
～ こどもたちに伝える がんのこと ～
「知る」から始まる 学びの集い

いよいよ学校教育で 「がん教育」 がはじまります。行政・教育・医療・当事者のみなさんで
がんのこと と がん教育について、学びを分かち合いませんか。

日程 内容
参加対象

Ⓐ 外部講師希望者 Ⓑ 学校教諭、医療者、
行政担当者、保護者等

9:30～15:25

・オリエンテーション
・講演 ①②③ ・ 模擬授業
・パネルディスカッション

○ ○

9:30～12:20

【午前の部】
・ワークショップ①②③ ○ ○

13:20～16:40
【午後の部】
・ワークショップ④ ○ －

9:30～16:40

・模擬授業体験
※11/4開催の模擬授業体験が１日で
足りない場合は11/9(土)も予定しています

○ －

10/5(土)

10/20(日)

11/4(祝)

主催
一般社団法人神奈川県がん患者団体連合会
横浜市市民局
NPO 法人肺がん患者の会ワンステップ

神奈川県 ／ 神奈川県教育委員会
一般社団法人全国がん患者団体連合会
茨城県がん体験談スピーカーバンク
NPO法人がんサポートかごしま ／ NPO法人キャンサーサポート
NPO法人くまがやピンクリボンの会

後援

※2日目も参加をご希望の
方はご参加いただけます

①外部講師希望者 45名（がん経験者やご家
族等でがん教育に携わっている方、もしくは

学びたいと思っている方）

Ⓐ 学校での外部講師希望者 （45名）
（主に神奈川県内で、がん教育に携わっている、
もしくは学びたいと思っている、がん経験者やご家族等）

Ⓑ 学校教諭、医療者、行政担当者、保護者等 （45名）
※事前に参加申込
が必要です

参加
対象

①外部講師希望者 45名（がん経験者やご家
族等でがん教育に携わっている方、もしくは

学びたいと思っている方）

10/5（土） ・ 10/20（日） ・ 11/4（月・祝）
（※Ⓐの 外部講師希望者 は、開催日までに自宅でできる事前研修が必要です）

横浜関内ビル ３階 Ａ会議室
【住所】 横浜市中区港町2丁目6番地

日程

会場

2019年度 がん教育研修会

横浜市市民局「協働事業の提案支援モデル事業」

共催 横浜市教育委員会



事前研修

内容 ※開催日までにご自身にて事前研修が必要です。 参加対象

▼e-learning  （90分程度）

※2019年2月のがん教育研修の
講演（神奈川県がん患者団体連
合会とがんサポートかごしまと
の共催事業）より

VTR① 「がん教育の現状と課題について」
助友 裕子 氏 （日本女子体育大学体 育学部スポーツ健康学科教授）

Ⓐ
外部講師希望者
のみ

VTR② 「がん教育の実践について～患者団体の立場から」
多和田 奈津子 氏 （若年がん患者会ローズマリー世話人）

VTR③ 「がん教育の実践について～患者団体の立場から」
長谷川 一男 氏 （NPO 法人肺がん患者の会ワンステップ理事長）

▼自分の体験を整理する ワークシートの作成 「自分の体験を整理してみよう」

（ ※外部講師希望者 のみ。 申込みされた方には、神奈川県がん患者団体連合会から、
開催１週間前の9/29までに、研修資料をメールにてお送りいたします。）

10/5(土)

開始時間
所要
時間 内容 参加対象

9:30～ 10分 開会の挨拶
天野 慎介 氏（神奈川県がん患者団体連合会 理事長）

Ⓐ
外部講師希望者

Ⓑ
学校教諭、
医療者、
行政担当者、
保護者等

9:40～ 10分 オリエンテーション
長谷川 一男 氏（神奈川県がん患者団体連合会 事務局長）

9:50～ 30分 講演① 「がん教育外部講師への期待」
杉崎 弘周 先生（新潟医療福祉大学健康スポーツ学科）

10:20～ 30分 講演② 「がん教育の実践について～行政の立場から」
藤 至光 氏（横浜市教育委員会事務局小中学校企画課）

10:50～ 30分 講演③ 「子ども達に伝えるがんの知識とは」
片山 佳代子 氏
（神奈川県立がんセンター臨床研究所がん予防・情報学部）

11:20～ 45分 パネルディスカッション＆質疑応答
（司 会） 天野 慎介 氏
《登壇者》 講演①②③ でご講演いただいた各位

武岡 ひとみ 氏（元世田谷区がん教育協議会委員）
幸田 隆 氏 （神奈川県教育委員会） （計５名）

12:05～ 60分 昼食休憩

13:05～ 30分 模擬授業①「がん教育の実践例 医療者外部講師の場合」
成島 道昭 先生 （昭和大学横浜市北部病院）

13:35～ 30分 模擬授業②「がん教育の実践例 がん患者外部講師の場合①」（保健体育）
長谷川 一男 氏（神奈川県がん患者団体連合会 事務局長）

14:05～ 30分 模擬授業③「がん教育の実践例 がん患者外部講師の場合②」（いのちの授業）
泉川 しずか 氏（キャンサーサポート福岡）

14:35～ 40分 パネルディスカッション＆質疑応答
（司 会） 天野 慎介 氏
《登壇者》 模擬授業①②③ でご講演いただいた各位 （計３名）

15:15～ 10分 閉会の挨拶
宮崎 千恵 氏（横浜市教育委員会事務局健康教育課）

15:25 終了

9:30～15:25

●当日研修プログラム



10/20(日) 9:30～12:20【午前の部】

開始時間
所要
時間 内容 参加対象

9:30～ 10分 開会の挨拶
松沢 千恵子 氏（神奈川県がん患者団体連合会 副理事長）

Ⓐ
外部講師希望者

※（Ⓑ

学校教諭、
医療者、
行政担当者、
保護者等）
2日目も参加をご
希望の方は午前
の部のみご参加
いただけます

9:40～ 10分 オリエンテーション
長谷川 一男 氏（神奈川県がん患者団体連合会 事務局長）

9:50～ 50分 ワークショップ① 「がん患者ってどういう人？」
※がん患者の生活や配慮事項・考え方などを知る

10:40～ 40分 ワークショップ② 「専門用語をどうわかりやすく伝えるか？」
※グループに分かれて、どうわかりやすくするかを話し合い、発表

11:20～ 10分 休憩

11:30～ 50分 ワークショップ③ 「配慮すべきことは何か？」
※Qこんな場合はどうする？

12:20 終了 （午前の部）

13:20～16:40【午後の部】

13:20～ 60分 休憩 Ⓐ
外部講師希望者
のみ

14:20～ 80分 ワークショップ④ 「実際に伝えてみる」
※一組4人のグループに分かれる
※その中で一人10分発表＆ポジティブフィードバック10分
（チェック表に基づく）

15:40～ 60分 ワークを受けて・意見交換

16:40 閉会の挨拶
村上 利枝 氏（神奈川県がん患者団体連合会 監事）

※外部講師希望者のみ

11/4(祝)

開始時間
所要
時間 内容 参加対象

9:30～ 外部講師希望者による 模擬体験授業
※参加者全員の前で、20分経験談を話す (スライドも作成)
※15分フィードバック（チェック表に基づく）
（途中、休憩をはさみます）

Ⓐ
外部講師希望者
のみ

12:30～ 60分 昼食休憩

13:30～ 外部講師希望者による 模擬体験授業
※参加者全員の前で、20分経験談を話す (スライドも作成)
※15分フィードバック（チェック表に基づく）
（途中、休憩をはさみます）

16:40 終了

※外部講師希望者のみ9:30～16:40

11/9(土) 11/4の、外部講師希望者による模擬授業体験の時間が１日で足りない場合は、
２日目も予定しています。（ ※11/4の終了時に詳細をお伝えいたします。）

※修了証は、10/5・10/20のすべての講義等を受講された「外部講師希望者」を対象に当日交付いたします。
※プログラム等は現時点での予定であり、今後変更の可能性があります。



●「がん教育研修会」の申し込み方法

【参加費】・・お１人様、3,000円

【申 込】・・上記対象者専用 申込ページ
（http://bit.ly/2YkRzXd）
またはQRコードからアクセス
必要項目をご入力の上、お申込みください

【日 程】・・事前研修・10/5(土)・10/20(日)・ 11/4(祝)
※（11/9(土)）11/4開催の模擬授業体験が１日で足りない場合は２日目も予定しています

Ⓐ 学校での 外部講師希望 の方 （45名）

（主に神奈川県内で、がん教育に携わっている、
もしくは学びたいと思っている、がん経験者やご家族等）

【参加費】・・お１人様、2,000円

【申 込】・・上記対象者専用 申込ページ
（http://bit.ly/2OyLNMX）
またはQRコードからアクセス
必要項目をご入力の上、お申込みください

【日 程】・・10/5(土)
※（ 10/20(日)）2日目も参加をご希望の方は午前の部のみご参加いただけます

Ⓑ学校教諭、医療者、
行政担当者、保護者等 の方 （45名）

●開催場所詳細

神奈川県がん連
【メールアドレス】 office@kanagawa-kenganren.jp （担当 ： 村上）
【ホームページ】 http://www.kanagawa-kenganren.jp/

一般社団法人神奈川県がん患者団体連合会

研修会・申込みに関するお問い合せは

【会場】 横浜関内ビル ３階 Ａ会議室

（住所） 横浜市中区港町２丁目６番地 （※２階に喫茶ルノアールがあるビルです）

（最寄駅） ＪＲ「関内駅」 徒歩３分 ・ 市営地下鉄「関内駅」 徒歩５分
みなとみらい線 「馬車道駅」または「日本大通り駅」 徒歩１０分


