
実施予定日 講座名 主催機関 実施内容 場所 参加者数上限 備考

４/２２（日）
午前

CST連絡協議会 岐阜大学
・事業報告と事業計画
・新規認定者の紹介
・ＣＳＴ認定者・受講者の実践発表

岐阜大学 希望者

５/１１　(金） 知識・技能講座 岐阜県教育委員会
博物館活用講座（岐阜県博物館）
～自然観察やバックヤード見学～

岐阜県博物館 ２０名
・中級養成プログラム 　（博物館等連携講座）
　講師　可児　美紀　氏

５/２６（土） 岐阜大学講座 岐阜大学 石徹白・山野草と山菜の観察会 郡上市石徹白（現地集合） 講師　岐阜大学准教授　須山 知香

６/３　(日） 岐阜大学講座 岐阜大学
CST指導者研修会
～授業分析からの指導・助言～

岐阜大学 10名
・上級養成プログラム講座（必須）
講師　　岐阜大学教育学部　　教育研修課　課長補佐

６月-７月 岐阜大学講座 岐阜大学
教材としてのメダカの取り扱いと
卵の顕微鏡観察講習

岐阜大学
講師　岐阜大学教授　古屋 康則
日程は参加希望者と相談して決定する。

６/２５　(月）
午後

理科教育講座 岐阜県教育委員会
（小・中）
理科教育講座①
～「CST　中級プログラム」～

岐阜県総合教育センター 約９０名 ・中級養成プログラム講座（必須）

６/１５　(金）
午後

知識・技能講座 岐阜県教育委員会 エコ・サイエンス体験講座
「アルミニウム、吸水性ポリマーの再利用」

サイエンスワールド ２０名
・中級養成プログラム
（博物館等連携講座）講師　東　啓一　氏

６月 研修会等の講師 岐阜県教育委員会 サイエンスワールド「工房アラカルト」 サイエンスワールド 講師２名 ＣＳＴ上級、中級認定者及び登録者２名が講師

６／２７（水）
午後

知識・技能講座 岐阜県教育委員会
先端科学技術体験講座
「酸化チタンによる光触媒作用」

サイエンスワールド ２０名 ・中級養成プログラム

７月-１２月 岐阜大学講座 岐阜大学
授業内容，教材，教育研究，論文作成
等の相談会

岐阜大学
新規開講。
日程は参加希望者と相談して決定する。

７／２４(火）
７／２５(水）
７／３０(月）
７／３１(火）

研修会等の講師 岐阜県教育委員会 小学校理科観察実験技能向上講座

岐阜： 羽島市立中島中学校
西濃： 大垣市立興文中学校
美濃・可茂： 関市立小金田中学校
東濃・飛騨： 土岐市立土岐津中学校

指名された者

・ＣＳＴ中級・上級認定者及び登録者が講師
・観察、実験の技能を習得したり、高めたりしたいと考えて
いる小学校・義務教育学校・特別支援学校小学部の教員
を対象とした講座の運営を行う。

７/２３（月） 理科教育講座 岐阜県教育委員会
（小）理科教育講座（午前）
（中）理科教育講座（午後）

岐阜県総合教育センター
３０名
３０名

・中級養成プログラム講座（必須）

８月中旬 知識・技能講座
小学校理科研究会
中学校理科研究会

中理研・自主研究発表会 岐阜大学 ・中級養成プログラム

８月下旬 審査 岐阜県教育委員会
科学の甲子園ジュニア
地区大会・県大会・全国大会

各教育事務所
岐阜大学　教育学部

６地区から各２
名

・各教育事務所理科教育担当主事が主担当
・地区大会でCST認定者及び登録者が審査員として協力

９月下旬（土・日） 岐阜大学講座 岐阜大学
「課題別実践研究協議」研究、実践、
論文作成に関わる相談等

岐阜大学 １名 講師　岐阜大学教員

１０/４(木） 知識・技能講座 岐阜県教育委員会
博物館活用講座（瑞浪市化石博物館）
～地層見学と化石採集～

瑞浪市化石博物館 ２０名
・中級養成プログラム 　（博物館等連携講座）
　講師　安藤 佑介 氏

１０月
指導者研修講座
知識・技能講座

岐阜大学 長良川の自然観察 長良川流域 ２５名
・上級養成プログラム　・中級養成プログラム
　講師　名古屋女子大学　准教授　小椋郁夫氏，他３名

１０/２４ (水） 知識・技能講座 岐阜県教育委員会
博物館活用講座（岐阜県博物館）
～自然観察やバックヤード見学～

岐阜県博物館 ２０名
・中級養成プログラム 　（博物館等連携講座）
　講師　可児　美紀　氏

１０/２６（金） 理科教育講座 岐阜県教育委員会 （小）理科教育講座③ 岐阜県総合教育センター ３０名 ・中級養成プログラム講座（必須）

１１/１ （木） 理科教育講座 岐阜県教育委員会 （中）理科教育講座③ 岐阜県総合教育センター ３０名 ・中級養成プログラム講座（必須）

１１月～１２月 研修会等の講師 岐阜県教育委員会
サイエンスワールド「工房アラカルト」
（予定）

サイエンスワールド 講師２名 ＣＳＴ上級、中級認定者及び登録者２名が講師

１１/８(木）
午後

知識・技能講座 岐阜県教育委員会
先端科学技術体験講座
「燃料電池、温度差発電」

サイエンスワールド ２０名 ・中級養成プログラム

１１/１２ (月）
１１/１９（月）

知識・技能講座 岐阜県教育委員会
自然体験講座
（２日間セット研修）

森林文化アカデミー １５名 ・中級養成プログラム （博物館等連携講座）

１１/１６　(金）
午後

知識・技能講座 岐阜県教育委員会
エコ・サイエンス体験講座
「紙と粘土の再利用」

サイエンスワールド ２０名
・中級養成プログラム （博物館等連携講座）
　講師　東　啓一　氏

１０月-１１月 岐阜大学講座 岐阜大学
「課題別実践研究協議」研究、実践、
論文作成に関わる相談等

岐阜大学 ２名 講師　岐阜大学教員

１月-２月 岐阜大学講座 岐阜大学 放射線・エネルギーについての勉強会 岐阜大学 ５名 講師　岐阜大学准教授　中村　琢

１/２９　(火） 理科教育講座 岐阜県教育委員会
（小・中）理科教育講座④
科学教育シンポジウム（高等学校）

岐阜県総合教育センター 約９０名
・中級養成プログラム講座（必須）
・講演　　文部科学省　教科調査官　藤枝　秀樹　氏

１月中

２月～３月 研修会等の講師 岐阜県教育委員会 サイエンスワールド「工房アラカルト」 サイエンスワールド 講師２名 ＣＳＴ上級、中級認定者及び登録者２名が講師

２/１（金） 事務 岐阜県教育委員会
岐阜ＣＳＴ認定について（理科教育担
当指導主事研修会）

岐阜県総合教育センター
・理科担当指導主事研修会で検討
・県小中理研会長への説明

２月下旬 事務 岐阜大学 岐阜ＣＳＴ事業運営委員会 岐阜県総合教育センター 総合教育センター（国際情報研究室）にて

３月中旬 事務 岐阜大学 ＣＳＴ修了認定書の授与 各所属長を通じて本人へ

随時実施 研修会等の講師 岐阜大学
自主研修会（上級、中級認定者講師に
よる）

県内各地・勤務校等 CST認定者による主体的な研修

                          平成30年度　岐阜ＣＳＴ事業計画                     
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ＣＳＴ認定審査申請期間    【 実績報告書提出〆切  1月末日 】　提出先：岐阜大学（岐阜CST事業事務局）


