センターで「グローカル人材育成」に向け，生徒一人ひとりの進路実現を
支援。

1204

＜１回目＞
６月２７日（木）、２８日（金）
サンレイク
＜２回目＞
１０月３１日（木）、１１月１日（金）
サンレイク
（サンレイクでの宿泊を伴う合宿型の研修を
予定しているが帰宅も可能）
３０名

○ ○ ○ ○

小学校・中学校及び義務教育学校の教員

○講　　義　新学習指導要領と情報活用能力の育成・課題
○演　　習　情報活用能力の育成
○協　　議　成果発表・情報交換
○振り返り

教育の
情報化

1208
９月２５日（水）
島根県教育センター
４０名

○ ○

生
徒
指
導
・
教
育
相
談
・
特
別
支
援
教
育

921
６月２８日（金）
松江合同庁舎
８０名

○ ○ ○ ○
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び
特別支援学校の教職員

1042
１０月２４日（木）
松江合同庁舎
８０名

○ ○ ○

（午前）○講義・演習
（午後）○講義
　　　　○振り返り

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、島根大学教育学部心理・発達臨床講座を経て現職。思春期の子どもたちとの
対話を重ねている。著書に「増補 思春期をめぐる冒険」(創元こころ文庫)「好きなのにはワケがあ
る」(ちくまプリマー新書) 他

○
小学校・中学校・義務教育学校、高等学校及び特
別支援学校の教職員　（ただし、前年度［1068］児
童理解と支援講座を受講した方はご遠慮ください）

○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。

○
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び
特別支援学校の教職員

○講義・演習
○振り返り

昭和大学大学院保健医療学研究科
准教授　副島　賢和

子どもの心に寄り添い支える教師の役割について、院内学級での実践を通して提案。ドラマ『赤鼻の
センセイ』（日本テレビ/2009年）のモチーフとなる。2011年にはＮＨＫ『プロフェッショナル仕事の
流儀』に出演。ホスピタル・クラウンの活動も行っている。

1068
９月１２日（水）
松江合同庁舎
８０名

○ ○ ○

○
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び
特別支援学校の教職員

○演　　習　～日常での子どもや保護者とのかかわり～ (グループ別演習)
○振り返り

県内講師1100
１１月６日（水）
島根県教育センター
３９名

○ ○ ○

○
小学校・中学校・義務教育学校、高等学校及び特
別支援学校の教職員

○講義・演習等　（仮）多様な教育的ニーズに対応できるの教師の専門性とは
　　　　　　　　　　　～自閉スペクトラム症の特性理解を中心に～
○振り返り

鳥取大学地域学部教授
鳥取大学附属特別支援学校長
三木　裕和

32年間におよび兵庫県の特別支援学校教員として重症心身障がい児教育、知的障がい児教育に携わ
る。著書「自閉症児のココロ」「人間を大切にする」『七転び八起きの「自分づくり」』他多数。

1215
１０月１１日（金）
松江合同庁舎
６０名

○ ○ ○

○
小学校・中学校・義務教育学校・高等学校及び特
別支援学校教員

○講　　義　基調講演
○演　　習　校種別協議

産業能率大学経済学部
教授　小林　昭文

元埼玉県公立高等学校教諭として勤務。在職中よりカウンセリング、エンカウンターグループ、アク
ションラーニングなどを学び、高校物理授業をアクティブラーニング型授業として開発して成果を上
げる。現在、産業能率大学経営学部　教授

1178
６月２８日（金）
浜田教育センター
７０名

○ ○ ○

1143
６月６日（木）
浜田教育センター
８０名

○ ○ ○

○講　　義　学校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
　　　　　　＜３日間コース＞３グループ
　　　　　　　カウンセリング演習，構成的グループエンカウンター，
　　　　　　　エンカウンターグループ
　　　　　　＜２日間コース＞３グループ
　　　　　　　教育相談入門講座，グループワークトレーニング，
　　　　　　　ブリーフセラピー（解決志向アプローチ）
○振り返り　研修内容を実践に生かすために

スクールカウンセラー
稲田　　彰

スクールカウンセラー
森田　　清

ほか県内教職員

○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。

○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。

○ ○ ○ ○ ○

○
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別
支援学校の教職員

○講義Ⅰ　特別支援学校・特別支援学級における授業作りの面白さとは？
　　　　　（合わせた指導、教科別の指導の実践から学ぶ ）
○講義Ⅱ　自立活動における指導とは何か？(基礎的知識と実践から学ぶ)

島根県立浜田養護学校
校長　道下　利治

岡山大学大学院教育学研究科
教授　仲矢　明孝

○道下　利治：これまで特別支援学校においてダイナミックな活動も含めて子どもたちにつけたい力
を基にした丁寧な授業実践をされており、その実践を通して現任校でも授業づくりの面白さや大切に
したい視点等を研修や校内新聞で発信され、教職員の資質向上を図られている。
　
○仲矢　明孝：小学校、特別支援学校勤務を経て現職。特別支援教育における教育実践者で、学校現
場で日々営まれている授業や指導を基に研究を深められている。特に実用研究において特別支援学校
及び特別支援学級における自立活動の指導の在り方について検討しておられ、様々な学校で実践例を
交えながら講演活動を行っておられる。

幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学
校・特別支援学校の教職員

○講義・演習　学級集団づくりと生徒指導
○振り返り　　本日の研修内容を実践に生かすために

愛媛大学
名誉教授　平松　義樹

愛媛県公立小学校・中学校教諭、松山市教育委員会・愛媛県教育委員会指導主事、愛媛大学教授を経
て、H31年度より現職。専門分野は社会科教育論、授業論、青少年健全育成等であり、独立行政法人
「教職員支援機構」にて「いじめの問題指導者養成研修」「児童生徒理解と望ましい学級づくり」等
の講師を務める。

○ ○ ○ ○
県内の市町村立学校、県立学校の教員で生徒指
導の専門的知識や実践的技能を得ようとする希望
者
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