
令和４年度菊池市キクロスカレッジ講座シラバス 

【基礎講座】                                                   会場：中央公民館 

月 日 時 間 講座名 内 容 講 師 会場 

６月 ４日 

（土） 

9:00～ 9:30 開講式 
学長挨拶 

オリエンテーション 
キクロスカレッジ事務局 大研修室 

9:40～11:10 基調講演 
郷土愛と自主・自立の精神に富む人財を育成し、市民力

を活用した地域づくりについて学ぶ 
菊池市長   江頭 実 大研修室 

11:30～12:15 菊池市生涯学習マイスターとは 
生涯学習・社会教育を基盤にした「人づくり、つながり

づくり、地域づくり」を進めるマイスターについて学ぶ 

キクロスカレッジ 

事務局長  吉川 良二 
大研修室 

６月１８日 

（土） 

9:00～10:30 生涯学習・社会教育の基礎知識 
今、求められている「生涯学習・社会教育」について、

基礎知識について学ぶ 

熊本大学 

 名誉教授  古賀 倫嗣 
中研修室 

10:45～12:15 社会の変化と地域課題 
急速な社会変化、コロナ禍がもたらした変化によって表

出してきた地域課題について学ぶ 

熊本大学 

 名誉教授  古賀 倫嗣 
中研修室 

７月 ２日 

（土） 

9:00～10:30 リーダーシップ論 
市民活動をリードするために必要な資質・能力について

学ぶ 

熊本大学 

 名誉教授  吉田 道雄 
中研修室 

10:45～12:15 コミュニケーション力 
人とつながり、人と人とをつなぐために必要となるコミ

ュニケーション力について学ぶ 

熊本大学 

 名誉教授  吉田 道雄 
中研修室 

７月１６日 

（土） 

9:00～10:30 学習活動推進に関する基礎知識 
市民の主体的な活動を推進するための基礎知識について

学ぶ 

熊本大学大学院 

 准教授   田中 尚人 
中研修室 

10:45～12:15 連携・協働のコーディネート力 
市民の主体的な活動を促進する連携・協働について、そ

のコーディネートの在り方について学ぶ 

熊本大学大学院 

 准教授   田中 尚人 
中研修室 

８月 ６日 

（土） 

9:00～10:30 プレゼンテーションとは 
プレゼンテーションの目的、効果等について、その基本

を学ぶ 

 ＊現在、選定中 
中研修室 

10:45～12:15 プレゼンテーションスキル 
より分かりやすく伝えるための実践力、必要なスキルに

ついて学ぶ 

 ＊現在、選定中 
中研修室 

８月２０日 

（土） 

9:00～10:30 ファシリテーションとは 
ファシリテーションの目的、効果等について、その基本

を学ぶ 

内閣府地域活性化伝道師 

CPDI代表   三角 幸三 
中研修室 

10:45～12:15 ファシリテーションスキル 
ファシリテーターの役割、やり方、必要なスキルについ

て学ぶ 

内閣府地域活性化伝道師 

CPDI代表   三角 幸三 
中研修室 

１ 



【専門講座】  ＜まちづくり研究科：防災マイスターコース＞                           会場：中央公民館 

月 日 時 間 講座名 内 容 講 師 会場 

９月 ３日 

（土） 

9:00～10:30 防災概論 
「地域防災計画」及び「３つの備え」について、概要を

学ぶ 

熊本大学大学院 

 准教授  竹内 裕希子 
中研修室 

10:45～12:15 県内の取組と実例 
県内で進められている地域防災計画と実践例から「で

きる防災」「ついで防災」について学ぶ 

熊本大学大学院 

 准教授  竹内 裕希子 
中研修室 

９月１７日 

（土） 

9:00～10:30 天気予報の効果的な活用 
身近な天気の情報を読み解く知識やその活用、災害か

ら身を守る防災知識について学ぶ 

防災ＷＥＳＴ副理事長 

気象予報士  早田 蛍 
中研修室 

10:45～12:15 気象防災講話 
近年頻発する異常気象や自然災害について、気象情報

をもとに実例から学ぶ 

防災ＷＥＳＴ副理事長 

気象予報士  早田 蛍 
中研修室 

１０月 １日 

（土） 

9:00～10:30 「クロスロード」の概要と進め方 
「クロスロード」の目的や効果及びファシリテーター

としての基本スキルについて学ぶ 

くまもとクロスロード研究会 

代表   徳永 伸介 
中研修室 

10:45～12:15 「ＤＩＧ」の概要と進め方 
「ＤＩＧ」の目的と効果及びファシリテーターとして

の基本スキルについて学ぶ 

市防災交通課  

危機管理監 野村 浩司 
中研修室 

１０月１５日 

（土） 

9:00～10:30 「ＨＵＧ」の概要と進め方 
「ＨＵＧ」の目的や効果及びファシリテーターとして

の基本スキルについて学ぶ 

特定非営利活動法人ソナエトコ 

 理事長  水野 直樹 
中研修室 

10:45～12:15 
「マイタイムライン」の概要と 

進め方 

「マイタイムライン」の目的と効果及びファシリテー

ターとしての基本スキルについて学ぶ 

特定非営利活動法人ソナエトコ 

 理事長  水野 直樹 
中研修室 

１１月 ５日 

（土） 

9:00～10:30 地域防災計画を考える 
「地域防災計画」について、目的及び作成について演

習を通して学ぶ 

熊本大学大学院 

 准教授  竹内 裕希子 
中研修室 

10:45～12:15 実習計画の作成① 
各自の専門分野及び対象とする団体等を想定し、活動

計画の構想を練る 

熊本大学大学院 

 准教授  竹内 裕希子 
中研修室 

１１月１９日 

（土） 

9:00～10:30 

実習計画の作成② 

実習に向けた企画書を作成する 

・自治公民館（地域住民）or小学校（児童） 

熊本大学大学院 

 准教授  竹内 裕希子 
中研修室 

10:45～12:15 
実習に向けた企画書を作成する 

・自治公民館（地域住民）or小学校（児童） 

熊本大学大学院 

 准教授  竹内 裕希子 
中研修室 

２ 



１２月 ３日 

（土） 
9:00～12:00 現地での実習 

自治公民館での地域住民を対象とした活動 

・グループごとに選択した活動を進める 
キクロスカレッジ事務局 自治区 

小学校での児童を対象とした活動 

・グループごとに選択した活動を進める 
キクロスカレッジ事務局 学校 

１２月１７日 

（土） 

9:00～11:30 キクロスカレッジ総括 
基礎講座、専門講座を振り返り、今後の活動に向けて

見通しを立てる。 
キクロスカレッジ事務局 大研修室 

11:45～12:15 閉講式 
修了証授与、学長挨拶 

諸連絡 
キクロスカレッジ事務局 大研修室 
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【専門講座】 ＜生涯学習研究科：デジタルコンテンツマイスターコース＞                      会場：中央公民館 

月 日 時 間 講座名 内 容 講 師 会場 

９月 ３日 

（土） 

9:00～10:30 デジタルアーカイブ概論 
デジタルアーカイブやデジタル・アーキビストとは何か

を学びます。 

TRC-ADEAC株式会社 

代表取締役社長 稲垣 実 
小研修室１ 

10:45～12:15 著作権テキスト概説 
文化庁の著作権テキストにより、はじめて学ぶ人のため

にポイントをご紹介。 

TRC-ADEAC株式会社 

代表取締役社長 稲垣 実 
小研修室１ 

９月１７日 

（土） 

9:00～10:30 デジタル・アーカイブの現状 本市が取り組んでいるアーカイブの現状と課題を知る。 
TRC-ADEAC株式会社 

代表取締役社長 稲垣 実 
小研修室１ 

10:45～12:15 地域文化とデジタル・アーカイブ 
地域文化の継承や課題解決について、アーカイブの果た

す役割を学びます。 

TRC-ADEAC株式会社 

代表取締役社長 稲垣 実 
小研修室１ 

１０月 １日 

（土） 

9:00～10:30 デジタルアーカイブの利活用１ 

全国での取組、世界での取組例を学ぶ 

デジタルアーカイブの最新事例デジタルアーカイブで何

ができるか 

TRC-ADEAC株式会社 

代表取締役社長 稲垣 実 
小研修室１ 

10:45～12:15 デジタルアーカイブの利活用２ 
地域の編集室、人と人・地域と地域・過去と未来のスト

ーリーづくり 

TRC-ADEAC株式会社 

代表取締役社長 稲垣 実 
小研修室１ 

１０月１５日 

（土） 

9:00～10:30 情報収集演習１ 
インタビューによるオーラルヒストリーの記録。聞く力

と引き出す力。 

読売新聞新聞の力委員会 

高橋 敦夫 
小研修室１ 

10:45～12:15 情報収集演習２ 対面でのインタビュー演習とまとめ方。 
読売新聞新聞の力委員会 

高橋 敦夫 
小研修室１ 

１１月 ５日 

（土） 

9:00～10:30 画像・映像演習１ 
資料のスキャンと編集ソフトを使用したデジタルデータ

の保存 

中央図書館 

主事   鷲崎 有紀 
小研修室１ 

10:45～12:15 画像・映像演習２ 画像データと情報の添付 
中央図書館 

主事   鷲崎 有紀 
小研修室１ 

１１月１９日 

（土） 

9:00～10:30 デジタルアーカイブ制作実習 
自治公民館での資料保存実践、聞取り、データスキャン

等 

中央図書館 

主事   鷲崎 有紀 
小研修室１ 

10:45～12:15 デジタルアーカイブ制作実習 目録作成と資料公開 
中央図書館 

主事   鷲崎 有紀 
小研修室１ 

４ 



１２月 ３日 

（土） 

9:00～10:30 
デジタルアーキビストのこれか

ら 
記録を守り伝える担い手として 

TRC-ADEAC株式会社 

代表取締役社長 稲垣 実 
小研修室１ 

10:45～12:15 講義総括 参加者制作発表と今後の取組 
中央図書館 

館長 安永秀樹 
小研修室１ 

１２月１７日 

（土） 

9:00～11:30 キクロスカレッジ総括 
基礎講座、専門講座を振り返り、今後の活動に向けて見

通しを立てる。 
キクロスカレッジ事務局 大研修室 

11:45～12:15 閉講式 
修了証授与、学長挨拶 

諸連絡 
キクロスカレッジ事務局 大研修室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【専門講座】 ＜地域・学校連携研究科：スポーツマイスターコース＞                       会場：中央公民館 

月 日 時 間 講座名 内 容 講 師 会場 

９月 ３日 

（土） 

9:00～10:30 

地域スポーツと指導 

地域スポーツ指導の現状と意義・目的について学ぶ 
熊本大学 

 名誉教授  中川 保敬 
小研修室４ 

10:45～12:15 地域スポーツのグッドコーチングについて考える 
熊本大学 

 名誉教授  中川 保敬 
小研修室４ 

９月１７日 

（土） 

9:00～10:30 
子ども期の体力づくりとトレー

ニング 

子ども期の成長と発育・発達と運動について考える 
熊本大学大学院教育学研究科 

 教授    井福 裕俊 
小研修室４ 

10:45～12:15 子ども期の体力トレーニングのあり方について学ぶ 
熊本大学大学院教育学研究科 

 教授    井福 裕俊 
小研修室４ 

１０月 １日 

（土） 

9:00～10:30 

最新の運動と脳の関係 

運動やスポーツが及ぼす脳との関わりについて学ぶ 
熊本大学大学院教育学研究科 

 准教授   坂本 将基 
小研修室４ 

10:45～12:15 運動やスポーツの重要性と運動能力向上について学ぶ 
熊本大学大学院教育学研究科 

 准教授   坂本 将基 
小研修室４ 

１０月１５日 

（土） 

9:00～10:30 

地域スポーツ指導法 

スポーツを通した人間づくりへの育成・指導の考え方

について学ぶ 

熊本大学大学院教育学研究科 

 准教授   末永 祐介 
小研修室４ 

10:45～12:15 
スポーツを通した人間づくりへの指導方法について学

ぶ 

熊本大学大学院教育学研究科 

 准教授   末永 祐介 
小研修室４ 

１１月 ５日 

（土） 

9:00～10:30 

楽しい動きづくり 

運動づくりを楽しみながら行うための考え方について

学ぶ 

熊本大学大学院教育学研究科 

 教授    坂下 玲子 
七城体育館 

10:45～12:15 
運動を楽しみながら身体を動かす「こつ」の指導方法

について実習を通して習得する 

熊本大学大学院教育学研究科 

 教授    坂下 玲子 
七城体育館 

１１月１９日 

（土） 

9:00～10:30 
「全ての人がスポーツを楽しく」

権利の保障 

障がい者スポーツの現状とその取組や指導のあり方に

ついて学ぶ 

スポーツクラブ祐和会 

 選手    鈴木 有紗 

総合体育館 

サブ 

10:45～12:15 
障がい者の陸上競技とトレーニング方法について習得

する 

スポーツクラブ祐和会 

 選手    鈴木 有紗 

総合体育館 

サブ 

６ 



１２月 ３日 

（土） 

9:00～10:30 
地域・学校連携スポーツ指導 

（実習） 

小学生を対象とした実技指導 

・各自が企画したメニューに基づく実技指導を体験す 

る。 

firststep 

 指導員   立山 明佐子 
市内小学校 

10:45～12:15 

１２月１７日 

（土） 

9:00～11:30 キクロスカレッジ総括 
基礎講座、専門講座を振り返り、今後の活動に向けて

見通しを立てる。 
キクロスカレッジ事務局 大研修室 

11:45～12:15 閉講式 
修了証授与、学長挨拶 

諸連絡 
キクロスカレッジ事務局 大研修室 
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