
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 4日（水）
ものづくり人材育成 生活・健康系教育講 ４月11日（水） １８：３０ 男２２名
講座～ＮＣ工作機械 座（技術分野） ４月18日（水） ～ 第２講義棟 １０人 女 ０名
入門～ ４月25日（水） ２０：３０

教授 黎 子椰 ５月 2日（水） 計２２名
計１４時間

４月 7日（土）
少年少女スポーツ教 生活・健康系教育講 ４月14日（土） １３：００ 男１２名
室Ⅰ（山屋敷サッカ 座（保健体育分野） ４月21日（土） ～ サッカー場 ２５人 女 ０名
ークラブ） ４月30日（月・祝）１５：００

准教授 榊原 潔 ５月 6日（日） 計１２名
計１０時間

４月19日（木）
芸術系教育講座 ４月26日（木） １８：００ 男 ０名

ピアノ入門（ピアノ （音楽分野） ５月10日（木） ～ 音楽棟 ６人 女 ５名
と親しもう） ５月17日（木） ２０：００

准教授 平野 俊介 ５月24日（木） 計 ５名
５月31日（木） 計１４時間
６月 7日（木）

４月25日（水）
５月９日（水） １８：３０ 男 ３名

言語系教育講座 ５月23日（水） ～ 人文棟 １０人 女 ７名
ア メ リ カ 文 学 入 門 （外国語分野） ６月６日（水） ２０：００
（２）－短編小説を ６月20日（水） 計１０名
愉しむ 教授 前川 利広 ７月４日（水） 計９時間

５月８日（火）
５月15日（火） １９：００ 男 １名
５月22日（火） ～ 人文棟 ２０人 女 ３名

初めての短歌－実作 社会系教育講座 ５月29日（火） ２０：３０
短歌入門 ６月５日（火） 計 ４名

准教授 松田 慎也 ６月12日（火） 計１５時間
６月19日（火）
６月26日（火）
７月３日（火）
７月10日（火）

５月９日（水）
生徒指導総合講座 ５月16日（水） １８：００ 男１３名

「職場体験」実践講 ５月23日（水） ～ 第２講義棟 ４０人 女 ４名
座 准教授 三村 隆男 ２０：００

計１７名
計６時間

５月19日（土）
５月26日（土） ９：００ 男 ５名

幼児教育講座 ６月２日（土） ～ 岩木多目的研 １０人 女 ３名
和太鼓をたたこう（入 ６月９日（土） １１：００ 修センター
門） 教授 大山 美和子 ６月16日（土） （上越市） 計 ８名

６月23日（土） 計１４時間
６月30日（土）

１０：００
５月19日（土） ～ 男 ２名

スクールリーダーの 生徒指導総合講座 ５月26日（土） １２：００ 女 ０名
ための学校改善講座 人文棟 ２０人

教授 西 穣司 １３：００ 計 ２名
教授 若井 彌一 ～

１６：００

計１０時間



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

１０：００

～

１２：００ 男 ０名
特別支援教育におけ 特別支援教育講座 ６月２日（土） 特別支援教育 １０人 女 ０名
る個別の指導計画の ６月16日（土） １３：００ 実践研究セン
作成法と活用法Ⅰ 講師 藤井 和子 ６月23日（土） ～ ター 計 ０名

１６：００

計１５時間

１０：００

～

特別支援教育におけ 特別支援教育講座 ６月２日（土） １２：００ 男 ０名
る個別の指導計画の ６月16日（土） 特別支援教育 １０人 女 ０名
作成法と活用法Ⅱ 准教授 笠原 芳隆 ６月23日（土） １３：００ 実践研究セン

～ ター 計 ０名
１６：００

計１５時間

１４：００
笑いとコミュニケー 芸術系教育講座 ６月９日（土） ～ 男 ０名
ション （美術分野） １６：００ 講義棟 ５０人 女 ０名
－常識と非常識－ ６月16日（土）

准教授 高石 次郎 計 ４時間 計 ０名
江口 歩

（新潟お笑い集団Ｎ
ＡＭＡＲＡ代表）

１０：００

～

子ども・子ども観の 生徒指導総合講座 ７月21日（土） １２：００ 男 １名
昔と今－世代を越え 第２講義棟 ２０人 女 ２名
た人間発達の支援の 准教授 大前 敦巳 ７月22日（日） １３：００
ために－ 准教授 下司 晶 ～ 計 ３名

１６：００

計１０時間

７月23日（月） １９：００
宗教って何?－世界の 社会系教育講座 ７月24日（火） ～ 男 ３名
諸文化の文化的特徴 ７月25日（水） ２０：３０ 人文棟 ２０人 女 ３名
を探る 准教授 松田 慎也 ７月26日（木）

７月27日（金） 計１５時間 計 ６名
７月30日（月）
７月31日（火）
８月１日（水）
８月２日（木）
８月３日（金）

７月24日（火）
７月27日（金） ９：００

おもしろ柔道教室 社会系教育講座 ７月31日（火） ～ 男 ６名
８月３日（金） １１：００ 柔・剣道場 １０人 女 ０名

教授 鈴木 敏紀 ８月７日（火）
８月10日（金） 計１６時間 計 ６名
８月17日（金）
８月21日（火）

心理臨床講座 １０：００
７月30日（月） ～ 男 １名

応用行動分析で特別 教授 加藤 哲文 ７月31日（火） １２：００ 特別支援教育 ２０人 女 ９名
支援教育が変わる ８月１日（水） 実践研究セン

特別支援教育実践研 １３：００ ター 計１０名
究センター ～

１６：００
講師 村中 智彦

計１５時間



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

９月14日（金）
９月28日（金）

「小学校英語」進め 言語系教育講座 10月12日（金） １８：３０ 男 ２名
方入門 （外国語分野） 10月26日（金） ～ 人文棟 １５人 女 ３名

11月10日（金） ２０：００
准教授 石濵 博之 11月16日（金） 計 ５名

計 ９時間

９月26日（水）
10月10日（水）

言語系教育講座 10月24日（水） １９:００ 男 ４名
日本近代文学の名作 （国語分野） 11月７日（水） ～ 人文棟 １５人 女 ４名
を読む～短編小説を 11月21日（水） ２０:３０
楽しむ④ 教授 小埜 裕二 12月５日（水） 計 ８名

12月19日（水） 計１５時間
１月９日（水）
１月23日（水）
２月６日（水）

学習臨床講座
10月31日（水） １８:００ 男 ５名

越の文化を探るⅩⅠ 教授 川村 知行 11月７日（水） ～ 学校教育総合 ２０人 女 ５名
11月14日（水） ２０:００ 研究センター

小島幸雄 計１０名
（元上越市教育委員 11月10日（土）， 計１６時間
会） 11日（日）

実地見学

11月18日（日） １８:００
少年少女スポーツ教 生活・健康系教育講 11月24日（土） ～ 男１２名
室Ⅱ（山屋敷フット 座（保健体育分野） 11月25日（日） １９:３０ 体育館 ２５人 女 ０名
サルクラブ） 12月２日（日）

准教授 榊原 潔 12月16日（日） 計 ９時間
12月23日（日） 計１２名

１月12日（土） １３:３０
芸術系教育講座 １月27日（日） ～ 男 ０名

教科書の中の日本音 （音楽分野） ２月２日（土） １６:６０ 音楽棟 ２０人 女 ０名
楽

教授 茂手木潔子 計９時間 計 ０名



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 ０名
理科野外観察指導実 （理科分野） ８月 ９日（木）

～

実験棟 女 ２名
習Ａ ８月１０日（金） １７：００ １０人

教授 中村 雅彦 計 ２名
計１５時間

自然系教育講座 ９：００ 男 ０名
理科野外観察指導実 （理科分野） ９月１２日（水）

～

志賀高原 女 ０名
習Ｂ ９月１３日（木） １７：００ １０人

教授 中村 雅彦 計 ０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１８日（土）

～

正善寺川 女 ０名
習Ｃ ８月１９日（日） １７：００ １０人

教授 中村 雅彦 計 １名
計１５時間

自然系教育講座 ９：００ 男 ０名
理科野外観察指導実 （理科分野） ８月２７日（月）

～

実験棟 女 ０名
習Ｄ ８月２８日（火） １７：００ １０人

准教授 小川 茂 計 ０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 ６日（月）

～

上越市平山 男 ０名
習Ｆ ８月 ７日（火） １７：００ ～中俣 １０人 女 ０名

准教授 天野 和孝 上越市谷浜
計１５時間 ～大淵 計 ０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２９日（水）

～

妙高・糸魚川 男 ０名
習Ｇ ８月３０日（木） １７：００ １０人 女 ０名

准教授 大場 孝信
計１５時間 計 ０名

９：００
理科野外観察指導実 中川 清隆 ６月 ２日（土）

～

実験棟 男 ０名
習Ｈ （立正大学教授） ６月 ３日（日） １７：００ １０人 女 ０名

計１５時間 計 ０名

９：００ 男 ２名
理科野外観察指導実 宮本 昌典 ９月 １日（土）

～

清里区 女 １名
習Ｉ （国立天文台 ９月 ２日（日） １７：００ （星のふる １０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 ０名
理科野外観察指導実 （理科分野） ５月２６日（土）

～

実験棟 女 ０名
習Ｊ ５月２７日（日） １７：００ １０人

教授 小林 辰至 計 ０名
計１５時間

「理科野外観察指導実習Ｅ」は，今年度休講です。



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 ９：００ 男 １名
理科野外観察指導実 （理科分野） ８月 ９日（木）

～

実験棟 １０人 女 １名
習Ａ ８月１０日（金） １７：００

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１２日（水）

～

志賀高原 男 ０名
習Ｂ ９月１３日（木） １７：００ １０人 女 ０名

教授 中村 雅彦
計１５時間 計 ０名

９：００
自然系教育講座 ８月１８日（土）

～

正善寺川 男 １名
理科野外観察指導実 （理科分野） ８月１９日（日） １７：００ １０人 女 １名
習Ｃ

教授 中村 雅彦 計１５時間 計 ２名

９：００
理科野外観察指導実 自然系教育講座 ８月２７日（月）

～

実験棟 男 １名
習Ｄ （理科分野） ８月２８日（火） １７：００ １０人 女 １名

准教授 小川 茂 計１５時間 計 ２名

９：００
自然系教育講座 ８月 ６日（木）

～

上越市平山 男 ２名
理科野外観察指導実 （理科分野） ８月 ７日（金） １７：００ ～中俣 １０人 女 ０名
習Ｆ 上越市谷浜

准教授 天野 和孝 計１５時間 ～大淵 計 ２名

９：００
自然系教育講座 ８月２９日（水）

～

妙高・糸魚川 男 ０名
理科野外観察指導実 （理科分野） ８月３０日（木） １７：００ １０人 女 ０名
習Ｇ

准教授 大場 孝信 計１５時間 計 ０名

９：００
６月 ２日（土）

～

実験棟 男 ０名
理科野外観察指導実 中川 清隆 ６月 ３日（日） １７：００ １０人 女 ０名
習Ｈ （立正大学教授）

計１５時間 計 ０名

９：００
９月 １日（土）

～

清里村 男 ２名
理科野外観察指導実 宮本 昌典 ９月 ２日（日） １７：００ （星のふる １０人 女 ０名
習Ｉ （国立天文台 さと館）

名誉教授） 計１５時間 計 ２名

９：００
自然系教育講座 ５月２６日（土）

～

実験棟 男 ０名
理科野外観察指導実 （理科分野） ５月２７日（日） １７：００ １０人 女 ０名
習Ｊ

教授 小林 辰至 計１５時間 計 ０名

１０：００

～

特別支援教育におけ 特別支援教育講座 ６月２日（土） １２：００ 特別支援教育 男 ３名
る個別の指導計画の ６月16日（土） １３：００ 実践研究セン １０人 女 ８名
作成法と活用法Ⅰ 講師 藤井 和子 ６月23日（土） ～ ター

１６：００ 計１１名

計１５時間

１０：００

～

特別支援教育におけ 特別支援教育講座 ６月２日（土） １２：００ 特別支援教育 男 ４名
る個別の指導計画の ６月16日（土） １３：００ 実践研究セン １０人 女 ７名
作成法と活用法Ⅱ 准教授 笠原 芳隆 ６月23日（土） ～ ター

１６：００ 計１１名

計１５時間



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

心理臨床講座 １０：００
７月30日（月） ～ 特別支援教育 ２０人 男 ６名

応用行動分析で特別 教授 加藤 哲文 ７月31日（火） １２：００ 実践研究セン 女１３名
支援教育が変わる ８月１日（水） ター

特別支援教育実践研 １３：００ 計１９名
究センター ～

１６：００
講師 村中 智彦

計１５時間

「理科野外観察指導実習Ｅ」は休講

②文化講演会

開催日時 会 場 演 題 講 師 入 場 者 数
学生・教職 一般市民 合計

１０月２１日（日) 歴史に学ぶ～戦国武 静岡大学 教授 ２１人 ３９５人 ４１６人
１４：００ 講 堂 将の生き方と現代～ 小和田 哲男 ( 5.1％) (94.9％) (100％)

～１５：３０



③出前講座

　　７０機関から申込みがあり，以下のとおり９１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

1 柏崎市立荒浜小学校 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－

教員 ５月２５日（金） ４０名

2 上越市立名立中学校 田中　敏 授業評価の考え方とバードアイシステム 教職員 ５月７日（月） １１名

3 新潟市立新飯田小学校 林　泰成
児童生徒理解のためのロールプレイング研
修（入門編）

校長・教頭・教
諭

８月２９日（水） ９名

4 新潟市立中野山小学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ！ 教員 ５月１１日（金） ３３名

5 長岡市立日吉小学校 松沢　要一 こんな教材で「算数・数学好き」を増やそう 教職員 ８月２３日（木） ９名

6 長岡市立中野俣小学校 榊原　　潔 運動遊び 児童 １０月３０日（火） ２０名

7 三条市立大面小学校 林　泰成
児童生徒理解のためのロールプレイング研
修（初級編）

教員 ８月２９日（水） １７名

8 長岡市立旭岡中学校 林　泰成
児童生徒理解のためのロールプレイング研
修（入門編）

教職員 ８月２０日（月） ２４名

9 上越市立大和小学校 榊原　　潔 運動遊び １年生及び保
護者

６月６日（水） ８２名

10 新潟県立燕高等学校 五百川　裕 新入生意識啓発講演会 国際科学科１
年

６月２１日（木） ４３名

11 妙高市租税教育推進協議会 大場　孝信 大地の変動 小中学校長及
び関連団体長

６月２５日（月） ５０名

12 柏崎市立鯨波小学校 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－

職員 ７月５日（木） １２名

13 柏崎市立鯨波小学校 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－

職員 １１月２９日（木） １２名

14 上越市立黒川小学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ！ 教員 ６月８日（金） ７名

15 聖籠町立聖籠中学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ！ 教員 ５月３１日（木） ４０名

16 上越市立雄志中学校 天野　和孝 地質時代の環境変化と生物の進化 １年生 １０月１９日（金） ７１名

17 附属中学校 藤岡　達也 環境問題と環境教育 保護者 ６月１９日（火） 数十名

18 新発田市立菅谷小学校 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－

教員 ８月７日（火） １１名

19 新潟市立万代高等学校 藤田　武志
社会の常識は非常識？-社会について調べ
よう-

２年生 ７月１１日（水） ３０名

20 十日町市立松之山中学校 五百川　裕 身近な植物視察 １年生 ６月６日（水） ２０名

21 上越市立大島小学校 松沢　要一 こんな教材で「算数・数学好き」を増やそう 職員 ８月２７日（月） １２名

22 佐渡市小教研道徳 林　泰成 モラルスキルトレーニング 職員 ９月１９日（水） ４０名

23 加茂市立葵中学校 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 １０月４日（木） ２２名

24 糸魚川教育研究会図工美術 松本　健義 つくり表すこと、＜私＞、他者
図工美部員・
研修会参加希
望者

８月７日（火） ３８名

25 加茂市立若宮中学校 山本　友和
「社会の基礎学力をどう捉え、どのように育
成するか」

社会科教員 ８月２３日（木） １３名

26 魚沼市立広神東小学校 浅野　秀之
模擬授業の演習で授業力アップ！-国語科
授業の力を高める-

教諭 ８月２８日（火） ２３名

27 魚沼市学習指導センター 松沢　要一 こんな教材で「算数・数学好き」を増やそう 小中学校教員 ７月２６日（木） 10～20名

28 上越市立富岡小学校 松沢　要一 こんな教材で「算数・数学好き」を増やそう 職員 ８月２日（木） ９名

29 上越市立富岡小学校 大庭　重治 学習につまづきを示す子供の特別支援 職員 ７月３１日（火） ９名

30 新潟県立長岡大手高等学校 藤田　武志 高校で学ぶということ １学年生徒 ５月３０日（水） ３６０名

31 見附市立見附養護学校 斎藤　一雄 障害児のリズム指導 職員 ８月２８日（火）　 ２１名

32 三条市立森町小学校 石濱　博之 小学校における「英語活動」の授業展開 職員 ８月２７日（月） １０名

33 小千谷市立片貝小学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ！ 教員 ７月３０日（月） １５名



34 上越市立宮嶋小学校 古閑　晶子 「認め合い、高め合う力」の育成をめざして 教員 ６月２２日（金） １１名

35 新潟県立糸魚川白嶺高等学校 五百川　裕 身近な植物視察 生徒 ７月２４日（火） 20～40名

36 十日町市立奴奈川小学校 藤岡　達也
社会的背景と総合学習の必要性について-
総合学習が今後ねらうもの　総合学習はどう
あったらよいか-

総合部会会員
（小中学校教
員）

８月２２日（水） ３１名

37 新潟県立十日町高等学校 大場　孝信 大地の変動 １、２年生 １１月１日（木） 30～40名

38 糸魚川市立田沢小学校 古閑　晶子 思考力を育てる国語科経営 教員 ７月２７日（金） １８名

39 長岡市立六日市小学校 大庭　重治 学習につまづきを示す子供の特別支援 教員 ７月２３日（月） ９名

40 富山県朝日町教育センター 石濱　博之 小学校における「英語活動」の授業展開 ４、５、６年生担
任

８月２３日（木） ２０名

41 上越市立富岡小学校 川村　知行 文化財から国分寺、上杉氏の謎を探る 教員 １１月２１日（金） ７０名

42 新潟県立阿賀野高等学校 五百川　裕 「学ぶ」ことの楽しさ １学年生徒 ７月９日（月） １７８名

43 上越市立保倉小学校 古閑　晶子
物語文や説明文材料を正確に読み取る授業
の工夫について

職員 ８月２９日（水） ９名

44 上越市立頸城中学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ
校長・教頭・職
員

８月６日（月） ２５名

45 柏崎市立鯖石小学校 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－

教員 １０月９日（火） ９名

46 柏崎市立鯖石小学校 北條　礼子
授業ツールとしてのポートフォリオの活用に
ついて

教員 ８月３日（金） ７名

47 十日町市立橘小学校 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-

教員 ８月８日（水） １３名

48 新潟県立柏崎高等学校 志村　喬
身近な地域の地図を活用した社会科・地理
学習

２年５組人文探
求コース

８月６日（月） ３０名

49 魚沼市学習指導センター 木村　吉彦
生活科・総合的な学習の存在意義-全人的
学力観と「生きる力」育成の切り札-

教員 ９月１１日（火） 10～20名

50 十日町市田沢小学校 古閑　晶子 国語力の育成を図る指導の工夫と改善 教職員 ８月７日（火） ２０名

51 上越市立中郷小学校 加藤　泰樹
からだの感じを大切にしたやさしい運動の指
導法

職員 ８月２８日（火） ２０名

52 妙高市立斐太南小学校 古閑　晶子 伝え合う力を育てる指導の工夫 教職員 ８月３１日（金） ９名

53 三条市立井栗小学校 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-

教員 ８月６日（月） ２５名

54 三条市立井栗小学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ 教員 ８月２日（木） ２５名

55 上越市立大潟町小学校 古閑　晶子 思考力を育てる国語教室をつくろう 教職員 ８月２７日（月） ２０名

56 黒井町内会 鈴木　敏紀
町内会活動の維持と新しい組織の活動の構
築

町内会役員 ７月２２日（日） １０名

57 上越市立春日新田小学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ！ 教員 ８月２１日（火） ３４名

58 上越市立名立中学校 田中　敏 学校評価とバード・アイ・システム 教職員 ８月２０日（月） １０名

59 上越市立谷浜小学校 古閑　晶子
「対話」を手立てに思考力を育てる国語の単
元開発のポイント及び指導について

職員 ８月６日（月） １１名

60 上越市立直江津南小学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ！ 教員 １０月３０日（火） ６名

61 糸魚川市立市振小学校 松沢　要一 こんな教材で「算数・数学好き」を増やそう 職員 ８月６日（月） ８名

62 新潟市立臼井小学校 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-

職員 ８月３０日（木） ２０名

63 十日町市立浦田小学校 天野　和孝
地層や化石からみた郷土の大地の生い
立ち　～浦田で産出する化石を中心に～

３，４年生、担
任他

９月２６日（水） ９名

64 上越市立名立中学校 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
９月１３日（木）
９月１４日（金）

１０名

65 上越市立大和小学校 古閑　晶子 授業力向上研修 職員 ８月３０日（木） １０名

66
村上市岩船郡小学校教育研究
会協議会

林　泰成
スキルトレーニングを取り入れた道徳授業の
ありかた

教員 ８月１日（水） ２０名



67 上越市立名立中学校 土田　了輔
指導者のいない部活動（バスケットボール）
支援

バスケットボール
部員１，２年生 ９月１１日（水） ２０名

68 新潟県立柏崎高等学校 加藤　雅啓 談話文法の視点・情報構造 生徒 １１月１９日（月） 50～60名

69 新潟県立柏崎高等学校 小埜　裕二 小説の読み方・楽しみ方 生徒 １１月１９日（月） 50～60名

70 上田染谷丘高等学校 大前　敦巳 １学年分野別進路研究会
１学年より希望
者

９月２７日（木） 20～30名

71 上越音楽文化振興会 平野　俊介 「ピアノの発展と演奏様式の変遷」－Ⅱ－
上越地域の
音楽指導者

９月１４日（金） ３６名

72 新潟市立中野山小学校 浅野　秀之 「授業力アップ」 教員 ９月２８日（金） ３３名

73 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-

１，２年生 １１月９日（金） ３０名

74 上越市立直江津南小学校 榊原　　潔 運動遊び ３～６年生 １１月７日（水） ６０名

75 新潟県立高田高等学校 西川　　純 教育系進路志望者に向けて ２年生 １２月２５日（火） 20～40名

76 富山県朝日町立さみさと小学校 石濱　博之 小学校英語活動における指導のあり方 教職員 １１月１２日（月） １９名

77 富山県入善町立上青小学校 石濱　博之 小学校における英語活動のあり方 教員 １０月１０日（水） １６名

78 十日町市立奴奈川小学校 藤岡　達也 進んで伝え合う子どもの育成 職員他 １０月１６日（火） ５１名

79 上越市立針小学校 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職員・児童 １０月１０日（水） １６名

80 上越市立針小学校 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職員・児童 １０月２８日（日） ３４３名

81 柏崎市立剣野小学校 木村　吉彦
少子化時代の子育て講座
　　－「子ども」を真ん中において－

ＰＴＡ会員 １１月１７日（土） １５０名

82 三条市立井栗小学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ 教員、生徒 １１月６日（火） ７９名

83 富山県入善町立上青小学校 石濱　博之 小学校における英語活動のあり方 教員 １２月１０日（月） １６名

84 （社）日本青年会議所北陸信越地区 藤岡　達也 「環境問題と環境教育」
青年会議所
メンバー

２月９日（土）
300～
400名

85 糸魚川市立糸魚川中学校 林　泰成 一人ひとりの対応に生かす教育相談 教職員 １２月１７日（月） ４０名

86 長野県飯山北高等学校 藤田　武志
社会の常識は非常識？-社会について調べ
よう-

１・２年生 ２月２８日（木） ２０名

87 上越市立名立中学校 笠原　芳隆 発達障害の理解 職員 １月７日（月） １１名

88 長岡市立青葉台小学校 浅野　秀之 模擬授業の演習で授業力アップ 教職員 １月２１日（月） ２０名

89 富山県入善町立上青小学校 石濱　博之 小学校における英語活動のあり方 教員 ３月３日（月） １６名

90 上越市立名立中学校 田中　敏 バード・アイ・システム　名立中分析 職員 ２月５日（火） １１名

91 上越市立宮嶋小学校 石濱　博之 小学校における英語活動のあり方 児童・教員 3月１１日（火） ３２名
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