
2019 年度 教授システム学専攻  公開学位審査会

日時： 2019 年2月1日(土) 08:50-16:00
場所： 熊本大学  くすのき会館レセプションルーム

[プログラム ]
発表時間：1人当たり25分（10分発表、一般質疑 10分、審査委員質疑 4分、交代1分）

[公開学位審査会  進行予定 ]

時間 発表者 論文題目 主査&司会

8:50 開会と諸注意 (10分)

9:00 工藤 由美子

小学校教員とALT との授業打合せのための研修設計 -外国語不安の軽減を中心に -
Training design for class meetings of elementary school teachers together with the 
ALTs -Focusing on reducing foreign language anxieties- 都竹

9:25 小池 啓子

中堅看護師の行動変容を促す院内教育担当者向け研修支援パッケージの開発  -
キャリアラダーとアクションプラン活用型研修の提案 -
Development of a training support package for in-hospital educators to encourage 
mid-career nurses to change their behavior -Proposal of training utilizing career 
ladder and action plan- 鈴木

9:50 立和名 房子

初任日本語教師のための教案作成支援ツールの開発  学習目標・評価・練習の整合
性の取れた授業設計を目指して
Development of Lesson Plan Creation Support Tools for Newly Appointed 
Japanese Language Teachers
For Class Design of Consistent Learning Goals, Evaluation and Practice 平岡

10:15 休憩(10分)

10:25 富永 志津江

職業訓練受講生のキャリアシート作成を支援するジョブエイドの開発  ーコンセプトマッ
プ表現による職業情報提示の試みー
Development of Job Aid to support vocational training participants make carrier 
sheets. :Trial of the vocational information presentation use of Concept Map Form. 都竹

10:50 加嶋 多恵

GBS教材を用いた患者対応スキル向上のための授業設計  ―看護学生のための患
者安全教育―
Class Design to Improve Patient Response Skills Using GBS Teaching Materials - 
Patient Safety Education for Nursing Students - 都竹

11:15 休憩(5分)

11:20 高瀬 良重

小学校教員のための学校図書館活用支援ツールの開発と評価  ―授業における学校
図書館活用のための知的技能の習得を目指して ―
Development and Evaluation of a support tool for school library utilization for 
elementary school teachers - Aiming at acquiring intellectual skills for the use of 
school libraries 平岡

11:45 金武 雅美

GBS理論を応用した日本語支援員養成プログラムの eラーニングの教材  -外国人児
童生徒等の支援を目的として -
Proposal of e-learning teaching materials for Japanese language suppoter training 
program applying GBS theory
-For the purpose of supporting foreign students- 平岡

12:10 昼食

13:10 宮道 亮輔

コンピテンシーに基づいた経験学習の実践支援  -ICLS指導者養成ワークショップの設
計・開発-
Practical support for experiential learning based on competency -Design and 
development of ICLS instructor training workshop- 久保田

13:35 伊藤 洋一

合意形成過程を伴う研修の精緻化理論に基づく再設計  - データモデリング入門コー
スを題材にして  –
Redesign of a Training with Consensus Building Processes Using the Elaboration 
Theory- Concerning an Introductory Course of Data Modeling - 久保田

14:00 増永 恵子

ID第一原理を活用したリーダー看護師育成の事前教育教材の開発  -マネジメント業
務に焦点をあてて -
Development of Pre-training Material for Leader Nurse Training by the First 
Principles of Instruction
-Focusing on Management Works- 久保田

14:25 休憩(10分)



14:35 清水 久輝

ルーブリック評価における評価者と被評価者間のバラツキを抑制するためのチェック
リスト開発  と研修設計
Development of Checklist and Training Design to Prevent Variation between 
Evaluator and Evaluatee in Rubric Evaluation 久保田

15:00 生田 正美

救急臨床現場で役立つ新聞デジタルアーカイブの開発 ~二次救急看護師のための研
修以外 での人材育成~
Development of newspaper digital archive useful in emergency clinical settings
~Toward training for secondary emergency nurses without ordinary face-to-face 
meetings~ 喜多

15:25 高畠(倉本)知佳

ARCS モデルに基づく歯科矯正治療の患者教育用オンラインコンテンツの開発
Development of online content for orthodontic patient education based on ARCS 
model 喜多

15:50 閉会(5分)


