
●必修領域（６時間、６，０００円）

対象 担当講師

全教員
伊藤博美
宮川充司
坂本德弥

対象 担当講師

全教員
早川　操
宮川充司

対象 担当講師

全教員
宇土泰寛
林　敏博

講習の概要

講　座　内　容　一　覧

次期学習指導要領の改訂のポイントを理解するために、これまでの学習指導要領の変遷とそれらの特徴、また次期学習指導要領のポイントとなっている
具体的項目を検討する。また、学校危機管理において問題となっている自然災害・学校テロ等の諸問題と対応を、グループ討議を交えて検討する。

日本国内においてもグローバル化と多文化化が進展しており、東海エリアには多くの外国人児童生徒が住んでいる。国際理解教育や異文化間教育がま
すます重要になってきている。そこで、国際理解や異文化理解の基本的な考え方や世界的動向、学級や学校での具体的な取り組み等をアクティブラーニ
ングを交えながら提示し、多文化共生の学校・学級づくり、大陸を越えた学び合いと音楽による交流活動など最新の教育実践を紹介する。

●A　学校教育と子どもを巡る最新動向：平成３０年７月２８日（土）
講習の概要

日本の教育政策や世界の学校教育の動向、子ども観や教育観等の省察、教師の使命、子どもの発達や神経発達症群（発達障害）等に係わる研究動向、
カウンセリングマインド、子どものたちの多様化に応じた学級づくりと担任の役割等について、受講者に最新の知識や考え方を提供し、学校教育に携わる
受講者の職業的なリフレッシュの一助とする。

■Ｂ１　学習指導要領の改訂と学校危機管理：平成３０年８月１日（水）

■選択必修領域（各６時間、各６，０００円）

■Ｂ２　国際理解と異文化理解教育：平成３０年８月１日（水）
講習の概要



講習の概要 到達目標 対象 担当講師

現代社会では、情報や情報技術が社会基盤として機能しており、情報や情報手段を主体的に選
択し活用できる能力は、非常に重要な要素である。本講座では、学校を取り巻くICT環境や情報教
育の現状を把握するとともに、授業設計や学習スタイル等について考え、ICTをどのように活用す
れば、児童・生徒とのインタラクティブな授業を生み出し、効果を上げることが出来るのか、授業実
践事例を紹介するとともに、アプリケーションソフトやインターネットを単に利用するだけでなく、コン
ピュータを利用して情報を作り出すことや様々な問題を自ら解決していく力をつけさせるための授
業づくりを考える。

学校を取り巻くICT環境や情報教育の現状を把握し、情報や情報手段
を主体的に選択し活用できる能力や学校における教育の情報化の必
要性について考えるとともに、授業設計の基本的な考え方や学習スタ
イル等についての視点を知る。また、ICTを活用した児童・生徒とのイ
ンタラクティブな授業の事例やICTの活用した学習の事例を体験する
ことで、様々な問題を自ら解決していく力をつけさせるための授業づく
りについて考察する。

教諭

鳥居隆司
亀井美穂子
松山智恵子
宮下十有

講習の概要 到達目標 対象 担当講師

【大口】本来、バランス良い食生活をしていれば、栄養学的に健康を維持できるはずである。しか
し、現代の日本は食べ物に恵まれすぎているせいか、食生活が乱れがちになっており、それが老
化や生活習慣病を引き起こす要因となっている。本講習では、健康寿命の延伸や生活習慣病の
発症を予防するための対策とその科学的根拠について栄養学的な視点から概説する。

【大木】更年期からの食生活や健康づくりについて、豊かに年を重ねるsuccessful agingの観点か
ら、厚生労働省で提唱されている健康づくりのキャッチフレーズや食事バランスガイドを紹介する。
ライフステージにおける更年期の課題を男女別に挙げる。更年期の不快症状の対処については、
一般更年期女性を対象としたセルフケアの実態を明らかにした。地域住民の健康教育介入効果
や身体活動の効果の報告も紹介する。高齢期においては、健康増進に日々励む日常活動レベル
保持者から精神や身体の疾病などにより要介護状態まで、年齢に因らない個人差の幅が大きい
ことが特徴である。加齢に伴う臓器の委縮や生理機能の低下、とくに視覚、味覚などの感覚機能
の衰え、身体的機能低下による日常生活動作の低下などが生じてくる。さらに、認知症や脳血管
障害に合併する摂食・嚥下障害も見られる。咀嚼や嚥下機能の低下は、誤嚥性肺炎を引き起こ
し、高齢者の生死にかかわっていく問題となっている。

【加賀谷】日本では近年さまざまな食文化が混在し、日本本来の食文化は薄れつつある。平成25
年12月、日本の和食がユネスコの無形文化財に登録され、海外では近年、日本食ブームが起こ
るなど、日本の食文化についての関心が高い。そこで、我が国の食文化、諸外国の食文化、食文
化の良さ、継承すべき食文化などを児童・生徒に理解させる手段として、学齢に応じた教材の工
夫すべき点などについて、グループ活動を通して考える。

【大口】近年、糖化と呼ばれる現象が、加齢に伴う様々な退行性変化
を誘導する要因として注目されている。体内において、グルコースなど
の還元糖が、体内のたんぱく質と反応すると、終末糖化産物 (AGEs)
が形成される。AGEsは、生体内に蓄積し、老化の進行をはじめ、様々
な老年性疾患を引き起こす大きな要因となることが分かってきた。本
講習を通して、糖化によって引き起こされる退行性変化は、食生活を
中心とした生活習慣の改善により、軽減できる事を理解する。

【大木】ライフステージに応じた健康増進の概要を知り、日本がこれか
ら迎える超高齢社会を乗り切る方策を考察する。介護に至る時期をい
かに遅らせるか、フレイリティ・サルコペニア・ロコモティブシンドローム
予防を理解し、健康増進の対策をまとめる。

【加賀谷】我が国の食文化、諸外国の食文化、食文化の良さ・継承す
べき食文化について考える。児童・生徒の発達段階に応じた教材につ
いて、数種の教材見本を基にグループディスカッションで意見をまと
め、問題点、改善点について発表を行い、今後の食文化継承のあり
方についての考えを深める。

中高家庭科
教諭

栄養教諭

大口健司
大木和子

加賀谷みえ子

◆Ｃ２　生活習慣の改善と健康増進、食育の課題：平成３０年８月２日（木）

◆選択領域（各６時間、各６，０００円）

◆Ｃ１　教育におけるICTと情報メディアの活用：平成３０年８月２日（木）



講習の概要 到達目標 対象 担当講師

【中島】子どもの発達に関して、最近、特に自閉スペクトラム症（ASＤ）、注意欠如多動症（ＡＤＨ
Ｄ）、限局性学習症（ＬＤ）など神経発達症（いわゆる発達障害）が話題となっている。これらの疾患
がある子どもは、二次障害が発生しやすいこともあり、早期に気づかれ、適切に対応されることが
重要であることから、疾患の特徴や対応の基本的な考え方などについて、主として小児神経学の
観点から解説する。
　
【矢野】どの学校も、自閉症スペクトラム障害の子どもへの対応に苦慮している現状である。そこ
で、自閉症スペクトラム障害の子どもの困難さや困り感に焦点を当て、学校現場で役立つ基本的
なかかわり方について、具体的な対応方法を示す。さらに、障害者差別解消法の施行に伴い、学
校現場に求められる合理的配慮についても、基礎的環境整備も含めて、具体的な取り組みの現
状を紹介しながら、その成果と課題について解説する。

【中島】自閉スペクトラム症（ASＤ）、注意欠如多動症（ＡＤＨＤ）、限局
性学習症（ＬＤ）など神経発達症（いわゆる発達障害）がある子どもは、
幼稚園・小学校など集団の場で気づかれやすいことから、これらの疾
患に関する現時点の知見について理解することにより、早期に気づ
き、二次障害の発生の予防を含め適切に対応できる。
　
【矢野】自閉症スペクトラム障害の子どもの困難さや困り感及び、その
基本的なかかわり方について理解することができる。さらに、講座で学
んだことを実践しようとする意欲をもつことができる。障害者差別解消
法の施行に伴い、学校現場に求められる合理的配慮について、具体
的な取り組みを基に理解することができる。さらに、具体的な取り組み
の現状紹介を参考にして、実行できることから取り組んでみようとする
意欲をもつことができる。

教諭

養護教諭

中島正夫
矢野博明

講習の概要 到達目標 対象 担当講師

【上甲】≪繊維の機能加工①：機能化の要素技術≫
概要：繊維は、時代の要請に適合すべく生産技術の高度化を伴いながら、様々な機能化が図られ
てきた。この流れの中、繊維に求められる機能は基本特性からより高度な特性に移ってきている。
市販されている機能繊維製品は昔からの汎用繊維であるが、その性能だけでは発揮できない特
殊機能が付加されている。このような特殊機能を付与する技術を機能加工と呼ぶ。本講座では、
消費者が要求している特性・機能を付与するための基本的な考え方と加工技術について述べるこ
ととする。
≪繊維の機能加工②：防汚加工、ウォームビズ≫
概要：前講座では消費者が要求している特性・機能付与の基本的な考え方について述べた。実
際、市販されている繊維製品には、アイロンがけを不要とする形態安定加工やブームが繰り返さ
れる抗菌防臭加工などの多くの機能加工製品がある。本講座では、消費者が要望している機能
加工製品から、汚れをターゲットとした防汚加工製品や冬の寒さを和らげるウォームビズ製品を取
り上げ、より具体的にそれらの機能と加工技術について述べることとする。

【橋本】私たちは日々様々な環境で生活をしていて、その中で私たちは様々なモノを眺め、様々な
空間を体験することになる。そこで本講座では、人の心理・行動特性とモノ・空間との関連性につ
いて、基礎的な概念や具体的な事例を紹介しながら概説する。

【前川】サブプライム問題に端を発した世界的な金融危機が2008年9月のリーマンブラザーズの破
綻により一気に世界に広がった。従来の金融に失望した投資家やトレーダーらが、専門的なノウ
ハウにＩＴを加えた新しいツールを作ることを試みる。さらにスマホの普及によりフィンティック革命
が加速される。講座においてはリーマンショックまでの金融とフィンティックの意味とそれによる金
融界の変化を予測する。

【上甲】衣服の機能加工の本質を理解して頂くことを到達目標とする。
そのためには、まず繊維本体が持ち備える機能と付加された機能との
違いについての整理と、その違いを踏まえて付加された機能がどのよ
うな考え方で技術開発されてきたか等について理解を深めてもらえれ
ばと思っている。さらに、身近な製品に施されている機能加工例から
繊維加工そのものの本質について考えて頂くとともに、日常なにげなく
触れている繊維製品の機能についてもう一度見直してもらう機会とな
ればと考えている。

【橋本】人の心理・行動特性とモノ・空間との関連性についての具体的
な事例を参照し、環境心理学の視点からものごとを考えられるように
なること。

【前川】金融のサービスについて詳しく説明し、今までの金融システム
ではどのような形でそのサービスが提供されたか、そこでの問題点は
なんであったかを明確にする。次に現在進行中のフィンティック革命と
は何かを理解するとともに、その革命によってもたらされる予測される
金融サービスの変化を理解する。最後に日本においてフィンティック革
命の現状をその先進国である米国等と比較して問題点を知る。

小学校教諭

中高家庭科
教諭

上甲恭平
橋本雅好
前川俊一

◆Ｃ３　神経発達症群（発達障害）の理解と対応：平成３０年８月３日（金）

◆Ｃ４　家庭科の最新研究と課題：平成３０年８月３日（金）



講習の概要 到達目標 対象 担当講師

【高橋】高等学校の学習指導要領の改訂に際して、「伝統や文化に関する教育の充実」が挙げら
れるように古典教育が重視される昨今、教員も生徒も古典を学ぶ意義を考えることが求められて
いる。そのことを受け、本講座では、国語科の教科書に掲載される機会の多い『伊勢物語』や『源
氏物語』『竹取物語』などを取り上げて、日本文化の理解を見据えた古典教育の方法を考える。特
に、作品解釈には諸説あることに触れ、古典が長い年月読み継がれてきた享受・受容の過程を押
さえたい。「古典嫌い」をなくすため、古典文法の習得に偏り過ぎない多様な指導方法を探る。

【広瀬】高校の国語科の現代文教材として使用される文章の中から代表的なものを取り上げ、指
導書などの記述のあり方なども参照しながら、教材を〝教室の外側〟へも繋げていく方法を提案
する。国語科の授業で取り上げる文章は、生徒に読解力・思考力を養わせるための素材であると
同時に、自分が帰属している（あるいは帰属していない）時代や社会について目を向け、問題意識
を持つきっかけを作るものでもある。本講座では主に後者の意義を重要視し、文章を通じていかに
時代や社会について考えていくかを探っていく。また、大学での文学研究・文学教育の動向につい
ても紹介する。

【堀田】日本語を正しく豊かに表現する技法を、例文を用いて解説する。また、文章産出を巡る諸
問題（理解し辛い表現、場にそぐわない言葉遣い、段落や句読点の不正確な使い方等）につい
て、原因を推測し、対処する手法について考える。

【高橋】言語理解と作品理解という二点に重きを置いた指導方法の獲
得を目標とする。まずは、伝統的な言語文化を把握させるための指導
方法である。日常生活で使用している語が古文や漢文を起源とするこ
とを見つけるなど、身近なところから学習させる方法を習得する。ま
た、現代や海外の文化との比較によって古代文化の理解を深め、古
典の享受史や研究史を押さえることで、作品解釈の可能性を示すな
ど、多様な指導方法を獲得する。最終的な到達目標は、古典を学ぶ
意義についてそれぞれが見解を持つことである。

【広瀬】本講座で取り上げる国語科の教材を現代社会の問題とつなげ
て生徒に理解させたり（特に現代文）、特定の時代の文化的社会的規
範を理解させたりするための方法の一端を習得する。そして、この２つ
の教材の事例を他の教材での教授法にも応用できるようにし、結果と
して多様な指導法を獲得する。加えて、教材を通じて生徒が自分が帰
属している（あるいは帰属していない）社会に関心を向けるように促す
ことに意識的になり、教材に向かう生徒の動機づけを改めて行えるよ
うにする。

【堀田】文章は目的別に書き分けられることを理解し、それぞれの文章
の特徴を確認する。基本的な禁則処理について確認し、それをもとに
文章作成の指導においてどこに気をつけるべきかを考えられるように
する。文章の理解産出の困難には、先天的な学習障害が存在するこ
とを理解する。日常の授業における、そういった生徒への接し方の留
意点を確認する。

小学校教諭

中高国語科
教諭

高橋麻織
広瀬正浩

堀田あけみ

講習の概要 到達目標 対象 担当講師

【生田】本講座では、学校で起こりうる児童・生徒の健康問題として1型糖尿病を取り上げ、その原
因、症状、治療および学校生活に必要なサポートついて、講義形式にて説明する。

【佐原】この講座は、学校で起こりうる突然死の原因と予防法、また、心肺停止となった場合の対
処法を解説する。１つは、比較的、中・高校生に発生する可能性のある心臓突然死の原因・要因と
その予防法について解説する。次に、心臓停止を起こしうる食物アレルギー反応の1つであるアナ
フィラキシーショックについて、食事とアナフィラキシーの関連と、アナフィラキシーショックの予防法
について解説する。

【竹井】本講座では、学校で起こりうる児童・生徒の健康問題を取り上げ、その症状と対応につい
て説明する。健康問題の中でも特に頭部外傷を取り上げ、その原因（要因）と症状及び対処方法
について講義形式により説明する。

【全体共通】本講座では、児童・生徒の体調不良の見極め方の演習および心肺蘇生が必要となる
状況の症例をもとにグループワークを行い、実践方式でのロールプレイにて児童・生徒の救命方
法を議論する。

【生田】1．1型糖尿病の原因、症状、治療を理解できる。　2．1型糖尿
病の子どもの学校生活に必要なサポートを考えることができる。

【佐原】1.　学校における、心臓突然死の原因・要因を理解する。　2.
心臓突然死と脈拍の関連を理解する。　3.　 食物アレルギーの発生の
メカニズムを理解する。　4.　アナフィラキシー・ショックの症状を理解す
る。

【竹井】1．児童・生徒の頭部外傷における症状および対処方法が理解
できる

【全体共通】1．エピペンの使用方法が理解できる　2．AEDを用いた心
肺蘇生が実践できる　3．救命時の報告・連絡・対応方法について考
察できる

教諭
養護教諭
栄養教諭

生田美智子
佐原弘子
竹井留美

◆Ｃ６　学校における救急救命：平成３０年８月６日（月）

◆Ｃ５　国語科の指導法：平成３０年８月６日（月）



講習の概要 到達目標 対象 担当講師

グローバル化の推進に併せて、新学習指導要領では、小学校の外国語活動が3年生まで引き下
げられると同時に5・6年生では教科化され、「聞く」「話す」に加えて「読む」「書く」ことも教えること
や成績評価も必要となる。こうした学習指導要領の改訂ポイントと、移行措置期間に於いては実
際にどのように指導していくのか名古屋市の例を紹介しながら検討していく。

次期小学校学習指導要領の外国語活動・教科外国語の改訂ポイント
を理解するとともに、単独またはネイティブスピーカーのALTと共同で
教科外国語の授業が実施できる基礎的知識と授業方法の基礎スキ
ルと授業イメージを修得する。

小学校教諭
宇土泰寛
林　敏博
廣澤義晴

講習の概要 到達目標 対象 担当講師

情報社会は、情報通信技術が重要な役割を果たしており、情報活用能力の育成を担う教育の役
割は、非常に大きい。そして、いわゆるプログラミング的思考力の基礎を育成するために必要なコ
ンピュータ科学の理解も、重要な意味を持ってきている。コンピュータのハードウェアとソフトウェア
の仕組みを理解し、体感的に学ぶことは、プログラミング的思考力の必要性を実感することであ
り、コンピュータを介した人と現実社会との関わりを知るためのひとつの方法である。本講座では、
マイコンとセンサ、LEDなどを基板に取り付け、コンピュータの仕組みや働きを実感し、プログラミン
グについて容易に体験できる環境により、プログラミング的思考力や授業の工夫について考える。

コンピュータの基礎的な仕組みの理解のために、児童・生徒が興味関
心を持ちやすいLEDなどを用い、それらを接続したマイクロコントロー
ラに対してプログラミングを行うことでコントロールする方法を体験す
る。このような体験から、コンピュータのハードウェアとソフトウェアの役
割について実感するとともに、プログラミング的思考力の必要性とイン
タラクティブな「ものづくり」の基礎的な部分にも触れ、コンピュータと現
実世界との関わりについて考える。

教諭
鳥居隆司
加藤良将

講習の概要 到達目標 対象 担当講師

情報化が進展した社会では、様々な問題解決のための情報技術が活用されており、コンピュータ
を使いこなすために論理的思考力の育成が重視されるようになってきている。また、各国政府機
関や地方自治体等によって収集されたデータやIoTからのデータの他、科学調査やSNS等から得
られた様々なデータが公開され、これらのデータは、ICTを用いて処理することで、新たな価値が
創造され、より良い社会の形成に活用することができる。本講座では、次期学習指導要領におけ
る情報活用能力やプログラミング教育についての知見を得るとともに、地方自治体が提供してい
るオープンデータを基にデータの可視化や分析の方法を学び、各教科での活用について考える。

コンピュータの基礎的な仕組みの理解のために、児童・生徒が興味関
心を持ちやすいLEDなどを用い、それらを接続したマイクロコントロー
ラに対してプログラミングを行うことでコントロールする方法を体験す
る。このような体験から、コンピュータのハードウェアとソフトウェアの役
割について実感するとともに、プログラミング的思考力の必要性とイン
タラクティブな「ものづくり」の基礎的な部分にも触れ、コンピュータと現
実世界との関わりについて考える。オープンデータを活用し、簡易な地
図サービスを構築できる。

教諭
鳥居隆司
向　直人

◆Ｃ９　プログラミング教育とオープンデータの活用：平成３０年８月８日（水）

◆Ｃ７　小学校の外国語教育の方法と実践：平成３０年８月７日（火）

◆Ｃ８　コンピュータとプログラミング基礎：平成３０年８月７日（火）



講習の概要 到達目標 対象 担当講師

この講座では、中高の英語教育で欠落しがちなリスニングとスピーキング力をどのように授業内で
向上させるかを、本学部の英語教育の一環であるプロジェクトの授業をモデルとして学ぶ。
発表型授業に必要な文法・読解・リスニング・スピーキング・生徒のパフォーマンスを助けるために
クラス内で使える英語のインストラクション講座はすべて英語で行われる。

1. 学習者がスピーキングを含めた4技能を組み合わせて英語を使える
ようになる必要があることを理解する　2. 授業内での英語の使用度を
上げ、インタラクティブにするための適切なサポートについて理解する
3. 4技能を段階的に伸ばす手段としてプレゼンテーション型の授業が
あること、またそのために必要となる準備について理解する

中高英語科
教諭

マイケル・ストック
ウェル

ポール・リー・ルメ

◆Ｃ１０　外国語（英語）教育の課題と方法：平成３０年８月８日（水）


