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平成２４年度（第６回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び
学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
（必修領域）
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清和大学短期大
教育の最新事情
学部

1日目の「教職についての省察」では、学校をめぐる状況変
化と子ども観・教育観について、「子どもの変化についての
理解」では、LDやADHD等の特別支援教育に関する新たな
課題と、最新の知見に基づく子どもの発達について、および
カウンセリングや相談理解について講義する。
2日目の「教育政策の動向」では、学習指導要領の改訂や
その他の教育改革についての動向について、「学校の内外
の連携教育」では、校内外の安全確保や情報セキュリティ、
また対人関係とコミュニケーションについて講義する。

原 信夫(准教授）
安藤 昭之（非常勤講師）
加藤 恵子（鴨川市立曽呂小学校教頭）
江津 和也（専任講師）
榎本 良和（君津市立中小学校校長）
宝剱 純一郎（清和大学教授）

千葉県木更津
市

12時間

平成24年10月13日
平成24年10月20日

12,000円

50人

平成24年8月6日～
平成24年8月24日

平243508500726号

0438-30-5522

http://www.seiwajc.ac.jp

千葉明徳短期大
幼稚園教育の最新事情
学

今日の幼稚園教諭に求められる最新の教育事情について
「教職についての省察」、「子どもの変化についての理解」、
「教育政策の動向についての理解」、「学校の内外における
連携協力についての理解」の4つの領域から学ぶ。

箙 光夫(学長)
由田 新(保育創造学科教授)
金 瑛珠(保育創造学科准教授)
小久保圭一郎(保育創造学科専任講師)

千葉県千葉市

12時間

平成24年8月27日～
平成24年8月28日

12,000円

30人

平成24年7月17日～
平成24年7月30日

平243508800727号

043-265-1613

http://www.chibamei
toku.ac.jp/tandai.h
tml

多摩美術大学

戦後教育が果たしてきた｢不易｣と「流行」を踏まえて、教育
政策と学校改革の動向、子どもの発達課題、学校マネジメ
ントを中心に講じながら、教職について省察する。具体的に
は、教育基本法改定に伴う教育政策の動向、「脳とこころの
関連性」に関する最新の知見を踏まえた子どもの発達課題
と特別支援教育の在り方、教育相談を含むキャリア教育の
在り方、学校内外における保護者・地域社会との連携協力
について取り上げる。

西谷 成憲（美術学部教授）
榎本 和生（美術学部教授）
中山 純一（八王子市立教育委員会）
大野 晏且（東京学芸大学非常勤講師）
中根 勉（東邦大学理学部非常勤講師）
野々村 新（日本大学法学部教授）
中野 良顯（東京成徳大学大学院特任教授）
渡辺 恵子（東京学芸大学准教授）
佃 直毅（松陰大学教授）

東京都八王子
市

12時間

平成24年7月30日～
平成24年7月31日

12,000円

50人

平成24年7月16日～
平成24年7月21日

平243018700728号

042-679-5629

http://www.tamabi.a
c.jp/

独立行政法人国
平成24年度第二期特別支援教
立特別支援教育
育専門研修
総合研究所

障害のある幼児児童生徒の教育を担当する教職員に対
し、専門的知識及び技術を深めさせるなど必要な研修を行
い、その指導力の一層の向上を図り、今後の各都道府県等
における指導者としての資質を高めるための講習。
講習内容は、視覚障害教育、聴覚障害教育について、そ
れぞれの現状と課題、発達障害教育論、特別支援学校経
営の現状と課題（視覚障害、聴覚障害）で構成される。

千原 由幸（文部科学省初等中等教育局特別
支援教育課長）
原田 公人（教育研修・事業部総括研究員）
佐々木 亮子（（有）アールズセミナー代表取締
役）
神奈川県横須
笹森 洋樹（企画部総括研究員）
賀市
宍戸 和成（筑波大学教授）
吉田 道広（文部科学省初等中等教育局特別
支援教育課特別支援教育調査官）
田中 良広（教育支援部総括研究員）

平成24年9月6日,平成
24年9月14日,平成24年
12時間 9月18日,平成24年9月
20日,平成24年9月21
日,平成24年10月25日

平成24年7月17日～
平成24年9月5日
一般募集はしません。
（※左記研修の実施要
項に基づき、都道府県 平248人 教育委員会等からの推 70002薦により受講決定した 00719号
者（研修の受講者以外
の者は、免許状更新講
習を受講することはで
きません。））

046-839-6895

http://www.nise.go.
jp/

富山国際大学

教育の最新事情

幼稚園教諭及び小学校教諭を主な対象として、子どもや学
校を取り巻く環境の変化や近年の法令改正及び学習指導
要領改訂等の動向を見据えながら、教育をめぐる今日的課
題について次の４点にわたって講習します。
①教職についての省察 ②子どもの変化についての理解 ③
教育政策の動向についての理解 ④学校の内外における連
携協力についての理解

宮田伸朗（子ども育成学部教授）
開仁志（子ども育成学部准教授）
村上満（子ども育成学部講師）
大平泰子（子ども育成学部講師）
大藪敏宏（子ども育成学部准教授）
彼谷環（子ども育成学部准教授）
水上義行（子ども育成学部教授）
本江理子（子ども育成学部講師）

12時間

平成24年8月21日～
平成24年8月22日

12,000円

40人

平成24年7月23日～
平成24年8月10日

平243030200730号

076-436-2570

http://www.tuins.ac
.jp/

三重大学

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校内外における連携協
力についての理解」の４つの事項について、教員に求めら
教育の最新事情 －三重県の教 れる最新の知識・技能の修得をめざす。
育課題から－
本講習では、三重県教員免許状更新講習連絡協議会と三
重県教育委員会が協働して、三重県における今日的な教育
課題についての理解を深めることを中心的な内容として展
開する。

今井 伸和（三重短期大学生活科学科准教授、
三重大学非常勤講師）
長澤 貴（鈴鹿短期大学教職ＧＬこども学専攻
助教、三重大学非常勤講師）
三重県津市
新田 均(皇學館大学現代日本社会学部教授）
須曽野 仁志（教育学部附属教育実践総合セ
ンター教授）

12時間

平成24年10月20日～
平成24年10月21日

12,000円

40人

平成24年8月17日～
平成24年8月30日

平241004900724号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

花園大学

教育の最新事情

子どもの発達を心理学の知見から見つめ直し、その問題
点、課題、子どもの変化についての理解を深める。また、ス
クールソーシャルワーカーとの関わりを通して子どもの生活
の変化に応じた支援のあり方、教師とスクールカウンセラー
の協業のあり方等を考える。さらに、いじめ、不登校、非行、
犯罪等の問題についての背景・原因の分析や教員の具体
的な取り組みのあり方、また報道や統計の活用を通して現
代社会の問題を考える。教育政策の動向、学校の危機管
理等についても扱う。

脇中 洋（大谷大学教授）
林 聖子（京都市教育委員会スクールソーシャ
ルワーカー）
京都府京都市
水谷 修（客員教授）
中京区
松下 智子（社会福祉学部非常勤講師）
中 善則（教職課程准教授）
奥山 研司（教職課程教授）

12時間

平成24年12月22日～
平成24年12月23日

10,000円

200人

平成24年9月5日～
平成24年9月25日

平243041600721号

075-823-0570

http://www.hanazono
.ac.jp/

教育の最新事情

各講習項目の基礎的・基本的内容に加えて、格差社会と教
育的平等の保障、特別支援教育の発達心理学的基礎、新
学習指導要領で求められる習得・活用・探求の学力論と授
業づくりの実際、外国人児童・生徒への対応と多文化共生 奈須 正裕（総合人間科学部教授）
の学校づくりなど、教師と学校が直面している今日的な課題 澤田 稔（総合人間科学部准教授）
を数多く取り上げ、最新の知見に基づき理論的、実践的に
検討することで、明日からの教育実践の確かな拠り所とな
る資質・能力の育成を目指す。

12時間

平成24年12月27日～
平成24年12月28日

12,000円

40人

平成24年10月1日～
平成24年11月30日

平243016600725号

03-3238-3520

http://www.sophia.a
c.jp/

上智大学

教育の最新事情

富山県富山市

大阪府大阪市
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プール学院大学 現代的課題と学校教育の役割

中央教育審議会答申は「グローバルな経済競争／持続可
能性への協力」の両者に対応可能な教育の必要を述べて
いる。卓越性と公正、組織マネジメント、個と集団への開発
的指導と援助、特別支援教育など、教員が日常直面してい
る問題群もまた、現代的課題と関連が深い。本講習会では
参加者の実践交流を中心にすえ、現代的課題に挑戦する
学校教育、教員の社会的使命とコミュニティとの連携等につ
いて研修する機会としたい。

佃 繁（国際文化学部准教授）
石原 陽子（国際文化学部准教授）
中村 健（国際文化学部教授）
山崎 明宏（国際文化学部准教授）

大阪府堺市

12時間

平成24年8月16日～
平成24年8月17日

12,000円

50人

平成24年7月17日～
平成24年7月27日

平243047000720号

072-292-7201

http//www.poole.ac.
jp

兵庫大学・兵庫
教育の最新事情
大学短期大学部

多くの教育問題が発生している我が国の現状を踏まえ
て、様々な教育学的・教育心理学的理論や実践例を援用し
つつ以下の課題について受講生と共に考えます。すなわ
ち、教職についての省察、子どもの変化についての理解、
教育政策の動向についての理解、学校の内外での連携協
力についての理解などについて、教員に必要とされる共通
の今日的な教育課題、さらには最新知識・技能の理解を深
めます。

廣岡 義之（健康科学部教授）
森田 義宏（健康科学部教授）
大平 曜子（健康科学部教授）
加藤 和代（健康科学部講師）
南屋 和寿（加古川市教育委員会学校教育課
指導主事）
尾崎 貴弥（加古川市教育委員会学校教育課
指導主事）
松尾 光隆（加古川市教育委員会学校教育課
指導主事）
川崎 雅也（貝塚市教育委員会学校人権教育
課 参事）

兵庫県加古川
市

12時間

平成24年12月15日～
平成24年12月16日

12,000円

50人

平成24年10月1日～
平成24年11月10日

平249280500731号

079-427-9551

http://www.hyogodai.ac.jp/

九州共立大学

教育の最新事情

本講習においては、教員免許更新講習の必修領域である
①教職についての省察、②子どもの変化についての理解、
③教育政策の動向についての理解、④学校の内外におけ
る連携協力についての理解の４つに関する事項に関する講
義を行う。２日間の講習を通して教員に求められる最新の
知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理解を深
めることを目指す。

白石
松田
日高
阪木

福岡県北九州
市

12時間

平成24年11月23日～
平成24年11月24日

12,000円

50人

平成24年8月1日～
平成24年9月29日

平243056100723号

093-693-3223

http://www.kyukyou.ac.jp/

久留米大学

教員免許状更新講習「必修」

学校をめぐる内外の状況は近年大きく様変わりしつつある
が、教育の最新事情について、県立高等学校、特別支援学
校の退職校長、県教育行政、県教育センター経験者等が講
師となり、学校現場や教育行政等の体験を活かした講義を
行う。主たる対象は高等学校教員、幼小中高等部の特別支
援学校教員となるが、小中学校にも視野を広げ講義する。

原野 雅（非常勤講師）
山崎 賢一郎（非常勤講師）
藤田 庸久（「宇美町立こども療育センターすく
すく」園長）
濱本 隆（非常勤講師）

福岡県久留米
市

12時間

平成24年8月21日～
平成24年8月22日

12,000円

50人

平成24年7月17日～
平成24年7月27日

平243056600722号

0942(44)2071

http://www.kurumeu.ac.jp/

教育実践と教育改革

○「教職についての省察」「子どもの変化」「教育改革の動
向」「学校の内外における連携協力についての理解」の四つ
の論点について、講義資料や具体的な事例に基づいて小
グループで考察を深める。
○３つのうち一つの事項にかかわっては、自身のこれまで
の教育実践とかかわらせながら検討する。
○それぞれの検討と報告を紹介し、交流し合う報告会を設
定する。

澁澤
内田
神田
黒木
国枝

宮崎県都城市

12時間

平成24年8月 9日～
平成24年8月10日

12,000円

30人

平成24年7月16日～
平成24年7月24日

平243060800729号

南九州大学

忍
広
和美
啓二

（経済学部 教授）
(スポーツ学部 准教授)
（経済学部 講師）
(精華女子短期大学 講師）

透（人間発達学部教授）
芳夫（人間発達学部教授）
嘉延（人間発達学部教授）
哲德（人間発達学部教授）
裕子（人間発達学部講師）
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0986-21-2111

http://www.nankyuda
i.ac.jp/index.html

