
●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　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：２０１９年７月２７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：２０１９年８月２日（金）

■選択必修領域（各６時間、各６，０００円）

■Ｂ２　国際理解と多文化共生教育：２０１９年８月２日（金）
講習の概要

講習の概要



講習の概要 到達目標 対象 担当講師

―ICTと学校を取り巻くICT環境や情報教育と授業設計の基本的な考え方―
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

【伊藤】小・中・高等学校算数・数学科で扱われている図形内容に関連するとともにその背景にあ
る幾何学で教師に必要な素養と思われるものを現代的な視点から講義する。タブレットを用いた中
学校数学科の生徒の発見を促す授業実践をあわせて紹介し、新学習指導要領の意図を汲んだ学
習指導を実践する教材研究を行う。

【竹内】小・中・高等学校算数・数学科で扱われている代数的内容に関連するとともにその背景に
ある代数学で教師に必要な素養と思われるものを現代的な視点から講義する。高等学校数学科
の生徒の発見を促す授業実践をあわせて紹介し、新学習指導要領の意図を汲んだ学習指導を実
践する教材研究を行う。

【白井】関数とは、一つの事柄から別の事柄への対応であり、このことで変化の様子を理解したり
未来の予想を行うことなどが可能となる。このようなことは実は高度な数学を学ばなくとも日常的に
我々は行ってきている。特に小・中・高等学校算数・数学科で扱われている関数に関わる内容や、
その背景にある解析学で教師に必要な素養と思われるものを現代的な視点から講義し、解析学
の役割を理解する。

【髙橋】小・中・高等学校算数・数学科で扱われる教育内容に、現代数学でも重要視されている見
方や考え方が埋め込まれていることを意識することは、学校数学の指導にあたる者にとって非常
に重要である。このことについて、新学習指導要領で再注目された「数学的な見方・考え方」や「育
成すべき資質・能力」、大学入試改革に伴う動向など、関連する最新のトピックと関連付けながら、
具体的に説明する。

【伊藤】学習指導要領における算数・数学科の改定の意図を理解し、
小・中・高等学校算数・数学科で扱われている図形内容に関連する幾
何学を、現代数学の視点から教師に必要な素養として身につけること
を第1の目標とする。タブレットを用いた生徒の発見を促す授業実践を
知ることによって、新学習指導要領の意図を汲んだ学習指導を実践す
ることが出来るようになることを第2の目標とする。

【竹内】学習指導要領における算数・数学科の改定の意図を理解し、
小・中・高等学校算数・数学科で扱われている代数的内容に関連する
代数学を、現代数学の視点から教師に必要な素養として身につけるこ
とを第1の目標とする。生徒の発見を促す授業実践を知ることによっ
て、新学習指導要領の意図を汲んだ学習指導を実践することが出来
るようになることを第2の目標とする。

【白井】日常の中に多くの数学、中でも解析学と関連するものがたくさ
んあることを理解し、それを発見する楽しさを知ることを第１の目標と
する。次に、学習指導要領における算数・数学科の改定の意図を理解
し、小・中・高等学校算数・数学科で扱われている解析学の内容に関
連するものを、現代数学の視点から教師に必要な素養として身につけ
ることを第２の目標とする。

【髙橋】小・中・高等学校に共通する学習指導要領の改訂のポイントや
「数学的な見方・考え方」「育成すべき資質・能力」などについて、これ
らがなぜ大切なのかについて理解する。さらに、本講座の前半で学ん
だ現代数学における知識や考え方、学校数学を取り巻く最近の動向
などと関連づけ、今後の算数・数学科の学習指導の在り方について考
察し、更なる教材研究の基礎となる素養を身につける。

小学校教諭
中高数学科教諭

伊藤仁一
竹内聖彦
白井　朗
髙橋　聡

◆Ｃ２　学校数学の現代数学的視点からの再検討：２０１９年８月３日（土）

◆選択領域（各６時間、各６，０００円）

◆Ｃ１　ICT・メディアを活用した授業づくり：２０１９年８月３日（土）



講習の概要 到達目標 対象 担当講師

【小杉】―育みたい資質能力を踏まえた音楽の活動―
今回の教育要領等の改訂では「育みたい資質・能力」が設けられ、保育における遊びの意義と、
小学校以降の学習の意義との共有化と再整理がなされた。本講座では歌唱活動を中心に取り上
げる。育みたい資質・能力および幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた音楽の活動に
ついて理解を深める。

【山中】―幼小連携を踏まえた音楽科の授業づくり　―
平成29年改訂の学習指導要領等で打ち出された「育みたい資質・能力」の観点から、音楽科の授
業の現状と課題を整理する。また、同時期に改訂された幼稚園教育要領等の内容も踏まえ、幼児
教育における表現の内容を概観しながら、主に小学校音楽科の授業づくりについて提案する。

【小杉】育みたい資質・能力および幼児期の終わりまでに育ってほしい
姿を、具体的な実践に結びつけるためのポイントについて知見を得
る。歌唱活動を中心とした音楽活動の事例検討をとおして、活動のあ
り方を省察することができる。子どもの主体性を引き出し応答的に指
導する手立てを、より深く検討することができる。

【山中】音楽科における「資質・能力」を理解することができる。幼児期
から就学後までの音楽の学びの過程を見通すことができる。小学校
音楽科の〔共通事項〕における「音楽を形づくっている要素」を、それら
を担う典型的・具体的な「表現」や「鑑賞」の活動と関連させた授業づく
りについて検討することができる。

幼稚園教諭
小学校教諭

小杉裕子
山中　文

講習の概要 到達目標 対象 担当講師

―プログラミング教育の基礎とコンピュータの仕組みと働き及び、プログラミングによる問題の発見
と解決―
情報社会において、プログラミング的思考力の基礎を育成するために、コンピュータについて科学
的に理解し、コンピュータを介した人と現実社会との関わりを知るとともに、様々な問題解決に情
報技術を活用できることが重要である。本講座では、コンピュータの仕組みを理解し、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の知見
を得る。そして、様々な問題解決のために情報技術を活用するためのアイデアソンやハッカソン等
の手法によ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
ても考える。

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、アイディアソンや
ハッカソン等の手法も取り入れながら、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
向　直人

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、次期学習指導要領では、小学校の外国語活動が小学校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「読む」「書く」ことも教えるこ
と、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、実際にどのように教えていく
のか、先行実施事例も紹介しながら、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

◆Ｃ３　幼小連携を踏まえた音楽教育：２０１９年８月３日（土）

◆Ｃ４　プログラミングによる問題の発見と解決：２０１９年８月５日（月）

◆Ｃ５　小学校外国語活動、外国語科の方法と実践：２０１９年８月５日（月）



講習の概要 到達目標 対象 担当講師

【磯部】―学びを深める実践のプロセスと指導の手立て―
21世紀型能力に対応した絵画・造形による教育の意味と役割について知り、「学びに向かう力」
「深い学び」を具体化する題材と実践、及び指導の手立てについて、優れた実践の紹介と、子ども
の発達に応じた題材事例による演習をとおし、理論と実践を結びつける。

【藤田】―学びを深める実践の広がりと指導の手立て―
21世紀型能力に対応した絵画・造形による教育の意味と役割についての理解をもとに、「学びに
向かう力」「深い学び」を具体化する実践の広がりについて知り、幼児から小学校高学年の発達段
階に対応した題材をとおし、理論と実践を結びつける。

【磯部】21世紀型能力を支える造形表現、図画工作の役割と意味につ
いて理解する。造形あそび及び制作の内容と構造について理解する。
発達に応じた題材について演習をとおして理解を深め、実践事例をと
おし題材観を深める。優れた実践事例とそのプロセス、及び演習をと
おして指導の手立てを身につける。

【藤田】造形あそび及び制作内容の広がりについて理解する。材料及
び道具について理解を深め、幼児から小学校高学年における題材に
ついて支援のありり方を知る。実践事例から表現の広がりと指導の手
立てについて身につける。

幼稚園教諭
小学校教諭

磯部錦司
藤田雅也

講習の概要 到達目標 対象 担当講師

【橋本】1）着装と心理： 服装が人の心に及ぼす影響
服装は第2の皮膚といわれ、非言語コミュニケーションの働きをするため、身体保護のためだけで
なく、社会的・心理的な機能を持っている。着装されて一体化する服装には、規範意識や自尊感
情、自己概念といった他者と自己の間に心理的な感情が生まれる。本講義では、服装を他者がど
のように捉えて判断しているか、人の心に及ぼす気分や感情の影響を心理評価、客観的評価を
交え解説する。

2）色の見え方：　色彩が人の心に及ぼす影響
色彩は人の心にを豊かにしてくれる必修要素であるが、空気のようで日常生活において深く考え
ることはない。そこで色彩が及ぼす影響について具体的な事例を示し述べていく。また、近年話題
をよんでいるカラーユニバーサルデインについても解説する。

【川野】―循環型社会における住宅・住環境に関する課題と取り組み―
循環型社会の構築に向けて、スクラップ・アンド・ビルド(壊して建替える)から脱却し、良質な住宅
ストックを長期間活用していくことが求められている。中古住宅の利活用においては、住宅の質を
向上させるリフォームの手法、適切な住宅性能の評価や保障の制度の策定、流通の仕組みの整
備など、多様な側面において取り組み・課題がある。本講義では、循環型社会における住宅、及
び、住環境に関する取り組みと課題について述べる。

【橋本】社会とのかかわりが深い服装は、時代背景、個人の考えが作
用することが多く、着装心理を複雑化させます。これには、人の心理と
ともに客観的に調べた結果を知ることにより、今までとは違った視点で
服装を見直す機会になると思います。また、視覚からの情報が85％以
上といわれる中で、生活全般にわたる色彩が人に果たす役割を再確
認していただきたいと思います。さらにカラーユニバーサルデザインに
ついても理解していただき今後の参考にしていただければと考えま
す。

【川野】従来日本で行われてきた「スクラップアンドビルド」ではなく、
「既存ストックを活用」していく必要性を認識すること。また、住宅及び
住環境の側面から、現在行われているストック活用に関する具体的な
取り組みと課題について理解すること。

小学校教諭
中高家庭科教諭

橋本令子
川野紀江

◆Ｃ６　造形・絵画表現の指導方法：２０１９年８月５日（月）

◆Ｃ７　家庭科の課題と最新研究：２０１９年８月６日（火）



講習の概要 到達目標 対象 担当講師

【中島】―神経発達症（発達障害）の理解と早期の気づき・対応―
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（ＡＤＨＤ）、限局
性学習症（SＬＤ）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。

【中西】―発達障害の最前線―
発達障害を持つ子どもへの支援／保護者への対応の実際　　発達障害を持つ子どもへの学校場
面での支援の実際についてタイプ別に講義をする予定である。
①ASDの子どもの理解と支援　　②ADHDの子どもの理解と支援
③LDの子どもの理解と支援　　　④保護者への対応

【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（SＬＤ）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。

【中西】ASD、ADHD、LDについて、またそれぞれのグレーゾーンの子
どもの状態像についての理解を深め、教室での支援の実際（学習の
支援やソーシャル・スキルの支援、教材の工夫について等）、対応の
仕方のアウトラインを身につけることを目標とする。

教諭
養護教諭

中島正夫
中西由里

講習の概要 到達目標 対象 担当講師

【宮田】―音楽教育におけるピアノ演奏―
学習指導要領の改定に関わり、音楽的な見方、考え方を働かせ、生活や社会のなかの音や、音
楽と豊かに関わる資質、能力の育成について考える。曲想と音楽構造の関わりについて、共通教
材や合唱曲、ピアノ曲などを題材にピアノ演奏法を習得する。

【渡邉】―コンピューター楽譜制作アプリケーションを利用した作曲の授業展開―
コンピューター楽譜制作アプリケーションの使用法を習得し、段階的に無理なく作曲する方法を講
義する。楽節構造、和音と旋律の関係、動機操作の基礎など、作曲の基礎を論理と感覚を結びつ
けた授業展開を考察する。

【宮田】曲想と音楽の構造などとの関わりについて理解し、表したい音
楽表現をするためにつ必要な技能を身に付けるようにする。音楽表現
の創意工夫、音楽を味わって聴くために、合唱曲やアンサンブル、ピ
アノ伴奏などの演奏法を習得する。

【渡邉】作曲アプリケーションの操作方法を習得し、限られた時間で、
作曲の基礎を習得する。作曲はプログラミング的な論理性と感覚感受
の密接な総合であることを理解し感得する。

小学校教諭
中高音楽科教諭

宮田俊雄
渡邉　康

◆Ｃ９　音楽教育におけるピアノ演奏と作曲：２０１９年８月７日（水）

◆Ｃ８　神経発達症（発達障害）と教室での対応：２０１９年８月６日（火）



講習の概要 到達目標 対象 担当講師

【石原】―感染症と感染管理について―
学校では集団感染により感染症が拡大し問題になります。感染症を引き起こす病原体は細菌、真
菌、ウイルス、寄生虫など肉眼では見ることができません。これらの病原体は様々な経路でヒトに
感染し、それぞれの感染経路に対して予防法があります。この講座では感染経路別に児童生徒
が罹りやすい感染症とその予防法について説明します。

―学校における実践的消毒法―
消毒と滅菌の具体的な方法を解説し、学校で集団感染を起こしやすい感染症に対する消毒法を
実践する。具体的にはノロウイルス感染症による吐物などの処理法および環境消毒、流行性角結
膜炎を起こすアデノウイルスや白癬を起こす皮膚糸状菌に対する消毒法などについて実践する。

【安本】―食物アレルギー反応への対応―
食物アレルギーとは、「食物によって引き起こされる抗原特異的な免疫学的機序を介して生体に
とって不利益な症状が惹起される現象」をいい、乳児の有症率は10%、幼児では5.1%、学童では
2.6% と決して少なくない。本講義では、食物アレルギーに関する基本的な知識からその対応につ
いて、講義と演習を行う。

【奥野】―学校における急変時の対応―フィジカルアセスメントを通して―
学校で起こりうる児童・生徒の急変時のフィジカルアセスメントについて説明します。「いつもと違
う」という漠然とした感覚だけではなく、フィジカルアセスメントを通して健康状態を科学的に判断し
ていきます。事例を用いて、脈の触知法、呼吸・意識レベルの観察方法などを説明し、それらから
得られた身体情報をどのように分析するのかも解説します。さらに急変時の対応をとして、AEDの
使用法や心肺蘇生法も説明します。

―急変時のフィジカルアセスメントと心肺蘇生―
本講座では、講義で学んだ知識を活用し、児童・生徒の急変時に何をどのように行動したらよいか
を、事例を用いて演習方式で実践します。また実際にモデル人形とAEDを用いて、心肺蘇生を体
験します。

【石原】1. 病原微生物である細菌、真菌、ウイルス、寄生虫などについ
て理解する。2．各感染症（児童生徒が罹りやすい感染症）の感染経
路を理解する。3．感染経路別に感染予防法を理解する。

1. 消毒と滅菌について理解する。2．ノロウイルス感染症による吐物な
どの処理法および環境消毒を理解し、実践できる。3．流行性角結膜
炎を起こすアデノウイルスに対する消毒法を理解し、実践できる。4．
白癬を起こす皮膚糸状菌に対する消毒法を理解し、実践できる。

【安本】食物アレルギーに関する正しい知識を理解し、適切な対応が
取れることを到達目標とする。知識の理解については、病態、症状、
疫学、診断、治療を正しく理解する。適切な対応については、アナフィ
ラキシー時の対応を理解し、エピペンが正しく使用できることとする。

【奥野】1.　脈拍や呼吸のフィジカルアセスメントが理解できる。　2.　意
識レベルのフィジカルアセスメントが理解できる。　3.　AEDの使用法や
心肺蘇生法について理解できる。

1.　脈拍の触知や呼吸状態の観察ができる。　2.　意識レベルの観察
ができる。　3.　AEDの使用や心臓マッサージができる。

教諭
養護教諭
栄養教諭

石原由華
安本卓也
奥野友紀

◆Ｃ１０　学校における感染管理と救急救命：２０１９年８月７日（水）



講習の概要 到達目標 対象 担当講師

【江﨑】1．大豆の栄養機能、嗜好機能、生理機能　2．大豆加工食品（豆乳）の機能性　3．大豆発
酵食品（味噌、納豆等）の機能性
大豆は良質のたんぱく質や脂質を豊富に含有するとともに、大豆特有の生理機能性成分を含む。
本講座では、ヒトの健康維持に寄与する機能性成分の特徴と効用について述べるとともに、我が
国の伝統的な大豆発酵食品である味噌や納豆等について、発酵というプロセスの中で新たに出
現する機能性についても紹介する。

【林】―学校給食の役割を理解し、新しい時代に即した食育を考える―
学校給食の発祥から今日までの歴史を社会状況や食環境、子どもの発育・発達の変遷とともにふ
りかえり、学校給食が果たしてきた役割を理解する。さらに、子どもを取り巻く課題に対して新しい
時代に求められる食育のあり方を、実戦事例も紹介しながら探りたい。

【加賀谷】―和食と食文化の継承のあり方―
日本では国際化が進み、近年様々な食文化が混在するようになり、日本の日常食、行事食をみて
も継承すべき食文化に変化がみられる。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。そこで日本や諸外国の食文化から、食文化の良さや継承すべき食文
化を比較し、児童・生徒の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。

【江﨑】ヒトの健康維持・増進、また疾病予防の観点からも食生活の果
たす役割は大きい。近年、健康志向の高まりを背景に、様々な食品が
市場に出回っている。本講座では、大豆および大豆発酵食品を例にと
り、これらに含有される機能性成分について解説するが、この講座を
通して「食品の機能性」に対する正しい理解と評価ができる能力を養
う。

【林】（１）学給食の歴史と社会状況を理解し、学校給食の役割を理解
する
　　　（２）子どもを取り巻く課題から、食育の必要性を理解する
　　　（３）新学習指導要領における食育の在り方を考える

【加賀谷】諸外国の食文化の良さや継承すべき食文化を比較し、食文
化の違いを理解する。児童・生徒の学齢に応じて工夫すべき点を把握
する。グループディスカッションで意見をまとめ、問題点や改善点につ
いて発表し、考えを深める。

中高家庭科教諭
栄養教諭

江崎秀男
林　紫

加賀谷みえ子

◆Ｃ１１　食品の機能性と食育の課題：２０１９年８月８日（木）



講習の概要 到達目標 対象 担当講師

【黒田】―ゲーム理論で社会を考える―
現代経済学では、様々な社会問題や現象を考察する基礎として、ゲーム理論が基礎科目として必
須となっています。そこで、本講座では、ノイマンとモルゲンシュテルンに始まるゲーム理論の歴史
を概説した後、標準形による支配戦略均衡、ナッシュ均衡等の概念と囚人のジレンマなどの問題
点をいくつかの事例を用いて説明します。さらに、それらの解決のため提案されてきた混合戦略、
繰り返しゲーム、展開形ゲームなどに言及しながら、環境問題を始めとする現実の社会問題に対
する示唆を解説します。

【角田】―企業とその社会的責任―
電力会社を例にとり、日本における電力会社の変遷、企業家精神と戦後の電力体制、形態（株式
会社、株式公開企業、国有、民営など）、市場における競争（地域独占、自由化、料金決定）、企業
の統治（所有と経営の分離）、経営理念、社会的責任（安定供給、ブラックアウト、原発事故、温暖
化ガス排出）、産業組織と規制緩和などを理解するための基礎的な知識についての講義を行う。

【仲尾】―外国人労働者の現状と課題―
2018年現在、日本には267万人の外国人が在留し、127万人が就労している。2019年4月以降も
「特定技能」の在留資格が創設され、さらに多くの外国人が日本において就労することが見込まれ
ています。外国人労働者が日本の労働現場でどのような状況で働いているのか、また、外国人労
働者は日本においてどのように生活しているのか、担当者が実務で経験した状況を紹介するとと
もに、外国人労働者に関する国際的な基準の観点から、その課題について講義します。

【黒田】伝統的な経済学で市場メカニズムを理解する基本となっている
厚生経済学の定理を土台としつつも、現実社会で問題となる事象につ
いて、従来の独占や寡占、正負の外部性の理解に加えて、囚人のジ
レンマに代表されるゲーム理論的な要因を学び、中等教育の教科書
にも多数引用される最近の社会問題の原因や解決策を探る基礎的な
論理を補完することを目標にしています。

【角田】電力会社は最近までは地域独占で株式公開企業によって経
営が行われてきましたが、歴史的にはさまざまな変遷がありましたし、
現在は自由化が進みつつあります。また東日本大震災以後の原発事
故に対する東京電力の責任についてもさまざまな議論が行われてい
ます。この講義では、それらの問題について、電力会社をさまざまな
側面から多面的に分析し、議論し、結論を導き出すことができることを
目標とします。

【仲尾】現在、日本では多くの外国人労働者が働き、私たちの社会は
その労働によって支えられています。また、日本政府は人手不足の業
種を中心に、今後さらに外国人労働者を増やそうとしています。私たち
は、私たちの社会に外国人をどう受け入れていくべきなのか、そのこと
を考え議論するための基礎的なことがらを理解することを本講座の到
達目標とします。

小学校教諭
中社会科教諭
高公民科教諭

黒田達朗
角田隆太郎
仲尾育哉

◆Ｃ１２　社会科（公民領域）を巡る最新課題：２０１９年８月８日（木）
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