令和２年度
－第 16 回はごろも『夢』講演会実施学校・団体一覧表－
（開催期間 令和２年４月～令和３年２月）
幼稚園・こども園

講演会テーマ

講

師

（肩書は開催当時のものです）

学校法人補陀学園 若竹幼稚園

劇団風の子公演 「ぱらりっとせ」

劇団風の子 中部

認定こども園 龍の子幼稚園

子育てあそびの裏わざ ちょっといい話～大切な親子のふ

有限会社きのいい羊達代表取締役 礒谷 仁 氏

れあいの中で優しい心と体を育てる～
静岡大学教育学部附属幼稚園

親子鑑賞会 「三びきのこぶた」

劇団 かかし座

学びへの自覚を高め、自らの考えを形成する子①～自分

横浜国立大学教育人間科学部

の考えや気持ちを適切に伝え合い、言葉の力を育む～

名誉教授 高木 展郎 氏

「主体的・対話的で深い学び」をめざす授業づくり～自分の

都留文化大学教養学部

既有知識・生活経験から類推するアクティブな学び～

教授 鶴田 清司 氏

学びへの自覚を高め、自らの考えを形成する子②～自分

十文字学園女子大学人間生活学部児童教育学科

の考えや気持ちを適切に伝え合い、ことばの力を育む～

教授 松木 正子 氏

学び合う学級集団づくり」確かな学力を育み、いじめ、不登

鳴門教育大学教職大学院 教授 久我 直人 氏

小学校
河津町立南小学校

熱海市立多賀小学校

校を低減する「効果ある指導」の組織展開
富士市立吉永第二小学校

今日の教育状況と「今、学校がすべきこと」

横浜国立大学教育人間科学部
名誉教授 髙木 展郎 氏

富士市立岩松北小学校

子どもが主体的に追究（探究）し、学ぶ授業

東京学芸大学教職大学院 特任教授 平野 朝久 氏

子どもが主体的に探究し、学ぶカリキュラム授業

東京学芸大学教職大学院 特任教授 平野 朝久 氏

～総合的な学習を中心に～

富士宮市立富丘小学校

新学習指導要領で求められる、教員の英語指導力につい

佛教大学 准教授

赤沢 真世 氏

て
静岡市立安東小学校

深い学びにつながる授業デザイン①

國學院大學 教授 田村 学 氏

深い学びにつながる授業デザイン②

國學院大學 教授 田村 学 氏

～学習評価について考えよう～
静岡市立中藁科小学校

歌う♪生き方講座

シンガーソングライター

ＹＯＳＵ 氏

静岡市立宮竹小学校

読み書き障害の理解と支援

特別支援教育士 井上 賞子 氏

～ＩＣＴの可能性とその活用～
藤枝市立藤岡小学校

アキラボーイとタヌキチくんのデジタル講演会

デジタルアーティスト アキラボーイ 氏

吉田町立自彊小学校

聞き合い、学び合う学級集団づくり

鳴門教育大学教職大学院教授 久我 直人 氏

「自分への信頼」と「心理的安全性」

鳴門教育大学教職大学院教授 久我 直人 氏

道徳科授業のユニバーサルデザイン① ～「主体的・対話

浜松学院大学現代コミュニケーション学部

的で深い学びの実現」に向けた授業づくり～

教授 横山 孝子 氏

道徳科授業のユニバーサルデザイン②～主体的・対話的

浜松学院大学現代コミュニケーション学部

で深い学びの実現に向けた授業づくり～

教授 横山 孝子 氏

磐田市立青城小学校

＜パートⅡ＋「合理的配慮」＞
袋井市立袋井東小学校

きき合い つながり合う授業の実践を通して（全３回）

名古屋学院大学スポーツ健康学部
教授 滝浪 常雄 氏

浜松市立城北小学校

子供たちに伝えたい 日本の伝統・文化

和太鼓 志多ら

浜松市立花川小学校

命の授業「ドリー夢メーカーと今を生きる」

元中学体育教員・養護学校教員・「命の授業」講演家
腰塚 勇人 氏

浜松市立砂丘小学校

命の授業「ドリー夢メーカーと今を生きる」

元中学体育教員・養護学校教員・「命の授業」講演家
腰塚 勇人 氏

浜松市立伊目小学校

生きるって、なに？

旅人・エッセイスト

たかの てるこ 氏

～自分らしく生きて、自分を好きになろう～

中学校
三島市立錦田中学校

人を支える仕事、トレーナーの夢

広島東洋カープトレーナー 梶山 聡司 氏

三島市立中郷中学校

夢の実現に向けて

有限会社プレジャー企画
代表取締役社長 大棟 耕介 氏

沼津市立長井崎中学校

言語活動を柱とした小中一貫教育について

十文字学園女子大学教育人文学部児童教育学科
教授 冨山 哲也 氏

沼津市立原中学校

富士市立元吉原中学校

習慣が変われば人生が変わる、成功の秘訣８箇条Ｐart2

静岡産業大学 副学長 小澤 治夫 氏

夢を叶える、夢を諦めない

平野Ｍ'ｓ卓球スクール監督

生徒一人一人の学びを保障するために「活動的で表現的

学習院大学文学部 特任教授 佐藤 学 氏

平野 真理子 氏

な学び」を目指した授業改善 ～背伸びとジャンプのある質
の高い「学び」を目指して～
富士市立富士南中学校

校内道徳研修会

愛知教育大学教育実践研究科 教授 鈴木 健二 氏

富士市立富士川第二中学校

生徒向け 「いじめについて考えよう」（全２回）

弁護士 塩谷 知一 氏

教職員向け 「いじめに関する教員研修」（全２回）
生徒向け「弁護士の生きざま」

弁護士 塩谷 知一 氏

保護者向け「中学生の親として」
焼津市立大井川中学校

学習観の転換～知識のため込みから対話し創り出す授業

聖心女子大学文学部 教授 益川 弘如 氏

づくり～（全２回）
大井川中学校における実践の蓄積と継続的な授業改善に

聖心女子大学文学部 教授 益川 弘如氏

向けて
藤枝市立岡部中学校

一歩踏み出す勇気 ～行動の必要性～

2007 年ミスユニバース 日本代表 森 理世 氏

浜松市立西部中学校

３．１１を学びに変える

小さな命の意味を考える会 代表 佐藤 敏郎 氏

浜松市立佐鳴台中学校

カンセリングテクニックをいかした

明治大学文学部 教授 諸富 祥彦 氏

人間関係力アップセミナー
浜松市立麁玉中学校

生きるということ

笑顔畑の山ちゃんファーム 代表 山下 光之 氏

～食を通した“もの・こと・ひと”のつながり～
浜松市立細江中学校

「これまで」と「これから」

作家 いぬじゅん 氏

浜松市立引佐南部中学校

これまでとこれから

作家 いぬじゅん 氏

静岡県立伊豆中央高等学校

教師が成長する授業改善・観点別評価(全２回)

株式会社ＡＬ＆ＡＬ研究所 代表 小林 昭文 氏

静岡県立沼津城北高等学校

2021 年度大学入試に向けて高校現場でやるべきことは？

静岡大学全学入試センター 准教授 雨森 聡 氏

高等学校

～静岡大学の入試改革を踏まえて～
「折れない心」を持つために ～折れても繋ぐ強い心～

日本大学国際関係学部 教授 伊坂 裕子 氏

静岡県立沼津工業高等学校

競技用義足Ｘiborg について

株式会社Ｘiborg 代表取締役 遠藤 謙 氏

静岡県立静岡城北高等学校

Respect Each Other

ボトムアップパーソンズ 畑 喜美夫 氏

静岡県立静岡東高等学校

自身のキャリアデザイを振り返る

東京農業大学応用生物科学部

～なりたい自分を描けたか？～

教授 上原 万里子 氏

おいしさを求めて ～野菜作りは人づくりから～

株式会社鈴生（すずなり）

静岡県立静岡農業高等学校

代表取締役社長 鈴木 貴博 氏
静岡県立磐田農業高等学校

学ぶ力をノートで深めよう

フリーライター 太田 あや 氏

静岡県立天竜高等学校

地域社会と学校の連携と協働

株式会社Ｅdo 代表取締役

～地域を題材とした探究活動～

関口 裕太 氏

静岡県立浜松西高等学校

探究的に学ぶということ

國學院大學人間開発学部初等教育学科

～総合的な探究の時間を中心として～

教授 田村 学 氏

深い学びのデザイン～『教え込み』と『学び合い』の二項対

京都大学大学院教育学研究科

立を超えて『教科する』授業へ～

准教授 石井 英真 氏

静岡県立沼津視覚特別支援学校

小児の眼疾患について

浜松医科大学 病院教授 佐藤 美保 氏

静岡県立静岡視覚特別支援学校

視覚障がい重複児の指導の実際 ～歩行と点字導入指導

元帯広、函館盲学校校長 鈴木 重男 氏

静岡県立浜松視覚特別支援学校

視覚障害のある幼児児童生徒の主体的・対話的で深い学

広島中央特別支援学校 指導教諭 樋口 正美 氏

静岡県立浜松湖南高等学校

特別支援学校

びを視点とした授業づくりを目指して
静岡県立藤枝特別支援学校

静岡県立清水特別支援学校

事例から学ぶ自立活動

静岡大学教育学部 特別支援教育教授 香野 毅 氏

新学習指導要領を踏まえた特別支援教育の授業づくり

植草学園大学発達教育学部 教授 名古屋 恒彦 氏

仲間と目標達成に向けて、一人一人がかがやく授業づくり

植草学園大学発達教育学部 教授 名古屋 恒彦 氏

～「各教科等を合わせた指導」でのテーマのある学校生活
づくりを例に～
静岡県立吉田特別支援学校

夢に向かって「いきいき、なかよく、すこやかに」学び、伸び

神戸親和女子大学発達教育学部児童教育学科

ゆく人を育てる

准教授 武富 博文 氏

～各教科等の見方・考え方を働かせ授業づくり～
静岡県立掛川特別支援学校

感覚と運動の高次化から見た子ども理解と支援

淑徳大学大学院総合福祉研究科社会福祉学専攻

～Ⅰ層、Ⅱ層を中心に～

准教授 池畑 美恵子 氏

感覚と運動の高次化から見たことばを育む指導

淑徳大学大学院総合福祉研究科社会福祉学専攻

～Ⅲ層を中心に～

准教授 池畑 美恵子 氏

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

立特別支援教育総合研究所インクルーシブ教育
システム推進センター研究員 神山 努氏

静岡大学教育学部附属特別支援学校

知的障害教育におけるこれからの授業づくり

茨城大学教育学部 教授 新井 英靖 氏

～「障害児の教授学」の視点から～
見方・考え方を働かせ、生き生きと学ぶ授業づくり

上智大学総合人間科学部 教授 奈須 正裕 氏

「自分への信頼」と「心理的安全」（全２回）

鳴門教育大学教職大学院 教授 久我 直人 氏

教育団体
袋井あやぐも学園教育協議会

