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開催概要

催事名 ：第３回 いのちの授業 語り手講座

趣旨 ：全国で始まっているがん教育について、
国や県、団体の取り組みを通して学び、
いのちの授業を実施できる当事者を養成
することを趣旨とする。

日時 ：平成２８年８月20日（土）13時～17時
平成２８年８月21日（日） 9時～15時

場所 ：鹿児島県民総合保健センター２Ｆ講堂
（鹿児島市下伊敷３－１－７）

参加費 ：2000円（会員無料）
１日目のみ受講：1000円（会員無料）

対象 ： がんサポートかごしま会員
がん患者、家族、支援者
県外でがん教育を実施運営する予定の方

主催 ：ＮＰＯ法人がんサポートかごしま



全体プログラム:１日目

時間
時
間

内容 担当者

１２：００～１２：３０ ３０ 会場設営 全員

１２：３０～１３：００ ３０ 受付開始

１３：００～１３：０５ ５ 開会の挨拶、内容説明
ＮＰＯ法人がんサポートかごしま理事長

三好 綾

１３：０５～１３：４０ ３５

講義①

「がんサポートかごしまによる

いのちの授業の取り組み」

・がん教育とは

・いのちの授業の歴史

・いのちの授業の目的

ＮＰＯ法人がんサポートかごしま理事長

三好 綾

１３：４０～１４：００ ２０
講義②

「いのちの授業に携わり思ったこと」

鹿児島市立南小学校 養護教諭

有川雅乃先生

１４：００～１５：００ ６０
講義③
「身近にがん患者さんがいる

子どものケア」

防衛医科大学校精神看護学教授

NPO法人子供グリーフサポートステーション

アドバイザー ・東日本大震災子ども支援

ネットワークアドバイザー

高橋聡美先生

１５：００～１５：１５ １５ 休憩

１５：１５～１６：０５ ５０

講義④

「子どもたちに伝えておきたい

がんの知識」

鹿児島大学病院 緩和ケアセンターセンター長

松下格司先生

１６：０５～１６：５０ ４５

「実際のいのちの授業を

みてみよう！」

三好がみなさんの前で授業をします

ＮＰＯ法人がんサポートかごしま 理事長
三好 綾

１６：５０～１７：００ １０ 明日の連絡等
ＮＰＯ法人がんサポートかごしま 副理事長

野田 真記子

希望者は懇親会（19時～喜努愛楽）



全体プログラム:２日目
時間 内容 担当者

８：００～８：３０ ３０ 会場設営 全員

８：３０～９：００ ３０ 受付開始

９：００～９：２０ ２０ 挨拶、昨日の振り返り

ＮＰＯ法人がんサポートかごしま理事
長

三好
綾

９：２０～９：４０ ２０
講義⑤
「いのちの授業に携わり思うこと」

ＮＰＯ法人がんサポートかごしま運営
委員 いのちの授業語り手

石窪てるみ 福田京子

９：４０～１０：００ ２０

講義⑥

『具体的な授業の準備と進行』

・学校の選定

・授業前の事前打ち合わせ

・事前・事後アンケート

・先生へのアンケート

・感想文をもらいお返事を書く

ＮＰＯ法人がんサポートかごしま
副理事長 野田真記子

１０：００～１０：４０ ４０

ワークショップ①
「いのちの授業で大切にしたいこと」
・グループに分かれ自己紹介（１０）
・グループで話し合い（２０）
・発表（１０）

ワークシート①

１０：４０～１２：００ ８０

ワークショップ②

「自身の体験を整理してみよう」

・自分のがん体験の振り返り（２０）

・伝えたいことの整理（１０）

・キーワードチェック（１０）

ワークシート②

１２：００～１３：００ ６０ お昼休憩

１３：００～１３：５０ ５０

ワークショップ③

「がんの知識をどんな言葉で

伝えれば分かりやすいか」

・子どもたちにわかりにくい言葉（20）

・お互いに体験を話してみよう（20）

・まとめ（１０）

ファシリテーター
：三好、野田

１３：５０～１４：００ １０ 休憩

１４：００～１４：５０ ５０

ワークショップ④
『自分の体験を伝える練習』
・１人５分、人前で話す練習
5分×８名（４０）
・まとめ（１０）

１４：５０～１５：００ １０ まとめ＆受講証授与



ワークシート①　　がん教育で大切にしたいこと

氏名：

■自己紹介

■がん教育の授業をするうえで、大切にしたいことを書いてみよう

NPO法人がんサポートかごしま



ワークシート②　　がんの体験を書き出してみよう

氏名：

１、 あなたの病名は？

２、 いつ告知をされましたか？何歳のときでしたか？

　　　 年　　　 月 （　　　　　　　）才

３、 告知をされた時の気持ちはどうでしたか？

４、 どんな治療をしましたか？

５、 家族や友人のサポートはどんなものがありましたか？

６、 がんになって良かったこと、しんどかったことを書いてみましょう

【よかったこと】

【しんどかったこと】

７、 がん教育の授業を通じて、子どもたちに伝えたいことは何ですか？

NPO法人がんサポートかごしま



ワークシート②

□ 子どもたちに分かりやすい言葉で書けていますか？

□ 特定の民間療法や、健康食品、宗教等のお話を書いていませんか？

□ 子どもたちが怖がってしまような内容になっていませんか？

□ さまざまな立場の子どもたちに配慮がされた話になっていますか？

■以下の質問に対して、話したいことをまとめてみましょう。

　がんと告知された時

　どう思いましたか

　どんな治療を受けま

　したか

　がんになってから、

　どんなことが支えに

　なりましたか

質問 自分の答え

チェックポイント！



ワークシート③　がんの知識をどんな言葉で伝えれば分かりやすいか？

■次の言葉をどう子どもたちに伝えますか？

１） 私は「上皮内がん」でした

２） 「腫瘍マーカー」があがってきて、心配しました

３） 「病理診断」の結果が出ました

４） 私は「ステージ２」でした

５） 「放射線治療」をしました

６） 「ホルモン治療」をしました

７） 「分子標的治療」をしました

８） 「緩和ケア」という治療があります

９） 「細胞診」をしました

１０） がんが「転移」することがあります



体験談のまとめ・ワークシート

氏名：

□ 子どもたちに分かりやすい言葉で書けていますか？

□ 特定の民間療法や、健康食品、宗教等のお話を書いていませんか？

□ 子どもたちが怖がってしまような内容になっていませんか？

□ さまざまな立場の子どもたちに配慮がされた話になっていますか？

１、 あなたのしんどかったことは？

２、 それはいつのことでしたか？

　 年　　　 月

３、 それが起きたときの気持ちはどうでしたか？

４、 どうやって対処しましたか？

５、 解決するのにどんな負担がありましたか？

６、 家族や友人のサポートはどんなものがありましたか？

７、 そのしんどかったことを経て、良かったことはありますか？

チェックポイント！

NPO法人がんサポートかごしま



体験談のまとめ・ワークシート

① 分

② 分

③ 分

【例】

① 5 分 簡単な自己紹介（乳がんを２７歳のときにして、夫と子どもがいた）

② 10 分 告知をされて思ったこと、治療の内容

③ 5 分 家族や仲間を大切にしてほしい

自分らしく生ききってほしい

時間 子どもたちに一番伝えたいことを書き出してみましょう

時間 子どもたちに伝えたいことを書き出してみましょう

NPO法人がんサポートかごしま


