平成２９年度 免許状更新講習 第８回認定（選択領域）

平成２９年度（第８回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

時間数

講習の期間

受講者募集期間

認定番号

平成29年9月19日～
平成29年11月2日

平29-10029507887号

03-5463-4245

https://www.kaiyodai.a
c.jp/

平成29年9月19日～
平成29年11月2日

平29-10029507888号

03-5463-4245

https://www.kaiyodai.a
c.jp/

20人

平成29年9月19日～
平成29年11月2日

平29-10029507889号

03-5463-4245

https://www.kaiyodai.a
c.jp/

6,000円

50人

平成29年9月25日～
平成29年10月2日

平29-10045507910号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校 教諭

6,000円

50人

平成29年9月25日～
平成29年10月2日

平29-10045507911号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

全教諭、養護教
諭

6,000円

50人

平成29年9月25日～
平成29年10月2日

平29-10045507912号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

小学校・中学校
（特別支援学級
教諭
教諭），特別支援
養護教諭
学校教諭，養護
教諭

6,000円

50人

平成29年10月7日～
平成29年11月5日

平29-10049507913号

0566-26-2678

http://www.aichiedu.ac.jp

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（国語）教諭

6,000円

40人

平成29年10月7日～
平成29年11月5日

平29-10049507914号

0566-26-2678

http://www.aichiedu.ac.jp

対象職種

主な受講対象者

受講料

6時間 平成29年12月23日

教諭

水産、海洋系高
等学校教諭、高
等学校理科教諭

6,000円

20人

東京都港区

6時間 平成29年12月24日

教諭

水産、海洋系高
等学校教諭、高
等学校理科教諭

6,000円

20人

商船学・海洋工学における近年の主要な成果のうち、高等学校
教科「商船」の授業内容に関連のある事項について、知識・技能
【選択】商船学・海洋工学の最新 の修得をめざす。講習内容は、機関分野では、「船舶機関のトラ 岩本 勝美（海洋工学部教授）
清和（海洋工学部教授）
イボロジー」について採り上げる。航海分野では、「ＥＥＤＩと船体 南
事情
設計の将来」について採り上げる。講義のほか、受講者数によっ
ては実験・実習等を含めることがある。

東京都江東区

6時間 平成29年12月25日

教諭

水産、商船、海洋
系高等学校教
諭、高等学校理
科教諭

6,000円

私たちが生きている現在の高度情報通信社会，取り巻く情報メ
ディア、溢れる情報の特質から、私たちの生活に与える影響と対
【選択】情報社会と生活～情報セ
応を、情報セキィリティ、情報安全の観点で検討します。特に子ど 村瀬 康一郎（教育学部附属学習協創開発研
キュリティとネット、ケータイの安
もへの影響として、インターネットやケータイ・スマートフォン利用 究センター 教授）
全・安心～
における危険と、それらへの対応（学校・家庭・地域・行政・業者
等の取り組みを含め）を考えます。

岐阜県岐阜市

6時間 平成29年11月12日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
養護教諭 校・特別支援学
栄養教諭 校 教諭・養護教
諭・栄養教諭

岐阜県岐阜市

6時間 平成29年11月19日

教諭

山田 日吉（教育推進・学生支援機構教職課程
岐阜県岐阜市
支援部門 特任教授）

6時間 平成29年11月25日

教諭
養護教諭

愛知県刈谷市

6時間 平成29年12月24日

愛知県刈谷市

6時間 平成29年12月16日

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

東京海洋大学

水産学・海洋科学における近年の主要な成果のうち、高等学校
教科「水産」の授業内容に関連のある事項について、知識・技能
の修得をめざす。講習内容は、「魚介類とアニサキスによるアレ
嶋倉 邦嘉（海洋生命科学部助教）
【選択】水産学・海洋科学の最新
ルギー ～発症メカニズムと原因物質～」「漁業における光と色
稲田 博史（海洋生命科学部准教授）
事情Ⅰ
～水産動物の行動制御への応用～」の各項目について採り上げ
る。講義のほか、受講者数によっては実験・実習等を含めること
がある。

東京都港区

東京海洋大学

水産学・海洋科学における近年の主要な成果のうち、高等学校
教科「水産」の授業内容に関連のある事項について、知識・技能
【選択】水産学・海洋科学の最新 の修得をめざす。講習内容は、「水圏に生息する特異微生物の 浦野 直人（海洋資源環境学部教授）
有効利用」、「水圏環境教育」の各項目について採り上げる。講 佐々木 剛（海洋生命科学部准教授）
事情Ⅱ
義のほか、受講者数によっては実験・実習等を含めることがあ
る。

東京海洋大学

岐阜大学

いじめ、対教師暴力、非行など児童生徒の問題行動の現状を分
析し、その背景に影響する様々な要因について理解を深める。子
どもを取り巻く環境における教育力の低下により、社会認識の問
題やセルフコントロールの欠陥を呈する児童生徒が増加してい
る。本講習では、とくに社会認識の問題（思考パターンのゆがみ） 吉澤 寛之（大学院教育学研究科 准教授）
に焦点を当てて、先述したさまざまな問題行動との関連を解説す
る。さらに、こうした問題を改善するための心理教育プログラムに
ついても、実践的な観点から紹介する。なお、個別の事例に対す
る対処法については解説しない。

岐阜大学

【選択】児童・生徒の問題行動と
社会性

岐阜大学

子ども達の社会性を育むコミュニケーションスキルの向上と、情
動の教育（中でも怒りのコントロール）を効果的に推進するため
【選択】仲間と共に豊かな人間関 に、ピア・サポート学習を中心としたマルチレベルアプローチを、
理論と演習を通じて学ぶ講習としたい。中でも、ピア・サポート活
係をつくる学校カウンセリング
動の有効性とアプローチの方法について、相互に検討交流する
場を設けた学びの場としていきたいと考えます。

愛知教育大学

見えない、見えにくい子どもの教育において、視覚に頼らない指
青柳まゆみ（教育学部准教授）
導法や見えにくさに配慮した指導法を取り入れた授業づくりは極
相羽大輔（教育学部助教）
【選択】視覚障害指導法－見やす めて重要です。そこで本講習では、適宜ワークショップを取り入れ
い・触りやすい教材－
ながら、「見て・触ってわかりやすい教材とは何か」に焦点を当
て、視覚障害教育の指導法について学びます。これにより、視覚
障害教育の授業づくりの視点を深めることを目的とします。
新学習指導要領（平成29年3月告示、小中学校）では「育成を目
指す資質・能力の明確化」「『主体的・対話的で深い学び』の実現
に向けた授業改善の推進」（総則）が明記された。これはこれから
告示される高等学校学習指導要領でも同様と考えられる。言語
佐藤洋一（大学院教育実践研究科教授）
能力や情報リテラシ―、課題解決能力等の要となる国語科学習
で「主体的・対話的で深い学び」をどう授業化し評価するのか。学
校教育全体での資質・能力育成の観点、汎用性やメタ認知能力
等の育成も視野に、具体的な授業分析と考察、提案を行う。

受講人数

電話番号

ＵＲＬ

愛知教育大学

【選択】「深く人間的な学び」を創
る国語科授業

愛知教育大学

学習指導要領では、言語活動の充実を図り、読解力を育てる学
習活動として新聞の活用が推奨されています。新聞は多様な使
土屋武志（教育学部教授）
い方ができ、社会などの教科だけでなく、道徳、学級活動などさ
【選択】生かそう「教育に新聞を」
酒井ゆり（教育学部非常勤講師）
まざまな学習に役立てることができます。新聞記事を使ってコメン
トをまとめ、自分の主張を持たせる「切り抜き作品」づくりを中心
に、言語活動につながる新聞の活用法を考えます。

愛知県刈谷市

6時間 平成29年12月16日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教諭，養護教
諭，栄養教諭

6,000円

50人

平成29年10月7日～
平成29年11月5日

平29-10049507915号

0566-26-2678

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

本講習では，これまで税理士や税務署職員が中心となり行ってき
た「租税教育」と小･中･高の教員が行ってきた「社会科授業」を相
【選択】税の専門家と協働する租 互に関連させ，教員と税の専門家とが協働して取り組む授業づく
真島 聖子（教育学部准教授）
税教育２
りについて学習する。社会科の授業で税をテーマにどのように単
元を構想し，授業を展開するか，税の専門家をゲストティチャーに
迎え，協働して指導案を作成し，発表する。

愛知県刈谷市

6時間 平成29年12月28日

教諭

小学校教諭，中
学校（社会）・高
等学校（公民）教
諭

6,000円

30人

平成29年10月7日～
平成29年11月5日

平29-10049507916号

0566-26-2678

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

「小学校外国語活動と小中連携の英語教育」を指導するための
理論・実践的な知識・演習を行う。 学習指導要領に基づいた小
【選択】小学校外国語活動と小中 学校外国語活動と中学校英語教育の基本的な理念と目標。入門
高橋 美由紀（教育学部教授）
連携の英語教育の指導法と理論 期の英語教育において効果的な教授法、教材論、評価論等につ
清水 万里子（教育学部非常勤講師）
２
いての理論。小学校から中学校へと連携できる英語教育につい
てのシラバスや指導案作成方法。また、語彙指導や発音指導
等、理論的な枠組みから実践に結びつける。

愛知県刈谷市

6時間 平成29年12月16日

教諭

小学校教諭，中
学校（英語）教諭

6,000円

60人

平成29年10月7日～
平成29年11月5日

平29-10049507917号

0566-26-2678

http://www.aichiedu.ac.jp
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平成２９年度（第８回）認定
免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
時間数

講習の期間

認定番号

受講料

6時間 平成29年12月16日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教諭，養護教
諭，栄養教諭

6,000円

50人

平成29年10月7日～
平成29年11月5日

平29-10049507918号

0566-26-2678

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知県刈谷市

6時間 平成29年12月23日

教諭
養護教諭
栄養教諭

全教諭，養護教
諭，栄養教諭

6,000円

50人

平成29年10月7日～
平成29年11月5日

平29-10049507919号

0566-26-2678

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知県刈谷市

6時間 平成29年12月17日

教諭
養護教諭

幼稚園，小学校，
中学校，高等学
校教諭，養護教
諭

6,000円

50人

平成29年10月7日～
平成29年11月5日

平29-10049507920号

0566-26-2678

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知県刈谷市

6時間 平成29年12月26日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成29年10月7日～
平成29年11月5日

平29-10049507921号

0566-26-2678

http://www.aichiedu.ac.jp

【選択】小中学校理科（地質、地
形、岩石、気象）１

小中学校理科の授業内容のうち、地学関連分野（地質、地形、岩
石、気象）の内容を中心とする。観察や実験を含む。
担当講師のうち、三宅は、愛知県周辺の地形や地質・岩石につ
三宅 明（教育学部教授）
いて、小中学校の理科の基本的内容と関連させながら解説す
田口正和（教育学部准教授）
る。
もうひとりの担当の田口は、気象学の基礎や最近の話題（様々な
観測、天気予報、など）について、小中学校の理科の内容と関連
させながら解説する。

愛知県刈谷市

6時間 平成29年12月16日

教諭

小学校教諭およ
び中学校（理科）
教諭

6,000円

30人

平成29年10月7日～
平成29年11月5日

平29-10049507922号

0566-26-2678

http://www.aichiedu.ac.jp

【選択】小中学校理科（地質、地
形、岩石、気象）１

小中学校理科の授業内容のうち、地学関連分野（地質、地形、岩
石、気象）の内容を中心とする。観察や実験を含む。
担当講師のうち、三宅は、愛知県周辺の地形や地質・岩石につ
三宅 明（教育学部教授）
いて、小中学校の理科の基本的内容と関連させながら解説す
田口正和（教育学部准教授）
る。
もうひとりの担当の田口は、気象学の基礎や最近の話題（様々な
観測、天気予報、など）について、小中学校の理科の内容と関連
させながら解説する。

愛知県刈谷市

6時間 平成29年12月17日

教諭

小学校教員およ
び中学校理科教
員

6,000円

30人

平成29年10月7日～
平成29年11月5日

平29-10049507923号

0566-26-2678

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

【選択】ガラス工芸

日本におけるガラス工芸の歴史は弥生時代から始まります。欧
米と比較すると日本ではあまり発展してこなかった素材ですが、
近年日本国内でも、ガラス工芸が盛んに行なわれるようになって
佐々木 雅浩（教育学部准教授）
きました。この講座では、スライドを通してガラス工芸の技法や歴
史、素材の特性について学ぶと共に、簡単なガラス工芸技法を
用いて作品制作を体験していただきます。

愛知県刈谷市

6時間 平成29年12月16日

教諭

中学校・高等学
校（美術科）教諭

6,000円

30人

平成29年10月7日～
平成29年11月5日

平29-10049507924号

0566-26-2678

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

学習指導要領の主旨に則り、体育授業で実践できるアイデアを
【選択】保健体育実践プログラム
ワークショップ形式で紹介する。受講者の実践上の質問に答えた 森 勇示（教育学部教授）
のワークショップ
り、考え合いながら改善のアイデアを提供する。

愛知県刈谷市

6時間 平成29年12月24日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
（保健体育）教諭

6,000円

40人

平成29年10月7日～
平成29年11月5日

平29-10049507925号

0566-26-2678

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知県刈谷市

6時間 平成29年12月26日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（保健体育）教諭

6,000円

30人

平成29年10月7日～
平成29年11月5日

平29-10049507926号

0566-26-2678

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知県刈谷市

6時間 平成29年12月16日

教諭

小学校・中学校・
高等学校（家庭
科）教諭

6,000円

50人

平成29年10月7日～
平成29年11月5日

平29-10049507927号

0566-26-2678

http://www.aichiedu.ac.jp

岐阜県岐阜市

6時間 平成29年11月4日

教諭

小学校・中学校
教諭

6,000円

30人

平成29年9月25日～
平成29年10月2日

平29-30332507890号

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

岐阜県岐阜市

6時間 平成29年11月4日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

80人

平成29年9月25日～
平成29年10月2日

平29-30332507891号

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

講習の概要

担当講師

講習の開催地

【選択】教育現場におけるパソコ
ン実践活用法

今日、ほとんどの教員が何らかの形でパソコンに接しているが、
多くの場合、パソコンの機能をごく一部しか利用していない。本講
習では、近年のパソコンで可能となってきた最新技術を紹介す
る。また、パソコン利用の中でもかなりの比重を占めると思われる 中西 宏文（教育学部教授）
ワープロに関しても、ワープロ本来の機能を生かした利用がなさ 松永 豊（教育学部准教授）
れていない実態について詳説し、マイクロソフトワードを利用した 福井 真二（教育学部准教授）
演習を通してワープロ本来の機能を知り、仕事の効率化に役立
てると共に、パソコンをより便利に実践的に活用できるようにす
る。

愛知県刈谷市

【選択】教育現場におけるパソコ
ン実践活用法

今日、ほとんどの教員が何らかの形でパソコンに接しているが、
多くの場合、パソコンの機能をごく一部しか利用していない。本講
習では、近年のパソコンで可能となってきた最新技術を紹介す
る。また、パソコン利用の中でもかなりの比重を占めると思われる 中西 宏文（教育学部教授）
ワープロに関しても、ワープロ本来の機能を生かした利用がなさ 松永 豊（教育学部准教授）
れていない実態について詳説し、マイクロソフトワードを利用した 福井 真二（教育学部准教授）
演習を通してワープロ本来の機能を知り、仕事の効率化に役立
てると共に、パソコンをより便利に実践的に活用できるようにす
る。

愛知教育大学

【選択】Excel実践活用法

教員現場においてパソコンは無くてはならないものとなっており、
多くの教員が文書作成等にはワープロソフトを使うようになってい
る。しかし、成績処理や各種データの分析に表計算ソフトを使い
中西 宏文（教育学部教授）
こなせる教員は、いまだ少数である。本講習では、表計算ソフトで
松永 豊（教育学部准教授）
あるMicrosoft Excel を使用し、簡単な集計処理から始めて、グラ
福井 真二（教育学部准教授）
フ作成・関数の利用まで、今後、さまざまな場面で表計算ソフトを
積極的に使うようになるためのきっかけとしての活用法につい
て、演習を通して教授する。

愛知教育大学

次期学習指導要領が公示され、小学校におけるプログラミング必
修化が確定した。本講座では、プログラミングの初心者を対象
に、小学校におけるプログラミング必修化の背景、教育用プログ 松永 豊（教育学部准教授）
【選択】小学校におけるプログラミ
ラミング環境として広く用いられているscratchを使ったプログラミ 磯部 征尊（教育学部准教授）
ング教育
ング教育の実践の紹介、scratchを使ったプログラミングの演習を 齋藤 ひとみ（教育学部准教授）
とおして、小学校においてプログラミング教育を実践するために
必要な基礎的能力の育成を図る。

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知教育大学

【選択】運動指導法B（球技）

午前中に球技(ゴール型・ハンドボール)、午後に球技(ネット型)の
講義・実技を行う。各種目それぞれ基礎的技能の習得活動を通
じて、実践的指導法を理解する。
山下純平（教育学部講師）
１．ゲームのための技能とは何か？（戦術的課題と教材作り）
縄田亮太（教育学部助教）
２．ゲームで運動量を増やす方法
３．ジュニア期のハンドボール指導
４．ネット型の戦術学習を経験する

愛知教育大学

【選択】家庭科教育

家庭科教育をめぐる最近の動向に関する話題をふまえ、具体的
な教材・教具の紹介を交えた内容を予定しています。これからの
青木香保里（教育学部教授）
家庭科の授業改善やカリキュラム改善に資する教育内容や教育
方法について検討します。

岐阜聖徳学園大 【選択】優れた教育実践者から学 過去、現在の優れた教育実践者からその背景や実際などについ
玉置 崇（教育学部教授）
学
ぶ
て映像等を通して学び、自身の教育活動を振り返る内容。
岐阜聖徳学園大
【選択】幼児期の遊びと学び
学

遊びの中の学びとは何であるのか、具体的な事例をもとに、その
本質にずばり迫ります。また、その学びを支える保育者の資質向
西川 正晃（教育学部教授）
上のための具体的な取り組みについて、受講者参加型の演習も
交えながら体験していきます。
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開設者名
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

対象職種

主な受講対象者

6時間 平成29年12月16日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成29年10月2日～
平成29年10月31日

平29-35363507896号

059-356-8170

http://www.jchumanitec.ac.jp/

三重県四日市
市南浜田町

6時間 平成29年12月17日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成29年10月2日～
平成29年10月31日

平29-35363507897号

059-356-8170

http://www.jchumanitec.ac.jp/

三重県四日市
市南浜田町

6時間 平成29年12月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成29年10月2日～
平成29年10月31日

平29-35363507898号

059-356-8170

http://www.jchumanitec.ac.jp/

インターネット

6時間

教諭

中学校、高等学
校教諭

7,200円

1,000人

平成29年9月20日～
平成30年3月15日

平29-80005507892号

0120-238-140

http://www.sainou.or.jp
/e-learning/

東京都品川区

6時間 平成29年10月21日

教諭

幼・小・中学校
（英語）教諭

6,000円

30人

平成29年9月16日～
平成29年10月16日

平29-80005507893号

03-5741-1311

http://www.sainou.or.jp
/license/

東京都あきる
野市

6時間 平成29年11月18日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

30人

平成29年9月16日～
平成29年11月6日

平29-80005507894号

03-5741-1311

http://www.sainou.or.jp
/license/

東京都あきる
野市

6時間 平成29年11月19日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭

6,000円

30人

平成29年9月16日～
平成29年11月6日

平29-80005507895号

03-5741-1311

http://www.sainou.or.jp
/license/

「保育の実践力を高める」
公益財団法人全
「保育現場での質を高める」、「幼稚園の役割を広め深める」の２
本田真大（北海道教育大学函館校准教授）
日本私立幼稚園
つの事項について理解と実践をふり返り、応用力をつけ保育現
【選択】保育現場での質を高める
伏見千悦子（北翔大学教育文化学部教育学科 北海道函館市
幼児教育研究機
場における現代的な課題に関する知識と理解を得ることを目指
准教授）
構
す。また、幼稚園教諭免許状の更新者に焦点を当てた内容として
いる。

6時間 平成29年11月11日

教諭

幼稚園教諭

9,000円

100人

平成29年9月20日～
平成29年9月29日

平29-80012507899号

03-3237-1957

https://youchien.com/

本講習は、「幼稚園教育内容を深める」ことを目的として、
公益財団法人全
① 特別支援対象児における個々の理解に基づいた関わり
高田晃（宇部フロンティア大学人間社会学部教
日本私立幼稚園
【選択】幼稚園教育内容を深める ② 発達障害の種類と理解
授、宇部フロンティア大学大学院人間科学研究 山口県宇部市
幼児教育研究機
③ 特別支援児の保護者支援と連携などを中心に講義等を行い 科教授）
構
ます。

6時間 平成29年11月11日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成29年9月16日～
平成29年9月21日

平29-80012507900号

03-3237-1957

https://youchien.com/

ユマニテク短期大 【選択】保育内容の探求Ａ（情報
学
教育の活用・かがくあそび）

１．教授法や教育技術の向上のためにWeb相互評価法を学びま
す。紙とWebリフレクションシートを使い比べ、見える化処理が容
易なWeb相互評価法で、自身の教授技術の問題点が明らかにで
田中雅章（幼児保育学科 教授）
きることを理解します。
２．幼児は自然の様々な恵みを遊びに取り入れて楽しんでいま 伊藤康明（幼児保育学科 教授）
す。本講座では、幼児が身近な自然の不思議さを体験できるよう
な科学あそびを取り上げます。今回取り上げる主なテーマは、空
気の不思議、水の不思議、音の不思議です。

三重県四日市
市南浜田町

ユマニテク短期大 【選択】保育内容の探求B（音楽
学
表現・言語表現）

１．打楽合奏では、自分が打楽奏をする楽しさと、仲間と合奏する
ことで音が重なり合い、音楽に厚みや深みが出る感動を味わうこ
とが期待される。本講座では実践的な打楽合奏曲のアレンジ方
桂山たかみ（幼児保育学科 准教授）
法や指導法を学ぶことを目的とする。
松本亜香里（幼児保育学科 講師）
２．保育現場で多く用いられる児童文化財としての絵本や紙芝居
川勝泰介（幼児保育学科 教授）
などの持つ意義と役割について考えるとともに、子どもの言葉や
表現力を育むために大切なものとは何かについて考えることを通
して保育者の資質向上をめざす。

ユマニテク短期大 【選択】保育内容の探求Ｃ（造形
学
表現・身体表現）

１．「棒状描画材料の扱い方」及び「水彩絵の具の扱い方」実技を
通して、①パスやクレヨン、色鉛筆や水性ペンで虹や風船などを
着色することでその特色を学ぶ。②食べ物に例えて絵の具の水
安藤恭子（幼児保育学科 教授）
加減を楽しく試しながら学ぶ。
２．幼児期の身体発育と運動発達、また「遊び」に対する理解を 渡邊明宏（幼児保育学科 助教）
深め、活発な身体活動を伴う遊びの意義を確認する。そして、実
践と体感をとおして、幼児の遊びの質と量の向上を支えるための
指導のあり方について探る。

子どもたちが生きていく上で、日々の生活の家計管理、結婚、住
宅購入、子育てや老後とお金に関する知識は不可欠です。しか
し、これまで金融や経済について学ぶ機会は必ずしも十分では 西村公孝（鳴門教育大学副学長）
公益財団法人才 【選択】子どもたちに伝えたい金
ありませんでした。本講義では、金融を活用した生活設計や金融 家森信善（神戸大学経済経営研究所教授）
能開発教育研究 融リテラシー入門 ～知って役立
トラブルから身を守るための知識、金融を通じた社会参画などに 栗原久（東洋大学文学部教育学科教授）
つおカネとの関わり方～
財団
ついて分かりやすく解説します。また、授業ですぐに活用できる体 西村隆男（横浜国立大学名誉教授）
験型学習を、中学校・高等学校での実践事例を交え紹介します。
（当財団の講習はご自宅で試験が可能です）

公益財団法人才
【選択】楽しく伸びる小学校外国
能開発教育研究
語活動の授業づくり・教材開発
財団

他者理解や関わりの手段としての小学校外国語活動のあり方
や、具体的な方法及び小学校へつなぐ幼稚園での取り組み方、
池田 勝久（文部科学省初等中等教育局教科
小学校外国語活動のよさや経験を生かした中学校英語授業への
書調査官）
つなぎ方について、具体的な事例及び楽しいワークショップ体験
を通して理解を深めます。

この講座では、実際にゲームを体験していただきます。例えば、
旅行の計画、探偵になって犯人探し、手品師になってカード当
公益財団法人才
【選択】ゲームで身につける論理 て、人間ファクスになって画像転送など、頭を使ってさまざまな
中野 由章（大阪電気通信大学客員准教授）
能開発教育研究
ゲームを行い、ゲームを通して論理的思考力を育成します。特別
的思考力
財団
活動や総合的な学習の時間などの企画・構成のヒントになり、展
開することも可能です。

公益財団法人才
【選択】楽しく学ぶ情報教育と危
能開発教育研究
険を学ぶ情報モラル教育
財団

情報教育というと、専門の教科担当者が何やら難しい授業を行う
イメージがあります。本来、情報の活用はすべての教科で行うよ
うに位置づけられており、実際に学校へのタブレット等の導入が
進んでいることはご存知でしょう。そこで機器に詳しくなくても興味 榎本 竜二（聖心女子大学非常勤講師）
深く情報を学ぶことができ、しかも必要とされる児童・生徒への情
報モラル教育や情報セキュリティについても知ることができるよう
構成しました。

平成29年10月2日～
平成30年3月31日

一般社団法人日 【選択】教育カウンセリング講座
本図書文化協会 ⑨

児童生徒に生きる力を身につけさせるため，教育カウンセリング
に基づく指導の理念と方法について講義演習を行う。内容は①
SGE②キャリア教育とアクティブラーニング③個別面接の基礎技
法④教育カウンセリング概論⑤事例研究法⑥新学力観と認知行
動療法⑦サイコエジュケーションである。1月6日午後は「教育カ
ウンセリング概論」または「事例研究法」いずれかを選択，受講す
ること

中村正巳（北海道情報大学教授）
三村隆男（早稲田大学大学院教授）
大友秀人（北海商科大学教授）
中野武房（函館大谷短期大学客員教授）
富家直明（北海道医療大学教授）

北海道札幌市

18時間

平成30年1月5日～
平成30年1月7日

教諭
養護教諭

小中高等学校教
諭および養護教 35,000円
諭

20人

平成29年10月1日～
平成29年11月30日

平29-80020507928号

03-3941-0211

http://www.toshobunka
.co.jp/workshop/

一般社団法人日 【選択】教育カウンセリング講座
本図書文化協会 ⑩

児童生徒に生きる力を身につけさせるため，教育カウンセリング
に基づく指導の理念と方法について講義演習を行う。内容は①
学級集団のアセスメントと学級経営②学級集団と特別支援教育
③教育カウンセリング概論④問題行動への対応⑤チーム支援⑥
登校支援と学級集団プログラム⑦SGE⑧心の教育とSSTである。
1月7日「教育カウンセリング概論」「問題行動への対応」または
「チーム支援」「登校支援と学級集団プログラム」いずれかを選
択，受講すること

河村茂雄（早稲田大学教育・総合科学学術院教
授）
長野県長野市
田上不二夫（東京福祉大学教授）
岸田幸弘（松本大学教授）
鹿嶋真弓（高知大学准教授）

18時間

平成30年1月6日～
平成30年1月8日

教諭
養護教諭

小中高等学校教
諭および養護教 35,000円
諭

20人

平成29年10月1日～
平成29年11月30日

平29-80020507929号

03-3941-0211

http://www.toshobunka
.co.jp/workshop/
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レクリエーションは単に楽しいだけではなく、意図的、計画的に活
用することによって、自己肯定感や他者への関心・思いやりの心
を育むなど、コミュニケーション力を高めるとともに、信頼関係づく
公益財団法人日
【選択】レクリエーションの教育的
りや前向きな行動変容を促すことができます。
本レクリエーショ
効果
学級経営や仲間づくりに活用できるレクリエーションゲーム等の
ン協会
体験を通し、達成感や友だちとのコミュニケーションを促進するレ
クリエーションの教育的効果を学びます。

中谷 光男（千葉県教育庁東葛飾教育事務所
管理課主席管理主事）
小山 亮二（公益財団法人日本レクリエーション
協会プロデューサー）
中島 一郎（国際武道大学体育学部教授）
小久保 信幸（公益財団法人日本レクリエーショ
東京都渋谷区
ン協会マネージャー）
後藤 剛彦（公益財団法人日本レクリエーション
協会マネージャー）
熊谷 圭介（公益財団法人日本レクリエーション
協会プロデューサー）
原 秀光（公益財団法人日本レクリエーション協
会プロデューサー）

6時間 平成29年11月23日

教諭

主に幼稚園、小
学校、中学校教
諭

6,000円

50人

平成29年9月25日～
平成29年10月31日

平29-80023507901号

03-3834-1094

http://www.recreation.
or.jp/

外遊びや集団で体を動かして遊ぶことは、社会性の基礎を身に
付けたり、仲間と協力しあったりする力が育つだけでなく、体力の
公益財団法人日 【選択】楽しく体力向上を図るレク 向上にも大きな効果をもたらします。
本レクリエーショ リエーションプログラムの体験学 本講習では、運動が得意な子も苦手な子も、遊びを通して体を動
かす楽しさが実感でき、主体的・日常的に取り組める運動遊びや
習
ン協会
ニュースポーツなど、遊びが運動になる・運動が遊びになるレクリ
エーションプログラムを体験しながら、その活用方法を学びます。

中谷 光男（千葉県教育庁東葛飾教育事務所
管理課主席管理主事）
小山 亮二（公益財団法人日本レクリエーション
協会プロデューサー）
中島 一郎（国際武道大学体育学部教授）
小久保 信幸（公益財団法人日本レクリエーショ
東京都渋谷区
ン協会マネージャー）
後藤 剛彦（公益財団法人日本レクリエーション
協会マネージャー）
熊谷 圭介（公益財団法人日本レクリエーション
協会プロデューサー）
原 秀光（公益財団法人日本レクリエーション協
会プロデューサー）

6時間 平成29年12月2日

教諭

主に幼稚園、小
学校、中学校教
諭

6,000円

50人

平成29年9月25日～
平成29年11月10日

平29-80023507902号

03-3834-1094

http://www.recreation.
or.jp/

レクリエーションは単に楽しいだけではなく、意図的、計画的に活
用することによって、自己肯定感や他者への関心・思いやりの心
を育むなど、コミュニケーション力を高めるとともに、信頼関係づく
公益財団法人日
【選択】レクリエーションの教育的
りや前向きな行動変容を促すことができます。
本レクリエーショ
効果
学級経営や仲間づくりに活用できるレクリエーションゲーム等の
ン協会
体験を通し、達成感や友だちとのコミュニケーションを促進するレ
クリエーションの教育的効果を学びます。

中谷 光男（千葉県教育庁東葛飾教育事務所
管理課主席管理主事）
小山 亮二（公益財団法人日本レクリエーション
協会プロデューサー）
中島 一郎（国際武道大学体育学部教授）
小久保 信幸（公益財団法人日本レクリエーショ
神奈川県横浜
ン協会マネージャー）
市
後藤 剛彦（公益財団法人日本レクリエーション
協会マネージャー）
熊谷 圭介（公益財団法人日本レクリエーション
協会プロデューサー）
原 秀光（公益財団法人日本レクリエーション協
会プロデューサー）

6時間 平成29年12月9日

教諭

主に幼稚園、小
学校、中学校教
諭

6,000円

50人

平成29年9月25日～
平成29年11月15日

平29-80023507903号

03-3834-1094

http://www.recreation.
or.jp/

外遊びや集団で体を動かして遊ぶことは、社会性の基礎を身に
付けたり、仲間と協力しあったりする力が育つだけでなく、体力の
公益財団法人日 【選択】楽しく体力向上を図るレク 向上にも大きな効果をもたらします。
本レクリエーショ リエーションプログラムの体験学 本講習では、運動が得意な子も苦手な子も、遊びを通して体を動
ン協会
習
かす楽しさが実感でき、主体的・日常的に取り組める運動遊びや
ニュースポーツなど、遊びが運動になる・運動が遊びになるレクリ
エーションプログラムを体験しながら、その活用方法を学びます。

中谷 光男（千葉県教育庁東葛飾教育事務所
管理課主席管理主事）
小山 亮二（公益財団法人日本レクリエーション
協会プロデューサー）
中島 一郎（国際武道大学体育学部教授）
小久保 信幸（公益財団法人日本レクリエーショ
神奈川県横浜
ン協会マネージャー）
市
後藤 剛彦（公益財団法人日本レクリエーション
協会マネージャー）
熊谷 圭介（公益財団法人日本レクリエーション
協会プロデューサー）
原 秀光（公益財団法人日本レクリエーション協
会プロデューサー）

6時間 平成30年1月13日

教諭

主に幼稚園、小
学校、中学校教
諭

6,000円

50人

平成29年9月25日～
平成29年12月15日

平29-80023507904号

03-3834-1094

http://www.recreation.
or.jp/

レクリエーションは単に楽しいだけではなく、意図的、計画的に活
用することによって、自己肯定感や他者への関心・思いやりの心
公益財団法人日
を育むなど、コミュニケーション力を高めるとともに、信頼関係づく
【選択】レクリエーションの教育的
本レクリエーショ
りや前向きな行動変容を促すことができます。
効果
ン協会
学級経営や仲間づくりに活用できるレクリエーションゲーム等の
体験を通し、達成感や友だちとのコミュニケーションを促進するレ
クリエーションの教育的効果を学びます。

中谷 光男（千葉県教育庁東葛飾教育事務所
管理課主席管理主事）
小山 亮二（公益財団法人日本レクリエーション
協会プロデューサー）
中島 一郎（国際武道大学体育学部教授）
小久保 信幸（公益財団法人日本レクリエーショ
ン協会マネージャー）
埼玉県上尾市
後藤 剛彦（公益財団法人日本レクリエーション
協会マネージャー）
熊谷 圭介（公益財団法人日本レクリエーション
協会プロデューサー）
原 秀光（公益財団法人日本レクリエーション協
会プロデューサー）

6時間 平成30年1月21日

教諭

主に幼稚園、小
学校、中学校教
諭

6,000円

50人

平成29年9月25日～
平成29年12月15日

平29-80023507905号

03-3834-1094

http://www.recreation.
or.jp/

外遊びや集団で体を動かして遊ぶことは、社会性の基礎を身に
付けたり、仲間と協力しあったりする力が育つだけでなく、体力の
公益財団法人日 【選択】楽しく体力向上を図るレク 向上にも大きな効果をもたらします。
本レクリエーショ リエーションプログラムの体験学 本講習では、運動が得意な子も苦手な子も、遊びを通して体を動
ン協会
習
かす楽しさが実感でき、主体的・日常的に取り組める運動遊びや
ニュースポーツなど、遊びが運動になる・運動が遊びになるレクリ
エーションプログラムを体験しながら、その活用方法を学びます。

中谷 光男（千葉県教育庁東葛飾教育事務所
管理課主席管理主事）
小山 亮二（公益財団法人日本レクリエーション
協会プロデューサー）
中島 一郎（国際武道大学体育学部教授）
小久保 信幸（公益財団法人日本レクリエーショ
千葉県千葉市
ン協会マネージャー）
後藤 剛彦（公益財団法人日本レクリエーション
協会マネージャー）
熊谷 圭介（公益財団法人日本レクリエーション
協会プロデューサー）
原 秀光（公益財団法人日本レクリエーション協
会プロデューサー）

6時間 平成30年2月12日

教諭

主に幼稚園、小
学校、中学校教
諭

6,000円

50人

平成29年9月25日～
平成30年1月15日

平29-80023507906号

03-3834-1094

http://www.recreation.
or.jp/
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免許状更新講習一覧（選択領域）「受講者が任意に選択して受講する領域」
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種

主な受講対象者

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

外遊びや集団で体を動かして遊ぶことは、社会性の基礎を身に
付けたり、仲間と協力しあったりする力が育つだけでなく、体力の
公益財団法人日 【選択】楽しく体力向上を図るレク 向上にも大きな効果をもたらします。
本レクリエーショ リエーションプログラムの体験学 本講習では、運動が得意な子も苦手な子も、遊びを通して体を動
かす楽しさが実感でき、主体的・日常的に取り組める運動遊びや
習
ン協会
ニュースポーツなど、遊びが運動になる・運動が遊びになるレクリ
エーションプログラムを体験しながら、その活用方法を学びます。

中谷 光男（千葉県教育庁東葛飾教育事務所
管理課主席管理主事）
小山 亮二（公益財団法人日本レクリエーション
協会プロデューサー）
中島 一郎（国際武道大学体育学部教授）
小久保 信幸（公益財団法人日本レクリエーショ
埼玉県上尾市
ン協会マネージャー）
後藤 剛彦（公益財団法人日本レクリエーション
協会マネージャー）
熊谷 圭介（公益財団法人日本レクリエーション
協会プロデューサー）
原 秀光（公益財団法人日本レクリエーション協
会プロデューサー）

6時間 平成30年2月17日

教諭

主に幼稚園、小
学校、中学校教
諭

6,000円

50人

平成29年9月25日～
平成30年1月15日

平29-80023507907号

03-3834-1094

http://www.recreation.
or.jp/

レクリエーションは単に楽しいだけではなく、意図的、計画的に活
用することによって、自己肯定感や他者への関心・思いやりの心
を育むなど、コミュニケーション力を高めるとともに、信頼関係づく
公益財団法人日
【選択】レクリエーションの教育的
りや前向きな行動変容を促すことができます。
本レクリエーショ
効果
学級経営や仲間づくりに活用できるレクリエーションゲーム等の
ン協会
体験を通し、達成感や友だちとのコミュニケーションを促進するレ
クリエーションの教育的効果を学びます。

中谷 光男（千葉県教育庁東葛飾教育事務所
管理課主席管理主事）
小山 亮二（公益財団法人日本レクリエーション
協会プロデューサー）
中島 一郎（国際武道大学体育学部教授）
小久保 信幸（公益財団法人日本レクリエーショ
千葉県千葉市
ン協会マネージャー）
後藤 剛彦（公益財団法人日本レクリエーション
協会マネージャー）
熊谷 圭介（公益財団法人日本レクリエーション
協会プロデューサー）
原 秀光（公益財団法人日本レクリエーション協
会プロデューサー）

6時間 平成30年3月21日

教諭

主に幼稚園、小
学校、中学校教
諭

6,000円

50人

平成29年9月25日～
平成30年2月15日

平29-80023507908号

03-3834-1094

http://www.recreation.
or.jp/

レクリエーションは単に楽しいだけではなく、意図的、計画的に活
用することによって、自己肯定感や他者への関心・思いやりの心
を育むなど、コミュニケーション力を高めるとともに、信頼関係づく
公益財団法人日
【選択】レクリエーションの教育的
りや前向きな行動変容を促すことができます。
本レクリエーショ
効果
学級経営や仲間づくりに活用できるレクリエーションゲーム等の
ン協会
体験を通し、達成感や友だちとのコミュニケーションを促進するレ
クリエーションの教育的効果を学びます。

中谷 光男（千葉県教育庁東葛飾教育事務所
管理課主席管理主事）
小山 亮二（公益財団法人日本レクリエーション
協会プロデューサー）
中島 一郎（国際武道大学体育学部教授）
小久保 信幸（公益財団法人日本レクリエーショ
神奈川県横浜
ン協会マネージャー）
市
後藤 剛彦（公益財団法人日本レクリエーション
協会マネージャー）
熊谷 圭介（公益財団法人日本レクリエーション
協会プロデューサー）
原 秀光（公益財団法人日本レクリエーション協
会プロデューサー）

6時間 平成30年3月24日

教諭

主に幼稚園、小
学校、中学校教
諭

6,000円

50人

平成29年9月25日～
平成30年2月15日

平29-80023507909号

03-3834-1094

http://www.recreation.
or.jp/
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