
２ 教育・研究活動
(13) 公開講座等実施状況

① 公開講座
(ア) 一般公開講座

講 座 名 講 師 実 施 期 間 開 設 時 間 実 施 場 所 定 員 受 講 者

４月 9日（土）
４月10日（日）
４月16日（土） １３：３０

生活・健康系教育講 ４月17日（日） 男１０名～

少年少女スポーツ教 座（保健体育分野） ４月23日（土） １５：００ サッカー場 ２５人 女 ０名
室Ⅰ（山屋敷サッカ ４月24日（日）
ークラブ） 助教授 榊原 潔 ４月29日 金・祝 計１０名（ ）

４月30日（土） 計１５時間
５月 1日（日）
５月 8日（日）

４月27日（水）
芸術系教育講座 ５月11日（水） １８：００

ピアノ入門（ピアノ （音楽分野） ５月18日（水） 男 １名～

と親しもう） ５月25日（水） ２０：００ 音楽棟 女１１名
助教授 酒井 創 ６月１日（水） １０人
助教授 平野 俊介 ６月８日（水） 計１４時間 計１２名

６月15日（水）

５月11日（水）
５月18日（水）
５月25日（水） １８：２０ 男 ４名

社会系教育講座 ６月１日（水） 女 ４名～

すぐ使えるロシア語 ６月８日（水） １９：５０ 人文棟 １５人
会話 助教授 下里 俊行 ６月15日（水） 計 ８名

６月22日（水） 計１５時間
６月29日（水）
７月６日（水）
７月13日（水）

５月12日（木）
５月19日（木）
５月26日（木）

生活・健康系教育講 ６月２日（木） １９：００ 男１４名
少年・少女剣道教室 座（保健体育分野） ６月９日（木） 柔・剣道場 女 ７名～

６月16日（木） ２０：３０ ２０人
助教授 直原 幹 ６月23日（木） 計２１名

６月30日（木） 計１５時間
７月７日（木）
７月14日（木）

５月13日（金）
５月20日（金）

中・高齢者のための 生活・健康系教育講 ５月27日（金） １５：００ 男 ２名
やさしい運動教室 実 座（保健体育分野） ６月３日（金） ダンス室 ２０人 女１６名（ ～

技初級編） ６月10日（金） １６：００
講師 大橋奈希左 ６月17日（金） 計１８名

６月24日（金） 計８時間
７月１日（金）

１０：００

～生徒指導総合講座
１２：００ 男 ３名

スクールリーダーの 教授 西 穣司 ５月14日（土） １３：００ 人文棟 ２０人 女 ２名

～ための学校改善講座 教授 若井 彌一 ５月28日（土）
助教授 三村 隆男 １６：００ 計 ５名
助教授 石田 美清

計１０時間

５月24日（火）
５月31日（火）
６月７日（火） １９：００

宗教を原点に日本の 社会系教育講座 ６月14日（火） 男 ９名～

文化と世界の文化の ６月21日（火） ２０：３０ 人文棟 ２０人 女 ４名
違いを探る 助教授 松田 愼也 ６月28日（火）

７月５日（火） 計１５時間 計１３名
７月12日（火）
７月19日（火）
７月26日（火）



講 座 名 講 師 実 施 期 間 開 設 時 間 実 施 場 所 定 員 受 講 者

１０：００

～

障害児教育講座 ５月28日（土） １２：００ 男 ０名
個別の指導計画作成 ６月11日（土） １３：００ 障害児教育実 １０人 女 ４名
法と活用法Ⅱ 講師 笠原 芳隆 ６月18日（土） 践センター～

１６：００ 計 ４名

計１５時間

１３：００

～

１７：００
芸術系教育講座 １３：００ 男 ４名

陶芸・・・器とピザ （美術分野） ６月４日（土） 女２２名～

を作って焼いて食べ ６月18日（土） １７：００ 美術棟 ２０人
る！ 助教授 高石 次郎 ７月２日（土） ９：００ 計２６名

～

１３：００

計１２時間

１０：００

～地域に信頼される学生徒指導総合講座
校づくり １２：００ 男 ３名
－市民、保護者、教助教授 荻原 克男 ６月４日（土） １３：００ 人文棟 女 ３名
師で地域の学校を考助教授 藤田 武志 ６月11日（土） ２０人～
える－ 助教授 大前 敦巳 １７：００ 計 ６名

助教授 安藤 知子
計１２時間

６月１日（水）
６月15日（水）
６月29日（水） １９：００

芸術系教育講座 ７月13日（水） 男 ０名～

現職教員を対象とし （音楽分野） ７月27日（水） ２１：００ 音楽棟 １５人 女 ３名
た音楽ワークショッ 10月12日（水）
プ 教授 小川 昌文 10月26日（水） 計２０時間 計 ３名

11月９日（水）
11月30日（水）
12月14日（水）

７月５日（火）
７月８日（金） １９：００

生活・健康系教育講 ７月12日（火） 男 ０名～

水中運動でシェイプ 座（保健体育分野） ７月15日（金） ２０：００ 大学プール ３０人 女１３名
アップ ７月19日（火） （女性）

助教授 清水 富弘 ７月22日（金） 計８時間 計１３名
７月26日（火）
７月29日（金）

生活・健康系教育講
座（家庭分野） ７月９日（土） １４：００

７月16日（土） 男１１名～

いのち再考～始まり 助教授 得丸 定子 ７月23日（土） １５：００ 講義棟 ５０人 女２２名
と終わり～ カール・ベッカー ７月30日（土）

（京都大学） ８月６日（土） 計５時間 計３３名
大久保 明子

（ ）新潟県立看護大学

７月26日（火）
７月29日（金） ９：００

社会系教育講座 ８月２日（火） 男 ６名～

おもしろ柔道教室 ８月５日（金） １１：００ 柔・剣道場 １０人 女 ２名
教授 鈴木 敏紀 ８月９日（火）

８月12日（金） 計１６時間 計 ８名
８月19日（金）
８月23日（火）



講 座 名 講 師 実 施 期 間 開 設 時 間 実 施 場 所 定 員 受 講 者

１３：００

～

１７：００
９：３０

～

１２：００,
８月３日（水） １３：００ 男 ８名

小中学校教師のため 生徒指導総合講座 障害児教育実 女 ８名～

の道徳授業研修講座 ８月４日（木） １７：００ 践センター １５人
～道徳授業の多様な 助教授 林 泰成 ９：３０ 計１６名

～展開～ ８月５日（金）
１２：００,
１３：００

～

１５：００

計１５時間

９月16日（金）
９月30日（金）

公立小学校における 言語系教育講座 10月14日（金） １８：３０ 男 １名
「英語活動」の進め （外国語分野） 10月21日（金） 人文棟 １５人 女 ８名～

方入門 11月11日（金） ２０：００
助教授 石濵 博之 11月18日（金） 計 ９名

12月９日（金） 計１２時間
12月16日（金）

10月６日（木）
10月13日（木）
10月20日（木） １８:３０ 男 ６名
10月27日（木） 女 ２名～

中級ドイツ語講座 言語系教育講座 11月10日（木） ２０:００ 人文棟 ２０人
（外国語分野） 11月17日（木） 計 ８名

11月24日（木） 計１５時間
教授 平野 七濤 12月１日（木）

12月８日（木）
12月15日（木）

10月26日（水）
言語系教育講座 11月２日（水） １９:００ 男 ３名

女性作家を読む ～ （国語分野） 11月９日（水） 人文棟 １５人 女１２名～

短編小説を楽しむ③ 11月16日（水） ２０:４０
～ 助教授 小埜 裕二 11月30日（水） 計１５名

12月７日（水） 計１０時間

１８:００

～

学習臨床講座 10月26日(水) ２０:００
11月２日(水) 男１１名

教授 川村 知行 見学 女１１名
越の文化を探るⅩ 11月５日(土) （１泊２日） 学校教育総合 ３０人

研究センター～

小島 幸雄 11月６日(日) １８:００ 計２２名

～

(上越市教育委員会) 11月16日(水) ２０:００

計１５時間

11月12日（土）
11月19日（土）
11月27日（日）

少年少女スポーツ教 生活・健康系教育講 12月３日（土） １８:００ 男２０名
室Ⅱ（山屋敷フット 座（保健体育分野） 12月10日（土） 体育館 ２５人 女 １名～

サルクラブ） 12月17日（土） １９:３０
助教授 榊原 潔 12月26日（月） 計２１名

12月27日（火） 計１５時間
１月７日（土）
１月14日（土）

芸術系教育講座 １月29日（日） １３:００ 男 ０名
（音楽分野） ２月５日（日） 女１６名～

入門－日本の音楽－ ２月18日（土） １６：００ 音楽棟 ２０人
教授 茂手木潔子 計１６名

計９時間



以下の一般公開講座については，大学院の一部の授業を開放して実施した。

講 座 名 講 師 実 施 期 間 開 設 時 間 実 施 場 所 定 員 受 講 者

自然系教育講座 ９：００ 男 １名
理科野外観察指導実 （理科分野） ９月 １日 木 実験棟及び高 女 ０名（ ）

～

習Ａ ９月 ２日 金 １７：００ 田公園外堀 １５人（ ）
教授 中村 雅彦 計 １名

計１５時間

自然系教育講座 ９：００ 男 １名
理科野外観察指導実 （理科分野） ９月２０日（火） 女 ０名

～

習Ｂ ９月２１日（水） １７：００ 志賀高原 １５人
教授 中村 雅彦 計 １名

計１５時間

自然系教育講座 ９：００ 男 １名
理科野外観察指導実 （理科分野） ８月２０日（土） 女 １名

～
習Ｃ ８月２１日（日） １７：００ 正善寺川 １５人

教授 中村 雅彦 計 ２名
計１５時間

自然系教育講座 ９：００ 男 １名
理科野外観察指導実 （理科分野） ８月２９日（月） 実験棟 女 ０名

～

習Ｄ ８月３０日（火） １７：００ １０人
助教授 小川 茂 計 １名

計１５時間

自然系教育講座 ９：００
理科野外観察指導実 （理科分野） ８月２５日（木） 男 １名

～

習Ｅ ８月２６日（金） １７：００ 実験棟 １５人 女 ２名
教授 中村 雅彦

計１５時間 計 ３名

自然系教育講座 ９：００
理科野外観察指導実 （理科分野） ８月２３日（火） 上越市平山 男 ２名

～

習Ｆ ８月２４日（水） １７：００ ～中俣 １５人 女 ０名
助教授 天野 和孝 上越市谷浜

計１５時間 ～大淵 計 ２名

自然系教育講座 ９：００
理科野外観察指導実 （理科分野） ８月 ７日（日） 男 １名

～

習Ｇ ８月 ８日（月） １７：００ 妙高・糸魚川 １５人 女 ０名
助教授 大場 孝信

計１５時間 計 １名

９：００
理科野外観察指導実 中川 清隆 ６月 ４日（土） 男 １名

～

習Ｈ （立正大学教授） ６月 ５日（日） １７：００ 実験棟 １５人 女 ０名

計１５時間 計 １名

９：００ 男 ３名
理科野外観察指導実 宮本 昌典 ９月 ３日（土） 清里村 女 ０名

～

習Ｉ （国立天文台 ９月 ４日（日） １７：００ （星のふる １５人
名誉教授） さと館） 計 ３名

計１５時間

自然系教育講座 ９：００ 男 １名
理科野外観察指導実 （理科分野） ５月２８日（土） 山屋敷キャン 女 ０名

～

習Ｊ ５月２９日（日） １７：００ パス及び実験 １５人
教授 小林 辰至 棟 計 １名

計１５時間



(イ) 免許法認定公開講座

講 座 名 講 師 実 施 期 間 開 設 時 間 実 施 場 所 定 員 受 講 者

自然系教育講座 ９月 １日 木 ９：００ 男 ２名（ ）
理科野外観察指導実 （理科分野） ９月 ２日 金 実験棟及び高 １５人 女 ０名（ ）

～

習Ａ １７：００ 田公園外堀
教授 中村 雅彦 計 ２名

計１５時間

自然系教育講座 ９：００
理科野外観察指導実 （理科分野） ９月２０日（火） 男 ２名

～

習Ｂ ９月２１日（水） １７：００ 志賀高原 １５人 女 ０名
教授 中村 雅彦

計１５時間 計 ２名

９：００
自然系教育講座 ８月２０日（土） 男 ３名

～

理科野外観察指導実 （理科分野） ８月２１日（日） １７：００ 正善寺川 １５人 女 １名
習Ｃ

教授 中村 雅彦 計１５時間 計 ４名

９：００
理科野外観察指導実自然系教育講座 ８月２９日（月） 男 ２名

～
習Ｄ （理科分野） ８月３０日（火） １７：００ 実験棟 １０人 女 ３名

助教授 小川 茂 計１５時間 計 ５名

９：００
自然系教育講座 ８月２５日（木） 男 ３名

～

理科野外観察指導実 （理科分野） ８月２６日（金） １７：００ 実験棟 １５人 女 １名
習Ｅ

教授 中村 雅彦 計１５時間 計 ４名

９：００
自然系教育講座 ８月２３日（火） 上越市平山 男 １名

～

理科野外観察指導実 （理科分野） ８月２４日（水） １７：００ ～中俣 １５人 女 ２名
習Ｆ 上越市谷浜

助教授 天野 和孝 計１５時間 ～大淵 計 ３名

９：００
自然系教育講座 ８月 ７日（日） 男 ３名

～

理科野外観察指導実 （理科分野） ８月 ８日（月） １７：００ 妙高・糸魚川 １５人 女 ３名
習Ｇ

助教授 大場 孝信 計１５時間 計 ６名

９：００
６月 ４日（土） 男 ３名

～

理科野外観察指導実 中川 清隆 ６月 ５日（日） １７：００ 実験棟 １５人 女 ０名
習Ｈ （立正大学教授）

計１５時間 計 ３名

９：００
９月 ３日（土） 清里村 男 ２名

～

理科野外観察指導実 宮本 昌典 ９月 ４日（日） １７：００ （星のふる １５人 女 １名
習Ｉ （国立天文台 さと館）

名誉教授） 計１５時間 計 ３名

９：００
自然系教育講座 ５月２８日（土） 山屋敷キャン 男 ２名

～

理科野外観察指導実 （理科分野） ５月２９日（日） １７：００ パス及び実験 １５人 女 ０名
習Ｊ 棟

教授 小林 辰至 計１５時間 計 ２名

１０：００

～

障害児教育講座 ５月28日（土） １２：００ 男 ２名
個別の指導計画作成 ６月11日（土） １３：００ 障害児教育実 １０人 女 ４名
法と活用法Ⅰ 講師 藤井 和子 ６月18日（土） 践センター～

１６：００ 計 ６名

計１５時間

１０：００

～

障害児教育講座 ５月28日（土） １２：００ 男 ０名
個別の指導計画作成 ６月11日（土） １３：００ 障害児教育実 １０人 女 ４名
法と活用法Ⅱ 講師 笠原 芳隆 ６月18日（土） 践センター～

１６：００ 計 ４名

計１５時間

② 文化講演会

開催日時 会 場 演 題 講 師 入 場 者 数
一般市民 合計学生・教職

１１月１２日（土) リージョン 一生勉強一生青春 相田みつを美術館館長 １４人 ４１５人 ４２９人
１０：３０ プラザ上越 ～父相田みつを 相田 一人 ( 3.3％) (96.7％) (100％)

～１２：００ の人生～



③　出前講座

申　込　者 講　師 テ　ー　マ　名 受講対象者 実　施　日 受講者数

1 上越市立大潟町中学校 藤田　武志 社会の常識は非常識？－社会につい
て調べよう－ 生徒 ５月２日（月） 350名

2 新潟県立村上中等教育学校 林　　泰成 モラルスキルトレーニング演習－新し
い道徳教育の創造－ 教職員 ８月９日（火） 18名

3 長岡市立上小国小学校 大庭　重治 目と上手につきあうために 児童 １１月１８日（金） 35名

4 新潟市立関屋小学校 林　　泰成 モラルスキルトレーニング演習－新し
い道徳教育の創造－ 教職員 ６月１日（水） 14名

5 和島村立北辰中学校 林　　泰成 小中学校教師のための道徳授業研修
－道徳授業の多様な展開－ 教職員 ８月２２日（月） 40名

6 上越市立吉川小学校 天野　和孝 地層や化石から見た郷土の大地の生
い立ち

児童
教員

９月２０日（火） 58名

7 新潟県立はまなす養護学校 藤原　義博 養護学校における児童・生徒が主体
的に参加を促す授業づくり 教職員 ６月３０日（木） 43名

8 柏崎市立荒浜小学校 青木　眞 これからの体育授業の考え方・進め方 教職員 ６月２日（木） 25名

9 長岡市立旭岡中学校 山崎　貞登 ポートフォリオと評価規準表を使った
学びをしよう 教職員 ８月２３日（火） 25名

10 新潟県立出雲崎高等学校 木村　吉彦 少子化時代の子育て課題－「子ども」
を真ん中に置いて－

教職員
保護者

６月４日（土） 85名

11 塩沢町立第二上田小学校 林　　泰成 モラルスキルトレーニング演習－新し
い道徳教育の創造－ 教職員 １１月２１日（月） 18名

12 上越市立春日小学校 天野　和孝 地層や化石からみた郷土の大地の生
い立ち

児童
教員

１１月１８日（金） 173名

13 上越市立雄志中学校 天野　和孝 地層や化石からみた郷土の大地の生
い立ち 生徒 １０月１９日（水） 78名

14 上越市立大和小学校 松本　健義 つくり表すこと，〈私〉，他者
児童
保護者

６月８日（水） 100名

15 上越市立大和小学校 榊原　　潔 運動遊び
児童
保護者

９月３０日（金） 75名

16 新潟市立上所小学校 林　　泰成 モラルスキルトレーニング演習－新し
い道徳教育の創造－ 教職員 ６月１７日（金） 40名

17 長岡市立江陽中学校 藤田　武志 社会の常識は非常識？－社会につい
て調べよう－ 生徒 ７月１３日（水） 145名

18 新潟県立六日町高等学校 藤田　武志 社会の常識は非常識？－社会につい
て調べよう－ 生徒 ７月２０日（水） 41名

19 上越市立吉川中学校 林　　泰成 モラルスキルトレーニング演習－新し
い道徳教育の創造－ 教員 ８月２３日（火） 11名

20 上越市立上杉小学校 大庭　重治 目と上手につきあうために 児童・保護者
教職員

６月２４日（金） 116名

21 上越市立春日小学校 大庭　重治 学習につまずきを示す子どもの特別
支援 教職員 ７月２５日（月） 38名

22 上越市立名立中学校 林　　泰成 集団づくり 教員 １２月２６日（月） 10名

23 柏崎市立柏崎小学校 大庭　重治 学習につまずきを示す子どもの特別
支援 教職員 ７月２９日（金） 35名

24 上越市立三郷小学校 青木　　眞 これからの体育授業の考え方・進め方 教員 ７月８日（金） 11名

25 新潟県立国際情報高等学校 小林　恵 教育学について 生徒 ６月２４日（金） 25名

26 長岡市立堤岡中学校 林　　泰成 モラルスキルトレーニング演習－新し
い道徳教育の創造－ 教職員 ８月１０日（水） 15名

27 新発田市立佐々木中学校 山崎　貞登 ポートフォリオと評価規準表を使った
学びをしよう 教職員 ８月１９日（金） 9名

28 糸魚川市立西海小学校 石濵　博之 英語活動支援事業における出前授業
及び授業の解説・指導

児童
教職員

4/14,4/20,4/27,5/11,
5/25,6/1,6/8,6/15 119名

29 見附市立田井小学校 木村　吉彦 少子化時代の子育て課題－「子ども」
を真ん中に置いて－ 教職員 ８月２２日（月） 10名

30 長岡市立越路小学校 林　　泰成 モラルスキルトレーニング演習－新し
い道徳教育の創造－ 教職員 ７月２５日（月） 27名

31 長岡市立越路小学校 田島　弘司 みんなで一緒に考えましょう！総合的
な学習の時間の使い方 教職員 ７月２６日（火） 27名

32 柏崎市立荒浜小学校 加藤　泰樹
大橋奈希左

”からだの感じ”を大切にしたやさしい
運動の指導法 教職員 ８月２４日（水） 20名

５７機関から申込みがあり，以下のとおり６８講座実施した。



申　込　者 講　師 テ　ー　マ　名 受講対象者 実　施　日 受講者数

33 上越市立春日小学校 石濵　博之 小学校における英語活動の授業の展
開 教職員 １２月２６日（月） 33名

34 上越市教育委員会
清里区星のふるさと館館長 大場　孝信 隕石の科学的価値－櫛池隕石と日本

の隕石 上越市民 ８月１５日（月） 22名

35 柏崎市立第一中学校 大庭　重治 学習につまずきを示す子どもの特別
支援 教職員 ８月１０日（水） 18名

36 柏崎市立第一中学校 大庭　重治 学習につまずきを示す子どもの特別
支援

保護者
教員 ８月１０日（水） 12名

37 妙高市教育長 大場　孝信 大地の変動 妙高市民 ９月１６日（金） 80名

38 上越市立小林古径記念美術
館館長 太田　將勝 茶と美術 上越市民 ８月７日（日） 21名

39 上越市立高田西小学校 西　　穰司 日本の学校教育と学校評価の課題 教職員 ８月１０日（水） 14名

40 新潟市立臼井小学校 石濵　博之 国際理解教育と英語活動 教職員 ８月３日（水） 17名

41 新潟県立三条高等学校 山崎　貞登 ポートフォリオと評価規準表を使った
学びをしよう 生徒 １２月２日（金） 60名

42 新潟県立村上高等学校 藤田　武志 社会の常識は非常識？－社会につい
て調べよう－ 生徒 １０月２１日（金） 51名

43 上越市立総合博物館館長 太田　將勝 茶と美術 上越市民 ９月２８日（水） 21名

44 新潟市小学校教育研究協議
会総合部部長 石濵　博之 小学校における「英語活動」の授業の

展開 教職員 １１月９日（水） 60名

45 上越市立八千浦中学校 天野　和孝 地層や化石からみた郷土の大地の生
い立ち 生徒 １１月８日（火） 37名

46 上越市健康づくり推進課 大橋奈希左中高年のための健康づくりについて
　～家庭でできる健康体操～ 上越市民 １１月１１日（金） 26名

47 上越市立総合博物館館長 太田　將勝 茶と美術 上越市民 １０月２７日（木） 25名

48 長野県長野西高等学校
加藤　雅啓
河西　英通

「談話分法の視点・情報構造とcohesion」
「名曲・ヒット曲でたぐり寄せる戦後日本史！」 生徒 １２月２日（金） 121名

49 新潟県立小出養護学校 藤原　義博 養護学校における児童・生徒が主体
的に参加を促す授業のあり方 教職員 １１月２８日（月） 64名

50 柏崎市立二田小学校 松本　健義 つくり表すこと，〈私〉，他者
－〈私〉が生まれるとき－ 児童 １１月２４日（木） 26名

51 新潟県立長岡大手高等学校下里　俊行 現代の社会情勢を読み解く 生徒 １２月７日（水） 30名

52 新潟県立長岡大手高等学校河西　英通 名曲・ヒット曲でたぐり寄せる戦後日本史！
－「戦争を知らない子どもたち」を中心に－ 生徒 １月１８日（水） 34名

53 新潟県立長岡大手高等学校藤田　武志 社会の常識は非常識？－社会につい
て調べよう－ 生徒 １月１８日（水） 32名

54 上越市立総合博物館館長 太田　將勝 茶と美術 上越市民
１２月８日（木）
１２月２２日（木）
１月２６日（木）

56名

55 新潟県立柏崎総合高等学校榊原　　潔 運動遊び 生徒 １２月２０日（火） 34名

56 新潟県立長岡向陵高等学校松本　健義 つくり表すこと，〈私〉，他者 生徒 １２月１４日（水） 52名

57 柏崎市立北条北小学校 西　　穰司 各学校におけるカリキュラム開発の考
え方と方法 教職員 １月１１日（水） 9名

58 新潟県立糸魚川高等学校 河西　英通 名曲・ヒット曲でたどる日本史 生徒 ２月１日（水） 20名

59 富山県立高岡南高等学校 高本　條治
プラグマティックス入門
～ことばと認知，ことばと社会をつなぐ気に
なるくずかご～

生徒 １２月１４日（水） 23名

60 新潟県立三条東高等学校 前川　利広 小説と映画を通して見たアメリカ文化 生徒 ３月１６日（木） 42名

61 上越市立直江津小学校 大庭　重治 学習につまずきを示す子どもの特別
支援 教員 ２月１７日（金） 14名

62 妙高市教育委員会 藤生　英行 思春期の子を持つ保護者を対象とした
子育て教室

中学生保護者 ２月２３日（木） 30名

63 上越高等学校
藤田　武志
大場　孝信

社会の常識は非常識？
上越の山々のおいたちと岩石の利用 生徒 ２月２７日（月） 37名

64 糸魚川市立上早川小学校 石濵　博之 小学校における「英語活動」の授業展
開 教員 ２月２３日（木） 42名

65 新潟県立柿崎高等学校 藤田　武志 大学進学の魅力について等 生徒 ３月１日（水） 123名

66 上越市立三和中学校 志村　喬 地域巡検の方法を学ぼう 教員 ２月１９日（日） 8名


