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平成２５年度（第２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）

平成２５年度（第２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
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

北海道教育大学 教育の最新事情

福井 雅英（大学院教育学研究科教授）
佐藤 有（教育学部札幌校教授）
桑原 清（教育学部札幌校准教授）
杵淵 信（教育学部札幌校教授）
庄井 良信（大学院教育学研究科教授）
植木 克美（大学院教育学研究科教授）
戸田 弘二（教育学部札幌校教授）
平野 直己（教育学部札幌校准教授）
必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内
戸田 まり（教育学部札幌校教授）
容を設定する。各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、
粟野正紀（教育学部札幌校准教授）
受講者が現在の教職に求められるより専門的な知識を学
前田 賢次（教育学部札幌校准教授）
ぶとともに、今日的な教育課題について多角的に理解を深
森
省造（大学院教育学研究科教授）
めていくことをねらいとし，義務教育緒学校教諭向けの講義
鈴木 富士雄（大学院教育学研究科教授）
を行う。
古村 えり子（教育学部札幌校教授）
龍島 秀広（大学院教育学研究科准教授）
松橋 淳（教育学部札幌校教授）
小野寺 基史（大学院教育学研究科准教授）
齋藤 英昭（大学院教育学研究科教授）
瀬戸 健一（大学院教育学研究科准教授）
前田 輪音（大学院教育学研究科准教授）
宮原 順寛（大学院教育学研究科准教授）

北海道札幌市

12時間

平成25年7月20日～
平成25年7月21日

12,000円

300人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000200286号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

福井 雅英（大学院教育学研究科教授）
佐藤 有（教育学部札幌校教授）
桑原 清（教育学部札幌校准教授）
杵淵 信（教育学部札幌校教授）
庄井 良信（大学院教育学研究科教授）
植木 克美（大学院教育学研究科教授）
戸田 弘二（教育学部札幌校教授）
平野 直己（教育学部札幌校准教授）
必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内
戸田 まり（教育学部札幌校教授）
容を設定する。各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、
粟野正紀（教育学部札幌校准教授）
受講者が現在の教職に求められるより専門的な知識を学
前田 賢次（教育学部札幌校准教授）
ぶとともに、今日的な教育課題について多角的に理解を深
森
省造（大学院教育学研究科教授）
めていくことをねらいとし，義務教育緒学校教諭向けの講義
鈴木 富士雄（大学院教育学研究科教授）
を行う。
古村 えり子（教育学部札幌校教授）
龍島 秀広（大学院教育学研究科准教授）
松橋 淳（教育学部札幌校教授）
小野寺 基史（大学院教育学研究科准教授）
齋藤 英昭（大学院教育学研究科教授）
瀬戸 健一（大学院教育学研究科准教授）
前田 輪音（大学院教育学研究科准教授）
宮原 順寛（大学院教育学研究科准教授）

北海道札幌市

12時間

平成25年7月27日～
平成25年7月28日

12,000円

300人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000200287号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/

平成２５年度（第２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
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北海道教育大学 教育の最新事情

福井 雅英（大学院教育学研究科教授）
佐藤 有（教育学部札幌校教授）
桑原 清（教育学部札幌校准教授）
杵淵 信（教育学部札幌校教授）
庄井 良信（大学院教育学研究科教授）
植木 克美（大学院教育学研究科教授）
戸田 弘二（教育学部札幌校教授）
平野 直己（教育学部札幌校准教授）
必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内
戸田 まり（教育学部札幌校教授）
容を設定する。各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、
粟野正紀（教育学部札幌校准教授）
受講者が現在の教職に求められるより専門的な知識を学
前田 賢次（教育学部札幌校准教授）
ぶとともに、今日的な教育課題について多角的に理解を深
森
省造（大学院教育学研究科教授）
めていくことをねらいとし，義務教育緒学校教諭向けの講義
鈴木 富士雄（大学院教育学研究科教授）
を行う。
古村 えり子（教育学部札幌校教授）
龍島 秀広（大学院教育学研究科准教授）
松橋 淳（教育学部札幌校教授）
小野寺 基史（大学院教育学研究科准教授）
齋藤 英昭（大学院教育学研究科教授）
瀬戸 健一（大学院教育学研究科准教授）
前田 輪音（大学院教育学研究科准教授）
宮原 順寛（大学院教育学研究科准教授）

北海道室蘭市

12時間

平成25年8月31日～
平成25年9月1日

12,000円

140人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000200288号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

福井 雅英（大学院教育学研究科教授）
佐藤 有（教育学部札幌校教授）
桑原 清（教育学部札幌校准教授）
杵淵 信（教育学部札幌校教授）
庄井 良信（大学院教育学研究科教授）
植木 克美（大学院教育学研究科教授）
戸田 弘二（教育学部札幌校教授）
平野 直己（教育学部札幌校准教授）
必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内
戸田 まり（教育学部札幌校教授）
容を設定する。各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、
粟野正紀（教育学部札幌校准教授）
受講者が現在の教職に求められるより専門的な知識を学
前田 賢次（教育学部札幌校准教授）
ぶとともに、今日的な教育課題について多角的に理解を深
森
省造（大学院教育学研究科教授）
めていくことをねらいとし，義務教育緒学校教諭向けの講義
鈴木 富士雄（大学院教育学研究科教授）
を行う。
古村 えり子（教育学部札幌校教授）
龍島 秀広（大学院教育学研究科准教授）
松橋 淳（教育学部札幌校教授）
小野寺 基史（大学院教育学研究科准教授）
齋藤 英昭（大学院教育学研究科教授）
瀬戸 健一（大学院教育学研究科准教授）
前田 輪音（大学院教育学研究科准教授）
宮原 順寛（大学院教育学研究科准教授）

北海道小樽市

12時間

平成25年9月7日～
平成25年9月8日

12,000円

100人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000200289号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/

平成２５年度（第２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
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
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北海道教育大学 教育の最新事情

福井 雅英（大学院教育学研究科教授）
佐藤 有（教育学部札幌校教授）
桑原 清（教育学部札幌校准教授）
杵淵 信（教育学部札幌校教授）
庄井 良信（大学院教育学研究科教授）
植木 克美（大学院教育学研究科教授）
戸田 弘二（教育学部札幌校教授）
平野 直己（教育学部札幌校准教授）
必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内
戸田 まり（教育学部札幌校教授）
容を設定する。各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、
粟野正紀（教育学部札幌校准教授）
受講者が現在の教職に求められるより専門的な知識を学
前田 賢次（教育学部札幌校准教授）
ぶとともに、今日的な教育課題について多角的に理解を深
森
省造（大学院教育学研究科教授）
めていくことをねらいとし，義務教育緒学校教諭向けの講義
鈴木 富士雄（大学院教育学研究科教授）
を行う。
古村 えり子（教育学部札幌校教授）
龍島 秀広（大学院教育学研究科准教授）
松橋 淳（教育学部札幌校教授）
小野寺 基史（大学院教育学研究科准教授）
齋藤 英昭（大学院教育学研究科教授）
瀬戸 健一（大学院教育学研究科准教授）
前田 輪音（大学院教育学研究科准教授）
宮原 順寛（大学院教育学研究科准教授）

北海道札幌市

12時間

平成25年12月14日～
平成25年12月15日

12,000円

300人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000200290号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

阿部 二郎（教育学部函館校准教授）
羽根田 秀実（教育学部函館校教授）
山﨑 正吉（教育学部函館校教授）
必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容
五十嵐 靖夫（教育学部函館校教授）
を設定する。各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、受
木村 育恵（教育学部函館校講師）
講者が現在の教職に求められる、より専門的な知識を学び
本田 真大（教育学部函館校講師）
つつ、今日的な教育課題について多角的に理解を深められ
北村 博幸（教育学部函館校准教授）
るような講習とする。
坂本 紀子（教育学部函館校教授）
松田 賢治（教育学部函館校准教授）
大坂 治（教育学部函館校教授）

北海道函館市

12時間

平成25年8月3日～
平成25年8月4日

12,000円

150人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000200291号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

阿部 二郎（教育学部函館校准教授）
羽根田 秀実（教育学部函館校教授）
山﨑 正吉（教育学部函館校教授）
必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容
五十嵐 靖夫（教育学部函館校教授）
を設定する。各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、受
木村 育恵（教育学部函館校講師）
講者が現在の教職に求められる、より専門的な知識を学び
本田 真大（教育学部函館校講師）
つつ、今日的な教育課題について多角的に理解を深められ
北村 博幸（教育学部函館校准教授）
るような講習とする。
坂本 紀子（教育学部函館校教授）
松田 賢治（教育学部函館校准教授）
大坂 治（教育学部函館校教授）

北海道函館市

12時間

平成25年12月7日～
平成25年12月8日

12,000円

150人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000200292号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容
を設定する。各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、受
講者が現在の教職に求められるより専門的な知識を学ぶと
ともに、今日的な教育課題について多角的に理解を深めて
いくことをねらいとする。

須田康之（教育学部旭川校教授）
懸田孝一（教育学部旭川校准教授）
藤田由美子（教育学部旭川校准教授）
高橋亜希子（教育学部旭川校准教授）
橋野晶寛（教育学部旭川校准教授）
寺澤博（教育学部旭川校非常勤講師）
安藤英明（教育学部旭川校非常勤講師）
松田剛（教育学部旭川校非常勤講師）

北海道旭川市

12時間

平成25年8月3日～
平成25年8月4日

12,000円

400人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000200293号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容
を設定する。各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、受
講者が現在の教職に求められるより専門的な知識を学ぶと
ともに、今日的な教育課題について多角的に理解を深めて
いくことをねらいとする。

懸田孝一(教育学部旭川校准教授）
藤田由美子（教育学部旭川校准教授）
橋野晶寛（教育学部旭川校准教授）
寺澤博（教育学部旭川校非常勤講師）

北海道北見市

12時間

平成25年8月6日～
平成25年8月7日

12,000円

260人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000200294号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

必修領域として示されている４事項をすべて含む講習内容
を設定する。各専門分野のスタッフが講習内容を分担し、受
講者が現在の教職に求められるより専門的な知識を学ぶと
ともに、今日的な教育課題について多角的に理解を深めて
いくことをねらいとする。

須田康之（教育学部旭川校教授）
松田剛（教育学部旭川校非常勤講師）
安藤英明（教育学部旭川校非常勤講師）
小島治士（教育学部旭川校非常勤講師）

北海道旭川市

12時間

平成25年12月7日～
平成25年12月8日

12,000円

140人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000200295号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/

平成２５年度（第２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
開設者名
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講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間
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ＵＲＬ

北海道教育大学 教育の最新事情

免許更新講習において、必修事項となる「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」につい
て最新の事項を踏まえた講義を行う。
その際に、わが国の子どもと教育における一般的な傾向
やその必要性に沿った視点からの解説だけではなく、北海
道・道東の地域特性（例えば、へき地・小規模学校の多さ、
地域に根差した多様な教育活動の実態等）にも注目しなが
ら、当該地域における教育に必要な事項を盛り込んだもの
としたい。

廣田 健（教育学部釧路校准教授）
長澤 徹（教育学部釧路校教授）
玉井 康之（教育学研究科教授）
本橋 幸康（教育学部釧路校准教授）
大森 享（教育学部釧路校教授）
佐野 比呂己（教育学部釧路校准教授）
伊田 勝憲（教育学部釧路校准教授）
木戸口 正宏（教育学部釧路校講師）

北海道釧路市

12時間

平成25年7月27日～
平成25年7月28日

12,000円

220人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000200296号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

免許更新講習において、必修事項となる「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」につい
て最新の事項を踏まえた講義を行う。
その際に、わが国の子どもと教育における一般的な傾向
やその必要性に沿った視点からの解説だけではなく、北海
道・道東の地域特性（例えば、へき地・小規模学校の多さ、
地域に根差した多様な教育活動の実態等）にも注目しなが
ら、当該地域における教育に必要な事項を盛り込んだもの
としたい。

廣田 健（教育学部釧路校准教授）
長澤 徹（教育学部釧路校教授）
玉井 康之（教育学研究科教授）
本橋 幸康（教育学部釧路校准教授）
大森 享（教育学部釧路校教授）
佐野 比呂己（教育学部釧路校准教授）
伊田 勝憲（教育学部釧路校准教授）
木戸口 正宏（教育学部釧路校講師）

北海道釧路市

12時間

平成25年12月14日～
平成25年12月15日

12,000円

220人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000200297号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

免許更新講習において、必修事項となる「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」につい
て最新の事項を踏まえた講義を行う。
その際に、わが国の子どもと教育における一般的な傾向
やその必要性に沿った視点からの解説だけではなく、北海
道・道東の地域特性（例えば、へき地・小規模学校の多さ、
地域に根差した多様な教育活動の実態等）にも注目しなが
ら、当該地域における教育に必要な事項を盛り込んだもの
としたい。

廣田 健（教育学部釧路校准教授）
長澤 徹（教育学部釧路校教授）
玉井 康之（教育学研究科教授）
本橋 幸康（教育学部釧路校准教授）
大森 享（教育学部釧路校教授）
佐野 比呂己（教育学部釧路校准教授）
伊田 勝憲（教育学部釧路校准教授）
木戸口 正宏（教育学部釧路校講師）

北海道帯広市

12時間

平成25年7月20日～
平成25年7月21日

12,000円

250人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000200298号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

免許更新講習において、必修事項となる「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」につい
て最新の事項を踏まえた講義を行う。
その際に、わが国の子どもと教育における一般的な傾向
やその必要性に沿った視点からの解説だけではなく、北海
道・道東の地域特性（例えば、へき地・小規模学校の多さ、
地域に根差した多様な教育活動の実態等）にも注目しなが
ら、当該地域における教育に必要な事項を盛り込んだもの
としたい。

廣田 健（教育学部釧路校准教授）
長澤 徹（教育学部釧路校教授）
玉井 康之（教育学研究科教授）
本橋 幸康（教育学部釧路校准教授）
大森 享（教育学部釧路校教授）
佐野 比呂己（教育学部釧路校准教授）
伊田 勝憲（教育学部釧路校准教授）
木戸口 正宏（教育学部釧路校講師）

北海道帯広市

12時間

平成25年12月7日～
平成25年12月8日

12,000円

250人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000200299号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/

北海道教育大学 教育の最新事情

免許更新講習において、必修事項となる「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」につい
て最新の事項を踏まえた講義を行う。
その際に、わが国の子どもと教育における一般的な傾向
やその必要性に沿った視点からの解説だけではなく、北海
道・道東の地域特性（例えば、へき地・小規模学校の多さ、
地域に根差した多様な教育活動の実態等）にも注目しなが
ら、当該地域における教育に必要な事項を盛り込んだもの
としたい。

廣田 健（教育学部釧路校准教授）
長澤 徹（教育学部釧路校教授）
玉井 康之（教育学研究科教授）
本橋 幸康（教育学部釧路校准教授）
大森 享（教育学部釧路校教授）
佐野 比呂己（教育学部釧路校准教授）
伊田 勝憲（教育学部釧路校准教授）
木戸口 正宏（教育学部釧路校講師）

北海道中標津
町

12時間

平成25年7月27日～
平成25年7月28日

12,000円

100人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000200300号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/

平成２５年度（第２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
開設者名

星槎大学

北翔大学

福島大学

福島大学

福島大学

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

教育の最新事情

教育改革の背景や学習指導要領改訂の動向、学校を巡る
状況の変化、子どもの変化と適切な対応、学校内外での連
携協力の在り方等を中心に、これからの学校教育の在り方
や専門職としての教員の役割について、基本的な知識の確
認とともに、実践的な理解を深めることを目的とする。あわ
せて、教育現場で必要とされる発達障害に関する内容も取
り上げる。

天野 一哉（共生科学部准教授）
西永 堅（共生科学部准教授）
平 雅夫（共生科学部非常勤講師）
伊藤 一美（共生科学部准教授）
白鳥 絢也（共生科学部専任講師）
仲 久徳（共生科学部准教授）
長井 梢（共生科学部教授）
金子 肇（共生科学部教授）
木川田 光弘（共生科学部准教授）
福島 紘（共生科学部准教授）
斎藤 やす子（共生科学部専任講師）
野口 桂子（共生科学部特任准教授）
伊東 健（共生科学部非常勤講師）

北海道帯広市

12時間

平成25年7月28日 ～
平成25年7月29日

13,000円

20人

平成25年3月18日～
平成25年4月30日

平253000700276号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

教育の最新事情

教員として必要な資質能力が維持されるよう、最新の知識
技能を身につけ、自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊
敬と信頼を得るために、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
力に関する理解について解説する。

小原
風間
佐藤
島谷
高田
福田
舟橋
松村
矢花

信夫（短期大学部教授）
雅江（人間福祉学部教授）
満雄（生涯スポーツ学部非常勤講師）
光二（短期大学部教授）
茂（生涯学習システム学部教授）
信一（生涯学習システム学部教授）
安幸（生涯学習システム学部教授）
憲治（生涯学習システム学部教授）
司（短期大学部教授）

北海道江別市

12時間

平成25年8月9日～
平成25年8月10日

12,000円

120人

平成25年5月7日～
平成25年5月9日

平253001500141号

011-387-4082

http://www.hokushou.ac.jp

教育の最新事情

講習内容としては、本学と福島県教育委員会との連携によ
り作成（平成19年9月）した「福島の教員スタンダード」を生
かすなど、講習の質の充実を図る。
内容：「教育の最新事情」
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．学校の内外での連携協力についての理解

宮前 貢（福島学院大学教授）
谷 雅泰（人間発達文化学類教授）
木暮 照正（地域創造支援センター准教授）
飛田 操（人間発達文化学類教授）
髙谷 理恵子（人間発達文化学類准教授）
住吉 チカ（人間発達文化学類教授）
富永 美佐子（人間発達文化学類准教授）
内山 登紀夫（人間発達文化学類教授）
中田 スウラ（人間発達文化学類教授）
渡辺 博志（総合教育研究センター教授）
髙橋 康彦（人間発達文化学類特任教授）
工藤 博（総合教育研究センター特任教授）

福島県福島市

12時間

平成25年6月15日～
平成25年6月16日

12,000円

200人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001400159号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

教育の最新事情

講習内容としては、本学と福島県教育委員会との連携によ
り作成（平成19年9月）した「福島の教員スタンダード」を生
かすなど、講習の質の充実を図る。
内容：「教育の最新事情」
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．学校の内外での連携協力についての理解

宮前 貢（福島学院大学教授）
谷 雅泰（人間発達文化学類教授）
木暮 照正（地域創造支援センター准教授）
飛田 操（人間発達文化学類教授）
髙谷 理恵子（人間発達文化学類准教授）
住吉 チカ（人間発達文化学類教授）
富永 美佐子（人間発達文化学類准教授）
内山 登紀夫（人間発達文化学類教授）
中田 スウラ（人間発達文化学類教授）
渡辺 博志（総合教育研究センター教授）
髙橋 康彦（人間発達文化学類特任教授）
工藤 博（総合教育研究センター特任教授）

福島県福島市

12時間

平成25年8月21日～
平成25年8月22日

12,000円

350人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001400160号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

教育の最新事情

講習内容としては、本学と福島県教育委員会との連携によ
り作成（平成19年9月）した「福島の教員スタンダード」を生
かすなど、講習の質の充実を図る。
内容：「教育の最新事情」
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．学校の内外での連携協力についての理解

宮前 貢（福島学院大学教授）
谷 雅泰（人間発達文化学類教授）
木暮 照正（地域創造支援センター准教授）
飛田 操（人間発達文化学類教授）
髙谷 理恵子（人間発達文化学類准教授）
住吉 チカ（人間発達文化学類教授）
富永 美佐子（人間発達文化学類准教授）
内山 登紀夫（人間発達文化学類教授）
中田 スウラ（人間発達文化学類教授）
渡辺 博志（総合教育研究センター教授）
髙橋 康彦（人間発達文化学類特任教授）
工藤 博（総合教育研究センター特任教授）

福島県福島市

12時間

平成25年9月7日～
平成25年9月8日

12,000円

350人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001400161号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

平成２５年度（第２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
開設者名

福島大学

福島大学

福島大学

郡山女子大学

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

教育の最新事情

講習内容としては、本学と福島県教育委員会との連携によ
り作成（平成19年9月）した「福島の教員スタンダード」を生
かすなど、講習の質の充実を図る。
内容：「教育の最新事情」
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．学校の内外での連携協力についての理解

宮前 貢（福島学院大学教授）
谷 雅泰（人間発達文化学類教授）
木暮 照正（地域創造支援センター准教授）
飛田 操（人間発達文化学類教授）
髙谷 理恵子（人間発達文化学類准教授）
住吉 チカ（人間発達文化学類教授）
富永 美佐子（人間発達文化学類准教授）
内山 登紀夫（人間発達文化学類教授）
中田 スウラ（人間発達文化学類教授）
渡辺 博志（総合教育研究センター教授）
髙橋 康彦（人間発達文化学類特任教授）
工藤 博（総合教育研究センター特任教授）

福島県いわき
市

12時間

平成25年6月29日～
平成25年6月30日

12,000円

180人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001400162号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

教育の最新事情

講習内容としては、本学と福島県教育委員会との連携によ
り作成（平成19年9月）した「福島の教員スタンダード」を生
かすなど、講習の質の充実を図る。
内容：「教育の最新事情」
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．学校の内外での連携協力についての理解

宮前 貢（福島学院大学教授）
谷 雅泰（人間発達文化学類教授）
木暮 照正（地域創造支援センター准教授）
飛田 操（人間発達文化学類教授）
髙谷 理恵子（人間発達文化学類准教授）
住吉 チカ（人間発達文化学類教授）
富永 美佐子（人間発達文化学類准教授）
内山 登紀夫（人間発達文化学類教授）
中田 スウラ（人間発達文化学類教授）
渡辺 博志（総合教育研究センター教授）
髙橋 康彦（人間発達文化学類特任教授）
工藤 博（総合教育研究センター特任教授）

福島県郡山市

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

12,000円

300人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001400163号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

教育の最新事情

講習内容としては、本学と福島県教育委員会との連携によ
り作成（平成19年9月）した「福島の教員スタンダード」を生
かすなど、講習の質の充実を図る。
内容：「教育の最新事情」
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．学校の内外での連携協力についての理解

宮前 貢（福島学院大学教授）
谷 雅泰（人間発達文化学類教授）
木暮 照正（地域創造支援センター准教授）
飛田 操（人間発達文化学類教授）
髙谷 理恵子（人間発達文化学類准教授）
住吉 チカ（人間発達文化学類教授）
富永 美佐子（人間発達文化学類准教授）
内山 登紀夫（人間発達文化学類教授）
中田 スウラ（人間発達文化学類教授）
渡辺 博志（総合教育研究センター教授）
髙橋 康彦（人間発達文化学類特任教授）
工藤 博（総合教育研究センター特任教授）

福島県会津若
松市

12時間

平成25年7月20日～
平成25年7月21日

12,000円

160人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001400164号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

教育の最新事情

教育の最新事情について、次のテーマで講義やグループ
ワークを行います。 ①学校を巡る近年の状況変化 ②現
代の子どもをどう捉えるか ③子どもの発達に関する近年
の知見と特別支援教育の課題 ④居場所作りを意識した学
級集団の形成 ⑤カウンセリング・マインドの必要性 ⑥教
育政策の動向と学校経営への新たな要請 ⑦学習指導要
領にみる文科省の方針と課題 ⑧心のケアを中心とした危
機管理 ⑨社会的・経済的環境変化に対応したキャリア教
育。なお、中高の教諭が標準対象ですが、小学校教諭の受
講も可能です。

中井大介（幼児教育学科講師）
齋藤智志（杏林大学教授）
垣花真一郎（家政学部講師）
冨士盛公年（幼児教育学科教授）
山本裕詞（家政学部教授）
関根明伸（国士舘大学准教授）
京免徹雄（幼児教育学科講師）

福島県郡山市

12時間

平成25年7月29日～
平成25年7月30日

12,000円

90人

平成25年3月18日～
平成25年5月17日

平253005500144号

024-932-4848

http://www.koriyama
-kgc.ac.jp

基本的に幼稚園教諭を受講対象者として「教職についての
考察」「子どもの変化について理解」「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つの事項について、教員に求められる最新の知識・
技能の習得と今日的な教育課題について理解を深めること
を目指します。なお、本講座は幼小連携の観点から、小学
校教諭の方々の受講も可能です。

中井大介（幼児教育学科講師）
冨士盛公年（幼児教育学科教授）
山上裕子（幼児教育学科講師）
滝田良子（幼児教育学科准教授）
安斉悦子（大槻中央幼稚園園長・福島県全私
立幼稚園協会理事）
京免徹雄（幼児教育学科講師）

福島県郡山市

12時間

平成25年7月29日～
平成25年7月30日

12,000円

90人

平成25年3月18日～
平成25年5月17日

平253503900143号

024-932-4848

http://www.koriyama
-kgc.ac.jp

郡山女子大学短
幼児教育の最新事情
期大学部

平成２５年度（第２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
開設者名

茨城大学

茨城大学

茨城大学

筑波大学

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

「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つの事項について、教員に求めら
れる知識・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。

小川 哲哉 （教育学部教授）
佐藤 環 （教育学部教授）
村野井 均 （教育学部教授)
渡部 玲二郎 （教育学部教授)
三輪 壽二 （教育学部教授)
丸山 広人 （教育学部准教授）
望月 厚志 （教育学部教授）
加藤 崇英 （教育学部准教授）
杉本 憲子 （教育学部准教授）
生越 達 （教育学部教授）

茨城県水戸市

12時間

平成25年8月10日～
平成25年8月11日

12,000円

500人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001500273号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

教育の最新事情

「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つの事項について、教員に求めら
れる知識・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。

小川 哲哉 （教育学部教授）
佐藤 環 （教育学部教授）
村野井 均 （教育学部教授)
渡部 玲二郎 （教育学部教授)
三輪 壽二 （教育学部教授)
丸山 広人 （教育学部准教授）
望月 厚志 （教育学部教授）
加藤 崇英 （教育学部准教授）
杉本 憲子 （教育学部准教授）
生越 達 （教育学部教授）

茨城県水戸市

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

12,000円

500人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001500274号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

教育の最新事情

「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つの事項について、教員に求めら
れる知識・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。

小川 哲哉 （教育学部教授）
佐藤 環 （教育学部教授）
村野井 均 （教育学部教授)
渡部 玲二郎 （教育学部教授)
三輪 壽二 （教育学部教授)
丸山 広人 （教育学部准教授）
望月 厚志 （教育学部教授）
加藤 崇英 （教育学部准教授）
杉本 憲子 （教育学部准教授）
生越 達 （教育学部教授）

茨城県水戸市

12時間

平成25年10月26日～
平成25年10月27日

12,000円

200人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001500275号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

12時間

平成25年6月1日～
平成25年6月2日

12,000円

250人

平成25年3月25日～
平成25年5月6日

平251001600278号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教育の最新事情

教育の最新事情

樋口 直宏（人間系准教授）
門脇 厚司（茨城県美浦村教育委員会教育長）
原田 悦子（人間系教授）
岡崎 慎治（人間系准教授）
佐藤 眞理子（人間系教授）
蒔苗 直道（人間系准教授）
嶺井明子（人間系准教授）
市毛 栄（教員免許状更新講習推進室教授）
宮寺 晃夫（筑波学院大学経営情報学部教授）
館 潤二（附属中学校副校長）
講習では、講義・演習を通して、次の4点について学びま
佐藤 有耕（人間系准教授）
す。①学校を巡る近年の状況変化を知るとともに、子ども観 宇野 彰（人間系教授）
や教育観について省察します。②子どもの発達に関する最 大谷 奨（人間系准教授）
新の知見(脳科学、心理学、特別支援教育等)を学び、子ど 根津 朋実（人間系准教授）
茨城県つくば
もの変化についての理解を深めます。③学習指導要領の改 濱田 博文（人間系教授）
市
訂動向や、法令改正及び国の審議会の状況等を考察しま 澤田 晋（附属学校教育局教授、附属視覚特別
す。④学校内外の問題への組織的対応の必要性と、危機 支援学校長）
管理上の課題について考えます。
水本 徳明（人間系准教授）
平田 諭治（人間系准教授）
外山 美樹（人間系准教授）
野呂 文行（人間系准教授）
清水 一彦（副学長）
荒川 麻里（人間系助教）
庄司 一子（人間系教授）
西川 公司（放送大学客員教授、前筑波大学附
属久里浜特別支援学校長 ）
新井 保幸（人間系教授、附属小学校長）
井上 正允（佐賀大学文化教育学部前教授）
松井 豊（人間系教授）

平成２５年度（第２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
開設者名

講習の名称

講習の概要

教育の最新事情

講習では、講義・演習を通して、次の4点について学びま
す。①学校を巡る近年の状況変化を知るとともに、子ども観
や教育観について省察します。②子どもの発達に関する最
新の知見(脳科学、心理学、特別支援教育等)を学び、子ど
もの変化についての理解を深めます。③学習指導要領の改
訂動向や、法令改正及び国の審議会の状況等を考察しま
す。④学校内外の問題への組織的対応の必要性と、危機
管理上の課題について考えます。

教育の最新事情

講習では、講義・演習を通して、次の4点について学びま
す。①学校を巡る近年の状況変化を知るとともに、子ども観
や教育観について省察します。②子どもの発達に関する最
新の知見(脳科学、心理学、特別支援教育等)を学び、子ど
もの変化についての理解を深めます。③学習指導要領の改
訂動向や、法令改正及び国の審議会の状況等を考察しま
す。④学校内外の問題への組織的対応の必要性と、危機
管理上の課題について考えます。

宇都宮大学必修講座Ａ

「学校を巡る状況変化と専門職たる教員の役割」、「子供
の発達に関する最新の知見と子どもの生活の変化を踏まえ
た課題」、「特別支援教育に関する新たな課題」、「学習指導
要領改訂の動向」、「教育政策の動向」、「学校の内外にお
ける連携協力」について最新の事情と研究成果をふまえた
講義を行い、現職教員が教育の現代的課題について深く理
解し、新たな視野と展望を持てるようになることをめざす。

担当講師
松井 豊（人間系教授）
大六 一志（人間系教授）
窪田 眞二（人間系教授）
木村 範子（人間系講師）
手打 明敏（人間系教授）
引田 秋生（前筑波大学附属視覚特別支援学
校校長）
佐藤 博志（人間系准教授）
角田 陸男（前筑波大学附属中学校副校長、さ
とえ学園小学校長）
安藤 智子（人間系准教授）
長崎 勤（人間系教授）
田中 統治（人間系教授）
江口 勇治（人間系教授）
上田 孝典（人間系助教）
宍戸 和成（人間系教授、附属久里浜特別支援
学校長）

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

茨城県つくば
市

12時間

平成25年8月3日～
平成25年8月4日

12,000円

250人

平成25年3月25日～
平成25年6月29日

平251001600279号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

茨城県つくば
市

12時間

平成25年8月3日～
平成25年8月4日

12,000円

250人

平成25年3月25日～
平成25年6月29日

平251001600280号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

松本 敏（教育学部教授）
石川 隆行（教育学部准教授）
池本 喜代正（教育学部教授）
青柳 宏（教育学部教授）
藤井 佐知子（教育学部教授）
酒見 廣志（教育学部附属教育実践総合セン
ター客員教授）

栃木県宇都宮
市

12時間

平成25年8月3日～
平成25年8月4日

12,000円

360人

平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001800118号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学必修講座Ｂ

「学校を巡る状況変化と専門職たる教員の役割」、「子供
の発達に関する最新の知見と子どもの生活の変化を踏まえ
た課題」、「特別支援教育に関する新たな課題」、「学習指導
要領改訂の動向」、「教育政策の動向」、「学校の内外にお
ける連携協力」について最新の事情と研究成果をふまえた
講義を行い、現職教員が教育の現代的課題について深く理
解し、新たな視野と展望を持てるようになることをめざす。

上原 秀一（教育学部准教授）
橘川 眞彦（教育学部教授）
池本 喜代正（教育学部教授）
丸山 剛史（教育学部准教授）
藤井 佐知子（教育学部教授）
酒見 廣志（教育学部附属教育実践総合セン
ター客員教授）

栃木県宇都宮
市

12時間

平成25年8月17日～
平成25年8月18日

12,000円

360人

平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001800119号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

宇都宮大学必修講座Ｃ

「学校を巡る状況変化と専門職たる教員の役割」、「子供
の発達に関する最新の知見と子どもの生活の変化を踏まえ
た課題」、「特別支援教育に関する新たな課題」、「学習指導
要領改訂の動向」、「教育政策の動向」、「学校の内外にお
ける連携協力」について最新の事情と研究成果をふまえた
講義を行い、現職教員が教育の現代的課題について深く理
解し、新たな視野と展望を持てるようになることをめざす。

松本 敏（教育学部教授）
川原 誠司（教育学部准教授）
上原 秀一（教育学部准教授）
青柳 宏（教育学部教授）
梅永 雄二（教育学部教授）
酒見 廣志（教育学部附属教育実践総合セン
ター客員教授）

栃木県宇都宮
市

12時間

平成25年8月31日～
平成25年9月1日

12,000円

360人

平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001800120号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

作新学院大学

学校と子どもをめぐる教育の最
新事情と発達の保障・支援の方
法

本講習は、教育政策や学習指導要領、幼稚園教育要領の
動向、授業づくりや生徒指導、学校教師と保護者や地域社
会との連携のあり方、教師間のコミュニケーションの取り
方、近年とみにその重要性が指摘されてきている発達障害
の理解と適切な指導などについて最新の動向を踏まえた基
本的な理解を目指す。各自が生活形態の変化を踏まえ、実
践に即して深く理解できるよう演習や実習も取り入れる。

小林
松本
手塚
伊澤
畠山

栃木県宇都宮
市

12時間

平成25年8月3日～
平成25年8月4日

12,000円

150人

平成25年3月16日～
平成25年4月30日

平253006700129号

028-667-7111

http://www.sakushin
-u.ac.jp

教育の最新事情

教育に関する最新動向の理解を深化させるため、大学内外
の専門家が、講義形式で下記の諸項目の解説と資料分
析、事例紹介を行う。
○ 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

池野 正晴（経済学部教授）
内藤 まゆみ（経済学部准教授）
吉原 美那子（地域政策学部准教授）
田口 哲男（高崎市立高崎経済大学附属高等 群馬県高崎市
学校長）
稲岡 隆之（群馬県発達障害者支援センター次
長兼発達援助係長）

12時間

平成25年8月7日～
平成25年8月8日

9,600円

200人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平252001800245号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

筑波大学

筑波大学

宇都宮大学

宇都宮大学

高崎経済大学

千枝子（人間文化学部教授）
秀彦（人間文化学部准教授）
光善（人間文化学部教授）
成男（人間文化学部准教授）
大（幼児教育科専任講師）

平成２５年度（第２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
開設者名

講習の名称

高崎健康福祉大
教育の最新事情
学

女子栄養大学

駿河台大学

文教大学

文教大学

教育の最新事情

講習の概要

担当講師

現代日本社会の教育事情に鑑み、教職員の資質向上に資
する内容について、下記の諸項目を中心に、各分野の最新
事情の紹介も含みつつ講習を行う。
・ 近年の教育課題に応じた教職員の資質の形成について
・ 近年の子どもの変化と発達課題について
・ 近年の「教育改革」の動向、分析、評価について
・ 教師と生徒・保護者・地域社会の連携と学校における危
機管理（人権問題を含む）の諸問題

森部 英生（人間発達学部長）
渡辺 俊之（社会福祉学科長）
エイムズ 唯子（社会福祉学科准教授）
深見 匡（健康栄養学科講師）

学校内外の連携の基本である教師の対人関係スキルアッ
プの為のワークショップを行い、その後各国の教職に関する
最新の情報に基づく講義を通して教職について省察する。
次に子どもの発達に関する最新の知見を講義し、特別支援
教育の新たな課題についても視野を広げる。さらに子どもの
生活の変化を踏まえた課題について講義し、生徒指導のあ
り方等について考察する。最後に教育政策の動向等につい
て講義し、要諦の理解を図る。

三木
勝野
橋本
渡辺
授）
田中
高津

とみ子（栄養学部教授）
正章（東京大学教育学部准教授）
紀子（栄養学部教授）
千歳（東京未来大学こども心理学部教

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

群馬県高崎市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

12,000円

70人

平成25年5月13日～
平成25年5月20日

平253007900165号

027-352-1290

http://www.takasaki
-u.ac.jp

埼玉県坂戸市

12時間

平成25年8月6日～
平成25年8月7日

12,000円

150人

平成25年4月23日～
平成25年5月7日

平253009100244号

049-284-3291

http://www.eiyo.ac.
jp/menkosin/

埼玉県飯能市

12時間

平成25年8月6日～
平成25年8月7日

12,000円

40人

平成25年3月18日～
平成25年6月28日

平253009200227号

042-972-1181

http://www.surugada
i.ac.jp/

みどり（栄養学部教授）
みさき（栄養学部准教授）

教育の最新事情

「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 秋池 宏美（法学部教授）
協力についての理解」の４つの事項について、教員に求め 永作 稔（心理学部准教授）
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 吉住 知文（経済学部教授）
ての理解を深めることを目指す。

教育の最新事情

本学は、24年度に教員免許状更新講習を開催し、多くの成
果を挙げることができた。この実績を踏まえて、必修領域を
①教職の専門性、②子どもの発達課題、③特別支援教育
の課題、④学級集団と担任の役割、⑤カウンセリングマイン
ド、⑥学習指導要領と教育改革、⑦連携教育と危機管理の
7領域で構成し実施する。開講に当たっては、本学の研究と
教育の成果を生かすとともに、これまで好評であった受講生
との対話を取り入れた講習を積極的に展開する。なお、修
了認定試験は筆記による総合的問題を講習の最後の時間
に実施する。

千葉
池田
成田
藤原
会沢
浅野
平澤
手嶋
中本
星野
髙橋
井上
嶋野
栗加
蛭田

聡子（文教大学教育学部教授）
進一（文教大学教育学部教授）
奈緒子（文教大学教育学部教授）
正光（文教大学教育学部教授）
信彦（文教大学教育学部教授）
信彦（文教大学教育学部専任講師）
茂（文教大学教育学部教授）
將博（文教大学教育学部准教授）
敬子（文教大学教育学部准教授）
常夫（文教大学教育学部教授）
克已（文教大学教育学部准教授）
清子（文教大学教育学部教授）
道弘（文教大学教育学部教授）
均（文教大学教育学部准教授）
政弘(文教大学教育学部教授)

埼玉県越谷市

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

12,000円

150人

平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010400232号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

教育の最新事情

本学は、24年度に教員免許状更新講習を開催し、多くの成
果を挙げることができた。この実績を踏まえて、必修領域を
①教職の専門性、②子どもの発達課題、③特別支援教育
の課題、④学級集団と担任の役割、⑤カウンセリングマイン
ド、⑥学習指導要領と教育改革、⑦連携教育と危機管理の
7領域で構成し実施する。開講に当たっては、本学の研究と
教育の成果を生かすとともに、これまで好評であった受講生
との対話を取り入れた講習を積極的に展開する。なお、修
了認定試験は筆記による総合的問題を講習の最後の時間
に実施する。

千葉
池田
成田
藤原
会沢
浅野
平澤
手嶋
中本
星野
髙橋
井上
嶋野
栗加
蛭田

聡子（文教大学教育学部教授）
進一（文教大学教育学部教授）
奈緒子（文教大学教育学部教授）
正光（文教大学教育学部教授）
信彦（文教大学教育学部教授）
信彦（文教大学教育学部専任講師）
茂（文教大学教育学部教授）
將博（文教大学教育学部准教授）
敬子（文教大学教育学部准教授）
常夫（文教大学教育学部教授）
克已（文教大学教育学部准教授）
清子（文教大学教育学部教授）
道弘（文教大学教育学部教授）
均（文教大学教育学部准教授）
政弘(文教大学教育学部教授)

埼玉県越谷市

12時間

平成25年8月7日～
平成25年8月8日

12,000円

150人

平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010400233号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

平成２５年度（第２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
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

武蔵丘短期大学 最新教育事情

この講習では、「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」について、講義
を行う。講義の際には、最新の研究成果を援用しながら、教
育現場の課題等に即する内容を扱うことで、受講者の能力
向上を図る。講義形式を基本とするが、グループワーク等、
さまざまな実施形態を採ることにより、受講者の理解を深め
る。

埼玉県比企郡
吉見町

12時間

平成25年8月7日～
平成25年8月8日

12,000円

80人

平成25年3月19日～
平成25年6月14日

平253507300190号

0493-54-5101

http://www.musashig
aoka.ac.jp

武蔵野学院大
学・武蔵野短期
大学

宮本一史（武蔵野短期大学学長・教授）
林猛（武蔵野学院大学国際コミュニケーション
学部教授）
松本多加志（武蔵野短期大学幼児教育学科教
内容としては、現在の幼稚園、小学校、中学校、高等学校 授）
等の教育をめぐる様々な状況を省察するとともに、最新の 福田直（武蔵野学院大学国際コミュニケーショ
情報を基にして、教師のこれからの学校教育の課題の改善 ン学部教授）
及び充実・発展に向け、『学校の役割や教師の役割』『社会 酒井幸子（武蔵野短期大学幼児教育学科教
埼玉県狭山市
や子どもの変化』『子どもを生かす授業の在り方』『教育施 授）
策の動向』などを中心とした講義。なお、内容により、幼稚 澤口俊之（武蔵野学院大学国際コミュニケー
園教員と小・中・高校教員を対象に別々に講習を開催。
ション学部教授）
齋藤英男（武蔵野学院大学国際コミュニケー
ション学部准教授）
野村和（武蔵野短期大学幼児教育学科准教
授）

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月23日

12,000円

100人

平成25年4月10日～
平成25年4月20日

平259111000142号

04-2954-6131

http://www.musashin
o.ac.jp/

千葉大学

これからの学校教育の充実・発
展を目指して

本講習ではテキストを用いて、以下の内容を取り扱う。
・学校をめぐる状況・専門職たる教員の役割
・子どもの発達に関する課題
・子どもの生活の変化（ネットいじめの理解と対応等）
・学習指導要領改訂等の動向
・その他教育改革の動向
教育の最新事情（成田セミナー） ・各種課題に対する組織的対応の在り方（学校における緊
急支援等）
・学校における危機管理上の課題

佐藤 亮輔（健康生活学科講師）
鈴木 宏（健康生活学科講師）
安藤 福光（兵庫教育大学大学院学校教育研
究科准教授）

伏見
保坂
吉田
笠井
佐瀬
磯邉

陽児（教育学部教授）
亨（教育学部教授）
雅巳（人文社会科学研究科教授）
孝久（教育学部准教授）
一生（教育学部准教授）
聡（教育学部准教授）

千葉県成田市

12時間

平成25年5月26日、
平成25年6月9日

13,500円

100人

平成25年4月10日～
平成25年4月26日

平251002100145号

043-290-2529

http://menkyokoushi
n.chiba-u.jp/

伏見
保坂
吉田
笠井
佐瀬
磯邉

陽児（教育学部教授）
亨（教育学部教授）
雅巳（人文社会科学研究科教授）
孝久（教育学部准教授）
一生（教育学部准教授）
聡（教育学部准教授）

千葉県市原市

12時間

平成25年6月16日、
平成25年6月23日

13,500円

100人

平成25年4月10日～
平成25年4月26日

平251002100146号

043-290-2529

http://menkyokoushi
n.chiba-u.jp/

なお、本講習は、北総教育事務所管内の各市町教育委員
会の管轄する学校及び幼稚園に勤務している教員を対象
に開講する。

千葉大学

本講習ではテキストを用いて、以下の内容を取り扱う。
・学校をめぐる状況・専門職たる教員の役割
・子どもの発達に関する課題
・子どもの生活の変化（ネットいじめの理解と対応等）
・学習指導要領改訂等の動向
・その他教育改革の動向
教育の最新事情（市原セミナー） ・各種課題に対する組織的対応の在り方（学校における緊
急支援等）
・学校における危機管理上の課題
なお、本講習は、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富
津市の５市教育委員会の管轄する学校及び幼稚園に勤務
する教員を対象に開講する。

平成２５年度（第２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
開設者名

千葉大学

講習の名称

講習の概要

本講習ではテキストを用いて、以下の内容を取り扱う。
・学校をめぐる状況・専門職たる教員の役割
・子どもの発達に関する課題
・子どもの生活の変化（ネットいじめの理解と対応等）
・学習指導要領改訂等の動向
・その他教育改革の動向
教育の最新事情（茂原セミナー） ・各種課題に対する組織的対応の在り方（学校における緊
急支援等）
・学校における危機管理上の課題

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

伏見
保坂
吉田
笠井
佐瀬
磯邉

陽児（教育学部教授）
亨（教育学部教授）
雅巳（人文社会科学研究科教授）
孝久（教育学部准教授）
一生（教育学部准教授）
聡（教育学部准教授）

千葉県茂原市

12時間

平成25年6月30日、
平成25年7月7日

13,500円

100人

平成25年4月10日～
平成25年4月26日

平251002100147号

043-290-2529

http://menkyokoushi
n.chiba-u.jp/

教育の最新事情Ａ

本講習ではテキストを用いて、以下の内容を取り扱う。
・学校をめぐる状況・専門職たる教員の役割
・子どもの発達に関する課題
・子どもの生活の変化（ネットいじめの理解と対応等）
・学習指導要領改訂等の動向
・その他教育改革の動向
・各種課題に対する組織的対応の在り方（学校における緊
急支援等）
・学校における危機管理上の課題

伏見
保坂
吉田
笠井
佐瀬
磯邉

陽児（教育学部教授）
亨（教育学部教授）
雅巳（人文社会科学研究科教授）
孝久（教育学部准教授）
一生（教育学部准教授）
聡（教育学部准教授）

千葉県千葉市

12時間

平成25年8月8日、
平成25年8月9日

13,500円

100人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002100148号

043-290-2529

http://menkyokoushi
n.chiba-u.jp/

教育の最新事情Ｂ

本講習ではテキストを用いて、以下の内容を取り扱う。
・学校をめぐる状況・専門職たる教員の役割
・子どもの発達に関する課題
・子どもの生活の変化（ネットいじめの理解と対応等）
・学習指導要領改訂等の動向
・その他教育改革の動向
・各種課題に対する組織的対応の在り方（学校における緊
急支援等）
・学校における危機管理上の課題

伏見
保坂
吉田
笠井
佐瀬
磯邉

陽児（教育学部教授）
亨（教育学部教授）
雅巳（人文社会科学研究科教授）
孝久（教育学部准教授）
一生（教育学部准教授）
聡（教育学部准教授）

千葉県千葉市

12時間

平成25年8月8日、
平成25年8月9日

13,500円

100人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002100149号

043-290-2529

http://menkyokoushi
n.chiba-u.jp/

村瀬 公胤 (麻布教育研究所長)
八木 雅之（千葉経済大学非常勤講師）
伊藤 鉄夫（淑徳大学非常勤講師）
武田 明典（外国語学部教授）
宮木 昇 （外国語学部特任教授）
千葉県千葉市
田中 真紀子（外国語学部教授・児童英語教育
研究センター副センター長）
嶋﨑 政男（外国語学部教授）
上田 和子（なんそう心理教育研究所 ゆうわ
心の相談室所長）

12時間

平成25年8月26日、平
成25年8月27日

13,000円

35人

平成25年5月13日～
平成25年5月24日

平253011400150号

043-273-1320

http://www.kandagai
go.ac.jp/kuis/

山中
新田
鈴木
平林
岩田
上野
長）

12時間

平成25年8月19日～平
12,000円
成25年8月20日

130人

平25平成25年3月25日～平
35081成25年4月10日
00197号

043-486-7111

http://www.chibakei
ai.ac.jp/

なお、本講習は、東上総教育事務所管内の各市町村教育
委員会の管轄する学校及び幼稚園に勤務している教員を
対象に開講する。

千葉大学

千葉大学

神田外語大学

現場で役立つ教育の最新事情

千葉敬愛短期大
教育の最新事情
学

本講習は、近年の学校を取り巻く社会変化のニーズに合
致した演題として、PISA型学力による新しい教育観、教師の
専門性の再認識、軽度発達障害の理解、学校における心
理教育の導入、新学習指導要領の動向、小学校における
英語教育、保護者対応と教職員・地域との連携、事故・事件
への緊急支援を取り上げてまいります。また、参加者の日
頃の実践を振り返るため、演習形式も取り入れた少人数の
クラスで実施いたします。

「社会の情勢を踏まえた教師の役割と子ども観の省察」「特
別支援教育の理解とその指導」「子どもの変化を踏まえた学
級づくりのあり方」「教育改革の動向（1）改正教育基本法の
要点と小学校学習指導要領の基本方針」「教育改革の動向
（2）幼稚園教育要領の基本理念と実践への方策」「学校に
おける危機管理上の課題とその対応」「保護者・地域社会と
の連携のあり方」について、近年の調査研究から得られた
知見に基づいて講じる。

護（准教授）
司（専任講師）
健一（専任講師）
計重（非常勤講師）
俊義（非常勤講師）
洋子（千葉敬愛短期大学附属幼稚園園

千葉県佐倉市

平成２５年度（第２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
開設者名

筑波大学

筑波大学

多摩美術大学

明治大学

講習の名称

講習の概要

教育の最新事情

講習では、講義・演習を通して、次の4点について学びま
す。①学校を巡る近年の状況変化を知るとともに、子ども観
や教育観について省察します。②子どもの発達に関する最
新の知見(脳科学、心理学、特別支援教育等)を学び、子ど
もの変化についての理解を深めます。③学習指導要領の改
訂動向や、法令改正及び国の審議会の状況等を考察しま
す。④学校内外の問題への組織的対応の必要性と、危機
管理上の課題について考えます。

教育の最新事情

講習では、講義・演習を通して、次の4点について学びま
す。①学校を巡る近年の状況変化を知るとともに、子ども観
や教育観について省察します。②子どもの発達に関する最
新の知見(脳科学、心理学、特別支援教育等)を学び、子ど
もの変化についての理解を深めます。③学習指導要領の改
訂動向や、法令改正及び国の審議会の状況等を考察しま
す。④学校内外の問題への組織的対応の必要性と、危機
管理上の課題について考えます。

教育の最新事情

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。

教育の最新事情

学校に対する様々な要望に応えるため、次の４つを学びま
す。最初に、学校をめぐる近年の状況に即して、教職という
仕事の持つ意味を振り返ります。次に、不登校やいじめ・発
達障害など、子どもの抱えている課題の理解を通して、学
校で求められるカウンセリング・マインドを学びます。第三
に、学校をめぐる危機管理の在り方など、学校の内外にお
ける連携協力の在り方を学びます。最後に、学習指導要領
の改訂に伴う教育課程編成上の留意点について考えます。

担当講師

樋口 直宏（人間系准教授）
門脇 厚司（茨城県美浦村教育委員会教育長）
原田 悦子（人間系教授）
岡崎 慎治（人間系准教授）
佐藤 眞理子（人間系教授）
蒔苗 直道（人間系准教授）
嶺井明子（人間系准教授）
市毛 栄（教員免許状更新講習推進室教授）
宮寺 晃夫（筑波学院大学経営情報学部教授）
館 潤二（附属中学校副校長）
佐藤 有耕（人間系准教授）
宇野 彰（人間系教授）
大谷 奨（人間系准教授）
根津 朋実（人間系准教授）
濱田 博文（人間系教授）
澤田 晋（附属学校教育局教授、附属視覚特別支援学校
長）
水本 徳明（人間系准教授）
平田 諭治（人間系准教授）
外山 美樹（人間系准教授）
野呂 文行（人間系准教授）
清水 一彦（副学長）
荒川 麻里（人間系助教）
庄司 一子（人間系教授）
西川 公司（放送大学客員教授、前筑波大学附属久里浜
特別支援学校長 ）
新井 保幸（人間系教授、附属小学校長）
井上 正允（佐賀大学文化教育学部前教授）
松井 豊（人間系教授）
大六 一志（人間系教授）
窪田 眞二（人間系教授）
木村 範子（人間系講師）
手打 明敏（人間系教授）
引田 秋生（前筑波大学附属視覚特別支援学校校長）
佐藤 博志（人間系准教授）
角田 陸男（前筑波大学附属中学校副校長、さとえ学園小
学校長）
安藤 智子（人間系准教授）
長崎 勤（人間系教授）
田中 統治（人間系教授）
江口 勇治（人間系教授）
上田 孝典（人間系助教）
宍戸 和成（人間系教授、附属久里浜特別支援学校長）

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

東京都文京区

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

12,000円

250人

平成25年3月25日～
平成25年7月15日

平251001600281号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

東京都文京区

12時間

平成25年10月26日～
平成25年10月27日

12,000円

200人

平成25年3月25日～
平成25年9月21日

平251001600282号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

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（東邦大学非常勤講師）
野々村 新（東洋大学大学院非常勤講師）
中野 良顯（東京成徳大学非常勤講師）

東京都八王子
市

12時間

平成25年7月30日～
平成25年7月31日

12,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月8日

平253018700224号

042-679-5629

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

高野和子（文学部教授）
伊藤直樹（文学部教授）
髙橋靖之（文学部特任教授）
新村洋史（名古屋芸術大学美術学部教授）

東京都千代田
区

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

14,000円

50人

平成25年4月1日～
平成25年5月10日

平253024700151号

03（3296）4423

http://www.meiji.ac
.jp/shikaku/

平成２５年度（第２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
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

教育現場における諸問題とその背景に関して、学術的な研
究成果を裏づけとした広い視野から考察する。また、学習指
導要領など最新の法改正に伴う学校運営や学習指導など
の解説と改善方法について同様の視点から論述する。

佐藤 隆之（教育・総合科学学術院 教授）
本田 恵子（教育・総合科学学術院 教授）
山口 幸一郎（大学院教職研究科 客員教授）
水原 克敏（教育・総合科学学術院 特任教授）
東京都新宿区
河村 茂雄（教育・総合科学学術院 教授）
高橋あつ子（大学院教職研究科 准教授）
吉田 文（教育・総合科学学術院 教授）
武沢 護（大学院教職研究科 客員准教授）

平成25年8月19日～
12時間
平成25年8月20日

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」
独立行政法人国
「教育政策の動向についての理解」「学校の内外における
教育の最新事情（国立オリンピッ
立青少年教育振
連携協力についての理解」の４つの事項について、教員に
ク記念青少年総合センター）
興機構
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。

葉養正明（国立教育政策研究所 教育政策・評
価研究部長）
甲斐知彦（関西学院大学 人間福祉学部教授）
成田奈緒子（文教大学 教育学部教授）
東京都渋谷区
鈴木眞理（青山学院大学 教育人間科学部教
代々木
授）
鷲山恭彦（国立大学法人奈良教育大学理事、
独立行政法人大学評価・学位授与機構評価研
究所客員教授）

12時間

平成25年12月26日～
平成25年12月27日

12,000円

40人

新井 肇（兵庫教育大学大学院教授） 小野晋
也 （オークツリー代表） 金澤純三（開善塾教
育相談研究所長） 金山健一（県立広島大学准
教授） 金子一也（西武文理大学特任教授） 栗
原慎二（広島大学大学院教授） 嶋崎政男（神
田外語大学教授） 相馬誠一（東京家政大学教
授） 中村 豊（関西学院大学准教授） 西山久
子（福岡教育大学教授） 布村幸彦（文部科学
「教職についての省察」、「子どもの変化についての理解」、
省初等中等教育局長） バーンズ亀山静子（早
「教育政策の動向についての理解」、「学校の内外における
稲田大学講師） 丸山 隆（栃木県教育研究所 東京都渋谷区
連携協力についての理解」の4つの事項について、教員に
相談部長） 七条正典（香川大学教授） 花輪敏 代々木
求められる最新の知識・技能の習得と今日的な教育課題に
男（共栄大学客員教授・FR教育臨床研究所）
ついての理解を深めることを目指す。
銭谷真美（東京国立博物館長） 山中伸一（文
部科学省審議官） 尾崎春樹（国立教育政策研
究所長） 徳永 保（筑波大学教授） 本間正人
（京都造形芸術大学教授） 柳生和男（文教大
学教授） 新井立夫（文教大学教授） 寺脇 研
（京都造形芸術大学教授） 高橋史朗（明星大
学教授） 藤崎育子（開善塾教育相談研究所相
談部長）

12時間

平成25年8月4日～
平成25年8月5日

13,200円

安田忠郎(公益財団法人大学セミナーハウス教
員免許更新センター長）
東京都八王子
高垣マユミ（実践女子大学生活科学部教授）
市
内藤昌孝（神奈川工科大学顧問）

12時間

平成25年7月31日～
平成25年8月3日

安田忠郎(公益財団法人大学セミナーハウス教
員免許更新センター長）
東京都八王子
高垣マユミ（実践女子大学生活科学部教授）
市
内藤昌孝（神奈川工科大学顧問）

12時間

平成25年12月24日～
平成25年12月27日

早稲田大学

教育の最新事情

独立行政法人国
立青少年教育振 教育の最新事情
興機構

公益財団法人大
教育の最新事情
学セミナーハウス

公益財団法人大
教育の最新事情
学セミナーハウス

現代日本社会における学校・教師・子どもの今日的実相を
明らかにし、未来志向の教育実践を探求するために、主とし
て(1)歴史的観点から日本の近現代学校教育の決定的問題
点を洗い出し、(2)心理学的視点から子どもの発達支援教育
のあり方を模索し、(3)学習指導要領および教育関連法規の
変遷をたどり、学校改革・教育改革の問題と課題を浮き彫り
にし、(4)事例研究にもとづき、学校の危機管理体制のあり
方を検討する。
現代日本社会における学校・教師・子どもの今日的実相を
明らかにし、未来志向の教育実践を探求するために、主とし
て(1)歴史的観点から日本の近現代学校教育の決定的問題
点を洗い出し、(2)心理学的視点から子どもの発達支援教育
のあり方を模索し、(3)学習指導要領および教育関連法規の
変遷をたどり、学校改革・教育改革の問題と課題を浮き彫り
にし、(4)事例研究にもとづき、学校の危機管理体制のあり
方を検討する。

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

1次募集：平成25年4月
16日～平成25年4月25
平25日
200人
302582次募集：平成25年5月
00140号
23日～平成25年5月31
日

03-5286-3838

http://www.waseda.j
p/edu/index.html

平成25年9月18日～
平成25年10月31日

平257002300241号

03-6407-7714

http://www.niye.go.
jp/

30人

平成25年3月16日～
平成25年7月16日

平257002300242号

03-6407-7713

http://www.niye.go.
jp/

12,000円

70人

平成25年3月20日～
平成25年6月30日

平258134500188号

042-676-8532

http://www.seminarh
ouse.or.jp/

12,000円

70人

平成25年3月20日～
平成25年11月30日

平258134500189号

042-676-8532

http://www.seminarh
ouse.or.jp/

12,000円

平成２５年度（第２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
開設者名

文教大学

専修大学

講習の名称

教育の最新事情

子どもと教育：新たな視座

独立行政法人国
平成25年度第一期特別支援教
立特別支援教育
育専門研修
総合研究所

金沢大学

金沢大学

教育の最新事情Ａ

教育の最新事情Ｂ

講習の概要
社会変化が著しい現状を踏まえ、学校教育を担う教員とし
て必要な最新の知識・情報等を修得するとともに、今日的な
教育課題についていっそう理解が深められることを目指す。
具体的には、教育職という専門性、学級における担任の役
割、子どもの理解と発達の課題、学習指導要領の理解、特
別支援教育の課題、社会の変化と生徒指導、危機管理上
の課題、の７つの観点から分析し考察する｡
講習は4領域からなる。
(a)政策動向や改正法令、各種調査などを踏まえた最新の
教育事情の分析や教師の使命感、（b）最新の脳科学や認
知心理学の知見に基づく特別支援教育の課題やカウンセリ
ング・マインドの重要性の認識、（c)ICT教育、職業指導に焦
点をあてた労働法教育など新たな教育課題の考察、（d）社
会や子どもの変化を踏まえた学習内容や指導のあり方の検
討。

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、知的障害教育、肢体不自由教育、病弱教育
について、それぞれの現状と課題、諸外国における障害の
ある子どもの教育、発達障害教育論、特別支援学校経営の
現状と課題（知的障害、肢体不自由、病弱）で構成される。

教育の最新事情を考察する。第一日目は教職についての
省察，子どもの変化についての理解を大テーマに学校を巡
る近年の状況変化，教員の役割，子どもの発達に関する課
題，子どもの生活の変化を踏まえた課題を考察し，第二日
目は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を大テーマに学習指導要領改
訂，教育改革の動向，様々な問題に対する組織的対応，危
機管理上の課題を考察する。

教育の最新事情を考察する。第一日目は教職についての
省察、子どもの変化についての理解を大テーマに学校を巡
る状況変化、教員の役割、子どもの発達に関する課題、子
どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方を考察
し、第二日目は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を大テーマに学習指導要
領改訂やその他教育改革の動向、各種課題に対する組織
的対応、危機管理上の課題を考察する。

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

講習の開催地

雅裕（文教大学国際学部准教授）
立夫（文教大学情報学部准教授）
浩之（文教大学情報学部准教授）
素行（文教大学健康栄養学部教授）
絢子（武蔵野短期大学教授）
勉（文教大学情報学部非常勤講師）

神奈川県茅ヶ
崎市

12時間

平成25年8月20日～
平成25年8月21日

12,000円

100人

平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010400234号

0467-53-2111
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/
shougai/koushinkous
hu

神奈川県川崎
市

12時間

平成25年7月29日～
平成25年7月30日

12,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年6月14日

平253017900187号

044-911-7156

http://www.senshuu.ac.jp/

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）
下山 直人（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）
丹羽
登（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）
棟方 哲弥（企画部総括研究員）
笹森 洋樹（企画部総括研究員）
工藤 傑史（教育研修・事業部総括研究員）
徳永亜希雄（教育支援部主任研究員）
植木田 潤（教育支援部研究員）

神奈川県横須
賀市

平成25年5月15日、平
成25年5月22日、平成
25年5月23日、平成25
12時間
年5月30日、平成25年5
月31日、平成25年6月5
日、平成25年6月20日

平成25年3月18日～
平成25年5月7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259人 教育委員会等からの推 70002薦により受講決定した 00269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。））

046-839-6828

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

杉田
授）
松下
武居
萱原
授）
本所
田邊
鳥居
授）
加藤
授）

石川県金沢市

12時間

平成25年8月21日～
平成25年8月22日

12,000円

500人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003800132号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

田邊 正彰（金沢学院大学文学部教授）
松田 洋介（人間社会研究域学校教育系准教
授）
和泉美智枝（金城大学短期大学部教授）
米川 祥子（金城大学短期大学部准教授）
石川県輪島市
辻 直人（北陸学院大学人間総合学部准教授）
三井町
海口 浩芳（北陸学院大学人間総合学部准教
授）
木村 竜也（金沢工業大学基礎教育部教職課
程准教授）
清水 和久（金沢星陵大学人間科学部准教授）

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

12,000円

100人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003800133号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

赤坂
新井
松本
松田
小瀬
原田

矢吹 芳洋（経済学部教授）
森田 司郎（法学部准教授）
嶺井 正也（経営学部教授）
中野 育男（商学部教授）
望月 俊男（ネットワーク情報学部講師）
長田 洋和（人間科学部教授）
澤 幸祐（人間科学部准教授）

0円

電話番号

ＵＲＬ

担当講師

真衣（人間社会研究域学校教育系准教
良平（人間社会研究域学校教育系教授）
渡（人間社会研究域学校教育系准教授）
道春（人間社会研究域学校教育系准教
恵（人間社会研究域学校教育系准教授）
俊治（人間社会研究域学校教育系教授）
和代（人間社会研究域学校教育系准教
隆弘（人間社会研究域学校教育系准教

平成２５年度（第２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
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

教育の最新事情

「教育についての省察」「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つの事項について、これまでの研
究によって得られた知見に基づいて講義する。教育の最新
事情と今日的な課題についての理解を深め、教員が自信と
誇りを持って、子どもを指導できるように、教員の資質の向
上を目指す。

伏木 久始（信州大学教育学部教授）
島田 英昭（信州大学教育学部准教授）
金高 茂昭（佐久大学信州短期大学部介護福
祉学科教授）
長野県佐久市
宮﨑 紀枝（佐久大学看護学部准教授）
三池 克明（佐久大学信州短期大学部総合ビジ
ネス学科助教）

岐阜大学

教育の最新事情【岐阜・可茂】
『小学校』

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を小学校教諭向けに開設する。

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

岐阜大学

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
教育の最新事情【岐阜】『高等学 うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
校』
教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を高等学校教諭向けに開設する。

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

岐阜大学

教育の最新事情【岐阜】『小学
校』

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を小学校教諭向けに開設する。

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

岐阜大学

教育の最新事情【岐阜】『中学
校』

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を中学校教諭向けに開設する。

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

岐阜大学

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
教育の最新事情【飛騨】『幼稚
うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
園・小学校・特別支援学校・養護 教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
教諭』
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を幼稚園教諭・小学校教諭・特別支援学
校教諭・養護教諭向けに開設する。

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

岐阜大学

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を中学校教諭・高等学校教諭向けに開設
する。

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

佐久大学

教育の最新事情【飛騨】『中学
校・高等学校』

岐阜県関市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県高山市

岐阜県高山市

時間数

12時間

12時間

12時間

12時間

12時間

12時間

12時間

講習の期間

平成25年9月1日、
平成25年9月7日

平成25年7月13日～
平成25年7月14日

平成25年7月13日～
平成25年7月14日

平成25年7月29日～
平成25年7月30日

平成25年7月31日～
平成25年8月1日

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

12,000円

100人

平253031600243号

0267-68-6680

http://www.saku.ac.
jp/

12,000円

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平25120人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00248号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

12,000円

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平25120人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00249号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

12,000円

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平25100人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00250号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

12,000円

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平25100人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00251号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

12,000円

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平25100人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00252号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

12,000円

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平2560人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00253号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成25年5月1日～
平成25年6月28日

平成２５年度（第２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
開設者名

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

教育の最新事情【東濃】『小学
校』

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を小学校教諭向けに開設する。

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

教育の最新事情【東濃】『幼稚
園・特別支援学校・養護教諭』

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を幼稚園教諭・特別支援学校教諭・養護
教諭向けに開設する。

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

教育の最新事情【岐阜】『小学
校』

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を小学校教諭向けに開設する。

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

教育の最新事情【岐阜】『幼稚
園』

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を幼稚園教諭向けに開設する。

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

教育の最新事情【東濃】『中学
校・高等学校』

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を中学校教諭・高等学校教諭向けに開設
する。

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

教育の最新事情【西濃】『中学
校・高等学校』

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を中学校教諭・高等学校教諭向けに開設
する。

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

講習の開催地

岐阜県土岐市

岐阜県土岐市

岐阜県岐阜市

岐阜県各務原
市

岐阜県土岐市

岐阜県大垣市

時間数

12時間

12時間

12時間

12時間

12時間

12時間

講習の期間

平成25年8月6日～
平成25年8月7日

平成25年8月6日～
平成25年8月7日

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

平成25年8月15日～
平成25年8月16日

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

12,000円

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平25120人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00254号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

12,000円

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平2560人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00255号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

12,000円

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平25100人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00256号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

12,000円

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平25120人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00257号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

12,000円

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平25120人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00258号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

12,000円

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平25120人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00259号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成２５年度（第２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
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

岐阜大学

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
教育の最新事情【岐阜】『特別支 うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
援学校』
教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を特別支援学校教諭向けに開設する。

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

岐阜大学

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
教育の最新事情【岐阜】『養護教 うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
諭』
教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を養護教諭向けに開設する。

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

岐阜大学

教育の最新事情【岐阜】『中学
校』

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を中学校教諭向けに開設する。

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

岐阜大学

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
教育の最新事情【岐阜】『高等学 うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
校』
教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を高等学校教諭向けに開設する。

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

岐阜大学

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
教育の最新事情【西濃】『幼稚
うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
園・小学校・特別支援学校・養護 教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
教諭』
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を幼稚園教諭・小学校教諭・特別支援学
校教諭・養護教諭向けに開設する。

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

岐阜大学

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
教育の最新事情【岐阜】『幼稚
うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
園・小学校・特別支援学校・養護 教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
教諭』
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を幼稚園教諭・小学校教諭・特別支援学
校教諭・養護教諭向けに開設する。

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

講習の開催地

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県関市

岐阜県大垣市

岐阜県岐阜市

時間数

12時間

12時間

12時間

12時間

12時間

12時間

講習の期間

平成25年8月15日～
平成25年8月16日

平成25年8月15日～
平成25年8月16日

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

12,000円

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平25100人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00260号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

12,000円

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平25100人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00261号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

12,000円

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平25100人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00262号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

12,000円

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平25100人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00263号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

12,000円

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平25120人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00264号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

12,000円

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平25150人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00265号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成２５年度（第２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
開設者名

講習の名称

講習の概要

｢教育の最新事情｣として示されたカリキュラム基準に則し
て、８つの細目それぞれに対応した90分の講義を以下のよ
うに編成する。｢Ａ、学校を巡る近年の状況｣｢Ｂ、子ども観・
教育観｣｢Ｃ、子どもの発達｣｢Ｄ、子どもの生活指導｣｢Ｅ、学
習指導要領の改訂動向｣｢Ｆ、教育改革｣｢Ｇ、学校経営｣｢Ｈ、
危機管理｣の講義を中学校教諭・高等学校教諭向けに開設
する。

岐阜大学

教育の最新事情【岐阜】『中学
校・高等学校』

岐阜女子大学

社会や国民が期待する学校教育や、広く教育全般の在
り方について考察するために、国及び地方の教育改革の動
向や教育施策の展開、深刻ないじめ問題などに対応するた
めの教職員が一丸となった学校・家庭・地域社会の連携・協
社会が求める学校教育と教育の
力の重要性など、様々な学校教育の課題について、確かな
在り方を考える
理論に基づく専門性や実践的な指導力を向上するための
講義・演習や、臨床心理学や教育行政などの立場からの具
体的な提言を基にして、教育観、子ども観等、教師としての
省察から具体的な教育実践の在り方について習熟する。

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

日比 光治（教育学部 准教授）
石川 英志（教育学部 教授）
橘 良治（教育学部 教授）
坂本 裕（教育学部 准教授）
林 幸克（教育学部 准教授）
柳沼 良太（教育学部 准教授）
小山 徹（教育学部 教授）
篠原 清昭（教育学部 教授）
大平 橘夫（岐阜聖徳学園大学 教授）

岐阜県岐阜市

12時間

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

12,000円

早川信夫（ＮＨＫ解説委員）
生田孝至（新潟大学副学長）
齋藤陽子（文化創造学部准教授）
松原達哉（東京福祉大学学長）
松川禮子（岐阜県教育長）
服部 晃（文化創造学部教授）

岐阜県岐阜市

12時間

平成25年8月3日、
平成25年8月11日

12,000円

80人

律子（保育科教授）
雅裕（保育科教授）
みゆき（保育科准教授）
聖子（保育科准教授）
寿子（保育科講師）
壮（保育科講師）
真嗣（保育科講師）

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【一次予約申込期間：
岐阜県内勤務教員限
定】
平成25年4月8日～平 平25150人 成25年4月17日
10042【二次予約申込期間： 00266号
全対象（制限なし）】
平成25年4月25日～平
成25年5月7日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成25年4月8日～
平成25年6月14日

平253032500216号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

常葉学園短期大
幼児教育の最新事情
学

近年の社会変化に伴う子育て環境の変化を踏まえた幼児
教育のあり方について「教職についての省察」「子どもの発
達」「教育政策の動向」「他機関、保護者との連携」等、必修
領域の８細目に沿った講義を行う。本学保育科の長い伝統
を生かし、保育者としての資質向上につながる講習を行うた
め、対象は幼稚園教諭とする。

前浦
鈴木
永倉
竹石
加藤
大村
谷口

静岡県静岡市

12時間

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

12,000円

100人

平成25年4月1日～
平成25年6月28日

平253518800152号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp

浜松市教育委員
最新の教育事情（30代）
会

「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つの事項について、教員に
求められる最新の知識・技能の習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。
前半には、浜松市長、浜松市教育長を講師とした「はまま
つの教育」の具現化を目指した講習、後半には、30代の教
員のニーズに対応する講習を設ける。

鈴木 康友（浜松市長）
髙木 伸三（浜松市教育長）
藤原 文雄（国立教育政策研究所 統括研究
官）
千々布 敏弥（国立教育政策研究所 統括研究 静岡県浜松市
官）
内田 伸子（お茶の水女子大学 教授）
土屋 武志（愛知教育大学 教授）
諸富 祥彦（明治大学 教授）

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

8,000円

350人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005700283号

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

浜松市教育委員
最新の教育事情（40代）
会

「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つの事項について、教員に
求められる最新の知識・技能の習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。
前半には、浜松市長、浜松市教育長を講師とした「はまま
つの教育」の具現化を目指した講習、後半には、40代の教
員のニーズに対応する講習を設ける。

鈴木 康友（浜松市長）
髙木 伸三（浜松市教育長）
藤原 文雄（国立教育政策研究所 統括研究
官）
千々布 敏弥（国立教育政策研究所 統括研究 静岡県浜松市
官）
内田 伸子（お茶の水女子大学 教授）
久我 直人（鳴門教育大学 教授）
久米 昭洋（静岡県立稲取高等学校 副校長）

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

8,000円

350人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005700284号

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

浜松市教育委員
最新の教育事情（50代）
会

「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つの事項について、教員に
求められる最新の知識・技能の習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。
前半には、浜松市長、浜松市教育長を講師とした「はまま
つの教育」の具現化を目指した講習、後半には、50代の教
員のニーズに対応する講習を設ける。

鈴木 康友（浜松市長）
髙木 伸三（浜松市教育長）
藤原 文雄（国立教育政策研究所 統括研究
官）
千々布 敏弥（国立教育政策研究所 統括研究 静岡県浜松市
官）
内田 伸子（お茶の水女子大学 教授）
山田 辰美（常葉学園大学 教授）
天笠 茂（千葉大学 教授）

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

8,000円

350人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005700285号

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

平成２５年度（第２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
開設者名

講習の名称

講習の概要

教育の最新事情と今日的課題

「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つの事項について、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。多様化に応じた学級
づくり、子どもの発達・変化をふまえた指導のあり方につい
ては、受講者間のディスカッションを行う。 ※定員に達し次
第募集を締切りとする。

金城学院大学

教育の最新事情

制度・統計・教師や親の声から、今子どもに必要なことを考
え、授業に新たな一滴を秘めて臨む教師像を追う。
発達関連諸科学や種々の資料に現れた子どもの現状と、居
場所づくりを通しての集団活動の意義や効果を講義する。
特別支援教育の理念と背景にある課題と教師のスキルとし
てのカウンセリングマインドの意義を取り扱う。
学習指導要領総則の趣旨、学習指導への反映状況、法令
改正、国の審議会の状況等について考察する。
ネット上での問題等に学校と保護者、地域が連携して指導
する方法や情報セキュリティについて扱う。

中部大学

教育の最新事情に関する事項として、次の事項を扱う。
・ 教職についての省察（学校を巡る状況変化・専門職たる
教員の役割）
教職についての省察並びに子ど ・ 子どもの変化についての理解(子どもの発達に関する課
もの変化、教育政策の動向及び 題・子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方)
学校の内外における連携協力に ・ 教育政策の動向についての理解（学習指導要領改訂等
ついての理解
の動向・その他教育改革の動向）
・ 学校の内外での連携協力についての理解（各種課題に対
する組織的対応の在り方・学校における危機管理上の課
題）

南山大学

現代科学は、子どもたちの発達や学習に関する新しい知見
を提供してくれている。一方、急激な社会の変化にともな
い、学校現場はたとえばネットいじめなどの新しい課題に直
面している。教師はどう向き合っていけば良いのか。本講座
においては、学校経営やカウンセリング・人間関係トレーニ
ングなどの視点から、問題の本質を分析する。同時に、解
決のために必要な心構えやスキルの構築などについて問
題提起し、討論を通じて理解を深めることを目的とする。

愛知県立大学

近年の教育事情について

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習

講習内容としては、教員として共通に求められる内容を中心
とする。具体的には教職の今日的役割、学校における同僚
性の形成、家庭や地域社会との連携、子どもの発達や課題
の理解、教育課程の動向と指導の在り方等を取り上げる。
また、教育的愛情等に関する事項、社会性や対人関係能力
に関する事項も取り上げ、講義及び演習を行う。

担当講師

内田
柴田
坪井
田村
堀尾
山本

純一（教育福祉学部准教授）
康正（教育福祉学部非常勤講師）
由実（教育福祉学部教授）
佳子（教育福祉学部准教授）
良弘（教育福祉学部教授）
理絵（教育福祉学部教授）

榊原 溥(人間科学部教授)
増田公男(人間科学部教授)
川瀬正裕(人間科学部教授)
山田武人(人間科学部教授)
長谷川元洋（国際情報学部教授）
原田琢也（京都市立中学校指導教諭）

豊田 ひさき（現代教育学部教授）
小熊 伸一 （現代教育学部教授）
志村 廣明 （全学共通教育部教授）
笠井 尚 （全学共通教育部教授）

岡田
宇田
大塚
授）
清田

順一（人文学部心理人間学科教授）
光（総合政策学部総合政策学科教授）
弥生（総合政策学部総合政策学科准教

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

電話番号

ＵＲＬ

愛知県長久手
市

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

12,000円

70人

平成25年5月13日～
平成25年5月31日

平252004200157号

0561-76-8832

http://www.aichipu.ac.jp/

愛知県名古屋
市

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

12,000円

70人

平成25年3月19日～
平成25年6月14日

平253035400268号

052-798-0180

http://www.kinjou.ac.jp/

愛知県春日井
市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

12,000円

120人

平成25年4月13日～
平成25年5月10日

平253036100130号

0568-51-1111
（代）

http://www.chubu.ac
.jp/

愛知県名古屋
市

12時間

平成25年6月15日～
平成25年6月16日

12,000円

100人

平成25年4月16日～
平成25年5月15日

平253037700153号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp/

愛知県名古屋
市

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

12,000円

700人

平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005800126号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

夏代（人文学部心理人間学科准教授）

戸苅 創(名古屋市立大学学長)
飛田秀樹(名古屋市立大学大学院医学研究科
教授)
滝村雅人(名古屋市立大学大学院人間文化研
究科教授)
吉田淳(愛知教育大学教授)
伊藤久仁(名古屋市教育センター研修部長)
野口俊一(名古屋市教育センター研究調査部
長)
沼部達也(名古屋市教育センター教育相談部
長)
福井一通(名古屋市教育センター指導主事)

認定番号

平成２５年度（第２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
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

講習内容としては、教員として共通に求められる内容を中心
とする。具体的には教職の今日的役割、学校における同僚
性の形成、家庭や地域社会との連携、子どもの発達や課題
の理解、教育課程の動向と指導の在り方等を取り上げる。
また、教育的愛情等に関する事項、社会性や対人関係能力
に関する事項も取り上げ、講義及び演習を行う。

戸苅 創(名古屋市立大学学長)
飛田秀樹(名古屋市立大学大学院医学研究科
教授)
滝村雅人(名古屋市立大学大学院人間文化研
究科教授)
吉田淳(愛知教育大学教授)
伊藤久仁(名古屋市教育センター研修部長)
野口俊一(名古屋市教育センター研究調査部
長)
沼部達也(名古屋市教育センター教育相談部
長)
福井一通(名古屋市教育センター指導主事)

愛知県名古屋
市

12時間

平成25年9月7日、平成
12,000円
25年9月14日

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習

講習内容としては、教職の今日的役割、家庭・地域との連
携、子どもの発達や課題の理解、学校法規、開かれた学校
づくりの在り方、教育課程の動向と指導の在り方等を取り上
げる。また、教育的愛情や対人関係能力に関する事項も取
り上げ、講義を行う。受講対象は、名古屋市教育センター研
修講座である「学校運営推進講座（Ⅱ）」を受講し、かつ、平
成２５年度に教員免許状更新講習の受講対象者のみとす
る。

早川孝一(名古屋市教育委員会教職員課主任
管理主事)
小寺伸明(名古屋市教育委員会教職員課管理
主事)
寺前泰宏(名古屋市教育委員会教職員課管理
主事)
鈴木健(名古屋市教育委員会教職員課管理主
事)
伊藤久仁(名古屋市教育センター研修部長)
加藤雄司(名古屋市教育センター情報教育部
長)
沼部達也(名古屋市教育センター教育相談部
長)
中谷誠(名古屋市教育センター指導主事)
横井裕人(名古屋市教育センター指導主事)

愛知県名古屋
市

12時間

平成25年8月6日、平成
25年8月19日

豊田市教育委員
教育の最新事情①
会

「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つの事項について、教員に
求められる最新の知識・技能の習得と今日的な教育課題に
ついての理解を深めることをめざす。

藪崎昭彦（豊田市教育委員会学校教育課指導
主事）
平吹洋子（豊田市教育委員会学校教育課指導
愛知県豊田市
主事）
瀬古幸弘（豊田市教育委員会学校教育課指導
主事）

12時間

豊田市教育委員
教育の最新事情②
会

こども園教諭を対象とし、「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」「幼稚園の内外における連携協力についての理解」の４ 河合悦子（豊田市子ども部保育課指導主事）
つの事項について、幼稚園や教員に求められる最新の知 柴田京子（豊田市子ども部保育課指導主事）
識・技能の習得と今日的な教育課題についての理解を深め
ることをめざす。

愛知県豊田市

三重大学

教育の最新事情１

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解（特
別支援教育についての新たな課題を中心として）」「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つの事項について、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。

中西
荒川
佐藤
須永

三重大学

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

130人

平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005800127号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

0円

10人

平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005800128号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

1,200円

300人

平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008800134号

0565-48-2051

http://www2.toyota.
ed.jp/swas/

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

1,200円

300人

平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008800135号

0565-48-2051

http://www2.toyota.
ed.jp/swas/

三重県津市

12時間

平成25年6月15日～
平成25年6月16日

12,000円

100人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004900178号

059-231-5520

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

教育の最新事情２

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解（特
別支援教育についての新たな課題を中心として）」「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つの事項について、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。

南 学（教育学部教授）
荒川 哲郎（教育学部特任教授）
須曽野 仁志（教育学部附属教育実践総合セン
三重県津市
ター教授）
岡田 珠江（教育学部附属教育実践総合セン
ター准教授）

12時間

平成25年6月29日～
平成25年6月30日

12,000円

100人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004900179号

059-231-5520

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

教育の最新事情３

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解（特
別支援教育についての新たな課題を中心として）」「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つの事項について、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。

男山 佳子（教育学部附属教育実践総合セン
ター客員教授）
姉崎 弘（教育学部教授）
須曽野仁志（教育学部附属教育実践総合セン
ター教授）
松浦 均（教育学部教授）

12時間

平成25年6月29日～
平成25年6月30日

12,000円

100人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004900180号

059-231-5520

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

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習

三重大学

受講者募集期間

良文（教育学部准教授）
哲郎（教育学部特任教授）
年明（教育学部教授）
進（教育学部教授）

三重県津市

平成２５年度（第２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
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

教育の最新事情４

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解（特
別支援教育についての新たな課題を中心として）」「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つの事項について、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。

伊藤 敏子（教育学部教授）
姉崎 弘（教育学部教授）
須曽野仁志（教育学部附属教育実践総合セン
ター教授）
松浦 均（教育学部教授）

三重県津市

12時間

平成25年7月6日～
平成25年7月7日

12,000円

100人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004900181号

059-231-5520

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

教育の最新事情５

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解（特
別支援教育についての新たな課題を中心として）」「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つの事項について、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。

桜井 禎子（鈴鹿中学校・高等学校スクールカ
ウンセラー、三重大学非常勤講師）
郷右近 歩（教育学部准教授）
森脇 健夫（教育学部教授）
岡田 珠江（教育学部附属教育実践総合セン
ター准教授）

三重県津市

12時間

平成25年7月6日～
平成25年7月7日

12,000円

100人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004900182号

059-231-5520

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

教育の最新事情６

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解（特
別支援教育についての新たな課題を中心として）」「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つの事項について、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。

伊藤 敏子（教育学部教授）
郷右近 歩（教育学部准教授）
須曽野 仁志（教育学部附属教育実践総合セン
三重県津市
ター教授）
織田 泰幸（教育学部准教授）

12時間

平成25年7月20日～
平成25年7月21日

12,000円

100人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004900183号

059-231-5520

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

教育の最新事情７

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解（特
別支援教育についての新たな課題を中心として）」「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つの事項について、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。

杉田 勝雄（三重大学非常勤講師）
大谷 正人（教育学部教授）
須曽野 仁志（教育学部附属教育実践総合セン 三重県津市
ター教授）
織田 泰幸（教育学部准教授）

12時間

平成25年8月10日～
平成25年8月11日

12,000円

100人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004900184号

059-231-5520

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

三重大学

教育の最新事情８

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解（特
別支援教育についての新たな課題を中心として）」「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つの事項について、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。

須曽野 仁志（教育学部附属教育実践総合セン
ター教授）
大谷 正人（教育学部教授）
三重県津市
鈴木 一良（三重大学非常勤講師）
須永 進（教育学部教授）

12時間

平成25年10月5日～
平成25年10月6日

12,000円

100人

平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004900185号

059-231-5520

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

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、三重大学非常勤講師）
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25年10月5日～
平成25年10月6日

12,000円

40人

平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004900186号

059-231-5520

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

伊藤
後藤
渋谷
長澤
渡辺

三重県鈴鹿市

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

12,000円

140人

平成25年5月21日～
平成25年6月20日

平253521500131号

059-372-3900

http://www.suzukajc.ac.jp/

福岡 進(短期大学部教授)
秋葉 昌樹(文学部准教授)
滋野井 一博(文学部教授)
小島 弘道(文学部教授)
白石 正久(社会学部教授)
牧﨑 幸夫(文学部教授)
山中 健一(社会学部教授)
金子 龍太郎（社会学部教授）
大西 俊弘(理工学部准教授)

滋賀県大津市

12時間

平成25年8月7日～
平成25年8月8日

10,000円

220人

平成25年4月1日～
平成25年4月15日

平253042000271号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp/

京都府京都市

12時間

平成25年8月6日～平
成25年8月7日

10,000円

120人

平成25年3月18日～
平成25年6月14日

平253039400191号

075-411-8476

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

三重大学

三重大学

三重大学

三重大学

全教員を対象とし、教育基本法や指導要領等をもとに教職
の使命や役割についての理解を深め、臨床心理学、発達心
理学や教育学の知見を元に子どもへの理解を深め、実践
へと役立てる視点を得ることを目的とする。さらに、危機管
理等を考慮した開かれた学校づくりのあり方についても考え
ていく。

康明（特任教授）
誠光（非常勤講師）
郁子（助教）
貴（助教）
久孝（事務局長兼キャリア支援課長）

鈴鹿短期大学

教育の最新事情

龍谷大学

近年の社会情勢や教育課題を踏まえ、教育改革の動向や
教育研究の成果について具体的な資料を基に解説する。講
義だけでなく事例研究やワークショップも織り交ぜ、学校現
ＫH 教育の最新事情と今後の展 場で活用できる生きた知識を提供する。具体的には、下記
望
の内容を取り扱う。○学校をめぐる状況変化○近年の教育
改革の動向○新しい学習指導要領の理念○社会変化に対
応した生徒指導○子どもの発達に関する最新の科学的知
見○各種の教育課題に対する組織的な対応

大谷大学

学習到達度調査の結果と学習指導要領の目指す方向とは
岩渕 信明（文学部教授）
どうかかわっているのか。学校教育をめぐる状況の変化、
教育の最新事情と学習指導要領
脇中 洋（文学部教授）
多様化する教育観、子ども観、子どもの生活や教育環境に
①
市川 郁子（文学部准教授）
かかわる今日的課題、学校・家庭・地域の連携による学校
－学校教育のいま、そして今後
田中 久美子（文学部准教授）
運営・教育活動・安全確保の問題。これらについて、京都市
は－
桶谷 守（非常勤講師）
における具体的な事例などを通した講義、討論により理解
を深める。受講対象者は主として小学校教諭とする。

平成２５年度（第２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
開設者名

大谷大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

学習到達度調査の結果と学習指導要領の目指す方向とは
岩渕 信明（文学部教授）
どうかかわっているのか。学校教育をめぐる状況の変化、
教育の最新事情と学習指導要領
脇中 洋（文学部教授）
多様化する教育観、子ども観、子どもの生活や教育環境に
②
市川 郁子（文学部准教授）
かかわる今日的課題、学校・家庭・地域の連携による学校
－学校教育のいま、そして今後
田中 久美子（文学部准教授）
運営・教育活動・安全確保の問題。これらについて、京都市
は－
桶谷 守（非常勤講師）
における具体的な事例などを通した講義、討論により理解
を深める。受講対象者は主として小学校教諭とする。
以下の内容を本講習･必修の目的とする。
①近年の教育界の動向及び教育政策の方向を教育現場の
実態に即して理解する。
②発達障害等の課題をかかえた生徒についての理論・指導
法について新知見を知る。
③教育方法及び生徒指導の原理を再確認し、さらに新知見
を知る。
④教育とICTのかかわりに関する新知見を知り、その技術
の一端を身につける。
⑤①～④の受講をもとに受講生間で議論を深め、それをも
とに受講者自身の教育観・指導観を構築する。
受講対象者は、中学校・高等学校を中心とした教諭を対象
とする。

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

京都府京都市

12時間

平成25年8月6日～平
成25年8月7日

10,000円

100人

平成25年3月18日～
平成25年6月14日

平253039400192号

075-411-8476

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

京都府京都市

12時間

平成25年8月3日～
平成25年8月4日

12,000円

80人

平成25年5月7日～
平成25年5月17日

平253039600154号

075-322-6764

http://www.kufs.ac.
jp

京都府京都市

12時間

平成25年8月4日～
平成25年8月5日

12,000円

120人

平成25年6月1日～
平成25年6月30日

平253040300193号

075-531-7048

http://www.kyotowu.ac.jp/

奥川
福井
梶川
村上
枝元

義尚(教授）
直秀(教授）
裕司(教授）
正行(准教授）
益弘(准教授）

京都女子大学

教員としての子ども観・教育観を明確にし、教員の専門性に
ついて論及するとともに、特別支援を中心に個々の教育
ニーズに応じた支援に必要な事項を近年の脳科学を踏まえ
ながら考察する。また、学校と地域・家庭との連携及び、連
学校・教師に求められているもの
携を通じ学校の危機管理上の課題、安全確保について論
についての総合的考察
及し、さらに、新学習指導要領から、時代や社会の動向、児
童生徒の実態を踏まえた学力観の再検討や教育内容改善
について考察する。主な受講対象者は、小学校教諭（及び
幼稚園教諭）を想定している。（ただし女性に限る）

田井
井上
吉永
古池

康雄（発達教育学部教授）
一郎（発達教育学部教授）
幸司（発達教育学部教授）
若葉（発達教育学部准教授）

龍谷大学

近年の社会情勢や教育課題を踏まえ、教育改革の動向や
教育研究の成果について具体的な資料を基に解説する。講
義だけでなく事例研究やワークショップも織り交ぜ、学校現
FH 教育の最新事情と今後の展 場で活用できる生きた知識を提供する。具体的には、下記
望
の内容を取り扱う。○学校をめぐる状況変化○近年の教育
改革の動向○新しい学習指導要領の理念○社会変化に対
応した生徒指導○子どもの発達に関する最新の科学的知
見○各種の教育課題に対する組織的な対応

福岡 進(短期大学部教授)
秋葉 昌樹(文学部准教授)
滋野井 一博(文学部教授)
小島 弘道(文学部教授)
白石 正久(社会学部教授)
牧﨑 幸夫(文学部教授)
山中 健一(社会学部教授)
金子 龍太郎（社会学部教授）
大西 俊弘(理工学部准教授)

京都府京都市

12時間

平成25年8月7日～
平成25年8月8日

10,000円

220人

平成25年4月1日～
平成25年4月15日

平253042000270号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp/

和歌山大学

教育の最新事情２

「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つの領域に関する今日的な教育課
題について、最新の状況や全国的な動向、新しい考え方
等、今後の教職生活をする上で知っておきたい内容をわか
りやすく講義する。

松浦善満（教育学部教授）
則定百合子（教育学部准教授）
小田義隆（近畿大学生物理工学部准教授）
吉岡いずみ（教育学部非常勤講師）

大阪府岸和田
市

12時間

平成25年8月 9日～
平成25年8月10日

12,000円

160人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006100236号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教育の最新事情に関する事項

文部科学省の定める4事項、8細目を網羅しつつそれらを再
構成し、近年の学校と社会をめぐる状況の変化、社会と連
携したキャリア教育の課題、新しい学習観と保護者・地域社
会との連携、教員に対する社会的要請とコミュニケーショ
ン、子どもたちへのカウンセリング、特別支援教育と学級づ
くり、道徳と特別活動、日本における教育改革の動向、学校
における個人情報の適正な管理、学校内外における児童
生徒の安全確保、などについて多角的に講義する。

堀内 達夫（文学研究科教授）
湯浅 恭正（文学研究科教授）
三船 直子（生活科学研究科教授）
滝沢 潤（文学研究科准教授）
湯藤 定宗（帝塚山学院大学リベラルアーツ学
部准教授）
大阪府大阪市
森久佳（龍谷大学短期大学部こども教育学科
准教授）
西林 幸三郎（大阪芸術大学初等芸術教育学
科教授）
日置 慎治（帝塚山大学経営情報学部教授）
大河 眞忠（帝塚山大学講師）

12時間

平成25年8月8日～平
成25年8月9日

12,000円

200人

平25平成25年4月15日～平
20052成25年5月31日
00194号

06-6605-3504

http://www.osakacu.ac.jp/

京都外国語大学 教育をより理解するための講座

大阪市立大学

平成２５年度（第２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
開設者名

大阪音楽大学

近畿大学

講習の名称

教育の最新事情

教育の最新事情及び教育課題
への対応について

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

学校を取り巻く状況変化や子ども観・教育観の変化、子ども
の変化、教育政策動向、学校内外における連携協力等につ
いて、最新の情報や知見をもとに考察し、学校の活性化、
日々の教科指導・生徒指導その他の教育実践の充実、さら
に学校をめぐるさまざまな問題の解決に関して、具体的な
視点や発想法を提供します。ディスカッション等も取り入れ
て情報や意見を交換することで、「大学の教育学」と「教育
現場」相互の接近と協働の可能性を探ります。

大前 哲彦（大阪音楽大学短期大学部音楽科
教授）
喜多 忠政（大阪音楽大学短期大学部音楽科
准教授）
藤本 敦夫（大阪音楽大学短期大学部音楽科
教授）
平山 るみ（大阪音楽大学短期大学部音楽科
助教）

大阪府豊中市

12時間

平成25年8月9日～
平成25年8月10日

12,000円

145人

平成25年4月2日～
平成25年4月15日

平253042600215号

06-6334-2251

http://daion.ac.jp/

指定された４項目に従って、「教職についての省察」は講義
とグループ討論、「子どもの変化についての理解」は事例研
究を含む講義、「教育政策の動向についての理解」は講義、
授業実践についての話し合い、「学校内外における連携協
力についての理解」は解説、事例報告等を行う。

田中 保和(教職教育部教授）
小口 功(教職教育部教授）
堀 緑(教職教育部教授）
辰己 勝(教職教育部教授）
杉浦 健(教職教育部教授）
鈴木 一久(教職教育部教授）
前川新三郎(教職教育部教授）
上林 正博(教職教育部教授）
冨岡 勝(教職教育部准教授）
向後 礼子(教職教育部准教授）
中田 睦美(教職教育部講師）
山本 智子(教職教育部講師）
下村 隆之(教職教育部講師）
二澤 善紀(教職教育部講師）
池田 萌子(教職教育部講師）

大阪府東大阪
市

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

12,000円

150人

平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253045400226号

06-6721-2332

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

大阪府河内長
野市

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

12,500円

80人

平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253525100246号

0721-52-4141

http://chiyoda.ac.j
p/renkei/koushin

大阪府河内長
野市

12時間

平成25年11月30日～
平成25年12月1日

12,500円

80人

平成25年9月2日～
平成25年10月31日

平253525100247号

0721-52-4141

http://chiyoda.ac.j
p/renkei/koushin

大阪千代田短期
教育の最新事情
大学

急激な社会情勢の変化は子育てに大きな影響を与えてい
ます。幼稚園や学校への期待も高まり、その役割も拡大、
変化してきています。ここでは、教育改革の動向をふまえ、
「気になる子ども」への配慮、家庭・幼稚園・学校・地域の連
携の実際を学び、子どもの発達に根ざした教育活動につい
て考えていきます。

堀内
広川
泉谷
芝村
安田
山本
神田

達夫(大阪市立大学 教授 )
律子(幼児教育科 教授)
光孝(幼児教育科 非常勤講師)
巧(大阪芸術大学 客員教授)
喜孝(河内長野市教育委員会 指導主事)
敏貢(幼児教育科 教授)
直子(幼児教育科 教授)

大阪千代田短期
教育の最新事情
大学

急激な社会情勢の変化は子育てに大きな影響を与えてい
ます。幼稚園や学校への期待も高まり、その役割も拡大、
変化してきています。ここでは、教育改革の動向をふまえ、
「気になる子ども」への配慮、家庭・幼稚園・学校・地域の連
携の実際を学び、子どもの発達に根ざした教育活動につい
て考えていきます。

堀内
広川
泉谷
芝村
安田
山本
神田

達夫(大阪市立大学 教授 )
律子(幼児教育科 教授)
光孝(幼児教育科 非常勤講師)
巧(大阪芸術大学 客員教授)
喜孝(河内長野市教育委員会 指導主事)
敏貢(幼児教育科 教授)
直子(幼児教育科 教授)

甲南大学

教育最新事情

中央教育審議会前副会長の梶田氏、国立特別支援教育総
合研究所の藤本研究官（前文科省教科調査官）、阪神大震
災やトルコ大地震で防災教育を推進した中杉姫路市教育長
らを講師に招き、クレーム問題、教師教育、学生相談、いじ
め問題が専門である本学の古川教授（中教審専門委員）、
児玉教授、友久教授、藤井教授が講義を担当します。ゲス
トにITの専門家が加わり、今日的教育課題を最新の情報を
もとに理解を深めていただきます。

梶田
古川
児玉
藤本
友久
藤井
中杉

叡一 （奈良産業大学常任理事）
治 （甲南大学教授）
善仁 （甲南大学文学部教授）
裕人 （明星大学非常勤講師）
茂子 （甲南大学学生相談室教授）
一亮 （甲南大学教授）
隆夫 （姫路市教育委員会教育長）

兵庫県神戸市

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

12,000円

80人

平成25年4月19日～
平成25年5月31日

平253048000158号

078-435-2625

http://www.konankyoshoku.jp/

時代に向き合う教師力開発
（主として幼小教員対象）

専門家としての教員に求められる「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（学習指
導要領、法令）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」の4事項に関する最新の知識・
技能を修得し、今日的な教育課題についての理解を深め
る。このことを通して、受講者が主体的・省察的に「時代に
向き合って」これからの教職生活をおくれるように促す。（講
義と演習）

西本 望(文学部教授）
高井 弘弥(文学部教授)
前原 健三(文学部教授)
佐々木 春美(文学部・短期大学部准教授 兼
任）

兵庫県西宮市

12時間

平成25年7月31日～
平成25年8月1日

12,000円

60人

平成25年4月8日～
平成25年4月15日

平253050500228号

0798-45-3696

http://www.mukogawa
-u.ac.jp/~kmkoshin/

武庫川女子大学

平成２５年度（第２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
開設者名

武庫川女子大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

鳥取環境大学

福山市立大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

時代に向き合う教師力開発
（主として中高教員対象）

専門家としての教員に求められる「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（学習指
導要領、法令）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」の4事項に関する最新の知識・
技能を修得し、今日的な教育課題についての理解を深め
る。このことを通して、受講者が主体的・省察的に「時代に
向き合って」これからの教職生活をおくれるように促す。（講
義と演習）

安東
矢野
金子
北口

教育の最新事情１

「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つの領域に関する今日的な教育課
題について、最新の状況や全国的な動向、新しい考え方
等、今後の教職生活をする上で知っておきたい内容をわか
りやすく講義する。

由則(文学部教授)
裕俊(文学部教授）
健治(文学部准教授）
勝也(文学部准教授）

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

兵庫県西宮市

12時間

平成25年8月2日～
平成25年8月3日

12,000円

60人

平成25年4月8日～
平成25年4月15日

平253050500229号

0798-45-3696

http://www.mukogawa
-u.ac.jp/~kmkoshin/

舩越勝（教育学部教授）
米澤好史（教育学部教授）
久保富三夫（教育学部教授）
村田和子（地域連携・生涯学習センター准教
授）

和歌山県和歌
山市

12時間

平成25年6月8日～
平成25年6月9日

12,000円

320人

平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006100235号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教育の最新事情３

「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つの領域に関する今日的な教育課
題について、最新の状況や全国的な動向、新しい考え方
等、今後の教職生活をする上で知っておきたい内容をわか
りやすく講義する。

市川純夫（和歌山大学名誉教授）
植田千晶（元教育学部准教授）
上田優人（教育学部教授）
吉岡いずみ（教育学部非常勤講師）

和歌山県新宮
市

12時間

平成25年8月12日～
平成25年8月13日

12,000円

160人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006100237号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教育の最新事情４

「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つの領域に関する今日的な教育課
題について、最新の状況や全国的な動向、新しい考え方
等、今後の教職生活をする上で知っておきたい内容をわか
りやすく講義する。

碓井岑夫（和歌山大学名誉教授）
村上凡子（和歌山信愛女子短期大学准教授）
越野章史（教育学部准教授）
村田和子（地域連携・生涯学習センター准教
授）

和歌山県田辺
市

12時間

平成25年8月14日～
平成25年8月15日

12,000円

160人

平成25年 4月11日～
平成25年 6月25日

平251006100238号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教育の最新事情５

「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つの領域に関する今日的な教育課
題について、最新の状況や全国的な動向、新しい考え方
等、今後の教職生活をする上で知っておきたい内容をわか
りやすく講義する。

舩越勝（教育学部教授）
米澤好史（教育学部教授）
上田優人（教育学部教授）
村田和子（地域連携・生涯学習センター准教
授）

和歌山県和歌
山市

12時間

平成25年8月26日～
平成25年8月27日

12,000円

240人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006100239号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教育の最新事情６

「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つの領域に関する今日的な教育課
題について、最新の状況や全国的な動向、新しい考え方
等、今後の教職生活をする上で知っておきたい内容をわか
りやすく講義する。

松浦善満（教育学部教授）
村上凡子（和歌山信愛女子短期大学准教授）
久保富三夫（教育学部教授）
村田和子（地域連携・生涯学習センター准教
授）

和歌山県和歌
山市

12時間

平成25年11月2日～
平成25年11月3日

12,000円

240人

平成25年4月11日～
平成25年9月18日

平251006100240号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教育の最新事情

本講習は、受講者がさらなる職能成長や開発に資するさま
ざまな教育の最新情報や知識を習得するとともに、これまで
の教職キャリアを省察する機会となるよう開講するものであ 外川 正明（環境学部環境学科教授）
る。学校種や教科、教職歴等が異なる多様な受講者間のグ 藤田 恵津子（環境学部環境学科講師）
ループワーク等も積極的に取り入れ、受講者が教職に必要 川口 有美子（環境学部環境学科講師）
な理論や実践を再構築できるよう、支援することをねらいと
する。

鳥取県鳥取市

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

12,000円

60人

平成25年3月16日～
平成25年6月15日

平252005900272号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

広島県福山市

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

12,000円

200人

平成25年4月16日～
平成25年5月31日

平252006600267号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.j
p

教育の最新事情

教育をめぐる厳しい現実の中で実践している教員の尽力を
共感的に受け止め、教育実践に資するために、教育学や心
理学の最新の成果、および近年の教育改革の動向を紹介
する。具体的には、学校をめぐる状況の変化、教職につい
て省察、子どもの発達に関する課題、子どもの生活の変化
を踏まえた指導、学習指導要領改訂の動向、教育改革の動
向、学校内外における連携協力、学校における危機につい
て講義を行う。

田渕 五十生(教育学部教授）
藤原 顕（教育学部教授）
伊澤 幸洋（教育学部准教授）
今中 博章（教育学部准教授）
渡邊 弘純（教育学部教授）
髙澤 健司（教育学部講師）
森川 輝紀（教育学部教授）
小野 方資（教育学部講師）
秋川 陽一（教育学部教授）
山口 朋也（広島県教育委員会管理部教職員
課福山分室学校経営相談員）

平成２５年度（第２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
開設者名

比治山大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

二宮 晧（放送大学教養学部教授）
石井 眞治（現代文化学部教授）
大学で学ぶ教育の最新事情と実 学校教育及び子どもの発達に関する最新事情及び国内外
福伊 智（現代文化学部准教授）
際に役立つ教育学・心理学の研 の動向について，教育学・心理学研究者の多様な視点によ
土井 貴子（比治山大学短期大学部講師）
究動向
り解説をおこなう。
森野 美央（現代文化学部講師）
酒井 研作（現代文化学部講師）

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

広島県広島市

12時間

平成25年8月20日～
平成25年8月21日

12,500円

40人

平成25年4月5日～
平成25年4月12日

平253053000139号

082-229-0121

http://www.hijiyama
-u.ac.jp

広島県広島市

12時間

平成25年7月27日～
平成25年7月28日

12,000円

70人

平成25年4月1日～
平成25年4月12日

平253053900301号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp

広島文教女子大
共通コース「教育の最新事情」
学

児童生徒・学校教育をめぐる諸課題を解決するには、児童
生徒に寄り添いながら当事者である児童生徒・保護者・地
域との連携の上に立った教職員集団の専門的な日常的実
践が不可欠である。本講習では、日本の公教育に従事する
教員の卓越性である同僚性・協働性をさらに深めるべく「教
職について」「子どもの変化」「教育政策」「学校内外での連
携・協力」の4つの事項について、反省的実践家としての教
員の資質の向上を目指す。

徳本
田頭
李木
杉山
南村
浴野
菅井
今崎

達夫（人間科学部
穂積（人間科学部
明徳（人間科学部
浩之（人間科学部
俊夫（人間科学部
雅子（人間科学部
直也（人間科学部
浩（人間科学部

安田女子大学

小学校教育の最新事情

小学校教員としての必要な資質能力がより向上するよう、
「教職についての省察や子どもの変化、教育政策の動向並
びに学校内外の連携協力に関する理解」のすべての項目に
ついて、最新事情を踏まえて、重点化しながら、講義・演習
を行う。

山邊
船津
八木
加藤
岩田
金岡

光宏（教育学部教授）
守久（心理学部教授）
秀文（教育学部講師）
敏之（教育学部教授）
高明（教育学部教授）
俊信（教育学部教授）

広島県広島市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

12,000円

110人

平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054200195号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

専門職としての教員の役割や学習指導要領の改訂等の動
向を踏まえた学習指導のあり方、特別支援教育に関する課
中学校・高等学校教育の最新事 題等を含む子どもの発達に関する理解やカウンセリングマ
情
インドの必要性、学校における危機管理に関する課題等を
含む学校内外での連携協力についての理解、等について
講義する。

山邊
船津
片上
岩田
金岡

光宏（教育学部教授）
守久（心理学部教授）
宗二（心理学部教授）
高明（教育学部教授）
俊信（教育学部教授）

広島県広島市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

12,000円

100人

平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054200196号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

広島県広島市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

12,000円

90人

平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平259341000231号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学・
安田女子短期大 幼稚園教育の最新事情
学

教授）
教授）
教授）
教授）
教授）
准教授）
教授）
准教授）

講習の開催地

以下の項目に関して講義・演習を行う
１．教職についての考察：①幼稚園を巡る状況変化②専門
職たる幼稚園教諭の役割
２．子どもの変化についての理解：①子どもの発達に関する
課題②子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導のあり方 西川 ひろ子（教育学部准教授）
③子どもの人権を守る取り組み
永田 彰子（教育学部准教授）
３．教育政策の動向についての理解：①幼稚園教育要領改 大島 久雄（安田女子短期大学教授）
訂等の動向②法令改正、国の審議会の状況
４．幼稚園の内外での連携協力についての理解：①各種課
題に対する組織的対応の在り方②幼稚園における危機管
理上の課題

平成２５年度（第２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
開設者名

山口大学

山口大学

山口大学

山口大学

山口大学

講習の名称

教育の最新事情

講習の概要

教育を巡る最新の状況について理解を深めるため、「学校
を巡る状況の変化」、「教員としての子ども観、教育観」、「子
どもの発達に関する心理学等の最新の知見」、「子どもの生
活の変化を踏まえた指導の在り方」、「学習指導要領改訂
の動向」、「教育政策の動向」、「学校内外 の連携協力・組
織的対応の在り方」、「危機管理上の課題」の各項目 を、大
学教員や現場に精通した元校長らが、それぞれ理論的・実
践的な見地から講義する。

担当講師

講習の開催地

山口県山口市

田中 理絵(教育学部准教授),小杉 考司(教育学
部准教授),伊藤 一統(宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大学短期大
学部教授),小野 史典(教育学部講師),福田 修
(教育学部教授),河村 龍弌(ＹＩＣ看護福祉専門
学校講師),松田 信夫(教育学部教授),藤井 勝彦
(元旭幼稚園長),佐川 信夫(教育学部非常勤講
師),田中 淳夫(山口学芸大学非常勤講師),熊井
将太(教育学部講師),久保田 尚(教育学部准教
授),西村 眞(梅光学院大学子ども学部特任准教
授),前田 昌平(教育学部客員教授),太田 列子
(東亜大学大学院総合学術研究科准教授),石橋
孝明(徳山大学経済学部教授),木谷 秀勝(教育
学部教授),押江 隆(教育学部講師),松岡 勝彦
(教育学部准教授),須藤 邦彦(教育学部講師),杉
山 直子(梅光学院大学子ども学部教授),恒吉
山口県山口市
徹三(教育学部准教授),小川 勤(大学教育セン
ター教授),大石 英史(教育学部教授),田邊 敏明
(教育学部教授),西村 正登(教育学部教授),松本
清治(教育学部准教授),沖林 洋平(教育学部准
教授),佐々木 司(教育学部教授),藤本 駿(東亜
大学人間科学部講師),貞末 俊裕(梅光学院大
学子ども学部教授),霜川 正幸(教育学部准教
授),長畑 実(エクステンションセンター教授),糸長
雅弘(教育学部教授),岡村 吉永(教育学部教授), 山口県山口市
和泉 研二(教育学部教授),阿濱 茂樹(教育学部
准教授)

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

12時間

平成25年7月27日～
平成25年7月28日

12,000円

200人

平成25年 4月9日～
平成25年 4月17日

平251006600121号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

12時間

平成25年8月20日～
平成25年8月21日

12,000円

200人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006600122号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

12時間

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

12,000円

200人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006600123号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教育の最新事情

教育を巡る最新の状況について理解を深めるため、「学校
を巡る状況の変化」、「教員としての子ども観、教育観」、「子
どもの発達に関する心理学等の最新の知見」、「子どもの生
活の変化を踏まえた指導の在り方」、「学習指導要領改訂
の動向」、「教育政策の動向」、「学校内外 の連携協力・組
織的対応の在り方」、「危機管理上の課題」の各項目 を、大
学教員や現場に精通した元校長らが、それぞれ理論的・実
践的な見地から講義する。

教育の最新事情

教育を巡る最新の状況について理解を深めるため、「学校
を巡る状況の変化」、「教員としての子ども観、教育観」、「子
どもの発達に関する心理学等の最新の知見」、「子どもの生
活の変化を踏まえた指導の在り方」、「学習指導要領改訂
の動向」、「教育政策の動向」、「学校内外 の連携協力・組
織的対応の在り方」、「危機管理上の課題」の各項目 を、大
学教員や現場に精通した元校長らが、それぞれ理論的・実
践的な見地から講義する。

教育の最新事情

教育を巡る最新の状況について理解を深めるため、「学校
を巡る状況の変化」、「教員としての子ども観、教育観」、「子
どもの発達に関する心理学等の最新の知見」、「子どもの生
活の変化を踏まえた指導の在り方」、「学習指導要領改訂
の動向」、「教育政策の動向」、「学校内外 の連携協力・組
織的対応の在り方」、「危機管理上の課題」の各項目 を、大
学教員や現場に精通した元校長らが、それぞれ理論的・実
践的な見地から講義する。

山口県下関市

12時間

平成25年8月21日～
平成25年8月22日

12,000円

120人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006600124号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教育の最新事情

教育を巡る最新の状況について理解を深めるため、「学校
を巡る状況の変化」、「教員としての子ども観、教育観」、「子
どもの発達に関する心理学等の最新の知見」、「子どもの生
活の変化を踏まえた指導の在り方」、「学習指導要領改訂
の動向」、「教育政策の動向」、「学校内外の連携協力・組織
的対応の在り方」、「危機管理上の課題」の各項目を、大学
教員や現場に精通した元校長らが、それぞれ理論的・実践
的な 見地から講義する。

山口県山口市

12時間

平成25年12月22日～
平成25年12月23日

12,000円

200人

平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006600125号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

平成２５年度（第２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
開設者名

鳴門教育大学

鳴門教育大学

講習の名称

教育の最新事情

教育の最新事情

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

教育の最新の事情の４つの柱である「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」を更に８科目に分けて、専門領域に近い講師を配置し、
より実践的・専門的な内容を提供することにより、受講者の
教育観・指導観・学校観等に揺さぶりをかけるような講習と
する。

大学院学校教育研究科
伴 恒信（教授），梶井 一暁（准教授），芝山
明義（准教授），葛上 秀文（准教授），木内 陽
一（教授），塩路 晶子（准教授），湯口 雅史
（准教授），木下 光二（教授），阿形 恒秀（准
教授），島田 恭仁（教授），田中 淳一（教授），
津田 芳見（教授），井上 とも子（准教授），大
谷 博俊（准教授），高原 光恵（准教授），皆川
直凡（准教授），浜崎 隆司（教授），木村 直子
（講師），中津 郁子（准教授），小倉 正義（講 徳島県鳴門市
師），田村 隆宏（教授），葛西 真記子（教授），
佐藤 亨（准教授），末内 佳代（准教授），山崎
勝之（教授），粟飯原 良造（教授），吉井 健治
（教授），今田 雄三（准教授），久米 禎子（講
師），小坂 浩嗣（教授），小野瀬 雅人（教授），
村川 雅弘（教授），川上 綾子（准教授），藤原
伸彦（准教授），江川 克弘（講師），石村 雅雄
（准教授），佐古 秀一（教授），久我 直人（教
授），阪根 健二（教授），前田 洋一（准教授）

12時間

平成25年7月6日～
平成25年7月7日

12,000円

150人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006800115号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

教育の最新の事情の４つの柱である「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」を更に８科目に分けて、専門領域に近い講師を配置し、
より実践的・専門的な内容を提供することにより、受講者の
教育観・指導観・学校観等に揺さぶりをかけるような講習と
する。

大学院学校教育研究科
伴 恒信（教授），梶井 一暁（准教授），芝山
明義（准教授），葛上 秀文（准教授），木内 陽
一（教授），塩路 晶子（准教授），湯口 雅史
（准教授），木下 光二（教授），阿形 恒秀（准
教授），島田 恭仁（教授），田中 淳一（教授），
津田 芳見（教授），井上 とも子（准教授），大
谷 博俊（准教授），高原 光恵（准教授），皆川
直凡（准教授），浜崎 隆司（教授），木村 直子
（講師），中津 郁子（准教授），小倉 正義（講 徳島県鳴門市
師），田村 隆宏（教授），葛西 真記子（教授），
佐藤 亨（准教授），末内 佳代（准教授），山崎
勝之（教授），粟飯原 良造（教授），吉井 健治
（教授），今田 雄三（准教授），久米 禎子（講
師），小坂 浩嗣（教授），小野瀬 雅人（教授），
村川 雅弘（教授），川上 綾子（准教授），藤原
伸彦（准教授），江川 克弘（講師），石村 雅雄
（准教授），佐古 秀一（教授），久我 直人（教
授），阪根 健二（教授），前田 洋一（准教授）

12時間

平成25年8月3日～
平成25年8月4日

12,000円

150人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006800116号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

平成２５年度（第２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
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

教育の最新事情

教育の最新の事情の４つの柱である「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」を更に８科目に分けて、専門領域に近い講師を配置し、
より実践的・専門的な内容を提供することにより、受講者の
教育観・指導観・学校観等に揺さぶりをかけるような講習と
する。

大学院学校教育研究科
伴 恒信（教授），梶井 一暁（准教授），芝山
明義（准教授），葛上 秀文（准教授），木内 陽
一（教授），塩路 晶子（准教授），湯口 雅史
（准教授），木下 光二（教授），阿形 恒秀（准
教授），島田 恭仁（教授），田中 淳一（教授），
津田 芳見（教授），井上 とも子（准教授），大
谷 博俊（准教授），高原 光恵（准教授），皆川
直凡（准教授），浜崎 隆司（教授），木村 直子
（講師），中津 郁子（准教授），小倉 正義（講 徳島県美馬市
師），田村 隆宏（教授），葛西 真記子（教授），
佐藤 亨（准教授），末内 佳代（准教授），山崎
勝之（教授），粟飯原 良造（教授），吉井 健治
（教授），今田 雄三（准教授），久米 禎子（講
師），小坂 浩嗣（教授），小野瀬 雅人（教授），
村川 雅弘（教授），川上 綾子（准教授），藤原
伸彦（准教授），江川 克弘（講師），石村 雅雄
（准教授），佐古 秀一（教授），久我 直人（教
授），阪根 健二（教授），前田 洋一（准教授）

12時間

平成25年10月26日～
平成25年10月27日

12,000円

100人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006800117号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

1)教育の最新事情＜丸亀市＞

４人の講師が順に講義し、①教職とは何かについて、学校
を巡る状況変化と専門職たる教員の役割から省察する。②
子どもの変化については、子どもの発達に関する最新知見
等を基に子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方を探る。③教育政策については、学習指導要領の改訂や
教育改革の動向などを通して理解する。そして、④学校内
外での連携協力について、各種課題への組織的対応や日
常的コミュニケーションの重要性、あるいは危機管理の面か
ら理解を深める。

櫻井
惠羅
山岸
清國

佳樹（教育学部 教授）
修吉（教育学部 教授）
和幸（教育学部 准教授）
祐二（教育・学生支援機構 教授）

香川県丸亀市

12時間

平成25年7月6日～
平成25年7月7日

12,000円

100人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006900166号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp/

香川大学

2)教育の最新事情

４人の講師が順に講義し、①教職とは何かについて、学校
を巡る状況変化と専門職たる教員の役割から省察する。②
子どもの変化については、子どもの発達に関する最新知見
等を基に子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方を探る。③教育政策については、学習指導要領の改訂や
教育改革の動向などを通して理解する。そして、④学校内
外での連携協力について、各種課題への組織的対応や日
常的コミュニケーションの重要性、あるいは危機管理の面か
ら理解を深める。

七條
宮前
小方
山本

正典（教育学部 教授）
義和（教育学部 准教授）
朋子（教育学部 准教授）
珠美（教育・学生支援機構 准教授）

香川県高松市

12時間

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

12,000円

100人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006900167号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp/

香川大学

４人の講師が順に講義し、①教職とは何かについて、学校
を巡る状況変化と専門職たる教員の役割から省察する。②
子どもの変化については、子どもの発達に関する最新知見
等を基に子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
3)教育の最新事情＜観音寺市＞ 方を探る。③教育政策については、学習指導要領の改訂や
教育改革の動向などを通して理解する。そして、④学校内
外での連携協力について、各種課題への組織的対応や日
常的コミュニケーションの重要性、あるいは危機管理の面か
ら理解を深める。

松井
岡田
柳澤
葛城

剛太（教育学部 准教授）
涼（教育学部 講師）
良明（教育学部 教授）
浩一（教育・学生支援機構 准教授）

香川県観音寺
市

12時間

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

12,000円

100人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006900168号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp/

香川大学

４人の講師が順に講義し、①教職とは何かについて、学校
を巡る状況変化と専門職たる教員の役割から省察する。②
子どもの変化については、子どもの発達に関する最新知見
等を基に子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方を探る。③教育政策については、学習指導要領の改訂や
教育改革の動向などを通して理解する。そして、④学校内
外での連携協力について、各種課題への組織的対応や日
常的コミュニケーションの重要性、あるいは危機管理の面か
ら理解を深める。

毛利 猛（教育学部 教授）
山田 俊介（教育学部 教授）
松原 勝敏（高松大学 発達科学部 教授）
大久保 智生（教育学部 准教授）

香川県高松市

12時間

平成25年8月29日～
平成25年8月30日

12,000円

100人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006900169号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp/

鳴門教育大学

香川大学

4)教育の最新事情

平成２５年度（第２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
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

5)教育の最新事情＜土庄町＞

４人の講師が順に講義し、①教職とは何かについて、学校
を巡る状況変化と専門職たる教員の役割から省察する。②
子どもの変化については、子どもの発達に関する最新知見
等を基に子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方を探る。③教育政策については、学習指導要領の改訂や
教育改革の動向などを通して理解する。そして、④学校内
外での連携協力について、各種課題への組織的対応や日
常的コミュニケーションの重要性、あるいは危機管理の面か
ら理解を深める。

七條
坂井
柳澤
山本

正典（教育学部 教授）
聡（教育学部 准教授）
良明（教育学部 教授）
珠美（教育・学生支援機構 准教授）

香川県小豆郡

12時間

平成25年8月29日～
平成25年8月30日

12,000円

30人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006900170号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp/

香川大学

6)教育の最新事情

４人の講師が順に講義し、①教職とは何かについて、学校
を巡る状況変化と専門職たる教員の役割から省察する。②
子どもの変化については、子どもの発達に関する最新知見
等を基に子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方を探る。③教育政策については、学習指導要領の改訂や
教育改革の動向などを通して理解する。そして、④学校内
外での連携協力について、各種課題への組織的対応や日
常的コミュニケーションの重要性、あるいは危機管理の面か
ら理解を深める。

櫻井
西田
山岸
加野

佳樹（教育学部
智子（教育学部
知幸（教育学部
芳正（教育学部

香川県高松市

12時間

平成25年9月7日～
平成25年9月8日

12,000円

110人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006900171号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp/

香川大学

４人の講師が順に講義し、①教職とは何かについて、学校
を巡る状況変化と専門職たる教員の役割から省察する。②
子どもの変化については、子どもの発達に関する最新知見
等を基に子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
7)教育の最新事情＜さぬき市＞ 方を探る。③教育政策については、学習指導要領の改訂や
教育改革の動向などを通して理解する。そして、④学校内
外での連携協力について、各種課題への組織的対応や日
常的コミュニケーションの重要性、あるいは危機管理の面か
ら理解を深める。

毛利
竹森
小方
加野

猛（教育学部 教授）
元彦（教育学部 教授）
朋子（教育学部 准教授）
芳正（教育学部 教授）

香川県さぬき
市

12時間

平成25年10月5日～
平成25年10月6日

12,000円

100人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006900172号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp/

香川大学

４人の講師が順に講義し、①教職とは何かについて、学校
を巡る状況変化と専門職たる教員の役割から省察する。②
子どもの変化については、子どもの発達に関する最新知見
等を基に子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り
方を探る。③教育政策については、学習指導要領の改訂や
教育改革の動向などを通して理解する。そして、④学校内
外での連携協力について、各種課題への組織的対応や日
常的コミュニケーションの重要性、あるいは危機管理の面か
ら理解を深める。

松井
宮前
松原
清國

剛太（教育学部 准教授）
淳子（教育学部 准教授）
勝敏（髙松大学 発達科学部 教授）
祐二（教育・学生支援機構 教授）

香川県高松市

12時間

平成25年11月16日～
平成25年11月17日

12,000円

110人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006900173号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp/

学校をめぐる近年の様々な状況変化について，客観的か
つ具体的に理解するとともに，教員としての使命，役割等を
改めて考察する。
子どもの発達に関する最新の科学的知見(特別支援教育
を含む)の概要，及び子どもの生活変化を踏まえた，具体的
な指導の課題及び対処方法を理解する。
学習指導要領の改訂など教育課程の編成に係わる動向，
及び教育改革の動向について理解する。
子どもの安全確保等，具体的な危機管理の課題，及び生
徒指導，学校経営，地域連携等の課題に対する組織的対
応について理解する。

釜田 史（教育・学生支援機構講師）
太田 佳光（教育学部附属教育実践総合セン
ター教授）
白松 賢（教育学部准教授）
田坂 文明（愛媛県教育委員会指導主事）
澤田 忠幸（愛媛県立医療技術大学保健科学部
准教授）
松尾 浩一郎（聖カタリナ大学人間健康福祉学
部教授）
橋本 巌（教育学部教授）
江上 園子（教育学部准教授）
相模 健人（教育学部准教授）
愛媛県松山市
富田 英司（教育学部准教授）
梶原 郁郎（教育学部准教授）
中野 公雅（愛媛県教育委員会指導主事）
松浦 博文（愛媛県教育委員会指導主事）
辻井 芽美子（教育学部附属小学校副校長）
山本 久雄（教育学部教授）
山田 誠（教育学部准教授）
前原 淳（愛媛県教育委員会指導主事）
一色 光（教育学部附属教育実践総合センター
客員教授）
露口 健司（教育学部准教授）

12時間

平成25年8月10日～
平成25年8月11日

12,000円

400人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007000174号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

香川大学

愛媛大学

8)教育の最新事情

教育の最新事情

教授）
教授）
准教授）
教授）

平成２５年度（第２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
開設者名

愛媛大学

愛媛大学

講習の名称

教育の最新事情

教育の最新事情

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

学校をめぐる近年の様々な状況変化について，客観的か
つ具体的に理解するとともに，教員としての使命，役割等を
改めて考察する。
子どもの発達に関する最新の科学的知見(特別支援教育
を含む)の概要，及び子どもの生活変化を踏まえた，具体的
な指導の課題及び対処方法を理解する。
学習指導要領の改訂など教育課程の編成に係わる動向，
及び教育改革の動向について理解する。
子どもの安全確保等，具体的な危機管理の課題，及び生
徒指導，学校経営，地域連携等の課題に対する組織的対
応について理解する。

釜田 史（教育・学生支援機構講師）
太田 佳光（教育学部附属教育実践総合セン
ター教授）
白松 賢（教育学部准教授）
田坂 文明（愛媛県教育委員会指導主事）
澤田 忠幸（愛媛県立医療技術大学保健科学部
准教授）
松尾 浩一郎（聖カタリナ大学人間健康福祉学
部教授）
橋本 巌（教育学部教授）
江上 園子（教育学部准教授）
愛媛県宇和島
相模 健人（教育学部准教授）
市
富田 英司（教育学部准教授）
梶原 郁郎（教育学部准教授）
中野 公雅（愛媛県教育委員会指導主事）
松浦 博文（愛媛県教育委員会指導主事）
辻井 芽美子（教育学部附属小学校副校長）
山本 久雄（教育学部教授）
山田 誠（教育学部准教授）
前原 淳（愛媛県教育委員会指導主事）
一色 光（教育学部附属教育実践総合センター
客員教授）
露口 健司（教育学部准教授）

12時間

平成25年8月20日～
平成25年8月21日

12,000円

200人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007000175号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

学校をめぐる近年の様々な状況変化について，客観的か
つ具体的に理解するとともに，教員としての使命，役割等を
改めて考察する。
子どもの発達に関する最新の科学的知見(特別支援教育
を含む)の概要，及び子どもの生活変化を踏まえた，具体的
な指導の課題及び対処方法を理解する。
学習指導要領の改訂など教育課程の編成に係わる動向，
及び教育改革の動向について理解する。
子どもの安全確保等，具体的な危機管理の課題，及び生
徒指導，学校経営，地域連携等の課題に対する組織的対
応について理解する。

釜田 史（教育・学生支援機構講師）
太田 佳光（教育学部附属教育実践総合セン
ター教授）
白松 賢（教育学部准教授）
田坂 文明（愛媛県教育委員会指導主事）
澤田 忠幸（愛媛県立医療技術大学保健科学部
准教授）
松尾 浩一郎（聖カタリナ大学人間健康福祉学
部教授）
橋本 巌（教育学部教授）
江上 園子（教育学部准教授）
相模 健人（教育学部准教授）
愛媛県西条市
富田 英司（教育学部准教授）
梶原 郁郎（教育学部准教授）
中野 公雅（愛媛県教育委員会指導主事）
松浦 博文（愛媛県教育委員会指導主事）
辻井 芽美子（教育学部附属小学校副校長）
山本 久雄（教育学部教授）
山田 誠（教育学部准教授）
前原 淳（愛媛県教育委員会指導主事）
一色 光（教育学部附属教育実践総合センター
客員教授）
露口 健司（教育学部准教授）

12時間

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

12,000円

200人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007000176号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

平成２５年度（第２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
開設者名

愛媛大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

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

教育の最新事情

学校をめぐる近年の様々な状況変化について，客観的か
つ具体的に理解するとともに，教員としての使命，役割等を
改めて考察する。
子どもの発達に関する最新の科学的知見(特別支援教育
を含む)の概要，及び子どもの生活変化を踏まえた，具体的
な指導の課題及び対処方法を理解する。
学習指導要領の改訂など教育課程の編成に係わる動向，
及び教育改革の動向について理解する。
子どもの安全確保等，具体的な危機管理の課題，及び生
徒指導，学校経営，地域連携等の課題に対する組織的対
応について理解する。

釜田 史（教育・学生支援機構講師）
太田 佳光（教育学部附属教育実践総合セン
ター教授）
白松 賢（教育学部准教授）
田坂 文明（愛媛県教育委員会指導主事）
澤田 忠幸（愛媛県立医療技術大学保健科学部
准教授）
松尾 浩一郎（聖カタリナ大学人間健康福祉学
部教授）
橋本 巌（教育学部教授）
江上 園子（教育学部准教授）
相模 健人（教育学部准教授）
愛媛県松山市
富田 英司（教育学部准教授）
梶原 郁郎（教育学部准教授）
中野 公雅（愛媛県教育委員会指導主事）
松浦 博文（愛媛県教育委員会指導主事）
辻井 芽美子（教育学部附属小学校副校長）
山本 久雄（教育学部教授）
山田 誠（教育学部准教授）
前原 淳（愛媛県教育委員会指導主事）
一色 光（教育学部附属教育実践総合センター
客員教授）
露口 健司（教育学部准教授）

12時間

平成25年12月26日～
平成25年12月27日

12,000円

200人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007000177号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

教育の最新事情

1)今日の子どもをめぐる状況に目を向けつつ、教育思想史
を手がかりに人間の自己完成と教育の使命等について考
察する。
2)最近のカウンセリング心理学の観点から、子どもの変化
に応じた「問題行動」へのアプローチを体験学習する。
3)学習指導要領の改訂のポイントを国の審議会答申等を基
に確認し、豊かな心を育む道徳教育の充実について理解を
深める。
4)行動分析の基本知識を学び、教師が生徒・保護者・地域
住民と効果的な関係を築くための方法を考察する。

東谷
柴山
河野
川嶋
柴田
山口
中山
田中

熊本県熊本市

12時間

平成25年6月8日～
平成25年6月9日

12,000円

60人

平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007700198号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

教育の最新事情

1)子どもを取り巻く状況が激しく変化する時代においての、
専門職としての教師の在り方と学校内外の事件・事故防止
の留意点等について検討する。
2)子どもの発達心理学に関する最新の知見を踏まえて、居
場所づくりの意義、カウンセリングマインドの重要性につい
て考察する。
3)新学習指導要領と今求められる学力について、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。
4）学校を取り巻く環境の変化や山積する教育問題に対する
危機管理・学校組織のあり方について検討する。

柴田 賢一(中九州短期大学講師)
山口 昌澄(中九州短期大学准教授)
中山 玄三(教育学部准教授)
田中 耕治(教育学部特任教授)
熊本県八代市
東谷 孝一（熊本保健科学大学准教授）
知久馬 義朗（教育学部教授）
根本 まり子（熊本県立教育センター指導主事）
永野 典詞（中九州短期大学准教授）

12時間

平成25年6月22日～
平成25年6月23日

12,000円

60人

平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007700199号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

教育の最新事情

1)今日の子どもをめぐる状況に目を向けつつ、教育思想史
を手がかりに人間の自己完成と教育の使命等について考
察する。
2)社会構造の変化に伴う発達の様相の変化、自立に必要
な能力の変化、絆の消失とそれらへの対処法についての理
解を深める。
3)学習指導要領の趣旨を踏まえ、知識・技能を活用する学
習活動や意欲を喚起する学習指導について理解を深める。
4)ソーシャルワークの原理・原則を理解し、ソーシャルワーク
技法を用いた児童・生徒・保護者支援について学ぶ。

東谷 孝一（熊本保健科学大学准教授）
知久馬 義朗（教育学部教授）
根本 まり子（熊本県立教育センター指導主事）
永野 典詞（中九州短期大学准教授）
熊本県熊本市
山本 孝司（九州看護福祉大学准教授）
水間 宗幸（九州看護福祉大学専任講師）
照屋 博行（九州看護福祉大学教授）
永田 俊明（九州看護福祉大学准教授）

12時間

平成25年7月6日～
平成25年7月7日

12,000円

60人

平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007700200号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

孝一（熊本保健科学大学准教授）
謙二（教育学部教授）
満理（熊本県立教育センター指導主事）
健太郎（尚絅大学短期大学部准教授）
賢一（中九州短期大学講師）
昌澄（中九州短期大学准教授）
玄三（教育学部准教授）
耕治（教育学部特任教授）

平成２５年度（第２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
開設者名

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

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

教育の最新事情

1)子どもを取り巻く状況が激しく変化する時代においての専
門職としての教師の在り方について検討する。
2)心理学における発達研究の最新の知見を整理し、子ども
の変化を踏まえた発達・教育的課題を検討する。
3)学習指導要領をはじめとした教育政策と子どもの意欲に
関する理解を深める。
4)子育ての現状を深くとらえ、求められる学校・家庭・地域
の豊かな連携の課題を探る。

山本
水間
照屋
永田
藤中
髙﨑
吉田
田中

孝司（九州看護福祉大学准教授）
宗幸（九州看護福祉大学専任講師）
博行（九州看護福祉大学教授）
俊明（九州看護福祉大学准教授）
隆久（教育学部准教授）
文子（教育学部准教授）
道雄（教育学部教授）
耕治（教育学部特任教授）

熊本県玉名市

12時間

平成25年7月20日～
平成25年7月21日

12,000円

60人

平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007700201号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

教育の最新事情

1)学校をめぐる最近の動向を踏まえて、教員として必要な子
ども観・教育観および倫理観について考察する。
2)発達心理学の知見に基づいて子どもの発達的変化を捉
えるとともに、学習や様々な活動への取り組みへの支援を
発達的視点から考える。
3)学習指導要領をはじめとした教育政策と子どもの意欲に
関わる理解を深めるために、グループ・ワークを導入しなが
ら検討する。
4)学校を取り巻く環境の変化や、山積する教育問題に対す
る危機管理・学校組織のあり方について検討する。

藤中
髙﨑
吉田
田中
藤井
藤田
中山
山城

隆久（教育学部准教授）
文子（教育学部准教授）
道雄（教育学部教授）
耕治（教育学部特任教授）
美保（教育学部准教授）
豊（教育学部教授）
玄三（教育学部准教授）
千秋（教育学部准教授）

熊本県阿蘇市

12時間

平成25年7月25日～
平成25年7月26日

12,000円

60人

平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007700202号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

教育の最新事情

1)学校教育をめぐる状況と子ども観・教育観等について、統
計資料等を活用しながら国際的に比較検討する。
2)脳科学や心理学における発達研究の最新知見を整理し、
子どもの変化を踏まえた発達・教育的課題を検討する。
3)「新学習指導要領と今求められる学力」について、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。
4)学社連携を中心に、学校と地域共同による教育実践や関
係性の構築について理解を深める。

藤井
藤田
中山
山城
柴田
山口
天野
永野

美保（教育学部准教授）
豊（教育学部教授）
玄三（教育学部准教授）
千秋（教育学部准教授）
賢一（中九州短期大学講師）
昌澄（中九州短期大学准教授）
かおり（尚絅大学准教授）
典詞（中九州短期大学准教授）

熊本県天草市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

12,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007700203号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

教育の最新事情

1）子どもを取り巻く状況が激しく変化する時代においての、
専門職としての教師の在り方について検討する。
2）子どもの発達心理学に関する最新の知見を踏まえて、居
場所づくりの意義、カウンセリングマインドの重要性につい
て考察する。
3) 教育基本法の改正に基づく学習指導要領の改訂のねら
いや、それらを包摂する教育政策の動向について考察す
る。
4）ソーシャルワークの原理・原則を理解しソーシャルワーク
技法を用いた児童・生徒・保護者支援について学ぶ。

柴田 賢一（中九州短期大学講師）
山口 昌澄（中九州短期大学准教授）
天野 かおり（尚絅大学准教授）
永野 典詞（中九州短期大学准教授）
藤田 泉（平成音楽大学専任講師）
髙﨑 文子（教育学部准教授）
渡邊 あや（大学教育機能開発総合研究セン
ター准教授）
山下 雅彦（東海大学東海大学課程資格教育
センター教授）

熊本県人吉市

12時間

平成25年8月7日～
平成25年8月8日

12,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007700204号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

教育の最新事情

1)近年の学校状況変化の指摘に鑑み、子ども観、教員への
社会的要請についての省察を教育史的観点から行う。
2)子どもの変化について理解を深め、発達段階に応じた意
欲的に学ぶことへの支援について考える。
3)学習指導要領と学力観をめぐる新たな動向について検討
するとともに、近年の教育政策を概観する。
4)子育ての現状を深くとらえ、求められる学校・家庭・地域
の豊かな連携の課題を探る。

藤田 泉（平成音楽大学専任講師）
髙﨑 文子（教育学部准教授）
渡邊 あや（大学教育機能開発総合研究セン
ター准教授）
山下 雅彦（東海大学東海大学課程資格教育
センター教授）
大杉 成喜（教育学部講師）
豊田 憲一郎（九州ルーテル学院人文学部大
学教授）
田中 耕治（教育学部特任教授）

熊本県熊本市

12時間

平成25年8月20日～
平成25年8月21日

12,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007700205号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

教育の最新事情

1)学校教育をめぐる状況と子ども観・教育観について、統計
資料等を活用しながら国際的に比較検討する。
2)近年の学校状況変化の指摘に鑑み、子ども観、教員への
社会的要請についての省察を教育史的観点から行う。
3)改訂学習指導要領の趣旨を踏まえ、学習指導法及び子
どもの学習意欲喚起の方策を、授業づくりの視点から考察
する。
4)学校を取り巻く環境の変化や、山積する教育問題に対す
る危機管理・学校組織のあり方について検討する。

藤田 泉（平成音楽大学専任講師）
大杉 成喜（教育学部講師）
豊田 憲一郎（九州ルーテル学院人文学部大
学教授）
田中 耕治（教育学部特任教授）
藤中 隆久（教育学部准教授）
知久馬 義朗（教育学部教授）
白石 陽一（教育学部准教授）
仲田 陽一（教育学部非常勤講師）

熊本県熊本市

12時間

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

12,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007700206号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

平成２５年度（第２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
開設者名

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

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

教育の最新事情

1)学校をめぐる最近の動向を踏まえて、教員として必要な子
ども観・教育観および倫理観について考察する。
2)社会構造の変化に伴う発達の様相の変化、自立に必要
な能力の変化、絆の消失とそれらへの対処法について理解
を深める。
3)教育改革の動向を踏まえて、子どもの学力・意欲を高め
る学習指導、生き方を育てる特別教育活動のあり方につい
て考察する。
4)地域・保護者と連携した学校改革のあり方、家庭と地域の
教育力の再生について考察する。

藤中 隆久（教育学部准教授）
知久馬 義朗（教育学部教授）
白石 陽一（教育学部准教授）
仲田 陽一（教育学部非常勤講師）
熊本県熊本市
堀 浩太郎（教育学部教授）
中島 徹（熊本県立熊本支援学校副校長）
根本 まり子（熊本県立教育センター指導主事）
八ッ塚 一郎（教育学部准教授）

12時間

平成25年8月27日～
平成25年8月28日

12,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007700207号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

教育の最新事情

1）学校内外の対応や連携に必要な、コミュニケーションと集
団理解のための心理学を学ぶ。
2）発達障がい等の児童生徒の理解や支援の在り方を通し
て、特別支援教育の意味や意義を理解する。
3）学習指導要領の趣旨を踏まえ、知識・技能を活用する学
習活動や意欲を喚起する学習指導について理解を深める。
4）子どもと教員の変化を踏まえて、学校のあるべき姿とそ
れを成り立たせる方法を考える。

堀 浩太郎（教育学部教授）
中島 徹（熊本県立熊本支援学校副校長）
根本 まり子（熊本県立教育センター指導主事）
八ッ塚 一郎（教育学部准教授）
熊本県熊本市
白石 陽一（教育学部准教授）
大杉 成喜（教育学部講師）
小川内 哲生（尚絅大学短期大学部教授）

12時間

平成25年9月14日～
平成25年9月15日

12,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007700208号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

教育の最新事情

1)教職について社会状況と研究の動向を踏まえてた講義を
行う。
2)子どもの発達心理学に関する最新の知見に基づき、子ど
もの居場所づくりの意義、特別支援教育のあり方、カウンセ
リングマインドの重要性について考察する。
3)教育改革の動向を踏まえて、子どもの学力・意欲を高め
る学習指導、生き方を育てる特別教育活動のあり方につい
て考察する。
4)地域・保護者と連携した学校改革のあり方、家庭と地域の
教育力の再生について考察する。

白石 陽一（教育学部准教授）
大杉 成喜（教育学部講師）
小川内 哲生（尚絅大学短期大学部教授）
河津 巖（九州ルーテル学院大学人文学部教
授）
熊本県熊本市
藤田 豊（教育学部教授）
渡邊 あや（大学教育機能開発総合研究セン
ター准教授）
山下 雅彦（東海大学課程資格教育センター教
授）

12時間

平成25年9月28日～
平成25年9月29日

12,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007700209号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

教育の最新事情

1)「この子からスタートして何をなすべきか」という一人一人
のニーズに応じて、「考え工夫する」教育実践のあり方につ
いて理解を深める。
2)脳科学や心理学における発達研究の最新知見を整理し、
子どもの変化を踏まえた発達・教育的課題を検討する。
3)学習指導要領と学力観をめぐる新たな動向について検討
するとともに、近年の教育政策を概観する。
4)子育ての現状を深くとらえ、求められる学校・家庭・地域
の豊かな連携の課題を探る。

河津 巖（九州ルーテル学院大学人文学部教
授）
藤田 豊（教育学部教授）
渡邊 あや（大学教育機能開発総合研究セン
ター准教授）
山下 雅彦（東海大学課程資格教育センター教 熊本県熊本市
授）
堀 浩太郎（教育学部教授）
緒方 宏明（尚絅大学短期大学部教授）
中山 玄三（教育学部准教授）
八ッ塚 一郎（教育学部准教授）

12時間

平成25年10月5日～
平成25年10月6日

12,000円

60人

平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007700210号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

教育の最新事情

1）学校内外の対応や連携に必要な、コミュニケーションと集
団理解のための心理学を学ぶ。
2)子どもの様々な心理的課題についての発達的な見方と、
良好な人間関係の在り方について検討する。
3)新学習指導要領と今求められる学力について理解を深
め、これからの教育実践上の課題について検討する。
4)学校内部での対応や、学外との連携に必要な最新のコ
ミュニケーション心理学について検討する。

堀 浩太郎（教育学部教授）
緒方 宏明（尚絅大学短期大学部教授）
中山 玄三（教育学部准教授）
八ッ塚 一郎（教育学部准教授）
藤井 美保（教育学部准教授）
井 正成（熊本県立教育センター指導主事）
河野 満理（熊本県立教育センター指導主事）
山城 千秋（教育学部准教授）

熊本県熊本市

12時間

平成25年10月19日～
平成25年10月20日

12,000円

60人

平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007700211号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

教育の最新事情

1)学校教育をめぐる状況と子ども観・教育観等について、統
計資料等を活用しながら国際的に比較検討する。
2)特別支援教育の理念や発達障がいについて理解するとと
もに、発達障がいのある幼児・児童・生徒への指導の在り方
について考える。
3)学習指導要領の改訂のポイントを、改正法令や国の審議
会答申等を基に確認し、豊かな心を育む道徳教育の充実に
ついて理解を深める。
4)学社連携を中心に、学校と地域共同による教育実践や関
係性の構築について理解を深める。

藤井 美保（教育学部准教授）
井 正成（熊本県立教育センター指導主事）
河野 満理（熊本県立教育センター指導主事）
山城 千秋（教育学部准教授）
河津 巖（九州ルーテル学院大学人文学部教
授）
古田 弘子（教育学部教授）
中山 玄三（教育学部准教授）
岩永 定（教育学部教授）

熊本県熊本市

12時間

平成25年11月9日～
平成25年11月10日

12,000円

60人

平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007700212号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

平成２５年度（第２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
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

教育の最新事情

1)「この子からスタートして何をなすべきか」という一人一人
のニーズに応じて、「考え、工夫する」教育実践のあり方に
ついて理解を深める。
2)特別支援教育への転換の背景、多様なニーズのある児
童・生徒のとらえ方について考察する。
3)「新学習指導要領と今求められる学力」について、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。
4)教育改革の動向および今日の学校経営に求められてい
る組織的課題への対応と学校の危機管理の在り方につい
て検討する。

河津
授）
古田
中山
岩永
東谷
柴山
河野
川嶋

弘子（教育学部教授）
玄三（教育学部准教授）
定（教育学部教授）
孝一（熊本保健科学大学准教授）
謙二（教育学部教授）
満理（熊本県立教育センター指導主事）
健太郎（尚絅大学短期大学部准教授）

教育の最新事情

1)対人関係の視点から子供の見方を振り返り、教育的愛
情、倫理観等について考えるとともに、情報活用のあり方を
検討する。
2)特別支援教育での子どもの特性や今日的課題、支援に
ついて整理する。
3)「新学習指導要領と今求められる学力及び子ども観・教育
観と学力観」について、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理解する。
4）学校を取り巻く環境の変化や山積する教育問題に対する
危機管理や学校組織の在り方について検討する。

吉田
髙原
中山
田中

道雄（教育学部教授）
朗子（教育学部教授）
玄三（教育学部准教授）
耕治（教育学部特任教授）

熊本学園大学

教育をめぐる現代的動向

本講習では、必修領域として示された4項目についての理
解を深めるために、①「データからみる現代の学校」、②「専
門職としての教師の役割」、③「子どもの心理的発達の理解
と学習指導」、④「カウンセリングと子ども支援」、⑤「変容す
る日本の教育―教育政策の動向―」、⑥「学校の内外にお
ける連携協力についての理解」の6つのテーマを設定し、講
義等を行う。受講者の多様なニーズに対応するため、本講
習は、専門分野の異なる複数の教員（主に本学教職課程専
任教員）が担当する。

伊藤友子（外国語学部教授）
中村光伴（社会福祉学部准教授）
藤田祐介（商学部准教授）
軽部勝一郎（経済学部准教授）
森和則（非常勤講師）

熊本学園大学

改正教育基本法・学校教育法の公布、新幼稚園教育要領
の施行などを背景に、新時代の幼児教育と幼稚園をめざし
て、その基本理念、保育実践、子育て支援活動のあり方を
考察する。「教職についての省察」「子どもの変化について
新時代の幼児教育と幼稚園－理
伊藤良高（社会福祉学部教授）
の理解」「教育政策の動向についての理解」「学校の内外に
念・実践・課題－
山崎史郎（社会福祉学部教授）
おける連携協力についての理解」の４つの事項について、
幼稚園教員に求められる最新の知識・技能の修得と幼児教
育の改善・改革のための具体的な方策・取組を検討するこ
とを目指す。

熊本大学

熊本大学

星槎大学

教育の最新事情

教育改革の背景や学習指導要領改訂の動向、学校を巡る
状況の変化、子どもの変化と適切な対応、学校内外での連
携協力の在り方等を中心に、これからの学校教育の在り方
や専門職としての教員の役割について、基本的な知識の確
認とともに、実践的な理解を深めることを目的とする。あわ
せて、教育現場で必要とされる発達障害に関する内容も取
り上げる。

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

巖（九州ルーテル学院大学人文学部教

天野 一哉（共生科学部准教授）
西永 堅（共生科学部准教授）
平 雅夫（共生科学部非常勤講師）
伊藤 一美（共生科学部准教授）
白鳥 絢也（共生科学部専任講師）
仲 久徳（共生科学部准教授）
長井 梢（共生科学部教授）
金子 肇（共生科学部教授）
木川田 光弘（共生科学部准教授）
福島 紘（共生科学部准教授）
斎藤 やす子（共生科学部専任講師）
野口 桂子（共生科学部特任准教授）
伊東 健（共生科学部非常勤講師）

熊本県熊本市

12時間

平成25年11月30日～
平成25年12月1日

12,000円

60人

平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007700213号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本県熊本市

12時間

平成25年12月21日～
平成25年12月22日

12,000円

60人

平成25年11月1日～
平成25年11月10日

平251007700214号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本県熊本市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

12,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253059400155号

096-364-5161
(内線1161）

http://www.kumagaku
.ac.jp/

熊本県熊本市

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

12,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253059400156号

096-364-5161
(内線1161）

http://www.kumagaku
.ac.jp/

大分県大分市

12時間

平成25年7月28日 ～
平成25年7月29日

13,000円

20人

平成25年3月18日～
平成25年4月30日

平253000700277号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

平成２５年度（第２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
開設者名

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

志學館大学

講習の名称

教育の最新事情

教育の最新事情

講習の概要

学校と社会をめぐる状況の変化および専門職としての教員
の役割をふまえて教職のあり方について省察し、子どもの
変化をふまえた新たな発達課題への対応および適切な指
導のあり方、学習指導要領改訂をはじめとする教育政策の
動向、ならびに学校をめぐる各種課題に対応するための学
校内外の連携協力および危機管理上の課題について理解
する。

学校と社会をめぐる状況の変化および専門職としての教員
の役割をふまえて教職のあり方について省察し、子どもの
変化をふまえた新たな発達課題への対応および適切な指
導のあり方、学習指導要領改訂をはじめとする教育政策の
動向、ならびに学校をめぐる各種課題に対応するための学
校内外の連携協力および危機管理上の課題について理解
する。

教育の最新事情

学校と社会をめぐる状況の変化および専門職としての教員
の役割をふまえて教職のあり方について省察し、子どもの
変化をふまえた新たな発達課題への対応および適切な指
導のあり方、学習指導要領改訂をはじめとする教育政策の
動向、ならびに学校をめぐる各種課題に対応するための学
校内外の連携協力および危機管理上の課題について理解
する。

教育の最新事情

教職についての省察では、学校を巡る近年の状況変化や
教師の使命・役割について述べる。子どもの変化では、最
新の脳科学・心理学の知見や子どもの生活変化を踏まえて
述べる。教育政策については、学習指導要領改訂等、法令
改正及び審議会の状況について述べる。学校内外の連携
については、学校の組織的対応のあり方や校内外の安全
確保について述べる。

担当講師
河原 国男(教育文化学部教授)
助川 晃洋(教育文化学部准教授)
川越 広幸(教育学研究科准教授)
立元 真(教育文化学部准教授)
佐藤 正二(教育文化学部教授)
佐藤 容子(教育文化学部教授)
安東 末廣(教育文化学部教授)
戸ヶ崎 泰子(教育文化学部准教授)
新地 辰朗(教育学研究科教授)
竹内 元(教育学研究科准教授)
高橋 利行(教育・学生支援センター准教授)
渡木 秀明(教育学研究科准教授)
押田 貴久(教育学研究科准教授)
盛満 弥生(教育文化学部講師)
椋木 香子(教育文化学部准教授)
高橋 高人(教育文化学部講師)

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

宮崎県宮崎市

12時間

平成25年8月7日～
平成25年8月8日

12,000円

300人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007900136号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県宮崎市

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

12,000円

300人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007900137号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県宮崎市

12時間

平成25年9月7日～
平成25年9月8日

12,000円

200人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007900138号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

原之園 政治（鹿児島県立松陽高等学校校長）
江阪 正己（非常勤講師）
木下 昌也(人間関係学部教授）
松田 君彦（人間関係学部教授）
鹿児島県鹿児
野添 新一（人間関係学部教授）
島市
池田 哲之（鹿児島女子短期大学教授）
野浪 俊子（人間関係学部准教授）
岩橋 恵子（法学部教授）

12時間

平成25年7月27日～
平成25年7月28日

12,000円

100人

平成25年4月22日～
平成25年7月12日

平253060800225号

099-812-8503

http://www.shigakuk
an.ac.jp

河原 国男(教育文化学部教授)
助川 晃洋(教育文化学部准教授)
川越 広幸(教育学研究科准教授)
立元 真(教育文化学部准教授)
佐藤 正二(教育文化学部教授)
佐藤 容子(教育文化学部教授)
安東 末廣(教育文化学部教授)
戸ヶ崎 泰子(教育文化学部准教授)
新地 辰朗(教育学研究科教授)
竹内 元(教育学研究科准教授)
高橋 利行(教育・学生支援センター准教授)
渡木 秀明(教育学研究科准教授)
押田 貴久(教育学研究科准教授)
盛満 弥生(教育文化学部講師)
椋木 香子(教育文化学部准教授)
高橋 高人(教育文化学部講師)

河原 国男(教育文化学部教授)
助川 晃洋(教育文化学部准教授)
川越 広幸(教育学研究科准教授)
立元 真(教育文化学部准教授)
佐藤 正二(教育文化学部教授)
佐藤 容子(教育文化学部教授)
安東 末廣(教育文化学部教授)
戸ヶ崎 泰子(教育文化学部准教授)
新地 辰朗(教育学研究科教授)
竹内 元(教育学研究科准教授)
高橋 利行(教育・学生支援センター准教授)
渡木 秀明(教育学研究科准教授)
押田 貴久(教育学研究科准教授)
盛満 弥生(教育文化学部講師)
椋木 香子(教育文化学部准教授)
高橋 高人(教育文化学部講師)

平成２５年度（第２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
開設者名

講習の名称

講習の概要

鹿児島市の１０年経験者研修該当者のうち、希望する者
に対して、「教職についての省察」「子どもの変化について
鹿児島市教育委 １０年経験者研修（共通研修：教 の理解」「教育施策の動向についての理解」「学校内外にお
員会
育の最新事情）
ける連携協力についての理解」の事項についての現職研修
を行い、教員に求められる最新の知識・技能の習得と今日
的教育課題について理解を深めるさせることを目指す。

岐阜女子大学

社会や国民が期待する学校教育や、広く教育全般の在り
方について考察するために、国及び地方の教育改革の動
向や教育施策の展開、深刻ないじめ問題などに対応するた
めの教職員が一丸となった学校・家庭・地域社会の連携・協
社会が求める学校教育と教育の
力の重要性など、様々な学校教育の課題について、確かな
在り方を考える
理論に基づく専門性や実践的な指導力を向上するための
講義・演習や、臨床心理学や教育行政などの立場からの具
体的な提言を基にして、教育観、子ども観等、教師としての
省察から具体的な教育実践の在り方について習熟する。

時間数

講習の期間

担当講師

講習の開催地

石塚 勝郎（ＮＰＯ日本教育カウンセラー協会鹿児島県支
部代表）
福山 孝一(鹿児島県指導と評価研究会事務局長)
大脇 友治(鹿児島市教育委員会教育部長）
山元 秀隆(鹿児島市教育委員会学校教育課長）
米澤 瑞代(鹿児島市教育委員会学校教育課指導主事）
常山 隆光(鹿児島市教育委員会学校教育課指導主事）
中村 克己(鹿児島市教育委員会青少年課指導主事）
芝原 睦美(鹿児島市教育委員会青少年課指導主事）
大戸 剛志(鹿児島市教育委員会青少年課主幹）
福田 雅紀(鹿児島市教育委員会学校教育課指導主事）
芝原 一郎(鹿児島市教育委員会学校教育課指導主事）
池浦也寸志(鹿児島市教育委員会学務課主査）
宮路 公貴(鹿児島市教育委員会学務課主査）
小磯 誠 (鹿児島市教育委員会学校教育課主幹兼主任
指導主事）
有村 修次(鹿児島市教育委員会学校教育課主幹兼主任
指導主事）
竹之下浩徳(鹿児島市教育委員会保健体育課主幹兼保健
給食係長）
小正 公二(鹿児島市教育委員会保健体育課主幹兼学校
体育係長）
山下 聖和(鹿児島市教育委員会学習情報センター指導
主事）
木田 博 (鹿児島市教育委員会学習情報センター指導
主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

早川信夫（ＮＨＫ解説委員）
生田孝至（新潟大学副学長）
齋藤陽子（文化創造学部准教授）
松原達哉（東京福祉大学学長）
松川禮子（岐阜県教育長）
服部 晃（文化創造学部教授）

沖縄県那覇市

12時間

インターネット

「教育についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
青木 清（副学長、人間科学部教授）
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携
心身健康科学教育～人・生命を
小岩 信義（人間科学部准教授）
人間総合科学大
協力についての理解」の4項目について理解を深めるととも
支えるこころ・脳・からだを学習す
三輪 建二（お茶の水女子大学教授）
学
に、<人・生命を支えるこころ・脳・からだを学習する＞をテー
る～
中野 博子（人間科学部教授）
マに、本学が提唱する新しい学問領域である『心身健康科
島田 凉子（人間科学部教授）
学』の中から教職に求められる専門的な知識を学ぶ。

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

0円

10人

平成25年5月1日～
平成25年5月24日

平255010800223号

099-227-1941

http://www.city.kag
oshima.lg.jp

平成25年8月3日、
平成25年8月11日

12,000円

20人

平成25年4月8日～
平成25年6月14日

平253032500217号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

12時間

平成25年4月16日～
平成25年11月30日

16,000円

800人

平成25年3月16日～
平成25年8月1日

平253010300230号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

岐阜女子大学

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教師が
必要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、
新たな課題となっている著作権や個人情報等に対する知
社会が求める学校教育と教師の
見、環境教育等への対応、国の教育改革の動向を踏まえた
実践的指導力
教育課程の在り方等について、受講者が個々の具体的な
教育実践に対応させながら研鑽と修養に努め、実践的指導
力を身につける。

生田孝至（新潟大学副学長）
高橋正司（家政学部教授）
坂井知志（常磐大学コミュニティ振興学部教授）
通信教育
久世 均（文化創造学部教授）
服部 晃（文化創造学部教授）
下野 洋（文化創造学部教授）

12時間

平成25年5月27日 ～
平成25年7月28日

12,000円 上限なし

平成25年4月8日～
平成25年5月17日

平253032500218号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

岐阜女子大学

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教師が
生田孝至（新潟大学副学長）
必要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、
高橋正司（家政学部教授）
新たな課題となっている著作権や個人情報等に対する知
社会が求める学校教育と教師の
坂井知志（常磐大学コミュニティ振興学部教授）
見、環境教育等への対応、国の教育改革の動向を踏まえた
通信教育
実践的指導力
久世 均（文化創造学部教授）
教育課程の在り方等について、受講者が個々の具体的な
服部 晃（文化創造学部教授）
教育実践に対応させながら研鑽と修養に努め、実践的指導
下野 洋（文化創造学部教授）
力を身につける。

12時間

平成25年6月24日 ～
平成25年8月25日

12,000円 上限なし

平成25年5月7日～
平成25年6月14日

平253032500219号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

平成２５年度（第２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
開設者名

岐阜女子大学

講習の名称

講習の概要

社会が求める学校教育への期待に応えるために、教師が
必要とする専門的知識や指導技術の向上を図るとともに、
新たな課題となっている著作権や個人情報等に対する知
社会が求める学校教育と教師の
見、環境教育等への対応、国の教育改革の動向を踏まえた
実践的指導力
教育課程の在り方等について、受講者が個々の具体的な
教育実践に対応させながら研鑽と修養に努め、実践的指導
力を身につける。

担当講師

講習の開催地

生田孝至（新潟大学副学長）
高橋正司（家政学部教授）
坂井知志（常磐大学コミュニティ振興学部教授）
通信教育
久世 均（文化創造学部教授）
服部 晃（文化創造学部教授）
下野 洋（文化創造学部教授）

時間数

12時間

講習の期間

平成25年9月24日 ～
平成25年11月24日

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

12,000円 上限なし

平成25年8月19日～
平成25年9月17日

平253032500220号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

電話番号

ＵＲＬ

教育の最新事情

住田正樹（教授）
小川正人（教授）
秋田喜代美（東京大学教授）
陣内靖彦（聖徳大学教授）
学校教育に関する教育学および教育心理学の最新の知
今津孝次郎（名古屋大学名誉教授）
的成果を提供し、その具体的実践例を示しつつ解説する。
無藤隆（白梅学園大学教授）
それを学ぶことによって教員一人ひとりが、教育現場におい
緒方明子（明治学院大学教授）
て直面する諸問題に対処していくための手法を自ら考え、
市川伸一（東京大学教授）
積極的に実践していく力のより一層の向上をめざす。
小松郁夫（玉川大学教授）
教職の専門性と現代的役割、子どもの変化と子ども理解、
伊藤亜矢子（お茶の水女子大学准教授）
教育政策と学校改革、学校の危機管理と組織マネージメン
葉養正明（国立教育政策研究所教育政策・評
ト、社会の変化と学校教育を主な内容とする。
価研究部長）
坂田仰（日本女子大学教授）
渡邉正樹（東京学芸大学教授）
藤田英典（共栄大学教授）

放送（インター
ネット視聴可）

平成25年7月12日～
平成25年8月20日
※ 試験は平成25年8
12時間
12,000円
月24日又は平成25年8
月25日のいずれかを選
択

3,500人

平成25年4月15日～
平成25年5月31日

平253061400221号

043‐2765111(代）

http://www.ouj.ac.j
p

放送大学

教育の最新事情

住田正樹（教授）
小川正人（教授）
秋田喜代美（東京大学教授）
陣内靖彦（聖徳大学教授）
学校教育に関する教育学および教育心理学の最新の知
今津孝次郎（名古屋大学名誉教授）
的成果を提供し、その具体的実践例を示しつつ解説する。
無藤隆（白梅学園大学教授）
それを学ぶことによって教員一人ひとりが、教育現場におい
緒方明子（明治学院大学教授）
て直面する諸問題に対処していくための手法を自ら考え、
市川伸一（東京大学教授）
積極的に実践していく力のより一層の向上をめざす。
小松郁夫（玉川大学教授）
教職の専門性と現代的役割、子どもの変化と子ども理解、
伊藤亜矢子（お茶の水女子大学准教授）
教育政策と学校改革、学校の危機管理と組織マネージメン
葉養正明（国立教育政策研究所教育政策・評
ト、社会の変化と学校教育を主な内容とする。
価研究部長）
坂田仰（日本女子大学教授）
渡邉正樹（東京学芸大学教授）
藤田英典（共栄大学教授）

放送（インター
ネット視聴可）

平成26年2月1日～
平成26年2月18日
※ 試験は平成26年2
12時間
12,000円
月22日又は平成26年2
月23日のいずれかを選
択

3,500人

平成25年11月1日～
平成25年11月30日

平253061400222号

043‐2765111(代）

http://www.ouj.ac.j
p

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

社会・子どもの変化と教育の課
題

田子 健（日本女子体育大学教授）
生嶌亜樹子（愛知教育大学教育学部講師）
教育と教職についての省察を行い、心理学の動向を踏ま
松尾直博（東京学芸大学教育学部准教授）
えた近年の子どもの発達課題を理解したうえで、これに対す
関口貴裕（東京学芸大学教育学部准教授）
る教育政策の動向（政策全般と学習指導要領）及び学校内
武居 渡（金沢大学人間社会研究域学校教育
外における連携協力の課題を明らかにする。
系准教授）
浅沼 茂（東京学芸大学教育学部教授）

インターネット

12時間

平成25年6月17日～
平成25年8月24日
12,000円
（試験日 平成25年8月
24日）

3,000人

平成25年3月25日～
平成25年6月7日

平259481000114号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

放送大学

