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７月の自主セミナーのご案内 

(1)上越音楽授業研究サークル① 

○「簡単！指導しやすい！聴き映えする！～音楽会のおすすめの曲」紹介します（コロナ禍における発表の場や音楽会の運

営の工夫についても情報交換しましょう）。 

○日頃の音楽授業についての質問コーナー、相談コーナーもあります。 

講師：上越市立柿崎小学校 小林 順子 

日時：７月 6 日(水） 18:30～20:00  会場：ICT 研修室   定員：20 人 

(2) 小学校 通常の学級における特別支援教育④ 

通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童の理解と指導・支援について、講話と参加者同士の意見交換を通

し、自学級の実践に役立てましょう。 

講師：上越教育大学准教授 関原 真紀  

日時：７月 6 日(水） 18:30～20:00  会場：コラボ室２   定員：10 人 

(3) 街中でも観察できる季節ごとの星座と惑星② 

夏の大三角、いて座やさそり座など夏の星座、上弦の月の観察を行います。雨天、曇天の場合、月の観察の仕方や授業づ

くりの情報提供、天体望遠鏡の操作実習等を行います。参加者には児童生徒向けの観望会資料等の配布、星座早見盤と櫛

池隕石のパンフレットをプレゼントします。 

開催時間中であれば夜空の観望のみの参加も可能です。その場合も事前にお申し込み等ご連絡ください。 

講師：上越天文教育研究会 稲葉 浩一 

日時：7 月 6 日(水) 19:00～20:30    

会場：ライブラリー室  定員：10 人 

(4) 学校における食育の実践と評価④（ハイブリッドセミナー） 

このセミナーは、学校現場で行われている「学級担任と栄養教諭が連携した食に関する指導」や「学校給食を活用した食に

関する指導」の事例等を持ち寄り、より効果的に実践を進めていくための方法や理論、そして食育の評価について参加者み

んなで検討していきます。セミナーは各回完結型で１回のみの参加も大歓迎です。 

本セミナーは対面式とオンライン（Zoom）の両方で実施します。オンラインでの参加をお申し込みの方は必要事項をご記入

の上、次のアドレスへメールをお送りください。Email アドレス：infoeduc@juen.ac.jp  必要事項：①学校における食育

の実践と評価②氏名 ③所属先 ④連絡先メールアドレス 

講師：上越教育大学教授 野口 孝則 妙高市立新井中央小学校教諭 岡田 小野江 

   上越市立大手町小学校教諭 中野 裕美 県立上越特別支援学校教諭 滝澤 悟  

日時：7 月 13 日(水) 18:30～20:00     

会場：セミナー室１   定員：対面 10 人 オンライン 20 人 
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(5) これからの保育と幼小接続を考えるセミナー③（ハイブリッドセミナー） 
就学前施設（幼稚園・保育所・認定こども園等）の保育者と、小学校教員及び教育委員会等を対象に、これからの保育や幼

小接続のあり方について、講話やディスカッションを通して共に語り合い、考えるセミナーです。 

本セミナーは対面式とオンライン（Zoom）の両方で実施します。オンラインでの参加をお申し込みの方は必要事項をご記入

の上、次のアドレスへメールをお送りください。Email アドレス：infoeduc@juen.ac.jp  必要事項：①幼小接続を考える

セミナー②氏名 ③所属先 ④連絡先メールアドレス 

幼小の接続について アプローチカリキュラム・スタートカリキュラムを語り合おう 

主催者：上越教育大学准教授 山口 美和 NPO 法人緑とくらしの学校森のこども園てくてく理事長 小菅 江美 

    上越教育大学特任教授 平間 えり子 

日時：7 月 20 日(水) 18:30～20:00 会場：セミナー室１ 定員：対面３0 人 オンラインは定員なし 

(6) はじめてのオンライン授業学習会④（オンライン） 

この数年にオンライン授業が急速に広まりました。ただ中にはあまり使用していない人、ICT 機器が苦手な人もいます。そ

こで様々な機器やアプリの使い方から確かめ合うセミナーを行います。気軽にご参加ください。 

講師：上越教育大学特任准教授 谷内 卓生 

日時：7 月 20 日(水)  18:30～20:00  定員：なし 

本セミナーはオンライン(Zoom)で実施します。 

HP からお申し込みの方へはご登録のメールアドレスへ配信先の情報をお知らせします。メールでお申し込みの方は必要事

項をご記入の上、次のアドレスへお送りください。Email アドレス：infoeduc@juen.ac.jp 必要事項：①はじめてのオン

ライン授業学習会○月○日 ②氏名 ③所属先 ④連絡先メールアドレス 

(7) 教育サークル sky-high！④ 
｢授業力」を上げたい教師・教師を目指す人たちが集まる教育サークルです。現職教員だけでなく、学部生や大学院生、一

般の方も参加できます。 

主な内容は、模擬授業やその検討です。子供対応（特別支援対応）や学級経営の相談、読書会、セミナーの講座内容検討、

各種たよりの検討等も可能です。 

是非、気軽にご参加ください。共に学び、高め合っていきましょう！  

講師：県立上越特別支援学校教諭 野田 晴高 

日時：７月 20 日(水)  18:30～20:00     会場：コラボ室１   定員：10 人 

(8) 夕暮れの自然観察講座③ 

季節を変えて附属小学校と高田公園外堀の周辺を歩きながら自然観察を行い、野外での ICT活用も研修します。 

荒天の場合は室内で、センター周辺に生育・生息する動植物の観察をします。 

講師：上越教育大学教授 五百川 裕 

日時：7 月 20 日(水) 18:30～20:00 会場：ICT 研修室 定員：10 人 定員に達したため募集を中止しています。 

(9) 教育×ホワイトボード・ミーティングⓇ気軽な勉強会④ 

授業や会議に活用できる効率的、効果的な話し合いの技法であり、ファシリテーション技術の一つである「ホワイトボー

ド・ミーティングⓇ」の進行技術の習得をめざします。合意形成や課題解決に有効な会議フレームの進め方を練習し、授業

における子どもたちの主体的な話し合いの進め方や実践紹介、教職員の会議の進め方などを学びます。 

講師：上越教育大学教授 ホワイトボード・ミーティングⓇ認定講師 大場 浩正 

日時：7 月 20 日(水) 18:30～20:00    会場：ライブラリー室 定員：10 人 
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(10) 読みの会｢パステル｣④（ハイブリッドセミナー） 

国語の読みの力に関わる実践や研究について情報交換するセミナーです。学習者一人一人が自分の読みを形成するための

「読みレコ」という方法についても話します。 

本セミナーは対面式とオンライン（Zoom）の両方で実施します。オンラインでの参加をお申し込みの方は必要事項をご記入

の上、次のアドレスへメールをお送りください。Email アドレス：infoeduc@juen.ac.jp  必要事項：①読みの会パステル

②氏名 ③所属先 ④連絡先メールアドレス 

講師：上越教育大学特任准教授 谷内 卓生 

日時：7 月 2２日(金)  18:30～20:00  会場：セミナー室１ 定員：対面 15 人 オンラインは定員なし 

(11) 英語授業 de インクルーシブ教育 実践研究会③（ハイブリッドセミナー） 

学校現場の英語授業において、インクルーシブな教育実践のさまざまな取組や課題について話し合います。また、その推進

のために私たち教育従事者ができることを考えていきます。参加者一人一人にとって有意義な時間となるよう、要望に合わ

せて具体的な内容を決めていきます。 

本セミナーは対面式とオンライン（Zoom）の両方で実施します。オンラインでの参加をお申し込みの方は必要事項をご記入

の上、次のアドレスへメールをお送りください。Email アドレス：infoeduc@juen.ac.jp 必要事項：①英語 de インクルー

シブ教育実践研究会②氏名 ③所属先 ④連絡先メールアドレス 

講師：上越教育大学助教 瀧澤 典子 

日時：７月 2７日(水)  18:30～20:00  会場：セミナー室１ 定員：対面 20 人 オンライン 20 人 

(12) ｢特別支援教育×ICT｣学習会④ 

今回のテーマは「アクセシビリティ」です。iPad には、多くのアクセシビリティ機能が備わっていて視覚、身体と動き、

聴覚、および学習上のニーズに配慮しています。そのような iPad の基本設定について、実際に操作しながら子どもの特性

や使う目的に合わせて変更する体験を行います。iPadをお持ちの方は持参してください。 

講師：県立はまなす特別支援学校教諭 尾原 祥弘 

日時：７月 27 日(水） 18:30～20:00 会場：ICT 研修室  定員：10 人 

(13) 算数科指導案づくりセミナー（若手教員・学生限定） 

２学期に研究授業がある先生、教育実習がある学生の皆さんに向けたセミナーです。算数には謎解きのような楽しさがあり

ます。仲間と一緒に習ったことを駆使して問題解決していくワクワクがあります。そんな授業のポイントをお話しします。 

講師：上越教育大学特任准教授 谷内 卓生 

日時：7 月 27 日(水)  18:30～20:00  会場：セミナー室２ 定員：30 人 

 

自主セミナーの予定は順次お知らせしていきます。セミナーの内容詳細や 

参加申し込みは学教センターHP へ GO！ http://www.educ.juen.ac.jp  

TEL:025-525-9147 / FAX:025-525-9860 / Email:infoeduc@juen.ac.jp 

センター開場は１８：００からとなります。 
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