
講習番号 講習の名称 講習の概要 担当講師 会場 時間数 講習の期間 受講料 受講人数 備考

A-1 教育の最新事情Ａ

教育の最新事情を考察する。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を考
察する。

本所　恵（人間社会研究域学校教育系准教授）
平石　晃樹（人間社会研究域学校教育系准教授）
武居　　渡（人間社会研究域学校教育系教授）
萱原　道春（人間社会研究域学校教育系教授）

人間社会第１講義棟
　101講義室
自然科学大講義棟
　大講義室
　ＡＶ講義室

6時間 令和3年8月20日 6,000円 400人
「A-2」の受講は
できません。

A-2 教育の最新事情Ｂ

教育の最新事情を考察する。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を考
察する。

上森　さくら（人間社会研究域学校教育系准教授）
芥川　元喜（金沢星稜大学　人間科学部准教授）
佐伯　英明（金城大学　社会福祉学部教授）
米川　祥子（金城大学短期大学部教授）

石川県立生涯学習センター
能登分室（のと里山空港ター
ミナルビル4階）

6時間 令和3年8月17日 6,000円 44人
「A-1」の受講は
できません。

学校種 免許職種、教科等 職務経験等

B-1
様々な問題に対する組織的対応
の必要性及び学校における危機
管理上の課題

時代の変化に伴い変遷する教育改革の動向を踏まえ,学校内外に
おける連携や協働,組織的対応について検討する。及び,学校内外
での活動を進める上で教師に求められる安全管理能力を高めるた
めに,学校安全政策の動向を理解するとともに，具体的な事故事例
（判例）を検討し,学校生活全般での安全環境の構築につながる要
点を学ぶ。

鈴木　　瞬（人間社会研究域学校教育系准教授）
土屋　明広（人間社会研究域学校教育系准教授）

自然科学大講義棟
ＡＶ講義室

6時間 令和3年8月21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 特定しない 6,000円 80人

「B-2」
「Ｂ-3」
「Ｂ-4」
「Ｂ-5」
「Ｂ-6」
「B-7」の受講は
できません。

B-2
教育相談（いじめ・不登校への対
応を含む。）の課題Ａ

前半では，いじめ及び不登校に対する国や行政の取組と，いじめ
及び不登校に関わる児童生徒の心理とその対応を学ぶ。また，教
育相談における個別的・組織的対応について，臨床心理学の理論
を交えて学ぶ。
後半では，児童期前半の子どもの学習の問題について，ワーキン
グメモリとメタ認知に焦点を当て，その発達を把握するとともに対応
のあり方についても学ぶ。

浅川　淳司（人間社会研究域学校教育系准教授）
原田　克巳（人間社会研究域学校教育系准教授）

自然科学大講義棟
大講義室

6時間 令和3年8月21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 特定しない 6,000円 120人

「B-1」
「Ｂ-3」
「Ｂ-4」
「Ｂ-5」
「Ｂ-6」
「B-7」の受講は
できません。

B-3 進路指導及びキャリア教育の課題

本講習では,学校における進路指導及びキャリア教育の歩みと現状
について考察するとともに,現代の子どもや若者の生き方,働き方に
かかわる問題に教師がどのように向き合い,取り組むかについて,そ
の課題や方法を検討する。

澤田　忠幸(石川県立大学教養教育センター教授)
鳥居　和代(人間社会研究域学校教育系教授)

人間社会第1講義棟
101講義室

6時間 令和3年8月21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 特定しない 6,000円 100人

「B-1」
「Ｂ-2」
「Ｂ-4」
「Ｂ-5」
「Ｂ-6」
「B-7」の受講は
できません。

B-4
活用・探究を重視した授業・カリ
キュラムづくり

新学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」を実現するた
めの具体的な方法として、知識や技能の習得から、活用と探究が
求められている。本講習では、その理論的背景と時代的背景、お
よび新学習指導要領で求められているカリキュラム・マネジメントと
評価の必要性を概説して探究のポイントを明確にする。

加藤　隆弘(人間社会研究域学校教育系准教授)
木村　竜也(金沢工業大学基礎教育部教職課准教授)

人間社会第1講義棟
201講義室

6時間 令和3年8月21日

小学校
中学校

高等学校

小・中・高等学校
免許　教科は問
わない

現職小・中・
高等学校教
員であること
が望ましい。

6,000円 100人

「B-1」
「Ｂ-2」
「Ｂ-3」
「Ｂ-5」
「Ｂ-6」
「B-7」の受講は
できません。

受講料 受講人数 備考講習の名称 講習の概要 担当講師 会場 時間数 講習の期間
主な受講対象者

講習番号

○選択必修領域

令和３年度　金沢大学教員免許状更新講習開設講習一覧（簡易版）

○必修領域

受講対象者

石川県内の河北以南の全教員

石川県内の羽咋以北の全教員



B-5
教育相談（いじめ・不登校への対
応を含む。）の課題B

午前中の２コマの講義では，いじめ予防プログラムを理論編と実践
編に分けて学ぶ。実践編においてはいじめ予防プログラムの様々
な方法を体験的に学ぶ。午後の２コマの講義では，教育相談や学
級運営など学校現場において有効なカウンセリングの方法と実践
について理論と体験的なワークを通して学ぶ。

松下　健（北陸学院大学人間総合学部准教授）
齊藤　英俊（北陸学院大学人間総合学部准教授）

石川県立生涯学習センター
能登分室（のと里山空港ター
ミナルビル4階）

6時間 令和3年8月18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 特定しない 6,000円 15人

「B-1」
「Ｂ-2」
「Ｂ-3」
「Ｂ-4」
「Ｂ-6」
「B-7」の受講は
できません。

B-6
学校、家庭及び地域の連携及び
協働の課題

前半では、子どもの学力問題を、近代社会におけるメリトクラシーと
「教育の機会均等」の理念の観点から批判的に考察し、学校・家
庭・地域の望ましい関係性を模索する。
後半では、学校・家庭・地域の関係性を歴史的・思想的に理解する
ことで、現代社会における三者間の連携・協働体制の望ましい在り
方について考えると共に、「チーム学校」としての役割についてマネ
ジメントという観点から考える。

井上　好人（金沢星稜大学人間科学部教授）
板倉　栄一郎（北陸大学経済経営学部教授）

石川県立生涯学習センター
能登分室（のと里山空港ター
ミナルビル4階）

6時間 令和3年8月18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 特定しない 6,000円 15人

「B-1」
「Ｂ-2」
「Ｂ-3」
「Ｂ-4」
「Ｂ-5」
「B-7」の受講は
できません。

B-7
グローバル時代の英語教育（英語
教育の課題:国際交流とコミュニ
ケーション）

午前の講義では、国際交流をベースとした必然性のある英語教育
の在り方について考え、その実現のためにICTの活用方法を身に
つける。午後の講義では、音声言語としての英語の特徴を理論と
実践の両面から捉え、教室でのコミュニケーションにいかせる英語
音声を身につけることをめざす。

清水　和久（金沢星稜大学人間科学部教授）
宮浦　国江（北陸学院大学人間総合学部教授）

のとふれあい文化センター
学習室1,2

6時間 令和3年8月18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 特定しない 6,000円 14人

「B-1」
「Ｂ-2」
「Ｂ-3」
「Ｂ-4」
「Ｂ-5」
「B-6」の受講は
できません。

講習番号 講習の名称 講習の概要 担当講師 会場 時間数 講習の期間 対象職種 受講料 受講人数 備考

C-1 小学校選択講座：図画工作　１

図画工作科における「主体的・対話的で深い学び」の実現にむけた
指導と評価の在り方について，講義と「共同してつくりだす活動」の
演習（作品制作・発表会）により検討するとともに，「共同してつくり
だす活動」による非認知的能力の伸長を検討する。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授） 人間社会第2講義棟
301講義室

6時間 令和3年7月22日 教諭 6,000円 30人

「C-2」
「C-3」
「C-4」の受講は
できません。

C-2 小学校選択講座：図画工作　２

図画工作科における「主体的・対話的で深い学び」の実現にむけた
指導と評価の在り方について，講義と「共同してつくりだす活動」の
演習（作品制作・発表会）により検討するとともに，「共同してつくり
だす活動」による非認知的能力の伸長を検討する。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授） 人間社会第2講義棟
301講義室

6時間 令和3年8月1日 教諭 6,000円 30人

「C-1」
「C-3」
「C-4」の受講は
できません。

C-3 小学校選択講座：図画工作　３

図画工作科における「主体的・対話的で深い学び」の実現にむけた
指導と評価の在り方について，講義と「共同してつくりだす活動」の
演習（作品制作・発表会）により検討するとともに，「共同してつくり
だす活動」による非認知的能力の伸長を検討する。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授） 人間社会第2講義棟
301講義室

6時間 令和3年8月7日 教諭 6,000円 30人

「C-1」
「C-2」
「C-4」の受講は
できません。

C-4 小学校選択講座：図画工作　４

図画工作科における「主体的・対話的で深い学び」の実現にむけた
指導と評価の在り方について，講義と「共同してつくりだす活動」の
演習（作品制作・発表会）により検討するとともに，「共同してつくり
だす活動」による非認知的能力の伸長を検討する。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授） のとふれあい文化センター
学習室1,2

6時間 令和3年7月18日 教諭 6,000円 20人

「C-1」
「C-2」
「C-3」の受講は
できません。

C-5 小学校選択講座：社会　１

社会科が苦手な先生に，社会科を大好きになっていただくための
講座です。社会科のおもしろさの必要十分条件とは何か。どうやっ
たらその必要十分条件を盛り込めるようになるのか。豊富な授業
例を提示しながら，わかりやすく解説します。

村井　淳志（人間社会研究域学校教育系教授） 人間社会第2講義棟
402講義室

6時間 令和3年7月17日 教諭 6,000円 100人
「C-6」
受講はできませ
ん。

C-6 小学校選択講座：社会　２

社会科が苦手な先生に，社会科を大好きになっていただくための
講座です。社会科のおもしろさの必要十分条件とは何か。どうやっ
たらその必要十分条件を盛り込めるようになるのか。豊富な授業
例を提示しながら，わかりやすく解説します。

村井　淳志（人間社会研究域学校教育系教授）
石川県立生涯学習センター
能登分室（のと里山空港ター
ミナルビル4階）

6時間 令和3年7月24日 教諭 6,000円 20人
「C-5」
の受講はできま
せん。

主な受講対象者

○選択領域

小学校教諭

小学校教諭

小学校教諭

小学校教諭

小学校教諭

小学校教諭



C-7 小学校選択講座：音楽

小学校の音楽授業づくりにおける基礎的・基本的な内容及び指導
方法について，それぞれの領域ごとに再確認し，実際に具体的な
教材，授業実践を通して学ぶことを目的とする。歌唱の活動，器楽
の活動，音楽づくりの活動，及び鑑賞の活動である。

篠原　秀夫（元人間社会研究域学校教育系教授）
人間社会4号館
音楽ホール

6時間 令和3年7月24日 教諭 6,000円 50人

C-8
小学校選択講座：理科・算数・英
語

理科：学習指導要領にもとづく小学校理科の見方・考え方を育てる
深い学びの指導法，および物理分野の内容について解説する。
算数：学習指導要領にもとづく小学校算数科の学習指導や数学的
内容について解説する。
英語：学習指導要領にもとづく小学校英語の指導方法を，コミュニ
ケーションや言語習得の観点から解説する。

松原　道男（人間社会研究域学校教育系教授）
小松田　沙也加（人間社会研究域学校教育系講師）
山下　浩（人間社会研究域学校教育系教授）
滝沢　雄一（人間社会研究域学校教育系教授）

人間社会第2講義棟
402講義室

6時間 令和3年7月25日 教諭 6,000円 100人

C-9
小学校選択講座：生活科・総合的
な学習の時間

小学校における「生活科」と「総合的な学習の時間」の理論と先進
的実践群を学ぶ。本講座で取り上げる実践事例は，「生活科」や
「総合的な学習の時間」が教育課程に導入される以前から優れた
総合学習の実践校として知られた小学校のものである。子どもの
興味・関心に沿い，子どもが本来持っている学ぶ力をより引き出す
授業実践を考える。

土井　妙子（人間社会研究域学校教育系教授）
人間社会第2講義棟
301講義室

6時間 令和3年7月18日 教諭 6,000円 100人

C-10 小学校選択講座：家庭

小学校家庭科について，教科の特徴を確認するとともに，「消費生
活・環境」の領域と「衣生活」の領域を学ぶ。消費生活・環境の領域
では，他領域・教科との連携も含めて当該領域の考え方・展開方
法を検討する。また，衣生活の領域では，衣服に用いられている素
材の物理特性に関する講義および実験を行う。衣服素材の特徴を
理解することによって，衣生活領域全般における系統的な授業展
開を目指す。

尾島　恭子（融合研究域融合科学系教授）
森島　美佳（人間社会研究域学校教育系准教授)

人間社会第2講義棟
301講義室

6時間 令和3年8月8日 教諭 6,000円 30人

C-11 小学校選択講座：国語

次のテーマについて専門の立場から講義を行う。
①「我が国の言語文化に関する事項」に関連する教材について理
解を深め，児童の興味や意欲を引き出す助けとなる知識を身につ
ける。
②小学校国語科における「読むこと」の指導を見直す。

折川　司（人間社会研究域学校教育系教授）
大野　順子（人間社会研究域学校教育系准教授）

人間社会第2講義棟
402講義室

6時間 令和3年8月1日 教諭 6,000円 100人

C-12
日本語学・日本文学研究の最近
の動向と課題

教材研究を行う上で参考となるよう，日本語学・日本文学研究の最
近の動向を知り，具体的な作品に関する問題を取り上げる。また，
近年話題になっている日本語学及び古典文学に関する問題につ
いて取り上げる。これらを通じて，さらに教育上の課題についても
考える。

髙山　知明(人間社会研究域歴史言語文化学系教授)
猪瀬　千尋(人間社会研究域歴史言語文化学系准教
授)

人間社会第2講義棟
401講義室

6時間 令和3年7月22日 教諭 6,000円 50人

C-13 日本文学および漢文学の諸問題

作品の精確な理解に基づいた教材研究の方法の修得を目的とし
て，日本近代文学および漢文学の作品を取り上げ，虚構や語りの
問題，また作品の背景にある文化や社会の問題，注釈などといっ
た観点から考察する。

飯島　洋(人間社会研究域学校教育系准教授)
原田　愛(人間社会研究域学校教育系准教授)

人間社会第2講義棟
209講義室

6時間 令和3年7月23日 教諭 6,000円 50人

C-14
グローバル時代のニーズに応える
国語教育とその課題―日本語学，
日本語教育学の視点からー

グローバル時代は，世界の諸言語の一つとして日本語について学
ぶことの重要性に気づかせてくれる。１コマ目・２コマ目は，日本語
学の視点から，国語教育における言語学習，敬語学習，文法学習
の問題点について考え，国語を面白くするための提案をしてみた
い。また，グローバル時代を迎え，日本語を母語としない児童・生
徒が教室で学ぶ状況が増えてきた。３コマ目では日本語教育の視
点からそのような子どもたちへの指導上の課題を考える。

加藤　和夫（元金沢大学人間社会研究域歴史言語文
化学系教授）
深澤　のぞみ（人間社会研究域歴史言語文化学系教
授）
大江　元貴（人間社会研究域歴史言語文化学系准教
授）

人間社会第2講義棟
402講義室

6時間 令和3年7月24日 教諭 6,000円 50人

C-15
おもしろさと納得感の得られる授
業をつくるために

歴史の授業がおもしろくないのは，因果関係の説明がクリアではな
く，納得感が得られないことが原因です。因果関係のストーリーに
意外性と説得力があれば，「へぇ～」「なるほど」と生徒たちは前の
めりに聞いてくれるでしょう。因果関係のカギは技術・人口・国際関
係。いずれも純粋文系人間である歴史の先生には，意外と苦手な
ところ。授業をしていて，どうもしっくりこないモヤモヤ感を晴らしま
す。純粋に日本の歴史を学びたいという専門外の先生の受講も歓
迎します。

村井　淳志(人間社会研究域学校教育系教授)
人間社会第2講義棟
208講義室

6時間 令和3年7月18日 教諭 6,000円 50人

小学校教諭

小学校教諭

小学校教諭

中学校・高等学校（国語）教諭

小学校教諭

小学校教諭

中学校・高等学校（国語）教諭

中学校（社会）・高等学校（地理
歴史・公民）教諭

中学校・高等学校（国語）教諭・
小学校教諭も可



C-16
現代社会を読み解くー憲法学と人
文地理学を中心にー

社会的事象につき、前半では世界の“アレコレ”の紹介から「“地”
表面の出来事の存在“理”由を“学”ぶ」方法を紹介し，授業立案の
発想に応用可能なヒントを提示する。後半に憲法学の立場から議
論・検討する。

石川　多加子（人間社会研究域学校教育系准教授）
吉田　国光（人間社会研究域学校教育系准教授）

人間社会第2講義棟
208講義室

6時間 令和3年8月25日 教諭 6,000円 50人

C-17
法的リスクの管理：社会人になる
ための基礎知識

未成年者が消費者取引を行った場合の法的な責任やリスク管理、
どのような行為がハラスメントに該当するかとその防止策及び独占
禁止法の基礎的な知識について考える。主な受講対象者は高校
教諭とするが、中学校教諭も可能である。

洪　淳康（人間社会研究域法学系教授）
村上　裕（人間社会研究域法学系准教授）
中村　正人（人間社会研究域法学系教授）

人間社会第2講義棟
401講義室

6時間 令和3年7月25日 教諭 6,000円 50人

C-18 公開鍵暗号の数学

現在のインターネット社会では，暗号は私たちの身近にあって欠か
すことのできないものとなっています。パスワードや暗証番号など
の重要な通信データのやりとりは第三者から保護するために暗号
化されています。今回の講習では現在のインターネットでよく使わ
れている暗号について考察します。基礎となっている整数の素因
数分解から始めて，どのような理論で暗号がつくられているのかを
概観します。

川越　謙（国際基幹教育院GS教育系講師）
牛島　顕（理工研究域数物科学系准教授）
野津　裕史（理工研究域数物科学系教授）

自然科学５号館
インキュベーション施設
セミナー室

6時間 令和3年8月2日 教諭 6,000円 50人

C-19 円周率と逆正接系公式

円という図形の性質に昔から興味が持たれたのは，実用性の観点
のみならず知的好奇心の観点からも自然な事でした。円の長さや
面積を求める事は，この図形の性質に関する基本的な問題であ
り，円周率はその問題を解く鍵となる数値です。数学の授業で扱わ
れる基本的な図形の一つである円について，円周率のより正確な
値を求める為の紀元前から始まる人類の努力の過程を紹介すると
共に，具体的な計算方法として逆正接系公式と呼ばれるものを取
り上げて解説します。

牛島　顕（理工研究域数物科学系准教授）
野津　裕史（理工研究域数物科学系教授）
川越　謙一（理工研究域数物科学系講師）

自然科学５号館
インキュベーション施設
セミナー室

6時間 令和3年8月3日 教諭 6,000円 50人

C-20 価値を取り出す数学

ＡＩや機械学習に代表されるように，データサイエンスの重要性が
高まっています。データサイエンスでは，数学や統計学の知識を活
用して，与えられたデータから価値のある特徴量を取り出すことが
重要です。本講習では，データサイエンスにおいて代表的な回帰
分析を例に，背後にある「価値を取り出す数学」の一端に触れま
す。

野津　裕史（理工研究域数物科学系教授） 
川越　謙一（理工研究域数物科学系講師）
牛島　顕（理工研究域数物科学系准教授）

自然科学５号館
インキュベーション施設
セミナー室

6時間 令和3年8月4日 教諭 6,000円 50人

C-21
現代ニーズに応える生物学の最
新事情

近年の解析技術の著しい進歩により，生物学は飛躍的に発展して
いる。本講座では，分子，細胞，個体を研究対象とするいくつかの
研究分野において，教科書の内容から話を起こし，身近な話題と
絡めつつ，最新の情報を提供する。教科書に記載されている内容
を大幅に補強することで，「生物」の授業に厚みを持たせること，ま
た，「生物」を専門としない教員に対しても最新の生命科学を紹介
することを目的とする。

金森　正明 (理工研究域生命理工学系講師)
小林　功 (理工研究域生命理工学系准教授)

自然科学本館
101講義室

6時間 令和3年8月26日 教諭 6,000円 50人

C-22 現代地球科学の諸問題

近年の地球科学の動向を展望して，特に進展著しく，理解を深めて
おく必要があると思われるトピックをいくつか取り上げて重点的に
解説する。
講義１
１：岩石,地層,化石を通して見る石川県
２：微小生物化石群集を通して見る日本海
講義２
気候危機と大気汚染：地球温暖化とPM2.5の意外な関係。

加藤　道雄（元金沢大学理工研究域自然システム学系
教授）
松木　篤（環日本海域環境研究センター准教授）
神谷　隆宏（理工研究域自然システム学系教授）

自然科学本館
102講義室

6時間 令和3年8月30日 教諭 6,000円 30人

中学校・高等学校（理科）教諭

中学校・高等学校（数学）教諭

中学校・高等学校 (数学) 教諭

中学校・高等学校（数学）教諭

中学校（社会）・高等学校（地理
歴史・公民）教諭

中学校・高等学校（理科）教諭

中学校（社会）・高等学校（地理
歴史・公民）教諭



C-23 中・高理科講座：化学

放射能の発見は，現在の原子についての陽子・中性子—電子模
型，物質の認識の基礎としての近代化学発展の原点を確立し，物
質観の革命を通して諸分野に大きな革命を及ぼした。放射線は
我々の身の回りに日常的に存在しており，現在工業や医療などの
様々な分野で有効利用されている。また，エネルギー源として原子
力発電も世界各国で利用されている。一方，負の部分としては，核
兵器などにも利用され，原子力関係施設の事故等による人体影響
や環境放射能汚染など様々な問題も生じている。本講義では，放
射能・放射線に関する科学的な理解を深めるために，周期律の中
での放射性元素，放射線の歴史，種類，利用，リスク評価などの教
育を提供する。

山本　政儀(元金沢大学環日本海域環境研究センター
教授)
古館　英樹(理工研究域物質化学系准教授)

自然科学本館
101講義室

6時間 令和3年8月31日 教諭 6,000円 30人

C-24 太陽・地球・光にまつわる物理学

太陽は膨大なエネルギーを放射して私たちに恩恵をもたらす一方
で,太陽風や紫外線などの脅威ももたらします。また,地球に降りそ
そぐ可視光は単なるエネルギーという側面だけでなく,青空や夕焼
け,虹などの美しい風景を生み出します。この講義では先ず太陽活
動や地球の防御機構に関わる物理を紹介し,次に光に関する物理
の基礎を概観するとともに,簡単な観察実験をとおして,虹などの
種々の光学現象の理解を深めてゆきます。

藤竹　正晴（理工研究域数物科学系准教授）
安藤　利得（理工研究域数物科学系准教授）

自然科学5号館
第5講義室

6時間 令和3年8月27日 教諭 6,000円 20人

C-25
「体育の教育内容と授業づくり」＆
「保健の教育内容と授業づくり」

「体育の教育内容と授業づくり」では，学習指導要領の体育分野の
ポイント，及び体育学習の指導工夫について取り上げます。「保健
の教育内容と授業づくり」では，学習指導要領の保健分野，科目保
健のポイント，及び保健の学習指導方法の工夫改善を進める上で
の留意点等について取り上げます。

岩田　英樹（人間社会研究域人間科学系教授）
中村　有希（北陸大学経済経営学部助教）

人間社会第2講義棟
201講義室

6時間 令和3年8月24日 教諭 6,000円 50人

C-26 音楽教師のためのピアノ実技
任意のピアノソロ作品,または器楽曲，声楽曲の任意のピアノ伴奏，
中高音楽教科書に掲載されている歌唱教材等のピアノ伴奏の実技
レッスンをする。

小野　隆太(人間社会研究域学校教育系教授)
人間社会4号館
第1ピアノ室

6時間 令和3年7月25日 教諭 6,000円 20人

C-27
学校教育における実践的な歌唱
法および歌唱指導法

中学校・高等学校の音楽の教科書で扱われている合唱曲と独唱曲
の教材をとり上げ，その歌唱法と指導法を考察しながら，日本語と
外国語の発音の違いなどを学ぶ。

 安藤　常光(人間社会研究域学校教育系教授)
人間社会４号館
音楽ホール

6時間 令和3年8月1日 教諭 6,000円 20人

C-28 音楽科教員のための作編曲講座

より実践的な音楽理論の理解を深めることを目的とします。はじめ
に,既成の教材や講師が編曲した楽曲をつかって,和声法・対位法
の基礎を復習します。その後,歌唱・合唱・合奏教材などを用いて受
講生各自が編曲を試みます。最後に完成した楽曲は,受講生で演
奏発表し,演奏効果の面からも考察します。編曲の素材は基本的に
は実際の教材を用いて頂きますが,校歌の伴奏やクラブ活動のため
の楽曲などを用いることも可能です。

浅井　暁子（人間社会研究域学校教育系准教授）
人間社会４号館
音楽ホール

6時間 令和3年7月31日 教諭 6,000円 20人

C-29 モザイクの技法・材料と制作

中世イタリアを中心としたモザイクについて，講義と実技を行う。特
にビザンティンやそれ以前の壁画，工房制作におけるローマン・モ
ザイクについて，技法史，材料論を中心に講義する。また，実技で
は当時の材料や手順に基づいた，モザイクの制作を実施する。

大村　雅章（人間社会研究域学校教育系教授）
鷲山　　靖（人間社会研究域学校教育系教授）

人間社会4号館
造形講義室

6時間 令和3年8月5日 教諭 6,000円 20人

C-30
彫刻の技法・表現からみるルネサ
ンス

本講習はⅡ部構成である。Ⅰ部では、受講者が日頃実践している
彫刻題材について発表し合い、受講者相互で今後の題材の展望
について意見交換を行う。Ⅱ部では、美術史の中で最も優れた文
化を生み出したルネサンスの美術様式について概説する。ルネサ
ンス美術における技法や表現は、現代の美術においても継承され
ている。本講習では主に彫刻作品の技法と表現に焦点を絞り、ル
ネサンス美術を概観するとともに、今日における美術表現の起源
について理解を深める。

鷲山　靖(人間社会研究域学校教育系教授)
江藤　望（国際基幹教育院GS教育系教授）

人間社会４号館
造形講義室

6時間 令和3年7月29日 教諭 6,000円 10人

C-31 デザイン教育と映像メディア表現

講習では，美術科教育におけるデザイン教育の役割を考えます。
また，スウェーデンの美術科教育についての講義，昨今注目され
る映像メディア表現の実技を行い，多角的にデザイン教育について
考えます。実技では，ペンライトの光を使った簡易アニメーション制
作を行います。

池上　貴之（人間社会研究域学校教育系准教授）
鷲山　　靖（人間社会研究域学校教育系教授）

人間社会4号館
造形講義室 6時間 令和3年7月21日 教諭 6,000円 12人

C-32
ものづくり学習・教育による創造的
技能の育成

「ものづくり学習・教育における創造的技能を育成する授業づくり」
を課題に，技術科・芸術科工芸や高等学校専門学科の現状・課
題， Soceity5.0，小・中・高の接続，学習理論，発想・構想力，イノ
ベーター・マインドセット，などを観点に講義・演習と作品制作・評価
により検討する。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授）
人間社会第2講義棟
301講義室

18時間
令和3年7月23日
　　　　～
令和3年7月25日

教諭 18,000円 20人

中学校・高等学校（音楽）教諭

中学校・高等学校（保健体育）教
諭

中学校・高等学校(理科)教諭

中学校・高等学校（理科）教諭

中学校・高等学校（美術）教諭

中学校・高等学校(美術)教諭

中学校(技術科)教諭・高等学校
(芸術科工芸,専門学科)教諭

中学校・高等学校（音楽）教諭

中学校・高等学校（音楽）教諭

中学校・高等学校（美術）教諭



C-33
家庭科のカリキュラム：授業づくり
A

家庭科のカリキュラムや授業を構想するさいの視点や考え方につ
いて，講義・演習・討論を行う。授業実践例や教材・教具等を分析し
たり，討論したりしながら進めていく。思考力や市民性の育成，問
題解決型の学習，ESD・SDGs，消費者市民教育など，今日的課題
を取り上げる。家庭科の可能性とおもしろさを確認したい。

綿引　伴子(人間社会研究域学校教育系教授)
人間社会第2講義棟
309講義室

6時間 令和3年8月23日 教諭 6,000円 20人

C-34
家庭科のカリキュラム：授業づくり
B

「家庭科のカリキュラム・授業づくりA」（前日）からの継続で，家庭
科のカリキュラムや授業を構想するさいの視点や考え方について，
講義・討論・演習を行う。授業実践例や教材・教具等を分析したり，
グループまたは個人で授業を構想したりする。生徒の思考ストー
リーに立った授業を考え，構想した授業について相互に検討し合
う。

綿引　伴子(人間社会研究域学校教育系教授)
人間社会第2講義棟
309講義室

6時間 令和3年8月24日 教諭 6,000円 20人

C-35
家庭科の授業づくり：保育の現状
から

本講習の目的は，現在の保育を巡る現状と課題を知り，そうした現
状と課題を踏まえたうえで，受講者が自身の授業を案出する機会
を提供することである。具体的には，まず，保育を巡る現状と課題
について講義をする。その後，保育を巡る現状と課題に関する集
団討論及び家庭科の授業づくりにまつわる課題と解決に関する集
団討論を踏まえ，受講者それぞれの課題とその解決方法を具体化
する機会を提供する。

滝口　圭子（人間社会研究域学校教育系教授）
人間社会第2講義棟
309講義室

6時間 令和3年7月25日 教諭 6,000円 25人

C-36
英語の文法の変化とポライトネス
について

本講習は英語の文法を二つの側面から見る。一つめは、英語の文
法の変化である。規範文法では非文であるとされたが、現在の英
語では知識人話者でも使うようになったものがある。これらを概観
する。また、英語が変化を起こす時に底に流れるルールをbe 
bound toという準助動詞とthere存在文の変化から見てみる。二つ
めは、英語におけるポライトネスを男女差を視点にして文法面から
考えていく。文法の使い方、副詞や接続詞の用い方等から男女の
話し方の差を考える。

家口　美智子（国際基幹教育院外国語教育系教授）
人間社会第2講義棟
209講義室

6時間 令和3年7月17日 教諭 6,000円 50人

C-37 「行間を読む」ための英文読解

文学が最も得意とするのは、何かと何かの「あいだ」にストーリーを
見出すことである。本講習では、19世紀末から20世紀後半の北米
文学作品からいくつかの例を取り上げ、はっきりと白黒つけられな
い「あいだ」の物語の重要性と、それを読み解く技術（すなわち、
「行間を読む」方法）について実践的に考える。

山口　善成（人間社会研究域歴史言語文化学系准教
授）

人間社会第2講義棟
209講義室

6時間 令和3年7月25日 教諭 6,000円 50人

C-38 英米都市小説の系譜

文法学習や多読多聴、ディクテーション等の反復により基礎英語を
身につけたのち、学習者が次に目指すことは、ひとつに、英語に
よって築かれた文化に原語で触れることであろう。本講習では、都
市を鍵語としながら、英米の代表的な散文作品とそこに描かれた
主題について考察する。

宮澤　優樹（人間社会研究域歴史言語文化学系講師）
人間社会第2講義棟
201講義室

6時間 令和3年8月7日 教諭 6,000円 50人

C-39
当事者の視点から探る発達障害・
知的障害の理解と支援

特別支援教育を推進していくためには,その土台として,幼児児童生
徒（当事者）が有する発達上の困難・支援ニーズを丁寧に傾聴して,
それをもとに発達支援を行っていくことが不可欠である。本講義で
は,発達障害・知的障害当事者の視点から,発達障害・知的障害児
者の有する困難や支援ニーズを捉え,今後の発達支援及び特別支
援教育・特別ニーズ教育のあり方について考察を深める。

田部　絢子（人間社会研究域学校教育系准教授）
人間社会第2講義棟
301講義室

6時間 令和3年7月17日
教諭

養護教諭
6,000円 100人

C-40
通常学級の「気になる子」の理解
と支援

学習障害,自閉症スペクトラム障害,ADHDなどの発達障害のある子
どもや,構音障害や吃音などの言語障害のある子どもなど,通常学
級に在籍する,「気になる子ども」の特性や,学校生活における困難
を概説するとともに,これらの子どもに対する家庭,在籍学級,通級指
導教室などにおける実態把握と指導・支援について,事例を交えな
がら,検討する。

吉村　優子（人間社会研究域学校教育系准教授）
人間社会第2講義棟
402講義室

6時間 令和3年7月18日
教諭

養護教諭
6,000円 100人

C-41
学校における救急処置と危機管
理

・学校における救急処置に必要な基本的事項を生理学の視点から
概説する。食物アレルギーの基礎知識と保健室での保健指導に活
用できる生理学の内容を示す。
・学校における危機管理の現状を分析し，その背景に応じた危機
管理，保健指導，関係者との連携のあり方等を養護教諭の専門性
の視点から検討する。

森　慶惠（人間社会研究域学校教育系准教授）
杉本　直俊（医薬保健研究域医学系准教授）

人間社会第2講義棟
202講義室

6時間 令和3年8月25日 養護教諭 6,000円 30人

小・中学校および特別支援学校
教諭・養護教諭

特別支援学校教諭・養護教諭

養護教諭

中学校・高等学校（家庭）教諭

中学校・高等学校（英語）教諭

中学校・高等学校（英語）教諭

中学校・高等学校（英語）教諭

中学校・高等学校(家庭）教諭

中学校・高等学校(家庭）教諭



C-42
健康課題の解決にむけた養護実
践：自校の健康課題への取組み

学校における健康課題と養護実践について概説し,自校の健康課
題解決に向けた実践計画を立案する。
自校の健康課題の分析をもとに,実践計画「目的,具体的な実践方
法（いつ,だれを対象に,どんなことを行うのか）,評価方法」をグルー
プワーク等により検討し,その後,自校の健康課題解決のための実
践計画書として作成する。最終的には,その実践を実践研究として
まとめられることを目標とする。

森　慶惠（人間社会研究域学校教育系准教授）
人間社会第2講義棟
202講義室

6時間 令和3年8月26日 養護教諭 6,000円 30人

C-43 道徳・倫理（いのちの教育）１
日本におけるDeath Educationの典型実践，金森俊朗先生の『性の
授業　死の授業』，鳥山敏子先生の『いのちに触れる』について豊
富な映像資料を交えて，わかりやすく解説します。

村井　淳志（人間社会研究域学校教育系教授） 人間社会第2講義棟
402講義室

6時間 令和3年7月31日
教諭

養護教諭
栄養教諭

6,000円 100人
「C-44」
の受講はできま
せん。

C-44 道徳・倫理（いのちの教育）２
日本におけるDeath Educationの典型実践，金森俊朗先生の『性の
授業　死の授業』，鳥山敏子先生の『いのちに触れる』について豊
富な映像資料を交えて，わかりやすく解説します。

村井　淳志（人間社会研究域学校教育系教授）
石川県立生涯学習センター
能登分室（のと里山空港ター
ミナルビル4階）

6時間 令和3年7月25日
教諭

養護教諭
栄養教諭

6,000円 20人
「C-43」
の受講はできま
せん。

C-45
福島第一原発事故と新しいエネル
ギー社会

福島第一原発事故はなぜ起きたのか，現在どのような状況なの
か，周辺地域の汚染はどうなっているのか，事故の国民負担はど
の程度の金額になるのかなど，包括的に福島第一原発事故そのも
のの解説と自然と社会への影響やその後の制度改正などを説明
する。合わせて，今後を考えるために再生可能エネルギーに関して
国内外の取り組みや課題も説明する。事故後，これらの問題に関
心をお持ちの先生方は多いと思うが，まとまって基礎的な勉強がで
きる機会は滅多にないと思う。受講して授業に活かしていただけた
らと思う。

土井　妙子（人間社会研究域学校教育系教授）
人間社会第2講義棟
402講義室

6時間 令和3年7月22日
教諭

養護教諭
6,000円 100人

C-46
持続可能な開発のための教育
（ESD）入門

Zoomを使った同時双方向型の講習により、「持続可能な開発のた
めの教育（ESD）」についての基本的な理念を概観し、ワークショッ
プ形式でESD授業を体験するとともに、自身のESD授業を構想し単
元案を組む演習を通じて、ESDのあり方に関する深い理解を得る。

河内　幾帆(国際基幹教育院GS教育系准教授) オンラインによる講習 6時間 令和3年8月25日
教諭

養護教諭
6,000円 20人

C-47 幼児の造形・表現活動　１
幼児が「おもしろそうだな」「たのしそうだな」「ふしぎだな」「やってみ
たいな」「いっしょにやりたいな」と思う保育者との造形活動や表現
活動について，講義と演習（造形活動・表現活動）により検討する。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授）
人間社会第2講義棟
401講義室

6時間 令和3年7月31日 教諭 6,000円 30人
「C-48」
の受講はできま
せん。

C-48 幼児の造形・表現活動　２
幼児が「おもしろそうだな」「たのしそうだな」「ふしぎだな」「やってみ
たいな」「いっしょにやりたいな」と思う保育者との造形活動や表現
活動について，講義と演習（造形活動・表現活動）により検討する。

鷲山　靖（人間社会研究域学校教育系教授）
のとふれあい文化センター
学習室1,2

6時間 令和3年7月17日 教諭 6,000円 20人
「C-47」
の受講はできま
せん。

幼稚園教諭・保育教諭

　「いのち」の教育に関心を持つ
県下の教員

石川県下の教諭・養護教諭

養護教諭

　「いのち」の教育に関心を持つ
県下の教員

幼稚園教諭・保育教諭

教諭・養護教諭


