平成 29 年度
－第 13 回『夢』講演会実施校・団体一覧－
※講師の肩書は講演会当時のものです。

幼稚園
三島市立松本幼稚園

講演タイトル
うきうきたのしいパントマイム

講

師

パントマイマー
山田 とうし 氏

静岡大学教育学部附属幼稚園

親子鑑賞会 第１部「よかったね！」

人形劇団 むすび座

第２部「びんぼう神と福の神」
若竹幼稚園

わくわくコンサート おはなしとおんがく

ＣＡＳＡ ＢＲＡＳＳ ＥＮＳＥＭＢＬＥ

～３匹のくま～
めぐみこども園
龍の子幼稚園

保育の質を高める指導計画の見直し

静岡県福祉協会 絵画療法講師

～絵画研修を通して～ （全３回）

落合 英男 氏

生きる力を育む

元埼玉県教育委員長・作家・音楽家

～幼児期の親の役割・園の役割～

松居

自分の考えをもち、かかわり合い、高め合っていく子の育成

横浜国立大学名誉教授

変わる学力 変える授業～21 世紀を生き抜く力とは～

高木 展郎 氏

自分の考えをもち、かかわり合い、高め合っていく子の育成

横浜国立大学名誉教授

～河津南小の課題とこれからの授業づくり～

高木 展郎 氏

フェンシングが教えてくれたこと

フェンシングロンドンオリンピック団体

和 氏

小学校
河津町立南小学校

熱海市立桃山小学校

銀メダリスト 千田 健太 氏
三島市立北上小学校

らんま先生のｅｃｏ実験パフォーマンス

ＮＰＯ法人ｅｃｏ体験工房
理事長 石渡

三島市立徳倉小学校

三島から世界の国々を調べて、旅をしよう

学（らんま先生） 氏

絵本作家
スギヤマ カナヨ 氏

三島市立坂小学校

劇団たんぽぽ 赤ガラス大明神

劇団たんぽぽ

三島市立錦田小学校

パントマイムに挑戦しよう

パントマイマー
山田 とうし 氏

講演タイトル
御殿場市立富士岡小学校

すなおな心でありがとう

講

師

文字職人
杉浦 誠司 氏

沼津市立第一小学校

駿河湾の深海生物を 世界のアイドルに！

沼津港深海水族館
館長 石垣 幸二 氏

富士市立富士見台小学校
富士市立富士川第二小学校

考える力を育てる授業づくり

横浜国立大学

～聴いて 考えて つなげる～

名誉教授 高木 展郎 氏

小中一貫校に向けた子ども観、授業観の共有化 （全２回）

國學院大学
教授 齋藤 智哉 氏

粘り強く追究し、学び合う授業づくり

前富士市立富士中学校長「富士学びの会」
稲葉 義治 氏

話し合いから学び合いへ

前富士市立富士中学校長「富士学びの会」
稲葉 義治 氏

富士市立丘小学校

子どもたちの学びの様子を見取り『言葉の力を育む』につい

東京大学大学院教育学研究科

て考える

教授 秋田 喜代美 氏

主体的・対話的で深い学びをデザインする

東京大学大学院教育学研究科
教授 秋田 喜代美 氏

富士宮市立稲子小学校

ニャーゴのやさしさ ティラノのおもいやり

絵本作家
宮西 達也 氏

静岡市立伝馬町小学校

最前線で輝く「夢人」から学ぶ 未来の自分 （全２回）

切り絵デザイナー
福井 利佐 氏･

静岡市立清水庵原小学校

あきらめない気持ち

消防士・山岳救助隊員・トレイルランナー
望月 将悟 氏

藤枝市立藤岡小学校

笑いでつなぐ 家族の輪

藤枝市出身落語家
古今亭 志ん好 氏

藤枝市立岡部小学校
牧之原市立相良小学校

道化師(クラウン)みたいに楽しい毎日

元木下サーカス団員 クラウンもっき 氏

～好きなことを本気でやり抜こう～

パフォーマー イエンタウンフールズ

算数の見方・考え方を働かせた対話の姿とは

聖心女子大学

～発話分析から～

教授 益川 弘如 氏

数学的な見方･考え方を働かせ、資質･能力をはぐくむ学習

聖心女子大学

問題の在り方

教授 益川 弘如 氏

講演タイトル
牧之原市立川崎小学校

講

効果のある学校づくりの理論と実践

鳴門教育大学

～確かな学力を育み、いじめ、不登校等を低減する「効果のあ

教授 久我 直人 氏

師

る指導」の組織的展開～ （全２回）
掛川市立和田岡小学校
森町立飯田小学校

リオから 2018 ピョンチャン そして 2020 東京パラリンピックへ

パラリンピック リレー・幅跳び メダリスト

新たな夢智挑戦

山本

いなほ音楽鑑賞会

和太鼓グループ 彩

篤 氏

～和太鼓の音に包まれて～
磐田市立竜洋東小学校

協同的な学びによる授業の改善 （全２回）

学びの共同体研究会
スーパーバイザー 松本 章 氏

磐田市立豊田南小学校

新しい時代を切り拓く資質能力を引き出し、高める体育科

日本体育大学教授 前国立教育政策研究所
教科調査官 白旗 和也 氏

浜松市立芳川小学校

夢を叶えるためのヒント

トーク＆ライブ合唱作曲家
弓削田 健介 氏･

浜松市立舞阪小学校

夢 追いかけて

卒業生 パラリンピック水泳出場
河合 純一 氏･

浜松市立下阿多古小学校

童謡のふるさと 夢コンサート

ＮＰＯ法人 日本国際童謡館
館長 大庭 照子 氏

浜松市立南の星小学校

跳べ、未来に向かって

Rope Performance Team なわとび小助
主宰 生山 ヒジキ 氏･

中学校
下田市立稲梓中学校

言葉をつかわず心で伝える

パントマイマー
山田 とうし 氏

三島市立山田中学校

桜の花びらに祈りの心

伊豆市 日蓮宗大連院住職
佐治 妙心 氏

道徳の教科化に向けて

日本道徳教育学会
名誉会長 横山 利弘 氏

三島市立錦田中学

好きなことを仕事にする

沼津港深海水族館
館長 石垣 幸二 氏

三島市立中郷西中学校

多くの失敗が支えたわが人生

コミュニケーション パフォーマー
河合 孝彦 氏

講演タイトル
小山町立小山中学校

なぜ いま 「ならぬことはならぬ」 か

講
会津藩校日新館
館長 宗像

裾野市立富岡中学校

全ての生徒の学びを保障する教師の見取り

師

精 氏

学びの共同体
スーパーバイザー 永島 孝嗣 氏

全ての生徒が学ぶ『協同的な学び』の実践に向けて

学びの共同体
スーパーバイザー永島 孝嗣 氏

富士市立元吉原中学校

生徒一人一人の学びを保障するために｢活動的で表現的な学

学習院大学文学部

び｣を目指した授業改善

教授 佐藤

学 氏

～背伸びとジャンプのある 質の高い「学び」をめざして～
富士市立田子浦中学校

学び合いを通して、すべての子どもの学びを保証する授業を

日本大学理工学部

めざして

准教授 黒田 友紀 氏

質の高い子どもの学びを保障するために

日本大学理工学部
准教授 黒田 友紀 氏

富士市立岩松中学校

聴き合い、共に学び合う生徒の育成 （全２回）

学びのスーパーバイザー
稲葉 義治 氏

富士市立富士南中学校

本気で語り合う道徳の授業の推進に向けて

愛知教育大学
教授 鈴木 健二 氏

問題解決的な道徳授業の推進に向けて

愛知教育大学
教授 鈴木 健二 氏

富士市立鷹岡中学校

震災から学ぶもの ～命を守り、命をつなぐために～

宮城県仙台教育事務所
在学青少年育成員 渡邉 裕之 氏

静岡市立美和中学校

『学び合い』ライブ出前授業

信州大学教育学部理数科学教育講座
教授 三崎

静岡市立高松中学校

日本の伝統芸能「雅楽・舞」の素晴らしさを実感しよう

隆 氏

翁稲荷神社宮司
雅楽会代表 牧田 明子 氏

静岡市立城内中学校

雅楽のすばらしさを味わおう

翁稲荷神社宮司
雅楽会代表 牧田 明子 氏

講演タイトル
静岡市立城山中学校

静岡市立井川小中学校

講

師

よい仕事って何？こんな仕事が面白い！

Union.a 代表

～京都で編集の仕事をして学んだこと～

『ハンケイ 500M』編集長 円城 新子 氏

伝日本の伝統を次世代につなぐ

株式会社和える

～起業家精神をもって生きるということ～

代表取締役 矢島 里佳 氏･

「主体的・対話的で深い学び」を読み解く

元文教大学教育学部
教授 嶋野 道弘 氏

静岡市立清水第一中学校

生きるということ

静岡県立こども病院
助産師 森

障害を乗り越えて

佐和美 氏

棒高跳び国体入賞
濱宮 郷詞 氏

感謝の気持ちを伝えよう

特定非営利活動法人アサーティブジャパン
認定講師 谷澤 久美子 氏

焼津市立大村中学校

「食と体づくり」今日から実践、食事バランスのコツ！

株式会社 しょくスポーツ
代表取締役社長 古旗 照美 氏

藤枝市立岡部中学校
吉田町立吉田中学校

森町立旭が丘中学校

オール１からの挑戦

有限会社 教育報道出版社

～可能性ゼロからの出発～

代表 梶浦

自分の生き方は自分でつくりだそう

株式会社サンリ 能力開発研究室

～メンタル改革で夢・目標にワクワク～

森

自分を見つめよう

株式会社サンリ 能力開発研究室

～自分を受け入れ、自信を手に入れる方法～

森

誰かの為にが夢を掴む

株式会社サンリ 能力開発研究室

～奇跡を生みだす諦めない力をつける方法～

森

自分自身の未来への脚本を書く

マーケティングコンサルタント

真 氏

太一 氏
太一 氏
太一 氏

若尾 裕之 氏
磐田市立豊田中学校
浜松市立西部中学校
浜松市立積志中学校

挑戦を続けることで広がる世界

北京パラリンピック

～パラリンピックから世界を見つめて～

10000ｍ代表 新野 正仁 氏

大野靖之 学校ライブ

シンガーソングライター

～大切なものほどそばにある～

大野 靖之 氏

夢をあきらめない

バレーボールＶリーグ サントリーサンバース

監督 荻野 正二 氏

講演タイトル
浜松市立光が丘中学校

得意分野をひとつ見つけよう

講

師

石津デザインスタジオ
代表 石津 公稔 氏

浜松市立佐鳴台中学校

おんな城主直虎に見る戦国時代の家族愛

静岡大学教育学部
名誉教授 小和田 哲男 氏

静岡英和女学院中学校・高等学校

人生を楽しくする勉強法

北極しろくま堂有限会社

～夢を実現するまで～

取締役 園田 正世 氏

ＩＴで世界は変わる！人生は変わる！

ライフイズテック株式会社

高等学校
静岡県立稲取高等学校

取締役副社長 COO 小森 勇太 氏
静岡県立沼津城北高等学校

協同的な学びの実践）

学びの共同体研究会
スーパーバイザー 深沢 幹彦 氏

人権講話 思春期の心と自分の道の発見

静岡産業大学
特任教授 蔭山 昌弘 氏

静岡県立富士高等学校

激動の時代、自らのキャリアをどうデザインしていくか？

法政大学キャリアデザイン学部
教授 児美川 孝一郎 氏

静岡県立富岳館高等学校
静岡県立清水西高等学校

ともに生きる

フォトジャーナリスト

～平和・いのち・人と動物の絆～

大塚 敦子 氏

心を育むセミナー

ロンドン・リオ連続パラリンピック出場
メダルホルダー 佐藤 圭太 氏

静岡市立清水桜が丘高等学校

社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった

有限会社 香取感動マネジメント
代表取締役 香取 貴信 氏

静岡県立静岡農業高等学校

未来を切り拓くコツ～ちゃの生とともに～

ちゃの生「ちゃのき」
主宰 豊田 由美 氏

静岡県立藤枝北高等学校
静岡県立池新田高等学校

思春期を歩むステキなあなた達へ

幼児教育専門家

～親として、大人として、人生の先輩として～

熊丸 みつ子 氏

「どうせ無理」をなくしたい 植松 努 氏を迎えて

株式会社植松電気
代表取締役 植松 努 氏

静岡県立遠江総合高等学校

夢に向かって

卓球スポーツ少年団コーチ
水谷 万記子 氏

講演タイトル
静岡県立浜名高等学校

未来の自分との約束－それが夢

講

師

認定ＮＰＯ法人魅惑的倶楽部
理事 今村 哲郎 氏

沼津中央高等学校

「今日もご安全に！」天空を駆ける「鳶」職人のひみつ

株式会社 Office Hit
代表 多湖 弘明 氏

常葉大学附属常葉中学校・高等学校

女性として華のある人生を生きる

ラジオパーソナリティ
久保 ひとみ 氏

特別支援学校
静岡県立沼津視覚特別支援学校
静岡県立浜松視覚特別支援学校

読書チャート MNREAD-J の理論と実際

浜松学院大学

～視機能評価を日々の指導に生かすために～

非常勤講師 田中 恵津子 氏

卒業生によるピアノとオカリナ演奏

卒業生 オカリナ奏者
えんじろう 氏

タブレットＰＣの適切な活用法

広島大学教育学研究科教育学部
准教授 氏間 和仁 氏

静岡県立沼津聴覚特別支援学校

発達障害のある子どもの支援

静岡大学教育学部
教授 香野 毅 氏

聴覚障害教育の授業づくりにおいて大切にしたいこと

東北福祉大学教育学部
教授 大西 孝志 氏

静岡県立静岡聴覚特別支援学校

夏期事例研修～事例児 A、B、C の指導について～

筑波技術大学障害者高等教育研究支援セ
ンター 教授 長南 浩人 氏

静岡県立御殿場特別支援学校
静岡県立富士特別支援学校

静岡県立富士特別支援学校 富士宮分校

コミュニケーション手段について

元聴覚特別支援学校

～キューサインの活用を中心に～

校長 谷脇 葉子 氏

主体的・対話的で深い学びのある授業づくり

東京学芸大学

～新学習指導要領で何をどのように育てるのか～

教授 菅野 敦 氏

知的障害教育におけるアクティブ・ラーニング

岩手大学教育学部

～主体的・対話的で、深い学びを目指して～

教授 名古屋 恒彦 氏

発達障害の子どもの問題行動

静岡県立こども病院 こころの診療科

～行動の由来や意味から対策を考える～

医長 大石

知的障害教育校における「育成を目指す資質・能力」を踏まえ

国立特別支援教育総合研究所研修事業部

た教育課程編成の在り方

長兼上席総括研究員 明官

聡 氏
茂 氏

講演タイトル
静岡県立清水特別支援学校

静岡県立静岡北特別支援学校
静岡県立藤枝特別支援学校

静岡県立袋井特別支援学校

講

師

主体的・対話的で、深い学びの実現に向けた授業づくりについ

岩手大学教育学部

て

教授 名古屋 恒彦 氏

はごろも『夢』講演会ウィンターコンサート

CASA BRASS ENSEMBLE

児童生徒一人一人が主体的に取り組む授業づくり

浜松学院大学

～主体的・対話的で、深い学びの実現に向けて～

非常勤講師 横山 孝子 氏･

自閉症の理解と支援の実際

（公財）子どもの発達科学研究所

～科学的根拠に基づく指導を目指して～

主任研究員 和久田

主体的・対話的で、深い学びの視点から授業づくりを考える

岩手大学教育学部

～気づき、考え、行動する人の育成を目指して～

教授 名古屋 恒彦 氏

特別支援学校における授業づくり

鳥取大学地域学部地域教育学科

学 氏

教授 三木 裕和 氏
静岡県立浜北特別支援学校

身体的発達段階に応じた指導・支援

静岡大学教育学部
教授 香野

認知発達の段階や障害の特性を踏まえた適切な指導・支援

毅 氏

コミュニケーションセンターふくふく
代表 鈴木 紀子 氏

静岡県立浜松特別支援学校

児童生徒の主体性・協働性を促す授業づくり

創価大学教育学部
教授 藤原 義博 氏

静岡県立浜松特別支援学校 磐田分校
静岡県立中央特別支援学校

静岡県立西部特別支援学校
静岡県立天竜特別支援学校

子どものつまづきの背景と支援のあり方

関西国際大学教育学部 教育福祉学

～一人ひとりを大切にする具体的な手だて～

教授 中尾 繁樹 氏

音浴 29 ～いっちゃんのピアノコンサート～（全２回）

ピアニスト 吉田 伊津子 氏

夢、感じて

茶問屋ショーゴ

～歌うこと、夢の実現にむけて～

代表 横山 昭吾 氏

肢体不自由学校におけるアクティブ・ラーニングの視点を取り

筑波大学人間系

入れた授業について

教授 川間 健之介 氏

心のケアを必要とする子どもたちの理解と対応

宇部フロンティア大学

～発達障害の二次障害の予防と対応～

臨床教授 小栗 正幸 氏

講演タイトル
静岡県立吉田特別支援学校

特別支援教育における主体的・対話的で、深い学びの実現

講

師

浜松学院大学
教授 横山 孝子 氏

静岡県立掛川特別支援学校

地域の中でつながり合って生きる力を育てる

浜松学院大学

～主体的・対話的で、深い学びの実現に向けて～

教授 横山 孝子 氏

思春期の問題を脳から考える

子どもの発達科学研究所

～自閉症の特性を踏まえて～

主任研究員 和久田

新学習指導要領時代の子ども主体の授業づくり

岩手大学教育学部

学 氏

教授 名古屋 恒彦 氏･
授業コンサルテーション

岩手大学教育学部
教授 名古屋 恒彦 氏･

静岡大学教育学部附属特別支援学校

現場で活きる特別支援教育実践を再考する

鳥取大学地域学部地域教育学科
教授 三木 裕和 氏

教育諸団体
三島市特別支援教育研究会

パントマイムに挑戦しよう

パントマイマー
山田 とうし 氏

御殿場市教育委員会
袋井市立袋井中学校区連携教育協議会

「語り」の扉が世界に大きく開かれた

語り部・かたりすと

～言葉輝く！珠玉の名作 富士山を日本文学の語りで紹介～

平野 啓子 氏

「効果のある指導」の組織的展開 （全２回）

鳴門教育大学
教授 久我 直人 氏

以上

