
※　講習の変更や追加などの最新情報は、更新講習システムでご確認ください。

【講習会場】

表　記 住　　所 会場名

朝　倉 高知県高知市曙町2丁目5-1 高知大学朝倉キャンパス

岡　豊 高知県南国市岡豊町小連 高知大学岡豊キャンパス

物　部 高知県南国市物部乙200 高知大学物部キャンパス

四万十 高知県四万十市右山五月町7番40号 JA高知県中村支所

【必修領域】

　◆優先予約日について

四万十
【必修】
教育の最新事情Ⅰ

6時間 令和2年7月11日 6,000円 100人 令和2年4月16日
令和2年4月17日
～
令和2年4月23日

-

物部
【必修】
教育の最新事情Ⅱ

6時間 令和2年8月1日 6,000円 120人 令和2年4月16日
令和2年4月17日
～
令和2年4月23日

-

朝倉
【必修】
教育の最新事情Ⅲ

6時間 令和2年8月20日 6,000円 300人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

2クラスで
実施

朝倉
【必修】
教育の最新事情Ⅳ

6時間 令和2年12月5日 6,000円 300人 令和2年9月8日
令和2年9月9日～
令和2年9月15日

2クラスで
実施

本講習では、国の教育政策や世界の教育の動
向・教員としての子ども観、教育観等について
の省察・子どもの発達に関する脳科学、心理学
等における最新の知見（特別支援教育に関す
るものを含む）・子どもの生活の変化を踏まえ
た課題について講習を行う。最新の教育情報
のみならず、実践に活かせる知見も提供するこ
とによって実践的指導力を高めることも重視す
る。

柳林　信彦（教職実践高度化専攻教授）
内田　純一（地域協働学部教授）
古口　高志（教職実践高度化専攻准教授）
加藤　誠之（教育学部准教授）
横山　卓（教育学部講師）
野中　陽一朗（教育学部講師）
中村　直人（高知工科大学　経済・マネジメント学群
教授）
鈴木　高志（高知工科大学　共通教育教室准教授）
福石　賢一（高知工科大学　共通教育教室准教授）
村上　達也（高知工科大学　共通教育教室講師）

対象職種
主な受講
対象者

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員

講習の概要 担当講師 時間数 講習の期間会場 受講者募集期間 備考

令和2年度　高知大学教員免許状更新講習　開設講習一覧

　　　　令和2年度末に修了確認期限となる方が、優先して受講予約できる日です。令和3年度末が修了確認期限の方は、優先予約日には受講予約ができませんのでご注意ください。

優先予約日講習の名称 定員受講料



【選択必修領域】

学校種 免許職種、教科等

朝倉
【選択必修】学校における危
機管理上の課題/連携・協
力のための人間関係

「学校における危機管理上の課題」では、児童生徒を取り巻く様々な安全
上の課題について学校安全の3領域（災害安全、交通安全、防犯を含む
生活安全）の観点から、学校の組織的対応の必要性や安全教育の在り
方について学ぶ。
「連携・協力のための人間関係」では、様々な問題に対する組織的対応
の必要性について、人間関係の観点から理解し、学校の内外における連
携・協力をするための視点について学ぶ。

福住　紀明（教育学部　講師）
吉門　直子（高知県教育委員会
事務局　学校安全対策課 企画
監）

6時間 令和2年6月20日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない 6,000円 80人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

-

朝倉
【選択必修】中学校・高校英
語教員のための英語音声
学

中学校および高校の英語教員を対象とする英語音声学講習。日本人が
苦手とする英語の母音、子音、強勢、リズム等に焦点を当てる。適宜日本
語の音声と比較しながら英語音声現象の学問的分析を行いながら明瞭
性改善のための実践的練習を行う。講習および試験は全て英語で行わ
れるため、受講者はCEFR B2 (IELTS 5.5, TOEFL iBT72, TOEIC 785) 以
上の英語力を有することが求められる。

柴田　雄介（全学教育機構 准教
授）

6時間 令和2年6月27日
中学校
高等学校

中学校・高等学校
（英語担当）教諭
向け

6,000円 20人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

筆記用具、スマートフォ
ンまたはタブレットコン
ピューター

朝倉

【選択必修】学習指導要領
の改訂の動向等／様々な
問題に対する組織的対応の
必要性

前半は、学習指導要領の改訂に伴う学習指導の動向について「主体的・
対話的で深い学び」の観点から、また教科の見方・考え方及び育成する
資質・能力の観点から議論する。
後半では、組織の成立要件の一つである「コミュニケーション」を中心に取
り上げます。組織成員／チームメンバーとしての自分のあり方に気づき、
それを日頃のコミュニケーション・対人関係・対話・フィードバックに活かす
ことを目的に開講されます。

楠瀬　弘哲（大学院総合人間科
学研究科教職実践高度化専攻
教授）
俣野　秀典（地域協働学部／大
学教育創造センター 講師）

6時間 令和2年7月4日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない 6,000円 60人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

学習指導要領解説
（各自が担当する教科）

四万十
【選択必修】今後の学習指
導における国内外の理解

午前は、学校を巡る近年の様々な状況変化についての知見、とりわけ学
習指導をめぐる知見を提供し、今後どのような学校教育を目指していくべ
きかという問題について考えることを目標とする。
午後は、特に次期学習指導要領をはじめとするナショナル・スタンダード
の趣旨について、歴史的・社会的背景や学習指導要領改訂の歴史を踏
まえつつ理解する。また、そのような理解を学校現場における教育課程
編成や日々の教育実践にどう生かせるかを検討する。

岡谷　英明（教育学部　教授）
古市　直樹（大学院総合人間科
学研究科教職実践高度化専攻
講師）

6時間
令和2年7月13日
令和2年7月12日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない 6,000円 30人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

-

四万十
【選択必修】学校における危
機管理上の課題/連携・協
力のための人間関係

「学校における危機管理上の課題」では、児童生徒を取り巻く様々な安全
上の課題について学校安全の3領域（災害安全、交通安全、防犯を含む
生活安全）の観点から、学校の組織的対応の必要性や安全教育の在り
方について学ぶ。
「連携・協力のための人間関係」では、様々な問題に対する組織的対応
の必要性について、人間関係の観点から理解し、学校の内外における連
携・協力をするための視点について学ぶ。

福住　紀明（教育学部　講師）
吉門　直子（高知県教育委員会
事務局　学校安全対策課 企画
監）

6時間
令和2年7月13日
令和2年7月12日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない 6,000円 50人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

-

　　　優先予約日について
　　　　　　令和2年度末に修了確認期限となる方が、優先して受講予約できる日です。令和3年度末が修了確認期限の方は、優先予約日には受講予約ができませんのでご注意ください。

優先予約日

主な受講対象者

講習の名称 講習の概要 担当講師 時間数 講習の期間 定員受講料会場 受講者募集期間 備考



学校種 免許職種、教科等

優先予約日

主な受講対象者

講習の名称 講習の概要 担当講師 時間数 講習の期間 定員受講料会場 受講者募集期間 備考

四万十
【選択必修】教育相談－発
達障がいの正しい理解と対
応方法－

発達障害のある児童生徒は学習・行動面の課題への指導だけでなく不
登校やいじめなどの二次的な問題の予防が必要です。この講義ではまず
発達障害のある人の認知特性と行動特徴についてその心理学的・神経
学的背景を学びます。次に学習指導におけるユニバーサルデザイン化の
工夫、読み困難など学習の困難への指導の工夫について講義します。さ
らに行動問題についてはABC分析による個々の支援方法とスクールワイ
ドな支援の必要性について講義します。なおそれぞれのパートの中でペ
アトーク、グループワークを行います。

松本　秀彦（大学院総合人間科
学研究科教職実践高度化専攻
准教授）

6時間
令和2年7月13日
令和2年7月12日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学校
教諭向け

6,000円 80人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

-

物部
【選択必修】学校、家庭及び
地域の連携及び協働

今日の学校教育を巡る課題は複雑で多様化の一途であり、現状の学校
運営において、教職員の熱意や努力だけでは課題解決は困難な状況に
ある。その課題解決のための方策として、また地域創生の視点からも、地
域の教育資源を生かし、家庭や地域と連携・協働した学校運営への転換
が求められている。地域における学校の在り方がどのように問われてき
たか関係法令、実践事例等に触れながら理解を深め、地域と共にある学
校の運営を考える。

永野　隆史（大学院総合人間科
学研究科教職実践高度化専攻
教授）

6時間 令和2年8月3日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない 6,000円 50人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

-

物部
【選択必修】「特別の教科
道徳」と道徳教育

本講習では、「特別の教科　道徳」及び道徳教育の趣旨、内容、指導方法
等についての講義、「特別の教科　道徳」及び道徳教育の実践事例に関
する協議や検討、学習指導案の作成等の演習を行います。こうした学習
によって、道徳教育の充実を図り、「特別の教科　道徳」の趣旨を踏まえ
た効果的な実践を創造し、展開することができる実践的指導力を育成す
るようにします。

森　有希（大学院総合人間科学
研究科教職実践高度化専攻　准
教授）

6時間 令和2年8月3日
小学校
中学校

小学校・中学校教
諭向け

6,000円 50人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

小学校学習指導要領
解説　特別の教科　道
徳編
中学校学習指導要領
解説　特別の教科　道
徳編
※自身の校種のものい
ずれかを持参。

物部 【選択必修】英語教育

2020年度より小学校3年生からの外国語活動が全面実施となり、これま
で以上に小中高の教育内容の接続が重要になります。本講習では、英語
という教科の教育内容や教育活動の積み重ねの重要性を、第2言語習得
論及び認知心理学の視点から検討します。加えて、小中高の教育内容の
接続の現状と課題を扱います。

野村　幸代（大学院総合人間科
学研究科教職実践高度化専攻
准教授）

6時間 令和2年8月3日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

小学校・中学校・
高等学校・特別支
援学校（英語担
当）教諭向け

6,000円 20人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

（可能であれば）勤務校
のCan Do リスト

朝倉
【選択必修】学校を巡る近年
の状況の変化／学校におけ
る危機管理上の課題

（午前）
本講習では、子ども、教師、および保護者の「学校や教育に対する意識」
について、具体的なデータを提示しながら考えていくことにより、自身の実
践に対する見解を深めていく手がかりを得ることを目指します。
（午後）
「学校における危機管理上の課題」では、児童生徒を取り巻く様々な安全
上の課題について学校安全の3領域（災害安全、交通安全、防犯を含む
生活安全）の観点から、学校の組織的対応の必要性や安全教育の在り
方について学ぶ。

鈴木　康郎（高知県立大学　地域
教育研究センター 准教授）
吉門　直子（高知県教育委員会
事務局　学校安全対策課　企画
監）

6時間 令和2年8月13日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない 6,000円 80人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉
【選択必修】小学校の英語
教育

本講習では，教科化された外国語および低学年化された外国語活動に
ついて，教科書や教材を利用しながら，課題解決型言語活動のあり方に
ついて講義演習を行う。また，高学年では語順の指導が求められること
から，フィンランド型の語順指導教材などを参考にしながら，国語科と連
携をした語順指導のあり方についても検討をしていく。

多良　静也（教育学部　教授） 6時間 令和2年8月21日 小学校
小学校（外国語活
動・外国語） 教諭
向け

6,000円 20人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

学校で使用している教
科書（高学年）および教
材（中学年）



学校種 免許職種、教科等

優先予約日

主な受講対象者

講習の名称 講習の概要 担当講師 時間数 講習の期間 定員受講料会場 受講者募集期間 備考

朝倉
【選択必修】進路相談及び
キャリア教育

今日，社会問題になっている若者の非社会的・反社会的行動を分析しな
がら，それぞれの児童生徒にふさわしいキャリア形成をするためのキャリ
ア教育を，どのように推進すべきかについて考えていきます。この講義で
は，現在の学校で行われている進路指導・キャリア教育の実情を話し合
いながら，学校でのキャリアカウンセリングの活用方法から個別支援の充
実に向けた取り組みについて考えていきます。

岡田　倫代（大学院総合人間科
学研究科教職実践高度化専攻
教授）

6時間 令和2年8月25日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

小学校・中学校・
高等学校・特別支
援学校　教諭・養
護教諭・栄養教諭
向け

6,000円 60人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉
【選択必修】教育における
ICT活用

情報処理通信（ICT）機器であるコンピュータの，学校現場における活用
についての基礎を学習する．
情報モラルや情報セキュリティについての話題の他，成績等の統計処
理・分析ツールとして学校現場で広く利用されている表計算ソフトExcelの
基礎を中心に講習を行う．
Excel（2013以降，バージョンは問わない）インストール済みのノートパソコ
ンを持参すること．

北川　晃（教育学部　講師） 6時間 令和2年8月27日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない 6,000円 30人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

Microsoft Excel
（2013/2016/2019）をイ
ンストール済みのノート
パソコン
（できればWindows機）．
当日USBメモリでデータ
を渡すので，セキュリ
ティ設定の問題ないも
の．

朝倉
【選択必修】進路相談及び
キャリア教育

本講習では、現在重要な施策の一つとなっているキャリア教育の評価に
ついて学びます。キャリア教育の評価が重要な教育施策の一つとなって
いる政策的背景を解説するとともに、学校現場の現状をデータに基づい
て分析します。それを踏まえて、今後各学校でキャリア教育の評価を実施
するに当たって参考となる事例を紹介します。これらを踏まえて、実際に
学校でキャリア教育の評価を行うための評価指標づくりを行います。

石嶺　ちづる（教育学部　助教） 6時間 令和2年9月5日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校

幼稚園・小学校・
中学校・高等学校
教諭

6,000円 60人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉
【選択必修】教育相談～カウ
ンセリング技法を体験型で
学ぶ～

目的は、教育相談力向上である。形態は、アクティブ・ラーニングの形態
で行います。教育相談的な手法を用いたアクティブ・ラーニング型授業モ
デルを体験しながら、児童生徒の望ましい人間関係づくりについても考え
ていきたい。内容は、①予防的・開発的生徒指導の観点から、教員がで
きる教育相談的な関わり方について、②児童生徒の個人と学級集団のア
セスメント手法、③「チーム学校」として、組織的に児童生徒に対応する方
法について。

杉田　郁代（大学教育創造セン
ター 准教授）

6時間 令和2年11月29日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない 6,000円 80人 令和2年9月8日
令和2年9月9日～
令和2年9月15日

-

朝倉
【選択必修】学校・家庭・地
域の連携・協働

本講習のねらいは、学校・家庭・地域の連携・協働に対する理解を深め、
学校現場での活かし方を考えることです。前半は学校・家庭・地域の連
携・協働をめぐる国の政策や高知県内の動向、取組事例などについて紹
介します。後半は、地域における持続可能な開発のための教育（ESD）を
テーマに、グループワークを通して学校・家庭・地域の連携・協働による
教育活動を推進していくための課題と展望を考えます。

斉藤　雅洋（地域協働学部　助
教）

6時間 令和2年12月6日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない 6,000円 50人 令和2年9月8日
令和2年9月9日～
令和2年9月15日

-



【選択領域】

同一講習（開催年月日の異なる同名講習または同一内容の講習）の受講は二重履修となり履修証明書の発行はできません。　既に履修済みの講習がある方はご注意ください。
二重履修の対象となる講習は、下表の「二重履修」の欄に「◎」で示されているものが該当します。

　 令和2年度末に修了確認期限となる方が、優先して受講予約できる日です。令和3年度末が修了確認期限の方は、優先予約日には受講予約ができませんのでご注意ください。

朝倉 ◎ 【選択】声楽基礎 (声の仕組み・
発声・歌の指揮など)

発声の基本を体のほぐし方や腹式呼吸の段階から実践して
いきます。
歌唱共通教材等を用いての歌唱指導及び簡単な合唱指揮
の練習。言葉のニュアンスと旋律の関係に着目しながら生き
生きとした歌唱表現を学びます。
動きやすい服装で受講してください。この講習は実際に音楽
を担当している教諭対象の内容です。

小原　浄二（教育学部教授） 6時間 令和2年6月20日 教諭
小学校・中学校・
高等学校　（音楽
担当）教諭

6,000円 30人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

発声の際に体を動かすことがあ
ります。服装についてご考慮を
お願い致します。

朝倉 【選択】数理の世界

本講習では整数についての基本的な性質や、現在までに知
られている様々な話題について学ぶ．可能な限り演習をとり
入れて受講者が聞くだけではなく実際に紙と鉛筆を使い、手
を動かして計算することで理解を深めるよう配慮したい．

佐藤　淳郎（教育学部教授） 6時間 令和2年6月20日 教諭
高等学校　（数学
担当）教諭

6,000円 5人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

-

朝倉 ◎ 【選択】木工芸・工作の基本と小
品制作

図画・工作、美術・工芸関連の選択領域である本講習は、工
作、工芸の領域の中で、木を素材とした課題を扱い、小品の
制作を行う。
木材による工作・工芸にとって最低限必要な道具（主に彫刻
刀）の使用法をマスターし、既存の教材ではなく、自身が
「木」を使った工作の課題を考える際のヒントになる課題を制
作することが目標である。持参品は彫刻刀、スケッチブック、
鉛筆等。工作作業に適した服装での受講をお願いします。
作品は当日返却します。
尚、本講座は「主な受講対象者」のみ受講可能です。

吉光　誠之（教育学部教授） 6時間 令和2年6月20日 教諭

小学校・中学校・
高等学校　（図画
工作・美術・工芸
担当教諭）

6,000円 7人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

彫刻刀、スケッチブック、鉛筆等
工作作業に適した服装

物部 ◎ 【選択】農業生産における技術と
経営に関する演習と講義

農業の新しい技術や経営の考え方について学ぶ。これらの
新しい農業に関する幅広い知識・技術を高校生に教授する
ための手法について互いに研鑽を深める。

島崎　一彦（農林海洋科学部教授）
宮崎　彰（農林海洋科学部准教授）
松島　貴則（農林海洋科学部講師）

6時間 令和2年6月20日 教諭
高等学校　（農業
に関する科目担
当教諭）

6,000円 10人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

簡単な実験・実習を行うのに支
障ない服装

朝倉 ◎ 【選択】南海地震に備える

近づく南海地震に備えるために、まず、地震や津波の発生メ
カニズムについて学びます。次に、最近の世界や日本で発
生した被害地震について、そこで何が起こったのかを知ると
ともに、地震を災害にしない方法を考えます。さらに、個々の
学校周辺地域の地形的な特徴を理解することも目標としま
す。講義が中心ですが、多くの写真や図、動画を利用して視
覚的に理解できるように準備します。

岡村　眞（防災推進センター客員教
授）
松岡　裕美（理工学部准教授）

6時間 令和2年6月27日
教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員向け 6,000円 100人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

-

朝倉 ◎ 【選択】保育の場で応用できる基
礎的なカウンセリングの考え方

さまざまなカウンセリングの理論の中から、行動に焦点を当
てる考え方と感情に焦点を当てる考え方を紹介し、子どもや
保護者の行動を理解し支援する上でのカウンセリングの有
用性について講じる。また、カウンセリングの基本的な傾聴
の技法について解説し、ロールプレイを通して学ぶ場を設定
する。

玉瀬　友美（教育学部教授） 6時間 令和2年6月27日
教諭
養護教諭
栄養教諭

幼稚園教諭・養
護教諭・栄養教
諭

6,000円 50人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

-

講習の期間

　◆優先予約日について

　◆二重履修について

二重履修 優先予約日対象職種 主な受講対象者 定員受講料会場 受講者募集期間 備考講習の名称 講習の概要 担当講師 時間数



講習の期間二重履修 優先予約日対象職種 主な受講対象者 定員受講料会場 受講者募集期間 備考講習の名称 講習の概要 担当講師 時間数

朝倉
【選択】コケ類・クマムシ類概説と
採集・観察

身近な生物でありながら，その実体はあまり知られていない
コケ類（蘚苔類）とクマムシ類（緩歩動物）について，分類，
系統，生態，形態などを概説する．さらに，高知大学朝倉
キャンパス内で採集を行い，実体顕微鏡下での解剖，光学
顕微鏡による観察とスケッチを行う．主な受講対象は中学校
および高等学校（理科担当）教諭．

松井　透（理工学部教授） 6時間 令和2年6月27日 教諭
中学校・高等学
校（理科担当）教
諭

6,000円 10人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

朝倉キャンパス内でコケ類採集
を行うため，汚れてもかまわな
い動きやすい服装で参加して下
さい

物部
【選択】農業基盤整備のための基
礎科学

○農業に必要な土壌中の水について，土壌構造，保水性，
透水性の観点から考える．
○近年の農業水利施設の老朽化や維持管理上の課題につ
いて，建設材料の観点から学ぶ．
○健全な水資源・水環境の整備に関する知識・技術につい
て，近年の調査研究事例を交えて解説する．
○ダム・ため池・堰・水路など各種農業水利施設の設計理論
の基礎となる静力学を用いて，身近な構造物の設計プロセ
スを学ぶ．

松本　伸介（農林海洋科学部教授）
齋　幸治（農林海洋科学部准教授）
佐藤　周之（農林海洋科学部准教
授）
佐藤　泰一郎（農林海洋科学部准教
授）

6時間 令和2年6月27日 教諭
高等学校（理科
担当）教諭

6,000円 20人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

-

朝倉 ◎ 【選択】中高等学校理科指導のヒ
ント（化学領域）

化学領域を深く学び、中学校及び高等学校理科での指導上
のヒントに資する。化学領域では、化学物質に関する理解を
深めることを目的とし、身近な材料を使ったクロマトグラ
フィーに関する実験と講義を行い、化学物質の「分離」に関
する原理やその応用について学ぶと共に、「物質の姿」、「状
態変化」等に関連した内容を学習する。実験を通じて、体験
しながら基礎的概念を習得することを狙いとすると共に，教
材として活用される可能性を探る。
実験しやすい服装と運動靴などで受講してください。

蒲生　啓司（教育学部教授）
西脇　芳典（教育学部准教授）

6時間 令和2年7月4日 教諭
中学校・高等学
校（理科・化学等
担当）教諭

6,000円 24人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

実験しやすい服装と運動靴など
で受講してください。

朝倉
【選択】新学習指導要領に沿った
自立活動中心の「個別の指導計
画」作成法

学校教育法第72 条の改正により自立活動の目標は「障害
による学習上又は生活上の困難の改善・克服」に改められ、
「学校の教育活動全体を通じて行う自立活動の指導につい
ては，自立活動の時間における指導と各教科等の指導との
密接な関連を保つ」ことが必要とされた。そこで、本講習で
は、特別支援教育担当教員を対象に、新学習指導要領解説
に沿って、自立活動を中心とする個別の指導計画の作成法
を実践的に学習する。

寺田　信一（教育学部教授） 6時間 令和2年7月4日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校（特支
学級・通級担当）
教諭

6,000円 30人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

-

岡豊 ◎ 【選択】小児の発達障害、ワクチ
ンおよび検尿を通した健康教育

小児科領域で大切な、以下の3点について講義を行います。
１．小児の発達障害(自閉症スペクトラム障害、多動注意欠
損障害等含む)の診断、対処方法などにつて概説します。２．
小児期にぜひとも受けていただきたいワクチン(予防接種)の
種類とその意義について概説します。３．学校検尿の意義と
問題点、尿検査をとおした生涯健康教育について概説しま
す。

藤枝　幹也（医学部小児思春期医学
教授）
久川　浩章（医学部准教授）
脇口　明子（医学部臨床教授(称号
付与)）

6時間 令和2年7月4日
教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 100人 令和2年4月16日
令和2年4月17日～
令和2年4月23日

-

朝倉
【選択】塑造の基本－粘土による
造形から石膏取りまで－

塑造は、素材の性質上、学校教育現場の中でも扱われにく
い領域です。しかしながら、粘土という可塑性素材は、造形
活動をする上でとても魅力的な素材であります。今回の講習
では、塑造の基本について確認し、学校教育現場で役立つ
教授手法を学びます。

阿部　鉄太郎（教育学部講師） 6時間 令和2年8月13日 教諭
中学校・高等学
校　（美術担当）
教諭

6,000円 10人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

粘土ヘラ、手拭きタオル、石膏
を扱うので、よごれてよい服装

朝倉 ◎ 【選択】小学校探究型社会科学習
の理論と実践

H29版学習指導要領では，全ての教科において、「主体的・
対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善（アクティブ・
ラーニングの視点に立った授業改善）を推進することが求め
られている。本講座では、小学校社会科教育研究において
蓄積されてきた探究型学習の理論と実践を参照しながら、
小学校社会科授業で実現すべき「主体的・対話的で深い学
び」について考察する。

藤田　詠司（教育学部教授） 6時間 令和2年8月13日 教諭
小学校　（社会担
当）教諭

6,000円 20人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-
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朝倉 ◎ 【選択】言語活動を取り入れた古
典指導

学習指導要領の伝統的な言語文化における理念と実践上
の課題を、「言語活動」をキーワードとして考えていく。小学
校・中学校・高等学校における学びを、段階的・系統的に結
び付けていくことをねらいとしている。

吉田　茂樹（教育学部准教授） 6時間 令和2年8月13日 教諭
小学校・中学校・
高等学校（国語
担当）教諭

6,000円 30人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

所属する校種の「学習指導要
領解説　国語編」、電子辞書（で
きるだけ）

朝倉 ◎ 【選択】中学校理科指導のヒント
（生物領域）

中学校生物分野における、無脊椎動物の身体のつくりと働
きを取り上げる。身近な教材の候補として、“食卓にあがる
生物”を例に、生物の多様性と生態系における生物の役割
を理解する観察と実験をおこなう。

伊谷　行（教育学部教授） 6時間 令和2年8月14日 教諭
中学校（理科担
当）教諭

6,000円 18人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉 ◎
【選択】中高数学科における問題
解決の授業を目指して―今日的
な授業改善の方向性―

本講習では中高数学授業において，次期学習指導要領が
求める授業像の具体を，「問題解決」を切り口に検討しま
す。生徒達に今求められる資質・能力とは何か？数学授業
で「主体的・対話的で深い学び」をどのように実現するか？
全国学力・学習状況調査の結果や大学入学共通テスト（新
テスト）試行調査問題等も踏まえながら，今日的な授業改善
の方向性を具体的に解説します。なお，本講習では中学数
学，高校数学の両教材を扱いながら展開します。

服部　裕一郎（教育学部講師） 6時間 令和2年8月14日 教諭
中学校・高等学
校（数学担当）教
諭

6,000円 20人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉 ◎ 【選択】文章を味わうための日本
語文法

国語の授業で扱う「学校文法」は、日本語母語話者を対象と
した文法です。一方で、外国人を対象とした日本語教育で用
いられる「文法」もあり、こちらは文章の理解に役立ちます。
例えば、「は」と「が」の使い分け、「ようだ」と「らしい」の違い
などです。本講義ではこうした文法の中からいくつかを取り
上げ、教科書教材を例に「読解にどう使えるのか」をお話しし
たいと思います。なお、中学校教科書が中心になります（小
学校教材のリクエストがあれば、申し込みの際のアンケート
に記載してください）

岩城　裕之（教育学部准教授） 6時間 令和2年8月18日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校（国語
担当）教諭

6,000円 40人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉 ◎ 【選択】南海地震に備える

近づく南海地震に備えるために、まず、地震や津波の発生メ
カニズムについて学びます。次に、最近の世界や日本で発
生した被害地震について、そこで何が起こったのかを知ると
ともに、地震を災害にしない方法を考えます。さらに、個々の
学校周辺地域の地形的な特徴を理解することも目標としま
す。講義が中心ですが、多くの写真や図、動画を利用して視
覚的に理解できるように準備します。

岡村　眞（防災推進センター客員教
授）
松岡　裕美（理工学部准教授）

6時間 令和2年8月18日
教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員向け 6,000円 100人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉 ◎
【選択】メンタルトレーニングの基
礎を学ぶ（運動・スポーツの心理
学）

本講習担当者は、これまで一貫して「心と身体のつながり」
に焦点をあてた実践的な研究を展開してきた。近年はオリン
ピック選手のメンタルサポートを担当している。本講習では、
スポーツ・武道競技選手が試合場面で自己の持つ力を十分
に発揮するために求められる心理的要素は何か、またより
効果的で効率の良い練習やチームづくりを行うためには、ど
のような心理的方法論を用いるべきか等の内容について講
義を行う予定である。課外活動指導のみならず、学校生活
における指導全般に適用可能な講義内容といえる。

矢野　宏光（教育学部教授） 6時間 令和2年8月18日 教諭
小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校　教諭

6,000円 30人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-
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物部
【選択】現在の水産学（病理、育
種分野）

本講義は二本立ての内容である。午前と午後で水産学に関
する異なる研究分野について、現在行われている最新の研
究内容を紹介、概説する。
   １～2限では水族病理分野の話として、養殖場や河川等で
流行している感染症を挙げ、その問題点と課題、新たな取り
組みについて概説する。
　3～4限では魚介類の品種改良について、「ゲノム編集」な
どの例を挙げ、その原理、作成方法、期待される効果、問題
点について概説する。

関　伸吾（農林海洋科学部教授）
今城　雅之（農林海洋科学部講師）

6時間 令和2年8月18日 教諭
高等学校　（水産
担当）教諭

6,000円 40人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

ノート

朝倉
【選択】第二言語習得論を活かし
た課題解決型言語活動

中・高の連携において大切なことの一つとして、目ざしたい
ゴールの共有化（「自律した言語使用者」）がある。言語学習
者（language learner)から自律した言語使用者(language
user)を育成することを目ざすためには、言語活動を十分工
夫する必要がある。本講習では、インプット、アウトプット、イ
ンターアクションの重要性、動機づけ理論などを第二言語習
得論より考察したうえで、効果的な言語活動の在り方を、タ
スクの特徴を踏まえ検討する。

今井　典子（人文社会科学部　人文
社会科学科　国際社会コース教授）

6時間 令和2年8月19日 教諭
中学校・高等学
校（英語担当）教
諭

6,000円 30人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

英語辞書

朝倉 ◎ 【選択】身の回りの現象を数学を
用いて解析する

身の回りに起こる現象について、実験を通してデータを集
め、数式化し、それを数学的に解くことにより現象を解析す
るといった数理モデル化の手法について取り扱う。数理モデ
ルに関する理論的な取り扱いやその方法、考察に関する内
容を主として取り扱う。具体的な例はあまり扱わないが、大
学生が実施した数理モデル化やそれを用いた考察例などを
一部紹介する。

加納　理成（教育学部講師） 6時間 令和2年8月19日 教諭
中学校・高等学
校（数学担当）教
諭

6,000円 20人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉 ◎ 【選択】国際経営を多面的に考え
る

本講習では，企業の国際的な活動を中心に，企業内外での
ヒト，モノ，カネ，情報の動きといった多面的な視点から，企
業行動について講義を行なう。現代社会の企業経営におけ
る国際的な活動の現状や課題・解決策などについて，経営
学や会計学の視点から見つめることで，商業科における教
育がどのように企業経営と関わるのか考察する。

伊丹　清（人文社会科学部教授）
山内　高太郎（人文社会科学部教
授）
磯田　友里子（人文社会科学部講
師）
深山　誠也（人文社会科学部講師）

6時間 令和2年8月19日 教諭
高等学校（商業
担当）教諭

6,000円 30人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉 ◎ 【選択】南海地震に備える

近づく南海地震に備えるために、まず、地震や津波の発生メ
カニズムについて学びます。次に、最近の世界や日本で発
生した被害地震について、そこで何が起こったのかを知ると
ともに、地震を災害にしない方法を考えます。さらに、個々の
学校周辺地域の地形的な特徴を理解することも目標としま
す。講義が中心ですが、多くの写真や図、動画を利用して視
覚的に理解できるように準備します。

岡村　眞（防災推進センター客員教
授）
松岡　裕美（理工学部准教授）

6時間 令和2年8月21日
教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員向け 6,000円 100人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉 ◎ 【選択】英語文学作品で学ぶ言葉
と社会

本講義では、様々な英語文学品（抜粋）の原文と翻訳を読
み、比較する。その目的の1つ目は、英語の読解力を養うと
同時に、英語と日本語の特徴や文学作品を原文で読むこと
の意義を考えることである。2つ目の目的は、文学作品を読
む、言い換えれば、解釈するとは如何なることかを考えるこ
とにある。さらに、英米の歴史や文化についての知識を養
う。

長谷川　雅世（教育学部講師） 6時間 令和2年8月21日 教諭
中学校・高等学
校（英語担当）教
諭

6,000円 20人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

英和辞典（電子辞書可）
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朝倉 ◎ 【選択】わが国における社会的養
護の現状

学校には、児童養護施設や里親など社会的養護のもとで生
活する子どもも通っている。ただ、そのような社会的養護の
もとで子どもたちがどのように生活しているのかなど実態に
ついてはあまり知られていない。本講習では、社会的養護に
関する施策をふまえた上で、社会的養護に関する基本的事
項について概説する。

三ツ石　行宏（教育学部講師） 6時間 令和2年8月21日 教諭
幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校　教諭

6,000円 25人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉 ◎ 【選択】保育者のキャリア形成と
保育実践について考える

本講座は、幼稚園教諭免許状所持者を対象としている。こ
れまでの保育者としての自身の仕事や生活を振り返ること
で、どのようにして保育者としての能力を身に付けてきたの
か、そして今後も身に付けていくのかを探っていく。また、新
任保育者への指導方法や園内研修の方法、地域の子育て
支援等について、参加者とも話し合うことで新しい知見を得
る。

川俣　美砂子（教育学部准教授） 6時間 令和2年8月25日 教諭 幼稚園　教諭 6,000円 30人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

はさみ、のり

高知大
学 ◎ 【選択】数学をつくる活動をめざし

た算数の教材開発と学習指導

最近の算数学習指導の研究では、教材研究が疎かになって
いる。しかし、子どもの主体的・対話的で深い学びを実現す
る授業実践のためには、教材研究こそ、小学校教師の最重
要課題である。確かな教材研究を行うためには、まず小学
校教師が数学をつくる活動を体験することが必須である。本
講習では、具体的な教材開発を通して、数学をつくっていく
過程を受講生に体験させ、数学的見方・考え方を体得させ
る。

中野　俊幸（大学院総合人間科学研
究科教職実践高度化専攻教授）

6時間 令和2年8月25日 教諭 小学校　教諭 6,000円 25人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉 ◎ 【選択】剣道授業のつくり方（剣道
指導法）

平成24年度から義務教育において武道の必修化が始まっ
た。それを受けて、教育現場ではどのような武道の授業をつ
くるかが求められている。本講習では以下の①～④にポイン
トを絞り、理論と実習形式で講習を展開する。①剣道授業の
特性、②剣道の専門知識の修得、③剣道の基本技術の習
得、④剣道授業のつくり方。剣道具はすべて貸与。剣道未経
験者の受講も支障なし。運動できる服装と筆記用具のみ持
参のこと。

矢野　宏光（教育学部教授） 6時間 令和2年8月25日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校（保健
体育担当）教諭

6,000円 15人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

運動できる服装（内履き不要）、
筆記用具

朝倉
【選択】マザー・グースで学ぶ英
語のリズム

英語を習得するためには、英語のリズムを身につける必要
があります。そのために、本講習ではマザー・グースの童謡
を音声を重視して詳しく学びます。また、童謡が書かれた時
代的背景についても適宜触れたいと思います。なお、主な受
講対象者以外の受講は受け入れません。

吉門　牧雄（人文社会科学部教授） 6時間 令和2年8月25日 教諭
中学校・高等学
校（英語担当）教
諭

6,000円 10人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉
【選択】東アジアから見る保育と
家庭科

本講習においては、家庭科教育の保育領域について東アジ
アの視点を導入して学習する。現在、世界の中でも特に東ア
ジア地域において少子高齢化の進行が早く、深刻な状態に
あるため、日本を含めた東アジア地域一帯では、保育、子育
て、教育等の改革が急ピッチでなされている。そこで本講習
では、東アジアの事例を取り上げながら、日本における保
育、子育て支援、ケア、教育、家族、ジェンダーに関わる諸
問題を相対化して捉えることとする。

磯部　香（教育学部講師） 6時間 令和2年8月26日 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校（家庭科担当）
教諭

6,000円 30人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉 ◎ 【選択】小学校教員のための英語
発音トレーニング

この講習は，小学校の教員を対象としたもので，英語音声理
論の概略を学び，それを踏まえて，正しく発音できるようにな
るトレーニングを行う内容となっている。英語の音を正しく聞
き分ける，そして，産出する練習が中心となっている。した
がってフォニックスなどの指導方法は本講習では扱わない。
単音や音のまとまりを正しく発音できないとフォニックスの指
導などはできない。この講習は主な受講対象者のみ受講可
能です。

多良　静也（教育学部教授） 6時間 令和2年8月26日 教諭 小学校　教諭 6,000円 20人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日 -
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朝倉 ◎
【選択】電気回路設計，計測・制
御のプログラミングにおける教材
開発

中学校技術・家庭技術分野及び高等学校工業（電子・情報）
分野における授業づくりについて，教材・教具の開発に視点
をあてて講習を行います．最初に，技術分野における教材・
教具の在り方について解説します．次に、PCを用いた計測・
制御教材を取り上げ，使用方法，取得したデータに基づく電
気回路の設計学習及び計測・制御のプログラミング学習に
ついて解説していきます．さらに，この教材・教具を用いた授
業展開について検討を行い，科学的なものづくり学習の在り
方を追求していきます．

道法　浩孝（教育学部教授） 6時間 令和2年8月26日 教諭
中学校・高等学
校（技術科・工業
担当）教諭

6,000円 12人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

電気に関する実験・実習ができ
る服装

岡豊 ◎
【選択】肥満症・糖尿病・喘息・イ
ンフルエンザ・性行為感染症・HIV
について

子供に起こる内分泌代謝疾患につき概説し、過食や運動不
足を背景として発症が増加している肥満症、糖尿病の予防
についても解説を加えます。呼吸器は外界とつながり有害
物質などの影響をうけやすい器官です。喘息、インフルエン
ザ、結核など子供に関係する呼吸器疾患、喫煙の害につい
て解説します。増加している性行為感染症およびHIVについ
て概説し、性行動が活発化した背景、および効果的な予防
教育などについても解説します。

大西　広志（医学部講師）
平野　世紀（医学部内分泌代謝・腎
臓内科　助教）

6時間 令和2年8月26日
教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 100人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉
【選択】情報社会の地理学：交通・
通信の役割を考える

グローバル化、情報社会の進展により、人々のグローバル
な移動、多国籍企業の展開など様々な変化がみられる。本
講習では、現代社会を支える交通・通信の役割を中心に学
び、交通・通信が人口分布や経済立地などの地理的諸事象
に与える影響を考察する。また、特定の地域をとりあげ、交
通・通信の役割を踏まえた動態地誌的な考察方法について
検討する。

佐竹　泰和（教育学部講師） 6時間 令和2年8月27日 教諭
中学校・高等学
校（社会、地理歴
史担当）教諭

6,000円 20人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉 ◎ 【選択】地図の彩色とグラフ理論
入門

有名な四色問題で問題提起し、浮き輪の地図の彩色やグラ
フの彩色、そしてその応用を考える。またその周辺の話題と
して、オイラーグラフやハミルトングラフを考える。

山口　俊博（教育学部教授） 6時間 令和2年8月27日 教諭
小学校・中学校・
高等学校（数学
担当）教諭

6,000円 20人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

２Bか３Bの鉛筆、２色くらいの色
鉛筆、ノート

朝倉 ◎ 【選択】生活と健康

本講義では喫煙、飲酒などのライフスタイルと健康との関連
性を明らかにし望ましいライフスタイルについて理解を深め
るとともに、それらの知識を児童・生徒が自らの生活に生か
し生活の質を高めることを目的とする。また、心肺蘇生や熱
中症への応急処置についても実習を取り入れながら学習す
る。

幸　篤武（教育学部講師） 6時間 令和2年8月27日
教諭
養護教諭
栄養教諭

小学校・中学校・
高等学校（保健
体育担当）教諭・
養護教諭・栄養
教諭

6,000円 30人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉
【選択】音楽授業ネタ＆常時活動
～心と身体で遊ぼう、アンサンブ
ルを楽しもう

音楽科における常時活動とは、主として始業時、ごく短時間
（10分以内）で行う音楽活動を言います。一定期間、継続的
に行うことにより、音楽の基礎的・基本的な力をつけることを
ねらいとする活動です。音楽科の授業について悩んでいる
方、楽しい音楽科の授業づくりを学びたい方を対象に、面白
い音楽活動のネタを紹介します。実際の教育現場に役立つ
事例を整理し、音楽科の指導法や子どもの表現への援助に
ついて考えるきっかけとなるでしょう。

金　奎道（教育学部講師） 6時間 令和2年8月28日 教諭
幼稚園・小学校・
特別支援学校
（音楽担当）教諭

6,000円 20人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

演習向けの動きやすい服装で
参加してください。

朝倉 ◎ 【選択】中学校理科指導のヒント
（物理領域）

この授業は主に中学校理科教諭対象です。
エネルギーの意味やその利用および環境問題に関連した基
礎的な内容を学習します。
実験を通じて、体験しながら基本的概念を習得し、応用する
ことをねらいとします。

普喜　満生（教育学部教授） 6時間 令和2年8月28日 教諭
中学校（理科担
当）教諭

6,000円 10人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

講習中実験作業を予定してい
るので動きやすい服装で参加し
てください
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朝倉 ◎ 【選択】共生社会形成にむけたイ
ンクルーシブ教育の動向

本講義では、誰もが生きやすい社会づくり（共生社会形成）
に向けて、教育現場ではどのような実践が考えられるか、イ
ンクルーシブ教育の考え方に基づき、実践プランを考案する
ことを目標とする。そのため、共生社会やインクルーシブ教
育に関する国際的な動向や特別ニーズのある子どもについ
て理解を深めた上で、グループで意見・情報交換を行う。

松田　弥花（教育学部助教） 6時間 令和2年8月28日
教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 30人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉 ◎ 【選択】金管楽器基礎講座
金管楽器の発音の仕組みや呼吸法、基礎的な演奏技術に
ついて見直し、授業において金管楽器を扱う際や生徒指導
（部活動）における適切な指導法について考察する。

梶原　彰人（教育学部講師） 6時間 令和2年9月5日 教諭
中学校・高等学
校（音楽担当）教
諭

6,000円 8人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

任意の金管楽器、任意のエ
チュード

朝倉 ◎ 【選択】初めてのダンス・表現・
フィットネス

初めて子どものダンスや身体表現にトライされる初心者の方
を想定した入門向け講習会です。障害児童を含めた子ども
のダンス・身体表現に関する基礎知識の確認と、文部科学
省の動向などを踏まえた情報を提供させていただきます。さ
らに、健康づくりを目的としたフィットネスを行い、心身の健康
づくりを担う養護教諭の職務にも役立つ講座です。1限目は
講義、2限目以降は実技です。冷暖房エアコン完備のダンス
室にて実技は行います。室内シューズ・水やタオル・筆記用
具を持参して受講ください。

常行　泰子（教育学部講師） 6時間 令和2年9月5日
教諭
養護教諭

小学校教諭・中
学校・高等学校
（保健体育担当）
教諭・特別支援
学校教諭・養護
教諭

6,000円 12人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

室内シューズ、動きやすいウェ
ア、お水、筆記具

朝倉
【選択】国民福祉の経済学：歴史
的考察～日本の現状

基本的な経済学の概念と知識の習得を目指す。具体的に
は、需要や供給はどのような仕組みを持つのか、需要と供
給とが出会う市場はどのような構造を持つのか、という点に
関する基本的な考察を行う。次いで、そのような市場取引に
よって決定される経済状態と社会の厚生・福祉との関係（過
去～現代理論）を検討してゆく。

山崎　聡（教育学部准教授） 6時間 令和2年9月5日 教諭
中学校・高等学
校（社会・公民担
当）教諭

6,000円 25人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉 【選択】暗記に頼らない古典文法

生徒の古典嫌いの要因の一つに「暗記することが多い」こと
が挙げられるが、古文の読解に最低限の知識が必要とされ
るのも確かである。本講習では、動詞・形容詞・助動詞の活
用などの暗唱に頼りがちな項目を対象として、その由来を遡
り、あるいは古典文法以降の展開を追うことにより、無味乾
燥な文法事項を「覚えずに理解する」方法を考えていきた
い。

北﨑　勇帆（人文社会科学部講師） 6時間 令和2年9月12日 教諭
中学校・高等学
校（国語担当）教
諭

6,000円 30人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉 ◎ 【選択】小学校理科の指導のヒン
ト

小学校で行われる理科指導について、学習指導要領をもと
にした理科授業の基本的な考え方の考察や、実際に実験や
観察を体験しながらの模擬授業を行ないます。これらの講習
を通して、具体的な理科授業実践のヒントを明確にしてもら
います。筆記用具、小学校学習指導要領理科編をご持参下
さい。

中城　満（教育学部准教授） 6時間 令和2年9月12日 教諭
小学校（理科担
当）教諭

6,000円 20人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

筆記用具，次期小学校学習指
導要領理科編

物部 【選択】海洋の物理学と微生物学

・海流、潮汐、波浪など、海水の動きについて概説する。ま
た、海洋観測の進展について話題を提供する。
・海洋ウイルスの生態学的役割について概説する。また、科
学分野における国語（読解・表現の技術）について話題を提
供する。

長崎　慶三（農林海洋科学部教授）
寄高　博行（農林海洋科学部教授）

6時間 令和2年9月12日 教諭
中学校・高等学
校（理科担当）教
諭

6,000円 20人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉 ◎ 【選択】予想して証明する探究的
な数学学習

本講習では，数学の授業で探究的な学習を展開するための
題材について，その背景にある理論や知識にも触れながら
紹介します。特に，数学の探究における「予想」に焦点を当
てて，生徒が自ら予想を立て，それを証明していく授業をね
らいとします。なお，高校数学の内容も講習では取り扱いま
すので，ご了承ください。

袴田　綾斗（教育学部助教） 6時間 令和2年9月19日 教諭
中学校・高等学
校（数学担当）教
諭

6,000円 30人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

講習ではタブレット端末（iPad）
で「Geogebra」という無料の動
的数学ソフトを利用します。こち
らでご用意いたしますが，ご自
身のタブレット端末をお持ちの
方は予めGeogebraをダウン
ロードして持参していただいても
構いません。
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朝倉 ◎ 【選択】小学校体育のこれからの
取り組み

学習指導要領が改訂され、体育の授業について、これまで
の体育を概観しながら、これから目指される学習について、
学修していく。また「よい体育授業」や教材づくりについても
学習していく。小学校教諭で体育が不得手であったり、体育
授業をよくしたいと考えている先生方は歓迎します。

宮本　隆信（教育学部准教授） 6時間 令和2年9月19日 教諭
小学校（体育担
当）教諭

6,000円 25人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

H29改訂学習指導要領(体育
編）、運動が可能な服装（授業
の一部で必要）

岡豊 ◎ 【選択】学校メンタルヘルス

①児童・思春期のメンタルヘルス（1）：児童・思春期に好発す
る精神疾患について
②児童・思春期のメンタルヘルス（2）：発達障害および愛着
障害の基本的な理解と対応について
③子どもの発達・心理支援：発達検査、心理検査などから子
どもの状態をアセスメントし、それに基づく対応・支援のあり
方を説明する。

永野　志歩（高知医療センター児童
精神科科長）

6時間 令和2年9月19日
教諭
養護教諭

小学校・中学校・
高等学校　教諭・
養護教諭

6,000円 90人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉 ◎ 【選択】生徒のメタ認知活動を基
盤とした理科学習指導のあり方

新学習指導要領では、科学的な見方や考え方を働かせなが
ら、メタ認知能力を育成する学習指導を計画的に取り入れる
こととしています。本講義では、「メタ認知」を鍵概念として、
「動機づけ」、「学習方略」、「学力」の関係について明らかに
し、さらに、生徒のメタ認知活性化の視点からアクティブラー
ニング型理科授業の具体について提案します。

草場　実（教育学部准教授） 6時間 令和2年9月26日 教諭
中学校・高等学
校（理科担当）教
諭

6,000円 10人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

実験活動用の白衣

朝倉 ◎ 【選択】世界の諸民族の音楽から
ポピュラー音楽への展開

20世紀に伝統・民族音楽をとりまく環境がマスメディアの発
展と相俟って、大きく変貌を遂げた。その実態の理解を目指
す。世界の諸民族の音楽から、韓国のサムルノリ、中国の
古典楽器と女子十二楽坊、インドネシアのガムランやケチャ
を紹介する。また、日本の事例として沖縄のポピュラー音楽
を取り上げる。映像や音源を視聴しながら、音楽のポピュ
ラー化について考察する。なお、携帯電話・スマホ以外で時
間を確認できるもの（腕時計等）を必ず各自で持参してくださ
い。

高橋　美樹（教育学部准教授） 6時間 令和2年9月26日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校（音楽
担当）教諭

6,000円 18人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

教室には時計を設置していませ
ん。腕時計、置き時計など、時
間が確認できるものを必ず持参
して下さい。試験時間に携帯電
話・スマートフォンによる時間確
認は許可しません。

岡豊 ◎
【選択】養護－子どもが発する身
体的・精神的サインへの対処法
－

本講座では、子どもの心と体にかかわる、１.思春期精神疾
患、２.応急処置、３.食育の３テーマについて、最新情報を交
えた講習を行なう。
１.は、自閉スペクトラム症、うつ病、食行動異常など児童・思
春期精神疾患について学習し、児童の心と行動に関する知
識と広い視野をもつことを目標とする。
２.は、アレルギー疾患、痙攣性疾患、心疾患などの基礎疾
患を有する児童に対する応急処置を中心に学習することを
目的とする。
３.では、最近の食育活動の現状について地域内での多職種
連携を図っている身近な事例を中心に紹介する。

久保田　賢（農林海洋科学部教授）
久川　浩章（医学部准教授）
永野　志歩（高知医療センター　児
童精神科科長）

6時間 令和2年9月26日 養護教諭
小学校・中学校・
高等学校　養護
教諭

6,000円 48人 令和2年6月2日
令和2年6月3日～
令和2年6月9日

-

朝倉 ◎ 【選択】中学校理科指導のヒント
（地学領域）

地学領域を深く学び、中学校理科での指導上のヒントに資す
る。鉱物結晶が持つ規則正しい形状を観察すると共に、Web
教材「水の状態変化」等を利用し、固体・液体・気体に対する
原子レベルでの理解を深め、授業に活用される可能性を探
る。また，地球や月・惑星の様子を立体的に表示することの
できる教材「ダジック・アース」について学び、授業に活用さ
れる可能性を探る。

赤松　直（教育学部教授） 6時間 令和2年10月31日 教諭
中学校（理科担
当）教諭

6,000円 16人 令和2年9月8日
令和2年9月9日～
令和2年9月15日

ノートパソコンをご持参くださ
い。

朝倉
【選択】近年の日本近世史研究と
歴史教育

日本近世史の近年の研究動向を紹介します。キーワードと
しては、「ドラマ」、「女性」、「書物」、「災害」などを挙げること
ができます。これらの言葉を切り口として、最新の研究成果
について考えながら、歴史教育との関連を検討していきま
す。

望月　良親（教育学部講師） 6時間 令和2年10月31日 教諭
中学校・高等学
校（社会科・日本
史）教諭

6,000円 50人 令和2年9月8日
令和2年9月9日～
令和2年9月15日

-
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岡豊 ◎ 【選択】健康と看護

本講義では、最近の医療や看護の動向から人々の健康に
影響を与える諸因子について理解を深める。また、健康な生
活を送るための医療者の役割や支援について考える。さら
に、よりよい看護実践を行うために看護の中核概念について
の知見を深め、実践への適応について考える。

大坂　京子（医学部看護学科教授）
笹岡　晴香（医学部看護学科准教
授）
松本　智津（医学部看護学科准教
授）
齋藤　美和（医学部看護学科講師）

6時間 令和2年10月31日 教諭
高等学校（看護
担当）教諭

6,000円 10人 令和2年9月8日
令和2年9月9日～
令和2年9月15日

-

朝倉 ◎ 【選択】小学校家庭科における
ICTの効果的な活用方法

社会の情報化の急速な進展に伴い、学校教育においても
ICTを活用した21世紀にふさわしい学校づくりが求められて
おり、授業においてはデジタル教材やデジタル教科書を念
頭においた学習方法の開発が重要であり、デジタルの特徴
を活かした学習教材の作成が教員に求められるスキルとい
える。そこで、本講習では、家庭科授業における電子黒板と
タブレット端末の活用方法について概説するとともに、タブ
レット端末を活用したアクティブラーニングの授業について演
習を行う。

小島　郷子（教育学部教授） 6時間 令和2年11月7日 教諭 小学校　教諭 6,000円 10人 令和2年9月8日
令和2年9月9日～
令和2年9月15日

-

朝倉
【選択】遺伝子はどんな風に生命
現象を支えているか？

現在の高校生物には多すぎるほどの遺伝子が登場します。
しかし，遺伝子が具体的にどのように生命活動を支えている
のか，教科書の記述から実感するのは難しいと思います。
本講義では，教科書に出てくる遺伝子の例を取りあげ，それ
らの遺伝子が生命活動を支える仕組みを研究者がどう解明
したか（実験のデータなど）を簡単に講義します。その上で，
データを元にして受講生の皆様とディスカッションをしたいと
思います。

藤原　滋樹（理工学部教授） 6時間 令和2年11月7日 教諭
高等学校（理科
担当）教諭

6,000円 30人 令和2年9月8日
令和2年9月9日～
令和2年9月15日

筆記用具，ノート，高校の教科
書（『生物』および『生物基礎』）

朝倉 ◎ 【選択】平等･自由･権利･伝統の
教え方

公民教育は小学校の高学年からスタートします。公民教育
の基本となるのは権利･平等･自由･義務などの概念です
が、とくに小学生にそれらの概念を教えるさいには、それら
がどのような概念であるかを教師の側があらかじめ正確に
理解している必要があります。この講義では、あわせて、そ
れらの概念を具体的にどのように教えたらよいかの考察を
おこないます。中学･高校における公民教育の参考にもして
いただける講義を予定しています。

原崎　道彦（教育学部教授） 6時間 令和2年11月7日 教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校（社会
科担当）教諭

6,000円 40人 令和2年9月8日
令和2年9月9日～
令和2年9月15日

-

朝倉 ◎ 【選択】南海地震に備える

近づく南海地震に備えるために、まず、地震や津波の発生メ
カニズムについて学びます。次に、最近の世界や日本で発
生した被害地震について、そこで何が起こったのかを知ると
ともに、地震を災害にしない方法を考えます。さらに、個々の
学校周辺地域の地形的な特徴を理解することも目標としま
す。講義が中心ですが、多くの写真や図、動画を利用して視
覚的に理解できるように準備します。

岡村　眞（防災推進センター客員教
授）
松岡　裕美（理工学部准教授）

6時間 令和2年11月14日
教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員向け 6,000円 100人 令和2年9月8日
令和2年9月9日～
令和2年9月15日

-

朝倉 【選択】統計学の基礎

高等学校新学習指導要領「データの分析」、「統計的な推
測」、中学校学習指導要領「データの活用」の背後にある統
計推測と検定の基礎について学びます。母集団と標本、統
計的推測の概念を導入し、標本調査及び推定量の良さの概
念について考えます。この過程で、政府統計の例を紹介し、
幾つかの推定量について、その性質を調べます。また、統計
的な仮説検定について、その方法と棄却域を決めるための
原理について学びます。

野村　昇（理工学部教授） 6時間 令和2年11月14日 教諭
中学校・高等学
校（数学担当）教
諭

6,000円 40人 令和2年9月8日
令和2年9月9日～
令和2年9月15日 -

朝倉 ◎ 【選択】『論語』解釈と絶句鑑賞

午前中は、『論語』の読み方の例示と練習。まず1つの章を
例に読み方を講義した後、それをもとに別の章について、講
師が示す資料等をもとに受講生のグループごとに検討をし
ます。午後は絶句をいっしょに読んで行きます。

玉木　尚之（教育学部教授） 6時間 令和2年11月28日 教諭
中学校・高等学
校（国語担当）教
諭

6,000円 24人 令和2年9月8日
令和2年9月9日～
令和2年9月15日 漢和辞典（電子辞書可）
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朝倉 ◎ 【選択】西洋美術の鑑賞と表現

ルネッサンスから現代までの西洋美術を鑑賞し、また鑑賞に
関連した制作を行うことで、鑑賞と表現が表裏一体の関係に
あることを体験する。ルネッサンス美術では、ダ・ヴィンチや
ボッティチェリなどと、その背景にある古典美術との関係、現
代美術ではピカソなどをとりあげる。鑑賞するときにポイント
や時代背景(DVD資料の鑑賞）、伝統の継承と展開について
考察する。中等美術科免許状取得者の方のみお申込みくだ
さい。

中村　るい（教育学部准教授） 6時間 令和2年11月28日 教諭
中学校・高等学
校（美術担当）教
諭

6,000円 20人 令和2年9月8日
令和2年9月9日～
令和2年9月15日

筆記用具・色鉛筆・ハサミ・のり

朝倉 ◎ 【選択】小学校・図画工作科にお
ける指導上のポイント

受講生が日頃から抱えている図画工作にかかわる問題点
や課題をふまえ、教員向けの基礎的な造形演習を交えなが
ら、図画工作教育についての講義を行います。また、日本の
美術教育及びドイツの造形教育における具体的な教育内容
に触れながら、図画工作教育における指導上のポイントに
ついて考察します。鉛筆（４Ｂ）、水彩絵具一式、はさみ、カッ
ター、コンパス、のり、定規（３０cm）を持参してください。本講
習は、小学校教諭免許状取得済の方を対象とした内容で
す。

金子　宜正（教育学部教授） 6時間 令和2年12月6日 教諭
小学校（図画工
作担当）教諭

6,000円 22人 令和2年9月8日
令和2年9月9日～
令和2年9月15日

受講生持参品：鉛筆4B、水彩絵
の具一式、はさみ、カッター、コ
ンパス、のり、定規(30㎝)

朝倉
【選択】野外歴史劇とローンボウ
ルズをとおして考えるイギリス帝
国史

20世紀初頭にイギリスを中心に地域おこしイベントとして開
催ブームの様相を呈した野外歴史劇（パジェント）と、数百年
にわたってイギリス人の娯楽として親しまれ19世紀以降のイ
ギリス帝国の展開とともに世界各地に広まったローンボウル
ズをとおして、イギリス帝国=コモンウェルス史の概要とその
研究／教育に資するてがかりについて論じる。

川本　真浩（人文社会科学部教授） 6時間 令和2年12月6日 教諭
中学校・高等学
校（社会・地理歴
史担当）教諭

6,000円 20人 令和2年9月8日
令和2年9月9日～
令和2年9月15日

-

朝倉 【選択】植物を素描する

美術の実技としてデッサン力の養成を行う。改めて物を視る
姿勢を培いながら、各々の感性に基づき作品完成度を高め
る。自然物（植物）から造形的な美しさや生命感等を捉え、
作品にそれらを反映させる。精神的及び創造的な要素をも
追求する豊かな作品に仕上げる。

土井原　崇浩（教育学部教授） 6時間 令和2年12月12日 教諭
中学校・高等学
校（美術担当）教
諭

6,000円 16人 令和2年9月8日
令和2年9月9日～
令和2年9月15日

鉛筆デッサン用素描道具一式：
（鉛筆数本(6H～10B)、練り消し
ゴム、カッターナイフ等）、Ｆ６ス
ケッチブック、描きたい植物1点
（ポット苗、切り花、野草等）、汚
れても良い服。

朝倉 ◎ 【選択】教科書の古文教材・教材
研究と授業化の観点

本講習では中・高等学校の国語教科書に収録されている古
文作品を教材として扱う。１～３時限目は①古典文学研究の
成果を踏まえた教材研究の観点と②国語科教育学研究の
成果を踏まえた授業化の観点を提示する。それらの観点を
もとに4時限目には、任意の教材をもとに各グループで単元
案を作成してもらう。

武久　康高（教育学部准教授） 6時間 令和2年12月12日 教諭
中学校・高等学
校（国語担当）教
諭

6,000円 30人 令和2年9月8日
令和2年9月9日～
令和2年9月15日

-

物部
【選択】日本の森林資源の現状・
利活用と森林資源管理の理論

中学校および高校の理科教育において、森林を環境問題の
解決に資する生物資源としてとらえ、その育成管理手法を理
解することを目的とする。まず1限と2限では、日本の森林資
源の現状を紹介し、二酸化炭素固定効果やバイオマス資源
としての性質や利活用の状況を解説する。3限と4限におい
ては人工林管理の基礎となる密度管理の基本と、樹木の測
定方法について解説を行う。

鈴木　保志（農林海洋科学部准教
授）
守口　海（農林海洋科学部講師）

6時間 令和2年12月12日 教諭
中学校・高等学
校（理科担当）教
諭

6,000円 30人 令和2年9月8日
令和2年9月9日～
令和2年9月15日

講習内で作業を予定しているの
で動きやすい服装で参加してく
ださい。
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