※2017年7月28日現在 ※コンテンツ数は日々増え続けています

ICT
乾 武司 先生（近畿大学附属高等学校）：iTeachersTV ～教育ICTの実践者たち～
宮城 渉 先生（沖縄県金武町立金武中学校）：iTeachersTV ～教育ICTの実践者たち～
國領 正博 先生（立命館守山中学校・高等学校）：iTeachersTV ～教育ICTの実践者たち～
竹林 暁 さん（プログラミングスクールTENTO）前編：iTeachersTV ～教育ICTの実践者たち～
荒木 貴之 先生（武蔵野大学教育学部）：iTeachersTV ～教育ICTの実践者たち～
（市川力氏・宝槻泰伸氏・本間正人氏）第１回探究サミット
（古新舜氏）シネマ・アクティブ・ラーニング ベーシック編～学生と教師が共に学びを楽しむ発想法～
（榊原正幸氏）ＩＴリテラシーで未来を知る
（住ノ江修氏）ICTが苦手な先生でもできる！ICT授業基礎講座
（住ノ江修氏）こんな使い方が出来る!?iPad４つの活用術
（渋谷文武氏）一瞬で生徒の心をつかむ、学習効果の高いエンターテイメント型アクティブラーニング
（鈴木映司氏）「！？ハート」→ 「地元で幸せに生きる。キャリア教育とアクティブラーニングの融合」
桐蔭学園中学校・松永和也先生（中２・国語）
掛川西高等学校・吉川牧人先生（高２・世界史）
掛川西高等学校・吉川牧人先生（高２・世界史）
近畿大学附属高等学校・江藤由布先生（高２・総合学習）
近畿大学附属高等学校・江藤由布先生（高２・英語）
静岡県立韮山高等学校・鈴木映司先生（高２・地理）
京都造形芸術大学・本田勝裕先生（キャリアデザイン研究）
静岡県立韮山高等学校・鈴木映司先生（高２・地理）
聖徳学園中学校・亀田裕康先生（中１・音楽）
桐蔭学園中学校・松永和也先生（中２・国語）
聖徳学園中学校・石田恒平先生（中１・美術）
文教大学付属高等学校・荒木泉子先生（高１・国語）
永谷 研一 さん（株式会社ネットマン）：iTeachersTV ～教育ICTの実践者たち～
仲宗根 唯 さん（玉川大学）後編：iTeachersTV ～教育ICTの実践者たち～
濱崎 裕佳里 さん（玉川大学）前編：iTeachersTV ～教育ICTの実践者たち～
高山 雅子 先生（茨城県立竜ヶ崎第二高等学校）：iTeachersTV ～教育ICTの実践者たち～
中田 智寛 先生（東京都立石神井特別支援学校）後編：iTeachersTV ～教育ICTの実践者たち～
海老沢 穣 先生（東京都立石神井特別支援学校）前編：iTeachersTV ～教育ICTの実践者たち～
藤田 武士 先生（茨城県立勝田特別支援学校）後編：iTeachersTV ～教育ICTの実践者たち～
安岡 裕明 先生（八頭町立八頭中学校）：iTeachersTV ～教育ICTの実践者たち～
石田 早苗 先生（千葉商科大学 非常勤講師）：iTeachersTV ～教育ICTの実践者たち～
阿部 和広 先生（青山学院大学）：iTeachersTV 〜教育ICTの実践者たち〜
船越 日出映 先生・甲斐 雅也 先生（香蘭女学校）：iTeachersTV 〜教育ICTの実践者たち〜
科目別教務力
（島田修作氏）アクティブ・ラーニングを活用した小論文指導法
（安浪京子氏）子どもがスイスイわかる！算数の教え方
(安河内哲也氏）今日からできる！英語で教える英語の授業
（安河内哲也氏）どう変わる？大学入試英語
（浅井正美氏）英語を英語で指導する指導力養成
（浅井正美氏）高校生英語の指導法と指導実践
（浅井正美氏）中学生英語の指導法と指導実践
（浅井正美氏）小学校英語の指導法と指導実践
（宮本乙女氏）子どもの力を活かしてダンスの動きやイメージを引き出す
知識・理論
（北見俊則氏ほか）先生のための志共育スタートアップセミナー
（稲葉人司氏）保護者との関わり方とは
（上原千友氏）今これから必要なコミュニケーション＝ロジカル・コミュニケーション（R)
（親野智可等氏）親の力で子どもを伸ばす家庭内アクティブ・ラーニング
（川合正氏）生徒・保護者とのコミュニケーション～信頼関係構築が教育の基本～
（川島高之氏）イクボスの心得
（榊原正幸氏）ＩＴリテラシーで未来を知る

（坪谷ニュウエル郁子氏）世界の先端教育から見るALの未来
（パトリック・ニュウェル氏）２１世紀型スキルの導入～仕事編～
（パトリック・ニュウェル氏）２１世紀型スキルの導入～教育編～
（原田隆史氏）部活で変わる日本の教育
（井上郁夫氏）教師のためのコーチング講座
（光延栄治氏）授業力の原理と原則
（西田弘次氏）コミュニケーション基礎
（川島高之氏）子どもが自立した社会人になるために
（中土井鉄信氏）リスクマネジメントを生かした学校経営
（中土井鉄信氏）学校経営とリーダーシップ
（藤田晃之氏）キャリア教育の基礎
（福島毅氏）アクティブラーニング（理論）
（木下晴弘氏）A.L.とリーダーシップ
（國分康孝氏・久子氏）構成的グループエンカウンター
（田中拓男氏）深いアクティブ・ラーニングのすすめ～想像力を育む「実践的チーム学習」～
スキル・実践テクニック
イキイキ働く社会人に会いに行こう ジョブtaviプログラム
（本間正人氏）コーチング体験講座
（阿部恵氏）２時間でみるみる話し方が変わる！SUNDAYビギナーズレッスン
（足立啓美氏）子どもの学びを支えるレジリエンス教育
（岩井洋氏）アクティブ・ラーニング基本と実践
（岩崎由純氏）ペップトークでメンタルを整える
（岩崎由純氏）アクティブ・ラーナーを育むペップトーク
（岡根芳樹氏）SA式コミュニケーション・ 表現力講座・基礎編［前編］
（岡根芳樹氏）SA式コミュニケーション・ 表現力講座・基礎編［後編］
（岡根芳樹氏）SA式コミュニケーション・ 表現力講座・基礎編［中編］
（木下晴弘氏）アクティブ・ラーニング基礎講座
（中島博司氏）ＡＬを学力向上につなげる「ＡＬ指数」と「Ｒ８０（アールエイティ）」
（中谷彰宏氏）生徒を積極的に巻き込む３つの要素
（平本あきお氏）アドラー流勇気づけ１ イントロダクション
（平本あきお氏）アドラー流勇気づけ２ 勇気くじき／勇気づけ
（平本あきお氏）アドラー流勇気づけ３ 質疑応答・勇気づけを体感する
（本間正人氏）アクティブ・ラーニング実践ワーク集
（本間正人氏）教師のためのコーチング入門
（井上郁夫氏）教師のためのアドラー心理学
（寺裏誠司氏）アクティブ・ラーニング実践スキル研修
（羽根拓也氏）Find! video magazine
（羽根拓也氏）アクティブラーニング指導法
（荻野純子氏）マネジメント力向上講座
（荻野純子氏）セールスマナー講座
（荻野純子氏）営業力強化講座
（古新舜氏）シネマ・アクティブ・ラーニング ベーシック編～学生と教師が共に学びを楽しむ発想法～
（三井豊久氏）子どもたちのヤル気の引き出し方
（渋谷文武氏）渋谷文武＋Lecture！ 先生のお悩み相談編
（渋谷文武氏）渋谷文武＋Lecture！ ディスカッションに上手く入れない生徒への対応編
（渋谷文武氏）渋谷文武＋Lecture！ ワクワク感を持たせる惹きつけ方法編
小学校授業見学
埼玉県志木市立宗岡第二小学校・鈴木智久先生（小１・国語）
東京都八王子市立弐分方小学校・田島孝彦コーチ（小１・体育）
八王子市立弐分方小学校・清水弘美先生 後編（小学生・特別活動）
八王子市立弐分方小学校・清水弘美先生 前編（小学生・特別活動）
埼玉県志木市立宗岡第二小学校・鈴木智久先生（小１・算数）
長野小学校・藤澤真弓先生（寺子屋タイム）
長野小学校・市川寛先生（小６・算数）
長野小学校・市川寛先生（小６・理科）
八王子市立弐分方小学校・松井有沙先生（小１・学級活動）
八王子市立弐分方小学校・白井亜紀子先生（小４・学級活動）
八王子市立弐分方小学校・前田沙緒理先生（小６・学級活動）
江東区北砂小学校・川崎知子先生（小３・算数他）
福島県伊達市立保原小学校・山際政宗先生（小６・国語）
富士見町立富士見小学校・中澤純彦先生（小６・算数）

富士見町立富士見小学校・中澤純彦先生（小６・国語）
富士見町立富士見小学校・中澤純彦先生（小６・社会）
長野県宮田村立宮田小学校・橋本和幸先生（小学生・算数）
長野県宮田村立宮田小学校・福田健先生（小学生・国語）
武雄市立武内小学校・千々岩宏幸先生（小６・道徳）
武雄市立武内小学校・鶴田和佳子先生（小２・道徳）
高知県四万十町立昭和小学校・國友通弘先生（小３、小４・国語）
高知県四万十町立昭和小学校・國友通弘先生（小学生・算数）
中学校授業見学
筑紫野市立二日市中学校・坂田康亮先生（中３・理科）
渋谷教育学園渋谷中学高等学校・河口竜行先生（中１～高２・国語）
東京大学教育学部附属中等教育学校・對比地覚先生
江東区立有明中学校・朝比奈雅人先生（中３・社会）
聖徳学園中学校・亀田裕康先生（中１・音楽）
聖徳学園中学校・石田恒平先生（中１・美術）
亘理町立逢隈中学校・岡崎正則先生（中２・英語）
亘理町立逢隈中学校・岡崎正則先生（中２・英語）その２
亘理町立逢隈中学校・岡崎正則先生（中２・英語）その３
文教大学付属中学校・浅沼恭子先生（中２・国語）
トキワ松学園中学校・岩谷奈美先生（中３・英語）
桐蔭学園中学校・松永和也先生（中２・国語）
福岡県那珂川町立那珂川北中学校・かわのとしお先生（中２・道徳・数学）
上越市立安塚中学校・木花一則先生（中３・英語）
開星中学校・松浦亮先生（中３・公民）
開星中学校・青木和伸先生（中１・英語）
明光学園中学校・前川修一先生（中３・公民）その１
明光学園中学校・前川修一先生（中３・公民）その２
東大阪市立花園中学校・福島哲也先生（中３・数学）
高等学校授業見学
木更津工業高等専門学校・鈴木道治先生（高専１年・数学）
渋谷教育学園渋谷中学高等学校・河口竜行先生（中１～高２・国語）
島根県立隠岐島前高等学校・鍋田修身先生（高１・生物基礎）
島根県立隠岐島前高等学校・鍋田修身先生（高２・生物）
文教大学付属高等学校・荒木泉子先生（高１・国語）
聖徳学園中学校・高等学校・小野和彦先生（部活）
茨城県立結城第一高等学校・澤幡泰広先生（高１・地理）
茨城県立結城第一高等学校・棚谷克彦先生（高３・日本史）
三浦学苑高等学校・佐々木綱衛先生（高３・古文）
三浦学苑高等学校・佐々木綱衛先生（高１・現代文）「アクティブ・ラーニング春夏秋冬・春編」
三浦学苑高等学校・佐々木綱衛先生（高１・現代文）「アクティブ・ラーニング春夏秋冬・夏編」
三浦学苑高等学校・佐々木綱衛先生（高１・現代文）「アクティブ・ラーニング春夏秋冬・秋篇」
三浦学苑高等学校・佐々木綱衛先生（高１・現代文）「アクティブ・ラーニング春夏秋冬・冬篇」
土浦日本大学中等教育学校・松原大輔先生（５年・物理）
三浦学苑高等学校・野櫻慎二先生（生徒座談会）
三浦学苑高等学校・野櫻慎二先生（高１・現代社会）
東京都立国立高等学校・大野智久先生（高１・生物基礎）
東京都立国立高等学校・板山裕先生（高１・生物）
東京都立国立高等学校・板山裕先生（高３・生物）
岡山学芸館高等学校・小笠原健二先生（高３・公民）
～遊び感覚で記憶を定着～公民ONEグランプリ・授業解説編
聖徳学園高等学校・小野和彦先生（高２・英語）
アクティブラーニング、渋谷文武が見ると
開星中学校・高等学校・多田省吾先生（部活）
兵庫県立太子高等学校・棟安信博先生（高１・現代社会）＜授業編＞
兵庫県立太子高等学校・棟安信博先生（高１・公民）＜先生編＞
兵庫県立太子高等学校・棟安信博先生（高１・公民）＜生徒編＞
岡山学芸館高等学校・沖田さやか先生（高１・国語）
聖徳学園高等学校・竹内一樹先生（高１・地歴・公民）
目黒学院高等学校・藤牧朗先生（現代社会）
掛川西高等学校・榊原誠一郎先生（高２・物理）
掛川西高等学校・吉川牧人先生（高２・世界史）

関西大倉高等学校・郷地倫秀先生（高２・数学）＜内部進学上位クラス編＞
関西大倉高等学校・郷地倫秀先生（高２・数学）＜内部進学一般クラス編＞
関西大倉高等学校・郷地倫秀先生（高２・数学）＜高校入学者クラス編＞
近畿大学附属高等学校・江藤由布先生（高２・総合学習）
近畿大学附属高等学校・江藤由布先生（高２・英語）
聖学院高等学校・児浦良裕先生（高２・数学）＜先生の思い編＞
聖学院高等学校・児浦良裕先生（高２・数学）＜理系特進コース編＞
聖学院高等学校・児浦良裕先生（高２・数学）＜文系特進コース編＞
聖学院高等学校・児浦良裕先生（高２・数学）＜理系レギュラーコース編＞
静岡県立韮山高等学校・鈴木映司先生（高２・地理）
岡山学芸館高等学校・青木俊道先生（高２・英語）
聖徳学園高等学校・小野和彦先生（高２・ＨＲ）
聖徳学園高等学校・小野和彦先生（高２・英語）
岡山学芸館高等学校・ジェームズ・ニコル先生（高３・英語）
専修大学付属高等学校・杉山比呂之先生（高３・日本史）その２
専修大学付属高等学校・杉山比呂之先生（高３・日本史）その１
岡山学芸館高等学校・小笠原健二先生（高３・公民）
専門学校授業見学
学校法人三幸学園・福岡リゾート＆スポーツ専門学校・渡邊耕太先生・窪田公太郎先生（専門・トレーナー特論）
福岡医療秘書福祉専門学校・西川聖子先生（介護過程総論）
日本医学柔整鍼灸専門学校・住吉泰之先生（専門２年・柔道整復学科）その１
日本医学柔整鍼灸専門学校・住吉泰之先生（専門２年・柔道整復学科）その２
大学授業見学
昭和女子大学・緩利誠先生 前編 （大学・教職課程）
昭和女子大学・緩利誠先生 後編 （大学・教職課程）
中京大学・坂田隆文先生（ゼミ）
中京大学・坂田隆文先生（ゼミ）２
立正大学・篠崎祐介先生（社会福祉学部）
京都造形芸術大学・本間正人先生（基礎教養科目）
京都造形芸術大学・本田勝裕先生（キャリアデザイン研究）
首都大学東京・松浦克美先生（生命論）
崇城大学・安藤祥司先生・松元俊彦先生（生物生命学部）
徳山大学・柚洞一央先生（経済学部）
徳島大学・内藤直樹先生（総合科学部）
徳島大学・長宗雅美先生（医学部）
京都光華女子大学・加藤千恵先生（キャリア形成学部）
第１回アクティブ・ラーニング・フォーラム
（岡崎仁美氏）企業の人材ニーズから見たアクティブ・ラーニングへの期待
（井上雅裕氏）高大接続の観点からみるべき最先端の大学アクティブ・ラーニング事例
（平山靖氏）小学校でのアクティブ・ラーニングとはどのような授業展開があり得るのか
（鈴木甲子雄氏）中学・高校でアクティブ・ラーニングを実践する際に大切な３つのポイント
（羽根拓也氏）アクティブ・ラーニング体験型ワークショップ
第２回アクティブ・ラーニング・フォーラム
（村上憲郎氏）グローバル時代を生き抜く２１世紀に必要な人材とは？
（松浦克美氏）学生の疑問・質問だけからつくるアクティブラーニング授業
（古新舜氏）映画の手法を用いた体感型「シネマ・アクティブ・ラーニング」
（佐々木綱衛氏）特別な準備のいらない全員参加のＡＬ授業
（山本秀樹氏）100%アクティブ・ラーニングを提供する「未来の大学」
（須藤祥代氏）学び方を学ぶアクティブ・ラーニング
（羽根拓也氏）アクティブ・ラーニングワークショップ
第2回『アクティブ・ラーニングフォーラム』パネルディスカッション
第３回アクティブ・ラーニング・フォーラム
（西川純氏）幸せになるアクティブ・ラーニング
（松永和也氏）学園をあげて本格導入！現場の声をお届けします。
（藤牧朗氏）仕掛けと仕組みで生徒を巻き込むアクティブ・ラーニング型授業とは？

（田原真人氏・古新舜氏）オンラインコミュニティによる学び
（住ノ江修氏）ICTが苦手な先生でもできる！ICT授業基礎講座
（木下晴弘氏）教育現場に求められる『アクティブ・ラーナー』の育成とは？
（成基コミュニティーグループ佐々木喜一氏・山口哲司氏）守・破・離
第４回アクティブ・ラーニング・フォーラム
（杉山知之氏）デジタルハリウッド大学におけるアクティブラーニング
（森本康彦氏）eポートフォリオ／学習記録データを活用したアクティブ・ラーニングと学習評価
（石井清猛氏）映像翻訳のプロによる英語字幕制作ワークショップ
（渋谷文武氏）一瞬で生徒の心をつかむ、学習効果の高いエンターテイメント型アクティブラーニング
（下村博文氏）下村博文元文部科学大臣ご挨拶並びにご講話
（鈴木映司氏）「！？ハート」→ 「地元で幸せに生きる。キャリア教育とアクティブラーニングの融合」
（西川純氏）アクティブ・ラーニングだから成績が上がる
（中島博司氏）アクティブ・ラーニングを学力向上につなげる『ＡＬ指数』と『Ｒ８０（アールエイティー）』
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（出口保行氏）犯罪心理学って何？アクティブラーニングで答えがわかる！！
（高橋正尚氏）学校経営とアクティブ・ラーニング
（河口竜行氏）アクティブラーニングの基礎となる「アクティブビーイング」とは？
（伊能美和子氏）反転学習＆高大接続のためのgacco版アクティブラーニング
（山田未知之氏・岩田拓真氏）探求型学習塾が実践しているアクティブラーナーの育て方
（落合陽一氏）インターネット時代のラボ教育
（中島博司氏）「Ｆｉｎｄ！アクティブ・ラーニング」今昔物語
（對比地覚氏）新時代に生きるアクティブラーナー
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