平成２９年度 兵庫県立大学教員免許状更新講習

（選択領域）教育現場でのマネジメント
２０１７．７・２２（土） 神戸商科キャンパス

担当講師 経済学部教授 石田 潤・経営学部教授 加納 郁也
看護学部教授 池田 雅則

【講義概要】

平成２９年度は経済・経営・看護学部の教授による講義が行われました。

生徒のやる気を高めるにはどうすればよいか、

時間割

効果的な授業方法とはどのようなものなのか、

第１講「やる気のマネジメント」

経営学部教授 加納 郁也

教育目標の実現に向けて教育課程をいかに

第２講「授業方法のマネジメント」

経済学部教授 石田

実践･運営していけばよいのか、などについて

第３講「カリキュラムのマネジメント」

看護学部教授 池田 雅則

潤

“マネジメント”の観点から論じる。

＜講習に期待すること＞
●色んな視点から客観的に物事を見る事が出来るようなヒントを得たい。
●やる気のない生徒に対しての授業方法。

ういて ２９

●マネジメントの理論と実践について、具体例を教えて欲しい。

＜＜
●生徒が興味を持って取り組める授業作りの方法を学びたい。
●現場で実践されていることを、他校の例を聞きたい。●業務改善へのヒントを得たい。
●多様な生徒に対応できる効果的なマネジメント方法を知りたい。

＜受講して更に詳しく知りたいと思ったこと＞
●モチベーションが向上する具体例を知りたい。
●行動心理学の観点は、学校現場でも役に立つと思うので、もっと深く知りたいと思った。
●企業ではどのような取り組みで、社員たちのモチベーションが上がったのか具体的に知りたい。
●授業方法のマネジメントに非常に興味をもった。
●カリキュラムマネジメントの具体的な進め方。

＜受講して良かったこと＞
●現代の教育を取り巻く事柄について、知識を整理し顧みるいい機会になった。
●学習指導要綱の改訂のポイントが多岐に渡って詳細に理解できたこと。
●テーマに一貫性があり色々な面で学べた。
●授業の目的達成までの視点や、方向性についてのマネジメントが必要だと分かった。
●アクティブラーニングの本格的な意味が分かった。
●視点を変えて教育現場を見ることができた。

＜気づいたこと・改善して欲しいこと＞
●記述式の試験は講義ごとにして欲しかった。

●グループワークなどの時間があればよかった。

●会場までの立て看板がとても助かりました。
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平成２９年度 兵庨県立大学教員免許状更新講習

（選択領域）食品の美味しさと健康
２０１７．８・１（火） 姫路環境人間キャンパス

担当講師 環境人間学部 教授 村上 明・吉村 美紀
加藤 陽二

平成２９年度は環境人間学部、３名の教授による講義が行われました
【講義概要】
体に良い食品を美味しく食べることは、児童生徒の成長

時間割

と情緒の発達において重要である。本講習では、食の

第１講「野菜が健康に良い理由を求めて考え直す」 教授 村上 明

授業づくりや学校給食などに活用が可能な知識として

第２講「食品の美味しさとテクスチャー」

食品の二次機能（嗜好性・おいしさ）から三次機能（生理

第３講「切ったリンゴはなぜ茶色くなるのか？

作用）までを講義と実習を通じて学ぶことを目的とする。

教授 吉村 美紀

褐変反応とそのコントロール」 教授 加藤 陽二

＜講習に期待すること＞
●最新の情報を得たい

●教育現場はもちろん、日常にも生かせる内容を期待しています。

●食育を推進するにあたり、参考になる内容だと嬉しいです。

ういて ２９

●食品、食材のもつ栄養をより効果的に吸収するための組み合わせや、方法などを知りたいです。

＜＜
●今後の給食作りや食育の授業に役立つ内容。

とい
●食品の嗜好品と好き嫌いの関係、また好き嫌いを改善するヒントを見つけたい。
●保育所で食育に取り組んでいるので、知識を深め持ち帰りたい。

＜受講して更に詳しく知りたいと思ったこと＞
●現在の食の安全性など、もっと敏感にならないといけないと思った。
●年齢によって美味しく食べることに違いがあると分かったので、もっと詳しく知りたいと思った。
●食品のフレーバーとテクスチャーに関して更に興味が持てた。
●健康食品のことをもう少し詳しく知りたかった。

●幼児期の食事の子供への影響は詳しく聞きたい。

＜受講して良かったこと＞
●学生時代学んだことの再確認と近年新たに加わったことを学べて良かった。
●スライドや資料が丁寧で、講義内容が分かりやすかった。
●座学ばかりではなく、実験がとても興味深く、たくさんの情報を教えて頂いた。
●忙しさを理由に食事がいい加減になっていましたが、振り返るいい機会になりました。
●妊娠中のダイエットの危険性など知ることが出来、伝えていきたいと思った。
●大学時代に戻ったように、久しぶりに講義を聞いて楽しく勉強できた。
●健康食品、トクホについて知らなかったことが知れた。

＜気づいたこと・改善して欲しいこと＞
●試験方法を事前に教えて欲しかった。●栄養教諭が受講できる講座を増やして欲しい。
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平成２９年春

神戸防災キャンパス

平成２９年度 兵庫県立大学教員免許状更新講習

減災復興政策研究科を開設しました

（選択領域）学校における防災教育の基礎
２０１７．８．４（金） 神戸防災キャンパス
担当講師

減災復興政策研究科 教授 森永速男、講師 宮本匠
准教授 浦川豪

【講義内容】

阪神淡路大震災、東日本大震災、新潟中越地震、熊本地震等復興に携わってこられた先生方による講義が行われました。

児童・生徒に対する防災教育に関する基礎的知識の修得を目
的とし、以下の内容について講義する。
１ 防災教育の目指す教育目標等について説明する。
２ 防災教育に求められる視点について説明する。
３ 災害発生のメカニズムの理論：災害メカニズムの理論につい
て、分かりやすく説明する。
４ 防災・減災のための情報活用：防災・減災のための情報の活
用に関する実例を紹介する。
５ 防災教育教材の体験：カードゲームなど、防災教育に役立つ
教材について実際に体験する。

時間割
第１講 防災教育の目指す教育目標について

減災復興政策研究科 教授 森永 速男

第２講 防災教育に求められる視点について

減災復興政策研究科 講師 宮本 匠

第３講 災害メカニズムの理解

減災復興政策研究科 教授 森永 速男

第４講 防災・減災のための情報活用

減災復興政策研究所 准教授 浦川 豪

第５講 防災教育教材の体験

森永・浦川・宮本

＜講習に期待すること＞
●学校現場ですぐに実践できる内容。 ●災害時の対応策を具体的に知りたい。 ●最新の情報を知りたい。
●生徒だけでなく教員の防災意識の高め方。

ｂおうさい大切なんげん

●災害のメカニズムを知り、防災教育について具体的に学びたい。

＜受講して更に詳しく知りたいと思ったこと＞
●ＧＩＳの使い方と発展について、もう少し詳しく知りたい。
●防災マニュアルの見直し、避難訓練の考え方のポイント
●学校で実際にされている防災教育について。
●大学生が関わった被災地のその後。

●災害メカニズムの話をもっと詳しく知りたい。

●災害時に起こりうる混乱、パニックへの対応はどうすればよいのか知りたくなった。 ●減災の視点を大切にした地域や保護者に考えて貰える教材や事例。
●クロスロードを実践した学校の生徒児童の話し合いの内容を知りたかった。 ●勤務校が避難所になった時、行政がくるまでに何をすべきか初期対応の具体例。

＜受講して良かったこと＞
●神戸が自然の営みでできた街である、ということが分かり生徒に伝えたいです。
●東日本大震災のボランティア活動の記録を通して、災害時やその後にコミュニケーションが一番大切だと気付かされました。
●グループワークのディスカッションで色々な考え方があり、新たな気づきがたくさんあった。
●震災後の復興や避難所での様子で知らなかったこと、現実の課題を知ることができた。
●クロスロードゲームを教科活動の中に取り入れるきっかけをつかめました。
●人と人とのつながりの大切さを改めて学んだ。

＜気づいたこと、改善して欲しいこと＞
●講習開始時間がもう少し早い方がいい。
●演習（ワークショップ）をもう少し取り入れて頂けたらよかった。
●内容が沢山だったので、配布された資料に出ているものを網羅できるようにして欲しい
●南海トラフなど地域的に身近な地震に関することをより詳しく教えて欲しかった。
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平成２９年度 兵庫県立大学教員免許状更新講習

（選択領域）学校における地域教育の基礎
２０１７．８・４（金） 豊岡ｼﾞｵ・コウノトリキャンパス
（担当講師）

地域資源マネジメント研究科教授 江﨑 保男・井口 博夫・中井 淳史・佐川 志朗
地域資源マネジメント研究科准教授 大迫 義人・先山 徹・内藤 和明・山室 敦嗣
地域資源マネジメント研究科講師 松原 典孝・菊池 義浩

【講義概要】

地域資源マネジメント研究科、教授陣１０名による講義が行われました

児童・生徒に対する地域教育に関する基礎的知識の修
得を目的とし、以下の内容について講義する。
１ 「地域資源」とは？：地域資源を生かした地域教育の
目標、効果等について説明する。
２ 地域資源の活用について（３つのプログラムに分かれる）
Ａ：地域の自然資源活用‐地質・地形資源とその活用例
Ｂ：地域の自然資源活用‐コウノトリの野生復帰と地域資源化
Ｃ：地域の社会・文化資源活用‐歴史遺産
３ Ａ、Ｂ、Ｃのプログラムごとに地域資源の活用についての
実習・演習を行う。

時間割
第１講 「地域資源とは？」
第２講 「地域資源の活用について」
第３講 「実習・演習」
Ａ：地域の自然資源活用実習～ジオ・パーク～
Ｂ：地域の自然資源活用実習～地域の生態系と野生復帰～
Ｃ：地域の社会・文化資源活用

＜講習に期待すること＞

ういて ２９

●水生動物の調査結果からみる地域の水質分析の方法を学びたい。

＜＜
●地域の文化資源を授業に取り入れる方法を学びたい。

とい
●但馬の自然を生かした教育活動を受講したい。
●めずらしい水生昆虫など、面白い生態などが知りたい。
●但馬の豊かな自然を観察する視点を実習を通して教えて頂きたい。

＜受講して更に詳しく知りたいと思ったこと＞
●但馬、豊岡地域の社会資源や人材資源について知りたい。
●地域の価値であるジオ・パークを小学生に分かりやすく伝える方法について教えて欲しい。
●気候や地形に基づいて郷土の生活が成りたち歴史になっていることが分かった。
●「伝承」のお話をもっと詳しく知りたかったです。
●地域資源、文化資源活用について。

＜受講して良かったこと＞
●現地に出向いての講習はとても良かった。
●グループディスカッションにより、濃い議論ができた。
●野外活動では時間的なゆとりもあり、とても丁寧に詳しく話を聞くことができました。
●グループワークで、他校種の先生方と意見が伺えたこと。
●コウノトリについて、詳しく知ることができた。

＜気づいたこと・改善して欲しいこと＞
●竹野海岸周辺での活動もぜひ取り入れて欲しい。
●暑い中でしたが、フィールドワークの際講師の先生が何度も優しい声を掛けて下さり、嬉しかったです。
●開始時間、終了時間を早くして欲しい。

公立大学法人兵庫県立大学

平成２９年度 兵庫県立大学教員免許状更新講習

（選択領域）科学の最前線２０１７
２０１７．８・１８（金） 播磨理学キャンパス

担当講師

物質理学研究科教授

楳田 登美男

生命理学研究科教授

西谷 秀男

物質理学研究科、生命理学研究科の教授が理科教諭向けの講習を行いました
【講義概要】
時間割

１．Google 検索で使われている数学の基本的なアイデ

第１講「インターネットを支える数学」
ィア。またインターネット・バンキングなどに欠かせない暗
第２講「生命の連続性：細胞増殖」

号の数学的仕組みの基本的な考え方。

第３講「細胞増殖の制御機能」

2. 生命活動の基本体である細胞の増殖と遺伝情報の
維持による生命の連続性についての概要、さらに、
それらに関わる主要タンパク質の機能と制御機構お
よびその破綻による細胞のがん化についての知見。

ういて ２９
＜講習に期待すること＞
＜＜
●高校の学習内容との繋がりがあることを多く知りたい。

とい

●学校の授業にフィールドバックできるような話題。
●理科を学ぶことが中学生にも役立つと実感でき、人類の存続や発展に不可欠
であるような内容。
●教育現場では扱われていない最新の理論。
●受講後に科学の引き出しが増えること。

＜受講して更に詳しく知りたいと思ったこと＞
●量子コンピューターの仕組みについて。
●ＤＮＡ複製を一度に限定するライセンス化制御機能について。
●放射線の生命線に関わる影響。
●ＤＮＡの均等な配分仕組みについて。
●放射線の生命体に関わる影響。

＜受講して良かったこと＞
●インターネットの暗証番号の暗号化などの理論が、３５０年前のものがヒントになっていることが分かり
数学を学ぶ意欲に繋がることが分かった。●最新の研究内容や専門外の内容に触れられたこと。
●インターネットにおける暗号化について、とても興味深い内容でした。
●複製についてマクロな視点で学べたので良かった。

＜気づいたこと・改善して欲しいこと＞
●短時間でもよいので、演習があれば、と思いました。 ●レジュメがあれば、講習の流れをより理解できると思った。

公立大学法人兵庫県立大学

