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平成２４年度（第１０回）
「教科指導・生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
（選択領域）

平成２４年度（第１０回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講義は精神保健、成人保健、環境保健よりなります。精神
保健では小中高等学校における心の健康づくりについて
（特にリストカットや自殺とその対応）、成人保健では現代社 吉田 稔（人間健康学部教授）
会において重要な健康課題となっている生活習慣病につい 遠藤 守人（人間健康学部教授）
て、環境保健では生活の場における身近な環境と健康の係 瀧澤 透（人間健康学部教授）
わり、特に生活環境の変化による疾病の発症について考え
ます。

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

青森県八戸市

6時間 平成24年12月24日.

小学校・中学校・
教諭
高等学校教諭向
養護教
け、養護教諭向
諭
け

6,000円

50人

平成24年11月19日～
平成24年12月7日

平243002957026号

0178-25-2711

http://www.hachinoh
e-u.ac.jp/

八戸大学

今日、教育現場においても、教員によるＩＣＴ（情報通信技
術）活用が不可欠となっています。本講習では、児童・生徒
の成績・健康管理や教材作成にパソコンを活用するための
データの分析・グラフ作成手法について、講義、演習を行い
教育現場におけるＩＣＴ（情報通信
ます。作成した教材や学級だより、保健室だより等の資料を
技術）活用
ネットワーク上で蓄積・共有するための、コンテンツ管理シス
テムの利用についても実習します。また、インターネットを安
全に活用するための校内ネットワークの構築や運用管理に
ついても講義、演習を行います。

村本 卓（ビジネス学部教授）
坂本 貴博（ビジネス学部准教授）
田村 正文（ビジネス学部専任講師）
青森県八戸市
橘 洋介（ビジネス学部専任講師）
馬場 祥次（ビジネス学部非常勤講師、八戸短
期大学ライフデザイン学科准教授）

6時間 平成24年12月22日.

教諭
養護教 全教員
諭

6,000円

40人

平成24年11月19日～
平成24年12月7日

平243002957027号

0178-25-2711

http://www.hachinoh
e-u.ac.jp/

八戸大学

今日、教育現場においても、教員によるＩＣＴ（情報通信技
術）活用が不可欠となっています。本講習では、児童・生徒
の成績・健康管理や教材作成にパソコンを活用するための
データの分析・グラフ作成手法について、講義、演習を行い
教育現場におけるＩＣＴ（情報通信
ます。作成した教材や学級だより、保健室だより等の資料を
技術）活用
ネットワーク上で蓄積・共有するための、コンテンツ管理シス
テムの利用についても実習します。また、インターネットを安
全に活用するための校内ネットワークの構築や運用管理に
ついても講義、演習を行います。

村本 卓（ビジネス学部教授）
坂本 貴博（ビジネス学部准教授）
田村 正文（ビジネス学部専任講師）
青森県八戸市
橘 洋介（ビジネス学部専任講師）
馬場 祥次（ビジネス学部非常勤講師、八戸短
期大学ライフデザイン学科准教授）

6時間 平成24年12月24日.

教諭
養護教 全教員
諭

6,000円

40人

平成24年11月19日～
平成24年12月7日

平243002957028号

0178-25-2711

http://www.hachinoh
e-u.ac.jp/

八戸大学

体力・運動能力調査（体力テスト）の結果を活用し、児童・生
徒の体力や健康の実態に合わせた体力向上・健康増進の
ための方法を考えます。また、依然として全国的に児童・生
三本木 温（人間健康学部准教授）
体力・運動能力調査（体力テスト）
徒の体力が低い状態にあることから、新学習指導要領でも
三島 隆章（人間健康学部准教授）
の活用法と「体つくり運動」の展
「体つくり運動」分野の充実が求められています。そこで体
渡邉 陵由（人間健康学部専任講師）
開
力テストとリンクさせ、児童・生徒の体力・健康の実態を踏ま
えた「体つくり運動」の展開方法について考えます。講習は
講義と実技を行います。

6時間 平成24年12月27日.

小学校教諭向
教諭 け、中学校・高等
養護教 学校保健体育科
諭
教諭向け、養護
教諭向け

6,000円

30人

平成24年11月19日～
平成24年12月7日

平243002957029号

0178-25-2711

http://www.hachinoh
e-u.ac.jp/

八戸短期大学

レクリエーション体験学習では、「２１世紀の重要課題とレク
リエーションの意義」について学習すると共に、子ども・障が
い者・高齢者等体力づくりに活用されている生涯スポーツに
ついて、最近特に活用されている１０種類を実技体験し、対
田中 望（幼児保育学科専任講師）
レクリエーション体験学習（楽しい
象者にあわせた支援方法を体得します。身体表現では、学
建守 善之（ライフデザイン学科専任講師）
ニュースポーツ）と身体表現
習指導要領で取り上げられている「現代的なリズムのダン
ス」について、リズムに乗って動くためのポイントを解説する
と共に、ジャズダンスやヒップホップなど具体的なダンスの
実技体験を通してその感覚の体得を目指します。

青森県八戸市

6時間 平成24年12月22日.

幼稚園・小学校
教諭向け、中学
校・高等学校保
健体育科教諭向
け、特別支援学
校教諭向け

6,000円

30人

平成24年11月19日～
平成24年12月7日

平243502557030号

0178-25-2711

http://www.hachinoh
e-u.ac.jp/

八戸短期大学

声に出して表現すること・聞くことの大切さ、おもしろさを理
解してもらうと同時に、その具体的な方法について実践・
音声表現とコミュニケーション（話 ワークショップ方式を交えて参加者自ら体験してもらいま
茂木 典子（ライフデザイン学科教授）
すこと、音読、朗読、上手なコミュ す。また、人間関係の要となるコミュニケーションスキルの取
三浦 文恵（ライフデザイン学科准教授）
得や、自己表現が苦手な児童・生徒に対する音声表現の指
ニケーションの指導）
導方法、読解力を深める音読・朗読の指導方法について学
びます。

青森県八戸市

6時間 平成24年12月25日.

幼稚園・小学校・
教諭
中学校・高等学
養護教
校教諭向け、養
諭
護教諭向け

6,000円

50人

平成24年11月19日～
平成24年12月7日

平243502557031号

0178-25-2711

http://www.hachinoh
e-u.ac.jp/

東京都千代田
区

6時間

平成24年12月26日
平成24年12月28日

教諭
ディベート教育に
養護教
興味のある教員
諭

7,000円

30人

平成24年11月16日～
平成24年12月16日

平243022657023号

03-5298-6172

http://www.kyoikuu.jp/

東京都千代田
区

6時間

平成24年12月27日
平成24年12月28日

カウンセリング及
教諭
び学校教育相談
養護教
に興味のある教
諭
員

7,000円

30人

平成24年11月16日～
平成24年12月16日

平243022657024号

03-5298-6172

http://www.kyoikuu.jp/

東京都千代田
区

6時間 平成24年12月29日

教諭
創造性教育に興
養護教
味のある教員
諭

7,000円

30人

平成24年11月16日～
平成24年12月16日

平243022657025号

03-5298-6172

http://www.kyoikuu.jp/

八戸大学

健康科学

日本教育大学院
ディベート教育
大学

この講習のテーマは「言語力養成の教育にどう応えるか」で
ある。今、なぜ、全教科や科目などに言語力が求められて
いるのか、思考力・判断力・表現力等の育成にどう応えるか
というトピックを端緒としながら、様々な言語活動（対話・討 花田修一 ( 学校教育研究科 教授 )
論など）をどう活用すればよいのか、学校でディベート教育
がなぜ有効なのか、ディベート教育の演習にどう参画すれ
ばよいのか、という具体的な内容を取り扱う。

この講習では、学校教育相談（スクールカウンセリング）とは
何か、学校教育相談の実践上のポイント、演習、課題につ
日本教育大学院 カウンセリングとコミュニケーショ いて、教員として必要な知識と実践力を高める内容を取り扱 大野精一 （ 日本教育大学院大学 教授 ）
大学
ン
う。受講者が自らが現場で直面している問題や課題意識を 黒石憲洋 （ 日本教育大学院大学 准教授 ）
持ち寄り、それを受講者同士や講師と共有することで、より
具体的な知見を身に付けることを目指したい。

日本教育大学院
創造性教育とその進め方
大学

この講習では「創造性教育とは何か」を議論の端緒としなが
ら、その必要性、進め方、創造的な思考・創造的解決技法、
創造性教育のあり方について検討する。本講習の狙いは、
学校での多様な問題を解決できる力を持たせることと、生徒
高橋誠 ( 日本教育大学院大学 教授 )
たちの問題解決力を育成できる力を養うことである。演習で
は近年の学校教育の大きな課題である【いじめの対策】を採
り上げ、創造技法を用いてグループで解決策を考える、とい
う内容を予定している。

青森県八戸市
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教諭

平成２４年度（第１０回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

西牧 謙吾（企画部上席総括研究員）
菊地 一文（教育情報部主任研究員）
石塚 謙二(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)
竹田 契一（大阪医科大学LDセンター顧問）
神奈川県横須
笹森 洋樹（企画部総括研究員）
大西 孝志(文部科学省初等中等教育局特別支 賀市
援教育課 特別支援教育調査官)
久保山 茂樹（企画部主任研究員）
樋口 一宗(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)

独立行政法人国
平成24年度第三期特別支援教
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、教育と福祉・医療・労働との連携、大脳と生
理と病理、自閉症・情緒障害教育の現状と課題、発達障害
教育の現状と課題など、自閉症・情緒障害、言語障害、発
達障害教育を中心に構成される。

帝京学園短期大
保育実践講習
学

日々の保育実践で大切な保育技術である手遊びや絵本・紙
芝居の読み聞かせについて、言語、身体、造形、音楽、演
技表現等のあらゆる表現が融合し、総合的な表現活動であ 藤巻 真由美（保育科教授）
ることを受講者どうしで話し合い、各グループに分かれ、実 三井 正人（保育科教授）
際の創作活動を行う。最終日には、制作したオリジナルな手 清水 健（保育科助教）
遊びや絵本、紙芝居のいずれかをグループごとに発表を行
うこととする。

山梨県北杜市

滋賀県彦根市

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

平成24年11月16日～
平成25年1月9日
平成25年1月22日,平成
25年1月24日,平成25年
2月5日,平成25年2月8
24時間 日,平成25年2月12日,
平成25年2月14日,平成
25年2月15日,平成25年
2月18日

18時間

平成24年12月25日～
平成24年12月27日

一般募集はしません。
特別支援学校教
教諭 諭、養護教諭、
養護教 小・中学校等特
諭
別支援教育担当
教諭

0円

（※左記研修の実施要 平2419人 項に基づき、都道府県 70002教育委員会等からの推 57016号
薦により受講決定した
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。））

046-839-6827

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

12,000円

20人

平成24年11月19日～
平成24年11月30日

平243517857022号

0551-36-2249

http://www.teikyogjc.ac.jp/

中学校社会科教
諭、高校地理・歴
史科教諭、小学
校教諭

6,000円

40人

平成24年11月16日～
平成24年12月7日

平243039557020号

075-411-8476

http://www.otani.ac
.jp/

教諭

幼稚園教諭

6時間 平成24年12月16日

教諭

大谷大学

歴史教育の可能性－地域の文
化遺産を素材として－

生徒がより豊かな歴史像を描くために、歴史教育の素材を
提案し、授業運営の一助としたい。本講習は、地域の文化
遺産を歴史教育の素材とするため、彦根城域を例として、史
齋藤望（文学部教授）
跡踏査の方法や地域博物館の活用方法などを、実践例の
宮﨑健司（文学部教授）
紹介やフィールドワーク（彦根城博物館、彦根城等）を交え
て実施する。受講対象は、主として中学校社会科教諭、高
校地理・歴史科教諭、小学校教諭とする。

大谷大学

日本文学史における「うた」の展
開

日本における文芸の展開は、そのまま「うた」の展開であ
る。我々の先達が、何に感動し、何を表現してきたのかを、
中川眞二（文学部講師）
和歌、連歌、俳諧の歴史の中にたどりたいと考える。
沙加戸弘（文学部非常勤講師）
本講習は、高等学校国語科教諭・中学校国語科教諭・小学
校教諭を主な対象者とする。

滋賀県長浜市

6時間 平成24年12月23日

教諭

高等学校国語科
教諭・中学校国
語科教諭・小学
校教諭

5,000円

40人

平成24年11月16日～
平成24年12月7日

平243039557021号

075-411-8476

http://www.otani.ac
.jp/

プール学院大学

小学校英語

今回の学習指導要領改訂により、小学校に「外国語活動」
が導入されたことを踏まえ、小学校英語のねらいと幼小連
携・小中連携のあり方、海外とりわけ台湾での取り組み、ＡＬ 藏田 實（国際文化学部教授）
Ｔとのティーム・ティーチングの形態、英語コミュニケーション 安井 茂喜（堺市教育委員会指導主事）
活動の指導法等についてワークショップも取り入れながら理
解を深める。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成24年12月23日

教諭

幼稚園、小学校
教諭、中学校英
語教諭、高校英
語教諭、特別支
援学校教諭

6,000円

20人

平成24年11月16日～
平成24年12月5日

平243047057017号

072-292-7201

http://www.poole.ac
.jp

プール学院大学

支援ニーズの高い児童生徒への理解と共に、通常の学級で
特別支援教育の理論 -支援
の具体的支援方法を学ぶ。二次障害や虐待との関連につ
ニーズの高い児童生徒への理解
松久 眞実（短期大学部講師）
いて学びながら、気になる子どもをつつむ学級経営、並びに
と具体的な支援教員の指導力向上を目指す。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成24年12月23日

教諭

幼稚園、小学校
教諭、中学校教
諭、高等学校教
諭、特別支援学
校教諭

6,000円

20人

平成24年11月16日～
平成24年12月5日

平243047057018号

072-292-7201

http://www.poole.ac
.jp

広島県広島市

6時間 平成25年1月12日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

80人

平成24年11月16日～
平成24年11月22日

平248134057019号

03-3237-1080

http://www.youchien
-kikou.com/

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 保育現場での質を高める
教育研究機構

自分の保育観・子ども観を考え直し、見つめ直すために、グ
ループディスカッション等を通じて教員の資質向上を図る。
合わせて、経験年数を重ねた教師として期待される、園内
研修の中心的役割を担える能力、技術を養う。

岡 健(大妻女子大学家政学部児童学科教授)
中丸元良（比治山大学短期大学部非常勤講
師）
菊野秀樹（広島女学院大学非常勤講師）
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