
上越教育大学イメージキャラクター
マナーブ・デ・ジョーキョー先生　　　

上越教育大学出前講座２０２３年度

　上越教育大学では、地域の学校等の教育関係機関、地域の住民団体及び企業等の求めに応じて、
大学教員が出向して講義等を行う「出前講座」を実施しております。
　学校での体験学習やキャリア教育の一環、現職教員の方々の研修会等としてお気軽にご利用くだ
さい。

　「出前講座テーマ等一覧」からご希望の講座をお選びの上、ホームページ掲載の「出前講座申込
書（第 1 号様式）」をダウンロードし、必要事項を記入して下記申込み先までメールまたは FAX で
お送りください。学校からのお申込みの場合は、「申込代表者」欄に必ず学校長名を記入してくだ
さい。

出前講座について

申込み方法等

費用

出前講座テーマ等一覧はウラ面へ

１講座につき 
 20,000 円

※新潟県、富山県及び長野県の地域諸学校
の学校長からのお申込みの場合は必要あ
りません。

講 習 料 実 費
※実施会場が平成 17 年合併以前の旧上越

市内の場合は必要ありません。

講 師 旅 費

研究連携課

申込み・問い合わせ先

〒 943-8512　新潟県上越市山屋敷町 1番地　上越教育大学 研究連携課
TEL  025-521-3665　　FAX  025-521-3621
E-mail  chiiki@juen.ac.jp
URL　https://www.juen.ac.jp/050about/058lecture/030delivlec/index.html
受付時間　平日（月～金）　9:00 ～17:00

大学 HP



分野 テ　ー　マ　名 担 当 講 師 受 講 対 象 者

総
合
・
情
報

1 ファシリテーションに基づく協同的な授業づくり
－ホワイトボード・ミーティングⓇを活用して－

大場　浩正　教授 教員、大学生、大学院生

2 ファシリテーター養成
－ホワイトボード・ミーティングⓇ入門－

大場　浩正　教授
教員、保護者、小学生、中学生、
高校生、大学生、地域住民、企業等

3 総合的な学習の時間の授業づくりとカリキュラム・
マネジメント

松井　千鶴子　教授 教員

4 子どもがつくる主体的な学びの過程の臨床と支援 松本　健義　教授 教員、保育士

5 プログラミング入門および初級講座 大森　康正　教授
教員、保護者、中学生、
高校生、企業

6 プログラミングを行う課外活動等の支援 大森　康正　教授
小学生、中学生、
高校生

7 学習指導要領とこれからのキャリア教育
～特別活動を要とし、各教科の特性に応じて行うキャリア教育～

山田　智之　教授 教員

8 学校教育におけるリスクマネジメントとしての保護者対応 山田　智之　教授 教員

9 人生は意思決定の連続！会社経営シミュレーション
ゲームでキャリア（人生）について考える。

山田　智之　教授 中学生、高校生

10 リーダーシップって何？ ブームワッカーで、リー
ダーにとって大切なことを考える。

山田　智之　教授 中学生、高校生

11 経済的に自立するってなんだろう？　生活設計・マネープ
ランゲームで人生とお金について考える。

山田　智之　教授 中学生、高校生

12 「コミュニケーション」ってなんだろう？
～よりよい人間関係のために大切なことを考える～

山田　智之　教授 中学生、高校生

13 子どもの資質・能力を育む授業デザインの創造 桐生　徹　教授
教員、保護者、小学生、
中学生、高校生

14 紙ペンゲームでクラスづくりコミュニケーション
－楽しく自然にアイスブレイク－

小島　伸之　教授
教員、保護者、小学生

（高学年が望ましい）、
中学生、高校生

15 ICT 活用による、主体的・対話的で深い学びが生
起する国語科授業デザイン

片桐　史裕　教授 教員、中学生、高校生

16 学びのワークショップ！ 阿部　隆幸　教授 小学生

17 「協同的な学び」の考え方と技術を身につけよう 阿部　隆幸　教授 教員

18 乳幼児とのコミュニケーションのコツ 白神　敬介　准教授
教員、保護者、中学生、
高校生、地域住民

19 保育・教育現場におけるメンタルヘルス問題の予
防と対処

白神　敬介　准教授
教員、
福祉関係従事者

20 通常の学級における教育的支援を必要とする子の
理解と対応

関原　真紀　准教授 教員

21 愛着（アタッチメント）を育む
～愛着に問題がある子どもの対応を考える～

飯塚　有紀　准教授 教員

22 SDGs を生かした教育活動
－スタートアップから日常の実践までの理論と具体－

小林　晃彦　特任教授 教員

23 社会参画への意欲を育む総合的な学習
－地域に学び、地域と共に進める協働的な探究活動から－

小林　晃彦　特任教授 教員

24 君も達人～けん玉ワークショップ～ 栗林　育雄　特任准教授
教員、保護者、小学生、
中学生、高校生、
地域住民

25 ゲームやデジタル機器との上手な付き合い方を考
える

田中　圭介　准教授
清水　雅之　教授
宮下　敏恵　教授

中学生、高校生

道
徳
・
心
理

26 メンタルヘルスの予防と対策
－教職員のストレスチェック結果の活用に向けて－

宮下　敏恵　教授 教員

27 心配と心の健康 田中　圭介　准教授
教員、保護者、小学生（高
学年）、中学生、高校生、
地域住民、企業

特
別
支
援
教
育

28 チームで進める特別支援教育
笠原　芳隆　教授
藤井　和子　教授

教員、保育士、
福祉･療育機関職員等

29 緊張をゆるめて姿勢やからだの動きをよくしよう！ 笠原　芳隆　教授
教員、保育士、保護者、
福祉･療育機関職員等

国
語

30 書写指導の考え方と「文字を書くこと」の基礎 押木　秀樹　教授 教員

31 群読で文学の世界を表現しよう
～音声言語表現活動で「主体的・対話的で深い学び」～

片桐　史裕　教授 教員、中学生、高校生

32 言葉による見方・考え方を働かせながら学びを深
める国語単元学習

古閑　晶子　教授 教員

33 「～たい」を生み出す漢字学習指導のアイデア 栗林　育雄　特任准教授 教員、小学生

34 意欲を高め、書く力を高める授業づくりの工夫 栗林　育雄　特任准教授 教員

英
語

35 小学校・中学校・高等学校における
「主体的・対話的で深い学び」を目指した英語授業づくり

大場　浩正　教授 教員、大学生、大学院生

36 英語音声学：方言による発音の違い 橋本　大樹　助教
教員、保護者、高校生、
大学生、地域住民、企業

社
会
・
国
際
教
育

37 身近な地域の地図を活用した社会科・地理学習 志村　喬　副学長 教員、中学生、高校生

38 学校『地図帳』から学ぶ地理の世界 志村　喬　副学長
教員、保護者、地域住民、
企業

39 「SDGs」を身近なところから 釜田　聡　教授
教員、保護者、中学生、
高校生、地域住民

40 身近なところから始める国際理解教育
－多様な価値観を尊重しよう－

釜田　聡　教授
教員、保護者、中学生、
高校生、地域住民

41 世界史の視点から現代の世界情勢を読み解く 下里　俊行　教授
教員、保護者、高校生、
地域住民、企業

42 となりのロシアはどんな国？ 下里　俊行　教授
教員、保護者、小学生、中学生、
高校生、地域住民、企業

分野 テ　ー　マ　名 担 当 講 師 受 講 対 象 者

社
会
・
国
際
教
育

43 アフリカってどんなところ
－豊かな自然とそこに暮らす人々－

山縣　耕太郎　教授
教員、保護者、小学生、
中学生、高校生

44 地域の災害を想定する 山縣　耕太郎　教授
教員、保護者、小学生、
中学生、高校生、
地域住民、企業

45 歩いて見よう高田城下町の地形 山縣　耕太郎　教授
教員、保護者、小学生、
中学生、高校生、
地域住民、企業

46 簡単な地理情報システム（GIS）を活用したオリジナル地図作成 山縣　耕太郎　教授 教員、中学生、高校生

47 地球温暖化：なぜおきる？ 何がおきる？ 山縣　耕太郎　教授
教員、保護者、小学生、
中学生、高校生、
地域住民、企業

48 発展途上国から SDGs を考える 山縣　耕太郎　教授
教員、保護者、小学生、
中学生、高校生、
地域住民、企業

49 世界の国歌を学ぼう 小島　伸之　教授
教員、保護者、中学生、
高校生、地域住民、企業

50 知識基盤社会における教育の世界的動向 大前　敦巳　教授
教員、保護者、中学生、
高校生、地域住民、企業

51 国際交流の楽しみ方 田島　弘司　教授
教員、保護者、中学生、
高校生、地域住民

52 熟議する主権者教育をやってみよう
～模擬裁判、模擬投票、模擬議会、法教育の体験

中平　一義　教授
教員、小学生、中学生、
高校生

算
数
・
数
学
・
理
科

53 黄金比とフィボナッチ数列など 林田　秀一　教授
保護者、中学生、
高校生、地域住民

54 雪国の植物 五百川　裕　教授
教員、保護者、小学生、
中学生、高校生、地域住民

55 身近な植物観察 五百川　裕　教授
教員、保護者、小学生、
中学生、高校生、地域住民

56 海外植物調査の実際
（ネパール・ムスタン地域の植物相調査を例として）

五百川　裕　教授
教員、保護者、中学生、
高校生、地域住民、企業

57 上越市の絶滅危惧植物 五百川　裕　教授
教員、保護者、小学生、中学生、
高校生、地域住民、企業

58 ぴかぴか泥団子をつくろう 山縣　耕太郎　教授
幼児、小学生、中学生、
高校生

59 活火山妙高山を見に行こう 山縣　耕太郎　教授
教員、保護者、小学生、
中学生、高校生、地域住民

60 実験で知る地形のでき方 山縣　耕太郎　教授
教員、保護者、小学生、
中学生、高校生

61 地域の地形・地質の野外観察 山縣　耕太郎　教授
教員、保護者、幼児、小学生、
中学生、高校生、地域住民

62 光の性質 小川　佳宏　教授
教員、保護者、中学生、
高校生、地域住民

63 出前実験 小川　佳宏　教授
教員、保護者、小学生、中学生、
高校生、地域住民、企業

音
楽

64 歌唱・合唱講座 上野　正人　副学長
教員、小学生、中学生、
高校生、大学生、地域住民

65 合奏の基礎－その目的と効率的な方法－ 長谷川　正規　准教授 小学生、中学生、高校生

66 吹奏楽における作品演奏の実践 長谷川　正規　准教授 小学生、中学生、高校生

67 〈ガムラン〉に触れてみよう 玉村　恭　准教授
教員、保護者、小学生、
中学生、高校生、地域住民

68 和楽器・日本音楽の世界 玉村　恭　准教授
教員、保護者、小学生、
中学生、高校生、地域住民

美
術
・
工
作

69 つくり表すこと
―〈私〉と他者との出合いと共感的世界

松本　健義　教授
教員、保育士、保護者、
小学生、中学生、
高校生、地域住民

70 日本画制作～岩絵具と膠で絵を描いてみる 洞谷　亜里佐　教授
教員、小学生、中学生、
高校生、地域住民

71 木材の性質と木工作を学ぶ 東原　貴志　教授
小学生（3～6年生）、
中学生、高校生

72 「○○」を描くコツ 伊藤　将和　准教授
教員、小学生、中学生、
高校生

73 「現代美術」はわからない？！ 伊藤　将和　准教授
教員、小学生（高学年）、
中学生、高校生

74 思いをカタチに
～石ころアートワークショップ～

栗林　育雄　特任准教授
教員、保護者、小学生、
中学生、高校生、地域住民

体
育

75 動きつくり～動きを豊かにしよう～ 周東　和好　教授
幼児、小学生、中学生、
高校生（教員、保護者）

76 体つくり～体調の整え方～ 周東　和好　教授 地域住民、企業

77 やわらかなからだ～柔軟プログラムの提供～ 周東　和好　教授
幼児、小学生、中学生、
高校生、地域住民、企業

78 トップアスリートのつよさの秘密
－身体組成データを中心として－

竹野　欽昭　准教授 高校生

79 スポーツ・運動ができる・上手くなる過程 長谷川　晃一　助教
教員、保護者、中学生、
高校生、地域住民、企業

80 スポーツ・運動の指導者にとって必要な能力 長谷川　晃一　助教
教員、保護者、
地域住民、企業

81 現代的なリズムのダンスの導入 長谷川　晃一　助教 教員、中学生

82 体操の補助 長谷川　晃一　助教
教員、小学生、中学生、
企業

健
康 83 笑いヨガ（笑いの健康法）で明るく楽しく元気に！ 田島　弘司　教授

教員、保護者、幼児、小学生、
中学生、高校生、地域住民、企業、
高齢者施設等の各種施設

出前講座テーマ等一覧（各講座の詳細は、ホームペ－ジをご覧ください。）
大学 HP


