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11050 【選択】組織と戦略の経営学

まずは企業（起業）の起源について，経営管理論の古典と呼
ばれるマックス・ウェーバーの考え方を交えながら説明す
る。
次は戦略の経営学について，経営戦略論の系統を中心に
説明する。さらに戦略と組織デザインと人材育成の関係につ
いて説明する。
最後は組織の中の人について，「金銭報酬の効果」「働くこと
の意味」「過大評価の効果」の３つのトピックスを中心に説明
する。

王　鏡凱（学術研究院法文教育
学域法文学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 12月5日 教諭
中学校（社会）・高等学
校（公民・商業）教諭

6,000円 30人 7月20日 11月21日
令02-
10084-
508411号

11051 【選択】現代社会と法

本講習は、現代社会が抱える諸問題について家族法と多文
化共生の観点から検討を加える。第１部では、日本社会で
加速度的に進む多文化化の現状を踏まえた上で、鹿児島の
多文化共生に向けた取り組みや課題を理解する。なお、講
習はグループワーク等を通じて進める。第２部では、近年の
新聞報道等で大きく取り上げられた民事裁判を素材として、
個々の事件に含まれる家族法上の諸問題の分析を通じて、
現代社会における法の機能を理解する。

酒井　佑輔（学術研究院法文教
育学域法文学系准教授）
阿部　純一（学術研究院法文教
育学域法文学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 不開講 教諭
中学校（社会）・高等学

校（公民）教諭
6,000円 30人 - -

令02-
10084-
508412号

11052 【選択】仮名遣の歴史

この講習では、国語教育の基礎ともいうべき「仮名遣」を取り
上げて、その歴史を概説する。現代仮名遣はもちろんのこ
と、古典仮名遣とその前段階である上代特殊仮名遣や中～
近世の仮名遣についても概観することにより、仮名遣につい
ての基本認識を高める。

内山　弘（学術研究院法文教育
学域法文学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月22日 教諭

中学校(国語)・高等学
校(国語)・中等教育学
校（国語）・特別支援学

校教諭

6,000円 30人 6月18日 8月8日
令02-
10084-
508413号

11053
【選択】歴史研究の現在：日本史
と東洋史の事例から

　本講習は、東アジア史に関する近年の研究成果を紹介・解
説することを主な内容としている。前半の日本史学の講習で
は、日本中世の人物や事象に関する近年までの研究の成
果について、関連する史料をもとに講義する。後半では、日
本・中国などを中心とした東アジア貨幣史を題材として、近
年盛んになりつつあるアジア海域史研究の一端を紹介して
いく。

金井　静香（学術研究院法文教
育学域法文学系教授）
大田　由紀夫（学術研究院法文
教育学域法文学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 7月18日 教諭
中学校（社会）・高等学

校（地理歴史）教諭
6,000円 30人 6月18日 7月4日

令02-
10084-
508414号

11054 【選択】イギリス文学

文学的内容を分かりやすく教えられるよう、英詩、とりわけ
ウィリアム・ワーズワースの英詩群を味読し、イギリス文学の
知識を深める。ワーズワースにとって子供や自然がどのよう
な意味を持つのか、また、詩としての特質がどこにあらわれ
ているかといった生徒の素朴な疑問にどう答えるのかを考え
る。さらに、英詩を研究対象とする方法を学び、最新の情報
を授業に生かせるようになることを目指す。

大和　高行（学術研究院法文教
育学域法文学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 不開講 教諭
中学校（英語）・高等学

校（英語）教諭
6,000円 30人 - -

令02-
10084-
508415号

11055 【選択】植物栽培の基礎

作物を育てる栽培技術の本質とは何か，育てるために必要
な知識とは何か，その知識をいかした栽培技術とは何かに
ついて解説します。また，学校現場で推奨する残食の堆肥
化（コンポスト化）方法，土や微生物に着目した栽培実験方
法，また教室でできる簡単な植物栽培方法について実践例
を紹介しつつ，演習を通して理解を深めます。

浅野　陽樹（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 7月23日 教諭
小学校・中学校（技術）

教諭
6,000円 30人 6月18日 7月9日

令02-
10084-
508416号

11056 【選択】植物栽培の基礎

作物を育てる栽培技術の本質とは何か，育てるために必要
な知識とは何か，その知識をいかした栽培技術とは何かに
ついて解説します。また，学校現場で推奨する残食の堆肥
化（コンポスト化）方法，土や微生物に着目した栽培実験方
法，また教室でできる簡単な植物栽培方法について実践例
を紹介しつつ，演習を通して理解を深めます。

浅野　陽樹（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 7月24日 教諭
小学校・中学校（技術）

教諭
6,000円 30人 6月18日 7月10日

令02-
10084-
508417号
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開講日、講習の方法が変更になる場合があります。

最新の情報は、【管理システム】でご確認ください。
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11057 【選択】植物栽培の基礎

作物を育てる栽培技術の本質とは何か，育てるために必要
な知識とは何か，その知識をいかした栽培技術とは何かに
ついて解説します。また，学校現場で推奨する残食の堆肥
化（コンポスト化）方法，土や微生物に着目した栽培実験方
法，また教室でできる簡単な植物栽培方法について実践例
を紹介しつつ，演習を通して理解を深めます。

浅野　陽樹（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月25日 教諭
小学校・中学校（技術）

教諭
6,000円 30人 6月18日 8月11日

令02-
10084-
508418号

11058 【選択】植物栽培の基礎

作物を育てる栽培技術の本質とは何か，育てるために必要
な知識とは何か，その知識をいかした栽培技術とは何かに
ついて解説します。また，学校現場で推奨する残食の堆肥
化（コンポスト化）方法，土や微生物に着目した栽培実験方
法，また教室でできる簡単な植物栽培方法について実践例
を紹介しつつ，演習を通して理解を深めます。

浅野　陽樹（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月26日 教諭
小学校・中学校（技術）

教諭
6,000円 30人 6月18日 8月12日

令02-
10084-
508419号

11059 【選択】植物栽培の基礎

作物を育てる栽培技術の本質とは何か，育てるために必要
な知識とは何か，その知識をいかした栽培技術とは何かに
ついて解説します。また，学校現場で推奨する残食の堆肥
化（コンポスト化）方法，土や微生物に着目した栽培実験方
法，また教室でできる簡単な植物栽培方法について実践例
を紹介しつつ，演習を通して理解を深めます。

浅野　陽樹（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 9月22日 教諭
小学校・中学校（技術）

教諭
6,000円 30人 7月20日 9月8日

令02-
10084-
508420号

11060 【選択】彫塑をつくる

彫塑の基本である塑造表現による立体造形を行う。モティー
フになるのは人物の頭像であり、粘土により１／２程度の大
きさの頭像制作し、石膏型取りで石膏像として完成させる。
立体表現の方法と石膏素材の扱い方について習得する。

池川　直（学術研究院法文教育
学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 12月6日 教諭 中学校（美術）教諭 6,000円 8人 7月20日 11月22日
令02-
10084-
508421号

11061 【選択】音楽理論・音楽史

「音楽理論」では、簡単な作曲、編曲等をする際に必要な和
声法の知識を中心とした、中学・高等学校の指導に役立て
ることができる音楽理論を復習し、それらの内容に基づいた
小規模な楽曲作りを実践していく。「音楽史」では中学校の
教科書を用いて、西洋音楽を中心に、各時代において中心
となるトピックを復習しながら、より深い知識を学習する。

石田　匡志（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）
梅林　郁子（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月3日 教諭
中学校（音楽）・高等学

校（音楽）教諭
6,000円 15人 6月18日 7月20日

令02-
10084-
508422号

11062
【選択】家庭科における消費者教
育

若年者の消費者被害の防止・救済のため、また、社会の一
員として行動する自立した消費者の育成のためには、家庭
科の授業においてどのような内容をどのような方法を用いて
伝えることが効果的であるのかについて実践的に学ぶ。

石橋　愛架（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 9月19日 教諭
小学校・中学校（家

庭）・高等学校（家庭）
教諭

6,000円 20人 7月20日 9月5日
令02-
10084-
508423号

11063
【選択】家庭科における消費者教
育

若年者の消費者被害の防止・救済のため、また、社会の一
員として行動する自立した消費者の育成のためには、家庭
科の授業においてどのような内容をどのような方法を用いて
伝えることが効果的であるのかについて実践的に学ぶ。

石橋　愛架（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 不開講 教諭
小学校・中学校（家

庭）・高等学校（家庭）
教諭

6,000円 20人 - -
令02-
10084-
508424号

11064
【選択】家庭科における消費者教
育

若年者の消費者被害の防止・救済のため、また、社会の一
員として行動する自立した消費者の育成のためには、家庭
科の授業においてどのような内容をどのような方法を用いて
伝えることが効果的であるのかについて実践的に学ぶ。

石橋　愛架（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月22日 教諭
小学校・中学校（家

庭）・高等学校（家庭）
教諭

6,000円 20人 6月18日 8月8日
令02-
10084-
508425号

11065
【選択】家庭科における消費者教
育

若年者の消費者被害の防止・救済のため、また、社会の一
員として行動する自立した消費者の育成のためには、家庭
科の授業においてどのような内容をどのような方法を用いて
伝えることが効果的であるのかについて実践的に学ぶ。

石橋　愛架（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 9月5日 教諭
小学校・中学校（家

庭）・高等学校（家庭）
教諭

6,000円 20人 7月20日 8月22日
令02-
10084-
508426号
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11066
【選択】数学オリンピックの問題解
決

ほんとうの問題とは何かという質問に短く答えるならば、定
石で解けない問題のことである、と言えよう。 このような問題
が眼前にある時、少し大袈裟な表現になるが、 難攻不落の
城を攻めるときのように、四方八方を巡って突破口を見つけ
ることから始める必要がある。 この講習では、数学オリン
ピックの問題を例にとって、このような問題解決の方法につ
いて考察する。

磯川　幸直（学術研究院法文教
育学域教育学系特任教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月24日 教諭
中学校（数学）・高等学

校（数学）教諭
6,000円 15人 6月18日 8月10日

令02-
10084-
508427号

11067 【選択】プログラミング中級

プログラミングの中級を目指す者は、複数のプログラミング
言語を知るべきである。そうすることにより、どの言語にも存
在する欠点に囚われる危険を避けることができる。気楽にプ
ログラミングができる Python ユーザーは、Haskell の壮麗な
プログラミングや Go の並列プログラミングをも知るべきであ
る。 この講習では、そのような複数言語によるプログラミン
グの機会を提供したい。

磯川　幸直（学術研究院法文教
育学域教育学系特任教授）

インターネット等 6時間 10月25日 教諭
中学校（数学）・高等学

校（数学）教諭
6,000円 10人 7月20日 10月11日

令02-
10084-
508428号

11068 【選択】小学校理科基礎実験

小学校の理科授業で観察・実験を指導する上で必要とな
る、指導内容に即した観察・実験に関する基礎的な知識と技
能を修得することを目指す。具体的な内容として、エネル
ギー領域の「電気の利用」やものづくり、粒子領域の「物の
溶け方」「燃焼の仕組み」、生命領域の「身の回りの生物」、
地球領域の「土地のつくりと変化」を中心に取り扱い、講義と
演習を組み合わせた形式で講習を行う予定である。

内ノ倉　真吾（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）
松井　智彰（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）
錦織　寿（学術研究院法文教育
学域教育学系准教授）
川西　基博（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月25日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人 7月20日 10月11日
令02-
10084-
508429号

11069
【選択】新学習指導要領で求めら
れる理科指導

小学校と中学校の理科学習の円滑な接続を促進するという
観点から、理科カリキュラムの基礎的な知識、観察・実験に
関する基礎的な知識と技能を修得することを目指す。具体
的な内容として、平成29年改訂の小学校及び中学校学習指
導要領の要点、資質・能力を育成する理科指導の理論、観
察・実験の指導法を中心に取り扱い、講義と演習を組み合
わせた形式で講習を行う予定である。

内ノ倉　真吾（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）
川西　基博（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 不開講 教諭
小学校・中学校（理科）

教諭
6,000円 15人 - -

令02-
10084-
508430号

11070
【選択】新学習指導要領で求めら
れる理科指導

小学校と中学校の理科学習の円滑な接続を促進するという
観点から、理科カリキュラムの基礎的な知識、観察・実験に
関する基礎的な知識と技能を修得することを目指す。具体
的な内容として、平成29年改訂の小学校及び中学校学習指
導要領の要点、資質・能力を育成する理科指導の理論、観
察・実験の指導法を中心に取り扱い、講義と演習を組み合
わせた形式で講習を行う予定である。

内ノ倉　真吾（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）
川西　基博（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

インターネット等 6時間 9月5日 教諭
小学校・中学校（理科）

教諭
6,000円 15人 7月20日 8月22日

令02-
10084-
508431号

11071
【選択】新学習指導要領で求めら
れる理科指導

小学校と中学校の理科学習の円滑な接続を促進するという
観点から、理科カリキュラムの基礎的な知識、観察・実験に
関する基礎的な知識と技能を修得することを目指す。具体
的な内容として、平成29年改訂の小学校及び中学校学習指
導要領の要点、資質・能力を育成する理科指導の理論、観
察・実験の指導法を中心に取り扱い、講義と演習を組み合
わせた形式で講習を行う予定である。

内ノ倉　真吾（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）
川西　基博（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

奄美会場（奄美市） 6時間 10月3日 教諭
小学校・中学校（理科）

教諭
6,000円 15人 7月20日 9月19日

令02-
10084-
508432号

11072
【選択】理科からはじめる持続可
能な開発のための教育（ESD）

小学校・中学校における「持続可能な開発のための教育
（ESD）」の基礎的な知識と教科（理科）でのESDへ取り組む
方策を修得し、学校教育を通じた実践を構想できるようにな
ることを目指す。具体的には、「持続可能な開発のための教
育（ESD）」や「持続可能な開発目標（SDGs）」の基礎的な知
識、理科でのESDに関連する取り組みとして、自然環境調査
を中心に取り扱い、講義と演習を組み合わせた形式で講習
を行う予定である。

内ノ倉　真吾（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）
川西　基博（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

奄美会場（奄美市） 6時間 10月4日 教諭
小学校・中学校（理科）

教諭
6,000円 15人 7月20日 9月20日

令02-
10084-
508433号
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11073 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 9月26日 教諭
幼稚園･幼保連携型認

定こども園教諭
6,000円 18人 7月20日 9月12日

令02-
10084-
508434号

11074 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 9月27日 教諭
幼稚園･幼保連携型認

定こども園教諭
6,000円 18人 7月20日 9月13日

令02-
10084-
508435号

11075 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月3日 教諭
幼稚園･幼保連携型認

定こども園教諭
6,000円 18人 7月20日 9月19日

令02-
10084-
508436号

11076 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月4日 教諭
幼稚園･幼保連携型認

定こども園教諭
6,000円 18人 7月20日 9月20日

令02-
10084-
508437号

11077 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 7月18日 教諭
幼稚園･幼保連携型認

定こども園教諭
6,000円 18人 6月18日 7月4日

令02-
10084-
508438号

11078 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 7月25日 教諭
幼稚園･幼保連携型認

定こども園教諭
6,000円 18人 6月18日 7月11日

令02-
10084-
508439号

11079 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月24日 教諭
幼稚園･幼保連携型認

定こども園教諭
6,000円 18人 6月18日 8月10日

令02-
10084-
508440号

11080 【選択】幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月25日 教諭
幼稚園･幼保連携型認

定こども園教諭
6,000円 18人 6月18日 8月11日

令02-
10084-
508441号

11081 【選択】図画工作科教育法

図画工作科の表現領域における内容とその指導方法につ
いて、具体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材
体験）を通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力
と教材解釈力を習得する。

小江　和樹（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月29日 教諭 小学校教諭 6,000円 18人 6月18日 8月15日
令02-
10084-
508442号

11082 【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や評価方法について実制作を通して学んでいく。静物
または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，クレ
ヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確認す
る。

桶田　洋明（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 7月31日 教諭
中学校（美術）・高等学

校（美術）教諭
6,000円 12人 6月18日 7月17日

令02-
10084-
508443号

11083 【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や評価方法について実制作を通して学んでいく。静物
または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，クレ
ヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確認す
る。

桶田　洋明（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月6日 教諭
中学校（美術）・高等学

校（美術）教諭
6,000円 12人 6月18日 7月23日

令02-
10084-
508444号
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11084 【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や評価方法について実制作を通して学んでいく。静物
または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，クレ
ヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確認す
る。

桶田　洋明（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月18日 教諭
中学校（美術）・高等学

校（美術）教諭
6,000円 12人 6月18日 8月4日

令02-
10084-
508445号

11085 【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や評価方法について実制作を通して学んでいく。静物
または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，クレ
ヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確認す
る。

桶田　洋明（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月20日 教諭
中学校（美術）・高等学

校（美術）教諭
6,000円 12人 6月18日 8月6日

令02-
10084-
508446号

11086 【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や評価方法について実制作を通して学んでいく。静物
または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，クレ
ヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確認す
る。

桶田　洋明（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月28日 教諭
中学校（美術）・高等学

校（美術）教諭
6,000円 12人 6月18日 8月14日

令02-
10084-
508447号

11087 【選択】水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や評価方法について実制作を通して学んでいく。静物
または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，クレ
ヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確認す
る。

桶田　洋明（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 11月28日 教諭
中学校（美術）・高等学

校（美術）教諭
6,000円 12人 7月20日 11月14日

令02-
10084-
508448号

11088
【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

0歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期にお
いて基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係
から何を学び取っているのか，について解説する。さらに，
母子関係とカウンセリングの類似点，幼児期の発達の姿，
感性の育み，言葉と思考，食事とトイレトレーニング，自立
性，整理整頓，叱り方について解説する。また乳幼児期にお
ける親からの愛情がどのようなメカニズムで人格の安定をも
たらすのかを解説する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 9月20日 教諭
幼稚園・幼保連携型認

定子ども園教諭
6,000円 20人 7月20日 9月6日

令02-
10084-
508449号

11089
【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

0歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期にお
いて基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係
から何を学び取っているのか，について解説する。さらに，
母子関係とカウンセリングの類似点，幼児期の発達の姿，
感性の育み，言葉と思考，食事とトイレトレーニング，自立
性，整理整頓，叱り方について解説する。また乳幼児期にお
ける親からの愛情がどのようなメカニズムで人格の安定をも
たらすのかを解説する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月10日 教諭
幼稚園・幼保連携型認

定子ども園教諭
6,000円 20人 7月20日 9月26日

令02-
10084-
508450号

11090
【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

0歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期にお
いて基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係
から何を学び取っているのか，について解説する。さらに，
母子関係とカウンセリングの類似点，幼児期の発達の姿，
感性の育み，言葉と思考，食事とトイレトレーニング，自立
性，整理整頓，叱り方について解説する。また乳幼児期にお
ける親からの愛情がどのようなメカニズムで人格の安定をも
たらすのかを解説する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 7月29日 教諭
幼稚園・幼保連携型認

定子ども園教諭
6,000円 20人 6月18日 7月15日

令02-
10084-
508451号

11091
【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

0歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期にお
いて基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係
から何を学び取っているのか，について解説する。さらに，
母子関係とカウンセリングの類似点，幼児期の発達の姿，
感性の育み，言葉と思考，食事とトイレトレーニング，自立
性，整理整頓，叱り方について解説する。また乳幼児期にお
ける親からの愛情がどのようなメカニズムで人格の安定をも
たらすのかを解説する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月15日 教諭
幼稚園・幼保連携型認

定子ども園教諭
6,000円 20人 6月18日 8月1日

令02-
10084-
508452号
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11092
【選択】乳幼児期における子ども
の人格・情緒発達

0歳から５，６歳までの心の発達を解説する。乳幼児期にお
いて基本的信頼感はなぜ必要なのか，そして子は母子関係
から何を学び取っているのか，について解説する。さらに，
母子関係とカウンセリングの類似点，幼児期の発達の姿，
感性の育み，言葉と思考，食事とトイレトレーニング，自立
性，整理整頓，叱り方について解説する。また乳幼児期にお
ける親からの愛情がどのようなメカニズムで人格の安定をも
たらすのかを解説する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月28日 教諭
幼稚園・幼保連携型認

定子ども園教諭
6,000円 20人 6月18日 8月14日

令02-
10084-
508453号

11093
【選択】学校カウンセリングへの
招待

カウンセリングの基本的な概念と技法および不登校の対応
について解説する。具体的なテーマは，カウンセリングのね
らい，共感的理解，受容，カウンセリングの治癒力，症状の
意味，発達段階とカウンセリング，PTSDとトラウマ，行動療
法，認知行動療法，不登校のチェックポイントといった内容で
ある，カウンセリングの正しい知識を生徒理解と生徒指導に
反映させることを目指す。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 9月5日
教諭

養護教諭
小学校・中学校・高校

教諭、養護教諭
6,000円 20人 7月20日 8月22日

令02-
10084-
508454号

11094
【選択】学校カウンセリングへの
招待

カウンセリングの基本的な概念と技法および不登校の対応
について解説する。具体的なテーマは，カウンセリングのね
らい，共感的理解，受容，カウンセリングの治癒力，症状の
意味，発達段階とカウンセリング，PTSDとトラウマ，行動療
法，認知行動療法，不登校のチェックポイントといった内容で
ある，カウンセリングの正しい知識を生徒理解と生徒指導に
反映させることを目指す。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 7月23日
教諭

養護教諭
小学校・中学校・高校

教諭、養護教諭
6,000円 20人 6月18日 7月9日

令02-
10084-
508455号

11095
【選択】学校カウンセリングへの
招待

カウンセリングの基本的な概念と技法および不登校の対応
について解説する。具体的なテーマは，カウンセリングのね
らい，共感的理解，受容，カウンセリングの治癒力，症状の
意味，発達段階とカウンセリング，PTSDとトラウマ，行動療
法，認知行動療法，不登校のチェックポイントといった内容で
ある，カウンセリングの正しい知識を生徒理解と生徒指導に
反映させることを目指す。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月4日
教諭

養護教諭
小学校・中学校・高校

教諭、養護教諭
6,000円 20人 6月18日 7月21日

令02-
10084-
508456号

11096
【選択】学校カウンセリングへの
招待

カウンセリングの基本的な概念と技法および不登校の対応
について解説する。具体的なテーマは，カウンセリングのね
らい，共感的理解，受容，カウンセリングの治癒力，症状の
意味，発達段階とカウンセリング，PTSDとトラウマ，行動療
法，認知行動療法，不登校のチェックポイントといった内容で
ある，カウンセリングの正しい知識を生徒理解と生徒指導に
反映させることを目指す。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月16日
教諭

養護教諭
小学校・中学校・高校

教諭、養護教諭
6,000円 20人 6月18日 8月2日

令02-
10084-
508457号

11097
【選択】学校カウンセリングへの
招待

カウンセリングの基本的な概念と技法および不登校の対応
について解説する。具体的なテーマは，カウンセリングのね
らい，共感的理解，受容，カウンセリングの治癒力，症状の
意味，発達段階とカウンセリング，PTSDとトラウマ，行動療
法，認知行動療法，不登校のチェックポイントといった内容で
ある，カウンセリングの正しい知識を生徒理解と生徒指導に
反映させることを目指す。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月27日
教諭

養護教諭
小学校・中学校・高校

教諭、養護教諭
6,000円 20人 6月18日 8月13日

令02-
10084-
508458号

11098
【選択】思春期から青年期にかけ
ての生徒の人格・情緒発達

思春期から青年期にかけての生徒の人格・情緒面の特徴に
ついて解説する。主なテーマは，思春期の傷つき，思春期の
友達関係，精神的回復力，完全主義，学級経営のあり方，
いじめ，不登校，保護者対応，思春期の生徒に対する大人
の役割，思春期・青年期にみられる心身の症状，現代の青
年期の特徴，青年期カウンセリングの特徴，自立といった内
容である。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 7月27日
教諭

養護教諭
中学校・高等学校教

諭、養護教諭
6,000円 20人 6月18日 7月13日

令02-
10084-
508459号
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11099
【選択】思春期から青年期にかけ
ての生徒の人格・情緒発達

思春期から青年期にかけての生徒の人格・情緒面の特徴に
ついて解説する。主なテーマは，思春期の傷つき，思春期の
友達関係，精神的回復力，完全主義，学級経営のあり方，
いじめ，不登校，保護者対応，思春期の生徒に対する大人
の役割，思春期・青年期にみられる心身の症状，現代の青
年期の特徴，青年期カウンセリングの特徴，自立といった内
容である。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月7日
教諭

養護教諭
中学校・高等学校教

諭、養護教諭
6,000円 20人 6月18日 7月24日

令02-
10084-
508460号

11100
【選択】思春期から青年期にかけ
ての生徒の人格・情緒発達

思春期から青年期にかけての生徒の人格・情緒面の特徴に
ついて解説する。主なテーマは，思春期の傷つき，思春期の
友達関係，精神的回復力，完全主義，学級経営のあり方，
いじめ，不登校，保護者対応，思春期の生徒に対する大人
の役割，思春期・青年期にみられる心身の症状，現代の青
年期の特徴，青年期カウンセリングの特徴，自立といった内
容である。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月18日
教諭

養護教諭
中学校・高等学校教

諭、養護教諭
6,000円 20人 6月18日 8月4日

令02-
10084-
508461号

11101
【選択】思春期から青年期にかけ
ての生徒の人格・情緒発達

思春期から青年期にかけての生徒の人格・情緒面の特徴に
ついて解説する。主なテーマは，思春期の傷つき，思春期の
友達関係，精神的回復力，完全主義，学級経営のあり方，
いじめ，不登校，保護者対応，思春期の生徒に対する大人
の役割，思春期・青年期にみられる心身の症状，現代の青
年期の特徴，青年期カウンセリングの特徴，自立といった内
容である。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月26日
教諭

養護教諭
中学校・高等学校教

諭、養護教諭
6,000円 20人 6月18日 8月12日

令02-
10084-
508462号

11102
【選択】児童（小学校）期における
子どもの人格・情緒発達

小学校時代の児童の発達課題を扱う。具体的には以下の内
容である。すなわち，快体験と不快体験，けじめ感覚，現実
のルール，秩序感覚，中心性の感覚，抽象的な原理・原則
を考える力，優勝劣敗への抵抗力，コミュニケーションスキ
ル，自己効力感，自己肯定感，学習意欲である。また低学年
における行動形成と型の指導，規範意識，道徳教育の必要
性について解説する。さらに高学年の対応のあり方につい
ても言及する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 7月24日
教諭

養護教諭
小学校教諭，養護教

諭
6,000円 20人 6月18日 7月10日

令02-
10084-
508463号

11103
【選択】児童（小学校）期における
子どもの人格・情緒発達

小学校時代の児童の発達課題を扱う。具体的には以下の内
容である。すなわち，快体験と不快体験，けじめ感覚，現実
のルール，秩序感覚，中心性の感覚，抽象的な原理・原則
を考える力，優勝劣敗への抵抗力，コミュニケーションスキ
ル，自己効力感，自己肯定感，学習意欲である。また低学年
における行動形成と型の指導，規範意識，道徳教育の必要
性について解説する。さらに高学年の対応のあり方につい
ても言及する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月6日
教諭

養護教諭
小学校教諭，養護教

諭
6,000円 20人 6月18日 7月23日

令02-
10084-
508464号

11104
【選択】児童（小学校）期における
子どもの人格・情緒発達

小学校時代の児童の発達課題を扱う。具体的には以下の内
容である。すなわち，快体験と不快体験，けじめ感覚，現実
のルール，秩序感覚，中心性の感覚，抽象的な原理・原則
を考える力，優勝劣敗への抵抗力，コミュニケーションスキ
ル，自己効力感，自己肯定感，学習意欲である。また低学年
における行動形成と型の指導，規範意識，道徳教育の必要
性について解説する。さらに高学年の対応のあり方につい
ても言及する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月17日
教諭

養護教諭
小学校教諭，養護教

諭
6,000円 20人 6月18日 8月3日

令02-
10084-
508465号

11105
【選択】児童（小学校）期における
子どもの人格・情緒発達

小学校時代の児童の発達課題を扱う。具体的には以下の内
容である。すなわち，快体験と不快体験，けじめ感覚，現実
のルール，秩序感覚，中心性の感覚，抽象的な原理・原則
を考える力，優勝劣敗への抵抗力，コミュニケーションスキ
ル，自己効力感，自己肯定感，学習意欲である。また低学年
における行動形成と型の指導，規範意識，道徳教育の必要
性について解説する。さらに高学年の対応のあり方につい
ても言及する。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月25日
教諭

養護教諭
小学校教諭，養護教

諭
6,000円 20人 6月18日 8月11日

令02-
10084-
508466号
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11106
【選択】学びとは何か，学習の成
立条件を考える

学びの本質について考察する。主な内容は，理論と実践の
関係，「わかる」と「学び」の定義，社会像と学び，学びを捉え
る二つの立場（個人と社会），個性について，実学志向と学
び，教師の役割，学ぶ必然性といったテーマについて解説
する。本講習の目的は，学びを捉える視点を紹介し，教師と
して生徒に学びを語る言葉を見つけてもらう点にある。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 7月28日 教諭
小学校・中学校・高校

教諭
6,000円 20人 6月18日 7月14日

令02-
10084-
508467号

11107
【選択】学びとは何か，学習の成
立条件を考える

学びの本質について考察する。主な内容は，理論と実践の
関係，「わかる」と「学び」の定義，社会像と学び，学びを捉え
る二つの立場（個人と社会），個性について，実学志向と学
び，教師の役割，学ぶ必然性といったテーマについて解説
する。本講習の目的は，学びを捉える視点を紹介し，教師と
して生徒に学びを語る言葉を見つけてもらう点にある。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月10日 教諭
小学校・中学校・高校

教諭
6,000円 20人 6月18日 7月27日

令02-
10084-
508468号

11108
【選択】学びとは何か，学習の成
立条件を考える

学びの本質について考察する。主な内容は，理論と実践の
関係，「わかる」と「学び」の定義，社会像と学び，学びを捉え
る二つの立場（個人と社会），個性について，実学志向と学
び，教師の役割，学ぶ必然性といったテーマについて解説
する。本講習の目的は，学びを捉える視点を紹介し，教師と
して生徒に学びを語る言葉を見つけてもらう点にある。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月19日 教諭
小学校・中学校・高校

教諭
6,000円 20人 6月18日 8月5日

令02-
10084-
508469号

11109
【選択】日本の家庭生活の現状と
家庭科教育

　本講習では、日本の家庭生活の現状について、①高齢化
ならびに少子化に焦点を当て、現状（少子高齢化の将来像、
地域別でみた少子高齢化、少子高齢化の国際的動向、少子
高齢化の要因など）と課題の分析、②衣・食・住・消費生活・
保育など家庭生活に関連するそれぞれの生活に焦点を当
て、小・中・高等学校の家庭科の教育内容との関連の解説
を行う。

黒光　貴峰（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月4日 教諭
小学校・中学校（家

庭）・高等学校（家庭）
教諭

6,000円 20人 7月20日 9月20日
令02-
10084-
508470号

11110
【選択】日本の家庭生活の現状と
家庭科教育

　本講習では、日本の家庭生活の現状について、①高齢化
ならびに少子化に焦点を当て、現状（少子高齢化の将来像、
地域別でみた少子高齢化、少子高齢化の国際的動向、少子
高齢化の要因など）と課題の分析、②衣・食・住・消費生活・
保育など家庭生活に関連するそれぞれの生活に焦点を当
て、小・中・高等学校の家庭科の教育内容との関連の解説
を行う。

黒光　貴峰（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 11月1日 教諭
小学校・中学校（家

庭）・高等学校（家庭）
教諭

6,000円 20人 7月20日 10月18日
令02-
10084-
508471号

11111
【選択】日本の住生活の現状と家
庭科教育

　本講習では、住生活に焦点を当て、日本と外国の違いから
日本の住まいの特徴（靴を脱いで生活をするようになった理
由・畳を使うようになった理由など）を、住宅・土地統計調査
など住生活に関する調査から、日本の住生活の現状（住宅
数・建て方・所有形態別割合など）と課題を分析し、小・中・
高等学校の家庭科の教育内容（衣・食・住・消費生活・保育
など）との関連の解説を行う。

黒光　貴峰（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月25日 教諭
小学校・中学校（家

庭）・高等学校（家庭）
教諭

6,000円 20人 7月20日 10月11日
令02-
10084-
508472号

11112
【選択】日本の住生活の現状と家
庭科教育

　本講習では、住生活に焦点を当て、日本と外国の違いから
日本の住まいの特徴（靴を脱いで生活をするようになった理
由・畳を使うようになった理由など）を、住宅・土地統計調査
など住生活に関する調査から、日本の住生活の現状（住宅
数・建て方・所有形態別割合など）と課題を分析し、小・中・
高等学校の家庭科の教育内容（衣・食・住・消費生活・保育
など）との関連の解説を行う。

黒光　貴峰（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 11月22日 教諭
小学校・中学校（家

庭）・高等学校（家庭）
教諭

6,000円 20人 7月20日 11月8日
令02-
10084-
508473号
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開講日、講習の方法が変更になる場合があります。

最新の情報は、【管理システム】でご確認ください。

11113 【選択】クロッキーとデッサン

絵画表現に必要な造形要素と、クロッキー・スケッチ・デッサ
ンの相違点と描画法について解説する。静物または人物モ
チーフの鉛筆スケッチ・クロッキーおよび木炭デッサンを行う
ことで、絵画教育に必要な指導法を確認する。

桶田　洋明（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 7月27日 教諭
中学校（美術）・高等学

校（美術）教諭
6,000円 15人 6月18日 7月13日

令02-
10084-
508474号

11114
【選択】最近の英語教育の動向に
ついて

2020年4月から小学校5、6年次において、正式教科としての
英語教育が始まり、中学校でも2021年度から新しい教科書
が使用されます。また、英語教育関係者は大学入試への民
間試験導入等に対しても、動向に注目しています。本講習は
様々な受講者に対して、最新の英語教育の動向に焦点を当
て、受講生の方々に分かり易く解説します。

坂本　育生（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月11日 教諭

幼稚園・小学校・中学
校（英語）・高等学校

（英語）・特別支援学校
教諭

6,000円 100人 未定 7月28日
令02-
10084-
508475号

11115
【選択】最近の英語教育の動向に
ついて

2020年4月から小学校5、6年次において、正式教科としての
英語教育が始まり、中学校でも2021年度から新しい教科書
が使用されます。また、英語教育関係者は大学入試への民
間試験導入等に対しても、動向に注目しています。本講習は
様々な受講者に対して、最新の英語教育の動向に焦点を当
て、受講生の方々に分かり易く解説します。

坂本　育生（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月17日 教諭

幼稚園・小学校・中学
校（英語）・高等学校

（英語）・特別支援学校
教諭

6,000円 100人 未定 8月3日
令02-
10084-
508476号

11116 【選択】意欲をはぐくむ教育実践

意欲に関する基礎的理解と子どもの意欲をはぐくむための
具体的な教育実践について、学級経営、学習指導、生徒指
導、特別活動など様々な視点から受講者自身の取り組みを
振り返るとともに、今後の教育実践の工夫について考える。

迫田　孝志（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）
原之園　哲哉（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

インターネット等 6時間 7月25日
教諭

養護教諭
栄養教諭

小学校・中学校・高等
学校教諭、養護教諭、

栄養教諭
6,000円 50人 6月18日 7月11日

令02-
10084-
508477号

11117 【選択】意欲をはぐくむ教育実践

意欲に関する基礎的理解と子どもの意欲をはぐくむための
具体的な教育実践について、学級経営、学習指導、生徒指
導、特別活動など様々な視点から受講者自身の取り組みを
振り返るとともに、今後の教育実践の工夫について考える。

迫田　孝志（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）
原之園　哲哉（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月23日
教諭

養護教諭
栄養教諭

小学校・中学校・高等
学校教諭、養護教諭、

栄養教諭
6,000円 50人 未定 8月9日

令02-
10084-
508478号

11118 【選択】意欲をはぐくむ教育実践

意欲に関する基礎的理解と子どもの意欲をはぐくむための
具体的な教育実践について、学級経営、学習指導、生徒指
導、特別活動など様々な視点から受講者自身の取り組みを
振り返るとともに、今後の教育実践の工夫について考える。

迫田　孝志（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）
原之園　哲哉（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 9月26日
教諭

養護教諭
栄養教諭

小学校・中学校・高等
学校教諭、養護教諭、

栄養教諭
6,000円 50人 未定 9月12日

令02-
10084-
508479号

11119 【選択】意欲をはぐくむ教育実践

意欲に関する基礎的理解と子どもの意欲をはぐくむための
具体的な教育実践について、学級経営、学習指導、生徒指
導、特別活動など様々な視点から受講者自身の取り組みを
振り返るとともに、今後の教育実践の工夫について考える。

迫田　孝志（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）
原之園　哲哉（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月3日
教諭

養護教諭
栄養教諭

小学校・中学校・高等
学校教諭、養護教諭、

栄養教諭
6,000円 50人 未定 9月19日

令02-
10084-
508480号

11120 【選択】乳幼児期の社会性の発達

本講習では，乳幼児期の社会性の発達を心理学の観点か
ら概説する。講習を通して子どもの発達理解の視点を整理
し，社会性の発達を支える保育者の役割についての理解を
深めることを目指す。なお，本講習は小学校等の教諭，養護
教諭も受講できるが，『幼稚園教育要領』の領域「人間関係」
の一部に対応したものであり，幼稚園教諭を主たる対象とし
た内容で構成されている。

島　義弘（学術研究院法文教育
学域教育学系准教授）

奄美会場（奄美市） 6時間 10月3日
教諭

養護教諭

幼稚園・特別支援学
校・幼保連携型認定こ
ども園教諭、養護教諭

6,000円 40人 7月20日 9月19日
令02-
10084-
508481号
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開講日、講習の方法が変更になる場合があります。

最新の情報は、【管理システム】でご確認ください。

11121 【選択】乳幼児期の社会性の発達

本講習では，乳幼児期の社会性の発達を心理学の観点か
ら概説する。講習を通して子どもの発達理解の視点を整理
し，社会性の発達を支える保育者の役割についての理解を
深めることを目指す。なお，本講習は小学校等の教諭，養護
教諭も受講できるが，『幼稚園教育要領』の領域「人間関係」
の一部に対応したものであり，幼稚園教諭を主たる対象とし
た内容で構成されている。

島　義弘（学術研究院法文教育
学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月17日
教諭

養護教諭

幼稚園・特別支援学
校・幼保連携型認定こ
ども園教諭、養護教諭

6,000円 100人 6月18日 8月3日
令02-
10084-
508482号

11122 【選択】乳幼児期の社会性の発達

本講習では，乳幼児期の社会性の発達を心理学の観点か
ら概説する。講習を通して子どもの発達理解の視点を整理
し，社会性の発達を支える保育者の役割についての理解を
深めることを目指す。なお，本講習は小学校等の教諭，養護
教諭も受講できるが，『幼稚園教育要領』の領域「人間関係」
の一部に対応したものであり，幼稚園教諭を主たる対象とし
た内容で構成されている。

島　義弘（学術研究院法文教育
学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月30日
教諭

養護教諭

幼稚園・特別支援学
校・幼保連携型認定こ
ども園教諭、養護教諭

6,000円 100人 6月18日 8月16日
令02-
10084-
508483号

11123 【選択】幼児理解の心理

本講習では，幼児期の特徴を発達心理学の観点から概説
し，子どもの発達を支援するための保育者の役割について
考察する。その後，子ども理解に基づいた保育実践につい
て事例検討とグループ・ディスカッションを行い，子ども理解
の深化，保育の改善を目指す。なお，本講習は小学校等の
教諭，養護教諭も受講できるが，幼稚園教諭を主たる対象と
した内容で構成されている。

島　義弘（学術研究院法文教育
学域教育学系准教授）

奄美会場（奄美市） 6時間 10月4日
教諭

養護教諭

幼稚園・特別支援学
校・幼保連携型認定こ
ども園教諭、養護教諭

6,000円 40人 7月20日 9月20日
令02-
10084-
508484号

11124 【選択】幼児理解の心理

本講習では，幼児期の特徴を発達心理学の観点から概説
し，子どもの発達を支援するための保育者の役割について
考察する。その後，子ども理解に基づいた保育実践につい
て事例検討とグループ・ディスカッションを行い，子ども理解
の深化，保育の改善を目指す。なお，本講習は小学校等の
教諭，養護教諭も受講できるが，幼稚園教諭を主たる対象と
した内容で構成されている。

島　義弘（学術研究院法文教育
学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月18日
教諭

養護教諭

幼稚園・特別支援学
校・幼保連携型認定こ
ども園教諭、養護教諭

6,000円 100人 6月18日 8月4日
令02-
10084-
508485号

11125 【選択】幼児理解の心理

本講習では，幼児期の特徴を発達心理学の観点から概説
し，子どもの発達を支援するための保育者の役割について
考察する。その後，子ども理解に基づいた保育実践につい
て事例検討とグループ・ディスカッションを行い，子ども理解
の深化，保育の改善を目指す。なお，本講習は小学校等の
教諭，養護教諭も受講できるが，幼稚園教諭を主たる対象と
した内容で構成されている。

島　義弘（学術研究院法文教育
学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月31日
教諭

養護教諭

幼稚園・特別支援学
校・幼保連携型認定こ
ども園教諭、養護教諭

6,000円 100人 6月18日 8月17日
令02-
10084-
508486号

11126 【選択】幼児理解の方法

本講習では、エピソードやストーリー記述に基づく幼児理解
の方法について取り上げる。事例を通したディスカッションに
重きを置くため、講習を前半（3時間）と後半（3時間）の両日
に分ける。まず前半で幼児の心理学的特徴、幼児理解の方
法について概説する。2、3週間の実践観察期間を挟み、後
半では、受講者が持ち寄った事例検討とディスカッションを
行い、幼児を肯定的にとらえる視点と方法について理解を深
めていく。なお、幼小連携の観点から、小学校教諭も対象と
する。

下木戸　隆司（学術研究院法文
教育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間
7月4日、
7月25日

教諭
幼稚園・小学校・特別
支援学校･幼保連携型

認定こども園教諭
6,000円 30人 未定

令02-
10084-
508487号

11127 【選択】書写教育と文字文化

小・中学校の書写教育に必要な知識・技能の深化を図る。
知識としては，学習指導要領、漢字・仮名の歴史，字体の標
準，文字文化等が挙げられる。技能としては，姿勢・執筆，
楷書・行書の用筆と運筆，字形の整え方，配置・配列などで
ある。講習の終末には，自選の語句を楷書または行書で創
作し，手書き文字の豊かさや文字文化の多様性を実感でき
るようにする。

瀬筒　寛之（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月2日 教諭
小学校・中学校（国語）

教諭
6,000円 20人 6月18日 7月19日

令02-
10084-
508488号
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開講日、講習の方法が変更になる場合があります。

最新の情報は、【管理システム】でご確認ください。

11128 【選択】書写教育と文字文化

小・中学校の書写教育に必要な知識・技能の深化を図る。
知識としては，学習指導要領、漢字・仮名の歴史，字体の標
準，文字文化等が挙げられる。技能としては，姿勢・執筆，
楷書・行書の用筆と運筆，字形の整え方，配置・配列などで
ある。講習の終末には，自選の語句を楷書または行書で創
作し，手書き文字の豊かさや文字文化の多様性を実感でき
るようにする。

瀬筒　寛之（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月18日 教諭
小学校・中学校（国語）

教諭
6,000円 20人 6月18日 8月4日

令02-
10084-
508489号

11129 【選択】書写教育と文字文化

小・中学校の書写教育に必要な知識・技能の深化を図る。
知識としては，学習指導要領、漢字・仮名の歴史，字体の標
準，文字文化等が挙げられる。技能としては，姿勢・執筆，
楷書・行書の用筆と運筆，字形の整え方，配置・配列などで
ある。講習の終末には，自選の語句を楷書または行書で創
作し，手書き文字の豊かさや文字文化の多様性を実感でき
るようにする。

瀬筒　寛之（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月19日 教諭
小学校・中学校（国語）

教諭
6,000円 20人 6月18日 8月5日

令02-
10084-
508490号

11130 【選択】書写教育と文字文化

小・中学校の書写教育に必要な知識・技能の深化を図る。
知識としては，学習指導要領、漢字・仮名の歴史，字体の標
準，文字文化等が挙げられる。技能としては，姿勢・執筆，
楷書・行書の用筆と運筆，字形の整え方，配置・配列などで
ある。講習の終末には，自選の語句を楷書または行書で創
作し，手書き文字の豊かさや文字文化の多様性を実感でき
るようにする。

瀬筒　寛之（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月25日 教諭
小学校・中学校（国語）

教諭
6,000円 20人 6月18日 8月11日

令02-
10084-
508491号

11131 【選択】書写教育と文字文化

小・中学校の書写教育に必要な知識・技能の深化を図る。
知識としては，学習指導要領、漢字・仮名の歴史，字体の標
準，文字文化等が挙げられる。技能としては，姿勢・執筆，
楷書・行書の用筆と運筆，字形の整え方，配置・配列などで
ある。講習の終末には，自選の語句を楷書または行書で創
作し，手書き文字の豊かさや文字文化の多様性を実感でき
るようにする。

瀬筒　寛之（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月26日 教諭
小学校・中学校（国語）

教諭
6,000円 20人 6月18日 8月12日

令02-
10084-
508492号

11132
【選択】家庭科におけるパフォー
マンス評価を取り入れた授業デ
ザイン

児童・生徒の理解を適切に確かめる評価方法を開発し、授
業デザインに結びつけることが「主体的・対話的で深い学
び」を導く家庭科教育の実現のために求められる。本講習で
は評価方法の一例として「パフォーマンス評価」を取り上げ、
前半ではその理論を概説し、後半は小・中・高の家庭科（技
術・家庭科家庭分野）における実践的な評価課題の作成方
法について探究する。

瀨川　朗（学術研究院法文教育
学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 7月26日 教諭
小学校・中学校(家
庭)・高等学校(家庭)

教諭
6,000円 15人 6月18日 7月12日

令02-
10084-
508493号

11133
【選択】家庭科におけるパフォー
マンス評価を取り入れた授業デ
ザイン

児童・生徒の理解を適切に確かめる評価方法を開発し、授
業デザインに結びつけることが「主体的・対話的で深い学
び」を導く家庭科教育の実現のために求められる。本講習で
は評価方法の一例として「パフォーマンス評価」を取り上げ、
前半ではその理論を概説し、後半は小・中・高の家庭科（技
術・家庭科家庭分野）における実践的な評価課題の作成方
法について探究する。

瀨川　朗（学術研究院法文教育
学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月18日 教諭
小学校・中学校(家
庭)・高等学校(家庭)

教諭
6,000円 15人 7月20日 10月4日

令02-
10084-
508494号

11134
【選択】学外公共施設を活用した
科学教育

鹿児島市立科学館における実習，見学を含む講習を通し
て，学外公共施設を活用した科学と理科の学習について，
その意義と方法を考察する。学外公共施設は，幼児から大
人に至る広い年齢層の利用を目指しているので，本講習
は，科学教育に興味関心のある幼稚園教諭，幼保連携型認
定こども園教諭，小学校教諭，中学校理科担当教諭，義務
教育学校教諭を対象とする。

土田　理（学術研究院法文教育
学域教育学系教授）

鹿児島市立科学館（鹿
児島市）

6時間 8月19日 教諭

幼稚園・小学校・中学
校（理科）・義務教育学
校・幼保連携型認定こ

ども園教諭

6,000円 40人 6月18日 8月5日
令02-
10084-
508495号
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11135
【選択】小学校体育「ボール運動
（ゴール型）」の教材づくり

小学校体育「ボール運動領域（ゴール型）」で取り扱われる
ゲーム教材を，「バスケットボール」を例に取り扱う。前半は
種目特有の本質的な楽しさを担保しつつ，みんなが上手に
なり活躍できるようにするための基本的な考え方を学び，後
半は実技を通してその実践的な運用方法を学ぶ。なお，小
学校における事例を内容の中核とするため，主な受講対象
者を小学校教諭とするが，中・高等学校教諭も受講可とす
る。

中島　友樹（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 11月8日 教諭
小学校教諭（中学校

（保健体育）・高等学校
（保健体育）教諭も可）

6,000円 20人 7月20日 10月25日
令02-
10084-
508496号

11136
【選択】小学校体育「ボール運動
（ゴール型）」の教材づくり

小学校体育「ボール運動領域（ゴール型）」で取り扱われる
ゲーム教材を，「バスケットボール」を例に取り扱う。前半は
種目特有の本質的な楽しさを担保しつつ，みんなが上手に
なり活躍できるようにするための基本的な考え方を学び，後
半は実技を通してその実践的な運用方法を学ぶ。なお，小
学校における事例を内容の中核とするため，主な受講対象
者を小学校教諭とするが，中・高等学校教諭も受講可とす
る。

中島　友樹（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

奄美会場（奄美市） 6時間 11月28日 教諭
小学校教諭（中学校

（保健体育）・高等学校
（保健体育）教諭も可）

6,000円 20人 7月20日 11月14日
令02-
10084-
508497号

11137
【選択】小学校体育「ボール運動
（ネット型）」の教材づくり

小学校体育「ボール運動領域（ネット型）」で取り扱われる
ゲーム教材を，「バレーボール」を例に取り扱う。前半は種目
特有の本質的な楽しさを担保しつつ，みんなが上手になり活
躍できるようにするための基本的な考え方を学び，後半は実
技を通してその実践的な運用方法を学ぶ。なお，小学校に
おける事例を内容の中核とするため，主な受講対象者を小
学校教諭とするが，中・高等学校教諭も受講可とする。

中島　友樹（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 11月21日 教諭
小学校教諭（中学校

（保健体育）・高等学校
（保健体育）教諭も可）

6,000円 20人 7月20日 11月7日
令02-
10084-
508498号

11138
【選択】小学校体育「ボール運動
（ベースボール型）」の教材づくり

小学校体育「ボール運動領域（ベースボール型）」で取り扱
われるゲーム教材を，「ソフトボール」を例に取り扱う。前半
は種目特有の本質的な楽しさを担保しつつ，みんなが上手
になり活躍できるようにするための基本的な考え方を学び，
後半は実技を通してその実践的な運用方法を学ぶ。なお，
小学校における事例を内容の中核とするため，主な受講対
象者を小学校教諭とするが，中・高等学校教諭も受講可とす
る。

中島　友樹（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月31日 教諭
小学校教諭（中学校

（保健体育）・高等学校
（保健体育）教諭も可）

6,000円 20人 7月20日 10月17日
令02-
10084-
508499号

11139
【選択】小学校国語科における
「書くこと」の指導法

　平成29年告示の学習指導要領における「書くこと」の言語
活動例を踏まえ、その学習指導上のポイントについて、理論
的な整理を行う。また、各小学校が長期休業中の課題として
設定することが多い「生活文」を取り上げ、大村はま氏の実
践例を参考にしながら、今後の指導上の工夫や改善点につ
いて考察を行う。なお、小学校の事例を多く扱うため、主な受
講対象者は小学校教諭とするが、中学校国語科教諭も受講
可能。

原田　義則（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 11月7日 教諭
小学校・中学校（国語）

教諭
6,000円 14人 7月20日 10月24日

令02-
10084-
508500号

11140
【選択】小学校国語科における
「書くこと」の指導法

　平成29年告示の学習指導要領における「書くこと」の言語
活動例を踏まえ、その学習指導上のポイントについて、理論
的な整理を行う。また、各小学校が長期休業中の課題として
設定することが多い「生活文」を取り上げ、大村はま氏の実
践例を参考にしながら、今後の指導上の工夫や改善点につ
いて考察を行う。なお、小学校の事例を多く扱うため、主な受
講対象者は小学校教諭とするが、中学校国語科教諭も受講
可能。

原田　義則（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

奄美会場（奄美市） 6時間 不開講 教諭
小学校・中学校（国語）

教諭
6,000円 14人 - -

令02-
10084-
508501号

11141
【選択】英語のしくみと異文化理
解の関係性

英語の音声・語彙・文構造・文法・正書法等のしくみは全て
互いに関連したものであり，さらに，それらは英語圏の文化
に深く根ざしている。このような認識のもと，英語によるコミュ
ニケーション能力を育成していく上で，特に日本人学習者に
とってどのようなことが問題となるのかを解説していく。

濱崎　孔一廊（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月10日 教諭
小学校・中学校（英

語）・高等学校（英語）
教諭

6,000円 100人 6月18日 7月27日
令02-
10084-
508502号
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11142 【選択】鹿児島の歴史探訪

鹿児島県域は日本国の南端に位置し、国境に近い場所にあ
りました。その結果対外勢力との関係も色々生じてきまし
た。時には奄美大島等南島の人々が現在の九州地方を襲
撃することもありました。また交易利潤をめぐり大宰府役人
が.大隅国府(大隅国の政治の中心地)を焼き打ちした事件も
起きています。平安時代現鹿児島県域で起きた事件を素材
として、鹿児島県域の歴史を学びます。

日隈　正守（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

400分 8月20日 教諭
小学校・中学校・高等

学校教諭
6,000円 20人 6月18日 8月6日

令02-
10084-
508503号

11143 【選択】鹿児島の歴史探訪

鹿児島県域は日本国の南端に位置し、国境に近い場所にあ
りました。その結果対外勢力との関係も色々生じてきまし
た。時には奄美大島等南島の人々が現在の九州地方を襲
撃することもありました。また交易利潤をめぐり大宰府役人
が.大隅国府(大隅国の政治の中心地)を焼き打ちした事件も
起きています。平安時代現鹿児島県域で起きた事件を素材
として、鹿児島県域の歴史を学びます。

日隈　正守（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

400分 8月24日 教諭
小学校・中学校・高等

学校教諭
6,000円 20人 6月18日 8月10日

令02-
10084-
508504号

11144
【選択】中学校技術科における金
属加工の基礎

中学校技術科の金属加工領域の内容について実習を中心
に学びます。金属加工の内容を久しく扱ってない,あるいは免
許外教科担任制度で担当している方なども想定し基本的な
内容になります。今回は鍛冶技術を中心に鍛造，研削そして
熱処理などを扱う予定です。

深川　和良（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 不開講 教諭 中学校（技術）教諭 6,000円 10人 - -
令02-
10084-
508505号

11145
【選択】小学校プログラミング教育
の進め方

 本講習では、小学校学習指導要領に対応した授業改善とし
て、児童の「プログラミング的思考」を育成するため、教員の
プログラミング教育に関する基礎的認識を共有し、指導法改
善の研修を深めていく。まず、小学校での情報教育やプログ
ラミング教育の目的を理解し、先進的な事例を紹介し、具体
的な展開を学ぶ。実際にプログラミングを体験するなど、演
習や実技を通じて授業設計やカリキュラムマネジメントの視
点から深めていく。

山本　朋弘（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 12月5日 教諭
小学校・特別支援学校

教諭
6,000円 40人 7月20日 11月21日

令02-
10084-
508506号

11146
【選択】小学校プログラミング教育
の進め方

 本講習では、小学校学習指導要領に対応した授業改善とし
て、児童の「プログラミング的思考」を育成するため、教員の
プログラミング教育に関する基礎的認識を共有し、指導法改
善の研修を深めていく。まず、小学校での情報教育やプログ
ラミング教育の目的を理解し、先進的な事例を紹介し、具体
的な展開を学ぶ。実際にプログラミングを体験するなど、演
習や実技を通じて授業設計やカリキュラムマネジメントの視
点から深めていく。

山本　朋弘（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 11月21日 教諭
小学校・特別支援学校

教諭
6,000円 40人 7月20日 11月7日

令02-
10084-
508507号

11147
【選択】小学校プログラミング教育
の進め方

 本講習では、小学校学習指導要領に対応した授業改善とし
て、児童の「プログラミング的思考」を育成するため、教員の
プログラミング教育に関する基礎的認識を共有し、指導法改
善の研修を深めていく。まず、小学校での情報教育やプログ
ラミング教育の目的を理解し、先進的な事例を紹介し、具体
的な展開を学ぶ。実際にプログラミングを体験するなど、演
習や実技を通じて授業設計やカリキュラムマネジメントの視
点から深めていく。

山本　朋弘（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 11月22日 教諭
小学校・特別支援学校

教諭
6,000円 40人 7月20日 11月8日

令02-
10084-
508508号

11148
【選択】授業でのICT活用による
指導法の改善

本講習では，学習指導要領等の動向を踏まえつつ，ICTを活
用した授業における指導法改善についての研修を深めてい
く。まず，電子黒板や実物投影機等のICTの特性を知り，各
校種・各教科での好事例を紹介し，より効果的な活用場面を
検討する。さらに，タブレット型端末を活用した授業，テレビ
会議を用いた遠隔授業など，今後普及が期待される機器の
活用事例から，授業での指導法改善をどう図るか，授業設
計や教材開発，情報教育（情報モラルを含む）の視点から深
めていく。

山本　朋弘（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 不開講 教諭
小学校・中学校・高等
学校・特別支援学校教

諭
6,000円 40人 - -

令02-
10084-
508509号
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11149
【選択】授業でのICT活用による
指導法の改善

本講習では，学習指導要領等の動向を踏まえつつ，ICTを活
用した授業における指導法改善についての研修を深めてい
く。まず，電子黒板や実物投影機等のICTの特性を知り，各
校種・各教科での好事例を紹介し，より効果的な活用場面を
検討する。さらに，タブレット型端末を活用した授業，テレビ
会議を用いた遠隔授業など，今後普及が期待される機器の
活用事例から，授業での指導法改善をどう図るか，授業設
計や教材開発，情報教育（情報モラルを含む）の視点から深
めていく。

山本　朋弘（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 不開講 教諭
小学校・中学校・高等
学校・特別支援学校教

諭
6,000円 40人 - -

令02-
10084-
508510号

11150
【選択】確かな授業力の育成（小
学校）

本講習では、小学校における授業の在り方、とりわけ教科・
領域等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教
科等を例として、学習指導法改善のポイント等について確認
する。また、実際の指導上の課題などを分析しながら、実態
に応じた指導の工夫や改善策などについて意見交換を行っ
たり、参考となる指導事例を検討したりすることで、効果的な
学習指導法について整理し、理解を深めるとともに実践に活
かすことができるようにする。

髙味　淳（学術研究院法文教育
学域教育学系准教授）
山口　幸彦（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

奄美会場（奄美市） 6時間 8月6日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人 6月18日 7月23日
令02-
10084-
508511号

11151
【選択】確かな授業力の育成（小
学校）

本講習では、小学校における授業の在り方、とりわけ教科・
領域等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教
科等を例として、学習指導法改善のポイント等について確認
する。また、実際の指導上の課題などを分析しながら、実態
に応じた指導の工夫や改善策などについて意見交換を行っ
たり、参考となる指導事例を検討したりすることで、効果的な
学習指導法について整理し、理解を深めるとともに実践に活
かすことができるようにする。

髙味　淳（学術研究院法文教育
学域教育学系准教授）
山口　幸彦（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月17日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人 6月18日 8月3日
令02-
10084-
508512号

11152
【選択】確かな授業力の育成（小
学校）

本講習では、小学校における授業の在り方、とりわけ教科・
領域等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教
科等を例として、学習指導法改善のポイント等について確認
する。また、実際の指導上の課題などを分析しながら、実態
に応じた指導の工夫や改善策などについて意見交換を行っ
たり、参考となる指導事例を検討したりすることで、効果的な
学習指導法について整理し、理解を深めるとともに実践に活
かすことができるようにする。

髙味　淳（学術研究院法文教育
学域教育学系准教授）
山口　幸彦（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月18日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人 7月20日 10月4日
令02-
10084-
508513号

11153
【選択】確かな授業力の育成（中
学校）

本講習では、中学校における授業の在り方、とりわけ教科・
領域等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教
科等を例として、学習指導法改善のポイント等について確認
する。また、実際の指導上の課題などを分析しながら、実態
に応じた指導の工夫や改善策などについて意見交換を行っ
たり、参考となる指導事例を検討したりすることで、効果的な
学習指導法について整理し、理解を深めるとともに実践に活
かすことができるようにする。

山元　卓也（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）
奥山　茂樹（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

奄美会場（奄美市） 6時間 8月6日 教諭 中学校教諭 6,000円 30人 6月18日 7月23日
令02-
10084-
508514号

11154
【選択】確かな授業力の育成（中
学校）

本講習では、中学校における授業の在り方、とりわけ教科・
領域等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教
科等を例として、学習指導法改善のポイント等について確認
する。また、実際の指導上の課題などを分析しながら、実態
に応じた指導の工夫や改善策などについて意見交換を行っ
たり、参考となる指導事例を検討したりすることで、効果的な
学習指導法について整理し、理解を深めるとともに実践に活
かすことができるようにする。

山元　卓也（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）
奥山　茂樹（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月17日 教諭 中学校教諭 6,000円 30人 6月18日 8月3日
令02-
10084-
508515号
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11155
【選択】確かな授業力の育成（中
学校）

本講習では、中学校における授業の在り方、とりわけ教科・
領域等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教
科等を例として、学習指導法改善のポイント等について確認
する。また、実際の指導上の課題などを分析しながら、実態
に応じた指導の工夫や改善策などについて意見交換を行っ
たり、参考となる指導事例を検討したりすることで、効果的な
学習指導法について整理し、理解を深めるとともに実践に活
かすことができるようにする。

山元　卓也（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）
奥山　茂樹（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月18日 教諭 中学校教諭 6,000円 30人 7月20日 10月4日
令02-
10084-
508516号

11156
【選択】幼小連携によるスタートカ
リキュラムの推進と生活科教育

  新しい学習指導要領が目指す「主体的・対話的で深い学
び」を実現するために、生活科教育の実践においてその目
標・内容・方法について具体的な改善策等を講義や演習に
より理解するとともに、幼小連携による小学校入門期のス
タートカリキュラムの実践上の課題について、自らの学校の
指導計画と実践上の課題をもとに検討し、そのあり方やより
よい指導計画への改善へとつなげることができるようにす
る。また、養護教諭については、「学校探検」や「先生のお仕
事」等、子供たちとのかかわりが多いこととスタートカリキュ
ラムが全校体制のもとに実施することが強く求められている
ことから対象とする。

山口　幸彦（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 12月5日
教諭

養護教諭

幼稚園・小学校・幼保
連携型認定こども園教

諭、養護教諭
6,000円 30人 7月20日 11月21日

令02-
10084-
508517号

11157
【選択】幼小連携によるスタートカ
リキュラムの推進と生活科教育

  新しい学習指導要領が目指す「主体的・対話的で深い学
び」を実現するために、生活科教育の実践においてその目
標・内容・方法について具体的な改善策等を講義や演習に
より理解するとともに、幼小連携による小学校入門期のス
タートカリキュラムの実践上の課題について、自らの学校の
指導計画と実践上の課題をもとに検討し、そのあり方やより
よい指導計画への改善へとつなげることができるようにす
る。また、養護教諭については、「学校探検」や「先生のお仕
事」等、子供たちとのかかわりが多いこととスタートカリキュ
ラムが全校体制のもとに実施することが強く求められている
ことから対象とする。

山口　幸彦（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月29日
教諭

養護教諭

幼稚園・小学校・幼保
連携型認定こども園教

諭、養護教諭
6,000円 30人 6月18日 8月15日

令02-
10084-
508518号

11158
【選択】不登校に関する基本的な
理解と支援

不登校は，その背景や行動について，その本人と関わる機
会が少なくなるため，理解することが難しいとされる。そのた
め，教師にとって戸惑う課題の一つであると言えよう。本講
習では，不登校について，本人の感情や行動面に注目を
し，その理解について，いくつかの視点からの解説を行う。ま
た，支援のあり方については，事例を取り上げながら，検討
できる機会を設けていきたいと考える。

有倉　巳幸（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月10日
教諭

養護教諭

小学校・中学校・高等
学校・特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 100人 6月18日 7月27日

令02-
10084-
508519号

11159
【選択】不登校に関する基本的な
理解と支援

不登校は，その背景や行動について，その本人と関わる機
会が少なくなるため，理解することが難しいとされる。そのた
め，教師にとって戸惑う課題の一つであると言えよう。本講
習では，不登校について，本人の感情や行動面に注目を
し，その理解について，いくつかの視点からの解説を行う。ま
た，支援のあり方については，事例を取り上げながら，検討
できる機会を設けていきたいと考える。

有倉　巳幸（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

奄美会場（奄美市） 6時間 10月18日
教諭

養護教諭

小学校・中学校・高等
学校・特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 50人 7月20日 10月4日

令02-
10084-
508520号

11160
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動等
への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探求
する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月24日 教諭
幼稚園、幼保連携型
認定こども園教諭

6,000円 36人 6月18日 8月10日
令02-
10084-
508521号
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11161
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動等
への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探求
する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月28日 教諭
幼稚園、幼保連携型
認定こども園教諭

6,000円 36人 6月18日 8月14日
令02-
10084-
508522号

11162
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動等
への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探求
する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月1日 教諭
幼稚園、幼保連携型
認定こども園教諭

6,000円 36人 6月18日 7月18日
令02-
10084-
508523号

11163
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動等
への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探求
する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 9月5日 教諭
幼稚園、幼保連携型
認定こども園教諭

6,000円 36人 7月20日 8月22日
令02-
10084-
508524号

11164
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動等
への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探求
する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 9月26日 教諭
幼稚園、幼保連携型
認定こども園教諭

6,000円 36人 7月20日 9月12日
令02-
10084-
508525号

11165
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動等
への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探求
する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 11月1日 教諭
幼稚園、幼保連携型
認定こども園教諭

6,000円 36人 7月20日 10月18日
令02-
10084-
508526号

11166
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動等
への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探求
する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 11月21日 教諭
幼稚園、幼保連携型
認定こども園教諭

6,000円 36人 7月20日 11月7日
令02-
10084-
508527号

11167
【選択】子どもの体力科学（幼稚
園）

子どもの体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった子どもを取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。
そのうえで、体力の向上を図っていくための遊び及び運動等
への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探求
する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 12月5日 教諭
幼稚園、幼保連携型
認定こども園教諭

6,000円 36人 7月20日 11月21日
令02-
10084-
508528号
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最新の情報は、【管理システム】でご確認ください。

11168
【選択】授業に活かす体力科学
（小学校）

小学生の体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった児童を取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。そ
のうえで、体力の向上を図っていくための授業及び学校行事
等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探
求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月27日
教諭

養護教諭
小学校教諭、養護教

諭
6,000円 36人 6月18日 8月13日

令02-
10084-
508529号

11169
【選択】授業に活かす体力科学
（小学校）

小学生の体力・運動能力について、時代差や地域差、個人
差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それぞれの
「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環境と
いった児童を取り巻く環境の相違や変化から概説を行う。そ
のうえで、体力の向上を図っていくための授業及び学校行事
等への取り組みについて検討して、実践に活かす方法を探
求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月15日
教諭

養護教諭
小学校教諭、養護教

諭
6,000円 36人 6月18日 8月1日

令02-
10084-
508530号

11170
【選択】授業に活かす体力科学
（中学校・高等学校）

中学生・高校生の体力・運動能力について、時代差や地域
差、個人差の存在を体力科学の側面から示したうえで、それ
ぞれの「差」を発生させる要因について、社会環境や生活環
境といった生徒を取り巻く環境の相違や変化から概説を行
う。そのうえで、体力の向上を図っていくための授業及び学
校行事等への取り組みについて検討して、実践に活かす方
法を探求する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 9月12日
教諭

養護教諭
中学校・高等学校教

諭、養護教諭
6,000円 36人 7月20日 8月29日

令02-
10084-
508531号

11171
【選択】柔道授業における学習指
導法

武道必修化以降の柔道授業における現状と課題について
概説を行う。また、参加者のこれまでの指導実践における課
題を共有し、学習指導要領に示された技能の指導における
安全性の確保と種目特性を味わうカリキュラムについて演
習を通して理解を深める。具体的には、講義の他に、基本動
作・足技・手技・腰技・抑え技の実技を実施する。

與儀　幸朝（学術研究院法文教
育学域教育学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月17日 教諭
中学校（保健体育）・高
等学校（保健体育）教

諭
6,000円 20人 7月20日 10月3日

令02-
10084-
508532号

11172 【選択】声楽歌唱演奏法（独唱）

各自が課題とする作品1曲を持ち寄り、発声法、発音法、表
現法等を検討しより良い表現の在り方を目指します。また、
受講者は当講習が事前に用意した作品を選択し、予め練習
の上受講してください。指定曲については後日発表します。
受講の際は、ストレッチ等の運動が可能な服装でお願いしま
す。ピアノ伴奏は準備します。

齊藤　祐（学術研究院法文教育
学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 9月5日 教諭
小学校・中学校（音

楽）・高等学校（音楽）
教諭

6,000円 7人 7月20日 8月22日
令02-
10084-
508533号

11173 【選択】合唱指導法

まず、声楽発声法、発音法、表現法、指揮法等の基本を確
認します。その後、具体的な作品を取り上げ実際に演奏や
指揮を試みることで合唱指導法の個々の技術の向上を目指
します。簡単な合唱教材を事前に発表しますので、各自ご準
備をお願いします。また、軽いストレッチを行いますので、動
きやすい服装で参加のこと。

齊藤　祐（学術研究院法文教育
学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 不開講 教諭
小学校・中学校（音

楽）・高等学校（音楽）
教諭

6,000円 20人 - -
令02-
10084-
508534号

11174 【選択】保育環境と保護者支援

近年、地域社会の急激な変化によって、保育環境も変化し
て来ている。そこで、保育環境の変化について理解するため
に、グループでワークショップを行う。内容は、保育のための
KYT（危険予知トレーニング）を中心に行う。さらに、全国の
事例を参照しながら親支援のための理解を深める。

久保田　治助（学術研究院法文
教育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 11月14日 教諭
幼稚園・幼保連携型認

定こども園教諭
6,000円 30人 7月20日 10月31日

令02-
10084-
508535号
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11175
【選択】音楽科教育方法（初等
編）・小学校教材伴奏法

「音楽科教育方法（初等編）」では、新学習指導要領の表現
領域「音楽づくり」を中心に考察する。講習では、実際の指導
法について音遊びや音を探す活動、音を音楽へと構成する
活動などを通して、音楽をつくる過程を体験的に学習する。
「小学校教材伴奏法」では、伴奏法の基本を学習し、実際の
小学校教材の伴奏法について様々な方法を紹介した上で、
実際にピアノでの伴奏を実践する。

山下　晋（学術研究院法文教育
学域教育学系教授）
今　由佳里（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間
7月25日

教諭 小学校教諭 6,000円 15人 未定
令02-
10084-
508536号

11176
【選択】青少年の性行動に関する
理解と支援

若者の性行動と将来を見据えた健康増進教育に関して、積
極的推奨の差し止めとなっている子宮頸がん予防ワクチン
の話題も取り上げ、前半で提供する。後半では、スマート
フォン等のパーソナルメディアを介した若者の性行動に関す
る話題を取り上げ、その理解と指導支援のあり方について
情報を提供する。

有倉　巳幸（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）
石走　知子（学術研究院総合科
学域総合教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 11月3日
教諭

養護教諭

小学校・中学校・高等
学校・特別支援学校教

諭、養護教諭
6,000円 100人 7月20日 10月20日

令02-
10084-
508537号

11177
【選択】特別支援教育の指導技術
の基礎としての行動分析

障害のある児童生徒への指導技術を身につけていくことは、
特別支援教育にかかわる上で非常に重要なこととなる。本
講習では、指導技術として有効性が確認されている応用行
動分析について、基礎から簡単な指導のプログラムの作成
までを演習を交えながら学ぶ。また本講習の内容は、自立
活動の指導やその計画の作成とも深い関連を持っている。

肥後　祥治（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

奄美会場（奄美市） 6時間 12月5日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 30人 7月20日 11月21日
令02-
10084-
508538号

11178
【選択】特別支援教育の指導技術
の基礎としての行動分析

障害のある児童生徒への指導技術を身につけていくことは、
特別支援教育にかかわる上で非常に重要なこととなる。本
講習では、指導技術として有効性が確認されている応用行
動分析について、基礎から簡単な指導のプログラムの作成
までを演習を交えながら学ぶ。また本講習の内容は、自立
活動の指導やその計画の作成とも深い関連を持っている。

肥後　祥治（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月3日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 80人 7月20日 9月19日
令02-
10084-
508539号

11179 【選択】障害の理解と障害学

特別支援教育の推進においては、教師の「障害の理解」が
重要であることは一般によく理解されている。しかし、障害の
特性の理解や診断の際に重要となる情報や項目に関する
知識が教師にとって必要な「障害の理解」につながるのであ
ろうか。本講習では、障害学という立場を紹介しながら「障害
の理解」について演習等を踏まえながら考えていく。

肥後　祥治（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

奄美会場（奄美市） 6時間 12月6日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 30人 7月20日 11月22日
令02-
10084-
508540号

11180 【選択】障害の理解と障害学

特別支援教育の推進においては、教師の「障害の理解」が
重要であることは一般によく理解されている。しかし、障害の
特性の理解や診断の際に重要となる情報や項目に関する
知識が教師にとって必要な「障害の理解」につながるのであ
ろうか。本講習では、障害学という立場を紹介しながら「障害
の理解」について演習等を踏まえながら考えていく。

肥後　祥治（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月4日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 60人 7月20日 9月20日
令02-
10084-
508541号

11181
【選択】特別支援教育に必要とさ
れる教師のコミュニケーションス
キル

特別支援教育においてコミュケーションスキルは重要であ
る。本講習では、特別支援に関与する教師の対教師との1対
1、グループでのコミュニケーションスキルおよび、対子どもと
の1対1、グループでのコミュニケーションスキルの基礎の習
得をめざし、リラクゼーション、ボディーワーク、傾聴、インシ
デントメッソド等などについて講義と実習を含むワークショッ
プ形式で学習する。参加者は、動きやすい服装での参加を
願いたい。

肥後　祥治（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 11月8日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 26人 7月20日 10月25日
令02-
10084-
508542号
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11182
【選択】顕微鏡で見るウニの受精
と発生

　ウニは発生学の研究材料として世界中で使われており、そ
の受精や発生については高等学校の教科書にも取り上げら
れている。本講習では動物の受精・発生について、簡単な講
義で理解を深めた上で、ウニの採集、輸送、飼育、人工受
精、顕微鏡による観察の方法を含め、その発生についての
解説を行う。その後に実際に人工受精実験を行い、受精と
卵割を観察、実験にはどのような準備が必要か、また授業
に実験をどう生かせるかを、考察していきたい。

塔筋　弘章（学術研究院理工学
域理学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月2日 教諭
中学校（理科）・高等学

校（理科）教諭
6,000円 20人 6月18日 7月19日

令02-
10084-
508543号

11183
【選択】古典数学から現代数学ま
で：幾何学・論理

「幾何学概論」では底面積と高さが等しい四面体の体積に関
するヒルベルトの第三問題について述べる。ユークリッド原
論における体積概念とは何だったか、 ヒルベルトは何に問
題意識を持っていたのか、 デーンがそれをどう解決したの
かを解説する。
「論理概論」では、高校までの数学で数理論理学が関係する
話題や表現を取り上げ、当たり前のようにやっていることや
書いていることをもう一度見直します。

近藤　剛史（学術研究院理工学
域理学系准教授）
青山　究（学術研究院理工学域
理学系講師）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月20日 教諭
中学校（数学）・高等学

校（数学）教諭
6,000円 40人 6月18日 8月6日

令02-
10084-
508544号

11184
【選択】地球を知る（地球科学の
最前線）

前半の「鉱物と環境」では、鉱物の生成、分類、結晶構造等
の鉱物学の基礎を概観し、次に地球表層での鉱物の生成と
変化及び鉱物のもつ多様な性質について解説する。後半の
「岩石と造山運動」では、岩石の成因、形成過程について説
明し、岩石に記録された情報を解読する。次に造山運動の
具体的な例を紹介し、岩石から地球史を理解する。

河野　元治（学術研究院理工学
域理学系教授）
ハフィーズ　ウル レーマン（学術
研究院理工学域理学系助教）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 12月5日 教諭
中学校（理科）・高等学

校（理科）教諭
6,000円 30人 7月20日 11月21日

令02-
10084-
508545号

11185 【選択】現代天文学入門

最新の観測機器や理論モデルの発達により、近年、宇宙や
天体に関する知識は劇的に増えてきた。本講習では、宇宙
における物質循環（星や銀河の形成や進化）、巨大ブラック
ホールなどに関する最新の宇宙像を紹介するとともに、中
学・高校の授業とも関連する宇宙物理学の理論や観測技術
について解説する。

半田　利弘（学術研究院理工学
域理学系教授）
和田　桂一（学術研究院理工学
域理学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 不開講 教諭
中学校（理科）・高等学

校（理科）教諭
6,000円 40人 - -

令02-
10084-
508546号

11186 【選択】子どもの健康と環境

生活習慣（食事・運動・睡眠など）や子どもの貧困などの社
会環境が子どもの健康に与える影響について、わが国の現
状と問題点を理解し、その対応について学ぶ。また、疾病予
防の概念を理解し、子どもの健康に影響を与える要因の一
般的な予防対策について理解する。本講習は、特定の教科
科目に特化するものではなく、全教科教員を対象とするもの
である。

郡山　千早（学術研究院医歯学
域医学系教授）
山下　高明（学術研究院医歯学
域鹿児島大学病院助教）

インターネット等 6時間 8月1日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 30人 7月20日 7月18日
令02-
10084-
508547号

11187 【選択】食育と味覚の基礎

本講習は、味覚およびヒトの基本行動パターンについて教
養を深めることができる身近なテーマであるので、全ての教
科の教員向けである。
講習前半は脳の神経解剖学および組織学的観点から講義
し、同時にヒト脳の形・構造を実際に観察・学習(演習)するこ
とによって、味覚の神経回路網と本能との関わり、味覚の機
能・意義(食育）、行動の基本について理解を深める。講習後
半は生理学的観点から、｢おいしさを感じる脳の働き・うま味
とコク・味覚遺伝子・味覚の発達と老化｣などを解説し、その
後、食品を使って実習を行い、理解を深める。

後藤　哲哉（学術研究院医歯学
域歯学系教授）
山中　淳之（学術研究院医歯学
域歯学系准教授）
岩井　治樹（学術研究院医歯学
域歯学系助教）
倉本　恵梨子（学術研究院医歯
学域歯学系助教）
齋藤　充（学術研究院医歯学域
歯学系教授）
三浦　裕仁（学術研究院医歯学
域歯学系准教授）
小栁　江梨子（学術研究院医歯
学域歯学系助教）

インターネット等 6時間 10月24日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 50人 7月20日 10月10日
令02-
10084-
508548号
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11188
【選択】子どもの歯と口の健康を
守る

子どもの口の中は常に変化しており、歯の無い時期から乳
歯が生え永久歯に生え代わる間に、虫歯や歯茎の病気、歯
ならびやかみ合わせの異常などが生じやすい。また、恐怖
心が強かったり障害を抱えた子どもたちにとっては、歯科治
療を受けること自体が難しい。さらに、摂食嚥下の働きに異
常がある子どもには、状況に適した訓練指導や調理法の工
夫が必要となる。そこで、大学病院ではそのような子どもた
ちの歯と口の健康増進にどのように対応しているかを解説
し、ご参加の先生方が子どもたちや保護者に助言を行う際
の一助となる講習としたい。

山﨑　要一（学術研究院医歯学
域歯学系教授）
糀谷　淳（学術研究院医歯学域
歯学系准教授）
佐藤　秀夫（学術研究院医歯学
域医学系講師）
前田　綾（学術研究院医歯学域
歯学系講師）

桜ヶ丘キャンパス（鹿
児島市）

6時間 不開講
教諭

養護教諭
栄養教諭

小学校・特別支援学校
教諭、養護教諭、栄養

教諭
6,000円 70人 - -

令02-
10084-
508549号

11189 【選択】建物の形と環境

建物は形（デザイン）と構造（力学）の調和から構成されてい
ます。感銘を受ける建物は形もよいのですが、必ず構造的
な特性も優れています。この[形]＋[構造]を考慮した建物を
総称して構造形態と呼んでいます。一方、建物は人が利用
するものであり機能性が求められます。省エネ性能に優れ
環境にも配慮した建物が注目されています。本講習では、建
築構造形態の創生に関係する現状と今後，環境建築の考え
方とエコの取組みについて判りやすく解説いたします。

本間　俊雄（学術研究院理工学
域工学系教授）
二宮　秀與（学術研究院理工学
域工学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月7日 教諭
中学校（理科、技術家
庭）・高等学校（理科、

工業）教諭
6,000円 30人 6月18日 7月24日

令02-
10084-
508550号

11190 【選択】社会を支える機械技術

私たちの生活は様々な機械技術に支えられています。
講習では、機械技術に関する以下の３つのテーマをとりあげ
ます。
１．社会インフラを支える構造用材料とその科学について
２．マイクロスケールにおける伝熱工学
３．機械のものづくり（工作）の過去・現在・未来
これらの内容について易しく解説します。

定松　直（学術研究院理工学域
工学系准教授）
洪　定杓（学術研究院理工学域
工学系准教授）
近藤　英二（学術研究院理工学
域工学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月24日 教諭
高等学校（理科・工業）

教諭
6,000円 30人 6月18日 8月10日

令02-
10084-
508551号

11191
【選択】視覚の機能解明～細胞レ
ベルから心理レベルまで～

「百聞は一見に如かず」のことわざ通り、私たち人間は生活
を送るうえで多くの情報を視覚に頼っています。また、一見
単純に見える「目で見る」という行為は、実は複雑な脳内処
理の結果によるものです。そこで、本講習では、まず、生体
レベルで、(1) 網膜と脳の相互関係、(2) 脳内での情報処理
の流れ、について解説します。つぎに、 (3) 心理学的知見の
ヒューマンインタフェースへの応用、(4) 最近話題の人工知
能との関連も踏まえたコンピュータビジョンへの応用、につい
て紹介します。

内山　博之（学術研究院理工学
域工学系教授）
王　鋼（学術研究院理工学域工
学系教授）
大塚　作一（学術研究院理工学
域工学系教授）
小野　智司（学術研究院理工学
域工学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月27日 教諭
中学校（数学・理科）・
高等学校（数学・理科･

工業）教諭
6,000円 80人 未定 8月13日

令02-
10084-
508552号

11192
【選択】【農業と環境】農業科学の
最前線

農耕地において土壌が示す物質循環、作物生産、環境保全
に関与する土壌微生物群集の構造と機能について解説す
る。地球規模の環境変動や人間の活動が農作物の栽培に
及ぼす影響と世界の作物栽培について概説する。また、農
業と水・物質循環に関わる現状や最新の研究成果について
概説し、近年の食料供給に伴う窒素フローの変化を解説す
る。

境　雅夫（学術研究院農水産獣
医学域農学系教授）
遠城　道雄（学術研究院農水産
獣医学域農学系教授）
籾井　和朗（学術研究院農水産
獣医学域農学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 不開講 教諭
中学校（理科）・高等学
校（理科・農業）教諭

6,000円 20人 - -
令02-
10084-
508553号

11193 【選択】森林科学の最前線

　林業の現状や課題について概説し、ICTを活用した新しい
林業の展開、森林が地球環境保全などの多面的機能を発
揮する上で林業が果たす役割、森林資源の循環利用と主伐
期を迎えた森林の生産、森林の社会的評価、木材を建築材
やパルプ原料だけでなく、木質バイオマスの熱や電気のエ
ネルギー源としての利用、新しい森林経営や林業へのＩＣＴ
の導入など、森林、林業の現状や今後の展望などについて
講述する。

寺岡　行雄（学術研究院農水産
獣医学域農学系教授）
岡　勝（学術研究院農水産獣医
学域農学系教授）
枚田　邦宏（学術研究院農水産
獣医学域農学系教授）
西野　吉彦（学術研究院農水産
獣医学域農学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月11日 教諭
中学校（理科）・高等学
校（理科・農業）教諭

6,000円 30人 6月18日 7月28日
令02-
10084-
508554号
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11194 【選択】水辺の安全教育

水辺（河川や海岸等）で水や環境に関わる教育を安全に行
うために必要な安全管理に関する話題について、実際の事
故例や現地調査をもとに講習し、教員自身や学校でどのよう
な事故防止策が行えるか指導を行う。また、水辺での教育を
含めた野外教育で、効果的な教育や安全管理にＵＡＶ（ドロ
－ン）を活用するための基礎的な知識の講習も併せて行う。

西　隆一郎（学術研究院農水産
獣医学域水産学系教授）

下荒田キャンパス（鹿
児島市）

6時間 7月26日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 100人 6月18日 7月12日
令02-
10084-
508555号

11195 【選択】水辺の安全教育

水辺（河川や海岸等）で水や環境に関わる教育を安全に行
うために必要な安全管理に関する話題について、実際の事
故例や現地調査をもとに講習し、教員自身や学校でどのよう
な事故防止策が行えるか指導を行う。また、水辺での教育を
含めた野外教育で、効果的な教育や安全管理にＵＡＶ（ドロ
－ン）を活用するための基礎的な知識の講習も併せて行う。

西　隆一郎（学術研究院農水産
獣医学域水産学系教授）

下荒田キャンパス（鹿
児島市）

6時間 8月2日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 100人 6月18日 7月19日
令02-
10084-
508556号

11196
【選択】水産食品の衛生管理、流
通と有効利用について

近年、食の安全に対する関心の高まりにともなって、水産物
の食品製造や加工の工程での衛生管理の重要性が増して
います。また、水産物の乱獲や自然環境の変動によって、水
産資源の減少や枯渇が危惧されています。このような状況
の中で、水産物の流通過程は、水産物の衛生管理や水産
資源の有効利用のための重要な鍵を握っています。本講習
では、水産物の流通、水産食品の衛生管理、水産資源生産
環境の保全、水産資源の有効利用に関する最近の動向やト
ピックについて紹介します。

佐野　雅昭（学術研究院農水産
獣医学域水産学系教授）
上西　由翁（学術研究院農水産
獣医学域水産学系教授）
吉川　毅（学術研究院農水産獣
医学域水産学系教授）

インターネット等 6時間 8月19日
教諭

栄養教諭

中学校（理科）・高等学
校（理科・水産）教諭、

栄養教諭
6,000円 50人 6月18日 8月5日

令02-
10084-
508557号

11197
【選択】練習船を用いた海洋環境
教育手法

「操船実習」では、練習船を操船し、洋上教育に不可欠な船
舶の基本的な運動性能を理解する。「海洋観測実習」では、
CTDを使った海水温等の観測、計量魚群探知機を用いた資
源量データの取得・処理について学び、海洋情報処理に関
する教育手法を習得する。「生物サンプリング」では、簡易型
トロールネットを曳網して鹿児島湾の海底に棲息する魚類お
よび底生動物を採集し、その分類手法の実習を通じて海洋
の生物を用いた教育手法を習得する。

大富　潤（学術研究院農水産獣
医学域水産学系教授）
山中　有一（学術研究院農水産
獣医学域水産学系准教授）
幅野　明正（学術研究院農水産
獣医学域水産学系准教授）
藤枝　繁（学術研究院総合科学
域総合研究学系特任教授）

水産学部附属練習船 6時間 11月27日 教諭
小学校・中学校・高等
学校教諭（高等学校

（水産）を優先）
6,000円 10人 7月20日 11月13日

令02-
10084-
508558号

11198
【選択】児童生徒の理解と対応
－発達障害、不登校、学級の荒
れを中心に－

発達障害、不登校、いじめなど気になる児童生徒の背景を
理解し、それを踏まえた学校教育相談の在り方、スクールカ
ウンセラーや関係機関との連携の在り方を考える。また、深
刻化するネットいじめへの対応策などの新しい課題について
も触れ、今後の学校教育相談や学級経営をどのように展開
していけばよいのかについて考察する。小・中学校における
事例を扱うため、主な受講対象は小・中学校教諭とするが、
高校教諭も受講可能。

髙橋　佳代（学術研究院法文教
育学域臨床心理学系准教授）
大石　英史（学術研究院法文教
育学域臨床心理学系教授）
吉村　隆之（学術研究院法文教
育学域臨床心理学系准教授）

奄美会場（奄美市） 6時間 9月26日
教諭

養護教諭
小学校・中学校教諭、

養護教諭
6,000円 30人 7月20日 9月12日

令02-
10084-
508559号

11199 【選択】島嶼の自然と人々

鹿児島県島嶼部を中心にアジア太平洋島嶼部における自
然環境とそこに生活する人の持つそれぞれの多様性とその
関係性について以下の学際的な視点から講義を行う。1)島
嶼の自然を海と陸に生息する生物の生態、2)島嶼環境にい
つ頃人々が移動しどのように適応してきたか、3)島嶼におい
て植物をもとにしてどのような文化を作り上げてきたか、4)島
嶼において人と自然と衛生動物の関係。

河合　渓（学術研究院総合科学
域総合研究学系教授）
髙宮　広土（学術研究院総合科
学域総合研究学系教授）
大塚　靖（学術研究院総合科学
域総合研究学系准教授）
山本　宗立（学術研究院総合科
学域総合研究学系准教授）
藤井　琢磨（学術研究院総合科
学域総合研究学系特任助教）

奄美会場（奄美市） 6時間 11月29日
教諭

養護教諭
全教諭、養護教諭 6,000円 30人 7月20日 11月15日

令02-
10084-
508560号
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11200
【選択】島の先史学（奄美・沖縄諸
島を中心に）

先史時代とは文字のない時代で、奄美・沖縄諸島では約３
万年前から1000年前までで、この地域に人が住み始めて９
５％以上の期間を占めます。この講習では世界の島々を紹
介しながら、奄美・沖縄諸島の先史時代について講義しま
す。そして、奄美・沖縄諸島の先史時代は世界的にみると、
大変珍しい文化現象があったことを伝授します。

高宮　広土（学術研究院総合科
学域総合研究学系教授）

奄美会場（奄美市） 6時間 10月3日 教諭 全教諭 6,000円 20人 7月20日 9月19日
令02-
10084-
508561号

11201
【選択】郷土の歴史の学び方～考
古学と博物館～

近年は各地で旧石器時代から近代に至る遺跡から歴史の
見直しに迫る新たな発見があります。 遺跡から得られる情
報で歴史を考える学問が考古学です。遺跡は日本全国、ど
こでも身近なところにあり、郷土の歴史を学ぶ有効な素材に
なります。この講習では、考古学の基礎、遺跡の調べ方、考
古資料の見方について説明します。また出土資料が保存さ
れている博物館・郷土資料館の役割とその教育への活用法
を解説します。考古学から郷土の歴史を体験的に学ぶ方法
を考えます。

橋本　達也（学術研究院総合科
学域共同学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 7月31日 教諭
小学校・中学校（社

会）･高等学校（地歴）
教諭

6,000円 18人 6月18日 7月17日
令02-
10084-
508562号

11202
【選択】自然を記録する方法－魚
類の博物学と標本の作製法

生物多様性を理解するために、大航海時代から現代までの
魚類コレクション構築の歴史を世界の博物館紹介を通して
振り返るとともに、博物館コレクションの役割を解説します。
小中高校における教育活動で、生物多様性の理解と標本の
重要性を関連付けて活かせることを目的とします。標本の重
要性を踏まえたうえで、魚類標本の最新の作製・保存方法を
紹介し、実際に液浸標本を作製します。

本村　浩之（学術研究院総合科
学域共同学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 不開講 教諭
小学校・中学校（理

科）・高等学校（理科）
教諭

6,000円 10人 - -
令02-
10084-
508563号

11203 【選択】生活と先端エネルギー

日々の生活には「エネルギー」が深く関わっています。その
ため中学・高校の理科授業をとおしてエネルギーを理解する
ことの重要度は今後ますます高まると思います。本講習では
エネルギーと生活のつながりを意識し、簡単な実験を取り入
れながら、いろいろな「エネルギー」を紹介します。

伊藤　昌和（学術研究院総合科
学域総合教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月22日 教諭
中学校（理科）・高等学

校（理科）教諭
6,000円 16人 6月18日 8月8日

令02-
10084-
508564号

11204 【選択】災害に備える

鹿児島県の地域防災に係わる最新の知見のいくつかを講述
する。①鹿児島県での自然災害の想定と避難行動、②避難
生活―避難所運営を考える、③学校での防災教育を３つの
大きなテーマとする。また、本講習は、広義の「安全安心」に
かかわる内容であり、進行に応じて応急処置や非常食等に
ついても扱いたい。

岩船　昌起（学術研究院総合科
学域総合教育学系教授）

奄美会場（奄美市） 6時間 不開講
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 30人 - -
令02-
10084-
508565号

11205 【選択】災害に備える

鹿児島県の地域防災に係わる最新の知見のいくつかを講述
する。①鹿児島県での自然災害の想定と避難行動、②避難
生活―避難所運営を考える、③学校での防災教育を３つの
大きなテーマとする。また、本講習は、広義の「安全安心」に
かかわる内容であり、進行に応じて応急処置や非常食等に
ついても扱いたい。

岩船　昌起（学術研究院総合科
学域総合教育学系教授）

インターネット等 6時間 8月7日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 50人 6月18日 7月24日
令02-
10084-
508566号

11206 【選択】災害に備える

鹿児島県の地域防災に係わる最新の知見のいくつかを講述
する。①鹿児島県での自然災害の想定と避難行動、②避難
生活―避難所運営を考える、③学校での防災教育を３つの
大きなテーマとする。また、本講習は、広義の「安全安心」に
かかわる内容であり、進行に応じて応急処置や非常食等に
ついても扱いたい。

岩船　昌起（学術研究院総合科
学域総合教育学系教授）

インターネット等 6時間 10月24日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 50人 7月20日 10月10日
令02-
10084-
508567号
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11207 【選択】災害に備える

鹿児島県の地域防災に係わる最新の知見のいくつかを講述
する。①鹿児島県での自然災害の想定と避難行動、②避難
生活―避難所運営を考える、③学校での防災教育を３つの
大きなテーマとする。また、本講習は、広義の「安全安心」に
かかわる内容であり、進行に応じて応急処置や非常食等に
ついても扱いたい。

岩船　昌起（学術研究院総合科
学域総合教育学系教授）

インターネット等 6時間 12月6日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 30人 7月20日 11月22日
令02-
10084-
508568号

11208
【選択】マネジメント理論から見る
人材育成の方向性

マネジメント理論の発展を検討し、現代企業社会に求められ
る組織像、人材像を描き出す。この理解をゴールとしたとき
の学生教育のあり方の事例として、研究室所属学生を巻き
込んだ自身の環境プロジェクトを紹介する。続いて、ディズ
ニーパークを取り上げ、ディズニーのマネジメント手法および
ホスピタリティーについて理解する。修学旅行の事前学習だ
けではなく、学生との関係性構築などにも応用できる内容と
する。

大前　慶和（学術研究院総合科
学域総合教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月1日 教諭 中学校・高等学校教諭 6,000円 36人 6月18日 7月18日
令02-
10084-
508569号

11209
【選択】マネジメント理論から見る
人材育成の方向性

マネジメント理論の発展を検討し、現代企業社会に求められ
る組織像、人材像を描き出す。この理解をゴールとしたとき
の学生教育のあり方の事例として、研究室所属学生を巻き
込んだ自身の環境プロジェクトを紹介する。続いて、ディズ
ニーパークを取り上げ、ディズニーのマネジメント手法および
ホスピタリティーについて理解する。修学旅行の事前学習だ
けではなく、学生との関係性構築などにも応用できる内容と
する。

大前　慶和（学術研究院総合科
学域総合教育学系教授）

奄美会場（奄美市） 6時間 7月24日 教諭 中学校・高等学校教諭 6,000円 10人 6月18日 7月10日
令02-
10084-
508570号

11210 【選択】生態学基礎

生態学の基本的な内容に関して；(1)生態学とはどのような
学問か、(2)生活史の適応進化、(3)個体群間の相互作用・同
種間の相互作用と異種間の相互作用、(4)生物群集とその
分布、(5)生態系の構造と機能、の内容を平易に解説する。
身近に存在する動植物の生き様を科学的な観点から観察で
きるようになることを目指す。学校教育の現場で、野外観察
指導の場において動植物の生態や生態系の機能を平易に
園児・児童・生徒に解説できる知識や手法の習得も目指す。

冨山　清升（学術研究院総合科
学域総合教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 不開講
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 100人 - -
令02-
10084-
508571号

11211 【選択】生態学基礎

生態学の基本的な内容に関して；(1)生態学とはどのような
学問か、(2)生活史の適応進化、(3)個体群間の相互作用・同
種間の相互作用と異種間の相互作用、(4)生物群集とその
分布、(5)生態系の構造と機能、の内容を平易に解説する。
身近に存在する動植物の生き様を科学的な観点から観察で
きるようになることを目指す。学校教育の現場で、野外観察
指導の場において動植物の生態や生態系の機能を平易に
園児・児童・生徒に解説できる知識や手法の習得も目指す。

冨山　清升（学術研究院総合科
学域総合教育学系准教授）

インターネット等 6時間 8月25日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 100人 6月18日 8月11日
令02-
10084-
508572号

11212
【選択】あたらしい生き物観察法：
実践フィールド内分泌学

身近な生き物の観察は自然環境への興味や理解を深める
ために有効です。近年、野生動物を観察、分析する方法は、
リモートセンシングやIT技術を利用したマクロスケールのも
のから、DNAなど野外で採取した様々な試料を分析するミク
ロスケールのものまで、目的に応じて多様な技術が開発さ
れています。本授業では、動物観察法の一つとしてフィール
ド内分泌学の解説と実習を行います。この手法を用いて野
生動物の何がわかるのか、また、どのように利用できるのか
について学びます。

藤田　志歩（学術研究院総合科
学域総合教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月28日 教諭
中学校・義務教育学
校・高等学校・中等教
育学校（理科）教諭

6,000円 12人 未定 8月14日
令02-
10084-
508573号
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11213
【選択】動物園で学ぶ動物の行動
観察

動物のしぐさやかたちをじっくり観察することで、動物の生態
や生息環境を理解することができます。動物園は、さまざま
な動物を間近に観察することができるため、自然環境や生き
物の学びの場として有効です。本講習では、動物園で行え
る行動観察法について実習形式で学びます。

藤田　志歩（学術研究院総合科
学域総合教育学系准教授）

鹿児島市平川動物公
園（鹿児島市）

6時間 11月28日 教諭

幼稚園、小学校、中学
校・義務教育学校・高
等学校・中等教育学校

（理科）教諭

6,000円 20人 未定 11月14日
令02-
10084-
508574号

11214
【選択】新学習指導要領・高大接
続改革・共通テストと授業改革

高大接続システム改革と新学習指導要領の要点について
解説をし、その上で、学校での教育活動（とりわけ授業）の改
革をどのように進めていくべきか考察する。特に、大学入試
において共通テストの実施を控えているので、授業改革と共
通テストの関連性に重点を置いて考えたい。ただし、講師の
専門分野との関係上、講習内容のうち教科・科目に関わる
部分は人文・社会系の諸教科・科目（特に社会科・公民科・
地歴科）に重点を置くことになる（一定程度、他科目の動向
に関しても触れたい）。

渡邊　弘（学術研究院総合科学
域総合教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月18日 教諭

小学校・中学校・義務
教育学校・高等学校・
中等教育学校・特別支

援学校教諭

6,000円 100人 6月18日 8月4日
令02-
10084-
508575号

11215
【選択】新学習指導要領・高大接
続改革・共通テストと授業改革

高大接続システム改革と新学習指導要領の要点について
解説をし、その上で、学校での教育活動（とりわけ授業）の改
革をどのように進めていくべきか考察する。特に、大学入試
において共通テストの実施を控えているので、授業改革と共
通テストの関連性に重点を置いて考えたい。ただし、講師の
専門分野との関係上、講習内容のうち教科・科目に関わる
部分は人文・社会系の諸教科・科目（特に社会科・公民科・
地歴科）に重点を置くことになる（一定程度、他科目の動向
に関しても触れたい）。

渡邊　弘（学術研究院総合科学
域総合教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月20日 教諭

小学校・中学校・義務
教育学校・高等学校・
中等教育学校・特別支

援学校教諭

6,000円 100人 6月18日 8月6日
令02-
10084-
508576号

11216
【選択】はじめての作文・レポー
ト・論文指導

「主体的・対話的で深い学び」を実現するに際しては、形成
的評価・総括的評価など様々な場面で作文・レポート・論文
作成といった課題を課す場合がある。しかし、作文・レポー
ト・論文の指導はそれ特有の困難があるように思われる。本
講習では、主として社会科・公民科・地歴科・国語科などに
おいて、作文・レポート・論文指導を行う際のポイントについ
て初歩から学ぶこととしたい。

渡邊　弘（学術研究院総合科学
域総合教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月2日 教諭

中学校（国語・社会）・
義務教育学校・高等学
校（国語・地歴・公民）・

中等教育学校教諭

6,000円 40人 6月18日 7月19日
令02-
10084-
508577号

11217
【選択】はじめてのNIE（新聞活用
教育）

NIE（新聞活用教育）にはじめて取り組む先生を対象に、そ
の基礎的な理論、実践上の手法や、日常的な教育活動にお
ける効果的な活用方法などを学ぶ。生活科／社会科／公民
科／家庭科／国語科などの教科・科目の授業や、食育／健
康教育／特別活動／総合的な学習の時間／総合的な探求
の時間などでも活用することができるような講習内容であ
る。また、高校国語の教科書でも紹介されている「まわしよ
み新聞」を実際に作成する。

渡邊　弘（学術研究院総合科学
域総合教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月24日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 40人 6月18日 8月10日
令02-
10084-
508578号

11218
【選択】はじめてのNIE（新聞活用
教育）

NIE（新聞活用教育）にはじめて取り組む先生を対象に、そ
の基礎的な理論、実践上の手法や、日常的な教育活動にお
ける効果的な活用方法などを学ぶ。生活科／社会科／公民
科／家庭科／国語科などの教科・科目の授業や、食育／健
康教育／特別活動／総合的な学習の時間／総合的な探求
の時間などでも活用することができるような講習内容であ
る。また、高校国語の教科書でも紹介されている「まわしよ
み新聞」を実際に作成する。

渡邊　弘（学術研究院総合科学
域総合教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月26日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 40人 6月18日 8月12日
令02-
10084-
508579号
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11219 【選択】憲法の教え方

憲法学習において児童・生徒が陥りやすい弱点をふまえ、
憲法の教え方について考える。例えば、「少数者の人権は、
多数派によって制限されてもやむを得ない」といった人権理
解に関する児童・生徒の誤解について、授業で扱う方法を考
える。憲法が目的とする「個人の尊重」の理念に沿って、民
主主義・立憲主義を共に重視しつつ、授業実践例も示しなが
ら「明日の授業から使える」憲法教育の方法を具体的に考え
たい。

渡邊　弘（学術研究院総合科学
域総合教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月1日 教諭

小学校・中学校（社
会）・義務教育学校・高
等学校（公民・地歴）・
中等教育学校・特別支

援学校教諭

6,000円 40人 6月18日 7月18日
令02-
10084-
508580号

11220 【選択】自然災害のメカニズム

本講習では、近年発生した災害事例をもとに気象・火山噴
火・地震による災害のメカニズムについて紹介し、自然現象
の科学的理解を深めるとともにそれに基づいた「備え」と「そ
の時の行動」の在り方について考える。そして、自然災害で
死なないために最も重要なことは何か？、教育現場におけ
る防災教育のあり方について議論する。 また、「命を守る」と
いう観点から全教員を対象とする。

井村　隆介（学術研究院総合科
学域総合教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月29日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 50人 6月18日 8月15日
令02-
10084-
508581号

11221 【選択】変化する地球環境

地球環境問題が叫ばれて久しいが、その根本的な解決のた
めには現在の地球環境が地球の歴史の中でどのように作ら
れてきたものかを知ることが重要である。地球環境教育を行
うにあたり、鹿児島県の多様な自然環境がどのように成立し
てきたのか？について学び、そしてその希少性やその保護
のあり方について議論する。

井村　隆介（学術研究院総合科
学域総合教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月5日 教諭 全教諭 6,000円 50人 6月18日 7月22日
令02-
10084-
508582号

11222
【選択】著作権および知的財産権
制度の基礎知識とリスク管理

情報が世界を巡るインターネット時代においては、SNSの普
及等により便利になった一方、多くのリスクが潜む。今や知
的財産権制度の理解は、ビジネスの世界に止まらず、あら
ゆる人々にとって自身を守るためにも必須のリテラシーの一
つである。本講習では、教育現場において特に密接な著作
権制度とそのリスク管理を中心に説明するとともに、その他
の知的財産権制度（特許権、実用新案権、意匠権、商標権
等）についても概説する。

髙橋　省吾（学術研究院総合科
学域総合研究学系教授）
村上　加奈子（学術研究院総合
科学域総合研究学系特任教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月20日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 50人 6月18日 8月6日
令02-
10084-
508583号

11223 【選択】地域防災の最前線

鹿児島県ではたびたび自然災害による被害が発生してい
る。本講習では，①地盤災害，②河川災害，③災害医療に
ついて取り上げ，地盤災害や河川災害の発生の仕組み，災
害の実態，災害対策などに関する最新の話題，災害発生時
の医療に関する現状や課題ついてわかりやすく講述する。

酒匂　一成（学術研究院理工学
域工学系准教授）
齋田　倫範（学術研究院理工学
域工学系准教授）
田松　裕一（学術研究院医歯学
域歯学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月7日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 70人 6月18日 7月24日
令02-
10084-
508584号

11224 【選択】ライフサイエンスを学ぶ

ライフサイエンスは、生物の営む生命現象を解明する学問で
あり、近年、飛躍的な進歩を遂げてきました。そして、その研
究成果は、医療・創薬を始めとする様々な分野へ応用され
ており、我々の生活の向上に貢献しています。本講習は、ラ
イフサイエンスの基礎及び最近のトピックスを学ぶことで、ラ
イフサイエンスに関する知識を深めることを目標にして実施
します。また、この講習は、特定の教科科目に特化しておら
ず、専門の教員には平易であるかもしれませんが全教科教
員を対象としています。

草野　秀一（学術研究院総合科
学域総合研究学系准教授）

インターネット等 6時間 8月18日
教諭

養護教諭
栄養教諭

全教員 6,000円 40人 6月18日 8月4日
令02-
10084-
508585号
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11225
【選択】DNA増幅実習〜PCR法を
理解する〜

ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）法は、極めて微量の試料から、
目的とする特定のDNA断片を選択的に増幅させる研究手法
で、様々な分野（医学診断、食品検査、犯罪捜査など）で広く
利用されている生命科学技術の一つです。本講習は、成人
の90%以上に潜伏感染しているEBウイルスのゲノムDNAを
口腔拭い液から分離し、PCR法による遺伝子型決定実験を
実施することでPCR法を理解し、今後の理科教育に役立て
てもらうことを目標にしています。この講習は、その専門性か
ら中学・高校の理系教員を対象とします。

草野　秀一（学術研究院総合科
学域総合研究学系准教授）

桜ヶ丘キャンパス（鹿
児島市）

6時間 不開講 教諭
中学校（理科）・高等学
校（理科・農業・工業・

水産）教諭
6,000円 15人 - -

令02-
10084-
508586号

11226
【選択】保育の質の向上と保育実
技

　幼児教育無償化が始まり，保育の質が問われることとなっ
た。保育の質を向上するためには，保育者の質の向上が必
要である。本講習では，「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」に視点を当てた保育事例を通して研修を深めるととも
に，実際の保育に役立つ実技研修も実施する。また，特別
支援教育や幼小接続など幼児教育の今日的課題について
も，各園の現状と課題を受講者同士で情報交換しながら講
習を進める。

日澤　俊夫（教育学部附属幼稚
園副園長）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月5日 教諭
幼稚園・小学校・幼保
連携型認定こども園教

諭
6,000円 60人 6月18日 7月22日

令02-
10084-
508587号

11227
【選択】保育の質の向上と保育実
技

　幼児教育無償化が始まり，保育の質が問われることとなっ
た。保育の質を向上するためには，保育者の質の向上が必
要である。本講習では，「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」に視点を当てた保育事例を通して研修を深めるととも
に，実際の保育に役立つ実技研修も実施する。また，特別
支援教育や幼小接続など幼児教育の今日的課題について
も，各園の現状と課題を受講者同士で情報交換しながら講
習を進める。

日澤　俊夫（教育学部附属幼稚
園副園長）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 8月6日 教諭
幼稚園・小学校・幼保
連携型認定こども園教

諭
6,000円 60人 6月18日 7月23日

令02-
10084-
508588号

11228
【選択】附属小で授業力アップ～
主体的・対話的で深い学びを促
す音楽科授業づくり～

　本講習は， 新学習指導要領を踏まえた授業研究や授業づ
くりについての講義等を通して，子どもの資質・能力を育む
音楽科授業を実現することを目的として開設する。具体的に
は，「音楽的な見方・考え方を働かせ，主体的・対話的で深
い学びを実現するための，教師の具体的な学習指導（題材
構成，教材配列，発問等）」について，ともに考えていく。

須藤　信司（教育学部附属小学
校教頭）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月17日 教諭 小学校教諭 6,000円 20人 7月20日 10月3日
令02-
10084-
508589号

11229
【選択】附属小で授業力アップ～
よりよい生活を実現する資質・能
力を育む家庭科授業づくり～

　本講習は，子どもが生活の営みに係る見方・考え方を働か
せながらよりよい生活を実現する資質・能力を育んでいくこと
につながる授業づくりについて，理論と実践の両面から追究
していくことを目的として開設する。具体的には，生活の営み
に係る見方・考え方を働かせた主体的・対話的で深い学び
の実現を，「学習過程や題材構成」「教師の具体的な働きか
け」等の視点から，授業参観や講義，演習を行っていく。

瀬戸　房子（学術研究院法文教
育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月17日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人 7月20日 10月3日
令02-
10084-
508590号

11230
【選択】附属小で授業力アップ～
主体的・対話的で深い学びを促
す国語科学習指導～

　本講習は，子どもが「問い」をもち，国語科の特質に応じた
「言葉による見方・考え方」を働かせながら主体的・対話的で
深い学びを促す授業づくりについて，理論と実践の両面から
追究していくことを目的として開設する。具体的には，「内容
と形式の両面から言葉を吟味することにつながる一単位時
間の学習課題の設定」「言葉と言葉をつなぎ，自分の考えを
再構築させる学び合い」などの視点で講義や演習を行って
いく。

原田　義則（学術研究院法文教
育学域教育学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月17日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人 7月20日 10月3日
令02-
10084-
508591号
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11231
【選択】附属小で授業力アップ～
社会的事象の見方・考え方を働
かせる社会科授業づくり～

　本講習は，社会科授業の参観や授業研究といった演習及
び，授業づくりを行う講義を通して，子どもが社会的事象の
見方・考え方を能動的に働かせながら社会的事象を追究し
ていく社会科授業づくりについて捉えていくことを目的として
いる。具体的には，「社会科で育む資質能力と社会的事象
の見方・考え方」，「社会的事象の見方・考え方を働かせるた
めの問いの在り方」，「働きかけの在り方」について取り上げ
ていく。

上江洲　洋志（教育学部附属小
学校主幹教諭）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月17日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人 7月20日 10月3日
令02-
10084-
508592号

11232
【選択】附属小で授業力アップ～
主体的・対話的で深い学びを実
現する生活科授業づくり～

　本講習は，子どもが自らの思いや願いの実現に向けて，身
近な生活に関わる見方・考え方を生かしながら，主体的に対
象に働きかけ続ける主体的・対話的で深い学びを実現する
生活科の授業づくりについて，理論と実践の両面から追求し
ていくことを目的として開設する。具体的には，授業参観や
授業研究，講義等を通して，主体的・対話的で深い学びのあ
る生活科授業像を共有するとともに，主体的・対話的で深い
学びを実現する生活科授業創造のあり方について考えてい
く。幼小連携の観点から，幼稚園教諭についても対象とす
る。

益山　富誉（教育学部附属小学
校副校長）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月17日 教諭 小学校・幼稚園教諭 6,000円 30人 7月20日 10月3日
令02-
10084-
508593号

11233
【選択】附属小で授業力アップ～
自己の生き方についての考えを
深める道徳科学習指導～

　本講習は，子どもが「どのように生きるべきか」という問い
をもち，自己の生き方についての考えを深めるために，主体
的・対話的で深い学びの実現に向けた道徳科授業づくりに
ついて，理論と実践の両面から追究していくことを目的として
開設する。具体的には，道徳性を養うために行う「特別の教
科　道徳」の授業を「6年間のつながりを明確にした学習内容
設定」と「指導方法の具体化」を基にした授業を示し，講義，
演習を行っていく。

假屋園　昭彦（学術研究院法文
教育学域教育学系教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月17日 教諭 小学校教諭 6,000円 30人 7月20日 10月3日
令02-
10084-
508594号

11234
【選択】附属中で学ぶ英語科授業
設計の基礎・基本

学習指導要領に基づいた，これからの時代に対応した授業
づくりの在り方について考える。これまで附属中学校で取り
組んできた問題解決的な学習を基盤とし，生徒の思考力や
表現力を育んでいく授業について意見交換を交えながら講
習していく。生徒がいきいきと学び合う「よい授業」をつくるた
めの具体的な考え方や手順を実際の教材を扱いながら学び
ます。講習は日本語で行います。

山内　誠（教育学部附属中学校
教頭）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 7月31日 教諭 中学校（英語）教諭 6,000円 30人 6月18日 7月17日
令02-
10084-
508595号

11235
【選択】附属中で学ぶ理科授業設
計の基礎・基本

学習指導要領に基づいた，これからの時代に対応した授業
づくりの在り方を考えます。これまで附属中学校で取り組ん
できた問題解決的な学習に加え，「主体的・対話的で深い学
び」を実現する手立てや方策を交えながら講習していきま
す。さらに、簡単な教具製作についても取り組んでいただ
き、そのノウハウを学んでもらいます。

二川　美俊（教育学部附属中学
校副校長）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 不開講 教諭 中学校（理科）教諭 6,000円 15人 - -
令02-
10084-
508596号
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11236
【選択】保育所・幼稚園における
特別支援教育

障害者差別解消法の施行に伴い，保育所・幼稚園において
もインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育
の推進が課題となっている。本講習は，保育所・幼稚園にお
ける巡回相談の事例を紹介するとともに，講義・演習を通し
て，合理的配慮の観点や障害のある幼児を中心に考えたユ
ニバーサルデザイン化を取り入れた支援の方法，事例検討
会などについて取り扱う。

奥　政治（教育学部附属特別支
援学校副校長）

教育学部附属特別支
援学校（鹿児島市）

6時間 7月28日 教諭
幼稚園・幼保連携型認

定こども園教諭
6,000円 30人 6月18日 7月14日

令02-
10084-
508597号

11237
【選択】特別支援学校のＩＣＴ活用
事例から学ぶ～プレゼンソフトで
作るデジタル教材～

特別支援学校におけるＩＣＴ活用の実際について，新学習指
導要領のポイントを押さえながら，各教科の理解を促進する
ための活用，認知特性や感覚機能障害，運動機能障害を補
う機器としての活用，意思疎通の補助的・代替的手段等を紹
介する。特に，この講座では，プレゼンテーションソフトの基
礎的な操作方法を演習形式で扱い，モデルとなる教材や自
作教材の作成を通して，特別支援教育の視点でＩＣＴを活用
できるようにする。

甫立　将章（教育学部附属特別
支援学校教頭）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 7月31日
教諭

養護教諭
全教諭、養護教諭 6,000円 30人 6月18日 7月17日

令02-
10084-
508598号

11238
【選択】特別支援教育における授
業づくり（幼・小・中・高等学校教
諭，養護教諭対象）

特別支援教育において，一人一人の教育的ニーズに応じた
授業を具体的にどう進めたらよいかが課題となっている。本
講習では，特別支援教育の現状について紹介するとともに，
講義・演習を通して，子どもが主体となって学習に参加する
授業づくりの視点や日々の授業研究やケースカンファレンス
の方法等について具体的に取り扱っていく。また，共生社会
の実現に向けた心のバリアフリーについても取り扱うことと
する。

奥　政治（教育学部附属特別支
援学校副校長）
甫立　将章（教育学部附属特別
支援学校教頭）

教育学部附属特別支
援学校（鹿児島市）

6時間 7月29日
教諭

養護教諭

幼稚園・小学校・中学
校・義務教育学校・高
等学校・中等教育学
校・特別支援学校・幼
保連携型認定こども園

教諭、養護教諭

6,000円 30人 6月18日 7月15日
令02-
10084-
508599号

11239
【選択】特別支援教育における授
業づくり（特別支援学校教諭対
象）

特別支援教育において，一人一人の教育的ニーズに応じた
授業を具体的にどう進めたらよいかが課題となっている。本
講習では，特別支援教育の現状について紹介するとともに，
ＰＤＣＡサイクルに基づいた本校のカリキュラム・マネジメント
の考え方を基に，子どもが主体となって学習に参加する授
業づくりの視点や日々の授業研究の方法等について，講
義・演習を通して具体的に取り扱っていく。

奥　政治（教育学部附属特別支
援学校副校長）
甫立　将章（教育学部附属特別
支援学校教頭）

教育学部附属特別支
援学校（鹿児島市）

6時間 7月30日 教諭 特別支援学校教諭 6,000円 30人 6月18日 7月16日
令02-
10084-
508600号

11240 【選択】身の回りの放射線と教育

本講習では（１）原子核の安定性と放射能，（２）放射線の性
質と物質の相互作用，（３）放射線の生体に与える影響，
（４）暮らし・研究に使われている放射線，（５）原子力発電に
ついて学び，（６）子供にもできる実験等で放射線教育につ
いて検討する。演習と調査についてはグループを組んで実
施するとともに，議論においてはファシリテータを互選し，ア
クティブラーニング型教育の導入について実践を兼ねて検
討する。

中村　祐三（学術研究院理工学
域工学系准教授）

郡元キャンパス（鹿児
島市）

12時間
8月22日～
8月23日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教員 12,000円 60人 未定
令02-
10084-
508601号

11241
【選択】自然の理解に役立つ博物
館資料

講義・演習・見学を通じて、博物館施設を活用した科学と理
科の学習について、その意義と方法を考察する。博物館施
設（動物園・水族館・植物園・自然史博物館）の資料を活用し
て、「興味・関心と知識のフィードバック」の原理を持って子ど
もたちの学習意欲につなげる。本講習は科学教育に関心の
ある中学校理科・高等学校の理科担当教諭を対象とする。

鮫島　正道（非常勤講師）
郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 10月18日 教諭
中学校（理科）、高等

学校（理科）教諭
6,000円 30人 7月20日 10月4日

令02-
10084-
508602号
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11242
【選択】自然の理解に役立つ博物
館資料と自然遊び

講義・演習・見学を通じて、博物館施設を活用した自然界の
学習について、その意義と方法を考察する。博物館施設（動
物園・水族館・植物園・自然史博物館等）の資料を活用し
て、「興味・関心と知識のフィードバック」の原理をもって子ど
もたちの学習意欲につなげる。本講習は科学教育に関心の
ある幼稚園教諭・小学校教諭を対象とする。

鮫島　正道（非常勤講師）
郡元キャンパス（鹿児
島市）

6時間 7月19日 教諭 幼稚園、小学校教諭 6,000円 30人 6月18日 7月5日
令02-
10084-
508603号

11243
【選択】奄美諸島の自然の理解と
博物館資料

講義・演習・見学を通じて、博物館施設を活用した自然界の
学習について、その意義と方法を考察する。奄美諸島の魅
力と特性について概説し、博物館施設の資料を活用して、
「興味・関心と知識のフィードバック」の原理をもって子どもた
ちの学習意欲につなげる。本講習は科学教育に関心のある
幼稚園教諭・小学校教諭・中・高の理科担当教諭を対象とす
る。

鮫島　正道（非常勤講師） 奄美会場（奄美市） 6時間 10月24日 教諭
幼稚園、小学校、中学
校（理科）、高等学校

（理科）教諭
6,000円 30人 7月20日 10月10日

令02-
10084-
508604号

11244
【選択】食をめぐる文化的背景と
鹿児島県の産業と食

食育をすすめるに当たって、「食をめぐる文化的背景」に関
する理解は必要であり、日本と中国の歴史的かつ文学的な
観点から考察する。さらに、地産地消をすすめる上でも、鹿
児島県の特産品である「お茶」や枕崎の「鰹節」に関する知
識理解は重要である。受講対象者は標記の通りだが、食育
について関心の高い受講者を希望する。

竹本　寛秋（鹿児島県立短期大
学　文学科准教授）
土肥　克己（鹿児島県立短期大
学　文学科教授）
木下　朋美（鹿児島県立短期大
学　生活科学科助教）
福田　忠弘（鹿児島県立短期大
学　商経学科教授）
田口　康明（鹿児島県立短期大
学　商経学科教授）

鹿児島県立短期大学
（鹿児島市）

6時間 7月29日
教諭

養護教諭
栄養教諭

幼稚園・小学校・中学
校・幼保連携型認定こ
ども園教諭、養護教

諭、栄養教諭

6,000円 30人 6月18日 7月15日
令02-
10084-
508605号

11245
【選択】食育の最新情報、食に関
する指導ならびに衛生管理の実
際

国が、平成28年に策定した「第3次食育推進基本計画」で
は、新たに、若い世代に対する食生活改善の必要性、貧困
状況にある子どもの増加など食をめぐる社会状況の変化に
応じた課題を提起している。こうした最新事情とともに､今日
の児童生徒の食生活の課題について､並びに学校における
衛生管理責任者の役割について考察する。受講対象者は
標記の通りだが、食育並びに給食の管理について関心の高
い受講者を希望する。

多田　司（鹿児島県立短期大学
生活科学科准教授）
町田　和恵（鹿児島県立短期大
学　生活科学科教授）
山下　三香子（鹿児島県立短期
大学　生活科学科准教授）
中熊　美和（鹿児島県立短期大
学　生活科学科助教）
田口　康明（鹿児島県立短期大
学　商経学科教授）

鹿児島県立短期大学
（鹿児島市）

6時間 7月31日
教諭

養護教諭
栄養教諭

幼稚園・小学校・中学
校・幼保連携型認定こ
ども園教諭、養護教

諭、栄養教諭

6,000円 30人 6月18日 7月17日
令02-
10084-
508606号
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