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平成30年度 県立教育研修所 第７回～第19回公開講座 

第７回 

演題：主体的・対話的で深い学びを実現する理科の授業づくり 

―新学習指導要領の考え方を踏まえて― 

日時：平成30年10月10日（水）10:00～11:30 （受付９:30） 

場所：県立教育研修所 仮設庁舎 

講師：上越教育大学 名誉教授 小林 辰至 氏 

 

小林 辰至（こばやし たつし）氏は、神戸市立中学校教諭を経て、宮崎大学・上越教

育大学の教授として活躍されてきました。教諭時代から、神戸港のプランクトンの研究の

ように、主に生物分野における身近な動植物を題材とした研究をされてきましたが、大学

で理科教育の指導に携わるようになってからは、主に小中学校における科学的な問題解決

のための観察・実験指導の在り方について、研究活動を続けておられます。また、大学入

試センター試験問題評価委員や、文部科学省学習指導要領実施状況調査問題作成委員等を

務められるなどの経験も豊かでいらっしゃいます。 

今回は、「主体的・対話的で深い学びを実現する理科の授業づくり－新学習指導要領の

考え方を踏まえて－」と題して、生徒が探究する資質・能力を育む理科教育の在り方につ

いて、ご教示いただきます。 

 

※ なお、この公開講座は「（中）理科教育講座－科学的に探究するための資質・能力の

育成－」及び「（高）理科授業づくり充実講座－主体的・対話的で深い学びをめざして

－」の講義を兼ねています。 

第８回 

演題：主体的・対話的で深い学びを実現する国語科の授業づくり  

―新学習指導要領の考え方を踏まえて― 

日時：平成30年10月15日（月）10:00～11:30 （受付９:30） 

場所：県立教育研修所 仮設庁舎 

講師：岡山大学 准教授 宮本 浩治 氏 

 

宮本 浩治（みやもと こうじ）氏は、広島大学附属中・高等学校教諭、武庫川女子大

学文学部講師を経て、現在、岡山大学教育学研究科准教授としてご活躍されています。教

科教育学、国語科教育学、学力論、評価論がご専門で、とりわけ、「読むことの学習」を

中心に、理論と実践の統合を目指した実践研究を展開されています。 

今回は、「主体的・対話的で深い学び」が求められている背景や、「主体的・対話的で

深い学び」の実現をめざした授業づくりの留意点等についてご教示いただきます。 

 

※ なお、この公開講座は「（高）国語科授業づくり充実講座―主体的・対話的で深い学

びをめざして―」の講義を兼ねています。 

第９回 

演題 授業におけるタブレット端末の活用 

日時：平成30年10月15日（月）13:00～14:30 （受付12:30） 

場所：県立教育研修所 情報演習室１（教育情報棟２階） 

講師：兵庫教育大学大学院 教授 森山 潤 氏 

 

森山 潤（もりやま じゅん）氏は、京都市内の中学校教諭をご経験後、信州大学助教

授、兵庫教育大学大学院准教授を経て、2011年より兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 

教授としてご活躍されています。技術教育、情報教育、ICT活用教育等を専門として研究に

励まれる中、本県におけるICT活用指導力向上やタブレット端末を活用した授業づくりなど

の研修や研究においても、専門家の立場から理論的でわかりやすいご指導をいただいてお

ります。 

今回は、具体的な授業場面での活用モデル等を提示いただきながら、「授業におけるICT

活用とは」「タブレット端末を授業に活用する視点」について、ご教示いただきます。 

 

※ なお、この公開講座は「（中高）タブレット端末活用講座 －ねらいに応じたタブレ

ット端末の活用－」の講義を兼ねています。 



       Ｎｏ2 

第10回 

演題：主体的・対話的で深い学びを実現する算数科の授業づくり 

―新学習指導要領の考え方を踏まえて― 

日時：平成30年10月18日（木）10:00～12:00 （受付９:30） 

場所：県立教育研修所 仮設庁舎 

講師：兵庫教育大学 准教授 加藤 久恵 氏 

 

 加藤 久恵（かとう ひさえ）氏は、算数・数学教育学がご専門で、全国数学教育学会、

日本数学教育学会等において全国の算数・数学教育の発展に寄与してこられ、平成29年度

全国算数・数学教育研究（和歌山）大会では小学校教員対象講座の講師を務められました。

また、県内の多くの小学校での授業研究の講師として、実際の教材を用いた分かりやすい

授業実践についての講義をされており、教育実践を重視した研究活動を続けておられます。 

 今回は、「主体的・対話的で深い学びを実現する算数科の授業づくり －新学習指導要領

の考え方を踏まえて－」と題して、学習指導要領改訂の趣旨を踏まえた算数科における主

体的・対話的で深い学びと学習課題の設定、伝え合い学び合う学習過程について、教育実

践の紹介を交えてご教示いただきます。 

 

※ なお、この公開講座は「（小）算数科教育講座－数学的に考える資質・能力の育成－」

の講義を兼ねています。 

第11回 

演題：主体的・対話的で深い学びを実現する英語科の授業づくり 

―新学習指導要領の考え方を踏まえて― 

日時：平成30年10月22日（月）10:00～11:30 （受付９:30） 

場所：県立教育研修所 仮設庁舎 

講師：和歌山大学教育学部・大学院教育学研究科 教授 江利川 春雄 氏 

 

江利川 春雄（えりかわ はるお）氏は、英語科教育学、英語授業学、日本英語教育史

がご専門で、日本英語教育史学会、全国英語教育学会等において全国の英語教育の発展に

寄与されています。また、県内においてもこれまで神戸英語教育学会名誉会長や論文審査

委員等を務められるなど、英語科教育の改善に向け、理論・実践・歴史を幅広く研究され

ています。 

今回は、「主体的・対話的で深い学びを実現する英語科の授業づくり－新学習指導要領

の考え方を踏まえて－」と題して、主体的・対話的で深い学びを実現し、「話すこと」を

充実させる授業の在り方を理解すること、「話すこと」を充実させる評価の在り方を理解

することについてご教示いただきます。 

 

※ なお、この公開講座は「（高）英語科授業づくり充実講座－主体的・対話的で深い学

びをめざして－」の講義を兼ねています。 

第12回 

演題：主体的・対話的で深い学びを実現する理科の授業づくり 

―新学習指導要領の考え方を踏まえて― 

日時：平成30年10月24日（水）10:00～12:00 （受付９:30） 

場所：県立教育研修所 仮設庁舎 

講師：兵庫教育大学大学院 准教授 山本 智一 氏 

 

山本 智一（やまもと ともかず）氏は、神戸大学教育学部をご卒業後、神戸市立小学

校、神戸大学発達科学部附属小学校教諭、宮崎大学教育文化学部准教授を歴任されました。 

理科及び総合的な学習の時間の授業改善やカリキュラムに関する研究がご専門で、日本科

学教育学会や日本理科教育学会において全国の理科教育の発展に寄与してこられました。 

今回は、「主体的・対話的で深い学びを実現する理科の授業づくり－新学習指導要領の

考え方を踏まえて－」と題して、新学習指導要領の考えに基づいて科学的に問題を解決す

る能力を育成する活動の充実についてご教示いただきます。 

 

※ なお、この公開講座は「（小）理科教育講座－問題を科学的に解決するための資質・

能力の育成－」の講義を兼ねています。 
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第13回 

演題：主体的・対話的で深い学びを実現する地理歴史科・公民科の授業づくり 

―新学習指導要領の考え方を踏まえて― 

日時：平成30年10月26日(金)10:00～11:30 （受付９:30） 

場所：県立教育研修所 情報演習室２（教育情報棟２階） 

講師：神戸大学大学院 教授 吉永 潤 氏 

 

吉永 潤（よしなが じゅん）氏は、社会科・社会認識教育論がご専門で、近年の研究

としては、「国民が外交意思決定へと参画していくために求められる資質・能力とは何か」

というテーマについて取り組んでおられます。 

その成果を生かし、全国社会科教育学会第66回全国研究大会、平成29年度姫路市総合教

育センター・パワーアップ講座、平成28年度県立教育研修所の地理歴史科・公民科授業づ

くり充実講座などで講師・助言者を務めてこられました。 

また、著書として『アクティブ・ラーニングの視点をもとにした高等学校地理歴史科・公

民科授業のあり方－授業に「不確実性」を導入する:その意義・方法・効果－」があり、そ

の中で、社会認識教育論の立場から教育実践を説くなど、教育現場を重視した授業づくり

のための実践活動を続けておられます。 

今回は、「主体的・対話的で深い学びを実現する地理歴史科・公民科の授業づくり－新

学習指導要領の考え方を踏まえて－」と題して、生徒の思考力や想像力を養い、主体的に

知識を活用した深い学びのある授業づくり、また、アクティブ・ラーニングの視点からの

授業改善についてご教示いただきます。 

 

※ なお、この公開講座は「（高）地理歴史科・公民科授業づくり充実講座－主体的・対

話的で深い学びをめざして－」の講義を兼ねています。 

第14回 

演題：カリキュラム･マネジメントの基本とその役割 

―教科横断的な視点からの教育活動の見直し― 

日時：平成30年10月29日（月）10:00～12:00 （受付９:30） 

場所：県立教育研修所 仮設庁舎 

講師：甲南女子大学 教授 村川 雅弘 氏 

 

 村川 雅弘（むらかわ まさひろ）氏は、教育工学やカリキュラム、総合的学習、生活

科を専門とし、中央教育審議会専門部会委員や学習指導要領解説書作成協力者等を歴任さ

れています。加えて教職員支援機構が実施する「カリキュラム・マネジメント指導者養成

研修」においても複数年にわたり講師を務められ、全国の先生方にカリキュラム・マネジ

メントについて教授されています。また、ワークショップ型研修と授業研究やカリキュラ

ム・マネジメントとカリキュラム開発、アクティブラーニングや総合的な学習の時間の授

業開発など、学校の教育活動の充実に向けた研究活動を続けておられます。 

 今回は、「カリキュラム・マネジメントの基本とその役割 －教科横断的な視点からの

教育活動の見直し－」と題して、学校教育目標の実現に向けたカリキュラム・マネジメン

トの考え方進め方、及び、教科横断的な視点から学校教育活動を見直し、授業改善に生か

す方策についてご教示いただきます。 

 

※ なお、この公開講座は「（小中）カリキュラム･マネジメント講座－教科横断的な視点

からの教育活動の見直し－」の講義を兼ねています。 
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第15回 

演題：小学校段階におけるプログラミング教育 

日時：平成30年10月30日（火）10:00～12:00 （受付９:30） 

場所：県立教育研修所 情報演習室２（教育情報棟２階） 

講師：兵庫教育大学大学院 教授 森山 潤 氏 

 

森山 潤（もりやま じゅん）氏は、中学校教諭を経て、2011年より兵庫教育大学 大学

院 学校教育研究科 教授としてご活躍されています。技術教育、情報教育、ICT活用を専門

として研究に励まれる中、本県におけるICT活用指導力向上やタブレット端末を活用した授

業づくりなどの研修や研究においても、専門家の立場から非常にわかりやすいご指導をい

ただいております。 

新学習指導要領においても小学校段階からプログラミング教育の導入が示される中、具

体的にどのような内容をどのような場で指導すべきかといった内容のほか、そもそも、な

ぜプログラミング教育の導入が求められるのかといった背景や期待される効果などについ

てもご教示いただきます。 

 

※ なお、この公開講座は「小学校プログラミング教育講座Ｂ －プログラミング的思考を

育む授業づくり－」の講義を兼ねています。 

   

第16回 

演題：主体的・対話的で深い学びを実現する数学科の授業づくり 

―新学習指導要領の考え方を踏まえて― 

日時：平成30年10月31日（水）10:00～12:00 （受付９:30） 

場所：県立教育研修所 仮設庁舎 

講師：神戸大学大学院 教授 岡部 恭幸 氏 

 

 岡部 恭幸（おかべ やすゆき）氏は、数学教育、数理認識論をご専門とされており、

全国各地の学校において、授業改善に大きく寄与されてこられました。また、本県の学力

向上実践推進委員会委員、「『ことばの力』の育成を図る授業改善の促進」事業に係るＤ

ＶＤ作成委員会の副委員長を務められるなど、教育実践を重視した研究活動を続けておら

れます。 

今回は、「主体的・対話的で深い学びを実現する数学科の授業づくり」と題して、新学

習指導要領の考え方を踏まえてご教示いただきます。 

 

※ なお、この公開講座は「（中）数学科教育講座 －数学的に考える資質・能力の育成

－」の講義を兼ねています。 

第17回 

演題：主体的・対話的で深い学びを実現し、｢話すこと｣を充実させる授業に向けて  

日時：平成30年11月９日（金）10:00～11:30 （受付９:30） 

場所：県立教育研修所 仮設庁舎 

講師：関西大学 教授 竹内 理 氏 

 

竹内 理（たけうち おさむ）氏は、現在、関西大学・外国語学部および外国語教育学

研究科の教授として教鞭をとっておられます。 同大学外国語学部長・大学院外国語教育学

研究科長、学校法人関西大学理事・評議員。文部科学省「英語教育改善のための英語力調

査事業」や「全国的な学力調査に関する専門家会議」協力者等も歴任。また、高等学校、

中学校の検定教科書の執筆も手がけておられます。兵庫県においては「H28 中学生のため

のEnglishワークシート～つまずきを防ぐために～」や「H30 小学校外国語教育指導用映

像資料」の作成に係る検討委員会委員長を務めていただいています。 

今回は、「主体的・対話的で深い学びを実現し、『話すこと』を充実させる授業に向け

て－新学習指導要領の考え方を踏まえて－」と題して、中学校英語科の指導において生徒

が知識・技能を習得し、思考力、判断力、表現力を養い、特に｢話すこと｣の充実に向けた

授業づくり等についてご教示いただきます。 

 

※ なお、この公開講座は「（中）英語科教育講座－｢話すこと｣の充実に向けた授業づく

り－」の講義を兼ねています。 
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第18回 

演題：授業におけるタブレット端末の活用 

日時：平成30年11月28日（水）14:30～16:00 （受付14:00） 

場所：県立教育研修所 情報演習室２（教育情報棟２階） 

講師：園田学園女子大学 教授 堀田 博史 氏 

 

堀田 博史（ほった ひろし）先生は、園田学園女子大学 人間健康学部 教授として、

教育工学、情報教育・メディア教育、ICT活用等をご専門に、研究及び学生の指導にあたっ

ておられます。また、文部科学省や総務省の情報教育やICT利活用に関する委員を多数歴任

されています。また、関西地区を中心に各地の学校において、授業におけるICT活用の在り

方等に係る指導・助言や講演を行うなど、幅広くご活躍されています。 

今回は、次期学習指導要領で示された主体的、対話的で深い学びの実現に向けて、ICTを

どのように活用していくかについて、ご教示いただきます。 

 

※ なお、この公開講座は「(小)タブレット端末活用講座 －ねらいに応じたタブレット端

末の活用－」の講義を兼ねています。 

第19回 

演題：児童生徒が利用するインターネットの世界 

―ネットワーク上のトラブルの実態とその対応― 

日時：平成31年１月16日（水）13:00～14:30 (受付12:30) 

場所：県立教育研修所 情報演習室２（教育情報棟２階） 

講師：兵庫県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課 上席係長 本田 英理 氏 

 

本田 英理（ほんだ えり）氏が所属するサイバー犯罪対策課では、「サイバー犯罪防

犯センター」が創設され、この４年間にのべ2,500校の教育機関等で、具体的な事例を交え、

児童生徒がスマホやネットを正しく利用し、トラブル等に巻き込まれることがないように、

わかりやすく講演されています。 

今回は、ネットワーク社会で児童生徒が巻き込まれる様々な事例やその対応についてご

教示いただきます。 

 

※ なお、この公開講座は「校内の情報管理と児童生徒の情報モラル育成講座－ネットワ

ーク社会の課題と対応－」の講義を兼ねています。 

 


