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平成２５年度（第２回）
「教科指導・生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
（選択領域）
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北海道教育大学 戦後の東アジア国際関係

第二次世界大戦後の東アジアの国際関係を規定する要因
は、主に近代以降の帝国主義的国際秩序を否定し，民族独
立および国民国家建設を求めるアジア諸国のナショナリズ
ム革命の流れと、米ソ対立を中心とする冷戦のアジアへの
拡大に伴い、東アジアを冷戦構造に組み込もうとする東西 袁 克勤（教育学部札幌校教授）
両陣営抗争展開の流れだった。このような背景の中に、戦
後東アジア国際関係の基本的構図が形成された。本講義の
内容は上述の基本分析枠組みで戦後東アジアの国際関係
の形成過程を分析するものである。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月4日

教諭

高等学校公民科
政治，中学校社
会科政治，小学
校教諭向け

6,000円

30人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252600号

011-778-0699

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

北海道教育大学 法教育を実践するために

初等教育段階においても、法教育的要素を取り入れていき
たい時代である。小学校高学年の生徒に対して、義務ばか
りではなく権利についての教育を行うことができるよう、基本 菅野 淑子（教育学部札幌校准教授）
的人権に関する知識を整理し、指導案を作成することまでを
目標とする。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月4日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252601号

011-778-0699

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

北海道教育大学 算数・数学科授業作法

算数・数学科の授業は，生徒の＜わかる＞を実現するプロ
セスである。授業は，＜わかる＞を実現する合理的なプロセ
宮下 英明（教育学部札幌校教授)
スとして，構築される。本講習は，この「合理的」の意味と内
容を，受講生に授業する。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月4日

教諭

小学校・中学校
数学科教諭向け

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252602号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年8月4日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252603号

011-778-0699

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

北海道室蘭市

6時間 平成25年9月7日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252604号

011-778-0699

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

小学校算数授業のビデオ観察における観察者の気づきを
活かした授業研究の方法等を講義します。ビデオ視聴にお
ける個人の気づきを記述した付箋紙をもとに、チームで情報
交換による共有化とともに協議・検討し、観察授業の特徴を
ワークショップ「気づきを活かした
明らかにして、授業改善の指針を得るとともに受講者自らの 三 橋 功 一（教育学部札幌校教授）
北海道教育大学
算数授業研究」
授業を省察する。この気づき、チームでの情報交換・検討、
省察等の経過・結果等を報告書にまとめ、終了時に提出し
ます（報告書により評定）。

小学校算数授業のビデオ観察における観察者の気づきを
活かした授業研究の方法等を講義します。ビデオ視聴にお
ける個人の気づきを記述した付箋紙をもとに、チームで情報
交換による共有化とともに協議・検討し、観察授業の特徴を
ワークショップ「気づきを活かした
明らかにして、授業改善の指針を得るとともに受講者自らの 三 橋 功 一（教育学部札幌校教授）
北海道教育大学
算数授業研究」
授業を省察する。この気づき、チームでの情報交換・検討、
省察等の経過・結果等を報告書にまとめ、終了時に提出し
ます（報告書により評定）。

北海道教育大学 新自由主義批判と教育

新自由主義＝市場原理主義の経済的内容を明らかにし
て，それが教員界にいかに不安と弊害を及ぼしているかに
宮田 和保（教育学部札幌校教授）
ついて考察する。特に，市場原理主義を導入したイギリスの
教育改革の失敗をも取り上げる。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月4日

教諭

小学校・中学校
（社会科）・高等
学校（公民）教諭
向け

6,000円

25人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252605号

011-778-0699

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

北海道教育大学 英語学と英語教育

近年、英語学の研究成果を英語教育に利用しようという試
みが始まってきたが、その実践例がまだ少なく課題も多い。
本講習では、英語学の基本的な考え方を導入した後、英語
茨木 正志郎（教育学部札幌校准教授）
学的知見からの英語教育の実践例をいくらか紹介する。グ
ループごとに実践例の課題を洗い出し、それらの解決法を
議論し発表することで、教科指導の向上を図る。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月4日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

30人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252606号

011-778-0699

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

英語教育に使う社会言語学と語
用論

第１は，社会言語学的基礎知識，２言語社会と多言語社会
の紹介，そして米国のAfro-American Englishの成り立ちなど
を学びます．第２は，人が言葉の意味をどうやって伝達して 佐藤 吉文（教育学部札幌校教授）
いるのかを学びます．第３は，言葉をどうやって学んでいくか
を学び，日常の英語教育活動の一助にします．

北海道札幌市

6時間 平成25年8月4日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

30人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252607号

011-778-0699

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

イメージ表現の体験学習－子供
の深層世界を読み開くために

不登校が社会現象となるに及んで，教員にも共感的理解や
カウンセリング・マインドが求められ，通常の教育活動にお
いては言葉のコミュニケーションで子供を理解しようとする
が，より深い理解のためにはイメージレベルでのコミュニ
ケーションが必要になる。本講習ではイメージレベルでの自
森 範行（大学院教育学研究科教授）
己理解と他者理解の体験を目的とし，５名ずつ２つに分か
れ，イメージレベルでの競合と共有を体験する。グループ
ワークは共同フィンガーペインティング，共同切り貼り，共同
箱庭制作など。いずれも無言で制作し，最後にグループごと
に題名をつける。

北海道札幌市

12時間 平成25年8月4日～
平成25年8月5日

教諭 小学校教諭・特
12,000円
養護教 別支援教育教
諭
諭・養護教諭向け

10人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252608号

011-778-0699

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

北海道教育大学

北海道教育大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
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講習の名称

講習の概要

担当講師

午前の部では、小中学校理科の内容と光との関わりを含め
た「光の基礎事項」を学んだ後，各自がDVDディスクと工作
用紙を材料に分光器を作る。種々の光源や物質から出る光
早野 清治(教育学部札幌校教授)
理科の実験実習B：光と化学、石
のスペクトルと金属塩溶液の吸収スペクトルを分光器で観
北海道教育大学
田口 哲(教育学部札幌校教授)
けんと化学
察し，「物質と色」の教材化の基礎を理解する。午後の部で
は，実験教材の石けんの歴史・化学・性質を通して化学的な
知識や実験技術を共に学習し、それらをもとに各自が油脂
から固形石けんを作成する。

講習の開催地

時間数

講習の期間
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ＵＲＬ

北海道札幌市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小学校教諭・中
学校理科教諭向
け

6,000円

15人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252609号

011-778-0699

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

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭向
け

6,000円

20人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252610号

011-778-0699

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

6,000円

40人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252611号

011-778-0699

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

全教諭・養護教
諭

6,000円

12人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

011-778-0699

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

全教諭・養護教
諭

6,000円

12人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

011-778-0699

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

全教諭・養護教
諭

6,000円

12人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

011-778-0699

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

全教諭・養護教
諭

6,000円

12人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

011-778-0699

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

全教諭・養護教
諭

6,000円

12人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

011-778-0699

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

全教諭・養護教
諭

6,000円

12人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

011-778-0699

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

全教諭・養護教
諭

6,000円

12人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

011-778-0699

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

全教諭・養護教
諭

6,000円

12人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

011-778-0699

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

全教諭・養護教
諭

6,000円

12人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

011-778-0699

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

北海道教育大学 杜甫の詩と生涯

盛唐時代の詩人である杜甫（712～770）の生涯をたどり、
「春望」「旅夜,懐いを書す」「登高」などの詩を鑑賞しながら、
これらの名作が生まれた背景を考えます。またあわせて、漢 後藤秋正（教育学部札幌校教授）
詩の基本的な形式や押韻、対句、平仄などについても確認
して理解を深めます。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月5日

北海道教育大学 子ども・地域と防災教育

防災という視点から、自分や家族、さらに地域の人々の命を
どのように守っていく必要があるのかを、「災害イマジネー
ションゲーム・DIG」の手法を取り入れながら、学ぶ。入り口
佐々木 貴子（教育学部札幌校教授）
は、防災という視点であるが、この視点が福祉や環境、子育
てなどの生活問題を解決していくことにつながっていくことか
ら、教科にとらわれずに受講してもらいたい。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月5日

北海道教育大学 救急救命処置

学校現場で必要となりうる基本的な救急心肺蘇生法につい
羽賀將衛（保健管理センター教授）
て、講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月5日

北海道教育大学 救急救命処置

学校現場で必要となりうる基本的な救急心肺蘇生法につい
羽賀將衛（保健管理センター教授）
て、講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月6日

北海道教育大学 救急救命処置

学校現場で必要となりうる基本的な救急心肺蘇生法につい
羽賀將衛（保健管理センター教授）
て、講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月7日

北海道教育大学 救急救命処置

学校現場で必要となりうる基本的な救急心肺蘇生法につい
羽賀將衛（保健管理センター教授）
て、講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月8日

北海道教育大学 救急救命処置

学校現場で必要となりうる基本的な救急心肺蘇生法につい
羽賀將衛（保健管理センター教授）
て、講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道小樽市

6時間 平成25年8月9日

北海道教育大学 救急救命処置

学校現場で必要となりうる基本的な救急心肺蘇生法につい
羽賀將衛（保健管理センター教授）
て、講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道札幌市

6時間

北海道教育大学 救急救命処置

学校現場で必要となりうる基本的な救急心肺蘇生法につい
羽賀將衛（保健管理センター教授）
て、講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道室蘭市

6時間 平成25年9月7日

北海道教育大学 救急救命処置

学校現場で必要となりうる基本的な救急心肺蘇生法につい
羽賀將衛（保健管理センター教授）
て、講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月7日

北海道教育大学 救急救命処置

学校現場で必要となりうる基本的な救急心肺蘇生法につい
羽賀將衛（保健管理センター教授）
て、講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月8日

北海道札幌市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252621号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年8月5日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭向
け

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252622号

011-778-0699

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

北海道教育大学

小学校における社会科学習の位置を小中高一貫の視点か
ら確認したうえで、小学校の社会科学習において取り上げる
小学校の社会科学習を創る－絵 べき内容や教材作成の方法について、さらに認識を深める
鈴木哲雄（教育学部札幌校教授）
巻物・アイヌ文化・地域市民－
ことをねらいとしている。具体的には、絵巻物の作製とその
教材化、アイヌ文化学習の課題と可能性、地域市民を創る
社会科学習の方法、などを講習内容とする予定である。

北海道教育大学 数学の小径

本講習では代数学と幾何学におけるいくつかの話題を議論
する。前半では数の理解を深めることを目標とし、演算の定
義から始めて複素数体を構成したい。また、平面幾何にお
いてよく知られている反転法は円に関する鏡映変換のことで 菅原 健（教育学部札幌校准教授）
あり、たいへん興味深い。後半では反転法の応用として作図 居相 真一郎（教育学部札幌校准教授）
問題をいくつか考える。作図の実習を通して反転法をより良
く理解するとともに、正確な作図を試みることにより幾何学を
味わってもらいたい。

平成25年9月3日～
平成25年9月4日

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

教諭
養護教
諭
教諭
養護教
諭
教諭
養護教
諭
教諭
養護教
諭
教諭
養護教
諭
教諭
養護教
諭
教諭
養護教
諭
教諭
養護教
諭
教諭
養護教
諭

平251000252612号
平251000252613号
平251000252614号
平251000252615号
平251000252616号
平251000252617号
平251000252618号
平251000252619号
平251000252620号

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

北海道教育大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

情報工学の基礎，マイクロコンピュータ関係講義，その他電
子部品(センサ)関係の講義，これらを使った計測と制御のシ
マイコンによる計測・制御教材開
ステムの製作演習，システムの動作させるソフトウェアの製 杵淵 信（教育学部札幌校教授）
発
作，これらの教材化の方法について検討し，物づくり・情報
教育の中で最新技術を教材化する能力を養う。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道札幌市

6時間 平成25年8月5日

教諭

総合学習担当教
諭並びに中学校
技術科教諭

6,000円

15人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252623号

011-778-0699

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

北海道教育大学 理科の実験実習Ｇ：光と宇宙

天文学の発展と光学について、歴史的な経緯や最新の内容
などについて講義する。また、日時計や望遠鏡など関係する
教材の使用方法について、講義と実習を行うとともに、教材 柚木 朋也（教育学部札幌校准教授）
の作成や授業における教材の利用法について取り扱い、理
科の授業における課題解決能力の向上を図る。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小学校・中学校
理科教諭

6,000円

16人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252624号

011-778-0699

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

北海道教育大学 理科の実験実習Ｇ：光と宇宙

天文学の発展と光学について、歴史的な経緯や最新の内容
などについて講義する。また、日時計や望遠鏡など関係する
教材の使用方法について、講義と実習を行うとともに、教材 柚木 朋也（教育学部札幌校准教授）
の作成や授業における教材の利用法について取り扱い、理
科の授業における課題解決能力の向上を図る。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月23日

教諭

小学校・中学校
理科教諭

6,000円

16人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252625号

011-778-0699

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

北海道教育大学 古典文学について

現在小・中・高等学校の国語科の教科書にも掲載されてい
る古典文学作品のうち，特に『枕草子』を取り上げ，語句や
中島 和歌子（教育学部札幌校教授）
背景，文学史的位置づけなど，基本的及び発展的な知識に
ついて述べ，筆記試験によって理解度を確かめます。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭向
け

6,000円

20人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252626号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

18人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252627号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校・中学校
理科教諭向け

6,000円

15人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252628号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校・高等学
校家庭科教諭お
よび小学校教諭

6,000円

16人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252629号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭向け

6,000円

40人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252630号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭向
け

6,000円

25人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252631号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年8月6日

6,000円

60人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252632号

011-778-0699

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

つくろうとするものが思い浮かばない。こうした理由で自信
をなくしている子供たちは少なくありません。ではどうすれば
豊かな発想を引き出しながら子供の造形力を高めることが
小学生の造形力を高める図画工 できるのでしょうか。医学において難病を克服するための新
花輪 大輔（教育学部札幌校講師）
北海道教育大学
薬や効果的な治療法が研究されてきたように、教育学にお
作科の授業
いても教育現場の切実な問題を解決するための教材や指導
法の検討が必要です。そのことを指導者としての重要な使
命ととらえ今回の講習で探究します。

北海道教育大学

地学分野「地球と宇宙，大地の変化」のうち，特に火山に関
連した分野を扱う。
理科の実験実習F：火山と火山災 有珠山を題材に，火山地形と噴火史，地殻変動・火山災害
岡村 聰（教育学部札幌校教授）
について学ぶ。
害
有珠周辺の巡検を予定している。天候不良時には室内実習
に切り替える。

北海道教育大学 衣服の科学－洗浄と染色－

北海道教育大学 日本語のしくみと日本語教育

北海道教育大学

北海道教育大学

家庭科の教育内容は生活諸事象を対象としている。衣服
材料の基礎基本を押さえた上で、衣服の取り扱いについて、
洗浄と染色の視点から科学的にアプローチして、衣服科学
の総合的な実践力を培うことを目的とする。理論の他、洗浄 森田 みゆき（教育学部札幌校教授）
および染色の実験、実習（演示を含む）の具体的方策につい
て講習する。
近年、外国人児童生徒の在籍する学級が増加し、現在は
公式に把握されている限りでも全国で2万8千人以上の児童
生徒が日本語の支援を必要としている。一方で、教育現場
における日本語教育に対する理解・関心は必ずしも高いも
のとは言えない。今後も外国人児童生徒数は増加が見込ま
阿部二郎（教育学部札幌校准教授）
れることから、より多くの教員に日本語教育への理解が求め
られる。本講習では外国人児童生徒への日本語指導も視野
に入れつつ、日本語と日本語教育の基礎的なことについて
学習する。

意識と言葉－共感能力と他者理 意識とことばとの関連を考察しながら現代の教育的課題をも
宮田 和保（教育学部札幌校教授）
解にむけて－
とりあげていく。特に諸個人の共感能力や個人の自立性な
どについても考察する。

子どもの心身の健康を支える取
組

子どもの心身の健康を支える取組に関し，社会状況の変化
等を踏まえ，以下の三点から述べる。
１．いじめ・不登校等の適応問題について，近年の子どもの
育ちを踏まえ、児童生徒理解という視点からの取組
扇子幸一（教育学部札幌校教授）
２．インターネット，携帯ツールの急速な進展に伴って生じる 佐々木胤則（教育学部札幌校教授）
人間関係の変容と依存傾向を掴み，その対応を踏まえた取 渡部 基（教育学部札幌校教授）
組
３．教育基本法等の改正を受け，平成20年告示の学習指導
要領における保健学習を通じた取組

養護教
養護教諭向け
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

北海道教育大学

講習の名称

子どもの心身の健康を支える取
組

計測と制御の原理から応用例ま
北海道教育大学
で

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

子どもの心身の健康を支える取組に関し，社会状況の変化
等を踏まえ，以下の三点から述べる。
１．いじめ・不登校等の適応問題について，近年の子どもの
扇子幸一（教育学部札幌校教授）
育ちを踏まえ、児童生徒理解という視点からの取組
２．インターネット，携帯ツールの急速な進展に伴って生じる 佐々木胤則（教育学部札幌校教授）
人間関係の変容と依存傾向を掴み，その対応を踏まえた取 渡部 基（教育学部札幌校教授）
組
３．教育基本法等の改正を受け，平成20年告示の学習指導
要領における保健学習を通じた取組

北海道札幌市

6時間 平成25年12月21日

新学習指導要領が発表され，技術・家庭科の情報基礎分
野の「計測と制御」の項目がこれまでの選択から必修となっ
た。
本講習では，この点に対応すべく制御工学の学問的観点 余湖 静也（教育学部札幌校非常勤講師）
から全体を解説し，さらに実験室にある「倒立振子制御装
置」や「磁気軸受制御装置」などに触れた実体験を含めて計
測と制御の基本的な考え方を修得する。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月6日

校内において、何らかの問題行動を示したり、指導が困難
な子どもがいた時に、教員間で効果的な対応策を得るため
の話し合いをするための技法をいくつか提示し、実践的に学
子どもたちの心を読み解くための
ぶ。最初は具体的な事例をいくつか講師の方から上げ、参 佐藤由佳利（大学院教育学研究科教授）
北海道教育大学
基本知識と実践
加者はグループ討議をしてもらう。最終的には、各参加者が
自分たちで問題解決していく力をつけられるようになることを
体験してもらう。

北海道札幌市

12時間

平成25年8月6日～
平成25年8月7日

対象職種 主な受講対象者

養護教
養護教諭向け
諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

60人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252633号

011-778-0699

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

教諭

中学校技術教
諭・工業高校教
諭向け

6,000円

15人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252634号

011-778-0699

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

教諭

全ての教諭向け

12,000円

40人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252635号

011-778-0699

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

北海道教育大学 文学教材の研究

中学校国語科の中で代表的な文学教材である『走れメロス』
と『夏の葬列』を取りあげ、高等学校国語科の文学教材とし
て『羅生門』、『山月記』を取りあげて、作品研究を行う。あわ
西原千博（教育学部札幌校教授）
せて、文学教材の教材分析のための基本的な方法や概念
なども講義する。最後にそれらのことについての筆記試験を
実施し評価を行う。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭向
け

6,000円

25人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252636号

011-778-0699

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

北海道教育大学 文法研究と文法教育

現代日本語の文法現象に関わる諸問題の中から児童・生徒
の言語に対する興味関心につながる材料や新しい表現・間
違いとされる表現などを取り上げ、文法研究を生かした文法 馬場俊臣（教育学部札幌校教授）
教育のあり方について触れながら近年の文法研究の成果を
概説する。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小・中学校国語
科教諭向け

6,000円

20人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252637号

011-778-0699

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

北海道教育大学 文法研究と文法教育

現代日本語の文法現象に関わる諸問題の中から児童・生徒
の言語に対する興味関心につながる材料や新しい表現・間
違いとされる表現などを取り上げ、文法研究を生かした文法 馬場俊臣（教育学部札幌校教授）
教育のあり方について触れながら近年の文法研究の成果を
概説する。

北海道室蘭市

6時間 平成25年9月8日

教諭

小・中学校国語
科教諭向け

6,000円

15人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252638号

011-778-0699

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

北海道教育大学 食生活における課題とその対応

【講習の目的】 急速な生活環境の変化に伴い，生活様式，
価値観の変容など家庭科教育内容に影響を及ぼす要因が
多くなっている。そこで，本講習では，講義形式で食生活に
おける現代の課題について解説し、関連する簡易実験を行 酒向 史代（教育学部札幌校教授）
う。
【到達目標】 食物学の基礎をふまえ，現代的な課題を理解
する。教材化するための応用力を身につける。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学
校家庭科教諭

6,000円

12人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252639号

011-778-0699

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

新指導要領で小学校理科に新たに加えられ顕微鏡観察で
取り上げられる「水の中の小さな生き物」を材料として，水生
理科の実験実習C：身近な生き物 生物の採集方法，顕微鏡観察の基本，水生生物の形態的
北海道教育大学
の観察
特徴，水質調査の方法などに関して実験，実習を行う。な
お，その他に陸生動植物を扱った観察実験も取り入れる予
定である。

渡部 英昭（大学院教育学研究科教授）
木村 賢一（教育学部札幌校教授）
並川寛司（教育学部札幌校教授）
高久 元（教育学部札幌校教授）

北海道札幌市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

15人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252640号

011-778-0699

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

新指導要領で小学校理科に新たに加えられ顕微鏡観察で
取り上げられる「水の中の小さな生き物」を材料として，水生
理科の実験実習C：身近な生き物 生物の採集方法，顕微鏡観察の基本，水生生物の形態的
の観察
特徴，水質調査の方法などに関して実験，実習を行う。な
お，その他に陸生動植物を扱った観察実験も取り入れる予
定である。

渡部 英昭（大学院教育学研究科教授）
木村 賢一（教育学部札幌校教授）
並川寛司（教育学部札幌校教授）
高久 元（教育学部札幌校教授）

北海道札幌市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

15人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252641号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭向
け

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252642号

011-778-0699

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

北海道教育大学

北海道教育大学 解析学の基礎

【微分方程式で見る非線形の世界】
微分方程式は変化する量の関係を記述します。微分積分の
計算だけでは簡単には解けない非線形の微分方程式を、中 後藤俊一（教育学部札幌校准教授）
学・高校で学ぶ数学を使って「解く」方法とその結果がもたら
す意味を理解することについて学んでいきたいと思います。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

北海道教育大学

本講座では、小中高の社会科地理・生活科・総合学習・地
域学習等を想定し、空知地方の道有林を実際に訪ねて林業
森林・林業体験で考える地域と環 体験を行い、現地で緑や周辺環境を体験することの重要性
武田 泉（教育学部札幌校准教授）
と、校外学習の企画他を学びます。
境
朝札幌校に集合後、午前・午後に林業体験や森林散策を
予定、その後教室で関連講義の後、認定試験を行います。

北海道教育大学

ドイツの実践に学ぶ障害児者の
教育と余暇・スポーツ

子どもの健康に関する今日的課
北海道教育大学
題

子どもの健康に関する今日的課
北海道教育大学
題

海外の取り組みとして注目される、ドイツにおけるインクルー
ジョンや特別支援教育の動向と卒業後の移行に向けた余
安井友康（北海道教育大札幌校教授）
暇・スポーツ支援について、テキストや実践場面の映像を通
して学ぶ。特に学校と他機関との連携や地域の環境形成な
どについて、日本における今後の支援のあり方を考える。
子どもの健康に関する今日的課題について，環境保健の視
点，保健教育の観点からの２点を述べる。
1．感染症の感染と防御の機構について，特にこどもの体を 青井 陽（教育学部札幌校准教授）
前上里 直（教育学部札幌校准教授）
視点において学ぶ。
2．健康に望ましい行動形成を促す保健学習の進め方につ
いて，態度形成，認識形成過程の観点から検討する。
子どもの健康に関する今日的課題について，環境保健の視
点，保健教育の観点からの２点を述べる。
1．感染症の感染と防御の機構について，特にこどもの体を 青井 陽（教育学部札幌校准教授）
前上里 直（教育学部札幌校准教授）
視点において学ぶ。
2．健康に望ましい行動形成を促す保健学習の進め方につ
いて，態度形成，認識形成過程の観点から検討する。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道札幌市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小・中学校・高等
学校教諭（主に地
歴科・社会科・生
活科・総合学習・
地域学習等）

6,000円

25人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252643号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年8月7日

教諭

特別支援学校(養
護学校）、特別支
援学級、通級によ
る指導、通常学
級の指導者

6,000円

80人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252644号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年8月7日

養護教
養護教諭向け
諭

6,000円

60人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252645号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年12月22日

養護教
養護教諭向け
諭

6,000円

60人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252646号

011-778-0699

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

北海道教育大学

小学校家庭科、中学校技術・家庭科（家庭分野）の教材研
究として、スライバーウールを用いた「繊維から糸へ、糸から
小・中学校家庭科教材研究－糸
布へ」の実習をおこなう。原材料の羊毛繊維から糸への加 増渕 哲子（教育学部札幌校准教授）
から布へ－
工、さらに糸から「織り」、その作品化までの経緯をたどって
いく。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小・中学校家庭
科担当教諭

6,000円

20人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252647号

011-778-0699

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

北海道教育大学

小・中学校の理科のうち物理分野に関連する講義・実験・
実習を行う。内容は「エネルギー」、「雪・氷の物理」に関係す
理科の実験実習A：物理とエネル る事柄のほか原子力発電など最近の科学の話題を取り上 岡崎 隆（教育学部札幌校教授）
げる。理科年表の活用法、テスターなどの基本的測定機器 尾関俊浩（教育学部札幌校准教授）
ギー
の使用法の実習を行う。成績は筆記試験の結果を考慮して
総合的に評価する。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校・中学校
理科教諭向け

6,000円

15人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252648号

011-778-0699

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

北海道教育大学 漢字の基礎

漢字に関するさまざまな基礎的知識について再確認し,そ
の指導法についても考えます。主として取り上げる内容は,
「漢字」とは何か,漢字の起源と変遷,漢字の総数はどれくら
後藤秋正（教育学部札幌校教授）
いあるか,部首について,漢字の日本への伝来,音と訓,日本の
漢字改革,中国の文字改革,日本と中国は「同文同種」か,漢
字の将来などです。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

30人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252649号

011-778-0699

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

北海道教育大学 漢字の基礎

漢字に関するさまざまな基礎的知識について再確認し,そ
の指導法についても考えます。主として取り上げる内容は,
「漢字」とは何か,漢字の起源と変遷,漢字の総数はどれくら
後藤秋正（教育学部札幌校教授）
いあるか,部首について,漢字の日本への伝来,音と訓,日本の
漢字改革,中国の文字改革,日本と中国は「同文同種」か,漢
字の将来などです。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月21日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

30人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252650号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252651号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年8月8日

教諭

中学校・高等学
校英語科・国語
科教諭

6,000円

30人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252652号

011-778-0699

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

TIMSS,PISA等の国際的な調査では日本の子どもの算数・
数学の成績は高い水準にありながら、算数・数学が楽しくな
い、嫌いだと答えている子どもが世界と比較して非常に多い
算数的な見方・考え方を育てる授
北海道教育大学
という結果が出ている。本研修では，子どもの主体的な学習 大久保和義（大学院教育学研究科教授）
業の展開
を大事にする問題解決的な学習を通して，子どもが楽しみな
がら学び，本質的な理解を大事にした学習のあり方を追求
する。

北海道教育大学 英語と日本語の文構造

この講習は、英語と日本語の文構造を対照的に分析できる
ようになることを目的としています。まず、英語と日本語を分
析する際に必要な事柄・用語を確認し、英語と日本語の文
構造の類似点と相違点を探ります。次に、英語と日本語の
大賀 京子（教育学部札幌校准教授）
文構造を対照的に分析するための方法を学びます。最後
に、各参加者が実際に簡単な構文の分析に挑戦します。参
加者同士でのディスカッションも行いながら、議論を進めま
す。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

北海道教育大学

北海道教育大学

講習の名称

学校における健康問題（生活習
慣病と医療的ケア）

学校における健康問題（生活習
慣と医療的ケア）

講習の概要

担当講師

・生活習慣病と肥満の判定： 国民医療費の約３割、死因の
約６割を占めている生活習慣病の理解と、その原因のひと
つである肥満の判定法を経験する。
・医療的ケアが必要な幼児児童生徒一人ひとりのニーズに 岡安 多香子（教育学部札幌校教授）
あわせた教育的配慮の必要性と、３項目の医療的ケアにつ 津村 直子（教育学部札幌校教授）
いて医学的・法律学的な背景、援助の方法を理解し、学校 山田 玲子（教育学部札幌校准教授）
内の支援体制とコーディネーターとしての力量の向上を図
る。
・生活習慣病と肥満の判定： 国民医療費の約３割、死因の
約６割を占めている生活習慣病の理解と、その原因のひと
つである肥満の判定法を経験する。
・医療的ケアが必要な幼児児童生徒一人ひとりのニーズに 岡安 多香子（教育学部札幌校教授）
あわせた教育的配慮の必要性と、３項目の医療的ケアにつ 津村 直子（教育学部札幌校教授）
いて医学的・法律学的な背景、援助の方法を理解し、学校 山田 玲子（教育学部札幌校准教授）
内の支援体制とコーディネーターとしての力量の向上を図
る。

北海道教育大学 植物育成・栽培実践の指導法

小･中学校等では、これまでも生活科、理科、技術･家庭等で
植物教材が活用されているが、近年、環境教育や食育等の
充実により、さらに実践的な内容による指導が求められてい
佐藤 肇（教育学部札幌校非常勤講師）
る。本講習では、植物教材の育成(栽培)方法について、学校
現場で見られる様々な問題点の解決方法を解説しながら、
最新の知見や技術を小実習を含めて検討する。

北海道教育大学 植物育成・栽培実践の指導法

小･中学校等では、これまでも生活科、理科、技術･家庭等で
植物教材が活用されているが、近年、環境教育や食育等の
充実により、さらに実践的な内容による指導が求められてい
佐藤 肇（教育学部札幌校非常勤講師）
る。本講習では、植物教材の育成(栽培)方法について、学校
現場で見られる様々な問題点の解決方法を解説しながら、
最新の知見や技術を小実習を含めて検討する。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道札幌市

6時間 平成25年8月8日

養護教
養護教諭
諭

6,000円

60人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252653号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年12月23日

養護教
養護教諭
諭

6,000円

60人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252654号

011-778-0699

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

教諭

幼稚園・小・中学
校及び特別支援
学校で生活科，
理科，技術・家
庭，総合的な学
習等を担当する
教諭向け

6,000円

20人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252655号

011-778-0699

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

6,000円

15人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252656号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年8月9日

北海道室蘭市

6時間 平成25年9月7日

教諭

幼稚園・小・中学
校及び特別支援
学校で生活科，
理科，技術・家
庭，総合的な学
習等を担当する
教諭向け

北海道札幌市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校・中学校
理科教諭

6,000円

15人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252657号

011-778-0699

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

北海道教育大学 認知と学習の心理学

授業を構成するための基礎となる認知心理学と，応用的な
学習心理学を学びます。
認知心理学では，次の事項について概観します。
①記憶のネットワーク構造と精緻化：新しい情報はどのよう
鹿内 信善（教育学部札幌校教授）
に知識として定着するのか？，②メタ認知とその測定：自己
吉野 巌（教育学部札幌校准教授）
を客観的に認知する能力−メタ認知の機能，測定，育成。
学習心理学では，次の事項について概観します。
①授業改善の方法，②新しい学力ヴィジュアルリテラシーの
育成方法，③創造性開発の方法，④その他。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月9日

教諭

学校種，教科種
を問わない

6,000円

40人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252658号

011-778-0699

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

北海道教育大学 認知と学習の心理学

授業を構成するための基礎となる認知心理学と，応用的な
学習心理学を学びます。
認知心理学では，次の事項について概観します。
①記憶のネットワーク構造と精緻化：新しい情報はどのよう
鹿内 信善（教育学部札幌校教授）
に知識として定着するのか？，②メタ認知とその測定：自己
吉野 巌（教育学部札幌校准教授）
を客観的に認知する能力−メタ認知の機能，測定，育成。
学習心理学では，次の事項について概観します。
①授業改善の方法，②新しい学力ヴィジュアルリテラシーの
育成方法，③創造性開発の方法，④その他。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月23日

教諭

学校種，教科種
を問わない

6,000円

40人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252659号

011-778-0699

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

北海道教育大学 特別支援教育の基礎

特別支援教育の対象となる児童生徒の障害種や基本的な
考え方、個別化等の留意点、アセスメントをはじめとした児
青山 眞二（教育学部札幌校教授）
童理解の方法等に関する基礎講義である。そのため、特別
三浦
哲（教育学部札幌校教授）
支援教育の初任者または未経験者を対象とした内容であ
る。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月9日

教諭

特別支援学校
（養護学校）、特
別支援学級、通
級による指導、通
常学級の担当者

6,000円

100人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252660号

011-778-0699

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

北海道教育大学 特別支援教育の基礎

特別支援教育の対象となる児童生徒の障害種や基本的な
考え方、個別化等の留意点、アセスメントをはじめとした児
青山 眞二（教育学部札幌校教授）
童理解の方法等に関する基礎講義である。そのため、特別
三浦
哲（教育学部札幌校教授）
支援教育の初任者または未経験者を対象とした内容であ
る。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月7日

教諭

特別支援学校
（養護学校）、特
別支援学級、通
級による指導、通
常学級の担当者

6,000円

100人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252661号

011-778-0699

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

北海道教育大学

理科の実験実習Ｄでは、地学分野の「大地のつくりと変化」
を対象とする。化石採集と漂着物観察を実際に野外で体験
理科の実験実習D：化石と漂着物
することを目的とする。そのため、札幌近郊での日帰り巡検 鈴木明彦（教育学部札幌校教授）
から読む自然誌
を予定している。なお天候不良の場合は、実験室において
示準化石のレプリカ作成を体験する。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道教育大学 日本人と「木の文化」

日本は「木の文化」といわれる。それは、古来より、日本人が
木の性質を知り、それぞれの木の性質に応じて、用途の使
いわけをしてきたからである。日本人がどのような木を使用
大矢智（教育学部札幌校准教授）
してきたのかを、木材の性質と関連付けながら概説する。
また、主要な木材製品の一つである、紙の歴史や製造法等
について述べる。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月10日

教諭

小学校・中学校
技術科教諭向け

6,000円

20人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252662号

011-778-0699

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

北海道教育大学 日本人と「木の文化」

日本は「木の文化」といわれる。それは、古来より、日本人が
木の性質を知り、それぞれの木の性質に応じて、用途の使
いわけをしてきたからである。日本人がどのような木を使用
大矢智（教育学部札幌校准教授）
してきたのかを、木材の性質と関連付けながら概説する。
また、主要な木材製品の一つである、紙の歴史や製造法等
について述べる。

北海道室蘭市

6時間 平成25年9月8日

教諭

小学校・中学校
技術科教諭向け

6,000円

20人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252663号

011-778-0264

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

北海道教育大学 日本人と「木の文化」

日本は「木の文化」といわれる。それは、古来より、日本人が
木の性質を知り、それぞれの木の性質に応じて、用途の使
いわけをしてきたからである。日本人がどのような木を使用
大矢智（教育学部札幌校准教授）
してきたのかを、木材の性質と関連付けながら概説する。
また、主要な木材製品の一つである、紙の歴史や製造法等
について述べる。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月21日

教諭

小学校・中学校
技術科教諭向け

6,000円

20人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252664号

011-778-0264

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

小学校体育科の内容で取り扱われる「体つくり運動」，「陸上
運動系」，「ボール運動系」の3つについて，指導上の基礎的
な観点を実技を通じて解説します。具体的には「体つくり運
神林 勲（教育学部札幌校教授）
小学校体育における実技指導の 動」では用具を操作する運動（遊び）における投げる・捕る，
石澤 伸弘（教育学部岩見沢校准教授）
北海道教育大学
「陸上運動系」では陸上運動の短距離走，ハードル走，走り
基礎
中道 莉央（教育学部札幌校講師）
幅跳びの基本的な動作，「ボール運動系」ではゴール型を題
材にボールを持たない人の動き等を中心に講習を展開しま
す。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月10日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252665号

011-778-0699

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

世界遺産学習は，世界の歴史や自然，文化の多様性などに
ついて学習過程を通して，地域づくりや相互理解，世界平和
について考え，学ぶものです。このため，世界遺産学習は，
持続発展社会をめざした教育（ESD）として位置づいていま
今 尚之（教育学部札幌校准教授）
北海道教育大学 地域遺産・世界遺産学習とＥＳＤ
す。講習では，体験学習の手法を取り入れた世界遺産学習
の教材を実際に用いた演習と小講義によって，身近な文化
財など地域遺産の教材化と，世界遺産学習やESDについて
考えてみます。

北海道札幌市

6時間 平成25年9月3日～
平成25年9月4日

教諭

小・中学校、高等
学校教諭向け

6,000円

30人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252666号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間

平成25年9月5日～
平成25年9月6日

教諭

小学校・中学校
社会科･高等学校
地理歴史・公民
教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252667号

011-778-0699

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

北海道教育大学 カウンセリングの基礎

生徒や保護者，同僚とのコミュニケーションを改善したい人
のための講座です。実践ですぐに役立つカウンセリング・ス
キルを講義とロールプレイを通して学びます。具体的内容と
しては，①相手（生徒・保護者・同僚）の話を共感的に「聴く」
三上 謙一（保健管理センター准教授）
ためのスキル，②自分の気持ちも相手の気持ちも大切にし
ながら相手に「話す」ためのスキル，③学校で災害や事故が
起きた際の緊急の心のケアの方法，④こころの病の基礎知
識、を主に予定しています。

北海道小樽市

6時間 平成25年8月8日

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252668号

011-778-0699

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

北海道教育大学 カウンセリングの基礎

生徒や保護者，同僚とのコミュニケーションを改善したい人
のための講座です。実践ですぐに役立つカウンセリング・ス
キルを講義とロールプレイを通して学びます。具体的内容と
しては，①相手（生徒・保護者・同僚）の話を共感的に「聴く」
三上 謙一（保健管理センター准教授）
ためのスキル，②自分の気持ちも相手の気持ちも大切にし
ながら相手に「話す」ためのスキル，③学校で災害や事故が
起きた際の緊急の心のケアの方法，④こころの病の基礎知
識、を主に予定しています。

北海道室蘭市

6時間 平成25年9月7日

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252669号

011-778-0699

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

北海道教育大学 カウンセリングの基礎

生徒や保護者，同僚とのコミュニケーションを改善したい人
のための講座です。実践ですぐに役立つカウンセリング・ス
キルを講義とロールプレイを通して学びます。具体的内容と
しては，①相手（生徒・保護者・同僚）の話を共感的に「聴く」
三上 謙一（保健管理センター准教授）
ためのスキル，②自分の気持ちも相手の気持ちも大切にし
ながら相手に「話す」ためのスキル，③学校で災害や事故が
起きた際の緊急の心のケアの方法，④こころの病の基礎知
識、を主に予定しています。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月22日

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

6,000円

20人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252670号

011-778-0699

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

北海道教育大学

外国為替制度の基本的な知識を、金本位制・固定相場制・
金本位制・固定相場制・変動相場 変動相場制の３つの制度から見ていく。また、それをどのよ
制
うに教えていく方法について考える。これらは、歴史的分野
や公民的分野での教育に役に立つと思われる。

濱地秀行（教育学部札幌校講師）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道教育大学 歴史からみる現代中国

現在の中国を巡る様々な問題、例えば人口問題と「一人っ
子制度」、都市と農村の格差の問題、広大な版図を持つに
至った状況とその中でのチベット、新疆での民族問題、さら
夏井 春喜（教育学部札幌校教授）
に現在もなお大きな問題となっている近代の日中関係など
を、歴史的アプローチから考えます。日本と東アジアを理解
するための教材を考えるきっかけを提供したいと思います。

北海道室蘭市

6時間 平成25年9月8日

教諭

小・中学校社会
科歴史分野、高
等学校地歴科世
界史教諭向け

6,000円

40人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252671号

011-778-0699

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

北海道教育大学 学校ＧＷTとコミュニケーション

児童・生徒のコミュニケーション能力を高める学校ＧＷＴ（グ
ループワークトレーニング）について，参加型体験学習方式
（演習と小講義）で学びます。アイスブレイク，One Wayコミュ
今 尚之（教育学部札幌校准教授）
ニケーション，情報カードによる問題解決などの演習課題に
取り組み，小講義によって，学校ＧＷＴ，体験学習などにつ
いて理解を深めます。評価は筆記試験によります。

北海道室蘭市

6時間 平成25年9月8日

教諭

小・中学校、高等
学校教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252672号

011-778-0699

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

北海道教育大学 歴史の中に見る英語のトリビア

日常使っている言葉にも、それぞれの長くて意外な歴史が
あるものです。小林旭は、ヘンリー８世の離婚騒動とどんな
関係を持っているのか、そんな話も出てくるかもしれません。
本堂 知彦（教育学部札幌校教授）
知っておくと楽しい英語のトリビアを学びながら、イギリスの
言葉と文化の歴史を再訪します。講習の中では、イギリスの
音楽や絵画にも触れる予定です。

北海道室蘭市

6時間 平成25年9月8日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252673号

011-778-0699

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

北海道教育大学 日本語のオト

言語はまずもってオトとして存在します。しかし私たちは、
言語というとしばしば書かれたものを想起したり、文字と言語
を混同したりしがちになります。言語音に関する知識も、文
吉見 孝夫（教育学部札幌校教授）
法や表記のそれに比べると不確かだと言わざるを得ませ
ん。この講座では、日本語を対象にしてオトとしての言語を
考え、国語科の授業に少しでも役立つことをめざします。

北海道小樽市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校免許か
中・高校国語免
許の取得者に限
る

6,000円

20人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252674号

011-778-0699

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

北海道教育大学 現代社会を経済学で読む

サブプライム以降，現代資本主義は不安，動揺のなかに
ある。そこで，マスコミ報道を材料として，マネーゲームを中
宮田 和保（教育学部札幌校教授）
心に，世界経済と日本経済の基本的な動向について考察す
る。

北海道小樽市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校・中学校
（社会科）・高等
学校（公民）教諭
向け

6,000円

30人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252675号

011-778-0699

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

北海道教育大学

何故計算機で計算が出来るの
か？

情報基礎が技術・家庭科に導入されてから２５年目を迎え
るが，本講習は，その中心となる計算機について「何故計算
余湖 静也（教育学部札幌校非常勤講師）
機で計算が出来るのか？」を初心者にも理解してもらえるこ
とを主な目的としている。

北海道小樽市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校・中学校
技術・家庭科教
諭向け

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252676号

011-778-0699

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

北海道教育大学

「音楽づくり」「創作」の学習と指
導

音楽科における「音楽づくり」「創作」の基本的な考え方につ
いて、特に、学習過程で児童生徒に意識させたい視点は何
か、指導上留意すべき観点は何かについて、考察します。 寺田 貴雄（教育学部札幌校准教授）
講習に際しては、具体的実践事例を基に検討したり、実際に
音楽をつくる活動を体験しつつ、深い理解を目指します。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月7日

教諭

小学校・中学校
音楽科教諭

6,000円

15人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252677号

011-778-0699

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

北海道教育大学

地域史の方法を考える－イギリ
スを事例に

20世紀後半に発展したイギリス地域史研究、特にレスター
大学イギリス地方史学科の活動を事例に、地域史の考え方
石井 健（教育学部札幌校准教授）
や方法について講義する。それをふまえ、歴史教育に取り
入れられた場合の、地域史的手法の可能性を検討する。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月7日

教諭

小・中学校社会
科歴史分野、高
等学校地歴科世
界史教諭向け

6,000円

20人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252678号

011-778-0699

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

北海道教育大学 身近な水環境と化学

地球上の水についての基礎的な知識を確認した上で，酸
性雨や水質汚染などの最新の内容を習得し，また身近な環
蠣崎 悌司（教育学部札幌校教授）
境の状態を知ることで，小学校の生活科や理科，中学校の
菅 正彦（教育学部札幌校准教授）
理科，および小中学校の総合的な学習の時間等で，水を中
心とした環境教育を行う際の参考となる知識を習得する。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月7日

教諭

小学校・中学校
理科教諭向け

6,000円

30人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252679号

011-778-0699

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

北海道教育大学 タスクを用いる英語の授業

英語教育において，タスクを用いた活動が盛んに行われて
いる。ここでは，その理論的な背景と研究の結果を概観す
る。また，タスク教材の作成の仕方と授業運営の仕方につい 横山吉樹（教育学部札幌校教授）
て洞察を深める。また，参加者に実際に授業をしてもらい，
問題点などを論じる。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月8日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

30人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252680号

011-778-0699

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

北海道教育大学 タスクを用いる英語の授業

英語教育において，タスクを用いた活動が盛んに行われて
いる。ここでは，その理論的な背景と研究の結果を概観す
る。また，タスク教材の作成の仕方と授業運営の仕方につい 横山吉樹（教育学部札幌校教授）
て洞察を深める。また，参加者に実際に授業をしてもらい，
問題点などを論じる。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月22日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

30人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252681号

011-778-0699

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

北海道教育大学 経済学の基礎

現代の主流経済学である新古典派経済学を継承した，新
自由主義の経済学が想定している人間像（ホモ・エコノミック 宮田和保（教育学部札幌校教授）
ス）について，批判的に考察する。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月8日

教諭

小学校，中学校（社
会科），高等学校（公
民）教諭向け

6,000円

25人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252682号

011-778-0699

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

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数
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ＵＲＬ

北海道教育大学 理科の実験実習E：水への理解

酸塩基，錯形成，酸化還元反応の基礎的な理解と，それら
の容量分析法への応用を解説する。市販飲料水等をモデル
試料として水質分析（硬度及び化学的酸素消費（要求）量測 蠣崎 悌司（教育学部札幌校教授）
定等）を行い，水質に対する理解と化学反応および安全な 菅 正彦（教育学部札幌校准教授）
実験技術の向上・再確認を行う。最後にそれらを踏まえた筆
記の試験を行う予定である。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月21日

教諭

小学校・中学校
理科教諭向け

6,000円

16人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252683号

011-778-0699

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

北海道教育大学 理科の実験実習E：水への理解

酸塩基，錯形成，酸化還元反応の基礎的な理解と，それら
の容量分析法への応用を解説する。市販飲料水等をモデル
試料として水質分析（硬度及び化学的酸素消費（要求）量測 蠣崎 悌司（教育学部札幌校教授）
定等）を行い，水質に対する理解と化学反応および安全な 菅 正彦（教育学部札幌校准教授）
実験技術の向上・再確認を行う。最後にそれらを踏まえた筆
記の試験を行う予定である。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月22日

教諭

小学校・中学校
理科教諭向け

6,000円

16人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252684号

011-778-0699

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

北海道教育大学 いじめを哲学する

学校現場で大きな問題になっている「いじめ」を哲学的に考
える。いじめは現在、実に多様化・潜在化しており、いじめに
対する対応も非常に難しくなっている。本講習では、こどもの
アイデンティティ形成において重要な意味をもつ「他者との 佐山圭司（教育学部札幌校准教授）
関係」から、いじめの問題を哲学的に考えてみたい。その
際、「差異」「承認」「排除」、あるいは「個性化」「社会化」「抑
圧」などがキーワードになる。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月21日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

30人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252685号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年12月21日

教諭

中学校美術科教
諭向け

6,000円

18人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252686号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年12月21日

教諭

小・中学校、高等
学校教諭向け

6,000円

15人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252687号

011-778-0699

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

新しい中学校の学習指導要領が完全実施となり1年が経
ちます。指導計画の作成と内容の取り扱いを参考としなが
ら，教科経営にご苦労されていることと思います。その一方
で，美術の教員数が減少し，専門外の教員が授業を担当す
中学校美術科の授業及び教科経 るケースも少なくなく，美術科教員の研修の在り方が問われ
花輪 大輔（教育学部札幌校講師）
北海道教育大学
ている現状があります。そこで，今回の講習では，授業改善
営改善の在り方
を中心とした教科経営力の向上を目指し，美術の授業や評
価，そして年間指導計画の最適化の在り方を探求します。

北海道教育大学

調べ学習に役立つパスファイン
ダー

児童・生徒の調べ学習などに役立つ，情報源への道しるべ
となるパスファインダーの作成演習により，インターネットを
用いた情報検索を演習形式で学習します。情報源の特徴を
学び，授業で使える情報検索力を獲得します。さらに，パス
今 尚之（教育学部札幌校准教授）
ファインダーの授業や学校図書館での活用などについて検
討します。評価は，課題を作成し，その発表によって行いま
す。調べ学習や学校図書館の充実に関心ある先生方の受
講をお待ちします。

北海道教育大学

ドイツの実践に学ぶ障害児者の
教育と余暇・スポーツ

海外の取り組みとして注目される、ドイツにおけるインクルー
ジョンや特別支援教育の動向と卒業後の移行に向けた余
安井友康（教育学部札幌校教授）
暇・スポーツ支援について、テキストや実践場面の映像を通
千賀 愛（教育学部札幌校准教授）
して学ぶ。特に学校と他機関との連携や地域の環境形成な
どについて、日本における今後の支援のあり方を考える。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月21日

教諭

特別支援学校(養
護学校）、特別支
援学級、通級によ
る指導、通常学
級の指導者

6,000円

80人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252688号

011-778-0699

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

小学校外国語（英語）活動の基本理念、指導方法、教材、
英語表現・発音の基礎、および関連諸学問分野の知見を含
萬谷隆一（教育学部札幌校教授）
めて講義・演習を行う。また、小学校外国語活動と中学校英
語をつなぐ視点から、連携のあり方についても検討する。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月22日

教諭

小学校，中学校
英語科教諭向け

6,000円

30人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252689号

011-778-0699

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

1937年に『日本小国民文庫』の第5巻として出版された『君た
ちはどう生きるか』は、刊行後70年以上経た現在においても
吉野源三郎『君たちはどう生きる
なお熟読に値する名著である。本講習では、著者吉野源三
北海道教育大学 か』から「社会」と「道徳」の授業
佐山圭司（教育学部札幌校准教授）
郎が、日中戦争に突き進む当時の日本の青少年に伝えよう
づくりを考える
としたことを読み解きながら、社会科と道徳の授業のあり方
や両者の関連を考えてみたい。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月23日

教諭

小学校・中学校
(社会科)教諭

6,000円

30人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252690号

011-778-0699

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

子どもを取り巻く教育環境の改善には，地域や家庭の力が
必要といわれています。社会教育は，地域の教育力の活性
化やまちづくり（地域自治など）が主題として選ばれ，社会性
（公の心）の啓培，その他公共的課題の解決をめざしていま
北海道教育大学 学校・家庭・地域を結ぶ社会教育
今 尚之（教育学部札幌校准教授）
す。この講習では，子どもの成長と社会教育のかかわりや
学校支援，家庭と学校を結ぶ社会教育実践，そして教育専
門職としての社会教育主事の働きなどを，北海道内の事例
をもとに説明をします。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月23日

教諭

小・中学校、高等
学校教諭向け

6,000円

50人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252691号

011-778-0699

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

北海道教育大学 小学校外国語活動の基礎

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

オイラー円を使った推論と、定言三段論法と仮言三段論法、
全称量化と条件法・否定に関する現代的な推論とを比較し、
初等的な論理学への入門をおこなう。続いて、ヴェン図によ
オイラー円とヴェン図の論理と哲 る推論を導入して、オイラー円による推論との差異や、存在
中川 大（教育学部札幌校教授）
北海道教育大学
量化や連言・選言の推論の意味について検討する。最後に
学
多重量化の推論を紹介し、伝統的三段論法や、オイラー円
やヴェン図を使う推論の限界と、現代論理学の利点につい
て考える。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

学校種，教科種
を問わない

6,000円

20人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252692号

011-778-0699

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

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

6,000円

30人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252693号

011-778-0699

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

小学校教諭向け

6,000円

12人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252694号

011-778-0699

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

教諭

小・中・高等学校
理科教諭向け

6,000円

16人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252695号

011-778-0699

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

6時間 平成25年8月8日

教諭

国語科教諭向け

6,000円

40人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252696号

011-778-0699

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

北海道函館市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小・中体育教諭
向け

6,000円

10人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252697号

011-778-0699

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

北海道函館市

6時間 平成25年8月8日

教諭

中・高国語科教
員向け

6,000円

30人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252698号

011-778-0699

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

特別な設備や道具、工具などが無くても実践のできる、工芸
的な教材を提案します。小学校の図画工作や特別支援学級
における作業学習での教材として採用できるもので、難易度
図画工作・特別支援教育作業学 は高くはありません。特別支援学校での作業学習の目的を
北海道教育大学
阿部二郎（教育学部函館校准教授）
習のための教材製作
達成させる要素も組み込むことが可能な教材でもあります。
参加者が実際に作成する実技演習が中心となります。そこ
で児童・生徒に指導する際に必要な最低限度の技能を獲得
することが講習の目的です。

北海道函館市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小・特別支援教
諭向け

6,000円

10人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252699号

011-778-0699

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

特別な設備や道具、工具などが無くても実践のできる、工芸
的な教材を提案します。小学校の図画工作や特別支援学級
における作業学習での教材として採用できるもので、難易度
図画工作・特別支援教育作業学 は高くはありません。特別支援学校での作業学習の目的を
北海道教育大学
阿部二郎（教育学部函館校准教授）
習のための教材製作
達成させる要素も組み込むことが可能な教材でもあります。
参加者が実際に作成する実技演習が中心となります。そこ
で児童・生徒に指導する際に必要な最低限度の技能を獲得
することが講習の目的です。

北海道函館市

6時間 平成25年12月14日

教諭

小・特別支援教
諭向け

6,000円

10人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252700号

011-778-0699

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

北海道札幌市

6時間 平成25年12月23日

「食育基本法」制定の背景と目的・推進計画などを理解し、
現在の子どもたちに求められている食育とは何か。また、自
分自身の食生活の実態を振り返るとともに、食育を指導する
教師としての役割について再考する。また、食育の基本は家 佐々木 貴子（教育学部札幌校教授）
庭にあるものの、現状では難しくなっている子どもたちの家
庭環境をふまえて、学校給食などを通して実施されている食
育の実践例についても学ぶ。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月23日

北海道教育大学 雪の教育活用を探る

雪の学習をサポートするWebページ「北海道雪たんけん館」
を開発し、教育現場での活用を図ってきた。雲の中での雪の
成長機構、雪結晶の形など、そのために必要な基礎知識を
解説する。また、雪を‘観る’という視点から、降雪と積雪の 高橋庸哉（教育学部札幌校教授）
観察を児童とどのように進めたらよいかを解説･実習する。
小学校における理科、総合的な学習の時間等での活用を期
待する。

北海道札幌市

6時間 平成25年12月27日

教諭

北海道教育大学 断層を作る

2011年の大震災の後，地震や津波災害への社会的な関
心が高まっている．教育においても，日本が火山・地震国と
の前提に立ち，自然との共生や自然災害を取り上げることと
なった．本講習では「地震と断層」について取り上げ，道南周 鴈澤好博(教育学部函館校教授)
辺の断層を例に断層の調査方法を通し，また，小麦粉パウ
ダーを使った断層再現実験を通して，自然科学的な側面か
ら，理科教科指導における理解能力の向上を図る。

北海道函館市

6時間 平成25年8月8日

北海道教育大学 改定常用漢字表の諸問題

2010年暮れに29年ぶりに改定された常用漢字表について、
終戦直後の当用漢字表からの変遷を振り返りながら、経緯
木村哲也（教育学部函館校准教授）
や問題点などを簡単にまとめる。日常の漢字生活を見直す
きっかけともしたい。

北海道函館市

北海道教育大学 初心者のための剣道

本講座では，武道としての剣道文化の特性に触れ，剣道の
基本的な技術や礼法・所作，および日本剣道形の一部を体
得する。また，竹刀の特性を理解した上でその組み立て方を 吉村功（教育学部函館校教授）
実習するほか，剣道着・袴・防具の着装の仕方などについて
も，実践を通して学ぶことを目的とする。

北海道教育大学 方丈記を読む

方丈記は代表的古典の一つであり、特に阪神・淡路大震
災や東日本大震災のような災害が起こる度に、地震を始め
とする災害の真に迫る描写が注目される。ではその方丈記
杉浦清志（教育学部函館校教授）
はいつどのような人物によって書かれたのか、作者と作品に
関する最新の研究成果に触れるとともに、時間の許す限り
方丈記を読解する。

北海道教育大学

食育の観点をふまえた望ましい
食習慣の形成と教師の役割

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道教育大学 環境問題を考える

本講習では，今日の社会的課題の一つといえる環境問題を
取り上げる．環境問題を社会科学の視点から捉えて，歴史
的な展開，環境法制度や国際条約，環境政策などについて 淺木洋祐（教育学部函館校准教授）
考える．環境問題をどのように考えて，行動していくべきかを
学ぶ．フィールドワークも行う．

北海道函館市

6時間 平成25年8月8日

教諭

全教諭

6,000円

40人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252701号

011-778-0699

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

北海道教育大学 環境問題を考える

本講習では，今日の社会的課題の一つといえる環境問題を
取り上げる．環境問題を社会科学の視点から捉えて，歴史
的な展開，環境法制度や国際条約，環境政策などについて 淺木洋祐（教育学部函館校准教授）
考える．環境問題をどのように考えて，行動していくべきかを
学ぶ．フィールドワークも行う．

北海道函館市

6時間 平成25年12月14日

教諭

全教諭

6,000円

40人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252702号

011-778-0699

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

近年，子どもたちの学校でのストレスとのつきあい方，よりよ
い人間関係の作り方に関する学習のために，ソーシャルス
キル教育などが行われている。本講習ではソーシャルスキ 本田真大（教育学部函館校講師）
ルを育成する必要性とソーシャルスキル教育の理論的背景
を踏まえた上で，実際の教育方法の体験実習を行う。

北海道函館市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小・中・高現職教
諭向け

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252703号

011-778-0699

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

辞典は引くものばかりでもなく、読むものであることをあらた
めて実感してもらう。関連項目の引き比べや、辞書間の比
較、改定作業の実際にふれてもらい、辞書を見直すきっか 木村哲也（教育学部函館校准教授）
けとする。また、その人に合った辞書の選び方についても考
えてみたい。

北海道函館市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252704号

011-778-0699

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

C 言語のプログラミングの基本（入出力，定数・変数，プログ
ラム基本構造，順次，選択，繰り返し，関数）を学んだ後，入
金光秀雄（教育学部函館校教授）
門的なアルゴリズム（最大，探索，ソーティング，部分和問
題）について，計算量の基本概念も把握しながらプログラミ
ングを通じて学ぶ。

北海道函館市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中・高数学、理
科、工業教員向
け

6,000円

5人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252705号

011-778-0699

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

徒然草は中学でも高校でも定番教材だが、教科書に取り
上げられるのは特定の段に集中している。それはやむをえ
ないが、本当は徒然草とはどのような作品なのかを知るため
杉浦清志（教育学部函館校教授）
には、最新の研究成果に基づく知識を得るとともに、最初か
ら読んでみる必要があるのではないか。限られた時間で当
然全ては読めないが、冒頭の十数段を目標に読んでみる。

北海道函館市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中・高国語科教
諭向け

6,000円

30人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252706号

011-778-0699

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

子どもの知的好奇心をかきたて
る不思議教材の工作

児童・生徒の「知的好奇心」を喚起しつつ、仕組み・原理を理
解することでより一層「感心・感動」できるような教材を提案し
ます。図画工作や理科、算数・数学の教材として活用できま
す。特別活動や「総合的な学習の時間」において単発的に
扱うこともできます。具体的な教材を紹介し、教員が製作指 阿部二郎（教育学部函館校准教授）
導もできるようにノウハウを公開し、その示範演技の演習ま
でを行います。講習は，多数の教科を横断する内容にもなっ
ていますので，主な受講対象者を「全ての教諭」としていま
す。

北海道函館市

6時間 平成25年8月9日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

20人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252707号

011-778-0699

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

子どもの知的好奇心をかきたて
る不思議教材の工作

児童・生徒の「知的好奇心」を喚起しつつ、仕組み・原理を理
解することでより一層「感心・感動」できるような教材を提案し
ます。図画工作や理科、算数・数学の教材として活用できま
す。特別活動や「総合的な学習の時間」において単発的に
扱うこともできます。具体的な教材を紹介し、教員が製作指 阿部二郎（教育学部函館校准教授）
導もできるようにノウハウを公開し、その示範演技の演習ま
でを行います。講習は，多数の教科を横断する内容にもなっ
ていますので，主な受講対象者を「全ての教諭」としていま
す。

北海道函館市

6時間 平成25年12月15日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

20人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252708号

011-778-0699

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

北海道教育大学 昔話の背後を読む

「昔話」と聞いたとき、我々は普通それには定番とも言える
「正しい形」があるものと思いこみがちである。しかし実際に
読み比べてみると、むしろ流動性のうちにこのジャンルの活
力が秘められているように思えてならない。この講習では国 高橋修（教育学部函館校教授）
際的に分布している幾つかの昔話を取り上げ、様々な時代・
様々な土地に伝わる話を読み比べてその多様性や変容の
あり方を観察し、昔話の生き様に光を当てることを試みる。

北海道函館市

6時間 平成25年8月10日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

15人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252709号

011-778-0699

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

北海道教育大学 選択性緘黙の理解と支援

本講習では特に幼児期～小学校低学年の時期の子どもに
焦点を当て，選択性緘黙（場面緘黙）に関する講義と簡単な
演習を行う。具体的には，選択性緘黙の症状の理解，子ど
本田真大（教育学部函館校講師）
も理解のための情報収集（アセスメント），子ども本人や家
族，子ども集団に対する具体的な支援，などに関わる基本
的な内容を扱う。

北海道函館市

6時間 平成25年8月10日

教諭

幼・小（低学年）
教諭向け

6,000円

12人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252710号

011-778-0699

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

北海道教育大学

ソーシャルスキル教育の理論と
体験

北海道教育大学 国語辞典を読む

北海道教育大学

プログラミングによるアルゴリズ
ム入門

北海道教育大学 徒然草を読む

北海道教育大学

北海道教育大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

2010年暮れに29年ぶりに改定された常用漢字表について、
終戦直後の当用漢字表からの変遷を振り返りながら、経緯
木村哲也（教育学部函館校准教授）
や問題点などを簡単にまとめる。日常の漢字生活を見直す
きっかけともしたい。

北海道函館市

6時間 平成25年8月10日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252711号

011-778-0699

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

新学習指導要領で教材の１つとして取りあげられるように
なった「新聞」について、NIEや新聞教育の基礎知識や理論
を取りあげて論じます。本講習は、諸知識と理論的内容を中
心とした「講義」を行うものです。演習活動はほとんど行いま
阿部二郎（教育学部函館校准教授）
せん。知的財産権教育の考え方や関連諸知識、NIE･新聞教
育方法の考え方や関連諸知識を獲得し、受講者が日常の
授業実践活動をより一層充実していけるようになることを目
的としています。

北海道函館市

6時間 平成25年8月10日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

40人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252712号

011-778-0699

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

幼児を育てる保護者の心理とカ
北海道教育大学
ウンセリング

本講習では主に3つの内容を取り上げる。第1に，幼児を育
てる保護者（特に母親）の悩みや心理，親子関係，育て方な
どに関する心理学である。第2に，前述の内容を踏まえた上
本田真大（教育学部函館校講師）
で，カウンセリング（特に傾聴の技法）の基礎的な演習を行
う。第3に，幼児の問題行動を支援するための保護者との連
携に関する演習を行う。

北海道函館市

6時間 平成25年8月11日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

12人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252713号

011-778-0699

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

北海道教育大学 源氏物語関連本を読む

パロディー週刊誌『週刊光源氏』ばかりか、コミックやビデオ
作品などなどから、世界的な古典にアプローチする。源氏占
木村哲也（教育学部函館校准教授）
いや大塚ひかりのエッセーなども通して、等身大の人間とし
て、登場人物に近づいてみたい。

北海道函館市

6時間 平成25年8月11日

教諭

中・高国語科教
諭

6,000円

40人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252714号

011-778-0699

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

新学習指導要領で教材の１つとして取りあげられるように
なった「新聞」について、教育実践レベルでの教材化につい
て演習を行うことが目的です。（本講座は「NIE・新聞教育入
NIE・新聞教育の指導計画・教材 門」を受講していることを前提として展開します。）教科教育
阿部二郎（教育学部函館校准教授）
北海道教育大学
そのものではなく、複合的な分野である、資源・エネルギー・
作成演習
環境教育、食育教育、国際教育、情報教育、進路指導・キャ
リア教育、その他の自由テーマなどでの「新聞」の活用につ
いて検討します。

北海道函館市

6時間 平成25年8月11日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252715号

011-778-0699

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

北海道教育大学 短詩系文学を読む

北海道教育大学

NIE・新聞教育入門（指導論と課
題）

北海道教育大学

理科第１分野、物理学等の学習指導における現象の普遍性
への気付きを促進する図解や作図の内容の学問的背景
物理で使う数的処理力の作図に や，教授方法の専門的知見に関する最新の内容を、受講者
高橋伸幸（教育学部函館校教授）
自身の授業分析に基づき、授業で実施可能な作図や関連
よる育成
する計算の演習により体験的に習得することを通して，理科
指導に関わる現代的教育課題の解決能力の向上を図る。

北海道函館市

6時間 平成25年8月11日

教諭

小・中・高理科教
諭向け

6,000円

10人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252716号

011-778-0699

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

北海道教育大学

文法は，言語のエッセンスであり骨格をなすものである．文
法を学ぶことは，その言語の核心を理解し，全体像を把握す
言語の機能と認知のインターフェ る近道に他ならない．よって，英文法を，学習者がコミュニ
上山恭男（教育学部函館校教授）
イスから構築される教育英文法 ケーションを志向し，「使える英語」を身に付けられるように，
生きて働く知識・技能へと転換できるような様々な方策を考
える．

北海道函館市

6時間 平成25年8月11日

教諭

中・高英語教諭
向け

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252717号

011-778-0699

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

北海道教育大学

理科のマイクロスケール実験の
可能性について

主にマイクロプレートを利用したマイクロスケール実験（無機
定性、中和反応、キレート滴定、電気分解、電池など）に関
中村秀夫（教育学部函館校教授）
する講義および演示実験を通してマイクロスケール実験の
利点・問題点を理解する。

北海道函館市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小・中理科、高化
学教諭向け

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252718号

011-778-0699

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

北海道教育大学

理科のマイクロスケール実験の
実践

主にマイクロプレートを利用したマイクロスケール実験（無機
定性、中和反応、キレート滴定、電気分解、電池など）に関
する講義および演示実験を通してマイクロスケール実験の 中村秀夫（教育学部函館校教授）
利点・問題点を理解すると共に、自らマイクロスケール実験
を考案し、実施する。

北海道函館市

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

教諭

小・中・高理科教
諭向け

12,000円

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252719号

011-778-0699

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

北海道教育大学 放射線と食品

近年注目されている食材の衛生化や加工法のなかで世界
的に広く導入されている放射線利用について放射線照射処
理技術の原理、照射食品の流通、検知法等に関する最新の 鵜飼光子（教育学部函館校教授）
知見を習得し、教育現場で活用できる放射線教育の教材開
発に繋げる。現代的教育課題の解決能力の向上を図る。

北海道函館市

12時間 平成25年8月8日～
平成25年8月9日

教諭

小・中・高理科、
家庭科現職教諭
に限る

12,000円

10人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252720号

011-778-0699

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

北海道教育大学 放射線と食品

近年注目されている食材の衛生化や加工法のなかで世界
的に広く導入されている放射線利用について放射線照射処
理技術の原理、照射食品の流通、検知法等に関する最新の 鵜飼光子（教育学部函館校教授）
知見を習得し、教育現場で活用できる放射線教育の教材開
発に繋げる。現代的教育課題の解決能力の向上を図る。

北海道函館市

12時間 平成25年8月10日～
平成25年8月11日

教諭

小・中・高理科、
家庭科現職教諭
に限る

12,000円

10人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252721号

011-778-0699

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

8人

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

近年注目されている食材の衛生化や加工法のなかで世界
的に広く導入されている放射線利用について放射線照射処
理技術の原理、照射食品の流通、検知法等に関する最新の 鵜飼光子（教育学部函館校教授）
知見を習得し、教育現場で活用できる放射線教育の教材開
発に繋げる。現代的教育課題の解決能力の向上を図る。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道函館市

12時間 平成25年12月14日～
平成25年12月15日

教諭

小・中・高理科、
家庭科現職教諭
に限る限る

12,000円

10人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252722号

011-778-0699

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

北海道函館市

12時間 平成25年8月8日～
平成25年8月9日

教諭

中学校美術科、
社会科教諭向け

12,000円

6人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252723号

011-778-0699

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

北海道函館市

12時間

平成25年8月9日～
平成25年8月10日

教諭

全ての教諭向け

12,000円

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252724号

011-778-0699

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

北海道教育大学 大衆文化史

現代生活を取り巻く多種多様なメディア。それを「旧」メディア
と「新」メディアの盛衰という観点から、歴史的にあとづけて
みようという講習。活版印刷からはじまり、写真、レコード、
映画、ラジオ、テレビ、そして現在のインターネットによる「マ
吉井明（教育学部函館校准教授）
ルチ」メディアまで、数々の近代メディアのありようを知るこ
と。これを、近現代の社会科関係授業のイメージを作るため
の格好の題材として提案したい。（受講者参加型の講習にし
たいと考えています）。

北海道函館市

12時間 平成25年8月10日～
平成25年8月11日

教諭

小・中社会科、高 12,000円
地歴教諭

10人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252725号

011-778-0699

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

北海道教育大学 数と式についての教材研究

小学校以来、数概念は算数・数学科の授業で中心的な学習
題材である。本講習では、徐々に抽象化されていく式概念に
注意をむけつつ、数と式についての学習の意義や意味を各
種資料を用いて学問的、歴史的、教育的のいろいろな角度
から調査検討する。さらには、この調査検討を通じてより高 池田正（教育学部函館校准教授）
度な立場から実際に模擬授業を構築することをおこない、最
終日には模擬授業を実践し、参加者との議論を通じてこの
単元のよりよい授業のあり方を整理することで今後の授業
実践に活用することを図る。

北海道函館市

18時間 平成25年8月8日～
平成25年8月10日

教諭

小・中・高数学科
教諭向け

18,000円

12人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252726号

011-778-0699

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

本講習における「学習」とは、算数などの「勉強」ではなく、
遅刻しないなどの「行動」や「習慣」を身に着けることを意味
する。古典的条件付けと道具的条件付けに基づき、「学習」
条件づけ理論で見直す学習の基 を説明し、予測し、コントロールするのが条件付け理論であ
北海道教育大学
林美都子（教育学部函館校講師）
本
る。本講習では、条件付け理論とその応用である行動分析
の入り口を学び、行動や習慣が身に付く原理を知ることで、
無理のない、より良い学生指導を行うための基礎を固めるこ
とを目指す。

北海道函館市

18時間 平成25年8月9日～
平成25年8月11日

18,000円

30人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252727号

011-778-0699

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

北海道教育大学 触媒を利用した教材開発

規則的な細孔構造を持ち，イオン交換能と固体酸性を有す
るゼオライトを主題に，分子模型の作製，イオン交換の実
験，プロトン型ゼオライトを用いた色素やエチレンの合成を
行い，教材としての有用性を解説する。加えて，光触媒の実
松橋博美（教育学部函館校教授）
験を紹介する。なお本講習の実験は，平成24年度サイエン
ス・パートナーシップ・プロジェクト，キャット・ケム実験室（触
媒学会）および各地での高校教員の研修会で実施したもの
である。

北海道函館市

6時間 平成25年12月14日

教諭

中・高理科および
内容に興味のあ
る教員向け

6,000円

32人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252728号

011-778-0699

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

北海道教育大学 日本語と外国語

日本語と英語をあらためて見直すきっかけとするために、フ
ランス語、スペイン語、エスペラント、ラテン語、ドイツ語、中
木村哲也（教育学部函館校准教授）
国語の６言語を手短に概観する。普及している英語ながら、
かなり特殊な形態である。

北海道函館市

6時間 平成25年12月14日

教諭

中・高英語科教
諭

6,000円

40人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252729号

011-778-0699

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

北海道教育大学 放射線と食品

近年、イラク戦争やアフガン戦争によって、世界の貴重な文
化財が失われた。
人類の遺産である文化財が失われる危険性が最も高いの
が戦争である。一方で、文化財を保護することは平和と密接
に関わっている。歴史教育を「戦争と平和」をテーマに、文化
映像は語る－文化財にみる戦争 財を通して考えてみようという内容である。
小栗祐美（教育学部函館校教授）
北海道教育大学
授業は、ビデオなどの映像を中心に、最近の調査に基づく資
と平和－
料を使って、講義形式で行う。
今日の文化財がおかれた状況を識るとともに、文化財の意
味と、それに対して各自が何が出来るかを考える機会とした
い。

メディア教育としての〈アニメ〉活
北海道教育大学
用ワークショップ

私たちが普段親しんでいるアニメーションも、その原理を確
かめたり作品構成をじっくりと観察する機会は少ないのでは
ないでしょうか。本講座では、簡単な工作やアニメ作品の分
析を通じて、日常の学習活動の中にさりげなく導入できそう 山口好和（教育学部函館校准教授）
な、メディア教育の単元・教材開発の方法を探ってみたいと
思います。

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

16人

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道教育大学 自分の授業を振り返る

講義で「授業」について振り返った後，「良い授業」について
ブレーンストーミングを行う。それを踏まえて，自分の授業実
践を振り返って内省し，良い点・改善点をまとめる。自分と他
山崎正吉（教育学部函館校教授）
人の授業を共同で検討することにより，自分自身と他人の実
践の良い点や改善点につい自覚して，次の授業の計画や実
践に生かす視点や方法について習得する。

北海道函館市

6時間 平成25年12月14日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

10人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252730号

011-778-0699

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

北海道教育大学 幼児教育再入門

0歳から小学校入学までの子どもを対象にした保育内容と
教育制度について考える。具体的には、幼稚園や保育所、
認定こども園や子育て支援などについて、幼稚園教育要領 奥野正義（教育学部函館校准教授）
や保育所保育指針とからめて、その現状とあり方をもう一度
検討することが目的である。

北海道函館市

6時間 平成25年12月14日

教諭

幼・小教諭向け

6,000円

10人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252731号

011-778-0699

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

北海道教育大学 新聞から学ぶ地方自治

「新聞記事から学ぶ地方自治－新函館駅の問題」北海道新
幹線における新函館駅建設が間近に迫っている。しかし、こ
の整備新幹線が札幌まで延長されたあかつきには、道南地
域における衰退が加速されることも予想されている。この問 田村伊知朗（教育学部函館校教授）
題は地方自治の問題と関連しているが、本稿では主として
新聞記事を題材にしながらその議論過程を再検討する。教
材は講師が準備する。

北海道函館市

6時間 平成25年12月14日

教諭

小・中社会科、高
公民教諭

6,000円

10人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252732号

011-778-0699

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

北海道教育大学 新聞から学ぶ地方自治

「新聞記事から学ぶ地方自治－新函館駅の問題」北海道新
幹線における新函館駅建設が間近に迫っている。しかし、こ
の整備新幹線が札幌まで延長されたあかつきには、道南地
域における衰退が加速されることも予想されている。この問 田村伊知朗（教育学部函館校教授）
題は地方自治の問題と関連しているが、本稿では主として
新聞記事を題材にしながらその議論過程を再検討する。教
材は講師が準備する。

北海道函館市

6時間 平成25年12月15日

教諭

小・中社会科、高
公民教諭

6,000円

10人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252733号

011-778-0699

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

北海道教育大学 センサーを使った物理実験

自然現象を理解するためには観察し，現象の背後に隠れ
ている仕組みを明らかにする必要がある．身近で利用され
ているさまざまなセンサーを利用した観測道具を組み立て，
それから得た物理量の処理，表示の実習や電卓を利用した 松木貴司（教育学部函館校教授）
データ収集機器の利用によるデータ処理を行なう．児童・生
徒の教科指導の実践へ向けた内容の検討と分析を行い，教
科の実験・実習の利用に関しての方法論を探る．

北海道函館市

6時間 平成25年12月15日

教諭

小・中・高等学校
理科教諭向け

6,000円

10人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252734号

011-778-0699

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

平成19年以降継続している全国学力・学習状況調査におけ
る学力調査問題を検討することを通して、①どのような学力
が問われているのか ②学力調査問題を授業に活かすにど
北海道教育大学 学力調査問題（国語）を検討する のようにしたらよいか について講ずる。学力調査に関する 内藤一志（教育学部函館校教授）
諸資料を用いながら、受講者とともに実際に問題を解きつ
つ、日常の授業でどのような点が欠如しているのか、あるい
はどのような点を強化すれば良いかのヒントを探りたい。

北海道函館市

6時間 平成25年12月15日

教諭

小・中学校国語
科に関心を持つ
教員向け

6,000円

30人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252735号

011-778-0699

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

北海道教育大学 数学の最近の話題

数学は，内容の専門性ゆえにその発展が一般の新聞等に
掲載される機会が極めて少ない。本講習では，abc予想や暗
号解読など，非専門家にもわかりやすいテーマを選び数学
後藤泰宏（教育学部函館校教授）
の最近の発展について考える。そのような考察を通して，中
学・高校数学の発展の一端を知り，数学の学習指導におけ
る理解を深める。

北海道函館市

6時間 平成25年12月15日

教諭

中・高数学科教
諭向け

6,000円

20人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252736号

011-778-0699

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

北海道教育大学 倫理をめぐる諸問題

倫理とは、人間同士のありさま（筋道・構造、ひいては秩序・
規則）としてとらえることができる。その意味での倫理を、自
分、自分と他人（自分以外の人）の関係、自分と社会の関係 後藤嘉也（教育学部函館校教授）
という３つの視点から問い直す。さらには、学校・学級という
社会の筋道についても、各自で、また共に考える。

北海道函館市

6時間 平成25年12月15日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

50人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252737号

011-778-0699

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

北海道教育大学 日本の戦後詩を読む

高村光太郎よりは下の世代の、谷川俊太郎など、昭和時代
に活躍した詩人を概観する。脚韻など、フランス文学からの
木村哲也（教育学部函館校准教授）
影響などについてもふれたい。また、文学教材の、生徒への
評価のあり方についても考えたい。

北海道函館市

6時間 平成25年12月15日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252738号

011-778-0699

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

北海道教育大学 地域の暮らしや仕事をめぐって

各学年の目標と内容（小学校学習指導要領）、各分野の目
標及び内容（中学校学習指導要領）、各科目（高等学校学
習指導要領）を補う形で講習を行う。次に、例えば、小学校
においては、日常、各先生は、副読本を中心に授業を行って
加藤晃（教育学部函館校准教授）
おられると思う。また、地域の教育資源を使って、「体験型学
習」も試みておられると思う。そこで、皆様が、日頃、困難を
感じておられることを、お聞きし、一助となれば幸いであると
考えます。

北海道函館市

12時間 平成25年12月14日～
平成25年12月15日

教諭

小・中（社会）・高 12,000円
（公民）教諭向け

20人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252739号

011-778-0699

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

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
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ＵＲＬ

学習指導要領に対応した小・中
学校の理科実験

小学校では平成23度，中学校では24年度に学習指導要領
が完全実施された。コンデンサー（小学校）やＤＮＡ（中学校）
など，新たに追加された項目も多いが，その中で小・中学校 安藤秀俊(教育学部旭川校教授）
の代表的な内容を取り上げてグループごとに観察や実験を
行う。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小中（理科）教諭

6,000円

30人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252740号

011-778-0699

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

日韓交流を中心とした異文化理
解

異文化を理解(他者認識)することは、日本文化を捉え直す
こと(自己認識)につながる。「近くて遠い国」と言われてきた
韓国については、近年の韓流ブームなどで認識の変化が見
られてきている。本講習では、韓国の教育制度や学校教育・
金 玹辰（教育学部旭川校講師）
社会科に関する知識・理解を深めた後、参加者同士の意見
交換を行う中で社会科における異文化理解の大切さを認識
し、今後の日韓交流のあり方について考えることを目的とす
る。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小中(社会科)高
（地歴・公民）教
諭

6,000円

45人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252741号

011-778-0699

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

理解を深めるための算数・数学
再入門

数学の初歩の内容の中に、分かったつもりでいても反省して
みると混乱が生じるというものが多々ある。例えば、「面積・
体積」概念はそのようなものの一つであろう。面積・体積は
小学校以来なじみのものであり、日常的にもよく使われてい
高橋 優二（教育学部旭川校教授）
る。しかし、図形の面積・体積とは何かと問われるとき、どの
程度明瞭に答えられるであろうか。本講習では、面積・体積
概念を反省し、面積・体積についての理解を深めることを目
標にする。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小中高（数学）教
諭

6,000円

50人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252742号

011-778-0699

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

アルミ板を素材として用いその特性、安全教育、切断・曲
げ・組立、接合等の加工方法を習得しながら、あらかじめ構
想した造形作品を制作する。また、その過程において構想と 寺田 栄（教育学部旭川校教授）
実際の加工制作との相違を経験することにより、今後の実
技教材としての展開を図る。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月5日

教諭

中高（美術）教諭

6,000円

10人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252743号

011-778-0699

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

１）養護教諭として，どのような視点を持って子ども達の実態
や問題をとらえ，解決に向けての方策を考え，実践するか。
２）｢自己肯定感を持って，未来を切り開く｣子ども達を育てる
養護教諭の教育実践－伝えるこ
ためにどのような方策が考えられるか。３）保護者をはじめ， 室谷 和恵（教育学部旭川校非常勤講師）
北海道教育大学
と，つなぐこと
校内，関係機関等との連携をどうもつか。など，養護教諭の
専門性を生かした｢教育実践｣について具体的事例を基に述
べる。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月5日

6,000円

45人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252744号

011-778-0699

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

平成20年版学習指導要領において，論理的思考力・表現力
の育成は，国語科の中心的な学習内容に位置づけられてい
る。またそれは，今日，課題とされている，いわゆる熟考・評
論理的思考力の育成を図る国語
北海道教育大学
価型の読解力の育成においてもその基盤として求められる 上田祐二（教育学部旭川校教授）
科の指導
力である。そこで本講座では，論理的思考をどのようにとら
え，そのような思考を働かせる国語科の学習をどのように展
開できるか，教材に即して考えを深めていく。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小学校，中学校，
高等学校国語科
教員向け

6,000円

50人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252745号

011-778-0264

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

北海道教育大学 英語学入門

本講習では、現代言語理論の中で、英語教育と特に関係す
る部分を中心に扱い、言語理論と英語教育の関係を明確に
することを目的とする。この目的のため、初めに、現代言語
理論がどのような考えを前提としているかを概説し、その
菅野悟（教育学部旭川校准教授）
後、英語の具体的現象を取り上げる。これにより、理論的背
景と具体的現象を合わせて理解できるようになることを目標
とする。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月5日

教諭

中高(英語)教諭

6,000円

50人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252746号

011-778-0699

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

北海道教育大学 小学校教諭のための歌唱講座

小学校において、自分の担任の先生が普段の学校生活の
中でＮＨＫ歌のお姉さんやお兄さんのように、楽しい歌を沢
山歌ってくれる先生だったら、そのクラスの児童達がどんな
に幸せかは容易にと想像することができます。講習では、現
石田 久大（教育学部旭川校教授）
在でも歌い継がれている唱歌などをはじめとする様々な歌を
皆で歌い、授業で直接活かせるような、おもしろ発声練習法
を実際にトレーニングしてみます。 試験はグループ発表に
よる実技試験です。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252747号

011-778-0699

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

北海道教育大学 子どもと情報メディア

子どもによるネットいじめやネット犯行予告などが増加してい
る．子どもが出会い系サイトやプロフなどを使って被害者や
加害者になる事件も多い．また，自閉症類似症状を持つ子
どもの増加や，コミュニケーション能力の質的低下を指摘す 村田 育也（教育学部旭川校准教授）
る研究者もいる．本講習では，情報メディアを使う子どもたち
に起こり得る問題を取り上げ，情報メディアの特徴を踏まえ
た上で，それらの問題の原因とその対策について扱う．

北海道旭川市

6時間 平成25年8月5日

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252748号

011-778-0699

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

北海道教育大学

北海道教育大学

北海道教育大学

北海道教育大学

アルミ板を使った立体造形実技
講座

養護教
養護教諭向け
諭

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
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講習の概要
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時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数
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認定番号
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北海道教育大学 子どもと情報メディア

子どもによるネットいじめやネット犯行予告などが増加してい
る．子どもが出会い系サイトやプロフなどを使って被害者や
加害者になる事件も多い．また，自閉症類似症状を持つ子
どもの増加や，コミュニケーション能力の質的低下を指摘す 村田 育也（教育学部旭川校准教授）
る研究者もいる．本講習では，情報メディアを使う子どもたち
に起こり得る問題を取り上げ，情報メディアの特徴を踏まえ
た上で，それらの問題の原因とその対策について扱う．

北海道旭川市

6時間 平成25年8月6日

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252749号

011-778-0699

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

北海道教育大学 子どもと情報メディア

子どもによるネットいじめやネット犯行予告などが増加してい
る．子どもが出会い系サイトやプロフなどを使って被害者や
加害者になる事件も多い．また，自閉症類似症状を持つ子
どもの増加や，コミュニケーション能力の質的低下を指摘す 村田 育也（教育学部旭川校准教授）
る研究者もいる．本講習では，情報メディアを使う子どもたち
に起こり得る問題を取り上げ，情報メディアの特徴を踏まえ
た上で，それらの問題の原因とその対策について扱う．

北海道旭川市

6時間 平成25年12月14日

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

6,000円

20人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252750号

011-778-0699

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

北海道教育大学 子どもと情報メディア

子どもによるネットいじめやネット犯行予告などが増加してい
る．子どもが出会い系サイトやプロフなどを使って被害者や
加害者になる事件も多い．また，自閉症類似症状を持つ子
どもの増加や，コミュニケーション能力の質的低下を指摘す 村田 育也（教育学部旭川校准教授）
る研究者もいる．本講習では，情報メディアを使う子どもたち
に起こり得る問題を取り上げ，情報メディアの特徴を踏まえ
た上で，それらの問題の原因とその対策について扱う．

北海道旭川市

6時間 平成25年12月15日

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

6,000円

20人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252751号

011-778-0699

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

北海道旭川市

6時間 平成25年8月5日

6,000円

40人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252752号

011-778-0699

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

特別支援学校教
員・特別支援学
級担当教員・特
教諭 別支援コーディ
養護教 ネーターなどを中 12,000円
心とするが、以上
諭
に該当しない教
員の受講も可、養
護教諭

50人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252753号

011-778-0699

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

体育科では、「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の
育成」、「健康の保持増進」、および「体力の向上」の３つの
具体的な目標が示されている。これらは、児童・生徒が生涯
保健体育への栄養学的アプロー にわたって良好な生活習慣を形成すること、つまり、運動、
栄養、休養のバランスのとれた生活形成と密接に関連して 村田芳久（教育学部旭川校准教授）
北海道教育大学 チ
いる。本講習では、保健体育教育や運動部活動教育に栄養
教育を融合させた指導の意義を論じながら、児童・生徒の良
好な生活習慣の定着をめざす体育・保健体育の教育方法に
ついて討議する。
「育ちと学びの応援ファイル すくらむ」を用いた個別の支援
計画の作成を通して、特別支援教育における児童生徒の実
態把握、そして児童生徒の特徴に応じた計画を立案するま
個別教育支援計画の理論と実践 での過程を習得することを目的とする。講義内容としては、1) 安達潤（教育学部旭川校教授）
北海道教育大学
個別の支援計画に関する概論、2)実際の事例による実態把 大久保賢一（教育学部旭川校准教授）
握とその要約に関する演習、3)要約した実態に基づいて個
別の支援計画および個別指導計画を立案する演習、の3点
を含むことを予定している。

北海道教育大学 漢字漢文教材研究法

新学習指導要領を筆頭に、古典教育の見直しが強調されて
いるが、漢文が現代の我々とどのような関わりがあるのだろ
うか。こうした疑問に教える側が実感をもって答えられなけ
れば、よりよい授業を作ることは難しかろう。本講習は、かか 大橋 賢一（教育学部旭川校准教授）
る諸問題について漢詩を通して考えることを目的とするもの
である。併せて漢字指導の工夫の仕方についても紹介した
い。

本講座では、水俣病を題材としながら、教科書外の事柄に
意識を向けることの重要性を確認することを目的とする。教
科書上は1973年の熊本地裁判決で「終結」している水俣病
教科書に書かれない事実 水俣
北海道教育大学
は、公式確認から50年以上が過ぎた今も「未解決」状況にあ 角 一典（教育学部旭川校准教授）
病の過去と現在
る。なぜそうなってしまったのかを振り返るという過程から、
公害という過去の教授法、そして広く教材開発がいかに行
われるべきかを考えるきっかけを提供したい。
北海道教育大学

中高数学におけるフリーソフト
ウェアの活用

中学校および高等学校数学を題材としたフリーソフトウェア
のいくつかについて，その基本的な利用法を習得し，授業に 若林高明（教育学部旭川校准教授）
おける利用の可能性について検討する．

北海道旭川市

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

教諭

小学校、中学校・
高等学校（保健
体育）教諭向け

北海道旭川市

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校・高等学
校国語科教員

6,000円

50人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252754号

011-778-0699

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

北海道旭川市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小中（社会科）高
（公民）教諭

6,000円

50人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252755号

011-778-0699

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

北海道旭川市

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校および高
等学校数学教諭
向け

6,000円

30人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252756号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp/
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学習指導要領に対応した新しい
北海道教育大学
理科①物質・エネルギー編

子どもの理科離れが指摘されるようになって久しい。同時
に近年、小学校教員の理科離れがその遠因ではないかと指
摘されている。そこで、本講義では小学校で理科の授業を行
浅川 哲弥（教育学部旭川校教授）
うのに必要な力を身につけるとともに、中学校の理科教育に
阿部 修（教育学部旭川校教授）
も役立つ知識・技能を習得し、自ら教材開発する能力を身に
つけるために、理科の授業内容の背景である科学４領域の
うち、物理学分野と化学分野について学ぶ。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小中（理科）教諭

6,000円

50人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252757号

011-778-0699

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

学習指導要領に対応した新しい
理科①物質・エネルギー編

子どもの理科離れが指摘されるようになって久しい。同時
に近年、小学校教員の理科離れがその遠因ではないかと指
摘されている。そこで、本講義では小学校で理科の授業を行
浅川 哲弥（教育学部旭川校教授）
うのに必要な力を身につけるとともに、中学校の理科教育に
阿部 修（教育学部旭川校教授）
も役立つ知識・技能を習得し、自ら教材開発する能力を身に
つけるために、理科の授業内容の背景である科学４領域の
うち、物理学分野と化学分野について学ぶ。

北海道北見市

6時間 平成25年8月10日

教諭

小中（理科）教諭

6,000円

50人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252758号

011-778-0699

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

北海道教育大学 創造的な音楽あそびを楽しもう

今回の指導要領の改訂により、小・中学校の音楽の授業
では、表現領域の中に「音楽づくり」「創作」の活動を取り入
れることがより明確に示されたといえます。現職の先生方に
菅野道雄（教育学部旭川校教授）
とっては、ご自身の児童・生徒のころの学習内容とかなり
違った取り組みを求められるこの活動を行う上での、具体的
な教材となり得る楽しい活動を紹介します。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小・中（音楽）教
諭

6,000円

30人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252759号

011-778-0699

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

北海道教育大学 対話しながらのアート鑑賞

造形作品の鑑賞プログラムを行います。「鑑賞者との対
話」を主要な方法として用いた、ワークシート作り、アートー
ゲームなど、児童生徒だけでなく指導者も楽しめるもので
す。幼児教育にも部分的に触れますが、小学校高学年図画
工作科から中学校美術科の内容が中心です。幼稚園教諭
南部 正人（教育学部旭川校教授）
の方は、ご注意願います。
1.「対話をしながらのアート鑑賞」演示
2.「対話をしながらのアート鑑賞」グループ演習
3.「鑑賞における確かな学力」を検討
4.「アートゲーム」演習
5. 修了認定試験（上記実施ポイントの確認を行います）

北海道旭川市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校図工担
当、中学校・高等
学校美術科教諭
向け

6,000円

30人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252760号

011-778-0699

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

北海道旭川市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校教諭およ
び中学･高校保健
体育教諭

6,000円

40人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252761号

011-778-0264

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

染色材料に玉ねぎの皮を用いた染色実習を行うことを通し
て、天然染料染色の基礎的な理論と方法について学びま
す。玉ねぎの皮を煮出した染色液で布を染め、後媒染で色
小松恵美子（教育学部旭川校准教授）
を変化させます。布には絞り染めの技法で各自が自由に柄
を付けてから染めますので、オリジナルの作品が出来上が
ります。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月6日

教諭

幼・小・中（技
家）・高（家庭）・
中高（理科）・中
高（美術）・特別
支援教育教諭

6,000円

30人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252762号

011-778-0699

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

イギリスのシチュエーション・コメディを分析することを通じ
て，現代イギリス口語英語の語彙や語法についての理解を
深め，中高英語教員の語学的知識の補填・拡充を図るとと 十枝内康隆（教育学部旭川校准教授）
もに，現代イギリス文化に関する知識を身につけ，それを欧
米文化および国際理解の指導に活かすことを目標とする。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月6日

教諭

中高（英語）教諭
向け

6,000円

50人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252763号

011-778-0699

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

① 文学的文章教材の指導に関する新しい方法を教授しよ
うと考えています。② 短詩系文学教材の指導においては、
伝統と近代、比喩と象徴、をキーワードとして考えていきま 片山晴夫（教育学部旭川校教授）
す。③ 物語、小説教材指導においては、精読を要点として
考えていきます。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校、中学校・
高等学校（国語）
教諭向け

6,000円

50人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252764号

011-778-0264

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

ともすれば暗記に終わりがちな現代政治の制度・論点につ
いて、主として第二次世界大戦以後の歴史を踏まえながら、
なぜ現在のような形をとっているのかを考える。具体的に、
西村 邦行（教育学部旭川校講師）
国内政治では小選挙区制導入に至る戦後の自民党政治、
国際政治では中東テロリズム発生に至る冷戦期の米ソ対立
などを扱う。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中（社会科）高
（地歴・公民）教
諭

6,000円

50人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252765号

011-778-0699

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

北海道教育大学

生涯スポーツに根ざした体育授業では、児童･生徒の主体
的な学習は欠くことが出来ませんが、一方で、授業規律も軽
主体的な活動を引き出す体育授 視するわけにはいきません。よりよい体育授業を創造するた
北海道教育大学 業
めには、小･中･高校の児童・生徒達の実態を洗い出すと共 小出高義（教育学部旭川校准教授）
に、いくつかのモデルとなる授業を手掛かりに、どのように主
体的な学習を引き出す手立てが講じられているのかを、共
に考える場にしたい。

北海道教育大学 染色入門

北海道教育大学

シチュエーション・コメディで学ぶ
イギリスの言語と文化

北海道教育大学 文学的文章の読解と指導法

北海道教育大学

現代史から見る国内政治と国際
政治

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

算数・数学科のカリキュラムを，目標，内容，方法，評価から
検討し，指導改善について考察することが本講座の目的で
ある。具体的には，明治以降の数学教育史から我が国の算
数・数学教育の変遷について概観し，国内外の大規模調査
算数・数学科のカリキュラム改善
から子どもの算数・数学の達成度や教師の算数・数学教育 久保 良宏（教育学部旭川校教授）
北海道教育大学
に対する態度などについて検討して、これからの時代に求
められる算数・数学教育のあり方について考え、これを指導
改善へとつなげていく。なお、概ね、小4から高2の段階を議
論の対象とする。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道旭川市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭(数学)，
高等学校教諭(数
学)

6,000円

50人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252766号

011-778-0699

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

北海道教育大学 地球と生命の多様性を学ぶ

生命・地球の起源と進化に関して深い理解と知識をもつこと
は基本的に重要である。この目的のために，地球と生命の
共進化など新しい地球・生命観に基づいた宇宙・地球・生命
和田 恵治（教育学部旭川校教授）
システムを概説し，具体的な研究例や成果を紹介する。現
藤山 直之（教育学部旭川校准教授）
行の学習指導要領にどのように対応させていけるのか，生
命・地球を学ぶ意義や有用性を実感し，生物・地学への関
心を高めていくための視点について解説する。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校、中学校・
高等学校理科教
諭向け

6,000円

40人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252767号

011-778-0699

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

北海道教育大学 地球と生命の多様性を学ぶ

生命・地球の起源と進化に関して深い理解と知識をもつこと
は基本的に重要である。この目的のために，地球と生命の
共進化など新しい地球・生命観に基づいた宇宙・地球・生命
和田 恵治（教育学部旭川校教授）
システムを概説し，具体的な研究例や成果を紹介する。現
藤山 直之（教育学部旭川校准教授）
行の学習指導要領にどのように対応させていけるのか，生
命・地球を学ぶ意義や有用性を実感し，生物・地学への関
心を高めていくための視点について解説する。

北海道旭川市

6時間 平成25年12月15日

教諭

小学校、中学校・
高等学校理科教
諭向け

6,000円

40人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252768号

011-778-0699

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

北海道教育大学 鑑賞指導

新学習指導要領では、言語活動との関連が重視され、それ
は音楽も例外ではなく、また「批評的」という文言に象徴的で
ある。しかし音楽に限らず、批評がついてまわるどの分野に
於いてでも、ともすると「批評」の意味は曲解されかねない。
木村貴紀（教育学部旭川校准教授）
よって、ことに「鑑賞」に於ける「批評的」な取り組みやとらえ
方に偏向性や不徹底が生じるであろうことは想像に難くな
い。ここでは、単なる感想の域を越えて、「批評的」といわれ
るに相応しい鑑賞のあり方について考える。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小・中高（音楽）
教諭

6,000円

30人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252769号

011-778-0699

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

美術に関する教材として「時計の制作」をとりあげ、その制作
体験を通した美術（デザイン分野）に関する学びを体験す
る。モダンテクニック（スパッタリングなど偶発的な表現技法
美術（デザイン実技）教材体験講
北海道教育大学
のこと）を含んで、主に平面表現に関する指導とその教材特 八重樫良二（教育学部旭川校教授）
座“ペーパークロックの制作”
性について概説し、実際に制作する。受講にあたっては絵具
や定規とカッターなど、デザイン実技に必要な基本的な用具
の持参を必要とするので留意すること。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小・中高（美術）
教諭向け

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252770号

011-778-0264

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

体育・スポーツにおける様々な事象を心理学の視点から改
めて見直すことを通して，児童生徒の個性の理解に迫ること
をねらいとする．特に，人は心の中の思いを伝えられない，
保健体育への心理学的アプロー
あるいは自身でも解りかねているようなとき，身体を通して
北海道教育大学 チ
小谷 克彦（教育学部旭川校講師）
表現する．こうした身体の動きから児童生徒の個性及びメン
タルヘルスなどの現代的な健康課題を捉える手がかりを得
ることを試みる．また，実技については，児童生徒が自分を
表現しやすくするための準備運動のあり方について考える．

北海道旭川市

6時間 平成25年8月7日

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

6,000円

40人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252771号

011-778-0699

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

家庭科は，実践的・体験的な学習活動を通して，家族・家庭
生活から生じる様々な課題を解決していくために，必要な基
礎的・基本的知識や技能を習得し，生活をよりよくしていくた
めの実践的な態度を養うことを目標としている。本講座で
川邊淳子（教育学部旭川校准教授）
は，魅力ある家庭科の授業づくりについて，効果的な実践
的・体験的な学習活動の側面から，実践を交えながら検討し
ていく。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校家庭科
教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252772号

011-778-0699

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

外国語を勉強するということは、単に文法などの言語的な要
素を習うものだけではなく、背景にある文化を学ぶことでもあ
る。文化に影響され、さまざまな表現が出来上がる。この授 Ｍｉｃｈｅｌｌｅ Ｌａ Ｆａｙ（教育学部旭川校准教授）
業で、英語とその英語圏の文化との関係を探りながら、イ
ディオムや表現を考えていく。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中高（英語）教諭

6,000円

50人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252773号

011-778-0699

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

北海道教育大学

家庭科における効果的な実践
的・体験的な学習活動

English and Culture ～英語と文
北海道教育大学 化

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

養護教諭は子どもの訴えに対し、身体的、精神的、社会的
側面から様々な情報を分析（ヘルスアセスメント）し、養護診
断を行い、その結果によって処置・対応を決定している。フィ
身体をみるー養護教諭のための
ジカルアセスメントとは、身体を観察し、問診、視診、触診、 芝木美沙子（教育学部旭川校教授）
北海道教育大学
フィジカルアセスメント
打診、聴診の技術を用いて行う事であり、本講座では、身体
の状態を的確に系統的に把握するための方法について、実
技を含めて行う。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道旭川市

6時間 平成25年8月7日

養護教
養護教諭
諭

6,000円

45人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252774号

011-778-0699

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

北海道教育大学 コミュニケーション

学校教育や教師という切り口から、日常のコミュニケーション
実践についての理解を深めることを目指します。想像力や創
造性を駆使した様々なゲームやアクティビティーを行う、参加
型、体験型、双方向型のワークショップ形式の授業です。ま 川島 裕子（教育学部旭川校非常勤講師）
た、それらの活動の中で、普段の教育活動を「コミュニケー
ション実践」という観点から再考し、自らの課題や目標を明
確にしていくことを目指します。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月7日

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252775号

011-778-0699

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

北海道教育大学 コミュニケーション

学校教育や教師という切り口から、日常のコミュニケーション
実践についての理解を深めることを目指します。想像力や創
造性を駆使した様々なゲームやアクティビティーを行う、参加
型、体験型、双方向型のワークショップ形式の授業です。ま 川島 裕子（教育学部旭川校非常勤講師）
た、それらの活動の中で、普段の教育活動を「コミュニケー
ション実践」という観点から再考し、自らの課題や目標を明
確にしていくことを目指します。

北海道旭川市

6時間 平成25年12月14日

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

6,000円

20人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252776号

011-778-0699

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

北海道教育大学

漢字・仮名の成立，文字文化，問題解決的な書写の授業と
書いて知る，書写指導のポイント 指導のポイント，書写技能の向上，の４項目について理論と
矢野敏文（教育学部旭川校教授）
ともに書く体験を通して学びます。文字文化の理解は教員共
と文字文化
通の課題ですから理解しやすい内容とします。

北海道旭川市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小・中（国語）・高
（書道）教諭向け

6,000円

32人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252777号

011-778-0699

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

北海道教育大学

漢字・仮名の成立，文字文化，問題解決的な書写の授業と
書いて知る，書写指導のポイント 指導のポイント，書写技能の向上，の４項目について理論と
矢野敏文（教育学部旭川校教授）
ともに書く体験を通して学びます。文字文化の理解は教員共
と文字文化
通の課題ですから理解しやすい内容とします。

北海道旭川市

6時間 平成25年12月15日

教諭

小・中（国語）・高
（書道）教諭向け

6,000円

32人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252778号

011-778-0699

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

6,000円

150人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252779号

011-778-0699

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

北海道教育大学 教育相談・生徒指導の在り方

必修領域の講習を受け、それぞれの学校種での課題を取り
青山知充（教育学部旭川校非常勤講師）
上げ、教育相談、生徒指導、学級づくり等の視点から今後の
高橋敏男（教育学部旭川校非常勤講師）
指導の在り方について説明する。

北海道北見市

6時間 平成25年8月8日

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

北海道教育大学 言語遊戯入門

言語遊戯について、どのようなものがあり、その特色はどの
ようであるかについて、基礎的な内容を講義する。言語遊戯
に関する知識は、国語の授業に限ることなく、様々な場面で
活用できるものである。日本古典文学作品の中でも、万葉
伊藤一男（教育学部旭川校教授）
集などの和歌文学を中心に、謎々や絵画資料など、広義の
言語遊戯を対象に、様々な言語遊戯を紹介し、その特色を
押さえつつ、授業等でどのように活用できるか、考察してい
く。

北海道北見市

6時間 平成25年8月9日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

50人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252780号

011-778-0264

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

北海道教育大学 代数の世界

中学校数学科で学習する各領域の内容を概観し、特に、代
数分野の数と計算、数と式の領域からいくつかの話題を取り
上げ、より深い専門性にふれながら、その数学的背景を学
奥山哲郎（教育学部旭川校教授）
ぶ。また、「数学的活動」の楽しさに気づき、数学を活用する
態度の育成のための諸活動について考える。数学の力量を
高め、数学の専門性を深めることを目的とする。

北海道北見市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭向
け

6,000円

50人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252781号

011-778-0699

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

英語の授業に携わっていると、生徒に指導する文法規則
について、例外と感じられる現象に遭遇することがしばしば
ある。しかし、実は、そのような例外事象を探っていくと、それ
英語の様々な現象を英語の歴史 らの言語事象が英語史的な事実に由来していることが少な
北海道教育大学
野村 忠央（教育学部旭川校准教授）
から学ぶ
からずあることに気付く。
本講習では、名詞の複数形、動詞の活用、綴り字と発音と
の関係、などなどの様々なトピックを取り上げ、それらが英
語史的には規則的な現象であることを概観していく。

北海道北見市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中高（英語）教諭

6,000円

50人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252782号

011-778-0699

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

子どもの表現の受け止め方について考えたり典型的な題材
をもとにした造形活動を実際に行うことを通して、子どもたち
北海道教育大学 実践を通して学ぶ造形教育基礎 の造形を通した学びについて考察を進め、造形教育の基本 名達 英詔（教育学部旭川校准教授）
的な考え方の理解を深めるとともに教育現場での効果的な
指導法について学んでいきます。

北海道北見市

6時間 平成25年8月9日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252783号

011-778-0699

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

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

子どもの表現の受け止め方について考えたり典型的な題材
をもとにした造形活動を実際に行うことを通して、子どもたち
北海道教育大学 実践を通して学ぶ造形教育基礎 の造形を通した学びについて考察を進め、造形教育の基本 名達 英詔（教育学部旭川校准教授）
的な考え方の理解を深めるとともに教育現場での効果的な
指導法について学んでいきます。

北海道旭川市

6時間 平成25年12月14日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

10人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252784号

011-778-0699

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

子どもの表現の受け止め方について考えたり典型的な題材
をもとにした造形活動を実際に行うことを通して、子どもたち
北海道教育大学 実践を通して学ぶ造形教育基礎 の造形を通した学びについて考察を進め、造形教育の基本 名達 英詔（教育学部旭川校准教授）
的な考え方の理解を深めるとともに教育現場での効果的な
指導法について学んでいきます。

北海道旭川市

6時間 平成25年12月15日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

10人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252785号

011-778-0699

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

前半は教科目標・内容をもとに、子どもの実態に応じた指導
案をどのように作成すればよいのかについてや、実際の授
業のVTRをもとに、どのように授業分析法を行えばよいのか
社会科における子どもの見とりと
坂井誠亮（教育学部旭川校准教授）
について演習を交えて講義します。また、後半は思考・判
北海道教育大学
授業づくり
断・表現における評価をどのように行えばよいのかについ
て、実際にルーブリックを作成したり、評価テスト問題の分析
をしたりといったように演習を中心とした講義をします。

北海道北見市

6時間 平成25年8月10日

教諭

小学校教諭・中
学校社会科教諭

6,000円

50人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252786号

011-778-0699

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

講義では，近年の（保健）体育授業の動向や課題などにつ
いて，整理・検討を行います。実技では，「ボール運動（球
技）」における「ボール操作」や「ボールを持たないときの動
き」などに着目し，プレルボールやバスケットボールなどを事
三浦 裕（教育学部旭川校准教授）
例として，「易しいゲーム」を経験します。また，これらの指導
についての理解を深めるため，課題に応じた実践的な工夫
について考え，実際に授業導入をめざした教材研究を行い
ます。

北海道北見市

6時間 平成25年8月10日

教諭

小学校・中学校
体育教諭向け(内
容を承諾すれば，
高等学校教諭も
可）

6,000円

40人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252787号

011-778-0264

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

北海道教育大学 生活設計の意義と方法

家庭科の中には，夢や目標を実現するために，生活資源を
考えながら計画を立てるという生活設計の学習がある。この
学習は，自らの生き方を見つめ，将来を設計することができ
る点で，先生のみならず，児童生徒にとっても大変重要で， 岡田みゆき（教育学部旭川校教授）
生徒指導にも役立つと考える。本講座では，実際に自分の
生活を設計することを通して，生活設計の意義と方法を学習
する。

北海道北見市

6時間 平成25年8月10日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252788号

011-778-0699

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

北海道教育大学 教育相談、生徒指導等の在り方

それぞれの学校種での課題を取り上げ、教育相談・生徒指
導・学級づくり等の視点から今後の指導の在り方について検
渡部 克孝（教育学部旭川校非常勤講師）
討していく。学校種間での課題の交流を通して、広い視野か
らの課題解決を目指したい。

北海道稚内市

6時間 平成25年8月5日

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252789号

011-778-0264

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

北海道教育大学 特別支援教育の在り方

各学校や市町村における支援体制の在り方や、通常の学級
における当該児童生徒と周囲の児童生徒に対する指導の
在り方などについて具体的に検討していく。また、学校種間 鍋島 博（教育学部旭川校非常勤講師）
での課題の交流を通して、広い視野からの問題解決を目指
したい。

北海道稚内市

6時間 平成25年8月5日

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

6,000円

40人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252790号

011-778-0264

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

北海道教育大学 特別支援教育の在り方

各学校や市町村における支援体制の在り方や、通常の学級
における当該児童生徒と周囲の児童生徒に対する指導の
在り方などについて具体的に検討していく。また、学校種間 鍋島 博（教育学部旭川校非常勤講師）
での課題の交流を通して、広い視野からの問題解決を目指
したい。

北海道北見市

6時間 平成25年8月8日

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

6,000円

40人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252791号

011-778-0264

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

北海道教育大学 現代日本語学概説

現代日本語における音声、文法、文字・表記などの観点か
ら、現代日本語の概要を把握し、日本語の構造や意味、用
法について基本的な知識や考え方の習得をめざす。また、
この講習を通して、日本語を世界の諸言語の一つとして客
作田 将三郎（教育学部旭川校准教授）
観的に観察できるようになること、コミュニケーションを多角
的かつ論理的に分析できるようになること、普段無意識に使
用している日本語について意識して考えることの意義を知っ
てもらいたい。

北海道旭川市

6時間 平成25年12月14日

教諭

小中高（国語）教
諭

6,000円

40人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252792号

011-778-0699

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

北海道教育大学 算数・数学科の授業改善

これまでの算数・数学の授業を見直し、授業を改善していく
きっかけをつかむことを目的とする。そのために、「算数・数
学教育の変遷」をふり返りながら，「算数・数学科の新しい学
習指導要領」についての理解を深める。また，「算数・数学教 相馬一彦（教育学部旭川校教授）
育の目的」を再確認するとともに，具体的な授業例を通して
「算数・数学の学習指導」として何が求められるのかを検討
する。

北海道旭川市

6時間 平成25年12月14日

教諭

小・中高（数学）
教諭向け

6,000円

40人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252793号

011-778-0699

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

北海道教育大学

体育の授業づくり「ボール運動・
球技を事例として」

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

第２言語習得理論を概観しながら英語科教育における学習
理論や教授方法の最新の知見に触れることで，各自実践し
第２言語習得研究の成果から得
てきたこれまでの教科指導を見直し，教育現場での実践に 石塚博規（教育学部旭川校教授）
られる授業改善のヒント
つなげるヒントを得る。また，海外の英語教育や，学習に役
立つICTについての最近の動向についても触れる。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道旭川市

6時間 平成25年12月14日

教諭

小学校・中学校・
高等学校英語教
諭向け

6,000円

40人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252794号

011-778-0699

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

北海道教育大学 合唱指導法

１、息をコントロールするための基本練習（運動）
２、様々な音形による発声練習
３、カノンによる合唱曲で、旋律の動きを感じながら美しい
杉江 光（教育学部旭川校教授）
ハーモニーを得る感覚を養う
４、実際に合唱曲（２声または３声）を歌いながらハーモニー
や母音の響きの合わせ方、表現方法（指導法を含む）を学
ぶ

北海道旭川市

6時間 平成25年12月14日

教諭

小・中高（音楽）
教諭向け

6,000円

30人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252795号

011-778-0699

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

北海道教育大学 救急救命処置

学校現場で必要となりうる基本的な救急心肺蘇生法につい
羽賀 將衛（教育学部札幌校教授）
て、講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道旭川市

6時間 平成25年12月14日

全教諭・養護教
諭

6,000円

12人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

011-778-0699

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

北海道教育大学 救急救命処置

学校現場で必要となりうる基本的な救急心肺蘇生法につい
羽賀 將衛（教育学部札幌校教授）
て、講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道旭川市

6時間 平成25年12月15日

全教諭・養護教
諭

6,000円

12人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

011-778-0699

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

北海道教育大学 漢字漢文教材読解法

新学習指導要領を筆頭に、古典教育の見直しが強調されて
いるが、漢文が現代の我々とどのような関わりがあるのだろ
うか。こうした疑問に教える側が実感をもって答えられなけ
大橋 賢一（教育学部旭川校准教授）
れば、よりよい授業を作ることは難しかろう。本講習は、かか
る諸問題について、初日では漢詩を通して考える。二日目で
漢字指導の工夫の仕方について考えたい。

北海道旭川市

教諭

中学校・高等学
校国語科教員

12,000円

10人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252798号

011-778-0699

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

北海道教育大学 東日本大震災と環境・地理教育

東日本大震災は大規模災害が地球温暖化や土地資源問
題、資源・エネルギー問題などの地球環境問題および社会
経済的変化と密接に関係していることを示した。環境・地理 氷見山幸夫（教育学部旭川校教授）
教育の観点からそれらの関連を読み解き、持続可能な社会
を築いてゆく方途を考えたい。

北海道旭川市

6時間 平成25年12月15日

教諭

小中高教諭

6,000円

50人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252799号

011-778-0699

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

北海道旭川市

6時間 平成25年12月15日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭(数学)，
高等学校教諭(数
学)

6,000円

10人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252800号

011-778-0699

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

北海道旭川市

6時間 平成25年12月15日

教諭

小中高（美術）教
諭

6,000円

20人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252801号

011-778-0699

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

北海道旭川市

6時間 平成25年12月15日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭向
け

6,000円

40人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252802号

011-778-0699

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

北海道釧路市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校，中学校
教諭向け

6,000円

60人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252803号

011-778-0699

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

北海道教育大学

北海道教育大学 算数・数学科の教材研究

北海道教育大学 水彩絵具で描く静物画

教科教育における教材研究は，カリキュラムを構成する目
標，内容，方法，評価の検討を踏まえた上で考察する必要
がある。本講習では，算数・数学科における教材研究につい
て，特に内容論と方法論に着目して考える。
小中高の異なる学校種の先生方との議論を通して，日々の
指導を振り返り，指導改善について検討するものである。
久保 良宏（教育学部旭川校教授）
なお，本講習では，学習指導要領を踏まえつつも，児童・生
徒にどのような算数・数学の力を身に付けさせる必要がある
のかについて検討したい。ここには，例えば数学的リテラ
シーに関する検討も含まれる。

静物モチーフを水彩絵具で描く際の技法や注意点を実践的
に学びます。また、水彩絵の具に至る前のデッサンも丁寧に
行い、基礎的な構成力や形態把握力の向上も目指します。 大石 朋生（教育学部旭川校准教授）
静物を丁寧に観察し描くことで受講者の審美眼が向上し教
育現場での美的感性を育む一助となればと考えています。

学校スキーと言えば，多くはリフトがあるスキー場で滑降・
回転を楽しむアルペンスキーが実施されていますが，冬のよ
り身近な環境で子どもたちが生き生きとしてスキーを楽しむ
初心者スキー指導法 ”スキー遊
速水 修(教育学部旭川校非常勤講師）
北海道教育大学
ことができれば，より一層の学校教育での活用が期待でき
びの工夫”
三浦 裕（教育学部旭川校准教授）
ます。本講習では，ヒールフリーのスキー（歩くスキー）を使
用して，楽しく遊びながらあらゆるスキーの上達に必要なス
キルを高めていく指導法を体験します。

持続可能性に向けたこれからの
北海道教育大学
環境教育

1)持続可能性に向けた環境教育
2)日本の環境教育の源流(1) 公害教育をめぐって
3)日本の環境教育の源流(2) 自然保護活動をめぐって
4)小学校環境教育実践論(１) 子ども観、学力観、環境教育 大森享（教育学部釧路校教授）
観をめぐって
5)小学校環境教育実践論（2） 環境観をめぐって
6)小学校環境教育実践論（3） ３つの実践手法をめぐって

12時間

平成25年12月14日～
平成25年12月15日

教諭
養護教
諭
教諭
養護教
諭

平251000252796号
平251000252797号

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

小学校外国語活動や中学校・高等学校英語科の授業を改
善するための「アクション・リサーチ」とはどのようなものか、
そしてその実践方法を具体的な事例をとおして学びます。ま
松崎邦守（教育学部釧路校教授）
た、手軽にできる統計的手法を活用した検証方法などを学
びます。さらに、本講習終了後の2学期から実践できる「アク
ション・リサーチ案」の試作にチャレンジします。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道釧路市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭，
小学校外国語活
動担当（予定）者
向け

6,000円

60人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252804号

011-778-0699

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

図画工作、美術教育の教材やカリキュラムについて、美術
や造形芸術という観点から再考していきます。我が国の学
習指導要領はもとより、諸外国の教材やカリキュラム事例を
図工美術の教材・カリキュラム研
まじえて解説します。学習指導の背景として必要な芸術や教 佐々木 宰（教育学部釧路校教授）
北海道教育大学
究
育についての認識を深めることをねらいとしています。授業
実践のためのノウハウや直ちに実践できる事例を提供する
ものではありません。

北海道釧路市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校，中学校・
高等学校美術科
教諭向け

6,000円

60人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252805号

011-778-0699

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

平成23年3月11日の東日本の震災で、福島の原子力発電所
で事故が起き、放射線に対する関心が高まっている。また、
学習指導要領に「放射線」が入ってきたことで児童生徒に教
環境教育（放射線、エネルギー、 えなければならない立場の先生も多い。この講習では放射
神田房行（教育学部釧路校教授）
北海道教育大学
線に関する初歩の知識を文系の先生にもわかりやすく解説
環境教育）
し、放射線の測定などの実習も行う。午前：放射線の性質や
その利用、放射線の人体への影響、危機管理 午後：桐箱
による放射線の観察、カウンターによる計測の実習

北海道釧路市

6時間 平成25年8月7日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

60人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252806号

011-778-0699

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

サッカー、バスケットボールおよびハンドボールに代表される
「集団で行う身体接触を伴う球技」のゲーム中に用いられる
集団で行う身体接触を伴う球技
コミュニケーションスキルについて、その有用性ならびに活
平岡亮（教育学部釧路校講師）
北海道教育大学 におけるコミュニケーションスキル
用事例を講義と実践にて示し、実技を通して受講者に体験
の指導
を促す。実技においては、受講者は、被授業者ならびに授
業者の双方を実践する。

北海道釧路市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校教諭なら
びに中学校・高等
学校体育科教諭
のうち球技指導
が苦手な方

6,000円

60人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252807号

011-778-0699

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

北海道釧路市

6時間 平成25年8月8日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

20人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252808号

011-778-0699

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

北海道釧路市

6時間 平成25年8月8日

教諭

中学校（社会
科），高等学校
（公民）教諭向け

6,000円

60人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252809号

011-778-0699

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

北海道釧路市

6時間 平成25年8月8日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252810号

011-778-0699

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

北海道釧路市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校教諭，中
学校技術科教諭
向け

6,000円

60人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252811号

011-778-0699

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

北海道教育大学

北海道教育大学

やさしいアクション・リサーチ：授
業改善をめざして

科学好きな子どもたちをつくるた
めの生活科講座

北海道教育大学 憲法学習の視点

北海道教育大学

情報メディアの教材活用へむけ
た中級講座

『生活科における気付きの質を高め、活動や体験を一層充
実するための学習活動を重視すること』『科学的な見方・考
え方の基礎を養う観点から、自然の不思議さや面白さを実
感する学習活動を取り入れること』 などの新指導要領生活
境 智洋（教育学部釧路校准教授）
科の改善の方針をもとに、学校における生活科を中心とした
初等科学教育について受講者との意見交流の中から学校
の実態を把握し、問題点を浮かび上がらせる。

本講習では、国民主権、権力分立など憲法の基礎概念の歴
史的背景や、相互の関連性などの学習を通して憲法の構造
的理解につとめ、学習者が躓きやすい点を中心に、憲法は 浅利祐一（教育学部釧路校教授）
どのように理解されるべきかを学び、そしてそれを学習者に
どう伝えるかについて検討する。
以下の内容について、主にフリーソフトウェアを活用して、基
本的な取り扱い方を学びます。
実習形式で課題作品を作り、提出していただきます。
(1) 写真などの静止画像や、ビデオや簡単なアニメーション
などの動画像の撮影・コンピュータへの取り込み・加工や編 廣重真人（教育学部釧路校准教授）
集
(2) 朗読などの音声の録音・加工、MIDI を用いた簡単な音
楽の入力・演奏

小学校で実施されている学校農園や地域の農業者との連携
で行われている一連の農業体験学習は、環境教育実践の
中でも重要な領域の一つです。この農業体験は社会科や道
環境教育（栽培技術を土台にした 徳と連結して行われる傾向があります。本講習では、水稲を
北海道教育大学
野村卓（教育学部釧路校准教授）
理数連結教材としての活用法）
用いて、農業体験、栽培体験の基本的管理法の習得ととも
に、理科や算数との連結を図り、学校生活の中で栽培管理
する過程に、理科や算数を埋め込む方法及び内容を提示し
ます。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習では、以下の観点からへき地教育をとらえます。
1.北海道のへき地地域の学校統廃合を歴史的な経過からと
らえます。
2.学校区が広域化、学校規模が小規模校化することによる
川前あゆみ（教育学部釧路校講師）
課題をとらえます。
3.いくつかの事例を紹介します。
4.少子化がすすむことによるへき地・小規模校の指導・運営
上の課題をとらえます。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道釧路市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校，中学校
教諭向け

6,000円

60人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252812号

011-778-0699

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

北海道釧路市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校，中学校・
高等学校数学科
教諭向け

6,000円

60人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252813号

011-778-0699

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

北海道釧路市

6時間 平成25年8月9日

6,000円

60人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252814号

011-778-0699

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

北海道釧路市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校，中学校・
高等学校理科教
諭向け（ただし微
分積分やプログ
ラミングに抵抗の
ない方）

6,000円

60人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252815号

011-778-0699

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

北海道帯広市

6時間 平成25年8月6日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

60人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252816号

011-778-0699

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

北海道教育大学 『現代仮名遣い』法を読む

現行『現代仮名遣い』（昭和61年7月1日内閣告示第1号）と、
かつての『現代かなづかい』（昭和21年内閣告示第33号）と
の間に違いがある。現行『現代仮名遣い』法を読みながら、
「音頭」の確認、表記と文法との係わりの確認を行い、『現代
石井行雄（教育学部釧路校准教授）
仮名遣い』と『現代かなづかい』との違いを認識することを目
的とする。国語教育の基礎になる、言語政策上の仮名表現
法の変化に対応する視座を養うと共に、音韻論・文法論を再
確認する。

北海道帯広市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校，中学校・
高等学校国語科
教諭向け

6,000円

60人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252817号

011-778-0699

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

北海道教育大学 小中連携を踏まえた英語教育

小学校外国語活動が必修化され、今後は新たな小中連携
の形が求められる。しかしながら、小学校ではスキルベース
の指導は行わず、中学校ではスキルの獲得も目指した指導
中村典生（教育学部釧路校教授）
が行われる。本講習は以上の現状を踏まえ、小中互いの文
化を尊重しつつ、効果的な連携ができるための環境づくりと
指導法について学ぶものである。

北海道帯広市

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校英語科教
諭，小学校外国
語活動担当（予
定）者向け

6,000円

60人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252818号

011-778-0699

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

北海道教育大学 地域伝統文化と地域教育

「地域教育」をめぐる理論や歴史、理念、実態について概観
し、現代における「地域教育」の課題を明らかにする。「地域
教育」の具体的な事例として地域祭礼や伝統行事、地域伝
宮前耕史（教育学部釧路校准教授）
承芸能等を中心とした「地域伝統文化」を取り上げる。本講
座は、小規模・へき地校での勤務の多い教員を対象として、
地域文化と教育について概観することを目的とする。

北海道帯広市

6時間 平成25年8月7日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

60人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252819号

011-778-0699

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

北海道教育大学 へき地教育の現状と課題

北海道教育大学 数学の問題に挑戦

子どもたちに数学の力を身に付けさせるためには、子どもた
ちを数学好きにすることがとても有効であり、そのためには
まず、教師自身が数学が好きであることが大切である。
そこで、教師自身が、数学の問題にじっくり取り組んで、数学
を楽しむ時間をもつ。それによって、数学が好き、数学が面 関谷 祐里（教育学部釧路校教授）
白い、という気持ちを再認識するとともに、数学好きの子ども
たちを育てようという意識を高めるためのきっかけづくりとす
る。

ふまねっと運動は，50センチ四方のマス目でできたあみを
床に敷いて，そのあみを踏まないように歩く運動です。運動
の発達支援，注意力・集中力の改善といった効果に加え，仲
間同士の交流を活発にし，人間関係を円満にする力があり
クラスを明るくまとめるふまねっと
北澤一利（教育学部釧路校教授）
ます。
北海道教育大学
運動
この講座では，学級の人間関係を修復，改善する，交流の
プログラムとしての指導方法を学ぶことで，クラスからいじめ
をなくしたり，予防する活動につなげることと，子供同士の信
頼関係を高めるためのツールとして紹介したいと思います。

北海道教育大学 津波の物理とシミュレーション

波の一般的な性質、通常の水面の波と津波の本質的な違
いをまず理解してもらう。さらに、自分のパソコンでシミュレー
ションし、それを体験することと、津波の理解をさらに深める
ことを狙いとする。
講習にはあらかじめ指示するフリーソフトのインストールを 中川雅仁（教育学部釧路校准教授）
施されたノートパソコンが必要。簡単なプログラミングも行
う。ただし、プログラミング言語の習得は目的とはしていな
い。説明の関係上、微分方程式が出てくるが、この計算がで
きる必要はない。

教育と学校をとりまく課題について、教育法令と判例を通じ
て考察することを目的とする。前半では、関連法令・条例・条
約等を取り上げ、法が規定する教育と学校のあり方につい
教育法令・判例から見る教育・学 て確認する。後半は、教育と学校に係わる判例等を取り上
北海道教育大学
廣田健（教育学部釧路校准教授）
校
げ、裁判所がケース毎にどのような判断を下したのかについ
て確認し、その是非を含め教育と学校の課題を考察したい。
参加型講義を目指しますので判例読解、レポート等の負担
のあることをご承知下さい。

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道教育大学

日本の伝統音楽・伝統芸能にお
ける学び

音楽教育学においては学習者が知識や技能を身体を通して
自分のものにしていくことで学びが完成へと向かっていくとい
われる。同様のことは長い歴史を持つ日本の伝統音楽や伝
統芸能においても強調されている。本講座では、日本の伝
統芸能の代表的なものの一つである能を主に取り上げ、能 中西紗織(教育学部釧路校講師）
の歴史や演劇的特徴を知り、謡と仕舞の一部を体験する。さ
らに、能における「わざ」、声、身体に関する教授・学習の方
法や伝承のあり方から、学ぶことと教えることの意味を考え
直す。

北海道教育大学

算数・数学の系統性を重視した
発展的な取り扱い

小学校算数科教材の発展的な取り扱い、中学校数学教材
の発展的な取り扱いについて取り扱う。ただし、既存の教科
杉山佳彦（教育学部釧路校教授）
内容には必ずしもとらわれない。題材は、数、平面図形、立
体図形に求める。

北海道帯広市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校，中学校
数学科教諭向け

6,000円

60人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252821号

011-778-0699

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

北海道教育大学 学校で活かす自然体験学習

自然体験学習の定義について紹介し、我が国の学校教育に
広く普及しているネイチャーゲーム、プロジェクトアドベン
チャー、の2つを取り上げ、それぞれの理論と実習・実践を通
諫山邦子（教育学部釧路校准教授）
しての研修を行う。そのことにより、小学校教育の中で自然
体験学習を取り入れた学習を展開していく能力の向上を図
る。

北海道帯広市

6時間 平成25年8月8日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

60人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252822号

011-778-0699

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

北海道教育大学 中国の過去・現在・未来

中国は、「地大物博」すなわち土地は広く物産は豊かと称さ
れます。それに加え、多くの人がいて、そして長い歴史の蓄
積があります。紀元前以来の文明を直接に引き継いで現在
にまでつながる例は、中国をおいてほかにはありません。彼
竹内康浩（教育学部釧路校教授）
の地において展開された歴史から学ぶことが多いのはもと
よりですが、一方では、プラスの要素ばかりでないことも事
実です。この講習では、まずは基礎的なところから中国を知
ることにつとめようとするものであります。

北海道帯広市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校，中学校
（社会科），高等
学校（地歴）教諭
向け

6,000円

60人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252823号

011-778-0699

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

北海道帯広市

6時間 平成25年8月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252824号

011-778-0699

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

2007年度より全面的に展開されるようになった特別支援教
育の現状について解説し、通常学級に在籍するLD、ADHD、
高機能自閉症のある子ども達の理解を通して、行動面・対
二宮信一（教育学部釧路校准教授）
人面・学習面に関する支援のあり方について、関わりの基
本、教材の工夫、指導の配慮の観点について述べ、保護者
や専門機関との連携のあり方について実践的に解説する。

北海道標津郡
中標津町

6時間 平成25年8月7日

6,000円

40人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252825号

011-778-0699

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

新指導要領からもうけられた、伝統的な言語文化という分野
は、中学校から学んでいた古典の分野に当たる。しかし、今
年度から小学一年生から学ぶものとなり、いままで、古典を
伝統的な言語文化と国語の特質 教えてこなかった小学校の先生方にとって、どう教えれば良
北海道教育大学
石井由紀夫（教育学部釧路校教授）
に関する講座
いのか戸惑いがあるように思われる。そこで、小学校四年生
からの教科書に掲載されている教材を取り上げ、その指導
の観点について考えてみたい。中学校や高等学校について
も考える。

北海道標津郡
中標津町

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校，中学校・
高等学校国語科
教諭向け

6,000円

40人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252826号

011-778-0699

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

北海道標津郡
中標津町

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校，中学校・
高等学校美術科
教諭向け

6,000円

40人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252827号

011-778-0699

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

北海道標津郡
中標津町

6時間 平成25年8月8日

6,000円

40人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252828号

011-778-0699

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

保育現場において、教師(保育者)は目的を持って子どもたち
へ強い誘導を行うものから、子どもの自主性を尊重し干渉を
極力控えるものまで、幅広く、多様なかかわりを行っていま
保育実践における教師の援助を
す。近年の「幼稚園教育要領」は保育者に何を求めており、 井上薫（釧路短期大学幼児教育学科教授）
北海道教育大学
考える
その要請はどのような背景から来ているのか。子ども理解に
かかわるいくつかの視点や対話的保育カリキュラムなどの
取り組みを参考に「援助」の在り方を考えます。

北海道教育大学

子どもの学びと育ちの特別支援
教育

北海道教育大学 ドローイングと美術

ドローイング（素描・線描）は、美術家の諸領域における創造
活動の基礎である。受講者は実際に手を動かしてドローイン
グを体験しつつ、美術の専門的知見を習得することを通し
富田俊明（教育学部釧路校講師）
て，教科指導に関わる現代的教育課題の解決能力の向上
を図る。

・生徒指導の充実を図る上で、「生命線」とも言うべき、「児童
生徒理解」について、その意義や基本的な考え方などにつ
いて理解を深める。
・集団指
児童生徒理解に基づく生徒指導
北海道教育大学
導や個別指導などの意義や目的などについて理解を深め 山瀬 一史（大学院教育学研究科教授）
の在り方
る。
・教育相談の進め方や具体的な方法等について理解を深め
る。

北海道帯広市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
音楽科教諭及び
伝統芸能に興味
のある方

6,000円

60人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252820号

011-778-0699

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

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

現代社会の抱える諸問題について、地理学の視点から読み
解いていきます。今年度は“自然災害と防災（減災）を考え
る”と題して講義を行います。講義では地形図の読図を中心
自然災害と防災（減災）を読図す
に各種資料や映像を用いての解説および会場周辺の市街 酒井多加志（教育学部釧路校教授）
北海道教育大学
る
地を対象としたフィールド調査とディスカッションを行います。
具体的な講義内容は、「自然災害を読図する」、「防災（減
災）を読図する」、「防災の視点からのまち歩き」となります。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道標津郡
中標津町

6時間 平成25年8月8日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

40人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252829号

011-778-0699

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

現代の社会における課題として挙げられる持続可能な社会
とは何か，持続可能な社会を作るために家庭科の授業にど
持続可能な社会の構築に向けた
のような内容を入れればよいのか，小学校の実践事例を中 小野恭子（教育学部釧路校講師）
家庭科教育
心に講義を行います。受講者同士でも，教材を体験し，授業
改善に向けて話し合ってもらう活動も取り入れます。

北海道標津郡
中標津町

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校，中学校・
高等学校家庭科
教諭向け

6,000円

40人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252830号

011-778-0699

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

北海道教育大学 環境保全と地域づくり

環境保全活動を通じた地域づくりについて考えることをテー
マにしている。再生可能エネルギー普及や資源循環推進と
いった環境保全に関する取り組みは、地域の社会経済活動
の活性化の新たな手段になりつつある。また、環境保全推
平岡俊一（教育学部釧路校講師）
進の側から見ても、こうした取り組みは重要な意味を有して
いる。本講習では、主に地域レベルでの温暖化防止活動を
題材として、全国各地の事例をもとに、取り組みの重要性等
について考えた上で、具体的な活動の企画等を行う。

北海道標津郡
中標津町

6時間 平成25年8月9日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

40人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252831号

011-778-0699

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

北海道教育大学 北海道の動物を理解する

人と野生生物の関係を考える材料を提供するのが本講習の
目的である。「生物多様性」を考えることである。具体的に
は、北海道に生息する動物の由来と現状について理解する
蛭田眞一（教育学部釧路校教授）
ことを行う。エゾヒグマ、エゾシカ、タンチョウ、キタサンショウ
ウオ、昆虫、ザリガニ（ニホンザリガニ・ウチダザリガニ）、間
隙動物などを扱う。

北海道標津郡
中標津町

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校・中学校・
高等学校理科教
諭向け

6,000円

40人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252832号

011-778-0699

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

主として、小・中学校の書写教材等を使用した実技指導と指
導法を教授。その他関連して漢字や仮名文字の歴史や,教
古典の紹介
書写が苦手な教員のための書写 材の書風の基礎となる
村山昌央（教育学部釧路校教授）
北海道教育大学
等を含める。
講座
※受講者の経歴や経験又は学校種等により内容を変更す
る場合もある。

北海道標津郡
中標津町

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校，中学校・
高等学校国語科
教諭のうち，書写
が苦手な教諭

6,000円

40人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252833号

011-778-0699

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

教育相談はその対象によって，活動のあり方が異なる。本
講習では，学校教育における教育相談等における支援や援
助，あるいは指導についてそれらの関係を整理し検討する。
教育相談の実際－保護者との関
現代の教育相談活動に求められる基本的スタンスであるカ
北海道教育大学 係，コミュニケーション，連携につ
小渕隆司（教育学部釧路校准教授）
ウンセリングマインドや生徒指導，保護者との関係づくり等
いて－
について，基本的な知識や事柄について今日的な課題やト
ピックスについて深め，特に保護者との関係やコミュニケー
ションについて，支援事例を通して検討したい。

北海道帯広市

6時間 平成25年12月7日

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252834号

011-778-0699

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

学習指導要領における道徳教育について、改訂の要点、方
針、目標及び内容、指導計画や内容の取扱い等を主な講義
北海道教育大学 豊かな心を育む道徳教育の充実 内容とする。また、豊かな心を育む道徳教育について、授業 西村 聡（教育学部釧路校准教授）
づくりや実践のポイントについて説明するとともに、指導案作
成の演習等を行う。

北海道帯広市

6時間 平成25年12月7日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭向け

6,000円

60人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252835号

011-778-0699

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

新学習指導要領の教科書に基づき、小学校の理科・算数を
中心として、教科横断型の総合的な学習も含めて、いくつか
の単元を選定してその教育内容検討と、教材化の構想を検
小学校理科・算数を中心とする教 討する。また、場合によっては地域の課題に応じては特定領
北海道教育大学
倉賀野志郎（大学院教育学研究科教授）
育内容検討・教材開発講座
域の教科に限定されない総合的な学習に対応する教育内
容等も検討する。最終的には教育内容検討を踏まえての教
材化に向けての構想をまとめて報告し相互に検討することを
もって修了認定の資料とする。

北海道帯広市

6時間 平成25年12月7日

教諭

小学校，中学校，
高等学校（理数
分野）教諭向け

6,000円

60人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252836号

011-778-0699

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

北海道帯広市

6時間 平成25年12月8日

6,000円

60人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252837号

011-778-0699

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

北海道教育大学

北海道教育大学

「意欲」の発達心理学：児童期・
青年期の学びと生活をめぐって

児童期から青年期への移行に焦点を当て，学習意欲に関す
る心理学的研究の動向を解説します。また，対人関係を含
伊田勝憲（教育学部釧路校准教授）
めた生活全般の意欲にも着目し，不登校・引きこもり等の
「適応」や「生きづらさ」をめぐる問題について論じます。

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道教育大学

北海道はいつ、どこで、どのようにして形成されていったので
しょうか。このことを少しでも理解することで、「地球と生命」
北海道の生い立ち-北海道2億年
や「大地の成り立ちと変化」などの地球の歴史に関する授業 池田保夫（教育学部釧路校教授）
の旅や総合学習、防災教育の内容に膨らみをもたせ、より充実さ
せていくことができるようにする。

北海道帯広市

6時間 平成25年12月8日

教諭

小学校，中学校・
高等学校理科教
諭向け

6,000円

60人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252838号

011-778-0699

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

北海道教育大学

社会科・地理歴史科・公民科の授業を創造するには，どのよ
社会科・地理歴史科・公民科授業
うな力が必要なのだろうか。本講習では，授業デザインの内 藤本将人（教育学部釧路校講師）
の作り方
実を再確認し，社会系教科の授業構成を考えたい。

北海道帯広市

6時間 平成25年12月8日

教諭

小学校，中学校
（社会科），高等
学校（地歴・公
民）教諭向け

6,000円

60人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252839号

011-778-0699

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

北海道釧路市

6時間 平成25年12月21日

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252840号

011-778-0699

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

北海道教育大学

現代の子どもたちの人間関係と
生徒指導の課題

現代の子どもたちは、「親密」な友人関係の下での息苦しさ
や、常に他者の視線にさらされ、評価や選別の対象となる緊
張感等、さまざまなストレスを抱えている。このようなストレス
や仲間関係の下での「生きづらさ」が、現代の子どもたちの
木戸口 正宏（教育学部釧路校講師）
さまざまな「問題行動」の背景に存在している。本講習では、
特に子どもたちの仲間関係・友人関係に焦点を当て、その
現代的特徴を学ぶとともに、そこから導き出される生徒指
導・生活指導上の課題について学ぶ。

北海道教育大学

欧米を中心とした異文化理解教
育

国境を越えるということは、どういう意味を持つのかを考察す
る。 そのために異文化と衝突したときに起こる様々なショッ
大木文雄（教育学部釧路校教授）
クがどのようにして自らの内に取り込まれていったか、具体
的に様々な例を提示しながらその問題に接近していきたい。

北海道釧路市

6時間 平成25年12月21日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語科教諭及び
社会科教諭向け

6,000円

60人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252841号

011-778-0699

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

正倉院宝物は、年代がはっきりしている、保存状態がよい、
多様性があり数量が多い、優品が多い、世界性があると
いった特質を持つ世界でも希有な文化財である。本講習で
は映像資料を活用しながら、正倉院宝庫の沿革や宝物群の
中村 太一（教育学部釧路校准教授）
概要、海外からの伝来経路などを概説し、代表的な宝物の
用法や製作技法・原産地、および歴史的・文化的意義などを
解説する。なお、文化財や芸術品に興味がある方の受講も
歓迎する。

北海道釧路市

6時間 平成25年12月21日

教諭

小学校，中学校
（社会科），高等
学校（地歴）教諭
向け

6,000円

60人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252842号

011-778-0699

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

北海道釧路市

6時間 平成25年12月21日

教諭

小学校，中学校・
高等学校数学科
教諭向け

6,000円

60人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252843号

011-778-0699

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

北海道釧路市

6時間 平成25年12月22日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

60人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252844号

011-778-0699

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

北海道釧路市

6時間 平成25年12月22日

教諭

小学校音楽専科
教員、中・高の音
楽科教諭、その
他音楽に興味の
ある教諭

6,000円

60人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252845号

011-778-0699

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

北海道釧路市

6時間 平成25年12月22日

教諭

幼・小・中（国語）
教諭

6,000円

60人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252846号

011-778-0699

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

北海道釧路市

6時間 平成25年12月22日

教諭

小学校，中学校・
高等学校理科教
諭向け

6,000円

60人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252847号

011-778-0699

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

北海道教育大学 正倉院宝物と古代の日本

北海道教育大学 多角形の面積

北海道教育大学 子どもの現状と学級経営

ピックの定理とは、x座標とy座標が整数である点を頂点に持
つ多角形に対する面積公式である。このピックの定理を軸
に、面積公式と代数学との関わりを知り、数学の授業内容
の学問的背景や専門的知見を豊かにし、初等幾何学と代数
学の知識を深めることがねらいである。講習では、ピックの 和地 輝仁（教育学部釧路校准教授）
定理やその変種による求積の実例も多く紹介し、また、グラ
フ理論、組合せ論、及び、線型代数学を中心とする背後にあ
る代数的理論を説明する。
学級崩壊現象の社会的要因と子どもの関係性をとらえる。
いじめの問題は、いじめの構造とそれを予防する基本的な
観点をとらえる。これらは学級経営問題の一部であるが、こ 玉井康之（大学院教育学研究科教授）
れらをとらえることで、学級運営のあり方と方向性をとらえ
る。

明治維新以来、日本は欧米の文化を取り入れる中で「音
楽教育」という仕組みそのものを移入しました。現在の音楽
教育の源流は欧米にあり、また欧米の音楽は現在の音楽
西洋音楽史学的視点から見る音
北海道教育大学
教育の根幹の一つであり続けています。本講座では、基本
楽教育成立史
となる西洋音楽史の流れをブラッシュアップしそれを手掛か
りにしながら、音楽教育の成立について日本だけの問題に
せず広く歴史的な視点から考察してゆきます。

小野亮祐（教育学部釧路校准教授）

小中学校、国語科で扱われる文学作品の読解を通して、そ
の教材としての意味、価値を確認したいと考えます。同時に
北海道教育大学 「文学教材を読む」-研究と指導- そのための指導法を学習指導要領との関連から考えていき 津田順二（大学院教育学研究科教授）
ます。また文学作品の背景や他の作品との関係にも視野を
広げ作品を取り上げて検討していきます。

北海道教育大学 基礎を再確認する理科講座

何気なく扱いがちな南中時刻や回転運動および反射の法則
について、背景にある考え方を教師として理解し、小学校理
科の学習指導における教育内容の学問的背景に関する基 小原繁（教育学部釧路校教授）
礎知識・理解を増していくことを通して、教科指導に係わる能
力の向上を図る。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

「障害者の権利条約」で規定された「インクルーシブ教育」、
および中教審・特別支援教育の在り方に関する特別委員会
が提出した「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育
システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」の理念
戸田竜也（教育学部釧路校講師）
北海道教育大学 インクルーシブ教育の理論と実践 を踏まえ、「合理的配慮」と「特別な教育的ニーズ」をキー
ワードとして実践を構想するための視点を提示する。また、
障害のある子どもを含んだ「集団づくり」について検討し、す
べての子どもたちの居場所となる学校・学級づくりについて
考察したい。

北海道釧路市

6時間 平成25年12月23日

教諭 高等学校を除く全
養護教 教諭向け,養護教
諭
諭

6,000円

60人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252848号

011-778-0699

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

学校における教育活動は、学校の教育目標の効果的な実
践を目指して、様々な内容や方法で展開されています。その
教育活動を円滑に進めるためには、校内組織をどのように
学校運営～教職員の協働意識に
していけばよいのかを、次の視点から考えていきます。 ・校 八木修一（大学院教育学研究科教授）
北海道教育大学
よる校内組織体制の活性化
務分掌組織は機能しているか ・組織のマンネリ化の要因に
は ・教職員の意思形成を図るには ・時間不足の中での会
議をどうするか ・協働体制をどう作るかなど。

北海道釧路市

6時間 平成25年12月23日

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252849号

011-778-0699

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

北海道釧路市

6時間 平成25年12月23日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

60人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252850号

011-778-0699

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

北海道釧路市

6時間 平成25年12月23日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
理科教諭向け

6,000円

60人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252851号

011-778-0699

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

6,000円

60人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252852号

011-778-0699

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

6,000円

40人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252853号

011-778-0699

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

小学校学習指導要領の全面実施に伴い，次の内容につい
て説明，演習，協議を通して理解を深め，実践の充実に向け
た糸口を探ることを目指す。
① 算数的活動の充実とは，② 問題解決の授業の日常
算数科「問題解決の授業」による
化に向けて，③ 「問題」の工夫の実際，④ 授業研究の工 早勢裕明（教育学部釧路校准教授）
北海道教育大学
算数的活動の充実
夫，⑤ 評価問題の工夫
また，これらの内容を扱う中で，算数科における言語活動
の充実の在り方について考えていく。

北海道教育大学 身の回りの化学物質

身の回りには多くの化学物質が使用されています。それら
の物質は化学的、物理的な性質を利用して我々の生活に役
立っています。
この講習では、身近 平山雄二（教育学部釧路校准教授）
にあるガラス、プラスチック、生体高分子などの性質や歴史
などの解説をします。

北海道教育大学

器械運動が苦手な教員のための 体育における器械運動について、体系的に段階的に指導す
石田 讓（教育学部釧路校教授）
講座
るために必要な情報を実技、指導法等を通して学習します

北海道釧路市

6時間 平成25年12月23日

教諭

北海道教育大学

形式や意味内容など、芸術作品に対するさまざまな観点に
芸術を学ぶということ及び抽象的
一條 和彦(教育学部岩見沢校准教授)
もとづく鑑賞法を、著名な作品を例にしながら具体的に紹介
な立体表現の発想と表現
二上 正司(教育学部岩見沢校教授)
し、芸術を学ぶことの意味を考察する。

北海道岩見沢
市

6時間 平成25年8月3日

教諭

小学校，中学校・
高等学校体育科
教諭向け
小学校教諭及び
中学校，高等学
校美術・工芸科
教諭向け

北海道教育大学 和声法の基礎と編曲への応用

本講習では和声法の基礎的な学習を行い、その知識、技術
に基づいて簡単な合唱曲の編曲を実習する。和声法の範囲
は予備知識から開始し、属７和音を含む連結までを含める。
二橋 潤一（教育学部岩見沢校教授）
編曲については主に中学校音楽教材の中から楽曲を選択
し、それを２部ないし３部の合唱曲とする方法を学ぶ。楽典
の知識を有することが望ましい。

北海道岩見沢
市

6時間 平成25年8月3日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校音楽科教諭向
け

6,000円

30人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252854号

011-778-0699

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

集団種目におけるスキルアップ
北海道教育大学
～ボールゲームを中心に～

本講習では，保健体育におけるボールゲームを中心とした
集団種目の教育内容や，指導理論や指導方法の専門的知
見に関する内容を習得することを通して，教科指導における 奥田 知靖(教育学部岩見沢校講師)
現代的教育課題に対する課題解決能力の向上を図る。特 越山 賢一(教育学部岩見沢校教授)
に，ゴール型（サッカー，バスケットボール）・ネット型（バレー 志手 典之(教育学部岩見沢校教授)
ボール）のボールゲームについての実践的な内容について
講義を行う。

北海道岩見沢
市

6時間 平成25年8月3日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校保健体育科教
諭向け

6,000円

75人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252855号

011-778-0699

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

講義では、主に北海道の木材を用いた工芸について取り上
げ、地域と関わる工芸を通して見える『工芸』の持つ意味や
地域における伝統工芸の継承及
阿部 吉伸(教育学部岩見沢校准教授)
『工芸教育』の役割についての理解を深める。また、実習で
び染織表現の技法
竹田 園子(教育学部岩見沢校准教授)
は繊維を教材として扱う際に有効な知識・技術を紹介すると
ともに、染織の基礎的な技法を用いて制作実習を行う。

北海道岩見沢
市

6時間 平成25年8月4日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校美術・工芸科
教諭向け

6,000円

40人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252856号

011-778-0699

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

歌唱に必要な発声法について学ぶ。それにはまず声をつく
りあげている要素をあげ、そのために必要な発声器官の仕
組みと、その働きについて考える。そして演習として高等学 服部 麻実(教育学部岩見沢校准教授)
校の音楽の教材などを用いてグループに分かれ、少人数で
の声楽アンサンブルを行う。

北海道岩見沢
市

6時間 平成25年8月4日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校音楽科教諭向
け

6,000円

30人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252857号

011-778-0699

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

北海道教育大学

北海道教育大学 素敵に歌ってみませんか？

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

現代の子どもの健康・体力に関する問題点の多角的な分析
と問題解決に関する方法・方策の検討を通して保健体育科
（体育科）に期待されている現代的教育課題の解決能力の 新開谷 央(教育学部岩見沢校教授)
鈴木 淳一(教育学部岩見沢校准教授)
向上を図る。
本講習では，栄養学な観点，生理学的な観点，社会学的な 森田 憲輝(教育学部岩見沢校准教授)
観点からの子どもの健康や体力低下問題について検討し，
その後学校教育の中での解決方法を探る。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道岩見沢
市

6時間 平成25年8月4日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校保健体育科教
諭向け

6,000円

75人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252858号

011-778-0699

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

北海道岩見沢
市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校美術・工芸科
教諭向け

6,000円

40人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252859号

011-778-0699

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

北海道岩見沢
市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校音楽科教諭向
け

6,000円

30人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252860号

011-778-0699

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

北海道岩見沢
市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校保健体育科教
諭向け

6,000円

75人

平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000252861号

011-778-0699

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

北海道岩見沢
市

6時間 平成25年12月21日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校美術・工芸科
教諭向け

6,000円

40人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252862号

011-778-0699

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

北海道岩見沢
市

6時間 平成25年12月21日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校音楽科教諭向
け

6,000円

30人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252863号

011-778-0699

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

学校教育における自然体験学習の重要性が強調されるよう
になった社会的背景や、一般的な学習とは異なるその教授
能條 歩(教育学部岩見沢校教授)
北海道教育大学 学校教育における自然体験学習 方法などについての専門的知見についての最新の内容を
山田 亮(教育学部岩見沢校講師)
知り、現代的教育課題の解決方法としての自然体験学習に
ついて体験的に学ぶ。

北海道岩見沢
市

6時間 平成25年12月21日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校教諭向け(保健
体育に限定しな
い)

6,000円

75人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252864号

011-778-0699

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

昭和の戦後から平成までを日本のプロダクトデザイン中心
生活空間にみる情報デザイン及 に鑑賞し、日本人のモノに対する視点、デジタル技術が導入
三浦 啓子(教育学部岩見沢校講師)
北海道教育大学 びコラージュ技法を用いた絵画表 されてからの生活の変化、情報デザインが持つ役割を考え
舩岳 紘行(教育学部岩見沢校講師)
現
ていく。また教育現場における情報デザイン教育の教材を考
えていく。

北海道岩見沢
市

6時間 平成25年12月22日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校美術・工芸科
教諭向け

6,000円

40人

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252865号

011-778-0699

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

6時間 平成25年12月22日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校音楽科教諭向
け

6,000円

30人 平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平251000252866号

011-778-0699

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

北海道教育大学 子どもの体力問題を考える

暗室や設備のない学校現場でも制作できる「手作り写真」の
実習です。珍しい専門的な技法ですが、作業自体は小学生
でも可能です。
「映像メディア表現」教育のため 19世紀の古典技法の中には、ゼラチンや卵を使って印画紙
伊藤 隆介(教育学部岩見沢校教授)
北海道教育大学 の基礎知識及び写真の古典技法 を手作業で作成するものも多く、ネガを太陽光で焼き付けす
三橋 純予(教育学部岩見沢校教授)
る古典技法は、まさにマン＝レイが言ったように「光の版画
の体験
(レイヨグラム)」です。この実習では古典技法を数種類とりあ
げ、実際に印画紙から焼き付けまでを行います。

北海道教育大学 民族音楽・舞踊の世界～タイ～

北海道教育大学 個人種目におけるスキルアップ

タイの民族音楽・舞踊を中心に、アジア地域の伝統芸能と文
化実践について、以下の３つのアプローチから学ぶ。
①タイの民族音楽・舞踊 概論
②アジア地域に分布する『ラーマーヤナ』物語をモチーフに
岩澤 孝子(教育学部岩見沢校准教授)
した多様な芸能実践について
③タイの民族舞踊実践

小学校教諭及び中学校，高等学校保健体育科教諭を対象
に、剣道、器械運動、陸上競技に代表される個人種目のス 岡嶋 恒(教育学部岩見沢校教授)
ポーツ種目に関する体育授業に関わる内容について、各講 佐藤 徹(教育学部岩見沢校教授)
師の専門分野の研究成果をベースに講義や実技を行い、参 杉山 喜一(教育学部岩見沢校教授)
加教員の教育指導能力の向上を図る。

今日の美術の多様な展開を美術教育の中にどのように取り
入れれば良いのか、またその意義について考察する。現行
の美術教育は今日の世界の美術的状況に対応出来ている
美術教育の現代化について～現
とは思えない。人間にとっての世界的共通課題と関わりなが
福山博光(教育学部岩見沢校教授)
北海道教育大学 代美術を鑑賞教材として取り込む
ら展開する現代美術について、ヴェネチア、カッセル、横浜、
ために～
妻有等の国際展を取り上げ、具体的な作品に触れながら、
それらを美術教育の中に取り込むことの重要性とその方法
について考察する。

北海道教育大学 ピアノ指導法と音楽鑑賞法

ピアノ指導に関していろいろなニーズに対応した方法を講義
で学び、それを踏まえた上で各自が実習を行い、学校教育
の場で応用できることを目標としている。学校現場における
水田 香(教育学部岩見沢校教授)
音楽鑑賞の授業の際、鑑賞法を提示することで理解が高ま
深井 尚子(教育学部岩見沢校准教授)
り、芸術性をより深く味わうことができる。その方法を楽譜の
読み方を通して解説する。

今日使用されている音楽教育教材は、ピアノ伴奏譜ではなく
コードネームのみが記載されている場合が多い。本講習で
は、即興で伴奏することを含め、書かれているコードに対し
コードネームに親しもう・ベートー
て伴奏付けができるように演習を重ね、コードネーム譜で演 内田 輝(教育学部岩見沢校教授)
北海道岩見沢
北海道教育大学 ベン交響曲第9番～人間の教育
奏できる力を養う。テキストはこちらで用意する（演奏技術を キーンレ・フレデリック(教育学部岩見沢校講師) 市
～
考慮して最適なものを選択する）。ピアノをある程度（ツェル
ニー30番など）弾けること。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

北海道教育大学

学校教育におけるウィンタース
ポーツの学習

現行の学習指導要領においては、指導計画の作成と内容
の取り扱いに関して、「自然とのかかわりの深い雪遊び、氷
上遊び、スキー、スケート、水辺活動などの指導について
は、地域や学校の実態に応じて積極的に行うことに留意す 小林 規(教育学部岩見沢校教授)
ること。」（小学校学習指導要領 第2章 第9節 体育）と明 前田 和司(教育学部岩見沢校教授)
記されている。（中学校学習指導要領もほぼ同様）本講習で 山本 理人(教育学部岩見沢校准教授)
は、ウインタースポーツを育んできた北海道の地域特性を踏
まえ、ウインタースポーツの現状と課題、具体的な指導法の
あり方について解説する。

北見工業大学

ＰＣを用いた情報管理等の効果
的手法とセキュリティの基礎

Excel、Word、Power Pointを効果的に利用し、PCで生徒の
個人情報管理や成績処理・記録を行うヒント、宛名のタック
シール印刷や学級通信の作成を容易に行う方法のヒントを
演習形式で学習します。また、インターネットを利用した授業 亀丸 俊一（工学部教授）
等で生徒に注意させるべきセキュリティと、教諭が生徒の個
人情報を管理する上での注意点を紹介します。マウス、キー
ボード操作可能なPC初級者から中級者を対象とします。

北海道北見市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
（全教科）教諭向
け

6,000円

北見工業大学

ＰＣを用いた情報管理等の効果
的手法とセキュリティの基礎

Excel、Word、Power Pointを効果的に利用し、PCで生徒の
個人情報管理や成績処理・記録を行うヒント、宛名のタック
シール印刷や学級通信の作成を容易に行う方法のヒントを
演習形式で学習します。また、インターネットを利用した授業 亀丸 俊一（工学部教授）
等で生徒に注意させるべきセキュリティと、教諭が生徒の個
人情報を管理する上での注意点を紹介します。マウス、キー
ボード操作可能なPC初級者から中級者を対象とします。

北海道北見市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
（全教科）教諭向
け

北見工業大学

地球環境問題とエネルギー問題には表裏一体の密接な関
係があり、特に地球温暖化は深刻な問題です。持続可能な
社会を作るためにはクリーンエネルギー利用は必須です。
本講座では、身近なエネルギーである電気を二酸化炭素を
環境に優しいクリーンエネルギー 排出しないで発電する技術として太陽光発電、燃料電池の 岡﨑 文保（工学部准教授）
基礎技術を解説し、これらを授業でも活用できる簡単な教材
作りを通して学習します。また、新エネルギー分野として温
度差発電や振動発電などを体験しながら、環境に優しいグ
リーンテクノロジーについても紹介します。

北海道北見市

6時間 平成25年8月8日

教諭

北見工業大学

地球環境問題とエネルギー問題には表裏一体の密接な関
係があり、特に地球温暖化は深刻な問題です。持続可能な
社会を作るためにはクリーンエネルギー利用は必須です。
本講座では、身近なエネルギーである電気を二酸化炭素を
環境に優しいクリーンエネルギー 排出しないで発電する技術として太陽光発電、燃料電池の 岡﨑 文保（工学部准教授）
基礎技術を解説し、これらを授業でも活用できる簡単な教材
作りを通して学習します。また、新エネルギー分野として温
度差発電や振動発電などを体験しながら、環境に優しいグ
リーンテクノロジーについても紹介します。

北海道北見市

6時間 平成25年8月9日

教諭

星槎大学

教育安全上、災害時に学校全体で子どもたちの生命を守り
心身の安全を図ること、災害後はこころのケアや具体的支
震災を超えた未来のために
援が迅速にできる事が求められている。そこで本講習では、
細田 満和子（共生科学部教授）
～教育現場におけるリスクマネジ 東日本大震災の現場に身を置き、子どもたちの声を聴き、
吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
メント～
当事者として考え、伝えている方々をゲストに迎え、将来、遭
遇するであろう危機的状況の中で、教師・市民としてとるべ
き態度、知識、考え方を考察する手がかりを提示したい。

北海道札幌市

18時間 平成25年7月30日～平
成25年8月1日

星槎大学

教育安全上、災害時に学校全体で子どもたちの生命を守り
心身の安全を図ること、災害後はこころのケアや具体的支
震災を超えた未来のために
援が迅速にできる事が求められている。そこで本講習では、
細田 満和子（共生科学部教授）
～教育現場におけるリスクマネジ 東日本大震災の現場に身を置き、子どもたちの声を聴き、
吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
メント～
当事者として考え、伝えている方々をゲストに迎え、将来、遭
遇するであろう危機的状況の中で、教師・市民としてとるべ
き態度、知識、考え方を考察する手がかりを提示したい。

北海道帯広市

18時間 平成25年7月30日～平
成25年8月1日

星槎大学

地球環境と人間活動

本講習では、人間社会が直面する環境問題について、人と
人、国と国との関わりあいを通じて、人と自然との共生の方
法について考え、持続可能な世界の構築のため、何が課題
坪内 俊憲（共生科学部准教授）
で、何を解決すべきかを、自らの力で考える子どもたちの育
成のために、教育現場で何を伝えるべきかを具体的事象を
交えながら学ぶ。

北海道岩見沢
市

6時間 平成25年12月22日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校保健体育科教
諭向け

6,000円

75人

北海道札幌市

6時間 平成25年10月26日

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平251000252867号

011-778-0699

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

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000751159号

0157-26-9177

http://www.kitamiit.ac.jp/

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000751160号

0157-26-9177

http://www.kitamiit.ac.jp/

小学校教諭、中
学校・高等学校
理科教諭向け

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000751161号

0157-26-9177

http://www.kitamiit.ac.jp/

小学校教諭、中
学校・高等学校
理科教諭向け

6,000円

20人 平成25年5月6日～
平成25年5月22日

平251000751162号

0157-26-9177

http://www.kitamiit.ac.jp/

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

19,000円

50人 平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752200号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

19,000円

20人 平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752201号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

7,000円

50人 平成25年3月18日～
平成25年6月30日

平253000752214号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

平成25年9月29日～
平成25年10月12日

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

発達障害児への支援

発達障害者支援法(政令)による「発達障害」の定義では、
「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、
学習障害、注意欠陥多動性障害他」と示されている。これら
の障害特性と支援について整理する。併せて、最近、増加し
ている不登校児の支援を取り上げる。不登校児の増加は、 寺山 千代子（共生科学部客員教授）
現代社会を反映しているものと思われる。しかし、不登校児
のなかには、発達障害を疑われるものもいると推測されるこ
とから、発達障害のアセスメントと合わせて支援のあり方を
検討する。

北海道札幌市

6時間 平成25年9月23日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

7,000円

50人

平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752220号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

個別の支援計画

認知発達に遅れのある学習障害、ADHD、アスペルガー症
候群、高機能自閉症等発達障害がある子どもに対しては、
個人の認知発達とアセスメントを行い、苦手な部分と得意な
西永 堅（共生科学部准教授）
部分を把握した個別の指導計画の作成が重要である。本講
座では、アセスメントに沿った個別の指導計画の作成ならび
にそれに基づいた具体的な支援方法を学ぶ。

北海道札幌市

6時間 平成25年7月15日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

7,000円

50人

平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752234号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

北翔大学

子どもの心と体の育ち

就学前からの基本的生活習慣の欠如、運動能力の低下、
自制心や規範意識・自己肯定感の希薄化などが指摘されて
います。本講座では、「食と健康」「運動と心理」「体験活動」
「幼稚園・保育所と小学校の接続」などの観点から、子ども
の現状と課題を整理し、心と体の育ちに関する教育的配慮
や知識の習得を目指します。

北海道江別市

6時間 平成25年8月6日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

120人 平成25年5月7日～
平成25年5月9日

平253001551072号

011-387-4082

http://www.hokushou.ac.jp

北翔大学

心の健康問題を抱える子どもへ
の対応

現在、子どもの心身の健康課題は多様化・深刻化していま
す。本講習では、早期発見や具体的対応について事例を挙
飯田 昭人（人間福祉学部准教授）
げて考察し、効果的な対応を行うことができるようになること
今野 洋子（人間福祉学部教授）
を目標とします。また、学校教育活動において活かされるよ
川﨑 直樹（人間福祉学部准教授）
う、支援のための校内連携や関係機関との連携について考
察します。

北海道江別市

6時間 平成25年8月7日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

120人 平成25年5月7日～
平成25年5月9日

平253001551073号

011-387-4082

http://www.hokushou.ac.jp

北翔大学

特別支援教育の今

特別支援教育の根幹である児童生徒一人一人の教育的
ニーズを理解し、生活や学習上の困難を改善又は克服する
佐藤 義昭（生涯学習システム学部教授）
ための適切な指導の在り方について考えます。具体的には
島津
彰（生涯学習システム学部教授）
幼稚園及び小・中学校、高等学校における支援体制、コー
和
史朗（生涯スポーツ学部准教授）
ディネーターの在り方等の現状と課題について、さらには児
童生徒の行動上の問題の解決策について解説します。

北海道江別市

6時間 平成25年8月8日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

120人

平成25年5月7日～
平成25年5月9日

平253001551074号

011-387-4082

http://www.hokushou.ac.jp

帯広大谷短期大
教材研究の今日的視点
学

昨今、あらゆる学習活動の基盤ともなる国語力の育成が
大きな課題となっています。とりわけ、テキストを理解し、活
用し、熟考する力（いわゆるＰISA型読解力）や論理的に考え
表現する力、言葉で伝え合う力などの強化が求められてい
加来 義行（非常勤講師）
ます。この講習では、そのような観点を踏まえ、音声言語、
作文、文学作品、説明的文章､読書､古典、言語事項などの
ジャンルにわたり、それらの今日的な指導法を実践的に究
明するものです。

北海道音更町

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校・中学校
国語教諭向け

6,000円

30人 平成25年5月7日～
平成25年5月24日

平253500351765号

0155-42-4444

http://www.oojc.ac.
jp/

帯広大谷短期大
情報検索と図書館
学

先生の言うことを聞いて理解するだけでなく、自ら疑問を持
ち、積極的に調べ、考える力を付けることが今、教育の場で
重要視されています。しかし、我々大人自身について翻って
考えてみると、このような能力、特に調査能力をのばしては 大平 剛（准教授）
こなかったのではないでしょうか。この講義では疑問を調査
する場所としての図書館の機能とともに実際に調査を体験し
て、図書館を再発見してもらおうと考えています。

北海道音更町

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校・中学校
国語教諭向け

6,000円

30人 平成25年5月7日～
平成25年5月24日

平253500351766号

0155-42-4444

http://www.oojc.ac.
jp/

帯広大谷短期大 ＮＩＥ（教育に新聞を）による学習
学
活動の展開

学習指導要領で新聞の活用が位置づけられたことを踏ま
え、ＮＩＥ（教育に新聞を）について、実践的な内容を取り上げ
考察します。
若山 茂樹（非常勤講師）
情報を受け取り教材化すること、情報を発信する手立てを学
ぶことなどの事項について解説します。

北海道河東郡
音更町

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校・中学校
国語教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月7日～
平成25年5月24日

平253500351767号

0155-42-4444

http://www.oojc.ac.
jp/

北海道河東郡
音更町

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校・中学校
家庭教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月7日～
平成25年5月24日

平253500351768号

0155-42-4444

http://www.oojc.ac.
jp/

星槎大学

星槎大学

帯広大谷短期大
家庭生活と家族
学

青木
竹田
土屋
藤井

康太朗（生涯スポーツ学部講師）
唯史（生涯スポーツ学部教授）
律子（生涯スポーツ学部教授）
由美子（短期大学部教授）

家庭とは家族を中心に営まれる人間関係の情緒的な面に
重きを置いた語である。家族は社会を構成する最小単位で
あり、総ての個人は定位家族の下に生まれ、その多くが成
長に伴って、もう一つの家族である生殖家族を経ていく。現 池添 博彦（教授）
代の家庭生活および家族に関わる諸事象について講義して
いく。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

帯広大谷短期大
食物と栄養について
学

帯広大谷短期大
食品とヒトの体との関わり
学

講習の概要

担当講師

動植物がヒトに食物として利用されるための条件や、食物
の構成要素である食物成分の特性について学ぶ。栄養成分
の代謝過程や各栄養素と体の生理機構の関わりについて
池添 博彦（教授）
学ぶ。更に近年不足が問題となっている微量栄養素の生成
植田 志摩子（教授）
機能および食物中に存在する機能性成分と体との関わりに
ついて述べたい。そしてバランスのよい食生活について解説
し、調理実習を行います。
安全・安心かつ健康な食生活を実践するために必要な比
較的新しい内容に関して講義および実験を行ないます。さら
に、近年市場に数多く出回っている「健康食品」や「特定保 石井 洋（准教授）
健用食品」はセルフメディケーションの手段としてどのような 林 千登勢（助教）
位置づけなのかを考えます。

講習の開催地

消費者がどのような価値観で環境変化を認識し行動するか
ということは、食品への不安感に対する行動に代表されるよ
うに企業や社会への影響が大きい。経済的不況や社会の不
しなやかに、賢く生きるための経
青森中央学院大
安感を克服するには消費者に対して法学的、経済学的、経 塩谷未知（経営法学部教授）
済・法律リテラシーの養成（Ⅲ）―
学
営学的な多くの視点での検討が必要である。本講習では、 丸山愛博（経営法学部講師）
「消費者」を鍵概念として－
消費者法という法学的側面とマーケティング論を主とした経
営学的な両面から、消費や消費者の基礎的概念から現状
抱える課題まで解説する。

青森中央短期大 学校教育における「いのちの教
学
育」の原理的なあり方について

日本の学校教育において、近年、「いのちの教育」を導入す
る動きがあるが、その原理的な部分については未検討な
ケースが多い。本講習では、実際に「いのちの教育」を行うと
きに、教師がどのような理論、理屈に依拠して具体的な指導 清多英羽（幼児保育学科准教授）
を組み立てるのかという、原理的な説明を試みる。具体的な
授業の行い方等の実践的な内容は扱わず、教育理論の部
分を重点的に講義する。

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

小学校・中学校
家庭教諭向け

7,000円

30人

平成25年5月7日～
平成25年5月24日

平253500351769号

0155-42-4444

http://www.oojc.ac.
jp/

北海道河東郡
音更町

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校・中学校
家庭教諭向け

7,000円

30人 平成25年5月7日～
平成25年5月24日

平253500351770号

0155-42-4444

http://www.oojc.ac.
jp/

教諭

小学校教諭

22,000円

30人

平257002351894号

01457-6-2311

http://hidaka.niye.
go.jp

教諭

中（技術・家庭
科）高（農業科・
家庭科）の教職
員

10,000円

30人 平成25年4月1日～
平成25年6月4日

平258132551839号

03-3463-7721

http//www.nojokyoka
i.or.jp

教諭

小学校教諭
中学校教諭 社
会
高等学校教諭
公民
高等学校教諭
商業

6,000円

50人 平成25年4月1日～
平成25年7月19日

平253002751961号

017-728-0131

http://www.aomoricg
u.ac.jp

教諭

小学校教諭
中学校教諭 社
会
高等学校教諭
公民
高等学校教諭
商業

6,000円

50人 平25年4月1日～
平成25年7月19日

平253002751962号

017-728-0131

http://www.aomoricg
u.ac.jp

教諭

小学校教諭
中学校教諭 社
会
高等学校教諭
公民
高等学校教諭
商業

6,000円

50人

平成25年4月1日～
平成25年7月19日

平253002751963号

017-728-0131

http://www.aomoricg
u.ac.jp

6,000円

50人 平成25年4月1日～
平成25年7月19日

平253002751964号

017-728-0131

http://www.aomoricg
u.ac.jp

6,000円

30人

平成25年4月1日～
平成25年7月19日

平253502152000号

017-728-0121

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

日高 智（帯広畜産大学畜産学部家畜生産科
学分野教授）
倉園 久生（帯広畜産大学畜産学部食品衛生
北海道帯広市
学分野教授）
島田 謙一郎（帯広畜産大学畜産学部加工・利
用学分野准教授）

景気低迷や災害等による低所得層や高齢世帯の貧困化が
懸念されている。突然の失業・解雇、病気等のリスクにあっ
しなやかに、賢く生きるための経 て、経済的基盤が求められている。近年における貨幣の多
青森中央学院大
岩船彰（経営法学部教授）
済・法律リテラシーの養成（Ⅱ）― 様な機能と流れの複雑さからみて、いま、貨幣の教育が緊
学
寺井里沙（経営法学部講師）
「貨幣」を鍵概念として－
急課題となっている。子どもたちに対して、世界的な視点に
立った総合的体系的な経済教育を経済学・法律学双方の視
点から考察する。

受講料 受講人数

教諭

「農畜産業の最新事情」
１．畜産食品の最新事情
２．食肉生産の最新事情
財団法人全国学 農業実験・実習講習会『畜産・食 ３．肥育豚の解体
４．豚枝肉の分割と部分肉
校農場協会
品製造』
５．食肉製品加工の理論と技術
６．食肉製品の加工
７．食品有害微生物

人間力-Human strength-は人間のもつ基本的な強さであ
り、歴史と文化を超えて大切にしてきた、よりよく生きるため
の原則である。本講義では、①近年におけるResilience現象 丹藤進（経営法学部教授）
（困難から“はね戻ってくること”）及びFlow経験（内発的に動 高橋興（経営法学部教授）
機づけられた自己の没入感覚を伴う経験）の研究から人間 竹中司郎（経営法学部准教授）
力について解説し、②生きる力としての学力、③学校と地域
の協働について、各考察する。

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成25年8月8日

佐藤 悟（国立日高青少年自然の家所長）
服部 和樹（国立日高青少年自然の家次長）
濱出 充（国立日高青少年自然の家企画指導
専門職）

しなやかに、賢く生きるための人
青森中央学院大
間力‐Human strength-の発達と
学
教育

講習の期間

北海道河東郡
音更町

教員が体験活動の意義について理解するとともに，児童の
長期宿泊学習を効果的に実施するための基本的な指導技
独立行政法人国
術を国立日高青少年自然の家のフィールドを生かした実習
立青少年教育振 平成25年度教員免許状更新講習
を通して身につける。また，学習指導要領における体験活動
興機構
の取り扱いを理解し，教育課程の編成や教育活動に体験活
動を取り入れる方法を，講義や演習を通して習得する。

リーマンショックの後遺症が引き続く中、わが国の経済・社
会構造は急速に変わりつつある。時代環境に適合しない
様々な活動や人材は停滞して行き場所を失いかけている。
しなやかに、賢く生きるための経
困難な時代を迎える若者にとって、しなやかに、賢く生きるた 内山清（経営法学部教授）
青森中央学院大
済・法律リテラシーの養成（Ⅰ）―
めには、働くことにまつわる現代的諸問題に、経済・法律的 小俣勝治（経営法学部教授）
学
「労働」を鍵概念として－
センスを持って対処することはきわめて重要な資質の一つで
ある。本講習は、最新の知識・情報をやさしくわかりやすく解
説することを主眼とする。

時間数

北海道日高町

青森県青森市

青森県青森市

青森県青森市

18時間

平成25年7月13日～
平成25年7月15日

18時間 平成25年8月5日～
平成25年8月9日

6時間 平成25年8月1日

6時間 平成25年8月2日

6時間 平成25年8月5日

青森県青森市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校教諭
中学校教諭 社
会
高等学校教諭
公民
高等学校教諭
商業

青森県青森市

6時間 平成25年8月5日

教諭

幼稚園教諭

平成25年5月13日～
平成25年6月13日

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

青森中央短期大
食育プログラム作成の実際
学

講習の概要

担当講師

学校教育における食育の充実が求められている。本講習で
は、子どもの食生活の現状、食育の目標の考え方、食育の
全体計画の作成、学校給食を活用した食育の指導について
講義を行う。
また、講義の内容を踏まえて、食育プログラムの作成を演習 木村亜希子（食物栄養学科講師）
形式で行う。
児童生徒の食生活の現状を知り、「食」という個人的な営み
が様々な現象につながっていることを理解する。その上で、
実践的な教育活動を展開するヒントをつかむ。

講習の開催地

青森県青森市

時間数

講習の期間

6時間 平成25年8月7日

星槎大学

教育安全上、災害時に学校全体で子どもたちの生命を守り
心身の安全を図ること、災害後はこころのケアや具体的支
援が迅速にできる事が求められている。そこで本講習では、
震災を超えた未来のために
細田 満和子（共生科学部教授）
～教育現場におけるリスクマネジ 東日本大震災の現場に身を置き、子どもたちの声を聴き、
吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
当事者として考え、伝えている方々をゲストに迎え、将来、遭
メント～
遇するであろう危機的状況の中で、教師・市民としてとるべ
き態度、知識、考え方を考察する手がかりを提示したい。

宮城県仙台市

18時間 平成25年7月30日～平
成25年8月1日

星槎大学

本講習では幼稚園教育に携わる教諭の、言語や表現に関
する指導法を中心に学ぶ。また、合わせて、保育技術の向 野口 桂子（共生科学部特任准教授）
幼稚園における教育力の向上を
上、専門知識や技能のさらなる習得、資質向上のため、その 木川田 光弘（共生科学部准教授）
はかる
基礎となる幼児理解の観点から、発達障害に関する知見に 安久津 太一（共生科学部客員研究員）
関しても、状態像の把握と留意すべき事項を学ぶ。

宮城県仙台市

18時間 平成25年11月2日～平
成25年11月4日

星槎大学

発達障害児への支援

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 保育現場での質を高める
教育研究機構

福島大学

対象職種 主な受講対象者

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

教諭

発達障害者支援法(政令)による「発達障害」の定義では、
「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、
学習障害、注意欠陥多動性障害他」と示されている。これら
の障害特性と支援について整理する。併せて、最近、増加し
ている不登校児の支援を取り上げる。不登校児の増加は、 寺山 千代子（共生科学部客員教授）
現代社会を反映しているものと思われる。しかし、不登校児
のなかには、発達障害を疑われるものもいると推測されるこ
とから、発達障害のアセスメントと合わせて支援のあり方を
検討する。

宮城県仙台市

6時間 平成25年9月23日

当講習は、一人一人の教師の力量を高めるため「保育現場
での質を高める」「幼稚園の役割を広め深める」の2つの事
項について理解と実践をふり返り、また、園内研修や保育者
田澤 里喜（玉川大学教育学部 乳幼児発達学
間の関係、実践研究の取り組み･まとめから、保育内容の充
科 助教、学校法人田澤学園東一の江幼稚園
実に向けた応用力を養うことを目指している。その他、保護
非常勤教務主任）
者との円滑な関係の構築等、他機関との連携・協力につい
ても具体的に学ぶこととしている。事例発表やグループ討議
などを交えた講習を行う。

山形県山形市

6時間 平成25年5月19日

教諭

福島県福島市

6時間 平成25年8月1日

福島県福島市

6時間 平成25年9月14日

本講習は、以下の二つの柱で構成される。
「幼児の発達をみる視点」
保育において気になる子を例にとりながら、子どもの遊びや
行為を解釈しながら、子どもの経験の意味について考える。 原野 明子（人間発達文化学類准教授）
幼児の「発達」と「表現」をとらえる
「保育における音楽活動や遊び」
白石 昌子（人間発達文化学類教授）
さまざまな音楽教材や遊びを紹介しながら、教材研究の方
法や、幼児の発達にふさわしい教材の展開などを考える。

幼児期の「学び」や保育の自己評価・子ども評価についての
最新の研究成果を踏まえ、幼児期に育てるべき「学び」の瞬
間をとらえる方法を身につけることを目的とする。そのため 大宮 勇雄（人間発達文化学類教授）
に、近年注目されているニュージーランドの「学びの物語」を
参考にして、子どもの生き生きとした学びのプロセスをとらえ
るための、誰でもやれる観察と記録の進め方を説明する。

福島大学

幼児期の学びをとらえる：子ども
の見方を変えて保育を楽しく

福島大学

特別支援教育の推進と充実をめ これまでの特殊教育から発達障害児を取り込んだ特別支援
松﨑博文（人間発達文化学類教授）
ざしてA
教育への転換についてその意義と課題について学ぶ。

福島県福島市

6時間 平成25年6月22日

福島大学

広汎性発達障害（PDD），注意欠陥多動性障害（ADHD）,学
特別支援教育の推進と充実をめ
習障害（LD）の医学的な診断と治療、および、これらの障害 内田千代子（人間発達文化学類教授）
ざしてB
に関連する脳科学の知見について学ぶ。

福島県福島市

6時間 平成25年7月13日

幼稚園教諭

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

受講料 受講人数

6,000円

40人

受講者募集期間

平成25年4月1日～
平成25年7月19日

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平253502152001号

017-728-0121

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

19,000円

50人 平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752202号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

19,000円

40人 平成25年3月18日～
平成25年6月30日

平253000752219号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752221号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

7,000円

50人

幼稚園教諭

6,000円

50人 平成25年4月1日～
平成25年4月5日

平258134051791号

03-3237-1957

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

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451185号

024-548-8412

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

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451186号

024-548-8412

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

6,000円

200人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

024-548-8110

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

6,000円

200人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

024-548-8412

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

教諭
養護教
諭
教諭
養護教
諭

小中学校教諭・
特別支援学校教
諭・養護教諭
小中学校教諭・
特別支援学校教
諭・養護教諭

平251001451187号
平251001451188号

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

福島大学

発達障害や知的障害のある子ども達に対する支援を行って
いくのに活用が期待されている応用行動分析の入門となる
特別支援教育の推進と充実をめ
事項を学ぶ。また，発達障害や知的障害のある子ども達が 鶴巻正子（人間発達文化学類教授）
ざしてC
示す「気になる行動」とその対応法について，応用行動分析
の観点から演習形式で考えていく。

福島大学

国語セミナー 国語科教育学

福島大学

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭 小学校教諭，特
養護教 別支援学校教
諭，養護教諭
諭

6,000円

50人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451189号

024-548-8412

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

教諭

中学校・高等学
校国語科教員

6,000円

100人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451190号

024-548-8412

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

6時間 平成25年8月10日

教諭

中学校・高等学
校国語科教員

6,000円

100人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451191号

024-548-8412

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

福島県福島市

6時間 平成25年9月22日

教諭

中学校・高等学
校国語科教員

6,000円

70人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451192号

024-548-8412

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

小学校外国語活動の実施にあたり、必要とされる英語教育
の理論的知識を理解し、実践（授業のデザイン、実施、反省
の三位一体）していける素地を養う。特に心理言語学的視点 佐久間 康之（人間発達文化学類教授）
から第二言語習得の特徴を探るとともに、外国語活動の指
導上の創意工夫として「Hi, friends!」を中心に講義していく。

福島県福島市

6時間 平成25年6月1日

教諭

小学校教員

6,000円

100人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451193号

024-548-8412

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

英語研究セミナーA

英語教育学では「英語理解における記憶の役割と評価」等
について講義を行う。「英語理解における記憶の役割と評
価」では、言語を理解する際にかかわる記憶の種類とその
重要性及びテストにおける評価のあり方について理解を深
めることを目指す。

福島県福島市

6時間 平成25年7月28日

教諭

中学校・高等学
校英語科教員

6,000円

100人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451194号

024-548-8412

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

福島大学

英語研究セミナーB

英語を中心とした通時的・共時的な言語研究の成果に基づ
いて、英語の語彙・意味・構造などに関するいくつかのトピッ 衛藤 安治（人間発達文化学類教授）
クを取り上げる。英語教育の視点をふまえながら、それぞれ 朝賀 俊彦（人間発達文化学類教授）
の事項について理解を深めることを目的とする。

福島県福島市

6時間 平成25年7月29日

教諭

中学校・高等学
校英語科教員

6,000円

50人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451195号

024-548-8412

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

福島大学

英語研究セミナーC

英語圏の文学・文化および関連する研究について講述し、
教師の専門的力量や教授能力の向上に資することを目標と
川田 潤（人間発達文化学類教授）
します。英語研究セミナーA・Bと併せて受講することにより、
霜鳥 慶邦（人間発達文化学類准教授）
三分野に関する専門的な知見が得られるだけでなく、授業
実践についても有益な情報が得られることになります。

福島県福島市

6時間 平成25年7月27日

教諭

中学校・高等学
校英語科教員

6,000円

50人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451196号

024-548-8412

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

小学校社会科セミナー

小学校社会科の様々な分野に関して、近年の社会科教育
学や関連諸学の成果を基にした新たな知見を紹介するとと
もに、それらを社会科教育においてどのように活用していっ
たら良いのか、できるだけ具体的に解説する。小学校社会
科の事例を取り上げながらの講習となるので、主な受講対
象者は小学校教諭とするが、中学校・高校教諭も受講可
能。

初澤敏生（人間発達文化学類教授）
宮前貢（福島学院大学教授）
髙橋康彦（人間発達文化学類特任教授）

福島県郡山市

6時間 平成25年7月31日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451197号

024-548-8412

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

福島大学

小学校社会科セミナー

小学校社会科の様々な分野に関して、近年の社会科教育
学や関連諸学の成果を基にした新たな知見を紹介するとと
もに、それらを社会科教育においてどのように活用していっ
たら良いのか、できるだけ具体的に解説する。小学校社会
科の事例を取り上げながらの講習となるので、主な受講対
象者は小学校教諭とするが、中学校・高校教諭も受講可
能。

初澤敏生（人間発達文化学類教授）
宮前貢（福島学院大学教授）
髙橋康彦（人間発達文化学類特任教授）

福島県福島市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451198号

024-548-8412

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

福島大学

中学校社会科公民分野の、経済分野を中心とした教育内容
中学校社会科教材開発（公民的 研究と教材づくりの視点と方法を考えていく。そののち、参加 小島彰（人間発達文化学類教授）
分野）
者一人ひとりの問題意識を発表してもらい、参加者全員でそ 西内裕一（人間発達文化学類教授）
の解決策等を探っていく。

福島県福島市

6時間 平成25年7月13日

教諭

中学校・高等学
校社会科・公民
科教員

6,000円

40人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451199号

024-548-8412

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

福島県福島市

6時間 平成25年8月6日

１．講習の前半に国語科における「読み」（主に論説文・評論
文）の方法について、演習を通して学習する。
２．講習の後半では、実際に国語教材を使っての指導案作 渡邊 州(人間発達文化学類特任教授)
成や模擬授業をとおして、お互いに授業についての研究を
する。

福島県福島市

6時間 平成25年8月20日

国語セミナー 日本文学 （近代
文学）

本講習は、指導要領改訂の歴史的な変容を辿りながら、現
代文における文学教材の扱われ方について受講者と一緒
に考えていくものである。文学研究という分野において、テク
ストを扱う方法が各時代多様に呈示されてきた。これらは、
高橋 由貴（人間発達文化学類准教授）
教科書において対象（文学教材）へどうアプローチするかと
いう時代のモードとも密接に関わっている。文学研究の多様
な方法を知ることは、文学教材への多様なアプローチを学ぶ
機会にもなるはずである。

福島県福島市

福島大学

国語セミナー 日本語学

日本語方言研究の近年の研究成果について，東北・福島方
半沢康(人間発達文化学類教授）
言の事例を中心に紹介する。

福島大学

小学校外国語セミナー

福島大学

福島大学

佐久間 康之（人間発達文化学類教授）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

福島大学

中学校社会科地理的分野の様々な分野に関して、近年の
地理学や社会科教育学、関連諸学の成果を基にした新たな
知見を紹介するとともに、それらを授業においてどのように
中学校社会科教材開発（地理的
活用していったら良いのか、できるだけ具体的に解説する。
分野）
中学校社会科の事例を取り上げながらの講習となるので、
主な受講対象者は中学校教諭とするが、小学校・高校教諭
も受講可能。

福島大学

中学校社会科教材開発(歴史的
分野)

福島大学

高等学校公民科教材開発(現代
社会)

福島大学

福島大学

担当講師

中村洋介（うつくしまふくしま未来支援センター
特任准教授）
初澤 敏生（人間発達文化学類教授）
髙橋 康彦（人間発達文化学類特任教授）

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

福島県福島市

6時間 平成25年7月15日

教諭

中学校社会科教
諭

6,000円

100人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451200号

024-548-8412

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

この講座では、中学校社会科を構成する内容のうちから主
に歴史的分野について、専門分野における研究を踏まえな
がら、それらの現場の授業においてどのように教材化して
三宅正浩（人間発達文化学類准教授）
いったらよいかを検討していきます。今年度、歴史的分野に
髙橋康彦（人間発達文化学類特任教授）
ついては研究者が教科専門の立場から講義を行い、それら
の知見をどう実践に結びつけていったらいいのか社会科教
育学の専門家がその方途を探っていきます。

福島県福島市

6時間 平成25年7月14日

教諭

中学校社会科教
諭（高等学校地
歴・公民科教員も
可）

6,000円

100人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451201号

024-548-8412

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

この講座では、高等学校公民科の現代社会について、社
会学の視点と指導要領の変化等をふまえながら、授業で使
牧田 実（人間発達文化学類教授）
える教材をどのように開発し、具体的な授業をどのように構
想すればよいのかを検討していきます。

福島県福島市

6時間 平成25年8月5日

教諭

高校公民科教員
（中学校社会科・
高校地歴科教員
も可）

6,000円

100人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451202号

024-548-8412

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

この講座では、高等学校公民科の政治・経済について、①
政治学における研究成果を踏まえながら、それを現場の授
高等学校公民科教材開発(政治・
業においてどのように教材化していったらよいか、②発問や 伊藤 宏之（人間発達文化学類教授）
経済)
応答を有効におこなうにはどうしたらよいかを検討していき
ます。

福島県福島市

6時間

教諭

高校公民科教員
（中学校社会科・
高校地歴科教員
も可）

6,000円

100人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451203号

024-548-8412

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

この講座では、高等学校公民科「倫理」の授業実践を足元
から見つめ直すことができるよう、倫理学におけるディープな
高等学校公民科教材開発(倫理) 研究や最新の研究などをわかりやすく紹介していきます。そ 小野原 雅夫（人間発達文化学類教授）
れらを現場の授業においてどのように教材化していったらよ
いかについても検討していく予定です。

福島県福島市

6時間 平成25年8月7日

教諭

高校公民科教員
（中学校社会科・
高校地歴科教員
も可）

6,000円

100人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451204号

024-548-8412

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

福島県福島市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校教員・中
学校数学教員

6,000円

200人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451205号

024-548-8412

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

福島県福島市

6時間 平成25年12月22日

教諭

小学校教員・中
学校数学教員

6,000円

100人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451206号

024-548-8412

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

福島県福島市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教員、中
学校・高等学校
数学科教員

6,000円

50人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451207号

024-548-8412

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

今日，日々の算数・数学の授業において，算数的活動・数学
的活動の充実を図り，子どもたちの思考力や判断力，表現
力をより一層育むことが期待されている。算数的活動・数学
森本明(人間発達文化学類准教授)
的活動の充実に向けて，子ども観，授業観，算数・数学観を
手島勝朗(元聖徳大学教授)
新たに振り返り，今後の教材研究や授業づくりの方向性に
大橋淳子(会津若松市立永和小学校校長)
ついて考える。小学校算数科の学習内容を中心に，中学校
数学科の内容にも触れ，小中連携の視点から講座を構成，
展開する。

平成25年8月6日

福島大学

算数・数学教育 もう一歩先へ

福島大学

全国学力・学習状況調査を生かした算数・数学の授業づくり
が求められている。特に、思考力を要するＢ問題を中心にし
思考力をはぐくむ算数・数学の授
て算数・数学の授業づくりの方向性について考える。小学校
業づくり
算数科の学習内容を中心に、中学校数学科の内容にも触
れ、小中連携の視点から講座を構成、展開する。

福島大学

学習者である児童、生徒の急速な変容に対応した指導教育
を求められる数学教員を対象に、自己変革と対応の必要性
の自覚を求め、具体的にどのように対応していくか、その方
法を考えていきたい。今回は、1000年に一度という東日本大
数学教員に要求されるものと、自
震災とそれから引き続く放射線被ばくの中で、福島の教育に 栗原 秀幸（人間発達文化学類教授）
ら欲するものの発見
何が必要かを議論していきたい。また、いつでも変わらない
普遍的、不変的な価値の探究というより、変わっていける可
塑性へ追求を考えていきたい。1回の講義の中で、なるべく、
活動と思考とが含まれるように中身を構築したい。

福島大学

有理数と無理数

有理数による無理数の近似の理論の一端を紹介し、数に
関する理解を深めることを目標とする。無理数の特徴付け、
部屋割論法を用いたディクレの定理、連分数の理論につい 相原義弘（人間発達文化学類教授）
て講義を行う。 特に2次の無理数に関するラグランジュ、ガ
ロワの結果について紹介する。

福島県福島市

6時間 平成25年6月23日

教諭

中学校・高等学
校数学教員

6,000円

40人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451208号

024-548-8110

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

福島大学

直交変換と二次曲線

ベクトル空間の回転変換および鏡映変換は、まとめて直交
変換とよばれる。本講習では線形代数学の基本事項からは
中田 文憲（人間発達文化学類准教授）
じめ、２次元と３次元の場合の直交変換とその性質について
整理し、さらにその応用として二次曲線の分類を解説する。

福島県福島市

6時間 平成25年10月12日

教諭

中学校・高等学
校数学科教員

6,000円

40人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451209号

024-548-8412

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

森本明（人間発達文化学類准教授）
笹川直樹（人間発達文化学類特任教授）
宮前貢（福島学院大学教授）
大橋淳子（会津若松市立永和小学校校長）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

複素関数論入門

まず、複素数 z=x+iy を平面上の点 (x,y)に対応させ、２つの
複素数の四則演算が平面上では何を表すかを学びます。次
に、複素数が平面上を動くとき、２次関数よって値がどのよう
濱野佐知子（人間発達文化学類准教授）
に変化するかを考察し、実数値関数と複素数値関数との違
いについて学びます。最後に、代数学の基本定理を証明し
ます。

福島県福島市

6時間 平成25年10月5日

教諭

中学校・高等学
校数学科教員

6,000円

40人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451210号

024-548-8412

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

福島大学

小学校理科セミナー

今般の学習指導要領改訂においては，小学校理科の学習
内容が科学の基本的な見方や概念を柱に３区分から２領域
となるなどして，理科としての系統的な学びが一層重視され
ることとなっている。本講座では，新しい観点や内容に関し 木村吉幸（福島大学人間発達文化学類教授）
て，小学校理科を中心に，学習内容を具体化するための教
材開発や指導の新たな試み，科学への関心を高める新しい
理科教育の展望等についてなど多面的に学ぶこととする。

福島県福島市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校教員、中
学校理科教員

6,000円

70人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451211号

024-548-8412

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

福島大学

東日本大震災以降、再生可能エネルギーに対する注目度
が上がっている。再生可能エネルギー発電を中心に、規模
再生可能エネルギーをいかに伝 や稼働率・発電原理・メリットデメリット・導入推進施策・福島
佐藤理夫（共生システム理工学類教授）
県や県内市町村のビジョンなどを解説する。子供向けイベン
えるか
トで再生可能エネルギーを取り上げた事例なども紹介し、注
目の分野をいかに生徒に伝えるかを受講者とともに考える。

福島県福島市

6時間 平成25年8月20日

教諭

小学校教員、中
学校・高等学校
理科教員

6,000円

50人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451212号

024-548-8412

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

福島大学

人理解のための神経科学

高校生物の学習範囲と最新の神経科学をつなぐ基礎的な
神経科学を概観する。
具体的には，
(1) 神経細胞における膜電位変化や活動電位の挙動
二見亮弘（共生システム理工学類教授）
(2) 電気刺激が人間の感覚や運動を生みだす機序
小山純正（共生システム理工学類教授）
(3) 脳が感覚情報を処理し感覚世界を再構成するしくみ
(4) さまざまな事柄を学習し記憶する時に脳で起きている基
本的事象
について解説する。

福島県福島市

6時間 平成25年8月19日

教諭

中学校・高等学
校理科教員

6,000円

40人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451213号

024-548-8412

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

インターネットを活用した教材作
成〜気象データを用いた気象教
材の作成ワークショップ〜

インターネット等で公開されている様々なデータを素材に，よ
り効果的な教材を作成できることが期待できる。本講座で
は， teiten2000 プロジェクト等で公開されているデータを活 篠田伸夫（共生システム理工学類教授）
用し，新学習指導要領（理科）で述べられている気象観測の 渡部昌邦（川内村立川内中学校教頭）
内容に即した教材作成を例に，ワークショップ形式で開講す 渡邉景子（聖心女子大学非常勤講師）
る。ワード，エクセル，パワーポイントの少なくともいずれか１
つを用いて教材・教案を作成するので，日常的に使えること
が望ましい。

福島県福島市

6時間 平成25年8月10日

教諭

小学校教員、中
学校技術科教
員、 中学校理科
教員、
高等学校工業科
教員、高等学校
情報科教員、高
等学校理科教員

6,000円

40人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451214号

024-548-8412

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

福島大学

電子回路設計の基礎及びシミュ
レーション実習

抵抗、インダクタンス、コンデンサの受動素子で構成された
電気回路網の解析手法、及びダイオード、オペアンプなどの
能動素子を加えた電子回路の動作とその特性について紹介
岡沼信一（共生システム理工学類教授）
する。過渡現象の解析手法として主にラプラス変換法につい
石原正（共生システム理工学類教授）
て講述する。さらに、電子回路の動作及び特性理解のため
田中明（共生システム理工学類准教授）
のツールとして汎用電子回路シミュレータを紹介し、過渡解
析や周波数解析等の使用法について実習を通じて習得させ
る。

福島県福島市

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校、技術・理
科教員、及び高
校（工業）電子・
情報教員

6,000円

50人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451215号

024-548-8412

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

福島大学

現行学習指導要領（音楽）の内容を理解し、２つの領域（表
音楽科の学習指導要領の内容と 現及び鑑賞）をどのようにして指導したらよいかについて、体
具体的な実践
験を通して把握する。具体的には、歌唱・器楽・音楽づくり・ 伊藤 俊彦(人間発達文化学類特任教授)
（小学校教諭向け）
鑑賞及び共通事項の扱いについて、指導上の問題や課題
を取り上げ、その解決策を探る。

福島県福島市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小学校教員

6,000円

30人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451216号

024-548-8412

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

福島県福島市

6時間 平成25年7月22日

教諭

中学校・高等学
校音楽科教員

6,000円

30人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451217号

024-548-8412

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

福島県福島市

6時間 平成25年7月28日

教諭

小学校教員、中
学・高校音楽科
教員

6,000円

20人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451218号

024-548-8412

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

福島大学

福島大学

福島大学

福島大学

本講座においては、近年の多様化する教科指導内容や教
音楽科における器楽の理解と指 員の専門的知識・技能習得への要請に対応し、器楽領域に
導法
おける理解と指導法の検討・講義・演習をおこなう。弦楽器 金谷昌治（人間発達文化学類教授）
「弦楽器の奏法と指導」
を中心とした器楽の理解と指導法の検討。

音楽の作り方

音楽に関する基礎的技術とその応用力を確認し、必要に応
じて追加的指導、対面講習を行う。主な内容は、「音楽の作
り方」に関する演習を通じて、音楽創作の知識、技術を見
嶋津 武仁(人間発達文化学類教授)
る。またそのための必要な基礎技能を確認する。とりわけ、
今日求められる情報機器を用いた創作学習の方法につい
て、研修を行う。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

福島大学

音楽科においては、近代までの西洋音楽のみならず、多様
な音楽をその背景となる文化・歴史とのかかわりから理解す
ることが求められている。本講習では、講義や鍵盤楽器の演
奏を通して、西洋音楽（特に鍵盤楽器）における演奏法や解
中畑淳（人間発達文化学類准教授）
鍵盤楽器の演奏法および伴奏法
釈を深める。そして伴奏法等を考える。中学校･高等学校教
科書で扱う合唱曲について、伴奏法を実践的に探究します
ので、予め発表する課題曲の伴奏部分を準備したうえで参
加してください。

福島県福島市

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校・高等学
校音楽科教諭

6,000円

50人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451219号

024-548-8412

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

福島大学

前半ではレッジョエミリア市における造形教育を中心とした
教育活動の紹介と分析を行い、併せて造形教育のあり方に
ついて今日的視点で講義する。後半では小学校における彫
三浦 浩喜（人間発達文化学類教授）
小学校における造形教育の意義
刻的表現に関わる基礎的な知識技能の概要を，実践に結び
新井 浩（人間発達文化学類教授）
と実践の展開
つけられるように簡潔にまとめたものを講義する。併せて学
習指導要領の解釈並びに学校種別の連携を視野に入れた
実践例の紹介も行う。

福島県福島市

6時間 平成25年7月6日

教諭

小学校教員

6,000円

50人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451220号

024-548-8412

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

福島大学

造形的な表現活動を通した指導
と評価のあり方
－美術科教育学－

福島県福島市

6時間 平成25年6月8日

教諭

中学校・高等学
校美術科教員

6,000円

50人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451221号

024-548-8412

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

福島県福島市

6時間 平成25年6月23日

教諭

中学校・高等学
校美術科教員

6,000円

50人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451222号

024-548-8412

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

福島県福島市

6時間 平成25年7月7日

教諭

中学校・高等学
校美術科教員

6,000円

50人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451223号

024-548-8412

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

6,000円

30人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451224号

024-548-8412

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

18,000円

100人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451225号

024-548-8110

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

福島大学

福島大学

今日の中学校・高等学校における美術教育の役割を再確認
しながら、題材づくり・授業づくりの実際を学ぶ。
具体的には、「美術教育における指導と評価の視点及び学 三浦 浩喜（人間発達文化学類教授）
校教育での美術科の役割」に関する認識を深めながら、表 天形 健（人間発達文化学類教授）
現活動における基礎的な育みたい学力について考察し、授
業実践力の向上をはかる。

造形的な表現活動を通した指導
と評価のあり方
今日の中学校・高等学校における美術教育の役割を再確認 片野 一（人間発達文化学類教授）
－彫刻や工芸などの立体造形に しながら、題材づくり・授業づくりの実際を学ぶ。
新井 浩（人間発達文化学類教授）
ついて－
今日の中学校・高等学校における美術教育の役割を再確認
造形的な表現活動を通した指導
しながら、題材づくり・授業づくりの実際を学ぶ。
加藤 奈保子（人間発達文化学類准教授）
と評価のあり方
以下は、具体的な講習内容
渡邉 晃一（人間発達文化学類准教授）
－絵やデザイン（映像メディア含
「絵やデザインに表す活動及び鑑賞活動における指導と評
む）などの平面造形について－
価の視点」

福島大学

小学校における体育科の役割に対する深い理解を促すとと
体育科教育の最新理論と教育内 もに、体育の授業づくりに役立てることができる最新の体育
科教育に関する理論と実践の紹介及び解説を行う。それら 森 知高（人間発達文化学類教授）
容
の知見をもとに、これまでの授業実践の振り返りを行い、授
（小学校教諭向け）
業改善に向けた課題の明確化を図る。

福島県福島市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校教員

福島大学

森 知高(人間発達文化学類教授)
体育科教育に関わる最新の知見を、理論と実技の両面から
中村 民雄(人間発達文化学類教授)
総合的に検討する。理論面においては教科教育学及び体育
体育科教育の最新理論と教育内
深倉 和明(人間発達文化学類教授)
学と運動学、実技面ではオープンスキル系とクローズドスキ
容
鈴木 裕美子(人間発達文化学類教授)
ル系に分け、担当者の専門分野からの視点を中心にして、
白石 豊(人間発達文化学類教授)
体育科教育の実践に関わる最新の知見を解説・指導する。

福島県福島市

18時間 平成25年8月5日～
平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学
校保健体育科教
員

福島県福島市

6時間 平成25年9月28日

教諭

小学校教員

6,000円

70人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451226号

024-548-8110

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

本講習内容は、小学校家庭科について、教科の特徴や学習
指導上の課題および教科内容の科学・技術を学び、教科認
識や学習指導力を高めることを目的として実施する。本年度
は、家庭科教育学、食物学、被服学を専門とする教員及び
学外講師が新学習指導要領の内容もふまえ、講義、実習等
を行う。

浜島 京子(人間発達文化学類教授)
千葉 桂子(人間発達文化学類教授)
中村 恵子(人間発達文化学類教授)
石幡 良子(福島県教育庁学校生活健康課 指
導主事)

福島大学

小学校家庭科セミナー

福島大学

本講習は、住居学の教科専門に関する知識を深めることを
目的としています。内容は、1．住居と外界の関係に3つの面
があり、住まいは気候と密接に関連している、2．高齢化の
中学校・高校家庭科セミナー・住 進行に伴い、住まいのどのような点で改善が考えられるか、
阿部成治(人間発達文化学類特任教授)
居
3．冬季の生活に用いる暖房機器の特徴と換気の意義、4．
照明器具（白熱電球、蛍光灯とLED）の特徴と省エネの考え
方、の4つで構成します。なお、26年度は住居分野の講習は
予定していません。

福島県福島市

6時間 平成25年7月28日

教諭

中学校・高校家
庭科教員

6,000円

50人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451227号

024-548-8412

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

福島大学

この講習では、生活経営学の教科専門に関する知識を深め
ることを目的として、生涯発達の観点からみた生活の自立と
共同・協働、生活資源の充実と活用、求められている生活経
中学校・高校家庭科セミナー・生
営力などについて、講義を中心にビデオ視聴や簡単な演習 角間陽子(人間発達文化学類准教授)
活経営学
を取り入れて行います。なお、26年度は中学校・高校家庭科
セミナーにおける生活経営学分野の講習は予定していませ
ん。

福島県福島市

6時間 平成25年9月29日

教諭

中学校・高等学
校家庭科教員

6,000円

50人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451228号

024-548-8412

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

福島大学

この講習は、中学校・高校の食物分野における「食品学及
び栄養学」の教科専門に関する知識を深めることを目的とし
中学校・高校家庭科セミナー・食
て、食品成分の特徴やその機能性、食品の衛生的扱いなど 千葉 養伍(人間発達文化学類教授)
物
について、講義と実験を行います。なお、26年度の本分野の
講習は、「調理学」を予定しています。

福島県福島市

6時間 平成25年10月5日

教諭

中学校・高等学
校家庭科教員

6,000円

50人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451229号

024-548-8110

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

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

＜学び合い＞道徳授業の探究

21世紀型の道徳授業とは、児童生徒の自律と協同を実現す
るための授業であろう。自律のためには、児童生徒が主体
性を発揮できる授業展開が必要だし、協同のためには、他
者との対話や「教え合い」「学び合い」が必要となろう。本講
松下行則（人間発達文化学類教授）
習は、これまでの講習形式とは異なり、受講者全員が主体
的に「教え合い」「学び合う」講習とする。講師は、課題を出
す（講義はしない）が、解決するのは受講者自身である。主
体的に学習する受講者を希望する。

福島県福島市

6時間 平成25年6月1日

教諭

小学校教員、中
学校教員

6,000円

50人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451230号

024-548-8412

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

福島大学

＜学び合い＞道徳授業の探究

21世紀型の道徳授業とは、児童生徒の自律と協同を実現す
るための授業であろう。自律のためには、児童生徒が主体
性を発揮できる授業展開が必要だし、協同のためには、他
者との対話や「教え合い」「学び合い」が必要となろう。本講
松下行則（人間発達文化学類教授）
習は、これまでの講習形式とは異なり、受講者全員が主体
的に「教え合い」「学び合う」講習とする。講師は、課題を出
す（講義はしない）が、解決するのは受講者自身である。主
体的に学習する受講者を希望する。

福島県福島市

6時間 平成25年7月13日

教諭

小学校教員、中
学校教員

6,000円

50人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451231号

024-548-8412

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

福島大学

経済的困窮や養育に問題のある家庭、発達障害や学校不
適応、非行問題などに対する学校での支援チームのあり
方、学外の児童福祉、保健福祉、医療、警察等の関係機関
との連携などをめぐって、スクールソーシャルワークという新
家庭支援に対応する生活指導研 しい視点から問題の解決や軽減をはかる実践について、演
鈴木 庸裕（人間発達文化学類教授）
習を取り入れて講義する。なお、演習の際に『「ふくしま」の
修講座
子どもたちとともに歩むスクールソーシャルワーカー』ミネル
ヴァ書房を使用し、相談援助の技法やチーム会議の進め
方、子ども理解の方法、関係機関との連携、アセスメント技
法等について深めます。

福島県福島市

6時間 平成25年7月24日

6,000円

40人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451232号

024-548-8412

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

福島大学

近年の小学校における授業改革の取り組みを素材とし、こ
れからの授業づくりにおいて子どもの学びを成立させるため
に知っておきたい見方や考え方を紹介・解説します。さらに、
これまで授業改善に取り組んできた教師たちの事例を手が
子どもの学びの事実に学ぶ授業
かりに子どもの学びをみる視点や指導の背景となる考え方 吉永紀子（福島大学人間発達文化学類准教授） 福島県福島市
研究
について、授業ビデオをもとに具体的に考えます。なお、受
講者が感じている授業づくりの課題（200字程度）を事前に
メール連絡することを参加のための必須条件とします。締切
は7月31日（水）とします。

6時間 平成25年8月22日

6,000円

50人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451233号

024-548-8110

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

福島大学

臨床心理学Ⅰ-教育相談の考え
方と進め方-

①現代社会においる子どもの変容とその発達的課題を考察
して，それを教育相談にどのように生かすかについて検討す
中野 明德（総合教育研究センター教授）
る（中野担当）、 ②問題をどう見たてるか，スクールカウン
青木 真理（総合教育研究センター教授）
セラーの活用の仕方，保護者面接のコツについて講義する
（青木担当）

福島県福島市

6時間 平成25年8月31日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

150人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451234号

024-548-8412

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

福島大学

臨床心理学Ⅱ-教育相談の実際-

近年、教育相談の中で扱うことの多い不登校はもとより発達
障害、非行、いじめなど事例を通して相談の理論と実際、留
意点をみていく。（1）非行問題との関連を中心に､保護者へ 生島 浩(人間発達文化学類教授)
の対応について理論と実際を学ぶ(生島）。（２）発達障害の 渡辺 隆(人間発達文化学類教授)
概念と特性について概説し、特性に応じた心理教育のあり
方と家族への具体的支援について述べる（渡辺）。

福島県福島市

6時間 平成25年9月1日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

150人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451235号

024-548-8412

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

福島大学

学校の中のジェンダーを考える

戦後の学校教育が男女平等の推進に大きな役割を果たし
ました。しかし、学校教育の場は表面的には男女の平等を
保障しているように見えますが、性差別を再生産する場とも
なっています。１．ジェンダーって何？、２．学校という場での
差別の再生産（隠れたカリキュラム）３．性別分業規範と家 千葉悦子（行政政策学類教授）
庭科教育、４．人権学習としてのジェンダー平等教育、という
テーマで学校の中のジェンダー問題について考えます。教
育におけるジェンダー問題への気付きと生徒へのジェンダー
教育の必要性について理解を深めることをめざします。

福島県二本松
市

6時間 平成25年7月27日

教諭

中学校・高等学
校教員

6,000円

70人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451236号

024-548-8412

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

福島大学

現代政治論

日本と世界の「現代政治」のトピックをいくつか取り上げ、政
治学の知見をもとにした担当講師によるひとつの「解釈」を
めぐって、受講者を交えた討議を行う。本年度の講習では、
大黒太郎（行政政策学類准教授）
担当講師の専門分野である、「政権交代はいかに実現する
か」、「政策転換はなぜ起こるか？」といったテーマを中心に
扱いたい。

福島県福島市

6時間 平成25年8月10日

教諭

中学校・高等学
校社会科・公民
科教諭

6,000円

100人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451237号

024-548-8412

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

福島大学

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

教諭

主として小学校教
諭
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簿記から会計への道程

「借方貸方ってどういう意味」、「どうして資本が純資産に変
わったの」、皆さんはこの質問に答えられますか。簿記の授
業では何故そう仕訳をするかと言う理論的な説明が省略さ
れがちで、生徒は資格取得後1年もすれば全て忘れてしまう
ような状況です。現在国際会計基準導入間近になっていま 衣川修平（経済経営学類准教授）
すが、本講義では、このような新しい会計学と、伝統的な会
計学がどのように異なるのか、減損と減価償却といった具体
例を対比的に示しながら、その理論的背景についてトリビア
を交えながら基本を確認していきたいと思います。

福島県福島市

6時間 平成25年8月12日

教諭

高等学校の商業
科目担当教諭

6,000円

100人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451238号

024-548-8412

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

福島大学

幸福と経済の関係

幸福（Happiness）に関する経済学的研究が、欧州を中心に
近年、発展をみせています。わが国は、国レベルでは依然と
して世界でトップクラスの経済水準にあるにも関わらず、
人々が幸福感を感じる度合いが主要各国と比較して低い状
遠藤 明子（経済経営学類准教授）
況が続いており、経済と幸福の関係について正面から向き
合わざるを得ない段階に来ています。そこで本講習では、幸
福について考えるための経済学的視点をいくつか紹介しま
す。

福島県福島市

6時間 平成25年7月13日

教諭

高等学校商業科
教員

6,000円

16人 平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451239号

024-548-8412

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

福島大学

保健指導・保健学習のための教
材研究ワークショップ

１グループ4人の４グループ編成とし、保健指導・保健学習の
教材研究から指導案作成までの実際、作成した指導案に基
佐藤 理（人間発達文化学類特任教授）
づく模擬指導・授業、収録した模擬指導・授業ビデオを用い
た指導及び授業過程の検討を演習形式で進めます。

福島県福島市

18時間

平成25年7月25日～
平成25年7月27日

小・中・高・特別
養護教
支援学校養護教
諭
諭

18,000円

16人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451240号

024-548-8412

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

福島大学

自然体験活動の技術と実際

小中学校において児童・生徒を対象に行う自然体験活動の
指導者として必要な技術を扱う。具体的には、「自然体験活
動の意義」、「身近な自然の見方・伝え方」、｢野外救急法」、
「リスクマネージメント論」などを内容とし、フィールドワークや 谷雅泰（人間発達文化学類教授）
ワークショップなどの方法を取り入れる。自然体験活動を
行っているNPO団体の関係者の協力を得ながら、実際的な
活動について取り扱う。

福島県猪苗代
町

18時間

平成25年10月5日～
平成25年10月6日

18,000円

60人

平成25年4月16日～
平成25年5月10日

平251001451241号

024-548-8412

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

星槎大学

教育安全上、災害時に学校全体で子どもたちの生命を守り
心身の安全を図ること、災害後はこころのケアや具体的支
援が迅速にできる事が求められている。そこで本講習では、
震災を超えた未来のために
細田 満和子（共生科学部教授）
～教育現場におけるリスクマネジ 東日本大震災の現場に身を置き、子どもたちの声を聴き、
吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
当事者として考え、伝えている方々をゲストに迎え、将来、遭
メント～
遇するであろう危機的状況の中で、教師・市民としてとるべ
き態度、知識、考え方を考察する手がかりを提示したい。

福島県相馬市

18時間 平成25年7月30日～平
成25年8月1日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

19,000円

20人 平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752199号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

教育安全上、災害時に学校全体で子どもたちの生命を守り
心身の安全を図ること、災害後はこころのケアや具体的支
震災を超えた未来のために
援が迅速にできる事が求められている。そこで本講習では、
細田 満和子（共生科学部教授）
～教育現場におけるリスクマネジ 東日本大震災の現場に身を置き、子どもたちの声を聴き、
吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
メント～
当事者として考え、伝えている方々をゲストに迎え、将来、遭
遇するであろう危機的状況の中で、教師・市民としてとるべ
き態度、知識、考え方を考察する手がかりを提示したい。

福島県郡山市

18時間 平成25年7月30日～平
成25年8月1日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

19,000円

40人 平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752203号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

2007年度より全国で展開されている特別支援教育だが、大
きな観点として今までグレーゾーンと言われていたLD、
AD/HD、高機能自閉症等の発達障害に着目したことがあげ
発達障害をもつ児童生徒の指導
岩澤 一美（共生科学部専任講師）
られる。この講座では、これらの発達障害について解説する
とともに、基本的な心理アセスメントや特性に合わせた指導
の方法について実例を挙げながら具体的に講義する。

福島県郡山市

6時間 平成25年11月23日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

7,000円

40人

平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752228号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

福島県郡山市

6時間 平成25年7月31日

6,000円

40人

平成25年3月18日～
平成25年5月17日

平253005551087号

024-932-4848

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

福島大学

郡山女子大学

家庭の本質と快適な生活

家庭科における家庭の本質と、家とは何か、家族とは何か
を考えます。福祉分野では、高齢者が在宅で生活を続ける
ための、介護サービスの利用について考えます。住分野で
は、多様化するライフスタイルに求められる居住空間につい
て、ユニバーサルデザインの観点から考察します。衣分野で
は、省エネの視点から衣生活を再確認し快適な暮らし方を
考察します。

深谷笑子（家政学部准教授）
熊田伸子（家政学部講師）
山形敏明（家政学部教授）
難波めぐみ（家政学部准教授）

教諭

教諭

小学校・中学校
の教員

中学校・高校の
家庭科教員
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食育と健康

Ⅰコマは児童生徒にみられる精神・神経疾患として、広汎性
発達障害などについて解説します。発作時・発作間欠期の
具体的な対応や広汎性発達障害の正しい理解と知識の整
理を行います。Ⅱ・Ⅲコマは調理実習を行います。生活習慣 藤原建樹（家政学部教授）
病の予防を図るために「何を」「どれだけ」食べればよいか、 関口 晋（家政学部准教授）
食事バランスガイドにより学びます。Ⅳコマは食生活習慣と 先崎和子（家政学部講師）
体のしくみについて解説します。早食い、食物アレルギー、
睡眠や骨などについて、生活習慣と体のしくみの関連性を
通し、食生活習慣の考察を行います。

福島県郡山市

6時間 平成25年8月1日

教諭

中学校・高校の
家庭科教員

6,000円

40人 平成25年3月18日～
平成25年5月17日

平253005551088号

024-932-4848

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

家庭生活と情報

この講習は「家庭生活と情報」をテーマとし、はじめに少子高
齢化社会における家族・家庭生活の変化をとらえます。次
に、デザインソフトを用いたテキスタルデザイン（先染織物と
田邊 眞弓（家政科福祉情報専攻教授）
プリント模様等）について紹介するとともに、作製したデザイ
知野 愛（家政科福祉情報専攻准教授）
ンを印刷した生地を教材として活用する方法を提案します。
山口 猛（家政科福祉情報専攻講師）
さらに、Ｅｘｃｅｌによる成績集計方法や個人別・クラス別成績
表の作成方法など便利な機能を実践的に学び、情報分野の
理解を深めます。

福島県郡山市

6時間 平成25年8月2日

教諭

中学校・高校の
家庭科教員

6,000円

40人 平成25年3月18日～
平成25年5月17日

平253005551089号

024-932-4848

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

郡山女子大学短 現代の子どもの舞踊理解と造形
期大学部
表現

バレエ・ジャズダンスなどの西洋的な運動や、日本の伝統芸
能、民俗芸能などの日本人特有の運動などから身体表現の
多様性を学び、さらに保育者自身の自己の身体を再確認
し、現場における子どもの表現運動の向上を目指します。ま
上野智子（幼児教育学科教授）
た、身体の型取りから、その形・動勢の面白さ・美しさ・仕組
早川 仁（幼児教育学科准教授）
みに気付き、それらの形を組み合わせた新たな創作や制作
等の活動を行います。造形要素を生かし、既成概念を取り
払った豊かな発想力・造形力を養い、保育現場で実際に生
かせる力を身に付けます。

福島県郡山市

6時間 平成25年7月31日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

90人

平成25年3月18日～
平成25年5月17日

平253503951078号

024-932-4848

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

郡山女子大学短 現代の子どもの科学理解と劇表
期大学部
現

幼児期の子どもに求められる科学的な体験を学びます。科
学的な体験によって、子どもは現象に驚いて問いを抱き、問
いの答えを探ろうとするものです。このような主体的な活動
を生み出す条件について、ものづくり活動を通して理解を深
郡司賀透（幼児教育学科准教授）
めます。また、劇的表現(ドラマ)の体験を通して、自己表現
山本直樹（有明教育芸術短期大学講師）
や他者と交流することの楽しさを改めて体感し、その体験を
通して、表現者として子どもと向き合うために必要な力、子ど
もに表現を促すための工夫や心構えについて受講者と共に
検討します。

福島県郡山市

6時間 平成25年8月1日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

90人

平成25年3月18日～
平成25年5月17日

平253503951079号

024-932-4848

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

郡山女子大学短 現代の子どもの教育理解と音楽
期大学部
表現

子どものあそびや育ちへの関与の仕方などの保育実践論
を、講義とディスカッションを通して学び合うと共に、子どもの
「ことば」や「からだ」を通して見えてくる育ちや学び、幼小の
接続等についても考えます。また保育者自身が音楽活動の
「表現者」として成長するとともに、幼児の「表現を育てるも
の」として成長すること等について、ワークショップを通して体
験します。

三瓶令子（幼児教育学科教授）
庄司康生（埼玉大学教授・本学幼児教育学科非
福島県郡山市
常勤講師）
賀門康博（幼児教育学科非常勤講師）

6時間 平成25年8月2日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

90人

平成25年3月18日～
平成25年5月17日

平253503951080号

024-932-4848

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

郡山女子大学短
好きな絵をハートで描く
期大学部

絵を描くことは難しいと思っていませんか？それは必要以上
に上手く描こうとするからで、「上手い絵」と「いい絵」は必ず
しも同じではありません。大人は何故、幼児の素朴な絵に感
動するのでしょう。不器用な手先に拙い技法。でもそこには 浅野 章（生活芸術科教授）
純粋な気持ちと生き生きとした心が感じ取れます。本講座で
は、実際に手と身体、そして「心」を動かし、どうすれば自分
の表現したいものに近づけるかを探っていきます。

福島県郡山市

6時間 平成25年7月31日

教諭

中学校・高校の
美術科教員

6,000円

15人 平成25年3月18日～
平成25年5月17日

平253503951081号

024-932-4848

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

福島県郡山市

6時間 平成25年8月1日

教諭

中学校・高校の
美術科教員

6,000円

15人

平成25年3月18日～
平成25年5月17日

平253503951082号

024-932-4848

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

郡山女子大学

郡山女子大学

【伝達のためのデザイン指導方法】では、「美術」教科の中で
デザイン領域の役割について再確認すると共に、広告表現
における考え方を授業の中で生かすことを考えます。また、
学生の作品を鑑賞し、先生方にも簡易な「絵日記風広告」を
郡山女子大学短
久家三夫（生活芸術科教授）
デザインの指導法及び映像表現 制作していただきます。【コンピュータによる造形表現の基
期大学部
小松太志（生活芸術科講師）
礎】では、コンピュータ及びその周辺技術について造形教育
における活用事例を紹介します。また、コンピュータによる造
形表現の特性について、簡易な実習を通して理解を深めま
す。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

一般的に日本は木の文化といわれています。木造建造物や
仏像、また様々な生活用品として、私たちにとって身近な素
材であるとともに、木の性質、しなやかさや抵抗感、肌合い
など、彫刻材料として造形する上でもとても魅力的な素材で
郡山女子大学短
木を用いた授業の指導について す。本講習では木彫作品の制作を通して、木材の性質、道 黒沼 令（生活芸術科講師）
期大学部
具の種類や扱い方など木彫の基本的な技能の習得と、中学
生や高校生を対象とした授業素材としての木の性質的魅力
や製作過程における教育的意義などを検討することを目標
とします。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

福島県郡山市

6時間 平成25年8月2日

教諭

中学校・高校の
美術科教員

6,000円

15人

平成25年3月18日～
平成25年5月17日

平253503951083号

024-932-4848

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

郡山女子大学短
指導法・楽器論・編曲法Ⅰ
期大学部

音楽科指導法では、新学習指導要領における「Ａ表現」と「Ｂ
鑑賞」の各活動と「共通事項」の解説と、それをどう関連させ
岡部富士夫（音楽科教授）
授業を展開させていくのかを実践します。器楽論、編曲法Ⅰ
磯部哲夫（音楽科講師）
では各楽器の特性を理解した上で、移調楽器の考え方、和
南川 肇（音楽科講師）
声法との関連を理論的に学び、編曲法Ⅱの実践に結びつけ
ます。

福島県郡山市

6時間 平成25年7月31日

教諭

中学校・高校の
音楽科教員

6,000円

30人 平成25年3月18日～
平成25年5月17日

平253503951084号

024-932-4848

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

郡山女子大学短
編曲法Ⅱ・歌唱法・伴奏法
期大学部

編曲法Ⅱでは編曲法Ⅰで学んだ理論をもとに編曲の実際を
実習します。また編曲の過程で生ずる様々な問題について
岡部富士夫（音楽科教授）
話し合い、解決の糸口を探ります。歌唱法では発声指導の
深谷登喜子（音楽科准教授）
基礎と応用、感性を歌唱で表現するための歌唱指導法、歌
磯部哲夫（音楽科講師）
曲の歌唱演奏法を実践します。伴奏法では教科書の楽曲、
コンクール等の合唱、その他の伴奏法について学びます。

福島県郡山市

6時間 平成25年8月1日

教諭

中学校・高校の
音楽科教員

6,000円

30人

平成25年3月18日～
平成25年5月17日

平253503951085号

024-932-4848

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

郡山女子大学短
指揮法の基本と応用
期大学部

指揮の基本では実際の指揮法の基礎について学び、形式
や和声法などの楽曲分析を行うことによって楽曲を演奏に 岡部富士夫（音楽科教授）
結びつけていくテクニックについて学びます。また指揮の応 深谷登喜子（音楽科准教授）
用では実習を通して現在抱えている問題や悩みについて共 飯田織実（音楽科講師）
に考えます。

福島県郡山市

6時間 平成25年8月2日

教諭

中学校・高校の
音楽科教員

6,000円

30人

平成25年3月18日～
平成25年5月17日

平253503951086号

024-932-4848

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

いわき市教育委
員会

教科研修 小学校国語

学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するとと
もに、国語科指導の課題と改善点を分析する。また、言語活
動の充実を図るための授業づくりについて協議し、具体的に
「単元を貫く言語活動」を位置づけた指導計画の作成や授
業について演習を通して研修を深め、より一層の指導力の
向上を図る。

岡 亮（いわき市教育委員会学校教育課指導主
福島県いわき
事）
吉田 紀文（いわき市教育委員会総合教育セン 市
ター指導主事）

6時間 平成25年7月31日

教諭

小学校教諭

0円

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月10日

平255007451029号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

いわき市教育委
員会

教科研修 小学校社会

学習指導要領の趣旨や内容について理解を深め、演習等
を通して、社会に関する専門的な資質・能力の向上を図る。
また、今日的教育課題を考察することで、今後の授業への
改善策を見いだすことができるようにする。

川村 雅茂(いわき市教育委員会学校教育課指
福島県いわき
導主事）
髙野 淳一(いわき市教育委員会学校教育課指 市
導主事）

6時間 平成25年7月31日

教諭

小学校教諭

0円

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月10日

平255007451030号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

いわき市教育委
員会

教科研修 小学校算数

講義及び演習を通して、算数教育の今日的課題や「改善
方針」の理解を図るとともに、学習指導要領で求められてい
る「学力」を児童が主体的に身に付けることができる授業を
目指す。特に、小・中の指導内容の効果的な接続、問題解
決的な学習過程において児童の自己学習力や自己評価能
力を育てる「学習評価」や「学習指導（算数的活動）」の在り
方についての総合的な知見と実践力を高める講習とする。

猪狩 照良(いわき市教育委員会学校教育課指
導主事）
福島県いわき
新井 達也(いわき市教育委員会総合教育セン 市
ター指導主事）

6時間 平成25年7月31日

教諭

小学校教諭

0円

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月10日

平255007451031号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

いわき市教育委
員会

教科研修 小学校理科

小学校理科の指導にあたって、学習指導要領の趣旨や内
容について理解を深め、実験や観察などの演習を通して、
理科に関する専門的な資質・能力の向上を図る。また、今日
的教育課題を考察することで、今後の授業への改善策を見
いだすことができるようにする。

鈴木 和美(いわき市教育委員会学校教育課指
導係長）
永山 弘泰(いわき市教育委員会学校教育課指 福島県いわき
導主事）
市
新家 久永(いわき市教育委員会総合教育セン
ター指導主事）

6時間 平成25年7月31日

教諭

小学校教諭

0円

15人 平成25年4月8日～
平成25年5月10日

平255007451032号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

いわき市教育委
員会

教科研修 中学校国語

学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するとと
もに、国語科指導の課題と改善点を分析する。また、言語活
動の充実を図るための授業づくりについて協議し、具体的に
「単元を貫く言語活動」を位置づけた指導計画の作成や授
業について演習を通して研修を深め、より一層の指導力の
向上を図る。

岡 亮（いわき市教育委員会学校教育課指導主
事）
福島県いわき
吉田 紀文（いわき市教育委員会総合教育セン 市
ター指導主事）

6時間 平成25年8月5日

教諭

中学校（国語）教
諭

0円

15人 平成25年4月8日～
平成25年5月10日

平255007451033号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

いわき市教育委
員会

教科研修 中学校社会

学習指導要領の趣旨や内容について理解を深め、演習等
を通して、社会に関する専門的な資質・能力の向上を図る。
また、今日的教育課題を考察することで、今後の授業への
改善策を見いだすことができるようにする。

川村 雅茂(いわき市教育委員会学校教育課指
導主事）
福島県いわき
髙野 淳一(いわき市教育委員会学校教育課指 市
導主事）

6時間 平成25年8月5日

教諭

中学校（社会）教
諭

0円

15人 平成25年4月8日～
平成25年5月10日

平255007451034号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教科研修 中学校数学

講義及び演習を通して、数学教育の今日的課題や「改善
方針」の理解を図るとともに、学習指導要領で求められてい
る「学力」を生徒が主体的に身に付けることができる授業を
目指す。特に、小・中の指導内容の効果的な接続、問題解
決的な学習過程において生徒の自己学習力や自己評価能
力を育てる「学習評価」や「学習指導（数学的活動）」の在り
方についての総合的な知見と実践力を高める講習とする。

猪狩 照良(いわき市教育委員会学校教育課指
福島県いわき
導主事）
新井 達也(いわき市教育委員会総合教育セン 市
ター指導主事）

6時間 平成25年8月5日

教諭

中学校（数学）教
諭

0円

15人 平成25年4月8日～
平成25年5月10日

平255007451035号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

いわき市教育委
員会

教科研修 中学校理科

中学校理科の指導にあたって、学習指導要領の趣旨や内
容について理解を深め、実験や観察などの演習を通して、
理科に関する専門的な資質・能力の向上を図る。また、今日
的教育課題を考察することで、今後の授業への改善策を見
いだすことができるようにする。

鈴木 和美(いわき市教育委員会学校教育課指
導係長）
永山 弘泰(いわき市教育委員会学校教育課指 福島県いわき
市
導主事）
新家 久永(いわき市教育委員会総合教育セン
ター指導主事）

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校（理科）教
諭

0円

15人 平成25年4月8日～
平成25年5月10日

平255007451036号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

いわき市教育委
員会

教科研修 中学校英語

教科の本質に迫る授業の設計や教科の特性を生かした授
業の展開など、授業のあり方についての理解を深める。更
に、学習指導要領の趣旨や内容について理解を深め、演習
などを通して英語に関するより専門的な資質・能力の向上を
図る講習とする。

小玉 則子(いわき市教育委員会学校教育課指
福島県いわき
導主事）
堀越 綾子(いわき市教育委員会学校教育課指 市
導主事）

6時間 平成25年8月5日

教諭

中学校（英語）教
諭

0円

15人

平成25年4月8日～
平成25年5月10日

平255007451037号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

いわき市教育委
員会

カウンセリング基礎講座

教育相談において、個の内面に働きかける技法であるカ
ウンセリングの基本的な知識・技能についての講義・演習を
通して、児童生徒理解や望ましい対応等についての研修を
行う。また、ピア・サポートについての講義・演習を通して、児
童生徒の社会的スキルを育て、支え合い、励まし合える関
係を作るための手法を学び、より一層の指導力の向上を図
る。

田所 正美（いわき市教育委員会総合教育セン
ター研修調査係長）
新井 達也（いわき市教育委員会総合教育セン 福島県いわき
市
ター指導主事）
渡邉 信貴(いわき市教育委員会総合教育セン
ター指導主事）

6時間 平成25年8月7日

教諭
小・中学校教諭、
養護教
養護教諭
諭

0円

60人

平成25年4月8日～
平成25年5月10日

平255007451038号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

いわき市教育委
員会

学校教育相談基礎講座

学校教育相談の進め方や生かし方等の基礎的な知識・理
解の習得を図る講義・演習やグループエンカウンターによる
個と個の触れあい、自己理解、他者理解を深める集団づくり
の講義・演習を行うことを通して、学校組織体制の確立や児
童生徒理解、望ましい対応等についての研修を深め、より一
層の指導力の向上を図る。

田所 正美（いわき市教育委員会総合教育セン
ター研修調査係長）
新井 達也（いわき市教育委員会総合教育セン 福島県いわき
市
ター指導主事）
吉田 紀文(いわき市教育委員会総合教育セン
ター指導主事）

6時間 平成25年8月9日

教諭
小・中学校教諭、
養護教
養護教諭
諭

0円

60人 平成25年4月8日～
平成25年5月10日

平255007451039号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

いわき市教育委
員会

学校教育相談実践講座

校内での教育相談実践の事前レポートをもとに、教育相談
を生かした問題行動の早期発見・早期対応についてのグ
ループ協議を行う。また、校内支援体制作りや児童生徒理
解、Ｑ－Ｕテストを活用した学級づくりについての理論や指
導実践等の講義を通して、教育相談のリーダー的資質を高
める。

田所 正美（いわき市教育委員会総合教育セン
ター研修調査係長）
新井 達也（いわき市教育委員会総合教育セン 福島県いわき
ター指導主事）
市
吉田 紀文(いわき市教育委員会総合教育セン
ター指導主事）

6時間 平成25年8月19日

教諭
小・中学校教諭、
養護教
養護教諭
諭

0円

60人 平成25年4月8日～
平成25年5月10日

平255007451040号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

発達障がい教育講座

ＬＤやＡＤＨＤ、自閉症スペクトラムを中心とする発達障が
いの概要や特性について確認するとともに、発達障がいを
有すると思われる幼児、児童生徒の実態及びそれに対する
支援策や校内体制づくり、関係機関との効果的な連携等に
ついて、グループ協議を通した研修を行う。また、発達障が
いを有すると思われる幼児、児童生徒に対する支援を、困り
感を持った全ての幼児、児童生徒にも生かし、よりよい学級
経営や授業づくりを進めるユニバーサルデザインの考え方
を学び、より一層の指導力の向上を図る。

髙野 淳一(いわき市教育委員会学校教育課指
導主事）
福島県いわき
渡邉 信貴(いわき市教育委員会総合教育セン 市
ター指導主事）

6時間 平成25年7月23日

教諭
小・中学校教諭、
養護教
養護教諭
諭

0円

60人 平成25年4月8日～
平成25年5月10日

平255007451041号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

30人 平成25年6月19日～
平成25年7月19日

平257002351895号

0248-36-2331

http://nasukashi.ni
ye.go.jp

いわき市教育委
員会

いわき市教育委
員会

長谷川幸介（茨城大学生涯学習教育研究セン
ター准教授）
新山雄次（国立那須甲子青少年自然の家 所
長）
渡邉康一（国立那須甲子青少年自然の家 事
今日の社会的環境、児童の現状、発達段階を踏まえ、体験
業推進室長）
独立行政法人国 教科指導や学級経営に生かす体 活動の意義と必要性、教育的効果を理解する。また、自然
鈴木昭博（国立那須甲子青少年自然の家 企
立青少年教育振 験活動の指導（国立那須甲子青 体験活動を実際に体験し、教師に求められるコミュニケー
福島県西郷村
画指導専門職）
興機構
少年自然の家）
ション能力の向上や自然体験活動の指導方法を身につける
齋藤 信（国立那須甲子青少年自然の家 企画
ことにより教師としての指導力の向上を図る。
指導専門職）
大竹 伸（国立那須甲子青少年自然の家 企画
指導専門職）
棚邉美根子（国立那須甲子青少年自然の家
研修指導員）

18時間 平成25年8月19日～
平成25年8月21日

教諭

小・中学校教諭

22,150円

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

財団法人全国学 農業実験・実習講習会『食品化
校農場協会
学』

講習の概要

１．食生活ときのこ
２．油脂の脂肪酸分析ならびに油脂劣化度の測定
３．グルテンフリー米粉パンの製造
４．食品を介した放射線被ばくの現状
５．食品の放射性物質の分析
６．旬の野菜のおいしさと栄養価

本学教育学部臨床心理学の研究・教育に携わっている3名
の講師が担当し、学校臨床心理学の理論と実践を教育活動
（相談）に生かす方法を学ぶ。
本学教育学部臨床心理学の研究・教育に携わっている3名
の講師が担当し、学校臨床心理学の理論と実践を教育活動
（相談）に生かす方法を学ぶ。
本学教育学部臨床心理学の研究・教育に携わっている3名
の講師が担当し、学校臨床心理学の理論と実践を教育活動
（相談）に生かす方法を学ぶ。

担当講師
広井 勝
養学科教授）
藤本 健四郎
養学科教授）
庄司 一郎
養学科教授）
諸岡 信久
養学科教授）
影山 志保
養学科講師）
郡司 尚子
養学科助教）

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

（郡山女子大学家政学部食物栄
（郡山女子大学家政学部食物栄
（郡山女子大学家政学部食物栄
（郡山女子大学家政学部食物栄

福島県郡山市

18時間 平成25年7月29日～
平成25年8月2日

教諭

中（技術・家庭
科）高（農業科・
家庭科）の教職
員

10,000円

30人 平成25年4月1日～
平成25年6月4日

平258132551840号

03-3463-7721

http//www.nojokyoka
i.or.jp

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

（郡山女子大学家政学部食物栄
（郡山女子大学家政学部食物栄

岸 良範（大学院教育学研究科教授）
金丸 隆太（大学院教育学研究科准教授）
守屋 英子(大学院教育学研究科准教授)
岸 良範（大学院教育学研究科教授）
金丸 隆太（大学院教育学研究科准教授）
守屋 英子(大学院教育学研究科准教授)
岸 良範（大学院教育学研究科教授）
金丸 隆太（大学院教育学研究科准教授）
守屋 英子(大学院教育学研究科准教授)

教諭
養護教
諭
教諭
養護教
諭
教諭
養護教
諭

平251001552108号
平251001552109号
平251001552110号

全教諭
養護教諭

6,000円

50人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

全教諭
養護教諭

6,000円

50人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

全教諭
養護教諭

6,000円

25人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

6時間 平成25年6月1日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

50人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552111号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月21日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

50人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552112号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

本学教育学部で、障害児教育の研究・教育に携わっている2
名の講師が、通常の学級に在籍する発達障害児への支援
勝二 博亮（教育学部准教授）
が注目されている中、本講義では、発達障害児に関わる我
東條 吉邦（教育学部教授）
が国の施策から脳科学的知見を含む発達障害に関わる最
新知見を紹介し、彼らにいかなる支援が必要かを講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成25年12月25日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552113号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

新課題講習 3

本学教育学部で、教育方法学の立場から現代の子どもにつ
いて研究・教育に携わっている講師が前半は、なぜ現代の
子どもたちが変わったように見えるのか、社会の変化を理解
生越 達（教育学部教授）
することを通して、子どもたちの問題行動のなかに隠された
意味を講じる。後半は、子どもたちをどのように理解したらよ
いのか、具体的な事例を取り上げながら講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月1日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

50人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552114号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新課題講習 3

本学教育学部で、教育方法学の立場から現代の子どもにつ
いて研究・教育に携わっている講師が前半は、なぜ現代の
子どもたちが変わったように見えるのか、社会の変化を理解
生越 達（教育学部教授）
することを通して、子どもたちの問題行動のなかに隠された
意味を講じる。後半は、子どもたちをどのように理解したらよ
いのか、具体的な事例を取り上げながら講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月21日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

50人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552115号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新課題講習 3

本学教育学部で、教育方法学の立場から現代の子どもにつ
いて研究・教育に携わっている講師が前半は、なぜ現代の
子どもたちが変わったように見えるのか、社会の変化を理解
生越 達（教育学部教授）
することを通して、子どもたちの問題行動のなかに隠された
意味を講じる。後半は、子どもたちをどのように理解したらよ
いのか、具体的な事例を取り上げながら講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成25年12月25日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

40人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552116号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新課題講習 4

本学教育学部で臨床心理学の研究・教育に携わっている講
正保 春彦（教育学部附属教育実践総合セン
師が、教室内での生徒間の人間関係を発展させ、豊かなこ
ター教授）
ころを育てる技法とマインドについて講義と演習を行う。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月1日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

40人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552117号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月1日

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月21日

茨城県水戸市

6時間 平成25年12月25日

本学教育学部で、障害児教育の研究・教育に携わっている2
名の講師が、通常の学級に在籍する発達障害児への支援
勝二 博亮（教育学部准教授）
が注目されている中、本講義では、発達障害児に関わる我
東條 吉邦（教育学部教授）
が国の施策から脳科学的知見を含む発達障害に関わる最
新知見を紹介し、彼らにいかなる支援が必要かを講じる。

茨城県水戸市

新課題講習 2

本学教育学部で、障害児教育の研究・教育に携わっている2
名の講師が、通常の学級に在籍する発達障害児への支援
勝二 博亮（教育学部准教授）
が注目されている中、本講義では、発達障害児に関わる我
東條 吉邦（教育学部教授）
が国の施策から脳科学的知見を含む発達障害に関わる最
新知見を紹介し、彼らにいかなる支援が必要かを講じる。

新課題講習 2

茨城大学

新課題講習 1

茨城大学

新課題講習 1

茨城大学

新課題講習 1

茨城大学

新課題講習 2

茨城大学

茨城大学

茨城大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

茨城大学

新課題講習 4

本学教育学部で臨床心理学の研究・教育に携わっている講
正保 春彦（教育学部附属教育実践総合セン
師が、教室内での生徒間の人間関係を発展させ、豊かなこ
ター教授）
ころを育てる技法とマインドについて講義と演習を行う。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月21日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

25人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552118号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新課題講習 5

本学教育学部で臨床心理学の研究・教育に携わっている講
正保 春彦（教育学部附属教育実践総合セン
師が、カウンセリングにおいて重要な諸概念や“Here and
now”（今、ここで）の感覚について、さまざまなグループワー ター教授）
クを通して演習を行う。

茨城県水戸市

6時間 平成25年12月25日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

24人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552119号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

新課題講習 6

本学教育学部で情報教育の研究・教育に携わっている講師
が、本講習では、学校教育における情報教育のこれからの
課題について、新学習指導要領と教育の情報化、文科省新
本田 敏明（教育学部教授）
「情報教育の手引き」等の動向を中心に講義し、また、授業
で役立つ情報教育の内容と方法について、実習を交えて講
じる。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月1日

教諭

全教諭

6,000円

50人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552120号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

新課題講習 6

本学教育学部で情報教育の研究・教育に携わっている講師
が、本講習では、学校教育における情報教育のこれからの
課題について、新学習指導要領と教育の情報化、文科省新
本田 敏明（教育学部教授）
「情報教育の手引き」等の動向を中心に講義し、また、授業
で役立つ情報教育の内容と方法について、実習を交えて講
じる。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月21日

教諭

全教諭

6,000円

25人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552121号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

新課題講習 7

前半は、本学教育学部で体育社会学の研究・教育に携わっ
ている講師が、新しい学校体育の課題を生涯スポーツの視
点からライフステージ別に「身体」「体験活動」を軸に講じる。 日下 裕弘（教育学部教授）
後半は、本学教育学部で発育発達学・形態学の研究・教育 渡邊 將司（教育学部准教授）
に携わっている講師が、おもに小学生から中学生の体力の
発達、トレーニング法やその効果に関して講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月1日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

50人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552122号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

新課題講習 8

前半は、本学教育学部で体育社会学の研究・教育に携わっ
ている講師が、新しい学校体育の課題を生涯スポーツの視
点からライフステージ別に「身体」「体験活動」を軸に講じる。
日下 裕弘（教育学部教授）
後半は、本学教育学部で運動生理学の研究・教育に携わっ
松坂 晃（教育学部教授）
ている講師が、子どもの肥満や体力・運度に関する現状を
紹介しながら、体育が「豊かなスポーツライフの実現」をめざ
す背景について講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月21日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

50人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552123号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

新課題講習 9

前半は、本学教育学部で運動生理学の研究・教育に携わっ
ている講師が、子どもの肥満や体力・運動に関する現状を
紹介しながら、体育が「豊かなスポーツライフの実現」をめざ
松坂 晃（教育学部教授）
す背景について講じる。
上地 勝（教育学部准教授）
後半は、本学教育学部で保健体育の研究・教育に携わって
いる講師が、ボディコントロールと動きづくりについて、様々
な動きを実践・体験しながら講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成25年12月25日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552124号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

新課題講習 10

前半は、本学教育学部で生化学、細胞生物学、免疫学の研
究・教育に携わっている講師が、聴覚障害とはいったいどの
ようなものなのかその原因と今後、聴覚障害のＱＯＬ向上に
石原 研冶(教育学部准教授）
向けてどのような取り組みが必要かを講じる。
小川 哲哉(教育学部教授）
後半は、本学教育学部で教育学の研究・教育に携わってい
る講師が、電子黒板・デジタル教科書を活用した授業実践
の可能性を受講生とともにワークショップ形式で考察する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月1日

教諭

全教諭

6,000円

50人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552125号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

新課題講習 10

前半は、本学教育学部で生化学、細胞生物学、免疫学の研
究・教育に携わっている講師が、聴覚障害とはいったいどの
ようなものなのかその原因と今後、聴覚障害のＱＯＬ向上に
石原 研冶(教育学部准教授）
向けてどのような取り組みが必要かを講じる。
小川 哲哉(教育学部教授）
後半は、本学教育学部で教育学の研究・教育に携わってい
る講師が、電子黒板・デジタル教科書を活用した授業実践
の可能性を受講生とともにワークショップ形式で考察する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月21日

教諭

全教諭

6,000円

50人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552126号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

新課題講習 11

前半は、本学教育学部で理科教育の研究・教育に携わって
いる講師が、人間にとって欠かせない物質の「塩」を総合的
に紹介し、「塩」の結晶を使った様々な実験内容と理科授業
山本 勝博（教育学部教授）
での活用事例を講じる。
山本 宏（元教育学部教授・非常勤講師）
後半は、本学教育学部で理科教育・化学について研究・教
育に携わっていた講師が、森林の現状を紹介し、森林は今
後どうあるべきかについて講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月1日

教諭

小・中・高教諭
（理科・農業）

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552127号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新課題講習 12

前半は、本学教育学部で人間環境教育の研究・教育に携
わっている講師が、食についてエネルギーの側面から講じ
る。
松川 覚（教育学部准教授）
後半は、本学教育学部で理科教育学、人間環境教育の研
郡司 晴元（教育学部准教授）
究・教育に携わっている講師が、サステイナビリティ学や持
続可能な開発のための教育について概説し、学校での展開
をワークショップ形式で考察する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月21日

教諭

全教諭

6,000円

50人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552128号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新課題講習 13

本学教育学部で人間環境教育の研究・教育に携わっている
講師が、前半はコミュニケーションの媒体として身体の持つ
意味を非言語コミュニケーションを理解することから考え、後
加藤 敏弘（教育学部准教授）
半はコーチングの基本を学び、各種ワークシートを用いて学
校現場でのコーチングについて講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月1日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

50人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552129号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新課題講習 13

本学教育学部で人間環境教育の研究・教育に携わっている
講師が、前半はコミュニケーションの媒体として身体の持つ
意味を非言語コミュニケーションを理解することから考え、後
加藤 敏弘（教育学部准教授）
半はコーチングの基本を学び、各種ワークシートを用いて学
校現場でのコーチングについて講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月21日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

50人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552130号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新課題講習 14

本学教育学部で人間環境教育の研究・教育に携わっている
講師が、小学校、中学校段階から哲学・倫理学的思考を行
木村 競(教育学部教授)
い、身につけていくということについて、実践例も紹介しつ
つ、道徳や特別活動、生徒指導に活かして「生きる力」を育
てるという観点から、その意義と可能性について講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月21日

教諭
小・中教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

50人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552131号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

新課題講習 15

前半は、マグマはどのようにしてできるのだろうか、そしてマ
グマはどのような噴火の仕方をするのだろうか、固体地球内
での水の存在を鍵にして、マグマの生成と噴火のメカニズム
を説き明かします。
藤縄 明彦（理学部教授）
後半は、コンピュータ、特に記録メディアの進歩には、目を見
五十嵐 潤一（理学部教授）
張るものがありますし、またナノという言葉にも我々はすっか
りなじんできました。これらの背後には、近年の物質科学の
大いなる発展があります。物質科学の基本と最近の発展を
やさしく解説します。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月1日

教諭

小・中・高教諭
（理科）

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552132号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

新課題講習 16

前半は、最近の生命科学のトピックとして、細胞のリプログラ
ミングや幹細胞が注目されています。昨年のノーベル生理
学・医学賞を授与されたガ-ドン教授や山中教授の研究の学
仁木 雄三（理学部准教授）
問的背景や意義についてわかりやすく解説します。
泉岡 明（理学部教授）
後半は、光（電磁波）と分子の相互作用を量子化学的な手
法でわかりやすく解説し、いくつかの機能性材料の原理につ
いて講義します。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小・中・高教諭
（理科）

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552133号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

新課題講習 17

前半は、材料とその再利用について、金属材料を例に講義
し、その後、金属と金属結合および金属の原子構造につい
て、原子模型を使いやさしく解説します。後半は、都市にお
いては、上水道により水が供給され、利用された水は下水 伊藤 吾朗（工学部教授）
道を通じて水環境へ戻されます。本講習では、自然・人工的 藤田 昌史（工学部准教授）
な「水」の循環システムを俯瞰することにより、我々の生活に
必須となる「水」を切り口として、今日の資源・エネルギー問
題との係わりについて講義します。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中・高教諭

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552134号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

新課題講習 18

前半は、微生物は古くから、酒、醤油などわれわれの身近な
食品に利用されています。また、生体触媒である酵素は食
品のみならす、近年では洗剤、診断薬などさまざまな分野に
利用されています。本講義では微生物と酵素の利用技術に 長南 茂（農学部准教授）
ついて解説します。後半は、環境、農業、食に関わる問題に 伊丹 一浩（農学部准教授）
ついて近現代を中心に歴史的に解説し、人間の健康やいの
ちに関わる、これら問題への対応の模索において必要とな
る知見を講義します。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月21日

教諭

全教諭

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552135号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

茨城大学

新展開講習（国語・書道コース）
①

国語および書道の教科指導、生徒指導、教育内容の充
昌子 佳広（教育学部准教授）
実を目指すこの講習は、前半は「ICT教育を意識した国語科
鈴木 一史（教育学部准教授）
授業」、後半は、「国語科の協働学習」を受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月15日

教諭

小・中・高教諭
（国語・書道）

6,000円

60人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552136号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（国語・書道コース）
②

国語および書道の教科指導、生徒指導、教育内容の充実
齋木 久美（教育学部准教授）
を目指すこの講習は、前半は「書字に関する学習指導につ
川嶋 秀之（教育学部教授）
いて」、後半は「言葉の意味を探る」を受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月29日

教諭

小・中・高教諭
（国語・書道）

6,000円

60人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552137号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（国語・書道コース）
③

国語および書道の教科指導、生徒指導、教育内容の充実
昌子 佳広（教育学部准教授）
を目指すこの講習は、前半は「ICT教育を意識した国語科授
岡部 千草（教育学部教育実践総合センター特 茨城県水戸市
業」、後半は、「六年間を見通した国語の授業づくり」を受講
任教授）
する。

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校教諭（国
語・書道）

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552138号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（国語・書道コース）
④

国語および書道の教科指導、生徒指導、教育内容の充実
鈴木 一史（教育学部准教授）
を目指すこの講習は、前半は「国語科の協働学習」、後半は
増子 和男（教育学部教授）
「中国文言小説(漢文で書かれた小説）を読む」を受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中・高教諭（国
語・書道）

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552139号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（国語・書道コース）
⑤

橋浦 洋志（教育学部教授）
齋木 久美（教育学部准教授）

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校教諭（国
語・書道）

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（国語・書道コース）
⑥

堀口 育男（人文学部教授）
川嶋 秀之（教育学部教授）

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月23日

教諭

中・高教諭（国
語・書道）

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（社会・地歴・公民
コース）①

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月15日

教諭

小・中・高教諭
（社会・地歴)

6,000円

60人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（社会・地歴・公民
コース）②

村山朝子(教育学部教授)
馬渡剛(人文学部准教授 )

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月29日

教諭

6,000円

60人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（社会・地歴コース）
③

木村 勝彦(教育学部教授)
大島 規江(教育学部准教授)

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月22日

教諭

6,000円

60人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（社会・地歴・公民
コース）④

佐々木 寛司 (人文学部教授)
社会科の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこ
酒井 紀美(教育学部教授)
の講習は、「歴史分野」について受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月23日

教諭

6,000円

60人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（英語コース）①

英語の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
猪井 新一（教育学部教授）
講習は、前半は「小学校外国語活動」、後半は
メイヤーズトーマス（非常勤講師）
「Development Communication Skills」について受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月15日

教諭

小・中・高教諭
（英語）

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552146号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（英語コース）②

英語の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
齋藤 英敏（教育学部准教授）
講習は、前半は「形成的評価を利用するティームティーチン
メイヤーズトーマス（非常勤講師）
グ」、後半は「イギリス文学・文化と英語テキストそして異文
小林 英美（教育学部准教授）
化理解」について受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月29日

教諭

中・高教諭（英
語）

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552147号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（英語コース）③

英語の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの 猪井 新一（教育学部教授）
講習は、前半は「小学校外国語活動」、後半は「English
トゥール ティモシー デニス（非常勤講師・アル 茨城県水戸市
Teaching Techniques」について受講する。
ファ英会話所長）

6時間 平成25年8月22日

教諭

小・中・高教諭
（英語）

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552148号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（英語コース）④

英語の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、前半は「文を作る仕組みと単語を作る仕組み」、後 竝木 崇康（教育学部教授）
半は「アメリカ文学・文化と英語テキストそして異文化理解」 君塚 淳一（教育学部教授）
について受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月23日

教諭

中・高教諭（英
語）

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552149号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（算数・数学コース）
①

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月15日

教諭

小・中・高教諭
（算数・数学）

6,000円

60人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（算数・数学コース）
②

曽我 日出夫(教育学部教授)
柳田 伸顕（教育学部教授）

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月29日

教諭

小・中・高教諭
（算数・数学）

6,000円

60人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（算数・数学コース）
③

梅津 健一郎(教育学部教授)
工藤 研二（教育学部講師）

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小・中・高教諭
（算数・数学）

6,000円

60人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（算数・数学コース）
④

算数・数学の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
すこの講習は、前半は「数学的な思考力・判断力・表現力を 小口 祐一(教育学部准教授)
育てる指導」、後半は「数理パズルを解いて、考える力を磨 仙波 一郎(工学部教授)
こう」について受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・高教諭
（算数・数学）

6,000円

60人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

国語および書道の教科指導、生徒指導、教育内容の充実
を目指すこの講習は、前半は「詩をどう読むか」、後半は、
「書字に関する学習指導について」を受講する。
国語および書道の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を
目指すこの講習は、前半は「現代の私たちと「古典」」、後半
は「言葉の意味を探る」を受講する。

社会科の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこ
の講習は、「地理学」について受講する。午前中は、城下町 小野寺 淳(教育学部教授)
の見方・考え方を講義し、午後は水戸市内を歩きながら、実 田中 耕市(人文学部准教授))
地に指導する。
社会科の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこ
の講習は、前半は、「社会科教育学」、後半は「公民分野」に
ついて受講する。
社会科の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこ
の講習は、前半は、「社会科教育学」、後半は「地理学」につ
いて受講する。

算数・数学の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
すこの講習は、「数学的な考え方の指導法」について受講す
る。
算数・数学の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
すこの講習は、前半は「世の中における数学の活用」、後半
は「代数の基礎」について受講する。
算数・数学の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
すこの講習は、前半は「解析学のトピックから」、後半は「幾
何学の楽しみ」について受講する。

笠原 勇(元教育学部准教授・
茨城キリスト教大学非常勤講師)

小・中・高教諭
（社会・地歴・公
民)
小・中・高教諭
（社会・地歴・公
民)
小・中・高教諭
（社会・地歴・公
民)

平251001552140号
平251001552141号
平251001552142号
平251001552143号
平251001552144号
平251001552145号

平251001552150号
平251001552151号
平251001552152号
平251001552153号

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

理科の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習では、「子どもと共に考える実験方法」について受講す 平松 不二夫（聖徳大学非常勤講師）
る。
大辻 永（教育学部准教授）

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月15日

教諭

小学校教諭（理
科）

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552154号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

理科・農業の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
すこの講習は、「小学校理科の物理」について受講する。
矢島 裕介（教育学部教授）

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月29日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552155号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

理科・農業の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
すこの講習は、「身近な化学」について受講する。
松川 覚（教育学部准教授）

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小・中教諭（理
科・農業）

6,000円

35人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552156号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小・中・高教諭
（理科・農業）

6,000円

25人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552157号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

理科・農業の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
すこの講習は、「地球表層環境の歴史を探る」について受講 伊藤 孝(教育学部教授）
する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・高教諭
（理科・農業）

6,000円

27人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552158号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

新展開講習（理科・農業コース）
⑤

理科・農業の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
小菅 次男(非常勤講師）
すこの講習は、前半は「特徴ある茨城の自然」、後半は「気
妻木 貴雄（筑波大学附属高等学校副校長・
体の製法・性質に関する実験の指導法」について受講する。
非常勤講師）

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・高教諭
（理科・農業）

6,000円

33人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552159号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（図工・美術・工芸
コース）①

図工・美術・工芸の教科指導、生徒指導、教育内容の充実
を目指すこの講習は、「図画工作科・美術科・工芸科教育の 甲斐 教行（教育学部教授）
新展開」について、美術館教育と美術理論を踏まえた鑑賞 島田 裕之（教育学部教授）
理論等及びデザインの実践的内容を中心に受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月15日

教諭

小・中・高教諭
（図工・美術・工
芸)

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552160号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（図工・美術・工芸
コース）②

図工・美術・工芸の教科指導、生徒指導、教育内容の充実
を目指すこの講習は、「図画工作科・美術科・工芸科教育の 金子 一夫（教育学部教授）
新展開」について、表現主題論、鑑賞理論等及び彫刻の実 島 剛（教育学部准教授）
践的内容を中心に受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月29日

教諭

小・中・高教諭
（図工・美術・工
芸)

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552161号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（図工・美術・工芸
コース）③

図工・美術・工芸の教科指導、生徒指導、教育内容の充実
を目指すこの講習は、「図画工作科・美術科・工芸科教育の 向野 康江(教育学部准教授)
新展開」について、造形遊びの指導法、実践的絵画指導法 片口 直樹(教育学部准教授)
等及び絵画の実践的内容を中心に受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小・中・高教諭
（図工・美術・工
芸）

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552162号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（図工・美術・工芸
コース）④

図工・美術・工芸の教科指導、生徒指導、教育内容の充実
を目指すこの講習は、「図画工作科・美術科・工芸科教育の 小泉 晋弥(教育学部教授）
新展開」について、美術館教育・鑑賞教育方法等及び木材 寺本 輝正(教育学部教授)
工芸の実践的内容を中心に受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・高教諭
（図工・美術・工
芸）

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552163号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（音楽コース）①

音楽の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
守山 光三（教育学部特任教授）
講習は、前半は「合奏形態の種類とその組み方・指導の方
神部 智（教育学部教授）
法等」、後半は「クラシック音楽の魅力」について受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月15日

教諭

小・中・高教諭
（音楽)

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552164号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（音楽コース）②

音楽の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
田中 健次(教育学部教授)
講習は、「音楽科の授業づくり」について受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月29日

教諭

小・中・高教諭
（音楽)

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（音楽コース）③

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小・中・高教諭
（音楽）

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（音楽コース）④

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・高教諭
（音楽）

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（体育・保健コース）
①

吉野 聡（教育学部准教授）
渡邊 將司（教育学部准教授）

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月15日

教諭

小・中・高教諭
（体育・保健)

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（体育・保健コース）
②

体育・保健の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
すこの講習は、前半は「体ほぐし運動の理論と実践」、後半 加藤 敏弘（教育学部准教授）
は「バスケットボールの学習指導」について受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月29日

教諭

小・中・高教諭
（体育・保健)

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（体育・保健コース）
③

吉野 聡(教育学部准教授)
篠田 明音(教育学部講師)

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小・中・高教諭
（体育・保健）

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（体育・保健コース）
④

勝本 真(教育学部教授)
富樫 泰一(教育学部教授）

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・高教諭
（体育・保健）

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（理科コース）①

茨城大学

新展開講習（理科・農業コース）
①

茨城大学

新展開講習（理科・農業コース）
②

茨城大学

新展開講習（理科・農業コース）
③

茨城大学

新展開講習（理科・農業コース）
④

茨城大学

理科・農業の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
すこの講習は、「生態系の構造と機能：湖沼と土壌の動物を
山根 爽一(教育学部特任教授)
観察する」について受講する。

音楽の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、前半は「楽しくためになる歌唱指導」、後半は「ピア
ノを活用したソルフェージュ」について受講する。
音楽の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、前半は「発声法と歌唱」、後半は「編曲法について」
を受講する。
体育・保健の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
すこの講習は、前半は「保健体育総論」、後半は「陸上運動
の学習指導」について受講する。

体育・保健の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
すこの講習は、前半は「保健体育総論」、後半は「ダンスの
学習指導」について受講する。
体育・保健の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
すこの講習は、前半は「ソフトバレーボールの学習指導」、後
半は「水泳の学習指導」について受講する。

藤田 文子(教育学部准教授)
佐藤 篤(教育学部教授)
谷川 佳幸(教育学部准教授)

平251001552165号
平251001552166号
平251001552167号
平251001552168号
平251001552169号
平251001552170号
平251001552171号

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

工藤 雄司(教育学部教授)
技術・工業・情報の教科指導、生徒指導、教育内容の充実 萩谷 正教（水戸市立赤塚中学校教諭、非常勤
茨城県水戸市
を目指すこの講習は、前半は「技術科の指導と評価」、後半 講師）
は「栽培とものづくり・情報とものづくり」について受講する。 稲葉 健五（教育学部特任教授）

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6時間 平成25年6月15日

教諭

小・中・高教諭
（技術・工業・情
報)

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552172号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

6時間 平成25年8月22日

教諭

小・中・高教諭
（技術・工業・情
報)

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552173号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月29日

教諭

小・中・高教諭
（技術・工業・情
報)

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552174号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・高教諭
（技術・工業・情
報)

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552175号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

新展開講習（家庭コース）①

家庭科の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこ
の講習は、前半は「家庭経営領域のなかでも家族・家庭生
活に関する内容をとりあげ、今日の子どもたちの生活実態を
佐藤 裕紀子(教育学部准教授)
ふまえた指導と評価のあり方」、後半は「消費・環境に関す
る内容をとりあげ、今日の国際的な教育動向を視野に入れ
た家庭科としてのアプローチ」について受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月15日

教諭

小・中・高教諭
（家庭)及び（技
術・家庭科＜家
庭分野担当教諭
＞）

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552176号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（家庭コース）②

家庭の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、「食分野の教育について、より普段の食生活へ知
識が応用されることを重視し、講義をとおして現在の食生活
西川 陽子（教育学部准教授）
の主な問題点を整理し、更に実習で食の問題についてより
深い理解へと導くための体験学習の活用」について受講す
る。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月29日

教諭

中・高教諭（家庭)

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552177号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（家庭コース）③

家庭科の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこ
の講習は、「①サスティナブル社会の住宅、住生活のあり
乾 康代(教育学部准教授)
方、住まいの環境調整、②安全な住まいをテーマとした簡単
な住宅模型の製作と実験の活用」について受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小・中・高教諭
（家庭）

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552178号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（家庭コース）④

家庭科の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこ
の講習は、「貧困や経済格差、少子高齢化などの社会の現
状、育児不安や育児ストレスの増加、仕事と子育ての両立
など、子どもを取り巻く課題は多い。そのような中で、現実を 数井 みゆき(教育学部教授)
見据えた保育関連の授業を提供できるよう、乳幼児と子ど
も、家族を中心に、現代社会におけるさまざまな問題を同時
に考えながら「保育学」」について受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・高教諭
（家庭）

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552179号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（特別支援教育コー
ス）①

特別支援教育の生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、主として特別支援学校教員のための講習で、「特別 勝二 博亮（教育学部准教授）
支援教育における心理・生理アセスメントの活用」について
受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月15日

教諭

特別支援教育学
校教諭向け

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552180号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（特別支援教育コー
ス）①

特別支援教育の生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、主として特別支援学校教員のための講習で、「特別 勝二 博亮（教育学部准教授）
支援教育における心理・生理アセスメントの活用」について
受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月22日

教諭

特別支援教育学
校教諭向け

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552181号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習(特別支援教育コー
ス) ②

荒川 智（教育学部教授）
新井 英靖（教育学部准教授）

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月29日

教諭

特別支援教育学
校教諭向け

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習(特別支援教育コー
ス) ②

荒川 智（教育学部教授）
新井 英靖（教育学部准教授）

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月23日

教諭

特別支援教育学
校教諭向け

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習(特別支援教育コー
ス) ②

荒川 智（教育学部教授）
新井 英靖（教育学部准教授）

茨城県水戸市

6時間 平成25年12月26日

教諭

特別支援教育学
校教諭向け

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

養護教諭を対象としたこの講習は、学校保健、生活指導の
斉藤 ふくみ(教育学部准教授)
新展開講習（養護教諭コース）① 充実を目指し、前半は「健康相談の理論及び方法」、後半は
瀧澤 利行(教育学部教授)
「学校保健の組織活動と関係機関の連携」を受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月22日

6,000円

40人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習（技術・工業・情報
コース）①

茨城大学

新展開講習（技術・工業・情報
コース）①

茨城大学

新展開講習（技術・工業・情報
コース）②

技術・工業・情報の教科指導、生徒指導、教育内容の充実
を目指すこの講習は、前半は「金属とものづくり・木材ともの
づくり」、後半は「機械とものづくり・電気電子とものづくり」に
ついて受講する。

野崎 英明（教育学部教授）
臼坂 高司(教育学部講師)
安田 健一（教育学部教授）
榊 守（教育学部教授）

茨城大学

新展開講習（技術・工業・情報
コース）②

技術・工業・情報の教科指導、生徒指導、教育内容の充実
を目指すこの講習は、前半は「金属とものづくり・木材ともの
づくり」、後半は「機械とものづくり・電気電子とものづくり」に
ついて受講する。

野崎 英明（教育学部教授）
臼坂 高司(教育学部講師)
安田 健一（教育学部教授）
榊 守（教育学部教授）

茨城大学

工藤 雄司(教育学部教授)
技術・工業・情報の教科指導、生徒指導、教育内容の充実 萩谷 正教（水戸市立赤塚中学校教諭、非常勤
茨城県水戸市
を目指すこの講習は、前半は「技術科の指導と評価」、後半 講師）
は「栽培とものづくり・情報とものづくり」について受講する。 稲葉 健五（教育学部特任教授）

特別支援教育の生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、主としてして特別支援学校教員のための講習で、
「特別支援教育の新動向」について受講する。
特別支援教育の生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、主としてして特別支援学校教員のための講習で、
「特別支援教育の新動向」について受講する。
特別支援教育の生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、主としてして特別支援学校教員のための講習で、
「特別支援教育の新動向」について受講する。

養護教
養護教諭向け
諭

平251001552182号
平251001552183号
平251001552184号
平251001552185号

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

講習の名称

新展開講習（養護教諭コース）②

講習の概要

担当講師

養護教諭を対象としたこの講習は、学校保健、生活指導の
充実を目指し、前半は「小児の感染症－最近の話題」、後半 竹下 誠一郎(教育学部教授)
は「養護教諭の研究のまとめと発表の方法」について受講す 廣原 紀恵(教育学部准教授）
る。

特別活動における教育内容の充実を目指すこの講習は、
「特別活動の今日的課題と実践」について構ずる。児童生徒
新展開講習(道徳・特別活動コー の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、特別活動の
杉本 憲子(教育学部准教授)
課題を理解するともに、学校組織全体として実践の充実を図
ス) ①
る方法について講義する。
特別活動における教育内容の充実を目指すこの講習は、
「特別活動の今日的課題と実践」について構ずる。児童生徒
新展開講習(道徳・特別活動コー の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、特別活動の
杉本 憲子(教育学部准教授)
課題を理解するともに、学校組織全体として実践の充実を図
ス) ①
る方法について講義する。
特別活動における教育内容の充実を目指すこの講習は、
「特別活動の今日的課題と実践」について構ずる。児童生徒
新展開講習(道徳・特別活動コー の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、特別活動の
杉本 憲子(教育学部准教授)
課題を理解するともに、学校組織全体として実践の充実を図
ス) ①
る方法について講義する。
道徳教育における教育内容の充実を目指すこの講習は、
「道徳教育の今日的課題と実践」について講ずる。児童生徒
新展開講習(道徳・特別活動コー の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、道徳教育の
生越 達(教育学部教授)
課題を理解するとともに、学校組織全体として実践の充実を
ス)②
図る方法について講義する。
道徳教育における教育内容の充実を目指すこの講習は、
「道徳教育の今日的課題と実践」について講ずる。児童生徒
新展開講習(道徳・特別活動コー の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、道徳教育の
生越 達(教育学部教授)
課題を理解するとともに、学校組織全体として実践の充実を
ス)②
図る方法について講義する。
道徳教育における教育内容の充実を目指すこの講習は、
「道徳教育の今日的課題と実践」について講ずる。児童生徒
新展開講習(道徳・特別活動コー の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、道徳教育の
生越 達(教育学部教授)
ス)②
課題を理解するとともに、学校組織全体として実践の充実を
図る方法について講義する。
幼稚園教育における幼児指導、教育内容の充実のための
講習は、「思春期までを見据えた幼児教育と新しい保育の可 生越 達(教育学部教授)
能性」について受講する。
幼稚園教育における幼児指導、教育内容の充実のための
講習は、「思春期までを見据えた幼児教育と新しい保育の可 生越 達(教育学部教授)
能性」について受講する。
幼稚園教育における幼児指導、教育内容の充実のための
講習は、「思春期までを見据えた幼児教育と新しい保育の可 生越 達(教育学部教授)
能性」について受講する。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月23日

養護教
養護教諭向け
諭

6,000円

40人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552186号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月15日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552187号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月22日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552188号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城県水戸市

6時間 平成25年12月26日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

40人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552189号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月29日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552190号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月23日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552191号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城県水戸市

6時間 平成25年12月27日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

40人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552192号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城県水戸市

6時間 平成25年6月15日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

20人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城県水戸市

6時間 平成25年8月22日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城県水戸市

6時間 平成25年12月26日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

30人

平成25年3月22日～
平成25年4月10日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

6時間 平成25年6月29日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

20人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552196号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

6時間 平成25年8月23日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552197号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

茨城大学

新展開講習(幼稚園コース)①

茨城大学

新展開講習(幼稚園コース)①

茨城大学

新展開講習(幼稚園コース)①

茨城大学

新展開講習（幼稚園コース）②

幼稚園教育における幼児指導、教育内容の充実のための
講習は、「幼稚園教育の新展開」について受講する。

新井 英靖（教育学部准教授）
寺門 南（教育学部附属幼稚園副園長・非常勤
茨城県水戸市
講師）

茨城大学

新展開講習（幼稚園コース）②

幼稚園教育における幼児指導、教育内容の充実のための
講習は、「幼稚園教育の新展開」について受講する。

新井 英靖（教育学部准教授）
寺門 南（教育学部附属幼稚園副園長・非常勤
茨城県水戸市
講師）

平251001552193号
平251001552194号
平251001552195号

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

茨城大学

防災・安全教育の生徒指導、教育の内容の充実を目指すこ
の講習は、「東日本大震災以後、学校においては防災体制
が整えられつつある一方で、子ども達が自分の身を自分で
守れるように指導する安全教育についても注目が集まって
いる。こうした現代的課題を受けて、前半は、学校の防災体
新井 英靖(教育学部准教授)
新展開講習（防災・安全教育コー
制をどのように整備し、その中で子ども達にどのような安全
金丸 隆太(大学院教育学研究科准教授)
ス）
教育を展開すればよいかについて考える。また、後半は、
「心のケア」という点から教師が大災害直後の子どもの心理
的な支援をどのように行えばよいのかという点を講義した上
で、子ども達自身が自分の精神的健康を保てるようにするに
はどのような指導方法があるのか」について受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成25年12月26日

筑波大学

国語科における教育内容は、いくつかの選択肢から選び取
るという過程を経て決定されていると考えることができます。
その選択の論理について、過去の学習指導要領の展開か
教育課程における言語活動の重 ら検討するとともに、新教育課程における国語科の理念と実 塚田 泰彦（人間系教授）
践上の課題を「言語活動例」や読解力を主な手がかりにして 甲斐雄一郎（人間系教授）
視と読解力の育成
考えます。
国語教育に関心のある小学校から高等学校までの教員を
対象として想定しています。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月8日

教諭

筑波大学

国語科における教育内容は、いくつかの選択肢から選び取
るという過程を経て決定されていると考えることができます。
その選択の論理について、過去の学習指導要領の展開か
教育課程における言語活動の重 ら検討するとともに、新教育課程における国語科の理念と実 塚田 泰彦（人間系教授）
践上の課題を「言語活動例」や読解力を主な手がかりにして 甲斐雄一郎（人間系教授）
視と読解力の育成
考えます。
国語教育に関心のある小学校から高等学校までの教員を
対象として想定しています。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月27日

筑波大学

フィールドワークを取り入れた社
会科（地歴）授業の構成

茨城県つくば
市

筑波大学

新教育課程の動きに注目しながら、社会科（公民科）に作業
的・体験的な学習を取り入れることの意義および方法につい
社会科（公民科）授業における参
て学ぶことを目的とします。具体的には、地球家族や貿易
唐木 清志（人間系准教授）
加型学習の活用
ゲームなどの参加型学習のアクティビティを先生方に体験し
てもらうことで、講義の目的を達成したいと考えています。

身近な地域のフィールドワークをどのように実施したらよい
のか、その授業組立のためのプロセスを学ぶことを目的とし
ます。具体的には、フィールドワークは何かといった、理論的
井田 仁康（人間系教授）
なことを講義し、地形図をみながらコースを設定し、そのコー
スを踏査することで授業の構成のしかたを学びます。国土地
理院の見学も含みます。

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

30人 平成25年3月22日～
平成25年4月10日

平251001552198号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（国語）

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年5月6日

平251001652236号

029-853-2096

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

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（国語）

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年6月22日

平251001652237号

029-853-2096

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

6時間 平成25年6月8日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（社会・地歴）

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年5月6日

平251001652238号

029-853-2096

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

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（社会・公民）

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年6月22日

平251001652239号

029-853-2096

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

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月9日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（算数・数学）

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年5月6日

平251001652240号

029-853-2096

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

筑波大学

世界の授業、日本の授業～算
数・数学授業の国際比較～

教育という社会的・文化的な営みを研究するために，異なる
文化の下で行なわれる他国の教育実践と比較・対比するこ
とがあります。本講習では，算数・数学授業の国際比較研究
の知見を概観し，他国との比較を通して浮き彫りになる日本
清水 美憲（人間系教授）
の授業の優れた面を探るとともに，先人の努力によって長い
年月をかけて蓄積されてきた授業改善の工夫の意義を見直
します。講義に加え，授業ビデオの視聴による他国と日本の
授業の比較を行います。

筑波大学

おや？ なるほど！ による算
数・数学科の問題解決指導

本講座では、「おや？」「なるほど！」をキーワードにした算
数・数学科問題解決の指導の理論、教材、教材研究の方法
をワークショップ形式で体験します。理論の解説は前半で終
磯田 正美（人間系准教授）
え、残りの時間は、参加者が互いに話し合いながら指導法
を考える課題に取り組み、最後に教訓として教材研究方法
を検討します。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（算数・数学）

6,000円

100人 平成25年3月25日～
平成25年6月22日

平251001652241号

029-853-2096

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

理科好きな子どもを育てる授業

国内外の調査結果から日本の子どもの理科学力の現状や
理科教育の問題点とその原因の一端を明らかにし、それを
踏まえつつ、現代理科教育の目的・目標の変化を確認し、
大高 泉（人間系教授）
理科好きを育てる理科授業作りの視点を具体例に即して探
片平 克弘（人間系教授）
ります。併せて学習指導要領における理科教育改善の方向
と改訂のポイントを学校段階ごとに解説します。講義形式を
基本としますが、討論・意見交換の機会を設けます。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月8日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（理科）

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年5月6日

平251001652242号

029-853-2096

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

筑波大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

国内外の調査結果から日本の子どもの理科学力の現状や
理科教育の問題点とその原因の一端を明らかにし、それを
踏まえつつ、現代理科教育の目的・目標の変化を確認し、
大高 泉（人間系教授）
理科好きを育てる理科授業作りの視点を具体例に即して探
片平 克弘（人間系教授）
ります。併せて学習指導要領における理科教育改善の方向
と改訂のポイントを学校段階ごとに解説します。講義形式を
基本としますが、討論・意見交換の機会を設けます。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（理科）

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年6月22日

平251001652243号

029-853-2096

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

筑波大学

さまざまな学習者のレベルに対応させるため、どのように英
語教科書の内容を｢料理｣して提供するか、あるいはそれを
補完するオリジナル教材をいかに作成するかを、パソコン室 磐崎 弘貞（人文社会系教授）
学習者レベルに応じたオリジナル
を使った実習も交えながら考察･体験していただきます。授 江藤 秀一（人文社会系教授）
英語教材を工夫しよう
業でのタスク内容と教授法も念頭に置いた上で、グループ別 柳田 優子（人文社会系教授）
に現場に合った教材を実際に作成していただき、それをお
互いに論評し合うことで考察を深めます。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月8日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（英語）

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年5月6日

平251001652244号

029-853-2096

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

筑波大学

さまざまな学習者のレベルに対応させるため、どのように英
語教科書の内容を｢料理｣して提供するか、あるいはそれを
補完するオリジナル教材をいかに作成するかを、パソコン室 磐崎 弘貞（人文社会系教授）
学習者レベルに応じたオリジナル
を使った実習も交えながら考察･体験していただきます。授 江藤 秀一（人文社会系教授）
英語教材を工夫しよう
業でのタスク内容と教授法も念頭に置いた上で、グループ別 柳田 優子（人文社会系教授）
に現場に合った教材を実際に作成していただき、それをお
互いに論評し合うことで考察を深めます。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（英語）

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年6月22日

平251001652245号

029-853-2096

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

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月27日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援（保
健体育）学校教
諭

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年6月22日

平251001652246号

029-853-2096

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

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月9日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援（保
養護教
健体育）学校教
諭
諭、養護教諭

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年5月6日

平251001652247号

029-853-2096

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

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月8日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（図画工作・美
術）

6,000円

25人

平成25年3月25日～
平成25年5月6日

平251001652248号

029-853-2096

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

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（国語・書道）

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年6月22日

平251001652249号

029-853-2096

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

筑波大学

理科好きな子どもを育てる授業

本講義では、新学習指導要領を踏まえ、
(1)保健体育の授業を受けている子どもの変化やその背景
(2)保健体育の授業に解決が求められている今日的課題と
岡出 美則（体育系教授）
課題解決に向けたアイデア
長谷川悦示（体育系准教授）
(3)保健体育の授業で適用されている学習指導モデル
について、授業中にみられた事例を元に紹介していきます。
また、参加者間の経験交流の機会を設定し、事例に対する
解釈を踏まえていきます。

筑波大学

変容する子どもと保健体育の授
業

筑波大学

現代的健康課題について青少年の危険行動（①身体運動，
②食行動，③喫煙，④飲酒，⑤薬物乱用，⑥性的行動，⑦
現代的課題に対応した保健教育
交通安全上の行動，⑧暴力･武器携帯，⑨自傷行動）という 野津 有司（体育系教授）
の考え方と進め方
視点から包括的に捉え，その実態や関連要因を踏まえた学
校での保健教育の効果的な進め方について学びます。

筑波大学

図画工作・美術教育を複眼的に
考える

図画工作・美術教育における今日的な二つの課題について
検討します。一つは、図画工作・美術における鑑賞教育の在
り方を検討します。美術鑑賞における発達的な特徴を分析
し、発達をふまえた鑑賞スキルの指導方法や教材づくりにつ 石崎 和宏（芸術系准教授）
いて考えます。二つめは、特別支援学校における美術教育 橋本 時浩（附属聴覚特別線学校教諭）
について検討します。学習指導要領の基本的な考え方をふ
まえ、聴覚特別支援学校での具体的実践例をもとに指導法
と教材開発について考えます。

筑波大学

書写書道教育の今日的課題

新指導要領における国語科書写・芸術科書道の基本的な考
え方について理解を深めるとともに、それに応じた教材開発
や指導法を、実践例をもとに検討します。広く書写から書道 菅野 智明（芸術系准教授）
への接続を見渡し、また討議や実技を交えることにより、内
容の充実を目指します。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月27日

筑波大学

心の教育からの脱却と道徳教育

道徳教育およびその指導法の現状を社会的・歴史的背景か
ら分析し、我が国における道徳教育の心理主義化の功罪を
考えます。そのうえで、心理主義の呪縛を超えて、「生きる意
吉田 武男（人間系教授）
味」や「生きがい」を子どもに見出させると同時に、教師が教
育者として輝ける、日本の伝統と文化に根づいた新しい我が
国の道徳教育のあり方について探究します。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月27日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年6月22日

平251001652250号

029-853-2096

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

筑波大学

チーム援助に焦点をあてた学校
生活で苦戦する子どもへの援助

不登校・いじめ・非行などの学校生活の問題、発達障害など
苦戦の要因に焦点をあてて、子どもの学校生活での苦戦の
理解を促進し、学級担任、養護教諭、特別支援教育コーディ 石隈 利紀 （附属学校教育局教授）
ネーターを中心とするチーム援助について、講義と演習で学 相樂 直子（附属高等学校養護教諭）
習します。発達障害の疑似体験やチーム援助演習など、実
践的で受講者参加型の講習をめざします。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月27日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

60人

平成25年3月25日～
平成25年6月22日

平251001652252号

029-853-2096

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

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

筑波大学

特別なニーズのある子どもの理
解と支援

通常の学級における特別支援教育では，行動問題・学習問
題・精神面の問題への理解と支援，周囲の理解と啓発，そ
れらを支える校内外の支援体制の整備について，包括的に 園山 繁樹（人間系教授）
考えることが重要です。本講習では，一人一人のニーズに 米田 宏樹（人間系講師）
応じた支援のあり方について，講義，および模擬事例等を用
いた支援の実際に関するグループ討議を通して学びます。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月9日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年5月6日

平251001652254号

029-853-2096

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

筑波大学

特別なニーズのある子どもの理
解と支援

発達障害のある子どもへの特別支援教育においては，学習
への支援に留まらず、行動問題や心理面の問題への支援
が求められることも少なくありません。そうした問題への関わ
宮本 信也（人間系教授）
りにおいては、発達障害特性および対応方法について包括
髙橋 甲介（人間系特任教授）
的に理解し支援体制を考えていくことが重要です。本講習で
は，一人一人のニーズに応じた支援のあり方について，講
義，および事例検討を通して学びます。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月27日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

60人 平成25年3月25日～
平成25年6月22日

平251001652256号

029-853-2096

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

筑波大学

幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校等のクラスの中
で、見えにくそうにしている子どもたちやどこまで見えている
どんなふうに見えているの？どう のか？どんなふうに見えているのか？と心配や不安になる
雷坂 浩之（附属久里浜特別支援学校副校長） 茨城県つくば
すればいいの？～見えにくい子 子どもたちはいませんか？本講習では、講義と演習を通し
市
て、眼疾や視力による見え方について理解した上で、学習・
どもたちの理解と支援～
生活環境についての配慮やサポート等について具体的に学
んでいきます。

6時間 平成25年7月28日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年6月23日

平251001652257号

029-853-2096

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

筑波大学

発達障害の子どもの特性に配慮した授業は、すべての子ど
もにとってわかりやすい授業です。本講習では、発達障害の
子どもの抱える困難についての疑似体験、具体的な教材教
幼稚園や小中学校等に在籍する 具、授業改善から学校力の向上へのプロセスなどに視点を 安部 博志（附属大塚特別支援学校主幹教諭）
茨城県つくば
気になる子への支援～発達障害 あてて講義・演習を行います。また、肢体不自由や視覚障害 田丸 秋穂（附属桐が丘特別支援学校教諭）
市
のある子どもたちへの支援についても触れていきます。実践 宮崎 善郎（附属視覚特別支援学校教諭）
に焦点をあてて～
に裏打ちされた豊富な事例をもとに、特別支援教育の窓か
ら見える明るい未来を展望していきましょう。教材教具を展
示します。デジカメをお忘れなく！

6時間 平成25年6月8日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

100人 平成25年3月25日～
平成25年5月6日

平251001652259号

029-853-2096

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

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年5月6日

平251001652261号

029-853-2096

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

筑波大学

就学前の子どもたちと家族への
支援

就学前の教育は、子どもたちが主体的に、自ら周りのさまざ
まなものに働きかけて活動し、発達を図っていくことが基盤と
なります。そこで、様々な障害の特性に応じた、幼児自身が
発達に必要な経験を積み重ねることができる環境を構成し、
子どもの意欲を育む指導内容、指導方法の工夫について、
講義、演習を通じて理解を深めます。また、乳幼児教育相談
の事例をとりあげながら、家族を支える視点や具体的支援
について考えていきます。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月9日

筑波大学

進路と教育

本講習では、主として各種統計データを使いながら、我が国
の子どもたちの進路と教育をめぐる現状と課題について、よ
稲永 由紀（ビジネスサイエンス系・大学研究セ 茨城県つくば
りマクロな視点から分析・考察していきます。その中で、フ
ンター講師）
市
リーターやニート、不本意就学といった、近年課題となってい
る事柄についても、適宜取り扱っていきます。

6時間 平成25年6月8日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年5月6日

平251001652263号

029-853-2096

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

筑波大学

情報コミュニケーション技術（ICT）と視聴覚メディアの教育現
場での活用を考察します。実際にパソコン/CALL教室でパソ
コンを操作しながら、情報・教材の提示、音声の編集、画像
磐崎 弘貞（人文社会系教授）
ICTと視聴覚メディアの教育利用 サイトの利用、成績記録の工夫などを見ていきます。ICTの
中園 長新（人間系特任研究員）
知識は前提とせず、むしろ、今後そうした活用を模索/計画さ
れている方が、ご自身のICT活用を一歩踏み出していただく
ための講習内容です。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月9日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年5月6日

平251001652265号

029-853-2096

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

筑波大学

情報コミュニケーション技術（ICT）と視聴覚メディアの教育現
場での活用を考察します。実際にパソコン/CALL教室でパソ
コンを操作しながら、情報・教材の提示、音声の編集、画像
磐崎 弘貞（人文社会系教授）
ICTと視聴覚メディアの教育利用 サイトの利用、成績記録の工夫などを見ていきます。ICTの
中園 長新（人間系特任研究員）
知識は前提とせず、むしろ、今後そうした活用を模索/計画さ
れている方が、ご自身のICT活用を一歩踏み出していただく
ための講習内容です。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月28日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年6月23日

平251001652266号

029-853-2096

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

高見
両角
高橋
加藤

節子（附属視覚特別支援学校教諭）
五十夫（附属聴覚特別支援学校教諭）
幸子（附属大塚特別支援学校教諭）
敦（附属久里浜特別支援学校教諭）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
講習の期間

対象職種 主な受講対象者

新聞活用（NIE、新聞づくり）で育
む言語力

現学習指導要領は、言語活動の充実をうたうとともに、新聞
教育、NIE（教育に新聞を）が取り組んできた「学級学習新聞
作り」（小3・4）や「論説や報道の比較読み」（中3）などが盛り
鈴木 伸男（町田市教育センター研究・研修担
茨城県つくば
込まれました。これからの教育には、新聞を活用した様々な
当（教育アドバイザー）、元町田市立町田第二中
市
取り組みが求められます。学校教育におけるNIEの意義や、
学校元校長）
授業での新聞活用を具体的にお伝えするとともに、簡単な
新聞作りを体験していただきます。現場の授業にすぐ役立つ
内容です。

6時間 平成25年7月27日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年6月22日

平251001652267号

029-853-2096

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

組織マネジメントと人材育成

学校を取り巻く社会・経済環境について概説した後に、企
業・大学の２つの現場における改革実務経験と経営学の基
礎理論に基づき、組織マネジメントの目的、基本的な考え方
と枠組み、重視すべき要素、組織と人間の関係などについ
吉武 博通（ビジネスサイエンス系教授）
て講義します。併せて、これからの社会に必要な人材像と組
織における人材育成について講義し、これらを踏まえて、組
織マネジメントと人材育成について、意見交換しながら、共
に考えてみることにします。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月16日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

50人 平成25年3月25日～
平成25年5月12日

平251001652279号

029-853-2096

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

筑波大学

組織マネジメントと人材育成

学校を取り巻く社会・経済環境について概説した後に、企
業・大学の２つの現場における改革実務経験と経営学の基
礎理論に基づき、組織マネジメントの目的、基本的な考え方
と枠組み、重視すべき要素、組織と人間の関係などについ
吉武 博通（ビジネスサイエンス系教授）
て講義します。併せて、これからの社会に必要な人材像と組
織における人材育成について講義し、これらを踏まえて、組
織マネジメントと人材育成について、意見交換しながら、共
に考えてみることにします。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月28日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

50人 平成25年3月25日～
平成25年6月23日

平251001652280号

029-853-2096

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

筑波大学

様々な側面で私たちの日常を大きく変化させつつあるコン
ピュータネットワークの現状や課題を次の３つのテーマから
平易に解説します。
●若者の娯楽とコミュニケーション事情：携帯端末とクラウド 徳永 隆治（システム情報系教授）
コンピュータネットワークが変える
天笠 俊（システム情報系准教授）
が実現するSNSやCGMについて
日常とWeb周辺技術
●インターネットを支える大規模データ処理技術：Web基盤 亀山 啓輔（システム情報系准教授）
技術と検索エンジンの仕組みについて
●パターン認識と生体認証：個人情報を保護し，ネットワーク
上の安全性を確保するための基盤技術について

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月15日

教諭

中・高・中等・特
別支援（中・高）
学校教諭
(情報）

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年5月11日

平251001652282号

029-853-2096

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

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月15日

教諭

中・高・中等・特
別支援学校教諭
（中高）
（理科）

6,000円

50人

平成25年3月25日～
平成25年5月11日

平251001652284号

029-853-2096

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

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月15日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年5月11日

平251001652285号

029-853-2096

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

簡単にヴィジュアルプログラミン
グ～楽しみながら魅力的な教材
をつくろう～

誰でも手軽に使える教育用プログラミング言語「Processing」
の基本を，約半日の演習を通して身につけてもらいます．
Processing は綺麗なヴィジュアルの教材等の作成に向いて
おり，直感的な理解が可能です．文系でプログラミングをし
延原 肇（システム情報系講師）
たことのない人，大歓迎です．また自分自身で授業の魅力
的な副教材を作りたい人にもお薦めです．この講習に参加し
て，ご自身の授業の「引き出し」を，１つ増やしてみません
か？

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月28日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年6月23日

平251001652286号

029-853-2096

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

歴史・教育･文化

「絵で読む教育の歴史と文化」というテーマで、古代スパルタ
の教育から中世の7自由学芸を柱とした教養教育、そして近
世の寺子屋に見られる個別教授方式から近代学校の学級
一斉教授方式に至るまでの歴史を、それに関連した絵画や
安川 哲夫（人間系教授）
図像を中心に読み解くことからアプローチし、各時代・各社
会の教育実践の特徴とそれを支えた文化の特質を考えま
す。絵画や図像を多用するため、講義は主にパワーポイント
を用いて進められます。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月16日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭
（社会、地歴）

6,000円

30人 平成25年3月25日～
平成25年5月12日

平251001652287号

029-853-2096

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

開設者名

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

講習の名称

いろいろな材料の性質とエネル
ギー源としての核融合炉の可能
性

インターネットの基礎と応用

講習の概要

人間の快適な生活を維持するうえで欠かせない発電炉やプ
ラントなどの巨大構造物、物流を促進する航空機、新幹線な
どの大型輸送機に使用されるいろいろな材料を紹介するとと
もにその性質を述べます。まず、さまざまな環境下での強さ
の概念を解説した後、き裂進展に代表される疲労損傷の実
態およびそのメカニズムと防止策を検討します。次いで、安
全で究極のエネルギー源としての核融合炉の仕組みとその
実現性について紹介します。

担当講師

寺本 徳郎（システム情報系教授）
亀田 敏弘（システム情報系准教授）
鈴木 隆之（産業技術総合研究所、
筑波大学連携大学院研究グループ長教授）

インターネット技術は、教育活動や日常生活などでよく使わ
れていますが、コンピュータ遠隔操作やウィルスの蔓延等が
時々大きな問題になっています。この講習では、メール並び
住田 潮（システム情報系教授）
にウェブを事例にネットワークの仕組み及びその危険性・安
藤原 良叔（システム情報系教授）
全性に関する知識を理解し、また、社会でインターネット技術
張 勇兵（システム情報系教授）
がどのように使われているかについての最新情報を知って
もらい、学校現場での教育に活用できるよう解説します。

講習の開催地

時間数

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

筑波大学

粘土で造る ～頭像～

粘土を使い人物の頭像を制作します。私達は、普段見慣れ
た人の顔や頭を量としてとらえて見ることはあまりありませ
中村 義孝（芸術系教授）
ん。粘土を使い量としてとらえ立体的に表現することを通して
大原 央聡（芸術系准教授）
彫刻制作の楽しさを体験し、彫刻の理解を深めることを目的
とします。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭
（美術）

6,000円

15人

平成25年3月25日～
平成25年6月22日

平251001652288号

029-853-2096

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

筑波大学

・デザインへの取り組みや発想などについて講義をします。
・プロダクトを使う場面の設定，その場面におけるデザインの 五十嵐 浩也（芸術系教授）
デザインのアプローチと機器や身
山中 敏正（芸術系教授）
条件の考察や構造的に理解する方法を学びます．
の回りのものの設計
・イメージした製品デザインを素早く表現し相手に伝える。伝 山田 博之（芸術系教授）
達ツールとしてのデザインスケッチ手法について学びます。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月28日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭
（美術）

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年6月23日

平251001652289号

029-853-2096

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

筑波大学

スポーツは日常的な話題としても、健康増進の手段として
も、さらに経済発展を目指すうえでも、大変重要なものと認
スポーツによる「開発」と環境保
識されるようになっています。スポーツは現代社会でなぜそ
松村 和則（体育系教授）
全 ～長野オリンピックを事例とし
のように大きく発展したのか、また、その「発展」の影には問
て～
題はないのかとさらに一歩踏み込んで現代スポーツを考え
てみます。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月16日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭
（保健体育）

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年5月12日

平251001652290号

029-853-2096

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

筑波大学

戦術習得を重視したボールゲー
ムの指導

まず，各種ボールゲームの戦術的特徴を理解し，どのような
戦術的課題が挙げられるかを学習します．次に，戦術的課
大高 敏弘（体育系教授）
題をクリアするにはどのような技術，戦術が必要かを学習者
に理解させる指導法を，講義，実習をとおして学習します．

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月15日

教諭

中・高・中等・特
別支援（中高）学
校教諭
（保健体育）

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年5月11日

平251001652292号

029-853-2096

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

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月15日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年5月11日

平251001652293号

029-853-2096

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

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月15日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭
（理科）

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年5月11日

平251001652294号

029-853-2096

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

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月28日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭
（理科）

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年6月23日

平251001652295号

029-853-2096

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

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月28日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭
(理科）

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年6月23日

平251001652296号

029-853-2096

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

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月28日

教諭

幼・小・中・特別
支援（小・中）学
校教諭
（家庭）

6,000円

32人

平成25年3月25日～
平成25年6月23日

平251001652297号

029-853-2096

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

血圧や脈拍は、身体の生理的な機能の状態を示すバイタル
サインです。バイタルサインは、測定値を個々に判断するだ
筑波大学

筑波大学

けではなく他の情報と関連させて包括的に把握する必要が
小泉 仁子（医学医療系准教授）
血圧と脈拍の不思議～健康指標
あります。本講習では、まず、人間の身体の仕組みから血圧
涌水 理恵（医学医療系准教授）
を科学する～
と脈拍について解説します。次に、実技演習を通して、血圧
と脈拍の正確な測定方法を習得します。また、これらの値
が、さまざまな要因で変動することを体験してみましょう。
地球誕生から今日まで、最初の生命は何時どこで誕生した
のか、そして如何に進化したのか。恐竜・アンモナイト等の
ガイアの科学：生物進化と地下資 生物はなぜ地球上からいなくなったのか、生物進化と絶滅 指田 勝男（生命環境系教授）
について概観します。また鉱物資源とは何か？地球進化の 林 謙一郎（生命環境系教授）
源
過程で鉱物資源・地下資源は如何に形成されたのか、さら
にその資源を如何に開発するのかについても学びます。
井上
山岡
戒能
野村
中山
八畑
澤村
岡根
阿部

勲（生命環境系教授）
裕一（生命環境系教授）
洋一（生命環境系教授）
港二（教育イニシアティブ機構教授）
剛（生命環境系講師）
謙介（生命環境系講師）
京一（生命環境系講師）
泉（生命環境系助教）
淳一 ピーター（生命環境系助教）

筑波大学

里山探検隊

教育基本法には教育の目標の1つとして、「生命を尊び、自
然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと」と明
記されています。これを達成するためには、教員が身近な自
然環境や生き物についてよく理解している必要があります。
本講習では、植物・昆虫・菌類の専門家と1日の行動をとも
にすることにより、身近な生き物の見方を学びます。

筑波大学

筑波山は噴火したか？

本講習では、まず筑波山の成因を紹介し、続いて身近な風
景にある地球科学的現象を取り出し、日本列島の地球科学
を解説します。また身近な風景の中に潜む自然災害、とくに 久田 健一郎（生命環境系教授）
火山と地震の災害などについても焦点を当てます。そしてこ 荒川 洋二（生命環境系教授）
れらを踏まえて本講習では、地層や火成岩などの露頭観察
法、指導法をより実践的に紹介します。

筑波大学

初等教育で重要な食育の実践を想定し、雑穀栽培を用いた
総合学習に必用な基礎知識と応用技術の習得を目標としま
す。作物栽培に必用な道具や機械の安全な使用方法につ
雑穀を用いた総合学習の展開～ いても学びます。また、雑穀の調理実習を想定して、受講生
林 久喜（生命環境系教授）
基礎知識から応用技術まで～
の1人1人が十割そばを作って試食します。そこには驚くよう
な科学技術が結集されています。本講習により、1人でも多く
の教員が雑穀を総合学習に取り入れ、食育を実践できるよ
うになることを期待しています。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

筑波大学

食べ物を作る動物たち

私たちの生活は、数多くの「食べ物を作る動物たち」によって
支えられていますが、それらの動物の姿は以外に知られて
いません。そこで本講座では、実際にウシやニワトリに触れ
田島 淳史（生命環境系教授）
ると供に、ミルクや卵といった身近な食材がどの様に作ら
浅野 敦之（生命環境系教授）
れ、また加工されているかを体験します。これらを通して、健
康、安全で幸福な生活のために必要な動物生産に関する実
務を体験します。

筑波大学

古典芸能の日本語

日本の代表的な古典芸能である能・狂言・歌舞伎について、
映像を使ってわかりやすく紹介します。また、言語文化という 大倉 浩（人文社会系教授）
観点から、それぞれの詞章の日本語の歴史的背景や特徴 石塚 修（人文社会系准教授）
も解説して、現代日本語の表現との関係を考えます。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月28日

教諭

小・中・高・中等・
特支
（国語）

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年6月23日

平251001652300号

029-853-2096

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

筑波大学

ゲーム理論とは人の相互依存関係を分析するために生まれ
た、比較的新しい数学です。子供や親の希望と学校側の希
望をマッチさせつつ社会的に最適な学校制度を設計していく
ゲーム理論による学校選択制度 ためにゲーム理論を応用します。この講義では、日本と米国
福住 多一（人文社会系講師）
の学校選択制度の比較、マッチング理論に基づいた学校選
のデザイン
択制度のデザインの有効性と問題点を紹介します。これから
の学校制度の在り方を考えるために有益な知識をお話しし
ます。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月28日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年6月23日

平251001652301号

029-853-2096

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

筑波大学

データで見る日本とアメリカの選
挙

日本とアメリカの選挙を比較することを通じて、両国の選挙
の特徴を考察するとともに、それが民主主義のあり方にとっ
て持つ意味について考えます。その際、印象論的に語るの
鈴木 創（人文社会系講師）
ではなく具体的なデータを材料にし、そうしたデータから両国
の選挙のどのような姿が浮かび上がるかを検討していきま
す。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月15日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭
（社会・公民）

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年5月11日

平251001652302号

029-853-2096

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

筑波大学

西洋史学の最先端

古代オリエントから近現代欧米世界まで最新の研究動向を
紹介します。我が国の調査隊が西アジアの遺跡において発
佐藤 千登勢（人文社会系准教授）
掘したくさび形文字粘土板文書アーカイブから明らかになっ
津田 博司（人文社会系助教）
た未知の古代王国、あるいはグローバルに広がった大英帝
柴田 大輔（人文社会系准教授）
国に関する新しい視点など、具体的なトピックをあげながら
講義します。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月15日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭
（社会）

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年5月11日

平251001652303号

029-853-2096

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

筑波大学

学校における「法律問題」～「教
育的対処」と「法的対処」～

学校における問題が、どのような過程を経て「法律問題」と
なり、そのことがなぜ「問題の解決」を難しくしているかにつ
いて、実際の裁判例を題材に考えてみます。

星野 豊（人文社会系准教授）

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月16日

教諭 小・中・高・中等・
養護教 特別支援学校教
諭、養護教諭
諭

6,000円

60人

平成25年3月25日～
平成25年5月12日

平251001652304号

029-853-2096

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

筑波大学

事故・事件の対応における｢適
切｣と「適法」

事故や事件が不幸にして発生してしまった場合、どのような
対応が「適切」で、どのような対応が「適法」であるのか、そ
星野 豊（人文社会系准教授）
の違いについて検討し、法的な割り切り方と常識的対処との
間にずれが生じていないかを考えます。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月28日

教諭 小・中・高・中等・
養護教 特別支援学校教
諭
諭、養護教諭

6,000円

60人 平成25年3月25日～
平成25年6月23日

平251001652305号

029-853-2096

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

数楽としての数学 ～無限の世
界～

本講習では，先生がたに”数学における無限”の世界を楽し
んでいただき、その世界が驚きに満ちた世界であることを体
験していただけたらと思います。「グリーンピースを有限個の
若林 誠一郎（数理物質系教授）
小片に分けて、それらをつなぎ合わせて太陽と同じ大きさの
加藤 久男（数理物質系教授）
球を作れる」というバナッハ・タルスキーの定理が証明され
る”無限集合の世界”および無限未来の状態を予測する”カ
オスの世界”についてお話し致します。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月15日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭
（数学）

6,000円

50人 平成25年3月25日～
平成25年5月11日

平251001652308号

029-853-2096

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

身近な物質の不思議さ・面白さ

私達の周りの物は様々な物質から構成されています。例え
ば、自動車の車体には金属、プラスティックが、内部の機器
には半導体、磁性体が、その他にはセラミック（磁器）、高分
子材料、複合材料が使用されています。本講義では物質を
大嶋 建一（教育推進部特命教授）
人間との係りのもとで捉え、それぞれが持つ固有の性質、そ
の応用と用途を伝えます。実習では簡単な科学おもちゃ、例
えば、分光シートを用いた万華鏡を制作し自然光と蛍光灯
の違いを学びましょう。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月16日

教諭

小・中・中等・特
別支援（小中）学
校教諭
（理科）

6,000円

20人 平成25年3月25日～
平成25年5月12日

平251001652309号

029-853-2096

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

物質の起源と量子の世界

物質を構成する原子は、電子と原子核から成り立っていま
す。原子核は、宇宙の始まりや星の中で生まれました。講習
の前半では、原子核の性質と起源を学びます。量子力学が
確立してから一世紀近く経過していますが、様々な不思議な 都倉 康弘（数理物質系教授）
性質が発見されて来ており、また我々の生活に役に立つか 矢花 一浩（数理物質系教授）
も知れない技術も提案されてきています。講習の後半では、
量子力学の【不思議」を紹介した後、量子力学の原理を使っ
た最先端の技術を解説します。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月28日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭
（理科）

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年6月23日

平251001652311号

029-853-2096

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

筑波大学

筑波大学

筑波大学

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月28日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭

6,000円

20人

平成25年3月25日～
平成25年6月23日

平251001652298号

029-853-2096

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

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

オゾン層の破壊、地球温暖化、酸性雨、エネルギー問題な
ど、私たちが直面している環境問題を化学的な側面で眺め
てみます。私たちの身近にある問題を通して、原子、分子な
ど基本的な概念を復習しながら、現代化学のものの見方、 守橋 健二（数理物質系教授）
考え方を解説します。 講義では水質や空気汚染の問題にも
触れるので、学校の衛生管理を担当する養護教諭の方にも
お薦めできます。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月16日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（理科）

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年5月12日

平251001652312号

029-853-2096

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

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月27日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年6月22日

平251001652313号

029-853-2096

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

日常のストレスを自己成長のエネルギーに変えて生きること
ができるよう、ストレスへのレジリエンス(精神的回復力）向上
のためのスキルを学びます。また、児童生徒や保護者、上 橋本 佐由理（体育系准教授）
司や部下、同僚との人間関係ストレスを解決できるヒューマ
ン・リレーションスキルを学びます。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月15日

教諭 小・中・高・中等・
養護教 特別支援学校教
諭、養護教諭
諭

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年5月11日

平251001652314号

029-853-2096

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

イタズラ実験オモシロ工作

合言葉は「理科しよう！」。生き物が見せる意外な一面の観
察や、身近な素材を利用した実験、小学生でも作れる工作
が、最先端のサイエンスにつながります。本講習では、実際 野村 港二（教育イニシアティブ機構教授）
に手を動かして、理科を体感するためのセンスを学びます。 八畑 謙介（生命環境系講師）
理科は苦手という先生から、昆虫少年がそのまま大人に
なった先生まで、身近な素材で理科してみませんか。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月16日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭
（理科）

6,000円

50人

平成25年3月25日～
平成25年5月12日

平251001652315号

029-853-2096

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

アジア・太平洋戦争を考える

平和学習は戦争そのものを直視することから始まります。本
講習では、沖縄で起きた集団自決と教科書検定問題、広
島・長崎の原爆投下のリハーサルとして行われた模擬原爆
投下訓練、茨城県内に残る戦争遺跡や満蒙開拓青少年義
勇軍内原訓練所を事例に、沖縄、京都、広島、茨城という場 伊藤 純郎（人文社会系教授）
から、原爆と原発の視点を盛り込みながら、アジア・太平洋
戦争を考えます。沖縄・広島・京都などの修学旅行や茨城県
内の地域調査（フィールドワーク）にも活用できる教材を提供
します。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年7月28日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭
（社会）

6,000円

50人

平成25年3月25日～
平成25年6月23日

平251001652316号

029-853-2096

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

筑波大学

筑波実験植物園で学ぶ、ふだん
聞けない植物の話

声も出さず、動かない植物は、生き物として認識することが
難しい。しかしひとたび「生き物としての植物」の見方を学ぶ
と、その姿かたちや生活史の巧妙さ、多様さに驚かされるば
かりです。本講座では筑波実験植物園を利用し、実際に植
物やそれに関わる昆虫を手に取って植物学の基礎を学びま
す。最新の知見も交え植物の「生き様」の面白さを理解する
ことで、身近な植物がいかに興味深い存在であるかを教育
活動において伝える技能の習得を目指します。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年8月2日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭
（理科）

6,000円

35人

平成25年3月25日～
平成25年6月28日

平251001652318号

029-853-2096

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

筑波大学

身近に見られる雑草や雑木林の樹木や，どれも同じに見え
るコケのなかまにも，それぞれ名前がついています。その名
ミュージアムパークで開く野外観
小幡 和男（茨城県自然博物館副参事兼企画
前がわかれば，植物への興味・関心も高まり，また，それを
察へのとびら
課長）
記録することにより自然環境の変化も見えてきます。この講
～身近な草木やコケの名前を調
鵜沢 美穂子（茨城県自然博物館学芸員）
座では，自然博物館のフィールドや標本資料を活用して，子
べよう～
上條 隆志（生命環境系准教授）
どもたちとの野外観察で役立つ身近な草木やコケの名前を
調べるときのポイントを学びます。

茨城県坂東市

6時間 平成25年8月2日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭
（理科）

6,000円

30人 平成25年3月25日～
平成25年6月28日

平251001652321号

029-853-2096

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

筑波大学

病気の予防はどの世代にもとても大切なこと。
でも、意外と知らないことがたくさん。また、何かあったとき病
院に行くのがいいとも限らないのが実情です。
臨床医が語る心と身体の健康～
今回は、臨床にかかわる医師が、健康診断の読み方や、
予防からケアまで～
心のケア、風邪の予防、手洗いの実習、喫煙予防教育など
について、様々な研究結果や最新の情報をふまえてわかり
やすくお話しします。ご自身のためにも、教育のためにもあ
すから使える情報が満載です。

茨城県つくば
市

6時間 平成25年6月8日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年5月6日

平251001652322号

029-853-2096

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

筑波大学

環境問題から考える現代化学

筑波大学

近年インターネットでは様々なデータベースが無料で使える
ようになっています。また各種SNSも盛り上がりを見せており
ネットを使いこなす～情報検索と それらを使いこなすことは学校教育・運営に資するところが
辻 慶太（図書館情報メディア系准教授）
大きいと思われます。本授業ではiPadを受講者一人一人に
SNSを中心に～
貸与し，有用なサイトやデータベース，各種検索テクニックや
SNSの実践的な使い方を身につけてもらいます。

筑波大学

ストレスマネジメントスキル

筑波大学

筑波大学

奥山 雄大（国立科学博物館植物研究部研究
員）
國府方 吾郎（国立科学博物館植物研究部研
究主幹）
野村 港二（教育イニシアティブ機構教授）

前野 哲博（医学医療系教授）
横谷 省治（医学医療系講師）
阪本 直人（医学医療系講師）
堤 円香（医学医療系特任助教）
釋 文雄（附属病院病院講師）
小曽根 早知子（附属病院病院講師）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

財団法人全国学 農業実験・実習講習会『農業機
校農場協会
械』

宇都宮大学

宇都宮大学

宇都宮大学

宇都宮大学

宇都宮大学

宇都宮大学

講習の概要

食料・バイオマスの生産から貯蔵、品質管理、食品加工・エ
ネルギー利用までの機械・工学的技術、評価手法について
学ぶ。
１．日本と世界の農業機械の歴史と現在
２．農業ロボットと精密農業
３．食料・バイオマス生産と農業エネルギー
４．農村でのバイオマスエネルギーと再生可能エレルギー
５．農業施設と食品の貯蔵と流通
６．品質評価技術と評価手法

中学校理科１分野の実験講習

中学校理科1分野における次の内容を取り扱う。
光：「像」とはどういうものか考える。シュリーレン現象など、
身近な屈折現象に関する実験。
運動とエネルギー：力表示器「Fi-Cube」を用いた授業実践
例。
水溶液：溶解度と再結晶。化学電池の仕組みなど。
酸・アルカリとイオン：酸・アルカリの性質の見直し。中和反
応を目で見る実験。電気泳動など。

担当講師

講習の開催地

瀧川 具弘 （筑波大学生命環境学群生物資源
学類教授）
野口 良造 （筑波大学生命環境学群生物資源 茨城県つくば
市
学類准教授）
源川 拓磨 （筑波大学生命環境学群生物資源
学類助教）

時間数

18時間

講習の期間

平成25年8月5日～
平成25年8月9日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

教諭

中（技術・家庭
科）高（農業科・
家庭科）の教職
員

10,000円

30人

受講者募集期間

平成25年4月1日～
平成25年6月4日

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平258132551841号

03-3463-7721

http//www.nojokyoka
i.or.jp

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年7月13日

教諭

中学校理科教諭

6,000円

25人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850530号

028-649-5119

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

刑事手続と裁判員制度

本講習では、刑事手続や裁判員制度を概観し、刑事裁判の
目的や刑事裁判におけるルールなどを学習した上で、模擬
評議を行う。児童や生徒に裁判員の職務を体験させること
によって、被告人の人権や裁判員制度などを単に知識とし
黒川 亨子（教育学部講師）
て理解させるだけではなく、裁判員制度の意義や課題を実
感させるとともに、被告人の人権保障の重要性や刑事裁判
における事実認定の難しさなどを学ばせる授業を行う能力を
修得することを目標とする。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年7月13日

教諭

小学校・中学校
（社会科）・高等
学校（公民科）教
諭

6,000円

42人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850531号

028-649-5119

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

和声実技

現在の学習指導要領に示された音楽教科の内容を扱う中
学校・高校教師には、音楽理論・和声の能力（実技・知識）
が必要不可欠です。本講習では、受講者が、宇都宮大学教
育学部音楽科２年生と同等の能力（音楽之友社『和声：理論
木下 大輔（教育学部准教授）
と実習 第２巻』終了程度の能力）をあらかじめ持っているこ
とを前提として、個人レッスンと相互批判を行います。修了認
定試験は、『和声：理論と実習 第３巻』第２章程度の内容で
す。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年7月20日

教諭

中学校音楽教
諭、高等学校音
楽教諭

6,000円

50人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850532号

028-649-5119

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

なぜ毛筆で学ぶのか －書写指
導の誤解と真実－

子どもたちの道具セットを見られよ。その中にある毛筆は、
セットの価格からして劣悪であるとわかる。たまに素晴らしい
授業を拝見するが、固まった筆、穂先の割れた筆で授業が
行われている。体育でも空気の抜けたボールを使っている
のだろうか。書写の教科書は改訂ごとに活字のような四角 中島 望（教育学部教授）
い文字になる。練習用紙と清書用紙、教師用の朱墨、それ
に○○書道展。無くてもよい順に並べた。まずは板書の文字
からチェックしたい。次に、ひらがなと楷書の正しい形、行書
学習の本来的意義をお伝えする。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

36人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850533号

028-649-5119

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

定木とコンパスによる作図

本講習では，定木とコンパスによる作図について講義する。
まず，長さが１の線分からいかなる長さの線分が作図可能
であるかについて考察し，その応用として，正５角形が作図
可能であることや，古代ギリシアの三大作図（立方体の倍
北川 義久（教育学部教授）
積，角の三等分，円の正方化）が不可能であることの理由を
説明する。本講習を履修することにより，作図問題について
の深い知識が得られるであろう。なお，受講者は定木とコン
パスを持参して欲しい。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年7月27日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円

50人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850534号

028-649-5119

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

自然科学の新展開

自然科学での近年の研究進展は著しく、目覚ましい成果が
様々な領域で得られている。本講座では、物理学、生物学、
地球科学、惑星科学、天文学の領域で、できるだけ興味深
い最近のテーマをとりあげ、平易に紹介する。この講座を履
修することで、理科関係科目の担当教諭が、新しいテーマを
自信をもって指導できるようになることで、教育現場での「理
科ぎらい」の解消を支援する。なお、宇都宮大学に新設され
た高解像天体望遠鏡と簡易プラネタリウムも活用する（当日
の天候によって内容に変更の可能性がある）。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校・特別
支援学校（理科）
教諭

6,000円

110人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850535号

028-649-5119

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

南 伸昌（教育学部教授）

中村
上田
松居
堀田
杉本

洋一（教育学部教授）
高嘉（教育学部教授）
誠一郎（教育学部教授）
直巳（教育学部教授）
智（教育学部非常勤講師）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

宇都宮大学

”漆”と聞いて「伝統」や「日本らしさ」を感じる人は多いので
はないでしょうか。日本やアジアの漆工芸の歴史や材料や
道具、漆を使用した造形や装飾表現の可能性を、教員の皆
さんにご紹介します。さらに、基礎的な漆芸技法である絵付
日本の工芸の理解を深めるワー
けのワークショップを通して、日本の伝統工芸をより身近に 松島 さくら子（教育学部准教授）
クショップ
親しみ理解し、生徒指導に活かす機会となることを望んでい
ます。 エプロンなど作業に適した服装(できれば長袖)・黒塗
り板に色漆(10色程度)や金粉・銀粉を使用すると想定して、
絵付けの図案の構想をしておいてください。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校（美術）
教諭

6,000円

32人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850536号

028-649-5119

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

宇都宮大学

走、跳、投などの基礎的な運動について，何m投げられた
か，何秒で走れたかなどの記録をもとにした数量的な評価で
加藤 謙一（教育学部教授）
体育の実技指導に活かす運動観
はなく，どのような動きが身に付いているかという質的な評
林田 浩二（教育学部非常勤講師）
察
価の見方について学びます。そして、体育授業における観
察学習の意義やその効果的な指導について考えます。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月8日

教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
校の体育や運動
部を指導する教
諭

6,000円

60人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850537号

028-649-5119

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

宇都宮大学

高齢者や障害者の疑似体験に取り組む学校は多い。その
実施にあたっては多くの課題を検討し、準備する必要がある
が、具体的に実践に即して検討する機会はほとんどないの
が現状である。そこでこの講習では、主として公共交通の利
心のバリアフリーに焦点をあてた
用場面に焦点をあて、交通弱者の置かれている状況を理解 長谷川 万由美（教育学部教授）
福祉教育の実践的検討
するための「心のバリアフリー」の推進に向けた授業のあり
方について、国土交通省関東運輸局の協力を得て、実車(ノ
ンステップバスや福祉タクシーなど)を利用して実践的な検討
を行う。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月8日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・中等教育学
養護教
校・特別支援学
諭
校教諭、養護教
諭

6,000円

60人

平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850538号

028-649-5119

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

6,000円

70人

平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850539号

028-649-5119

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

宇都宮大学

宇都宮大学

宇都宮大学

宇都宮大学

もの創り教育

楽しみながら考えることを基本としたもの創りを行う。製作す
るものは生活に役立つことを考慮し，その応用性を考える。
例えば円から最大容積を作るには66degに切り取らなけれ
ばならない。分度器を使用しないでコンパスと定規のみで
66degを決める方法を考え，製作品の応用例を見いだす。そ 戸田 富士夫（教育学部教授）
の他体温で回る風車の応用，サイクロイド曲線を用いたビー
玉レース等々を予定している。このもの創り講習会によって
物事の順番，手順，ひいては生活および教師としての優先
順位を決められる。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月8日

教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校・中等教
育学校（技術）教
諭、特別支援学
校教諭

日本文学講読

明治２０年代末から昭和戦前期に活躍した泉鏡花の幻想小
説「龍潭譚」「化鳥」「高野聖」の３作品を講読する。「龍潭譚」
（明治２９年）「化鳥」（明治３０年）は幼児の一人称体で書か
れた、幼少期の心のゆらぎをリアルに描く鮮烈な作品であ
る。この２作品を自然災害との関わりで捉えなおし、明治の 鈴木 啓子（教育学部教授）
名作、鏡花の代表作といわれる「高野聖」（明治３３年）へと
繋げたい。明治期の鏡花文学を精読する授業ではあるが、
「子ども」「母子関係」「狂気」「自然」「災害」「生命」「教育」
等々のテーマについて考察する講義となるはずである。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校・中学校
（国語）教諭

6,000円

40人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850540号

028-649-5119

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

幼稚園・小学校における防災教
育と教師の役割

２０１１年３月１１日の東日本大震災を受け、教育現場におけ
る防災対策の見直しや防災教育の必要性が求められてい
る。本講座では、被災地における保育現場の対応や保育実
天野 珠路（日本女子体育大学スポーツ健康学 栃木県宇都宮
践に関する映像の視聴を通し、子どもの命を守るための危
科准教授）
市
機管理や防災対策等について具体的に学んでいく。また、
地域社会における教育現場の社会的責任や教師の役割と
責務について考察を深めていく。

6時間 平成25年8月9日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

60人

平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850541号

028-649-5119

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

美術史研究と美術作品の見方

図画工作科、美術科の学習指導要領では小学校の中学年
から高校までの鑑賞で美術作品を扱うことが示されている。
では、美術史や美術作品をどのように授業に生かすことが
できるのか。この講習では美術史における重要な作品や教
本田 悟郎（教育学部講師）
科書掲載作品などから導かれる美術概念やその特性などを
分析する。それらが単なる知識理解を超えた美術作品の見
方を提示し、表現と鑑賞の題材にどのように関わるかを受講
者とともに考察、検討する。

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校・中学校
(美術)・高等学校
(美術)教諭

6,000円

32人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850542号

028-649-5119

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

栃木県宇都宮
市

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

地球にある諸課題を解決するために、国境を越えて活動す
る国際NGOが注目されている。本講義では、地球市民社会
を構成する国際NGOについて、その定義・特徴・役割、NGO
と国家との関係を取り上げ、国際社会や日本の中で、NGO
重田 康博（国際学部教授）
がどのように地球的諸課題の解決のために活動しているの
かについて学ぶ。また、開発教育と持続可能な開発のため
の教育(ESD)の観点から、学校教育の中で地球的諸課題や
国際NGOについてどのように学ぶのかを考える。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校・中学校
（社会科）・高等
学校（公民科）教
諭

6,000円

50人

平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850543号

028-649-5119

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

新学習指導要領における教育の情報化の位置づけや，学
校教育における情報化の動向，教科指導におけるICTの活
教育の情報化と情報メディアを用
用などを中心に，最近の状況に基づいて検討する。さらに， 石川 賢（教育学部教授）
いた学習指導入門
学習指導にコンピュータやインターネットなどの情報メディア
や教材コンテンツを活用する方法について検討する。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校・中学校
教諭

6,000円

27人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850544号

028-649-5119

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

<子どもの現状>と家庭科

家庭科は子どもたちが乳幼児期から高齢期における生活課
題を通して、自らが社会的な存在としてライフスタイルをどの
ように築いていくかを考える教科である。そこでは多様化す
る<子どもの現状>をどうとらえていけばよいかは重要な問題 艮 香織（教育学部講師）
である。本講習は昨今の子どもを取り巻く諸問題（主に性に
関することを中心に）を整理するとともに、授業等でどのよう
に展開するかについて、考えることを目的とする。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月10日

教諭

中学校・高等学
校（家庭科、生活
科）教諭

6,000円

75人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850545号

028-649-5119

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

宇都宮大学

よく分かる電子回路

今年度から完全実施されている中学校技術・家庭科の内容
において復活したダイオードやトランジスタの原理等を解説
する。さらにそれらの回路素子を含んだ、電子回路の動作原
苫米地 義郎（教育学部教授）
理や回路特性を、実験を含めた本講習により明らかにする。
受講者諸君は、ダイオードやトランジスタの原理等を思いだ
し、それらを今後の現場での授業に役立ててもらいたい。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月10日

教諭

中学校技術教諭
向け

6,000円

30人

平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850546号

028-649-5119

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

宇都宮大学

(１)表現・鑑賞演習：①受講者による作品表現・鑑賞、②各自
持参の１学級分児童生徒の絵画１題材作品の鑑賞指導の
発表、③表現・鑑賞の評価に関する悩みの発表と質疑応
答。④外国・日本の幼小中の作品鑑賞と批評。(２)筆記試
小・中学生の絵画作品の鑑賞指 験：①図画工作・美術の評価に関する講話、②本講習講師
山口 喜雄（教育学部教授）
による小・中学校実践のねらいと指導作品の鑑賞、③評価
導と評価
の観点と実践に関する講話。以上の講習の過程で、鑑賞や
評価に関する歴史的教育的な理解、各自が自信をもって表
現や鑑賞の指導が行える方法の獲得と態度の形成をねらい
とする。

栃木県宇都宮
市

12時間 平成25年8月10日～
平成25年8月11日

教諭

小学校（図画工
作）・中学校（美
術）教諭

12,000円

32人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850547号

028-649-5119

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

宇都宮大学

新学習指導要領で重視されている「活用」の在り方について 松本
概説をしたのち，小学校（社会・理科・保健体育），中学校
川口
小中学校における活用型学習活 （音楽・美術）に分かれて，活用型学習の実際を授業のビデ 吉田
動の理論と実際
オを用いながら解説する。その後，附属教員と共に小集団で 林田
の議論・意見交換を行う。これからの社会に必要な思考力・ 近藤
判断力・表現力を育てる授業づくりのヒントが得られます。
髙橋

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月12日

教諭

中学校教諭（音
楽，美術）、小学
校教諭

6,000円

80人

平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850548号

028-649-5119

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

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月12日

教諭

小学校・中学校・
高等学校、特別
支援学校教諭

6,000円

90人

平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850549号

028-649-5119

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

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月12日

教諭

中学校音楽科・
高等学校芸術科
音楽担当教員

6,000円

50人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850550号

028-649-5119

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

宇都宮大学

地球市民社会と日本

宇都宮大学

宇都宮大学

敏（教育学部教授）
英利（教育学部非常勤講師）
晋（教育学部非常勤講師）
浩二（教育学部非常勤講師）
円佳（教育学部非常勤講師）
庸子（教育学部非常勤講師）

宇都宮大学

批評力速成講座

ここで批評とは、物事について、その是非や優劣、善悪、美
醜などを論じることを言う。国語教室で、児童生徒の批評力
を効率よく育成するための、国語教員として職業上要求され
る批評力を6時間で速成する。（国語教員以外でも受講は
香西 秀信（教育学部教授）
可。むしろ歓迎する。）テキストは、当日無料で配布する。初
歩の授業なので、優秀な教員には不向きである。また、頻繁
に指名し、その答えを遠慮なく論評するので、学力がないの
にプライドだけ高い教師にも不向きである。

宇都宮大学

「音楽に関する知的財産権」入門

平成24年度から中学校、25年度から高等学校で扱うことに
なった「音楽に関する知的財産権」について講義を行いま
す。知的財産法の種類と概要の説明から入り、特に著作権
新井 恵美（教育学部准教授）
法について全体像を見ていきます。また、学習指導要領に
記載されている著作者の権利、著作隣接権等について解説
します。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

宇都宮大学

本講習では、バレーボールの楽しい授業作りのための指導
法・授業方法について実技をまじえた演習形式で実施しま
楽しい授業づくりのためのバレー
す。午前中は第２体育館に於いて基礎的技能・集団的技能 黒後 洋（教育学部教授）
ボール入門
の習得に関する実技、午後からは教室に於いて授業法に関
する講義及びグループ討議を予定しています。

宇都宮大学

武道教育から学べること

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月13日

教諭

小学校・中学校
（保健体育）教諭

6,000円

40人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850551号

028-649-5119

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

本講座は、教育の意義と方法について、特に武道教育を中
心として概説するものである。体育科教育の内容としての
「中学校における武道の必修化」の視座もさることながら、む
松村 司朗（教育学部教授）
しろ学校教育一般における「人間力（生きる力）の強化」につ
ながる「武道教育（鍛錬）の意義と方法から学べること」に着
目して講義し、学校教員の資質向上に資したい。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月13日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・中等教育学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

65人

平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850552号

028-649-5119

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

子どもたちの現代的健康課題と
学校における保健教育

現代の子どもたち特有の健康課題として，食生活の乱れ，
運動不足，喫煙，飲酒，薬物乱用，性の逸脱行動，暴力，心
の健康等について取り上げ，その現状と課題について解説
する。また，これらの健康課題に対応できる能力を子どもた
久保 元芳（教育学部講師）
ちに身につけさせるための保健学習や保健指導のあり方に
ついて，各教諭の専門性や特質を踏まえながら考えていく。
講習は，グループワークやディスカッション等を取り入れなが
ら行う予定である。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月19日

6,000円

65人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850553号

028-649-5119

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

宇都宮大学

たのしくわかる化学実験のコツ

中学校理科第1分野，及び高等学校化学分野の実験の中か
らいくつかの教材を精選して，体験的に知識を再確認して戴
きます。教科書で扱う化学実験の初歩から発展的なものま
で順を追って，安全・確実に実験を成功させるノウハウを説 山田 洋一（教育学部教授）
明します。ねらい：「たのしくわかる化学実験」の「わかる」と
いう部分について，「何をどのように分からせるか」考えるこ
とも有意義でしょう。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月19日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校（理科）
教諭

6,000円

40人

平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850554号

028-649-5119

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

宇都宮大学

3.11東日本大震災における栃木県内での道路・宅地・建物
被害について，地形・地質・地盤造成の特徴や栃木特有の
建築構法との観点から説明する。また，我が国における都
東日本大震災の地盤・建物被害
市と防災の歴史を解説し，被災地の復興計画と今後の都市
と都市防災・避難計画
計画の方向性について説明する。さらに，被災後に避難所と
して使用された小中学校の経過調査結果をもとに，学校と避
難所機能の共存に関して説明する。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月19日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円

50人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850555号

028-649-5119

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

宇都宮大学

ＥＵの牽引車として政治経済分野で大きな影響力を有するド
イツ連邦共和国、その抱える課題は日本とも共通するところ
が多い。700万を超える外国人との共生、少子高齢化、エネ
グローバル社会の課題：EＵドイツ ルギー、戦後の負の遺産とその克服のための努力等につい
渡邉 直樹（国際学部教授）
と日本
て、ドイツ国家の成立やその歴史的展開、日本の社会・精神
構造との比較を踏まえ講義する。生徒の学習におけるグ
ローバル化時代の要請（コミュニケーション・交渉・調整・外
国語能力等）に応える。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月20日

教諭

小学校・中学校
（社会科）・高等
学校（公民科）教
諭

6,000円

50人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850556号

028-649-5119

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

宇都宮大学

電気電子工学技術は，私たちの生活を支える科学技術の柱
であり，あらゆる産業の発展に貢献してきた。本講座では，
発展が著しい電気電子工学分野を基本的な技術要素であ
現代社会を支える電気電子工学
る「電力」，「エレクトロニクス」，「通信」，「制御」に分類し，そ
技術
の基礎から応用までを説明することにより，物理の中でも生
徒にとって得手不得手が分かれる電気電子工学分野に興
味をもたせるためのヒントを提供する。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月20日

教諭

中学校・高等学
校（理科、技術、
工業）教諭

6,000円

50人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850557号

028-649-5119

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

栃木県宇都宮
市

12時間 平成25年8月20日～
平成25年8月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校（全教
科）教諭

12,000円

60人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850558号

028-649-5119

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

宇都宮大学

宇都宮大学

遊びの理論：授業の面白さを哲
学・心理学・社会学で考える

今泉
森本
入江
佐藤

船渡
入江
古神
平田

繁良（工学研究科教授）
章倫（工学研究科教授）
康隆（工学研究科准教授）
栄治（工学研究科助教）

寛人（工学研究科教授）
晃亘（工学研究科教授）
義則（工学研究科教授）
光男（工学研究科准教授）

遊びの様々な面白さを分析してきた理論を紹介しつつ、授業
に遊びの面白さのエッセンスをどのように取り込んでいった
らよいか、ともに考えていきます。講習の最後には、学んだ
理論に基づき、過去に他の人が書いた小学校の教案（国算 小原 一馬（教育学部准教授）
理社）を、より面白くなるように修正するという作業を行いま
す。具体的な授業実践の紹介ではなく、「遊びながら学ぶ」と
いうような内容でもないのでご注意ください。

小学校教諭、中
教諭
学校・高等学校
養護教
保健体育教諭、
諭
養護教諭向け

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・中等教育学
養護教
校・特別支援学
諭
校教諭、養護教
諭

受講料 受講人数

宇都宮大学

いじめの感情心理学

近年、小中学生における「いじめ」の問題がクローズアップさ
れています。当然、いじめは許されない卑劣な行為です。し
かし、だれもがそれを悪いとわかっていながら、いじめる側
に回ったり、いじめを見て見ぬふりをしたりする場合も少なく
澤田 匡人（教育学部准教授）
ありません。本講座では、このような問題の理解と対応につ
いて、いじめを取り巻く感情（妬み・恨み・シャーデンフロイ
デ）に焦点を当てた最新の研究成果を交えながら、平易に
解説していきます。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月21日

宇都宮大学

小学校理科の特質や観察・実験のねらいに沿って，子ども
の科学的認識を育むことを目指した授業について考察しま
人見 久城（教育学部教授）
子どもの科学的認識を育む小学 す。それとともに，物理・化学・生物の各分野から精選された
井口 智文（教育学部教授）
実験教材について，体験的に学習することを目指します。ま
校理科授業
出口 明子（教育学部准教授）
た，身近な材料を用いたものづくり，化学実験を安全に行う
スキル，生物観察のポイントなども取り上げます。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

宇都宮大学

小学校理科の特質や観察・実験のねらいに沿って，子ども
の科学的認識を育むことを目指した授業について考察しま
人見 久城（教育学部教授）
子どもの科学的認識を育む小学 す。それとともに，物理・化学・生物の各分野から精選された
井口 智文（教育学部教授）
実験教材について，体験的に学習することを目指します。ま
校理科授業
出口 明子（教育学部准教授）
た，身近な材料を用いたものづくり，化学実験を安全に行う
スキル，生物観察のポイントなども取り上げます。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校教諭

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

200人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850559号

028-649-5119

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

28人

平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850560号

028-649-5119

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

6,000円

28人

平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850561号

028-649-5119

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

6,000円

70人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850562号

028-649-5119

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

6,000円

65人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850563号

028-649-5119

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

6,000円

私たちの食料生産と環境

本講義では，米であれ肉であれ私たちの食料の源泉は光合
成にあること，日本は米生産量のおよそ２倍ものトウモロコ
シを輸入していること，これにともなう環境問題と持続的農業
の必要性を述べます。本講義を通じて，食料生産や環境問 和田 義春（農学部准教授）
題について現在を考える多様な視点を知って，教師自らが
考える契機となるとともに，子供たちに食育や環境教育を行
うことに資することを目的とします。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月22日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・中等教育学
養護教
校・特別支援学
諭
校教諭、養護教
諭

子どもの体格と体力を知ろう

近年、子どもたちの体格や体力は以前と比べ大きく変化して
きました。文部科学省の平成22年の統計では肥満児と痩身
児はいずれも増加し、標準的な体格を示す子どもたちが減
少しています。また、体力も低いレベルに留まっています。
本講義では子どもたちの体格や体力の客観的なデータを提 小宮 秀明（教育学部教授）
示し、これらが健康に及ぼす影響について解説を行います。
さらに、子どもたちにとって運動と栄養の必要性についての
話題も提供する予定です。私たちは子どもたちの体格・体力
の現状を知り、これに対応しなければなりません。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月22日

教諭 小学校・中学校
養護教 （保健体育）教
諭、養護教諭
諭

小中連携の英語活動

小中連携をめざし、小学校外国語活動と中学校英語授業の
両方に有効な英語活動の習得を図る。その基本的な考え方
を第二言語習得、英語教育学、学習理論などの観点でとら
え、従来の英語活動・授業の問題点と改善点について考
渡辺 浩行（教育学部教授）
え、小中連携の英語活動を実践する。その方法として、講義
だけでなく、授業録画ビデオの視聴による授業分析、グルー
プディスカッション、グループ別模擬授業とその振り返りを活
用する。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学校英語科教諭

6,000円

30人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850564号

028-649-5119

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

宇都宮大学

中高連携の英語活動

中高連携をめざし、中学校・高等学校の英語授業に有効な
英語活動の習得を図る。その基本的な考え方を第二言語習
得、英語教育学、学習理論などの観点でとらえ、従来の英語
活動・授業の問題点と改善点について考え、中高連携の英 渡辺 浩行（教育学部教授）
語活動を実践する。その方法として、講義だけでなく、授業
録画ビデオの視聴による授業分析、グループディスカッショ
ン、グループ別模擬授業とその振り返りを活用する。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月23日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

30人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850565号

028-649-5119

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

宇都宮大学

・学習指導要領改訂の経緯や基本的な考え方，そして内容
をもとに，これからの算数・数学の授業の方向性を説明す
る。
・算数的・数学的活動，数学的思考力と数学的な表現力に
算数的・数学的活動を中心とした
ついて，小学校算数科・中学校数学科の具体的事例に即し
授業づくり－数学的思考力の育
牧野 智彦（教育学部准教授）
て考察する。
成を目指して－
・児童・生徒が算数的・数学的活動を遂行する授業づくりの
ポイントを議論する。
・本講義で得た情報から日々の授業実践を振り返り，授業
改善の糸口を見いだしてほしいと思います。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校・中学校
（数学）教諭

6,000円

50人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850566号

028-649-5119

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

宇都宮大学

宇都宮大学

宇都宮大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

カラスの生物学

カラスという生物を生態の面から生活史などを解説する。そ
の後、脳の発達、学習能力、視覚、羽装構造、消化器、飛翔
筋の構成などについて哺乳類のそれらと比較しながら、カラ
スという動物を中心にして、動物の体の仕組みと働きについ
て解説する。また、脳および視覚については、これら器官の 杉田 昭栄（農学部教授）
科学的解析方法を分子生物学的側面、電子顕微鏡解析に
よる超微細構造的側面から、現在の科学的な生物解明のア
プローチをまじえながら講義を行う。このことから、生物の分
解的見方や統合的思考が身に付く。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校（理科）
教諭、特別支援
学校教諭

6,000円

50人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850567号

028-649-5119

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

宇都宮大学

住まいとまち環境を楽しく学ぶ

住居は生活空間であり、居住者の生命の安全を保障し、外
部の自然を調整し人間の生存にとって適切な環境を創り、
家族生活の基礎としての役割を果たしています。本講義で
陣内 雄次（教育学部教授）
は、住居と人間生活やまち環境との関わりについて、児童生
徒が「持続可能性」という観点から楽しく学べるコツやそのた
めのプログラムを考えます。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校・中学校・
高等学校（家庭
科）教諭

6,000円

75人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850568号

028-649-5119

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

宇都宮大学

教科書があって歴史があるのではなく、まず古文書や遺跡・
遺物などの史料があり、その分析を通して歴史が明らかに
なり、それが教科書に反映される。本講座では、江戸の名主
髙山 慶子（教育学部准教授）
史料で読み解く江戸時代の歴史
（なぬし）と宇都宮藩との関係を物語る史料など、江戸時代
の古文書を実際に読み解くことで、この根本的な成り立ちを
改めて理解し、暗記ではない歴史の学び方を考えます。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月24日

教諭

小学校・中学校
（社会科）・高等
学校（地理歴史
科）教諭

6,000円

50人

平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850569号

028-649-5119

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

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月24日

教諭

小学校教諭（理
科）および中学校
理科教諭

6,000円

30人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850570号

028-649-5119

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

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月26日

教諭

中学校（社会
科）・高等学校
（地理歴史科・公
民科）教諭向け

6,000円

50人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850571号

028-649-5119

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

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月26日

教諭 特別支援学校及
養護教 び特別支援学級
諭
教諭、養護教諭

6,000円

50人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850572号

028-649-5119

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

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月30日

教諭

小学校・中学校
（社会科）・高等
学校（地理歴史
科・公民科）教諭

6,000円

50人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850573号

028-649-5119

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

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年9月7日

教諭

小学校・中学校
教諭

6,000円

32人

平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850574号

028-649-5119

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

宇都宮大学

中学生になると増えるといわれる理科嫌いとは何か，なぜ理
科嫌いが起こるのかを，生徒の実態調査などのデータに基
づいて考察しながら，中学校理科のあり方について考えて
いきます。その上で，理科の中でも特に苦手意識が高いとい
伊東 明彦（教育学部教授）
われる物理分野を中心に，実習を交えながら教材研究や指
導の在り方について議論していきます。物理分野の指導に
困難を感じている方，物理が少し苦手だと思っている方も気
軽に受講してください。

宇都宮大学

中学校理科指導再考

宇都宮大学

リーマン・ショックを契機として、世界経済は深刻な経済危機
に直面することとなった。本講習ではアメリカの金融制度改
革の流れを、1970年代末からリーマン・ショックにいたる時期
現在の経済危機とアメリカ金融制
までたどり、その特徴を分析することをつうじて、今次経済危 磯谷 玲（国際学部教授）
度改革
機の内実理解の充実を目指したい。現代経済を考える上
で、制度的枠組みは不可欠の要素であり、この意味で社会
科教育の一層の充実をはかる一助となることが期待される。

宇都宮大学

発達障害の理解と支援

宇都宮大学

本講義は、われわれが否応なく巻き込まれている資本主義
文明を歴史的に問い直し、その問題と限界を明らかにする。
具体的にはヨーロッパに資本主義が、なぜ、どのように成立
現代資本主義文明の歴史学的考
したのか。資本主義文明にひそむ「性癖」とは何か。これか 下田 淳（教育学部教授）
察
ら日本はどういった方向に進むべきかなど、講義者独自の
視点から論じる。世界史の知識や本質を理解し、それを踏ま
えて教育現場に生かすことができる。

宇都宮大学

野外教育の理論と実際

LDとは学習障害と言われるもので、読み・書き・計算に困難
を生じ、ADHDは不注意・多動・衝動性で定義される。そして
ASDは、社会性（対人行動）、コミュニケーション、想像力など
梅永 雄二（教育学部教授）
障害をもつとされている。それぞれの発達障害児に対する将
来の自立を目指した早期からの学校教育支援のあり方につ
いて学習する。

近年、自然体験学習の重要性が叫ばれ、学校現場において
数多く実践されている。しかしながら、体験を学びにつなげる
という視点が欠落し、「体験あって学びなし」になってしまうこ
平野 智之（教育学部准教授）
とも少なくない。本講習では、野外教育の歴史、意義および
効果についてグループワークやディスカッション等を交えな
がら概説する。その後、イニシアティブゲームを体験する。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

教諭 特別支援学校教
養護教 諭、養護教諭向
け
諭

6,000円

50人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850575号

028-649-5119

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

電話番号

ＵＲＬ

重度・重複障害児との教育的係
わり合いのあり方

本講習では，重い障害がある子どもとの長期間の教育実践
経験を有する人を主たる対象として，重度・重複障害教育に
おける実践研究（アクション・リサーチ）の現状と課題，特に
教育的係わり合いの視点について，映像資料を用いながら
岡澤 慎一（教育学部准教授）
解説したり，受講生相互に協議したりする。そのなかで，教
育的係わり合いとは実践研究に他ならず，実践を省察し記
述することが実践的見識を高めるということを先生方と共有
していきたい。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年9月15日

科学技術と生命の倫理

科学技術の発展により我々はその多大な恩恵に与ると共
に、環境・医療・情報・企業等の各分野における倫理問題を
受継ぐことになった。本講習では、医療技術を廻る諸問題
（脳死・尊厳死・出生前診断・遺伝子操作等々）をとりあげ、
山田 有希子（教育学部准教授）
「自己決定」「身体の私的所有」｢人格｣「正義」等の概念を踏
まえてそれらを分析する。科学技術を介したこれらの新しい
社会問題を通して、教育現場においても重要概念となる生と
死の概念について迫っていきたい。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年9月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

50人

平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850576号

028-649-5119

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

日本及び東南アジアにおける水
と農業

農業や食料に関する関心が高まる中、学校教員が農業に関
する基礎知識を有することは、生徒と接する様々な面で重要
である。とくにTPP加盟やFTA締結など自由貿易体制への移
行が進められる中で、日本農業の生き残り方策が大きな関
心事となっている。本講義ではまず、工業化社会における農 後藤 章（農学部教授）
業問題を明らかにしつつ、日本農業の方向性について考察
する。また、経済開発が進行する東南アジアの国々におけ
る稲作農業を概観し、最大の制約条件である「水」の観点か
ら農業発展を展望する。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年9月29日

教諭

小学校・中学校・
高等学校（農業）
教諭

6,000円

70人 平成25年4月13日～
平成25年4月30日

平251001850577号

028-649-5119

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

作新学院大学

子どもの気になる行動に対する
教師のかかわり
―生活・学びの中での育ちを支
援する―

本講習では、気になる子どもの指導について考えていく。子
どもの行動を問題視するのではなく、学校生活への適応に
困難を抱える子どもに寄り添い、行動の変化を図るための
日常的なかかわりをいかに工夫するかを講義と演習を通し
石原 栄子（幼児教育科教授）
て検討していく。講義では、幼稚園や小学校における健康と
小野口 睦子（幼児教育科教授）
安全の教育と管理や、子どもを取り巻く環境の変化、生活上
のトラブル、それに対する支援の理解をめざす。演習では、
意見交換だけでなく、健康を意識した多様な動きを実践的に
学ぶ。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月5日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

40人

平成25年3月16日～
平成25年4月30日

平253006750696号

028-667-7111

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

作新学院大学

教育メンタルスキルズトレーニン
グ

本講習では、スポーツ、ビジネス、健康等の分野で、幅広く
活用されている人間力（ライフスキル）の向上に役立つメンタ
ルスキルズトレーニングについて、実技やグループワークを
笠原 彰（人間文化学部准教授）
中心に講習する。教員のメンタルヘルスに役立ち、教育をめ
ぐる様々な問題に対して柔軟に対応できる手がかりを得ら
れるようにする。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円

50人 平成25年3月16日～
平成25年4月30日

平253006750697号

028-667-7111

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

作新学院大学

転換期の日本政治

本講習は、園児・児童・生徒の指導、保護者との意思疎通に
際して教師に求められる社会常識の一端の確認を意図した
ものである。政治・経済・福祉などは、園児・児童・生徒の抱
法貴 良一(経営学部教授)
えるさまざまな問題に多かれ少なかれ影響している。子ども
鈴木 隆(経営学部准教授)
たちや保護者の問題を大局的に把握するための一助とし
て、生活実感のレベルで、国内・国際政治を理解することを
目指す。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月6日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

50人

平成25年3月16日～
平成25年4月30日

平253006750698号

028-667-7111

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

作新学院大学

本講習では、発達障害のある児童・生徒が学校場面で示す
さまざま問題について、それが生じるメカニズムを理解し、い
発達障害のある児童・生徒への
かに対応するかを検討する。また、発達障害によって引き起 田所 摂寿（人間文化学部准教授）
支援の具体的な方法―学校での
こされる二次障害（うつ、自尊心の低下、不登校など）に対す 高浜 浩二（人間文化学部准教授）
アセスメント、対応を学ぶ―
るアセスメントおよび予防方法、対応方法について事例を交
えて考察する。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月7日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

50人 平成25年3月16日～
平成25年4月30日

平253006750699号

028-667-7111

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

作新学院大学

しばしば指摘されてきている地域の人間形成力の弱体化は
学校の生徒指導上の困難の一因にもなっており、学校と地
域の連携は現代の大きなテーマの一つである。その一方
まちづくり・地域づくりの視点と対 で、まちづくりは全国的に広がっており、住民が地域社会の 橋立 達夫（経営学部教授）
応
将来を考える過程に参画し、その実現に向けて協働して取 前橋 明朗（経営学部教授）
組む試みが注目されている。本講習は、こうしたまちづくり・
地域づくりの歴史と実際を概説することにより、学校と地域
の連携の手がかりを得ることを目指している。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月8日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

70人

平成25年3月16日～
平成25年4月30日

平253006750700号

028-667-7111

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

宇都宮大学

宇都宮大学

宇都宮大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

作新学院大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

本講習は、小学校での「外国語活動」等の授業において、子
どもが英語に興味を持てる授業の作り方を知り、教師が自
信を持って英語を教えられるようになることを目的にしていま
す。
子どもとともに作る楽しい英語の 講習の５つのポイント：①授業で使える英語ゲームの紹介お クイン・マシュー(作新学院大学非常勤講師)
よびワークショップ、②レッスンプランニング、③ALTとの関係 クリス・スミス(獨協大学非常勤講師)
授業
作りとALT活用の仕方、④英語の教え方Q＆A：受講者の疑
問へのアドバイス、⑤授業体験：年間指導計画と具体的授
業内容。

講習の開催地

栃木県宇都宮
市

時間数

講習の期間

6時間 平成25年8月10日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

6,000円

教諭

小学校教諭

教諭

中学校、高等学
校教諭（技術科、
12,000円
工業科、理科）向
け

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

40人 平成25年3月16日～
平成25年4月30日

平253006750701号

028-667-7111

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

平成25年4月15日～
平成25年6月14日

平253019051067号

028-627-7121

http://www.riko.tei
kyo-u.ac.jp/

帝京大学

講習1日目に以下の３つの実験のうち１つを行い、リポートを
提出させる。 講習2日目にデジタルスライドを作成させ、実
験の研究発表を行なわせる。①走査型電子顕微鏡による身
森
要（理工学部教授）
工業科教育と理科教育に役立つ 近なものの形態観察（森担当、定員3名）．②低速風洞によ
大森 隆夫（理工学部教授）
る翼まわりの流れ観察（大森担当、定員3名）．③放射線関
工学実験
橋本 敬三（理工学部教授）
係の実験と放射線安全教育（橋本担当、定員3名）．実験を
体験し、基本原理を理解する力、結果をとりまとめる力、発
表する力を高めることができる．

栃木県宇都宮
市

帝京大学

身近な放射線

平成23年11月、文科省は「放射線等に関する副読本」を配
付し、高等学校だけではなく、小学校・中学校でも放射線教
育を求めている。本講習では、まず「身近な放射線」を具体
例を挙げて講義する。次に、副読本にも掲載されている計数 梶谷 正行（理工学部教授）
装置や霧箱を実際に体験していただき、それらを通じて放射
線の存在や性質などを理解していただく。（計数装置は「は
かるくん」使用予定、霧箱は自作し持ち帰っていただく予定）

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月2日

教諭

小学校・中学校
の理科担当教員

9,000円

20人 平成25年4月15日～
平成25年6月14日

平253019051068号

028-627-7121

http://www.riko.tei
kyo-u.ac.jp/

納得する数学の授業
－グラフ描画ソフトGRAPESの
利用－

フリーソフトGRAPESを利用すると関数を理解するための
様々なアプローチが可能になる。
はじめにGRAPESの基本的な使い方を紹介する。次に教師
が授業で関数を視覚的・動的に扱う場面、生徒が自分の考
福田 千枝子(理工学部講師)
えをGRAPESを使って思考実験する授業事例を紹介し、最後
に教材の作成をする。
生徒が分かったと納得する授業づくりのためにテクノロジー
の利用を考え、その入門コースと位置づける.

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭向
け

6,000円

40人 平成25年4月15日～
平成25年6月14日

平253019051069号

028-627-7121

http://www.riko.tei
kyo-u.ac.jp/

キャリア教育の基礎を学ぶ

本講習は、キャリア教育の意義について学ぶという基礎的
な内容である。具体的には、中学校・高等学校における進路
指導の現状での問題点を話し合う。また、社会で求められる
人材像をふまえて、進路指導を中心としたキャリア教育の目 横山 明子（理工学部教授）
標やその有効性についての理解を深め、今後の進路指導に
役立てることを目的とする。この講習はグループディスカッ
ション形式で行う。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月8日

教諭

中学校・高等学
校教諭向け

8,835円

30人

平成25年4月15日～
平成25年6月14日

平253019051070号

028-627-7121

http://www.riko.tei
kyo-u.ac.jp/

栃木県宇都宮
市

6時間 平成25年8月21日

教諭

高等学校教諭
（工業、情報）向
け

6,000円

8人 平成25年4月15日～
平成25年6月14日

平253019051071号

028-627-7121

http://www.riko.tei
kyo-u.ac.jp/

帝京大学

帝京大学

帝京大学

ものづくりの流れは製品設計、加工、組立、検査の過程を経
ますが、生産効率や精度維持を図るためには、最初の段階
の設計データを有効に活用する必要があります。このため
CAD/CAM技術が発展してきましたが、近年になってCADモ
３次元CAD/CAMによるものづくり デリングの３次元化が容易になり、ものづくりの各過程がよ 古澤 利明(理工学部教授)
と設計
り高度化されてきました。
頃安 貞利(理工学部准教授)
講習では、ものづくりの概要、設計への解析の導入、CAM
データの作成などについて講義します。なお、筆記試験によ
り理解度を評価します。

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

9人

群馬県立女子大 日本近代文学
学
―樋口一葉を読む―

明治時代の女性作家・樋口一葉の小説「大つごもり」（明27
〈1894〉･12）、「にごりえ」（明28〈1895〉･9）、「十三夜」（明28
〈1895〉･12）を読解する。映像資料も用いながら作品の理解
市川 祥子（文学部准教授）
を深め、社会状況や作家の伝記的事実から考察して解釈の
可能性を探る。使用テキストは当日配布するが、作品をあら
かじめ読んでおくことが望まれる。

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 平成25年8月6日

教諭

国語に関心のあ
る小学校・中学
校・高等学校教
員

6,000円

20人

平成25年5月14日～
平成25年6月7日

平252001750728号

0270(65)8511

http://www.gpwu.ac.
jp/ext/renew/index.
html

群馬県立女子大
日中古典文学と自然
学

本講座では、陶淵明の詩や『古今和歌集』の和歌、松尾芭
蕉の『おくのほそ道』など、教科書の教材として採用される日
中古典文学の名作の分析によって、自然の営みを通して自 安保 博史（文学部教授）
分の感情や人間存在のあり方を言語化してきた東アジアの 井上 一之（文学部教授)
人々の発想の特性について講じ、日々の国語の授業への
生かし方を考察する。

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 平成25年8月8日

教諭

国語に関心のあ
る小学校・中学
校・高等学校教
員

6,000円

20人 平成25年5月14日～
平成25年6月7日

平252001750729号

0270(65)8511

http://www.gpwu.ac.
jp/ext/renew/index.
html

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

群馬県立女子大 英米の文化と文学への誘い
学
―絵・映画篇―

絵や映画の分析を通じて、英米文化の深層構造を探る本講
座は、二つの部分から構成されている。第一部では、18世紀
の半ばまで西欧において支配的であった世界観について、
当時英国で作られた図像からその実相を読み解く。第二部 小林 徹（文学部教授）
では、「新大陸」アメリカに目を転じ、主に映画という「新しい」 木下 耕介（文学部准教授）
メディアがいかに新興国アメリカが信じる信念や価値を描き
出してきたかを探り、現代のアメリカを形成している世界観を
探る。

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 平成25年8月6日

教諭

英語に関心のあ
る小学校・中学
校・高等学校教
員

6,000円

20人 平成25年5月14日～
平成25年6月7日

平252001750730号

0270(65)8511

http://www.gpwu.ac.
jp/ext/renew/index.
html

群馬県立女子大 英米の文化と文学への誘い
学
―文学篇―

1920年代を代表する英米の小説二篇について講義します。
イギリス文学からは、ヴァージニア・ウルフの『灯台へ』
(1927）をとりあげ、「時の経過」という主題の中に描かれる多
様な人々の姿を通して、作品の持つ特異な魅力と先見性を 島田 協子（文学部准教授）
探ります。アメリカ文学からは、F. スコット・フィツジェラルドの 橘 幸子（文学部講師）
『グレート・ギャツビー』(1925) をとりあげます。この時代のア
メリカ特有の文化や精神性を紹介しつつ、「アメリカの夢」の
概念が、この作品ではどう扱われているかを解釈します。

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 平成25年8月7日

教諭

英語に関心のあ
る小学校・中学
校・高等学校教
員

6,000円

20人

平成25年5月14日～
平成25年6月7日

平252001750731号

0270(65)8511

http://www.gpwu.ac.
jp/ext/renew/index.
html

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 平成25年8月7日

教諭

芸術に関心のあ
る小学校・中学
校・高等学校教
員

6,000円

20人

平成25年5月14日～
平成25年6月7日

平252001750732号

0270(65)8511

http://www.gpwu.ac.
jp/ext/renew/index.
html

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 平成25年8月8日

教諭

芸術に関心のあ
る小学校・中学
校・高等学校教
員

6,000円

20人

平成25年5月14日～
平成25年6月7日

平252001750733号

0270(65)8511

http://www.gpwu.ac.
jp/ext/renew/index.
html

自閉症スペクトラム障害児の早期発見・介入について、現在
自閉症スペクトラム障害をどう理
どのようなことがわかってきているのかを検討することで、こ
群馬県立女子大 解するか
の障害に対する基本的な理解を深めたい。早期発見に関わ 毛塚 恵美子(文学部教授）
学
―早期発見・介入の現状と課題
る代表的な研究や早期の介入方法について紹介し、受講者
―
とともに考え、検討する場としたい。

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 平成25年8月2日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

20人

平成25年5月14日～
平成25年6月7日

平252001750734号

0270(65)8511

http://www.gpwu.ac.
jp/ext/renew/index.
html

現代日本のさまざまな「子ども問題」を、「男は外で仕事、女
は家庭で家事育児」という日本の性役割という視点から分析
し、「男女共同参画社会」の実現の必要性と教員の役割につ
佐々木 尚毅（文学部教授）
いて考えます。また、諸外国のライフワークバランスの状況
について理解を深め、学校教育が果たすべき役割について
も考えます。

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 平成25年8月5日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

20人 平成25年5月14日～
平成25年6月7日

平252001750735号

0270(65)8511

http://www.gpwu.ac.
jp/ext/renew/index.
html

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平252001851913号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平252001851914号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

群馬県立女子大 芸術の世界
学
―美と芸術を考える―

群馬県立女子大 芸術の世界
学
―芸術を観る―

群馬県立女子大
男と女の社会学(教育と性差)
学

高崎経済大学

情報処理技術の習得と活用
（Excelの基礎と教育への活用）

高崎経済大学

「学ぶこと」と「考えること」

美学美術史学科の「美学」の教員が、感性や芸術に関わる
今日的な問題を取り上げ、講義します。電子メディアが普及
し、誰もがネットで作品を発表できる時代、高級文化と大衆
文化の境界も崩れ、理性よりも感性が重視される時代、私た
ちの芸術や美のとらえ方も大きく、急速に変化しています。こ 北野 雅弘（文学部教授）
の講義では、美術だけでなく、音楽や演劇そして文学なども 馬場 朗（文学部教授）
含めた具体例に基づきながら、過去における芸術の在り方
も正確に踏まえ、表現や鑑賞の能力、芸術への愛好、文化
についての理解などを高めるヒントを提供します。

美学美術史学科の「美術史」の教員が、日本美術史と西洋
美術史の専門分野から、さまざまな時代の美術作品を通し
て芸術を観るポイントを講義します。風景を描くことは日本、 榊原 悟（文学部教授）
西洋いずれにおいても美術の主要なテーマの一つです。日 大野 陽子（文学部講師）
本美術、西洋美術の代表的な作品を例にとり、風景表現の
面白さを観ながら、歴史的意義についても理解を深めます。

講義・演習形式により授業教材や教育情報での活用を想定
したExcelによる情報処理の基礎を習得する。具体的には、
表計算やグラフ作成等Excelの基本操作とデータ処理方法を
習得すると共に、これを教育に活用するためのヒントを提供
山口 憲二（地域政策学部非常勤講師）
し、受講者それぞれの実践につなげることを目的とする。想
定する受講者の情報リテラシーは、Windowsの基本操作お
よびWordによる基本的な文書作成が可能なレベルである。

「学ぶこと」と「考えること」は、文系・理系、就学期・就労期を
問わず、人間が生きる上で必要とされる営みである。本講座
では、人文社会系の専門の異なる4人の講師が、それぞれ
の専門領域における「学び」や「思考」のかたちを提示する。
講義または演習を通して、各科目や総合的な学習等の指導
に応用できる技法や知識の習得を目指す。

國分
伊藤
土谷
大村

功一郎（経済学部准教授）
宣広（経済学部准教授）
岳史（経済学部准教授）
和人（経済学部准教授）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

高崎経済大学

地球環境問題と私たちの生活

従来の社会経済システムは大量生産、大量消費、大量廃棄
型の形態であり、これに起因する環境負荷が自然の再生能
力を超えて増大し、様々な環境問題が顕在化している。持続
清水 武明（地域政策学部非常勤講師）
可能な社会を構築していくために、私たちは社会経済や日
飯島 明宏（地域政策学部准教授）
常生活の在り方を見つめなおす必要がある。地球温暖化や
資源問題等の地球環境問題について多角的に検討し、問題
点を明確化するとともに改善策について考える。

高崎経済大学

郷土を知ろう（群馬の地理と歴
史）

群馬県の自然・社会や歴史について、地理的・歴史的観点
から講義を行う。地理的には、各種の主題に沿った「地図」
「グラフ」の作成を通じて、視覚的理解の重要性を提示する。 津川 康雄（地域政策学部教授）
歴史的には、地域史を学ぶ意義を考え、群馬県の地域史を 西沢 淳男（地域政策学部准教授）
事例に、地域の歴史を見る目を養ってもらう。本講を通じて、
群馬の時間と空間、グローカルな視点の確立を図りたい。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平252001851916号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

高崎経済大学

Let’s Try! 英語で授業

この講習では、小学校で英語の授業を担当される先生を対
象に、簡単な英語を使って英語の授業を行うことを目指しま
ソーパー ティモシー ロドリック（経済学部非常
群馬県高崎市
す。参加者の先生方には、まず英語で自己紹介をしてもらい
勤講師）
たいと思います。そして、一日の終わりには楽しいTeacher
Talkができるようになりましょう。

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校教諭及び
英語を担当する
中・高等学校教
諭

4,800円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平252001851917号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

高崎経済大学

情報化社会を意識した適切な教育のために、教育における
情報リテラシーの育成について考える。また、教員自身の情
報リテラシーを高めるために、プレゼンテーションツール（パ
情報処理技術の習得と活用
ワーポイント）の使用方法を学習し、文字だけでなく図・グラ 松井 洋子（経済学部非常勤講師）
（プレゼンテーションと情報リテラ
フ・画像等を活用し、「自分の考えを伝える」ために配慮すべ 藤本 理弘（高崎商科大学非常勤講師）
シー）
きことを考える。教育現場における実践力を高めるために演
習も実施する。受講者には、Windows基本操作およびWord
の基本的な文書作成が可能なレベルを想定する。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月12日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平252001851918号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

高崎経済大学

グループ討議と実習、振り返りと分かち合い等により、文章
を書く楽しさを実感する。最終的な到達目標としては意見文
や評論文を念頭に置いているが、本講座では作文から小論
文章作成技法――作文から小論
文への筋道を一日でたどることを目指す。他に、文章表現の 高松 正毅（経済学部教授）
文へ――
「理論」および「教授法」、さらに教師のための「自己鍛錬法」
などを含む。
講師も全受講者とともに楽しく学びたい。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月12日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平252001851919号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

高崎経済大学

今日、金融不安や財政危機がグローバル化するなか、先
進諸国でも失業者は増大し、経済格差は拡大している。こう
した現状において求められるセーフティネットとはいかなるも
グローバル化の時代のセーフティ のか。その理論と現実について講義する。
岡田 和彦（経済学部教授）
ネット
人々の経済生活を保障し、生きがいを感じられる社会を構 秋朝 礼恵（経済学部専任講師）
築するためのセーフティネットについて、その具体的なありよ
うと社会的な意味・意義を考察することを通じて、経済学の
基礎的な知識の修得を目指すことになる。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月12日

教諭

小学校教諭、及
び社会・地歴・公
民・現代社会を担
当する
中・高等学校教
諭

4,800円

40人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平252001851920号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

高崎経済大学

子どもの現在と学校教育

不登校、暴力行為など児童生徒の問題行動の背景のひとつ
細井 雅生（地域政策学部教授）
である児童虐待、発達障害等に注目し、その背景の考察を
樺澤 徹二（スクールカウンセラー、臨床心理
事例等も含めながら検討し、スクール・カウンセリングの活
士）
用や家庭との協力等も含め、生徒指導の在り方を考える。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月12日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平252001851921号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

高崎経済大学

観光と異文化理解

修学旅行が海外になったり、中学や高校でのホームステイ
などが積極的に行われるようになっている。観光の経験をポ
ジティブなものにし、国内外における観光を通じた異文化理
木暮 律子（地域政策学部専任講師）
解を促すにはどうすればいいかを、理論や実際のケースに
丸山 奈穂（地域政策学部専任講師）
基づいて考える。後半では、観光を通じた異文化理解が可
能になるような修学旅行またはホームステイプログラムをグ
ループごとに作成し、発表する。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月12日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平252001851922号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

高崎経済大学

情報処理技術の習得と活用
（ホームページの作成と情報セ
キュリティ）

学校は説明責任を果たすとともに、学校情報を積極的に地
域社会に向けて発信していくことが重要であるが、当講習で
はその情報発信の有効なツールとしてのホームページ作成
を学ぶ。インターネットにおける情報処理のしくみを理解しな
阿部 圭司（経済学部教授）
がら、学校現場の業務に役立つ技術を身につけること目標
とし実習する。想定する受講者の情報リテラシーは、
Windowsの基本操作およびWordによる基本的な文書作成が
可能なレベルである。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月13日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平252001851923号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平252001851915号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

高崎経済大学

現代日本の大学進学率は５０％を超えている。一方、教育
の七五三という言葉に見られるように、高校生の三割程度し
か学習についていけない現状で大学進学率が五割を超えて
大学現場では何が起きているの
いることの意味を問う。今、大学の現場では何が起きている
か～小・中・高・大の接続につい
のか？学生とのインタラクションＶＴＲや答案事例を紹介しつ 鷲北 貴史（経済学部非常勤講師）
て教育社会学の視座から考える
つ、小・中・高の学習がいかに大切か、教育社会学の視座で
～
考察をしていきたい。隣接領域であるヴィゴツキーやバンス
テインの理論も取り上げ、その指導事例も紹介していきた
い。

高崎経済大学

適応困難と関係する専門機関・
施設との連携

高崎経済大学

高崎経済大学

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月13日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平252001851924号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月13日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平252001851925号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

わが国の税制の骨格や基本税目の内容を学ぶ。特に、日常
生活に必要な税金の知識を知り、巷間流布されている間
田中 久夫（経済学部教授）
日本の税制の概要（生活に必要
違った税金情報に左右されない盤石の見識を得て欲しい。
上野 正人（経済学部非常勤講師）
な税金の話）
具体的には、個人所得税、消費税、相続税、贈与税などのノ
ウハウを学びたい人にお勧めしたい。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月13日

教諭

小学校教諭、及
び社会・公民・現
代社会を担当す
る中・高等学校教
諭

4,800円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平252001851926号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

現代の日本社会、地域社会における様々な課題に対して、
市民や住民が主体となって、様々な立場から協力して取り
組み、行動を起こすことが必要とされています。現代社会に
地域から学ぼう！参加・体験型学 おける地域づくりについて理解を深め、特に具体的なテーマ 櫻井 常矢（地域政策学部准教授）
として、防災教育、防犯教育を中心的にとり上げます。後半 伊藤 亜都子（地域政策学部非常勤講師）
習の手法
では、防災・環境ワークショップ「クロスロード」の体験、その
手法を応用したグループごとのプレゼンテーションなどの実
習を含みます。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月13日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平252001851927号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月5日

教諭

全教諭

6,000円

40人 平成25年5月13日～
平成25年5月20日

平253007951400号

027-352-1290

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

児童福祉施設に生活する要養護児童、里親委託されている
児童等の現状を、児童虐待や発達障害等の問題とも関係づ 細井 雅生（地域政策学部教授）
樺澤 徹二（スクールカウンセラー、臨床心理
けながら検討し、スクール・カウンセリング、スクール・ソー
シャルワーク、児童相談所、発達障害児センター、児童福祉 士）
施設など関係専門機関・施設との連携の在り方等を考える。

Wordに関する以下の質問に、1つでもYesと答えてしまう人は
多いのではないのでしょうか。
Q1.文字位置を合わせるためにスペースを使ってしまう
Q2.Enterキーは改行するためのキーだと思っている
高崎健康福祉大 間違いだらけのWord利用法＆教 Q3.罫線機能は表を作成する目的でしか使わない
坂本 孝（医療情報学科教授）
前半では、正しいWordの使い方をマスターし、美しい文書を
学
員のためのExcel利用術
つくるためのノウハウを学びます。
後半では、Excelを使った基本的な得点集計やアンケート集
計から、成績別人数分布をシミュレートしながらの効率的な
N段階評価の方法までを学びます。

高崎健康福祉大
健康と食べ物
学

食べ物と健康について、食品の安全性、嗜好性、そして機能
性からアプローチした食品加工実習をおこない、食品科学に
ついて理解を深める。また、生活習慣病を正しく理解し、糖
田中 進（健康栄養学科教授）
尿病について医学、栄養学、生化学の面から講義を行う。本
松岡 寛樹（健康栄養学科教授）
講習により、食育や健康管理の実践に役立てる。
１．健康を考えた食品加工実習
２．生活習慣病から見た糖尿病

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月5日

教諭
全教諭及び養護
養護教
教諭
諭

6,000円

30人 平成25年5月13日～
平成25年5月20日

平253007951401号

027-352-1290

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

高崎健康福祉大
学校教育における食育の推進
学

子どもたちの食生活の現状とその課題を明らかにし、健全で
豊かな食生活を実現するために必要な学校教育における食
育について具体的に考える。
綾部 園子（健康栄養学科教授）
1)「健全な食生活を実践する知識と技術」
神戸 美恵子（健康栄養学科准教授）
2）「環境を考えた食生活の実践」～環境の保全・食料自給
率について～
調理実習、グループディスカッションも一部取り入れる予定。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月5日

教諭
全教諭及び養護
養護教
教諭
諭

6,000円

40人 平成25年5月13日～
平成25年5月20日

平253007951402号

027-352-1290

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

高崎健康福祉大 障害の重い子どもの理解と係わ
学
り

全国の特別支援学校には、義務教育段階で重度・重複障害
のある子どもが平均して4割強在籍しており、通学による教
育または訪問による教育を受けている。
一人ひとりに合った教育を行うことは、理念としては普及して
いるが、実践レベルになると、なかなか難しいのが現状であ 松田 直（子ども教育学科長）
る。子ども一人ひとりの状態や行動をどのようなものとして理
解し、どのような係わりをすればよいか、実践事例をもとにし
て考えてみたい。主な視点は、「健康状態」「探索活動」「コ
ミュニケーション」である。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月5日

教諭
全教諭及び養護
養護教
教諭
諭

6,000円

40人

平成25年5月13日～
平成25年5月20日

平253007951403号

027-352-1290

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

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

本講習では、言語学、文学、心理学における研究成果を独
小深田 祐子（子ども教育学科講師）
高崎健康福祉大 英語教育について考える（理論と 自の視点から概観しながら、その成果を英語教育の現場で
松田 幸子（子ども教育学科講師）
どのように活用可能かを具体的な事例とともに検討し、今後
学
実践）
ターン・クリストファー（医療情報学科准教授）
の英語教育の在り方について議論を深めていく。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月5日

子どもの日本語コミュニケーション能力の育成と、実現に必
要な指導方法を実践例から考える。各時間にロールプレイ
等を実施する。
案田 順子（社会福祉学科教授）
１．若者ことばの実態・コミュニケ-ションの形骸化
高崎健康福祉大 教育における日本語コミュニケー
２．コミュニケーションにより変化する心と身体（介護現場の 松沼 記代（社会福祉学科教授）
学
ション能力の必要性
根岸 洋人（社会福祉学科准教授）
実践例）
３．コミュニケーションにより変化する関係性（障害児支援の
実践例）
４．正しい日本語の使い方・言語的観点での魅力

群馬県高崎市

生命科学の領域は日進月歩であり、新しい知見や技術が
日々集積されている。本講習は、最新のトピックを学ぶこと
により、生命科学についての理解を深めることを目的とす
高崎健康福祉大 生命科学−最新の成果からヒトの る。以下の3つの項目を3名の教員が分担し講義をおこなう
予定である。
学
仕組みを知る
１．がんの生物学的特性と治療抵抗性
２．ヒトはなぜしゃべることができるのか
３．アレルギー研究からみる免疫の仕組み

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語教諭

6,000円

40人

平成25年5月13日～
平成25年5月20日

平253007951404号

027-352-1290

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

6時間 平成25年8月6日

教諭
全教諭及び養護
養護教
教諭
諭

6,000円

40人

平成25年5月13日～
平成25年5月20日

平253007951405号

027-352-1290

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

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月6日

教諭
全教諭及び養護
養護教
教諭
諭

6,000円

40人 平成25年5月13日～
平成25年5月20日

平253007951406号

027-352-1290

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

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月6日

教諭
全教諭及び養護
養護教
教諭
諭

6,000円

40人 平成25年5月13日～
平成25年5月20日

平253007951407号

027-352-1290

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

幼少期から、自分の体に注意を向けて、自己管理する能力
は、学習を円滑に進めるうえでも大変重要である。近年、姿
勢不良、運動不足、過剰な運動により、骨・関節系疾患や糖
尿病などの内科疾患を引き起こすことが知られている。発達
浅香 満（理学療法学科長）
高崎健康福祉大 発達期の障害を予防するための 期に関わる大人が、きちんとした知識をもち、正しい指導を
吉田 剛（理学療法学科教授）
教育の現場で行っていくことができれば、多くの発達期の障
学
知識と実践
入澤 孝一（理学療法学科教授）
害が予防できる。
本講習は、姿勢が人体に及ぼす影響、肥満児に対する対
応、スポーツ障害予防などについて、基礎知識を身につけ、
評価・指導できる能力を養うことを目的とする。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月6日

教諭
全教諭及び養護
養護教
教諭
諭

6,000円

40人 平成25年5月13日～
平成25年5月20日

平253007951408号

027-352-1290

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

急速に高齢化する東アジアにお
高崎健康福祉大
ける高齢者への扶養・介護意識
学
と福祉政策

急速に高齢化する日本・韓国・台湾における三世代の高齢
者への扶養・介護意識に関する調査結果を中心にしなが
ら、それぞれの国の福祉政策を検討することによって、社会 安達 正嗣（社会福祉学科教授）
科の教育現場における高齢社会・介護に対する学習の効果
的な進め方について考える。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月7日

小学校教諭、中
学校社会教諭、
高等学校地歴公
民教諭

6,000円

40人

平成25年5月13日～
平成25年5月20日

平253007951409号

027-352-1290

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

高崎健康福祉大 相談活動に活かすコーチングス
学
キル

学校における相談活動場面で、児童・生徒に対して効果的
なサポートができるためのコーチングスキルを学ぶ。
講習は、コーチングについての理論編を1コマ。2コマをコー
池田 優子（看護学科長）
チングのコアスキルの学習と実際の演習を行う。
さらに相談内容に応じたティーチングやコーチングの活用の
使い分けについて学ぶ。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月7日

教諭
全教諭及び養護
養護教
教諭
諭

6,000円

40人 平成25年5月13日～
平成25年5月20日

平253007951410号

027-352-1290

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

学校における万が一に備える対
高崎健康福祉大
処法（小さな傷から心肺蘇生ま
学
で）

学校において、体育の授業や運動会など応急手当を必要と
する場面は多々あることが予想できる。近年、運動会の練習
中の熱中症が話題になった。この講義では、小さな傷の処
置、熱中症の対応、そして心肺蘇生までの基本的な応急手
当について解説すると同時に、実践を通して、学校という限 石田 順子（看護学科准教授）
られた環境の中で行う対処や周りにいる子どもに与える影 砂賀 道子（看護学科講師）
響や効果的なかかわり方について考える。
下山 京子（看護学科講師）
1.外傷の基本的な応急処置について（出血、捻挫、骨折等
の対処法）
2.熱中症および痙攣の病態と対応について
3.心肺蘇生法について

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月7日

教諭
全教諭及び養護
養護教
教諭
諭

6,000円

40人 平成25年5月13日～
平成25年5月20日

平253007951411号

027-352-1290

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

高崎健康福祉大
学校事故とその対応・処理
学

村上 孝（薬学科教授）
今井 純（薬学科准教授）
森 哲哉（薬学科准教授）

学校は、子ども達を安全な環境の中で教育・指導しなければ
ならないが、現実には、日々大小の事故が生じ、教師はそ
の対応に苦慮することが少なくない。この講習では、あって
森部 英生（人間発達学部長）
はならないが現実には避けることの難しい学校事故につき、
吉田 惠子（子ども教育学科准教授）
その予防をはじめ、事故が生じてしまったときには誰がどの
ような責任を負い、被害者はどのような救済を受けることが
できるかを、実例（裁判例）をもとに考えてみることにする。

教諭

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

生命科学が飛躍的に進展したが、分子レベルの生命科学の
教育はまだまだ浸透していない。一般教養としての生命現
象を理解させるために目に見える教材が必要である。今回
生命科学の基礎を体感できる実 は、「生命の遺伝情報をコードしているDNAを身近な野菜か
高崎健康福祉大
験・観察講座 －DNAの抽出とタ ら抽出する実験」及び「遺伝情報の流れであるセントラルド 片山 豪（子ども教育学科教授）
学
グマを可視化する実験（DNAの遺伝情報をmRNAに転写し、
ンパク質合成－
それを元にして緑色蛍光タンパク質（GFP）を合成する実
験）」について講義を交えて行う。基礎から理解できるように
講義する予定。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月7日

幼児・児童・生徒や保護者、職場の同僚などとの間に円滑な
コミュニケーションを構築していくためには、まずもって自己
理解を深めておく必要があります。本講座では、1)多面的な
高崎健康福祉大 他者理解と自己理解のための心
自己理解ワークやグループディスカッションをおこなうことで 板津 裕己（子ども教育学科教授）
学
理学的アプローチ
自分自身を振り返るとともに、2)自己理解についての心理学
的アプローチ、3)健康な自己観とこころの健康の関係につい
て実証的研究成果を通して学習します。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月7日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

小学校教諭、中
学校高等学校理
科教諭

6,000円

40人

平成25年5月13日～
平成25年5月20日

平253007951412号

027-352-1290

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

教諭
全教諭及び養護
養護教
教諭
諭

6,000円

40人 平成25年5月13日～
平成25年5月20日

平253007951413号

027-352-1290

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

教諭

小学校、中学校
教諭

24,000円

40人

平成25年3月21日～
平成25年5月30日

平257002351885号

027-289-7224

http://akagi.niye.g
o.jp/

教諭

独立行政法人国
教員免許状更新講習(国立赤城
立青少年教育振
青少年交流の家）
興機構

講義をとおして児童生徒にとっての体験活動の必要性や望
ましいあり方を理解すると共に、国立赤城青少年交流の家
が有する体験活動プログラムを実体験することで、各々のプ
ログラムの意義や児童生徒が身につけられる力，安全管理
等について確認する。

星野 敏男(明治大学 経営学部 教授)
石崎 一記(東京成徳大学 応用心理学部 教
授)
桜井 義維英(国立赤城青少年交流の家 所長)
廣澤 晋吾(国立赤城青少年交流の家 企画指
群馬県前橋市
導専門職)
根岸 登(国立赤城青少年交流の家 企画指導
専門職)
小川 義人(国立赤城青少年交流の家 企画指
導専門職)

筑波大学

附属坂戸高等学校実践演習

【総合的学習の実践を活かしたキャリア教育の推進】 本校
では文部科学省研究開発を通して、生徒のキャリア意識形
成を高めるための様々な科目を開発し、実践を重ねてきまし
た。本実践演習では、総合的学習の時間の授業公開の参
観やグループワークによる演習を通じて、高等学校における
キャリア教育を概観するとともにその推進のあり方について
理解を深めていきます。

石井 克佳（附属坂戸高等学校主幹教諭）
平野 延行（附属坂戸高等学校教諭）
岡 聖美（附属坂戸高等学校教諭）
深澤 孝之（附属坂戸高等学校教諭）

埼玉県坂戸市

6時間 平成25年8月3日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年6月29日

平251001652347号

029-853-2096

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

筑波大学

附属坂戸高等学校実践演習

【教職員の協働によるESDの推進】 ESDとはEducation for
Sustainable Development（持続的な発展のための教育）の
ことです。大げさなことをいきなりやるのではなく、まずは身
近なところ、できるところから始めてみませんか。本実践演
習では、「産業社会と人間」および各科目の授業公開やグ
ループワークによる演習を通して、高等学校におけるESDの
あり方について考えます。

福原
阪本
建元
本弓

埼玉県坂戸市

6時間 平成25年12月14日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年11月2日

平251001652348号

029-853-2096

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

星槎大学

教育安全上、災害時に学校全体で子どもたちの生命を守り
心身の安全を図ること、災害後はこころのケアや具体的支
震災を超えた未来のために
援が迅速にできる事が求められている。そこで本講習では、
細田 満和子（共生科学部教授）
～教育現場におけるリスクマネジ 東日本大震災の現場に身を置き、子どもたちの声を聴き、
吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
メント～
当事者として考え、伝えている方々をゲストに迎え、将来、遭
遇するであろう危機的状況の中で、教師・市民としてとるべ
き態度、知識、考え方を考察する手がかりを提示したい。

星槎大学

星槎大学

行也（附属坂戸高等学校主幹教諭）
康之（附属坂戸高等学校教諭）
喜寿（附属坂戸高等学校教諭）
康之（附属坂戸高等学校教諭）

埼玉県さいた
ま市

18時間

平成25年7月31日～
平成25年8月2日

18時間 平成25年7月30日～平
成25年8月1日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

19,000円

40人 平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752204号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

地球環境と人間活動

本講習では、人間社会が直面する環境問題について、人と
人、国と国との関わりあいを通じて、人と自然との共生の方
法について考え、持続可能な世界の構築のため、何が課題
坪内 俊憲（共生科学部准教授）
で、何を解決すべきかを、自らの力で考える子どもたちの育
成のために、教育現場で何を伝えるべきかを具体的事象を
交えながら学ぶ。

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成25年10月26日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

7,000円

40人 平成25年3月18日～
平成25年6月30日

平253000752215号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

発達障害児への支援

発達障害者支援法(政令)による「発達障害」の定義では、
「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、
学習障害、注意欠陥多動性障害他」と示されている。これら
の障害特性と支援について整理する。併せて、最近、増加し
ている不登校児の支援を取り上げる。不登校児の増加は、 寺山 千代子（共生科学部客員教授）
現代社会を反映しているものと思われる。しかし、不登校児
のなかには、発達障害を疑われるものもいると推測されるこ
とから、発達障害のアセスメントと合わせて支援のあり方を
検討する。

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成25年9月23日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

7,000円

40人

平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752222号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

星槎大学

発達障害をもつ児童生徒の指導

2007年度より全国で展開されている特別支援教育だが、大
きな観点として今までグレーゾーンと言われていたLD、
AD/HD、高機能自閉症等の発達障害に着目したことがあげ
岩澤 一美（共生科学部専任講師）
られる。この講座では、これらの発達障害について解説する
とともに、基本的な心理アセスメントや特性に合わせた指導
の方法について実例を挙げながら具体的に講義する。

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成25年11月23日

女子栄養大学

食品・食材に関する最新情報

近年では、食生活の欧米化が進行し、生活習慣病が増加し
たことから、日本型食生活の良い点が見直されつつある。そ
こで、本講では、日本型食生活の特徴である米、野菜類、魚
介類の美味しい食べ方、栄養・健康機能（サプリメントも含
む）、安全性等について、科学的なデータによる最新情報を
わかり易く解説する。

埼玉県坂戸市

6時間 平成25年8月8日

教諭

家庭科教諭

女子栄養大学

学校教育における食育の在り方をテーマに、下記の内容を
講義する。
学校教育における食育の在り方 （１）学校教育における食育の現状と今後の課題
（２）食育を推進するための学校でのネットワークづくり
（３）学校における指導技術

岡﨑 光子（栄養学部教授）
桑原 憲一（短期大学部非常勤講師）
塩塚 宏治（大妻女子大学非常勤講師／武蔵 埼玉県坂戸市
村山市立第四中学校兼務武蔵村山市教育委員
会）

6時間 平成25年8月9日

教諭

石谷 孝佑（日本食品包装協会理事長）
平口 嘉典（栄養学部専任講師）
埼玉県坂戸市
小島 由美（cinq代表取締役／栄養学部非常勤
講師）

6時間 平成25年8月10日

教諭

岡留 博司（農研機構食品総合研究所製造工
学ユニット長）
三浦 理代（栄養学部教授）
鈴木 平光（栄養学部教授）

女子栄養大学

フードシステムの最新情報

食品の生産・流通・消費にいたる過程をフードシステムとい
う。加工食品のフードシステムについて、我が国の現状を踏
まえて段階を追って解説する。現在、我が国では家庭の飲
食費の50%以上を加工食品と外食が占めており、フードシス
テムを理解することは、より良い食生活を送る上で重要であ
り、食育にもつながる。講義概要は①食品開発の現場・新商
品開発の技術的裏付け、②農産物生産・流通の動向と展
望、③食の流通とコミュニケーション

女子栄養大学

保健養護基礎演習Ⅰ－学校保健
安全法第９条の保健指導を身近
な実践に生かすための基本と実
際

５０年ぶりに改正された学校保健安全法第９条は、養護教諭
が中心となって行う個別の保健指導である。その効果的な
指導は喫緊の課題である。本講習は、法律の考え方、問題
把握の観察法、法第８条健康相談と法第９条保健指導との
三木 とみ子（栄養学部教授）
つなぎ方を具体的体験（歯肉の観察、対処、評価、日常化
等）を通して学ぶ。評価は、実践のプロセスなどの基本的理
解及び演習体験の重要ポイントを記述する（筆記試験・小レ
ポート６０分）。

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752229号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

6,000円

100人 平成25年4月23日～
平成25年5月7日

平253009151907号

049-284-3291

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

家庭科教諭

6,000円

100人

平成25年4月23日～
平成25年5月7日

平253009151908号

049-284-3291

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

家庭科教諭

6,000円

100人

平成25年4月23日～
平成25年5月7日

平253009151909号

049-284-3291

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

7,000円

40人

埼玉県坂戸市

6時間 平成25年8月8日

教諭 養護教諭、中学
養護教 校・高等学校保
健科教諭
諭

6,000円

50人 平成25年4月23日～
平成25年5月7日

平253009151910号

049-284-3291

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

女子栄養大学

養護教諭の多くは、ヒヤッとしたりハットしたり失敗してし
まったが大事に至らなかった経験を持っている。またそのよ
うな体験は、救急処置のみではなく、教育職員として活動す
保健養護基礎演習Ⅱ－日々の実
る際にも起きていることが明らかになった。本講習では、
遠藤 伸子（栄養学部教授）
践に生かす養護教諭のヒヤリ・
様々な分野のヒヤリ・ハットに関する理論や学校管理下にお 大沼 久美子（栄養学部専任講師）
ハット①
ける判例などを基に学校におけるヒヤリ・ハットの回避方法
を学習する。評価（３０分）は、ヒヤリ・ハットについての基本
的な理解について筆記試験を行う。

埼玉県坂戸市

6時間 平成25年8月9日

教諭 養護教諭、中学
養護教 校・高等学校保
諭
健科教諭

6,000円

50人

平成25年4月23日～
平成25年5月7日

平253009151911号

049-284-3291

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

女子栄養大学

グループ内において各自のヒヤリ・ハット体験を共有し、グ
ループで１つ選定したヒヤリ・ハット体験の要因を分析する。
保健養護基礎演習Ⅲ－日々の実 分析結果をふまえ、①予防安全策の立案、②起こってしまっ
遠藤 伸子（栄養学部教授）
践に生かす養護教諭のヒヤリ・
たときの対処法、③学校内外の連携など対応策を作成す
大沼 久美子（栄養学部専任講師）
ハット②
る。各グループが発表し、全体討議・講評を行う。評価は「養
護教諭のヒヤリ・ハット」に関する知識理解度、演習経験の
重要ポイントを記述する（筆記試験３０分）。

埼玉県坂戸市

6時間 平成25年8月10日

教諭 養護教諭、中学
養護教 校・高等学校保
諭
健科教諭

6,000円

50人 平成25年4月23日～
平成25年5月7日

平253009151912号

049-284-3291

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

埼玉県越谷市

6時間 平成25年6月1日

中学校教諭（数
学）

6,000円

50人 平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451809号

048-974-8811
（代）

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

文教大学

新しい学習指導要領において，教科横断的に言語活動の充
実が求められていることは周知の通りである。しかし，授業
で子どもの発表の場面や話し合いの場面を設けさえすれ
ば，言語活動を充実したことになるのだろうか？
この講習では，中学校数学科として，言語活動をどのように
中学校数学科における言語活動
とらえ，授業づくりに活かしていけばよいのかを考える。具体 永田 潤一郎（文教大学教育学部准教授）
を活かした授業づくり
的には，講義を通して言語活動についての理解を深めると
共に，具体的な事例を基に中学校数学科における授業のイ
メージをとらえ，グループ活動で言語活動を活かした授業づ
くりに取り組む。

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

文教大学

講習の名称

子どもの動きづくりと体力づくり

講習の概要

担当講師

体育教育に期待される役割の中で、昨今、取り分けて注目
されているのは、「生涯スポーツの素養となる運動やスポー
ツが『できた』という喜びを感じることのできる学習（動きづく
り）」と、「子どもの体力低下という社会問題を克服するため
米津 光治（文教大学教育学部教授）
の学習（体力づくり）」との２つである。先生方は、これらの達
加藤 純一（文教大学教育学部教授）
成を目指し、試行錯誤を重ねていることだろう。そこで本講
佐藤 正伸（文教大学教育学部准教授）
座では、陸上競技・運動、武道（剣道）、球技の領域と関連
のある運動を例に、体育学習での「動きづくり」や「体力づく
り」を講じる際の一助となる情報を提供したい。

本講義では、小学校で広く行われている社会科授業がどの
ような社会科論に立ち、子どもたちにどのような力をどうやっ
てつけようとしているのかを明らかにする。さらに、問題点は
ないのか、あるとすればそれをどうやって乗り越えることがで
きるのかを、受講生一人ひとりに考えてもらうことをねらいと
吉田 正生（文教大学教育学部教授）
している。
講義形式だけではなく、周りの人と小グループで話し合って
もらったりする活動が組み込まれている。評価は、講義内容
に合わせた問いに記述方式で答えてもらうものになる。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

埼玉県越谷市

6時間 平成25年6月1日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭(保健体
育)・高等学校教
諭(保健体育)

6,000円

90人

平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451810号

048-974-8811
（代）

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

埼玉県越谷市

6時間 平成25年6月8日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭(社会)

6,000円

80人

平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451811号

048-974-8811
（代）

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

文教大学

あなたの社会科はどのタイプ？
―ステップアップのために―

文教大学

新学習指導要領をふまえた国語科教育について、目標論、
指導構成論を中心に、講義及び演習を行う。特に指導構成
に関しては、文学的文章教材、説明的文章教材、言語事項
国語教育の今日的課題と授業改 関係教材、コミュニケーション教材といった、教材の特徴とそ
萩原 敏行（文教大学教育学部准教授）
の教材研究の方法論をふまえながら、どのように授業を作り
革
上げていくかについて整理、検討を行いたい。なお、実施の
方法としては、各講義の中で演習を取り入れるなどして、受
講生との対話・議論を重視した講義形式で進める。

埼玉県越谷市

6時間 平成25年6月8日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国語）

6,000円

100人

平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451812号

048-974-8811
（代）

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

文教大学

新学習指導要領をふまえた国語科教育について、目標論、
指導構成論を中心に、講義及び演習を行う。特に指導構成
に関しては、文学的文章教材、説明的文章教材、言語事項
国語教育の今日的課題と授業改 関係教材、コミュニケーション教材といった、教材の特徴とそ
萩原 敏行（文教大学教育学部准教授）
の教材研究の方法論をふまえながら、どのように授業を作り
革
上げていくかについて整理、検討を行いたい。なお、実施の
方法としては、各講義の中で演習を取り入れるなどして、受
講生との対話・議論を重視した講義形式で進める。

埼玉県越谷市

6時間 平成25年8月10日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国語）

6,000円

100人

平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451813号

048-974-8811
（代）

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

文教大学

平成23年に文科省は「教育の情報化ビジョン」を示した。そ
こでは「学びのイノベーション」として、ICTを活用し、一斉学
習および個別学習に加えて子どもたち同士が教え合い学び
合う協働的な学び（協働学習）を推進することに重点を置い
教育の情報化-デジタル教科書
ている。本研修ではデジタル教科書の動向と、協働学習の
の動向とタブレット型情報端末
今田 晃一（文教大学教育学部准教授）
基になっているCSCL (コンピュータを支援する協働教育)の
（iPad）を用いた授業づくりの検討
基本的な考え方を概観し、協働学習につながるデジタル機
器として、タブレット型情報端末であるiPadを用いた実践事
例の紹介や簡単実習を行い、その有用性について検討す
る。

埼玉県越谷市

6時間 平成25年6月15日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭・特別
支援学校教諭

6,000円

36人 平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451814号

048-974-8811
（代）

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

文教大学

平成23年に文科省は「教育の情報化ビジョン」を示した。そ
こでは「学びのイノベーション」として、ICTを活用し、一斉学
習および個別学習に加えて子どもたち同士が教え合い学び
合う協働的な学び（協働学習）を推進することに重点を置い
教育の情報化-デジタル教科書
ている。本研修ではデジタル教科書の動向と、協働学習の
の動向とタブレット型情報端末
今田 晃一（文教大学教育学部准教授）
基になっているCSCL (コンピュータを支援する協働教育)の
（iPad）を用いた授業づくりの検討
基本的な考え方を概観し、協働学習につながるデジタル機
器として、タブレット型情報端末であるiPadを用いた実践事
例の紹介や簡単実習を行い、その有用性について検討す
る。

埼玉県越谷市

6時間 平成25年6月22日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭・特別
支援学校教諭

6,000円

36人 平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451815号

048-974-8811
（代）

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

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

文教大学

平成23年に文科省は「教育の情報化ビジョン」を示した。そ
こでは「学びのイノベーション」として、ICTを活用し、一斉学
習および個別学習に加えて子どもたち同士が教え合い学び
合う協働的な学び（協働学習）を推進することに重点を置い
教育の情報化-デジタル教科書
ている。本研修ではデジタル教科書の動向と、協働学習の
今田 晃一（文教大学教育学部准教授）
の動向とタブレット型情報端末
基になっているCSCL (コンピュータを支援する協働教育)の
（iPad）を用いた授業づくりの検討
基本的な考え方を概観し、協働学習につながるデジタル機
器として、タブレット型情報端末であるiPadを用いた実践事
例の紹介や簡単実習を行い、その有用性について検討す
る。

埼玉県越谷市

6時間 平成25年6月29日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭・特別
支援学校教諭

6,000円

文教大学

多様な子どもたちの才能を伸ば
す英語活動

ハワード・ガードナーの多元的知能理論をもとに、児童英語
教育に多彩な面からアプローチする。前半では空間的知能
や音楽的知能などに関連して、英語教育に有効な絵本を
使った活動の組み立てを実践するとともに、歌や詩から英語 糸井 江美（文教大学文学部准教授）
に親しむ方法をいくつか紹介する。後半では、身体運動的知 芦田川 祐子（文教大学文学部准教授）
能を意識したTPRの一種として、身体・心・呼吸のバランス、
集中力を高める英語ヨガと英語ダンスを紹介する。最後に総
括、シェアリングをおこなう。

埼玉県越谷市

6時間 平成25年6月15日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

文教大学

特別支援教育の構想は、学校を超え、生涯発達や地域とい
う視点をもつことにある。支援のハウツーは必要であるが、
技術を駆使する前提として重要なのが、自身の人間・教育・
障害観の自覚、社会と障害の関係及び発達的知識等の包
特別支援教育の今日的課題 －
括的視点をもつことである。今回は、教育学（障害児教育の
教育、医学、心理学、社会学から
しくみとあゆみ）、医学（"脳の育て直し"から発達障害、そし
の提言－
て今の子どもを取り巻く問題を考える）、心理学（問題の背景
と具体的支援）、社会学（障害児を巡る周辺問題と発達障害
ブームに関する若干の懸念）の４分野から特別支援教育を
再考したい。

埼玉県越谷市

6時間 平成25年6月22日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

埼玉県越谷市

6時間 平成25年6月29日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

書写指導の基礎基本

小学校・中学校の書写指導に必要な知識・技能について、
その基礎基本を確認する。先の学習指導要領の改訂のポイ
ントや、具体的な指導法等にも触れながら、日頃の実践上
の疑問を解消し、現場での書写の授業実践に直接生かせる 豊口 和士（文教大学文学部准教授）
内容で進める。受講者の状況によって、高等学校芸術科書
道の内容に若干触れることもある。基本的な毛筆書写用具
と鉛筆(2B程度)は各自で用意する。

埼玉県越谷市

6時間 平成25年7月6日

教諭

書写指導の基礎基本

小学校・中学校の書写指導に必要な知識・技能について、
その基礎基本を確認する。先の学習指導要領の改訂のポイ
ントや、具体的な指導法等にも触れながら、日頃の実践上
の疑問を解消し、現場での書写の授業実践に直接生かせる 豊口 和士（文教大学文学部准教授）
内容で進める。受講者の状況によって、高等学校芸術科書
道の内容に若干触れることもある。基本的な毛筆書写用具
と鉛筆(2B程度)は各自で用意する。

埼玉県越谷市

6時間 平成25年7月27日

教諭

文教大学

文教大学

文教大学

臨床心理学の基礎を学ぶ

星野 常夫（文教大学教育学部教授）
八藤後 忠夫（文教大学教育学部教授）
成田 奈緒子（文教大学教育学部教授）
小野里 美帆（文教大学教育学部准教授）

学校現場ではカウンセリングを中心とした心理学的な技法を
学ぶ機会が増えてきている様子ある。しかし、その基礎とな
る臨床心理学について学ぶ機会は意外と少ないのではない
だろうか。そこで、この講習では基礎から平易に具体的事例
を取りあげつつ臨床心理学について解説する。その二つの
岡田 斉（文教大学人間科学部教授）
柱である、心の問題について知る異常心理学と、心の問題
の改善を目的とするカウンセリングや精神分析、最近浸透し
つつある認知行動療法に代表されるような心理療法の概要
について理解していただくことを目的とする。

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

36人 平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451816号

048-974-8811
（代）

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

平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451817号

048-974-8811
（代）

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

6,000円

100人 平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451818号

048-974-8811
（代）

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

6,000円

100人

平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451819号

048-974-8811
（代）

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

小学校教諭、中
学校教諭（国
語）、高等学校教
諭（書道）

6,000円

100人 平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451820号

048-974-8811
（代）

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

小学校教諭、中
学校教諭（国
語）、高等学校教
諭（書道）

6,000円

100人 平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451821号

048-974-8811
（代）

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

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

児童が楽しく学ぶ理科授業のポ
イント-観察・実験の指導を中心
に-

子どもたちが、わくわくしながら楽しく学習することができるよ
う、
○新学習指導要領の趣旨と内容の概要に関する解説。
○児童が主体的に学ぶ授業展開例についての講話。
○児童の興味・関心を高める簡単な実験の紹介と体験。
山田 陽一（文教大学教育学部教授）
○基本的な観察・実験の実習。
○「ものづくり」の体験。
○児童が興味を持って楽しく活動する授業についての情報
交換。
等を通して、理科がちょっぴり苦手な先生も対象とした講習
を行う。

埼玉県越谷市

6時間 平成25年7月6日

教諭

小学校教諭

6,000円

48人 平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451822号

048-974-8811
（代）

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

文教大学

児童が楽しく学ぶ理科授業のポ
イント-観察・実験の指導を中心
に-

子どもたちが、わくわくしながら楽しく学習することができるよ
う、
○新学習指導要領の趣旨と内容の概要に関する解説。
○児童が主体的に学ぶ授業展開例についての講話。
○児童の興味・関心を高める簡単な実験の紹介と体験。
山田 陽一（文教大学教育学部教授）
○基本的な観察・実験の実習。
○「ものづくり」の体験。
○児童が興味を持って楽しく活動する授業についての情報
交換。
等を通して、理科がちょっぴり苦手な先生も対象とした講習
を行う。

埼玉県越谷市

6時間 平成25年8月3日

教諭

小学校教諭

6,000円

48人 平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451823号

048-974-8811
（代）

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

文教大学

体罰や学校事故等、以前は問題にならなかったことが、近
年、法的責任が問題とされるようになっている。また、教育環
境の変化で思わぬ事故や事件も発生する。校長や担当教
教育活動の中の法律－子どもと 師の刑事責任が問われたり、あるいはいじめなどで加害者
教師がトラブルに巻き込まれない の親の民事責任が問われたりする傾向もある。そうした中 太田 和敬（文教大学人間科学部教授）
で、活発な教育活動を実践しながら、これらの問題をクリア
ために
するためにはどうしたらよいのか、どこに注意すべきことがら
があるのか、法教育が貧困な日本の状況も踏まえ、子ども
たちに与えるべき法律知識についても考える。

埼玉県越谷市

6時間 平成25年7月13日

6,000円

100人 平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451824号

048-974-8811
（代）

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

小学校算数科授業研究論

小学校算数科の授業力を向上するには、授業研究が最も実
践的であり効果的である。本講習では全国から算数の授業
がうまいと言われる先生方の授業のビデオを視聴して、授業
研究を行う。まず授業ビデオを、そしてコメントビデオを、最
石井 勉（文教大学教育学部准教授）
後にインタビュービデオを視聴し、その合間に簡単な演習を
行う。授業研究を通して、授業設計を見つめ直すとともに、
教材研究の方法、効果的な指導方法など多面的に授業の
在り方を検討していく。

埼玉県越谷市

6時間 平成25年7月13日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人 平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451825号

048-974-8811
（代）

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

小学校算数科授業研究論

小学校算数科の授業力を向上するには、授業研究が最も実
践的であり効果的である。本講習では全国から算数の授業
がうまいと言われる先生方の授業のビデオを視聴して、授業
研究を行う。まず授業ビデオを、そしてコメントビデオを、最
石井 勉（文教大学教育学部准教授）
後にインタビュービデオを視聴し、その合間に簡単な演習を
行う。授業研究を通して、授業設計を見つめ直すとともに、
教材研究の方法、効果的な指導方法など多面的に授業の
在り方を検討していく。

埼玉県越谷市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人 平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451826号

048-974-8811
（代）

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

造形材料（素材）と加工

本講習では作品を制作する上で重要な造形材料（素材）に
ついて、講義・演習を行う。美術には絵画、彫刻、デザイン、
工芸など様々な領域があるが、どの様な領域であっても、材
料と無縁な活動はない。この講習で取り扱う材料の教育は
基礎的なものだが、それ故に幼・小・中・高を問わず、全ての 久保村 里正（文教大学教育学部准教授）
美術教育、造形教育に応用できるものである。「普段、何気
なく目にしている素材」や、「普段、何気なく使用している道
具」を基礎から見直し、実際に手に取り扱うことによって、指
導力の向上を目指す。

埼玉県越谷市

6時間 平成25年7月20日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高等学
校教諭

6,000円

平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451827号

048-974-8811
（代）

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

文教大学

文教大学

文教大学

文教大学

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

40人

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

文教大学

文教大学

講習の名称

近年いじめ・不登校が大きな話題となっている。家庭要因、
学校要因が背景となっている場合もあるが、落ち着いて座っ
ていられない、勉強についていけない、あるいは友人関係が
苦手などの本人要因が背景となっていることも少なくない。
教室の気がかりな児童・生徒の 小学校低学年で落ち着きのない子が高学年でいじめの対象
理解と指導：発達障害と学校不適 となり、中学校で不登校になるという例も認められる。本講 谷口 清（文教大学人間科学部教授）
習ではADHD、自閉症、学習障害など発達障害の事例を取
応
り上げ、学年進行に伴う指導の要点、考え方を講述し、教育
相談・特別支援教育の観点から学校不適応の発生予防に
寄与したい。

共生の心をはぐくむ指導力の向
上

武蔵丘短期大学

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

埼玉県越谷市

6時間 平成25年7月20日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

埼玉県越谷市

6時間 平成25年8月3日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

50人 平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451828号

048-974-8811
（代）

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

平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451829号

048-974-8811
（代）

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

100人

内容としては、国際化社会の中、世界の動向にも目を向け
ることを重視した指導の在り方を中心とした『国際理解教
育』。自ら感じ、考え、判断する道徳的実践力を高める指導 本多周爾（国際コミュニケーション学部教授）
の在り方を中心とした『道徳教育』。自己表現活動の能力を 松本多加志（武蔵野短期大学幼児教育学科教 埼玉県狭山市
高める指導の在り方を中心とした『コミュニケーション能力』 授）輪嶋直幸（国際コミュニケーション学部教授）
など、演習も取り入れ、教師のこれからの児童・生徒の豊か
な心を育てる指導の在り方を探り、指導技術を磨く講義。

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

50人 平成25年4月10日～
平成25年4月20日

平253010651075号

04-2954-6131

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

内容としては、臨床心理学に基づく子ども理解やスクールカ
ウンセラーなどとの連携の在り方を中心とした『教育相談』。
障害の現状と教師の取り組み及び関係機関などとのサポー
トの在り方を中心とした『特別支援教育』。人権の本質を探り
教師の人権感覚を問い直し、人権尊重教育の在り方を中心
とした『人権教育』など、教師の生徒理解を基にした共生の
心を育てる指導法の在り方を探り、指導技術を磨く講義。

齋藤英男（国際コミュニケーション学部准教授）
小室泰治（武蔵野短期大学幼児教育学科講師）
埼玉県狭山市
外池武嗣（国際コミュニケーション学部兼任講
師）

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

50人 平成25年4月10日～
平成25年4月20日

平253010651076号

04-2954-6131

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

佐々木隆（国際コミュニケーション学部教授）
梅田紘子（国際コミュニケーション学部教授）
埼玉県狭山市
ｼﾞｪﾌﾘｰ･ﾄﾗﾝﾌﾞﾘｰ（国際コミュニケーション学部准
教授）

6時間 平成25年8月23日

教諭

英語科中学校教
諭・英語科高等
学校教諭

6,000円

50人 平成25年4月10日～
平成25年4月20日

平253010651077号

04-2954-6131

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

内容としては、最新の英米文学や大統領演説、法律なども
取り入れた教材収集の在り方やその教材研究の進め方を
中心とした『英米文学』。日英語比較に基づく効果的な英語
英語教育にかかわる指導力の向 プロソディの習得法を中心とした『英語学』。子どもが興味を
武蔵野学院大学
上
もつ授業展開の在り方や英語コミュニケーション能力の育成
を中心とした『英語教育学』など、教師のこれからの英語指
導力を高める講義。

早稲田大学

担当講師

私たちにとって「身体」の持つ意味は重要なものになってい
る。IPS細胞、放射能、ソーシャルメディアによるコミュニケー
ション変容や「いじめ」による自殺、動画投稿などは身体に
身体を通じた学びの可能性ーリ 関わる問題である。私たちはふだん「身体」と社会のつなが
二宮 雅也（文教大学人間科学部専任講師）
ベラルアーツとしての身体を考え りを意識することはないが、教育について「身体」の意味を含
青山 鉄兵（文教大学人間科学部専任講師）
めて考えることが今求められている。古武術が注目され、体
るー
験活動の重要性が指摘されている状況を考えれば、教育に
おける「身体」の可能性についても目を向ける必要がある。
講習では「身体」を通じた学びの可能性を考察する。

豊かな人間性をはぐくむ指導力
武蔵野学院大学
の向上

武蔵野学院大学

講習の概要

小・中学校教員のための理科教
室

子どもが自然にかかわり、自然のもつ不思議さや驚きを感じ
る、いわゆるセンス・オブ・ワンダーの重要性が言われてい
る。できたかできないか、わかったかわからないか、という二
者択一の世界から、対象にかかわり対象と一体になっていく
子どもの「学び観」は今後ますます重要になっていくにちが 露木 和男（教育・総合科学学術院 教授）
いない。自然は子どもの想像力、創造力をつけ、美しさや不
思議さに感動する感性を育んでいく。まずは教師の自然離
れを食い止め、教師自ら自然へのかかわりの行動を起こし、
子どもの感性に寄り添える感性をもちたいと思う。

埼玉県所沢市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校教諭、中
学校理科教諭

9,000円

1次募集：平成25年4月
16日～平成25年4月25
平2540人 日
302582次募集：平成25年5月
51055号
23日～平成25年5月31
日

03-5286-3838

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

特別活動としてのレクリエーショ
ンゲーム

この講習は、指導要領に示されている特別活動の『望ましい
集団活動』を中心にすすめる。特に学級活動の場面におい
て、児童生徒に対して集団や社会の一員としての個人につ 福島 邦男（健康生活学科准教授）
いて考えさせるための教材として、レクリエーションゲームに 安藤 福光（兵庫教育大学大学院学校教育研
代表される課題解決ゲームを取り上げる。ゲームを実際に 究科准教授）
体験することをとおして、日常の教育実践で簡易に実施でき
る方法を検討する。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

60人

平253507351565号

0493-54-5101

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

平成25年3月19日～
平成25年6月14日

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

武蔵丘短期大学 ハンドボール

本講習では、ハンドボールの基本的技術の習得を目指すた
めの指導方法を扱う。特に、ハンドボールの中のパス・
シュートに重点をおき、午前中は講義形式で検討する。具体
的には、様々なパスの練習方法やシュートの練習方法を取
高橋 琴美（健康生活学科准教授）
り上げ解説する。その後、受講者間でグループディスカッショ
ンを行う。午後は、本学体育館にて実技形式によって、種々
の練習方法を実体験し、中高の保健体育の授業および部活
動での指導に資する教授法を検討する。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校・高等学
校保健体育科教
諭

6,000円

20人

平成25年3月19日～
平成25年6月14日

平253507351566号

0493-54-5101

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

武蔵丘短期大学 これからの学校教育を考える

この講習では、これからの学校教育を考察する上で、鍵とな
る一貫教育および持続性教育を扱う。一貫教育について、
安藤 福光（兵庫教育大学大学院学校教育研
政策的・社会的背景を探りながら、そのカリキュラム上の特
究科准教授）
徴を概説する。そこから一貫教育の長短を、具体的な資料
から検討する。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

60人

平成25年3月19日～
平成25年6月14日

平253507351567号

0493-54-5101

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

武蔵丘短期大学 バスケットボール

本講習では、バスケットボールの基本的技術の習得を目指
すための指導方法を扱う。特に、バスケットボールの中の
シュートに重点をおき、午前中は講義形式で検討する。具体
的には、様々なシュートの技術を取り上げ解説する。その
山村 伸（健康生活学科講師）
後、受講者間でグループディスカッションを行う。午後は、本
学体育館にて実技形式によって、種々の練習法を実体験
し、中高の保健体育の授業および部活動での指導に資する
教授法を検討する。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学
校保健体育科教
諭

6,000円

20人 平成25年3月19日～
平成25年6月14日

平253507351568号

0493-54-5101

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

担当講師の専門分野は、臨床スポーツ心理学です。運動部
員が抱える様々な心理的問題の中から、次のようなテーマ
を取り上げて解説させて頂きます。１．自己実現を果たすた
運動部員の心理をマネジメントす めに有用な心理的手法 ２．重大な怪我や病気に対する心
桂 和仁（健康生活学科教授）
武蔵丘短期大学
理的対処法 ３．あがりや不安への対処法 ４．バーンアウト
る
に落ち入らせないために ５．ティームビルディングのための
留意点 ６．集団への適応感規定因 以上ですが、部員と関
わる際のヒントとして頂ければ幸いです。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成25年8月10日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

60人

平成25年3月19日～
平成25年6月14日

平253507351569号

0493-54-5101

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

本講習では、バレーボールの基本的技術の習得を目指すた
めの指導方法を扱う。特に、バレーボールの中のスパイクに
重点をおき、午前中は講義形式で検討する。具体的には、
川合 武司（武蔵丘短期大学学長）
様々なスパイクのスイング、技術を取り上げ解説する。その
杉山 仁志（健康生活学科教授）
後、受講者間でグループディスカッションを行う。午後は、本
佐藤 亮輔（健康生活学科講師）
学体育館にて実技形式によって、種々の練習法を実体験
し、中高の保健体育の授業での指導に資する教授法を検討
する。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成25年8月10日

教諭

中学校・高等学
校保健体育科教
諭

6,000円

20人 平成25年3月19日～
平成25年6月14日

平253507351570号

0493-54-5101

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

内容としては、叫ばず正しい音程で楽しく歌えるための発声
法を中心とした『音楽指導』。エコ時代の中で廃材を利用して
美術作品を創作する活動の在り方を中心とした『美術指
浅水順一（幼児教育学科教授）
導』。子供の健康・体力向上を目指した運動遊びや組体操
小山一馬（幼児教育学科准教授）
の指導の在り方を中心とした『体育・健康指導』など、実技演
伴好彦（幼児教育学科准教授）
習なども取り入れ、教師のこれからの初等教育における自
己表現力を高める指導の在り方を探り、指導技術を磨く講
義。

埼玉県狭山市

6時間 平成25年8月21日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

50人 平成25年4月10日～
平成25年4月20日

平253507451050号

04-2954-6131

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

内容としては、幼児教育の在り方を中心とした『幼児心理』。
幼児を取り巻く現代社会の現状とこれに対応した家庭などと
の連携に基づいた『保護者との連携』。幼児教育をめぐる実 宮本一史（武蔵野短期大学学長・教授）
情を省察し、今後、重視すべき指導の在り方を中心とした
酒井幸子（幼児教育学科教授）
『幼児理解教育』など、教師のこれからの幼児教育の在り
方・進め方を探る講義。

埼玉県狭山市

6時間 平成25年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人 平成25年4月10日～
平成25年4月20日

平253507451051号

04-2954-6131

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

青木雅幸（武蔵野学院大学国際コミュニケー
ション学部准教授）
木川裕（武蔵野学院大学国際コミュニケーション
埼玉県狭山市
学部准教授）
福田直（武蔵野学院大学国際コミュニケーション
学部教授）

6時間 平成25年8月23日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

50人

平成25年4月10日～
平成25年4月20日

平253507451052号

04-2954-6131

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

野菜やその栽培の手法は、理科教材として適したものが多
数あります。理科に興味がない者にも、食べるものとして興
石川 恵子（（公財）園芸植物育種研究所 開発
味をもってもらえる内容です。メロンやトマト、ピーマンやカボ
部長）
千葉県松戸市
チャなどを主な材料として、丈夫でおいしく、かつ安全な野菜
志水 勝好（生命環境系講師）
の品種をめざした本研究所での体験型学習で、いろいろな
実験のアイデアになるような話題と実習を提供します。

6時間 平成25年6月23日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭

6,000円

20人

平成25年3月25日～
平成25年5月19日

平251001652319号

029-853-2096

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

武蔵丘短期大学 バレーボール

武蔵野短期大学

自己表現力をはぐくむ指導力の
向上

武蔵野短期大学 幼児理解に基づく指導力の向上

内容としては、初等教育における外国語活動の推進に向け
た指導の在り方などを中心とした『外国語教育』。コンピュー
タの活用やその著作権などを中心とした『情報教育』。身近
教育課題解決に向けた指導力の
武蔵野短期大学
な自然の中で幼児・児童たちに発見の意味と喜びを味わわ
向上
せることを中心とした『環境教育』など、教師のこれからの初
等教育にかかわる課題に対応する指導技術の向上を目指
した講義。

筑波大学

丈夫でおいしい野菜の品種をめ
ざして～園芸植物育種研究所で
の体験型学習～

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

筑波大学

丈夫でおいしい野菜の品種をめ
ざして～園芸植物育種研究所で
の体験型学習～

野菜やその栽培の手法は、理科教材として適したものが多
数あります。理科に興味がない者にも、食べるものとして興
石川 恵子（（公財）園芸植物育種研究所 開発
味をもってもらえる内容です。メロンやトマト、ピーマンやカボ
部長）
千葉県松戸市
チャなどを主な材料として、丈夫でおいしく、かつ安全な野菜
志水 勝好（生命環境系講師）
の品種をめざした本研究所での体験型学習で、いろいろな
実験のアイデアになるような話題と実習を提供します。

6時間 平成25年6月29日

筑波大学

附属聴覚特別支援学校実践演習

【聴覚障害のある生徒への指導】聴覚障害児教育の専門性
や指導方法を、中学部授業参観等を通して学びます。授業
伊藤 僚幸（附属聴覚特別支援学校副校長）
参観後のグループ討議では、生徒の学力や思考を育てるた
金子 俊明（附属聴覚特別支援学校教諭）
めの授業展開等を検討し、指導上の問題点と対応策を明ら
山本 晃（附属聴覚特別支援学校教諭）
かにします。聴覚障害のある生徒への関わり方を具体的・
実践的に学ぶことができます。

千葉県市川市

筑波大学

附属聴覚特別支援学校実践演習

【聴覚障害教育の専門性の理解と実践】聴覚に障害のある
幼児・児童・生徒は、聴覚をどのように活用しているのか、発
音の指導はどのように行われているのか、手話の特徴や活
用方法を、演習を通して具体的に学ぶことができます。ま
た、聴覚障害児の言語指導上の課題と指導方法を学び聴
覚障害児教育の理解を深めることができます。

板橋 安人（附属聴覚特別支援学校主幹教諭）
佐渡 雅人（附属聴覚特別支援学校教諭）
千葉県市川市
天神林 吉寛（附属聴覚特別支援学校教諭）
日高 雅之（附属聴覚特別支援学校教諭）

千葉大学

教育研究方法論

千葉大学大学院教育学研究科の授業科目「教育研究方
法論」をあてる。学校現場における教育の研究法について、
理念的な内容から具体的実践的な内容まで幅広く論じる。
「量的研究」と「質的研究」「アクションリサーチの典型と実
際」「事例研究の進め方」等のトピックを取り上げる。
本講習は、本学教育学部の委託研究生のうち平成26年3
月31日又は平成27年3月31日が更新期限となる者のみを対
象とする。

伏見
保坂
吉田
羽間
笠井
佐瀬
磯邉
片岡

星槎大学

教育安全上、災害時に学校全体で子どもたちの生命を守り
心身の安全を図ること、災害後はこころのケアや具体的支
援が迅速にできる事が求められている。そこで本講習では、
震災を超えた未来のために
細田 満和子（共生科学部教授）
～教育現場におけるリスクマネジ 東日本大震災の現場に身を置き、子どもたちの声を聴き、
吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
当事者として考え、伝えている方々をゲストに迎え、将来、遭
メント～
遇するであろう危機的状況の中で、教師・市民としてとるべ
き態度、知識、考え方を考察する手がかりを提示したい。

星槎大学

地球環境と人間活動

本講習では、人間社会が直面する環境問題について、人と
人、国と国との関わりあいを通じて、人と自然との共生の方
法について考え、持続可能な世界の構築のため、何が課題
坪内 俊憲（共生科学部准教授）
で、何を解決すべきかを、自らの力で考える子どもたちの育
成のために、教育現場で何を伝えるべきかを具体的事象を
交えながら学ぶ。

千葉県松戸市

星槎大学

発達障害児への支援

発達障害者支援法(政令)による「発達障害」の定義では、
「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、
学習障害、注意欠陥多動性障害他」と示されている。これら
の障害特性と支援について整理する。併せて、最近、増加し
ている不登校児の支援を取り上げる。不登校児の増加は、 寺山 千代子（共生科学部客員教授）
現代社会を反映しているものと思われる。しかし、不登校児
のなかには、発達障害を疑われるものもいると推測されるこ
とから、発達障害のアセスメントと合わせて支援のあり方を
検討する。

星槎大学

2007年度より全国で展開されている特別支援教育だが、大
きな観点として今までグレーゾーンと言われていたLD、
AD/HD、高機能自閉症等の発達障害に着目したことがあげ
発達障害をもつ児童生徒の指導
岩澤 一美（共生科学部専任講師）
られる。この講座では、これらの発達障害について解説する
とともに、基本的な心理アセスメントや特性に合わせた指導
の方法について実例を挙げながら具体的に講義する。

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）
京子（教育学部教授）
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）
洋子（教育学部教授）

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭

6,000円

20人

平成25年3月25日～
平成25年5月25日

平251001652320号

029-853-2096

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

6時間 平成25年6月29日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

25人 平成25年3月25日～
平成25年5月25日

平251001652350号

029-853-2096

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

6時間 平成25年8月26日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

25人

平成25年3月25日～
平成25年7月22日

平251001652351号

029-853-2096

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

小・中・高等学校
教員（千葉大学
教育学部委託研
究生）

0円

平成25年3月25日～平 平2510人 成25年4月12日 （公募 1002151090号
しない）

043-290-2529

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

千葉県千葉市

平成25年4月18日、平
成25年4月25日、平成
25年5月2日、平成25年
5月9日、平成25年5月
24時間
16日、
平成25年5月23日、平
成25年5月30日、平成
25年6月6日

千葉県松戸市

18時間 平成25年7月30日～平
成25年8月1日

教諭

教諭

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

19,000円

25人 平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752205号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

6時間 平成25年10月26日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

7,000円

25人 平成25年3月18日～
平成25年6月30日

平253000752216号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

千葉県松戸市

6時間 平成25年9月23日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

7,000円

25人

平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752223号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

千葉県松戸市

6時間 平成25年11月23日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

7,000円

25人

平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752230号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭

中学校の英語教
諭／高等学校の
英語教諭及び中
学・高等学校の
20,000円
英語教育に強い
関心のある方で、
英語のみの授業
に意欲のある方

30人

平成25年5月13日～
平成25年5月24日

平253011451091号

043-273-1320

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

6時間 平成25年8月21日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

50人

平25平成25年3月25日～平
35081成25年4月10日
51632号

043-486-7111

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

千葉県佐倉市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

平2540人 平成25年3月25日～平 35081成25年4月10日
51633号

043-486-7111

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

幼児、及び小学校低学年の児童の身体表現、歌唱、制作等
の指導において、「楽しい」と感じる活動を取り入れることは
必須である。今回は、子どもたちも教師も「楽しい」と感じるこ
とができる、手遊び、歌遊び、児童文化の実践と、牛乳パッ 関根 久美（非常勤講師）
クを使った「おもちゃ」の制作を通して「先生の引き出し」を増
やしていく事を目的とし、受講生自身が講習に「楽しく」参加
していただきたい。

千葉県佐倉市

6時間 平成25年8月21日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

50人

平25平成25年3月25日～平
35081成25年4月10日
51634号

043-486-7111

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

千葉敬愛短期大 家族の変遷と虐待
学
子どもの危機的状況と緊急支援

近年、子どもに関する社会問題として「虐待」があげられる。
その要因のひとつには、「家族」の形態が変容したことも影
響をしている。そこで、産業構造に照らし合わせながら家族
藤 京子（准教授）
の変遷と虐待の関連について、実際のビデオを通して講じ
小柴 孝子（元千葉県SCスーパーバイザー）
る。講座の後半は、虐待を始めとする子どもの危機的状況
の事例をもとに、学校がとるべき緊急支援のあり方について
講じる。

千葉県佐倉市

6時間 平成25年8月22日

教諭

幼稚園
小学校教諭

6,000円

100人

平25平成25年3月25日～平
35081成25年4月10日
51635号

043-486-7111

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

千葉敬愛短期大
言語教育
学

言語教育以外の領域・教科では、言語活動の先にあるも
の、言語活動を通して実現したいことが、学習指導の中心的
課題になります。一方、言語教育では、言語活動そのものも
対象として、その方法や内容の開発・充実を図っていかなけ 鈴木 健一(専任講師）
ればなりません。この講座では、幼･小･中の関連も視野に
入れて、主として小学校における国語教育と外国語教育の
それぞれについて改めて考え、理解を深めていただきます。

千葉県佐倉市

6時間 平成25年8月22日

教諭

幼稚園
小学校教諭

6,000円

平2540人 平成25年3月25日～平 35081成25年4月10日
51636号

043-486-7111

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

千葉敬愛短期大
絵本づくり
学

代表作『スーホの白い馬』等の絵本作品で知られる画家・赤
羽末吉を手がかりに、その生涯や作品、制作活動等をたど
りながら、赤羽の目指した絵本観について、絵画という観点
から考える。そして、「絵本づくり」という実技の制作活動を通
久保木 健夫(専任講師）
して、絵本における絵の表現と文の表現という表現活動につ
いて考え、絵本から浮かび上がる種々の問題点や世界観を
共有しながら、表現活動についての一層の理解を促すことを
目的とする。

千葉県佐倉市

6時間 平成25年8月23日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

平2550人 平成25年3月25日～平 35081成25年4月10日
51637号

043-486-7111

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

千葉県佐倉市

6時間 平成25年8月23日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

40人

平25平成25年3月25日～平
35081成25年4月10日
51638号

043-486-7111

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

(1)英語力の向上(2) Communicative Language Teaching
(CLT)の知識の習得と理解の向上(3)専門的な分野での向上
が目標です。教えながら英語を使い英語力を高め、listening,
Philip Murphy （言語教育研究所准教授）
reading, writing, speakingを統合した実践的教授法を身につ
Paul Lydon （English Language Institute語学専
け、生徒のコミュニケーション能力の評価方法も考えます。
任上級講師）
更に、指導法あるいは英語力に関連する領域で向上を目指
す分野を選択していただき、参加者同士で協力し教材や方
法を討論し、実際の行動計画を作成します。

千葉県千葉市

千葉敬愛短期大
コミュニケーション能力の育成
学

核家族化、少子化、情報メディアやテレビゲームの飛躍的普
及、地域における人間関係の希薄化など、子どもを取り巻く
環境は大きく変化し、複雑化している。子どもが、人、モノ、
社会に直に触れる直接体験の機会は減少し、特に、集団の
吉村 真理子（教授）
中でうまく対人関係を作ることが難しくなってきている。本講
座では、幼稚園や小学校において、子どもたちが人と触れ
合う場を意図的に設定する活動として、構成的グループエン
カウンターを取り上げ、その実践について紹介する。

千葉県佐倉市

千葉敬愛短期大
理科教育
学

多くの子どもが「理科大好き」になることは、我が国の将来に
関わる大課題である。教師の誰もが分かっているが、なかな
かそれを表現できていない。第一の理由は実験・観察の繁
雑さである。この問題を極力回避しつつ、授業中に子どもの
松尾 忠正（非常勤講師）
キラキラした瞳を現出させ、体験的知識が身につくにはどう
したらいいか。本講座では、新指導要領施行に伴って導入さ
れた実験・観察を中心に、よりよい理科指導のあり方を考え
る機会としたい。

千葉敬愛短期大 「動く・歌う・作る」の実践
学
（児童文化）

神田外語大学

英語教授法・学習法再検討

千葉敬愛短期大 食生活の評価方法と収穫した野
学
菜などによる副菜、おやつ作り

現在、様々な問題から食育の推進が求められている。長期
間の摂取栄養素などの過不足は生活習慣病の原因となり、
幼い頃からの食習慣は健康に影響する。そのため何をどの
くらいどのように食べたらよいか知りチェックすることは重要
である。そこで本講座では、食事摂取基準および食事バラン
奥寺 昌子（非常勤講師）
スガイドを解説し食生活の評価について助言する。また、学
内で収穫した野菜や芋類等を使い、副菜と子どもと共にでき
るおやつの調理実習をする。併せて、食における緊急時、災
害時への対応にも触れる。

18時間

平成25年7月30日～平
成25年8月2日

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

千葉敬愛短期大 教師の自己理解と子ども観の形
学
成

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

子どもにはそれぞれのものの見方、判断の仕方があり、私
たちはそれを「個性」として捉えている。同じように教師一人
一人にも「個性」が存在するため、自分と似た心の動き方を
する子どもの理解はし易いが、対極の心の動き方をする子
どもの理解は難しい場合がある。本講習では、性格検査を 大野 雄子（准教授）
用いたグループワークを通し、教師が自己理解を深めること
によって、子どもの個性やラーニング・スタイルを見つめる視
点を養い、自分自身の個性をティーチング・スタイルに生か
すための実践的知見を習得することを目的とする。

千葉県佐倉市

6時間 平成25年8月23日

東京都文京区

6時間 平成25年8月21日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

平2550人 平成25年3月25日～平 35081成25年4月10日
51639号

043-486-7111

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

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

60人

平成25年3月25日～
平成25年7月17日

平251001652251号

029-853-2096

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

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

筑波大学

チーム援助に焦点をあてた学校
生活で苦戦する子どもへの援助

不登校・いじめ・非行などの学校生活の問題の背景にある
発達障害という苦戦の要因に焦点をあてて、子どもの学校
生活での苦戦の理解を促進し、学級担任、養護教諭、特別
熊谷 恵子（人間系教授）
支援教育コーディネーターを中心とするチーム援助につい
初谷 和行（附属坂戸高等学校教諭）
て、講義と演習で学習します。発達障害の疑似体験やチー
ム援助演習など、実践的で受講者参加型の講習をめざしま
す。

筑波大学

学校生活で苦戦している子ども
への援助

いじめや不登校、暴力行為など児童生徒の問題行動につい
て、学校心理学を基盤とした問題状況の分析を行い、困難さ
を抱える児童生徒に応じた生徒指導について、具体的な方
家近 早苗（聖徳大学准教授）
法を検討します。講習は、生徒指導に関する基礎的な知識
の習得と、事例検討、ロールプレイなどを通しての具体的な
指導方法について学ぶことを目的とします。

東京都文京区

6時間 平成25年8月22日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年7月18日

平251001652253号

029-853-2096

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

筑波大学

特別なニーズのある子どもの理
解と支援

通常の学級における特別支援教育では，行動問題・学習問
題・精神面の問題への理解と支援，周囲の理解と啓発，そ
れらを支える校内外の支援体制の整備について，包括的に 藤原 義博（人間系教授）
考えることが重要です。本講習では，一人一人のニーズに 菅野 和恵（人間系講師）
応じた支援のあり方について，講義，および模擬事例等を用
いた支援の実際に関するグループ討議を通して学びます。

東京都文京区

6時間 平成25年8月21日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年7月17日

平251001652255号

029-853-2096

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

筑波大学

幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校等のクラスの中
で、見えにくそうにしている子どもたちやどこまで見えている
どんなふうに見えているの？どう のか？どんなふうに見えているのか？と心配や不安になる
雷坂 浩之（附属久里浜特別支援学校副校長）
東京都文京区
すればいいの？～見えにくい子 子どもたちはいませんか？本講習では、講義と演習を通し
て、眼疾や視力による見え方について理解した上で、学習・
どもたちの理解と支援～
生活環境についての配慮やサポート等について具体的に学
んでいきます。

6時間 平成25年8月21日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年7月17日

平251001652258号

029-853-2096

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

筑波大学

発達障害の子どもの特性に配慮した授業は、すべての子ど
もにとってわかりやすい授業です。本講習では、発達障害の
子どもの抱える困難についての疑似体験、具体的な教材教
幼稚園や小中学校等に在籍する 具、授業改善から学校力の向上へのプロセスなどに視点を 安部 博志（附属大塚特別支援学校主幹教諭）
気になる子への支援～発達障害 あてて講義・演習を行います。また、肢体不自由や視覚障害 田丸 秋穂（附属桐が丘特別支援学校教諭）
東京都文京区
に焦点をあてて～
のある子どもたちへの支援についても触れていきます。実践 宮崎 善郎（附属視覚特別支援学校教諭）
に裏打ちされた豊富な事例をもとに、特別支援教育の窓か
ら見える明るい未来を展望していきましょう。教材教具を展
示します。デジカメをお忘れなく！

6時間 平成25年8月22日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

100人 平成25年3月25日～
平成25年7月18日

平251001652260号

029-853-2096

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

筑波大学

筑波大学

就学前の子どもたちと家族への
支援

就学前の教育は、子どもたちが主体的に、自ら周りのさまざ
まなものに働きかけて活動し、発達を図っていくことが基盤と
なります。そこで、様々な障害の特性に応じた、幼児自身が
発達に必要な経験を積み重ねることができる環境を構成し、
子どもの意欲を育む指導内容、指導方法の工夫について、
講義、演習を通じて理解を深めます。また、乳幼児教育相談
の事例をとりあげながら、家族を支える視点や具体的支援
について考えていきます。

東京都文京区

6時間 平成25年8月21日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年7月17日

平251001652262号

029-853-2096

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

キャリア教育

キャリア教育は、将来社会人として自立的に生きるための力
と態度を全学校活動を通して発達させることを目指します。
意義、新学習指導要領との関係、小・中・高における特徴と
渡辺 三枝子（立教大学大学院ビジネスデザイ
学校種間連携の意味、キャリア教育ついての誤解等の理解
東京都文京区
ン研究科特任教授）
を深めます。さらに、各自の学校での実践に役立つ実践例
の紹介、教師に求められるコミュニケーション能力や問題解
決能力、情報活用能力等の確認を目指します。

6時間 平成25年8月22日

教諭 小・中・高・中等・
養護教 特別支援学校教
諭
諭、養護教諭

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年7月18日

平251001652264号

029-853-2096

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

高見
両角
高橋
加藤

節子（附属視覚特別支援学校教諭）
五十夫（附属聴覚特別支援学校教諭）
幸子（附属大塚特別支援学校教諭）
敦（附属久里浜特別支援学校教諭）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

現学習指導要領は、言語活動の充実をうたうとともに、新聞
教育、NIE（教育に新聞を）が取り組んできた「学級学習新聞
作り」（小3・4）や「論説や報道の比較読み」（中3）などが盛り
鈴木 伸男（町田市教育センター研究・研修担
込まれました。これからの教育には、新聞を活用した様々な
当（教育アドバイザー）、元町田市立町田第二中 東京都文京区
取り組みが求められます。学校教育におけるNIEの意義や、
学校元校長）
授業での新聞活用を具体的にお伝えするとともに、簡単な
新聞作りを体験していただきます。現場の授業にすぐ役立つ
内容です。

筑波大学

新聞活用（NIE、新聞づくり）で育
む言語力

筑波大学

本講座では、新学習指導要領の趣旨もふまえて、言語活動
を活性化し、主体的な活動を通して4技能のコミュニケーショ
ン能力を育成する授業改善の具体的な視点を受講者に提
言語活動（英語）の充実と主体的
示します。そもそも言語活動とは何のことか戸惑っている方 蒔田 守（附属中学校主幹教諭）
な学習習慣の育成
や自分の殻を破れずに悩んでいらっしゃる先生方に、新たな
視点を提供することにより、ともに新しい英語教育を考えま
しょう。

筑波大学

点字と手引きを学ぼう～視覚に
障害のある児童・生徒の理解の
ために～

筑波大学

触って考える数学

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

6時間 平成25年8月22日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年7月18日

平251001652268号

029-853-2096

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

中・高・中等・特
別支援（中・高）
学校教諭（英語）

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年7月17日

平251001652269号

029-853-2096

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

教諭 小・中・高・中等・
養護教 特別支援学校教
諭、養護教諭
諭

6,000円

20人

平成25年3月25日～
平成25年7月17日

平251001652270号

029-853-2096

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

電話番号

ＵＲＬ

東京都文京区

6時間 平成25年8月21日

東京都文京区

6時間 平成25年8月21日

東京都文京区

6時間 平成25年8月21日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（算数・数学）

6,000円

20人 平成25年3月25日～
平成25年7月17日

平251001652271号

029-853-2096

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

東京都世田谷
区

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭

6,000円

20人 平成25年3月25日～
平成25年7月19日

平251001652272号

029-853-2096

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

東京都世田谷
区

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（社会）

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年7月19日

平251001652273号

029-853-2096

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

筑波大学

考える算数・体験的算数

算数・数学は本来、論理的・抽象的な学習ですが、子どもの
納得を得るためには具体的・体験的な算数をしなければなり
ません。また、「考えることの教育」について、新しい学習指
導要領では「帰納的考え」「類推的考え」「演繹的考え」が強 坪田 耕三（青山学院大学特任教授）
調されています。このことの具体をお話します。さらに授業の 細水 保宏（附属小学校副校長）
実施に当たっては、多様性の尊重、共同的な学び、価値の
共有を生かすことが重要です。これらを生かした算数の具体
的授業例を参加者とともに検討します。

東京都世田谷
区

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（算数・数学）

6,000円

150人

平成25年3月25日～
平成25年7月19日

平251001652274号

029-853-2096

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

筑波大学

今、数学教育の現場に求められているものの一つは、生徒
の興味関心をそそり、知的好奇心を刺激する教材だと思い
ます。生徒が自ら進んで頭を使い、手を動かしたくなるよう
数学的能力を育成する新しい教 な、そしてそれにより数学的な思考力が育成されるような教 鈴木 清夫（附属駒場高等学校教諭）
材～附属駒場中高の授業から～ 材をたくさん手にし、適切に提示できれば日々の授業が一 更科 元子（附属駒場高等学校教諭）
層充実します。附属駒場中高での実践を元にした具体的な
教材を基に、それぞれの学校に適するようにアレンジして、
楽しい有意義な授業展開を期待します。

東京都世田谷
区

6時間 平成25年8月23日

教諭

中・高・中等・特
別支援（中・高）
学校教諭（数学）

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年7月19日

平251001652275号

029-853-2096

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

点字と手引（アイマスク体験等）は総合的な学習の柱である
「福祉」で多く取り上げられています。しかし、教師にとって、 江村 圭巳（附属視覚特別支援学校教諭）
その指導方法について学ぶ機会は、余り多くはありません。 原田 早苗 （附属視覚特別支援学校教諭）
そこで、本講座ではこの二つの内容を中心にして講義と実 左振 恵子（附属視覚特別支援学校教諭）
習・実技を通して、基本的な考え方を押さえた上で、指導の
際に必要な留意点について確認をします。

小・中・高等学校で扱う基本立体を中心に、作ること・見るこ
と・触ることを通して、そこに潜む数学的性質を捉え実感する 高村 明良（附属視覚特別支援学校教諭）
ことを目指します。特に見ること・触ることの特徴の違いに注 内田 智也（附属視覚特別支援学校教諭）
目することで、数学的な理解が深まる過程を、演習と講義を
通して、感覚的に捉えます。
本校生徒を交え、他者との関わりを通じて、「発見」をし続け
る講座です。演出家・劇作家・俳優と協働して開発した、授
業や生徒指導に生かせるプログラムを本校生徒と一緒に体
験します。コミュニケーションをうながし、人間関係をほぐし、 平田 知之（附属駒場高等学校教諭）
体験を通して学力を高め、学校生活を豊かにするためのヒン
トが満載です。学校と地域との関わりや、地域の専門家との
協力関係の築き方にも触れたいと思います。

筑波大学

演劇の専門家とつくる教室

筑波大学

第１部では、契約や事故など身近な事例をもとに、法の基本
的な考え方について学びます。受講者の皆さんの問題意識
を大切にしながら、授業で法を扱う場合の基本的な視点を
法教育入門～契約から裁判員制 考えます。第２部では、弁護士の指導のもと、裁判員裁判を 吉田 俊弘（附属駒場高等学校教諭）
度まで～
念頭に、模擬裁判を実際に体験します。裁判とは何か、裁判 鈴木 啓文（くれたけ法律事務所弁護士）
を授業でどのように教えればよいかなど、受講生の疑問にこ
たえる形でわかりやすく展開します。初めての方やこれから
取り組む方、是非ともご参加下さい。

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

新学習指導要領 高校「生物」の学習内容となったＰＣＲ実
験を実際に行います。また、本校の授業で生徒と一緒に取り
組んでいる実験を紹介しながら、ゲノム・データベースの情
報を活用してオリジナルなＰＣＲ実験を組み立てる手順、組 仲里 友一（附属駒場高等学校教諭）
換え体を作成しないで行う遺伝子実験の可能性について検
討します。遺伝子実験やＰＣＲ実験を一度も行ったことのな
い方もご参加下さい。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

東京都世田谷
区

6時間 平成25年8月23日

教諭

中・高・中等・特
別支援（中・高）
学校教諭（理科）

6,000円

20人

平成25年3月25日～
平成25年7月19日

平251001652276号

029-853-2096

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

東京都世田谷
区

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（理科）

6,000円

30人 平成25年3月25日～
平成25年7月19日

平251001652277号

029-853-2096

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

フリーソフトを用いた楽しい統計
教材開発

中学校・高等学校の授業で，教師として知っておきたい統計
の基本的な内容や，実際の統計教材の作り方を学びます。
フリーソフト「Ｒ」を用いて，ヒストグラム・度数多角形・箱ひげ
図・相関図・分布関数を描いたり，乱数を用いた教材の作成
川﨑 宣昭（附属高等学校教諭）
方法などを高等学校までの範囲で指導上の留意点を含めて
学びます。「統計の内容は少し苦手かなぁ」という方でもパソ
コンを使って楽しく学べ，「Ｒ」の使用経験が全くなくても大丈
夫です。

東京都世田谷
区

6時間 平成25年8月23日

教諭

中・高・中等・特
別支援（中・高）
学校教諭（数学）

6,000円

30人 平成25年3月25日～
平成25年7月19日

平251001652278号

029-853-2096

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

筑波大学

組織マネジメントと人材育成

学校を取り巻く社会・経済環境について概説した後に、企
業・大学の２つの現場における改革実務経験と経営学の基
礎理論に基づき、組織マネジメントの目的、基本的な考え方
と枠組み、重視すべき要素、組織と人間の関係などについ
吉武 博通（ビジネスサイエンス系教授）
て講義します。併せて、これからの社会に必要な人材像と組
織における人材育成について講義し、これらを踏まえて、組
織マネジメントと人材育成について、意見交換しながら、共
に考えてみることにします。

東京都文京区

6時間 平成25年8月22日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

50人 平成25年3月25日～
平成25年7月18日

平251001652281号

029-853-2096

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

筑波大学

東日本大震災や地球温暖化の問題と関連して，リスク解析
への関心が一層高まってきています。本講習では、現実の
金融リスク、汚染物質拡散、地震源の解析、海波の波高解
リスク解析と統計科学～現実から 析などから学んだ法則を紹介します。それを記述する「数学 金野 秀敏（システム情報系教授）
岡島 敬一（システム情報系准教授）
モデル」は現象の正しい理解に重要であることが示されま
学ぶ法則～
す。さらに、地球温暖化対策との関連で、エネルギー機器の
信頼性を評価する方法や産業連関表の見方と活用法など
についてもわかりやすく紹介します。

東京都文京区

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭
（理科）

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年7月19日

平251001652283号

029-853-2096

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

東京都文京区

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（保健体育）

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年7月19日

平251001652291号

029-853-2096

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

東京都世田谷
区

6時間 平成25年8月24日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭（理科）

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年7月20日

平251001652299号

029-853-2096

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

東京都文京区

6時間 平成25年8月21日

60人

平成25年3月25日～
平成25年7月17日

6時間 平成25年8月23日

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭、養護教諭
小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭、養護教諭

6,000円

東京都文京区

教諭
養護教
諭
教諭
養護教
諭

6,000円

60人

平成25年3月25日～
平成25年7月19日

筑波大学

ゲノム情報を活用する遺伝子実
験の紹介

筑波大学

生徒のもつ科学的に誤った考え方の中には正しいことを学
んだあとにも根強く残るものがあることが知られています。受
理科を学ぶ児童生徒の誤概念と
講者それぞれから，児童生徒のもつ誤概念の例を持ち寄っ 鈴木
その克服法
ていただき，どのように克服を目指すか，成功例ばかりでな
く失敗例も含めて，解決方法を議論します。

筑波大学

亨（附属高等学校教諭）

スポーツマンは、そのほとんどがスポーツ障害の経験者で
す。用品の欠陥に起因する障害は減りましたが、未熟な指
導に起因する障害は減っていません。特に少年期のスポー
ツ障害は、スポーツライフの質と生涯にわたるＱＯＬを低下さ 田神 一美（体育系教授）
せる要因のひとつです。スポーツ障害を栄養学と衛生学の 徳山 薫平（体育系教授）
視点から見つめ、疫学＝流行病学の対象とすることで、ス
ポーツ指導が変われば子ども達のスポーツ障害予防につな
がって行くことを解説します。

筑波大学

子ども達のスポーツ障害を読み
解く

筑波大学

本講習では、まず、生態系の基盤となっている土壌につい
て、どのようにして土壌ができるのか、そのできた土壌はど
のようなはたらきを担っているのかについて解説します。そ
の上で、地球温暖化と土壌との関係性について講義を行い
生態系における土壌の役割を考
ます。また、放射性セシウムの土壌中の挙動についても最 東 照雄（副学長）
える～地球温暖化からセシウム
新の知見をもとに解説します。
田村 憲司（生命環境系教授）
汚染まで～
さらに講習会場となっている駒場キャンパス内の土壌を観
察し、土壌観察の方法を、実習を通して体得します。また、
土壌の持っている人に対する癒し効果についても概説しま
す。

筑波大学

筑波大学

学校トラブルの「解決」に向けて
～学校は何をすべきか？何をす
べきでないか？～
学校トラブルの「解決」に向けて
～学校は何をすべきか？何をす
べきでないか？～

様々な形で生じている学校に関するトラブルについて、法的
な解決の機能と限界とを中心に、学校や教員として対処す 星野 豊（人文社会系准教授）
べきこと、すべきでないことを考えていきます。
様々な形で生じている学校に関するトラブルについて、法的
な解決の機能と限界とを中心に、学校や教員として対処す 星野 豊（人文社会系准教授）
べきこと、すべきでないことを考えていきます。

平251001652306号
平251001652307号

029-853-2096

029-853-2096

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

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

身近な物質の不思議さ・面白さ

私達の周りの物は様々な物質から構成されています。例え
ば、自動車の車体には金属、プラスティックが、内部の機器
には半導体、磁性体が、その他にはセラミック（磁器）、高分
子材料、複合材料が使用されています。本講義では物質を
大嶋 建一（教育推進部特命教授）
人間との係りのもとで捉え、それぞれが持つ固有の性質、そ
の応用と用途を伝えます。実習では簡単な科学おもちゃ、例
えば、分光シートを用いた万華鏡を制作し自然光と蛍光灯
の違いを学びましょう。

東京都文京区

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・中等・特
別支援（小中）学
校教諭
（理科）

6,000円

20人 平成25年3月25日～
平成25年7月19日

平251001652310号

029-853-2096

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

筑波大学

アジア・太平洋戦争を考える

平和学習は戦争そのものを直視することから始まります。本
講習では、沖縄で起きた集団自決と教科書検定問題、広
島・長崎の原爆投下のリハーサルとして実施された模擬原
爆投下訓練、関東地方に残る陸軍・海軍航空基地などの戦
伊藤 純郎（人文社会系教授）
争遺跡を事例に、沖縄、京都、広島、関東地方という場か
ら、アジア・太平洋戦争を考えます。沖縄・広島・京都などの
修学旅行や平和学習に関する地域調査（フィールドワーク）
にも活用できる教材を提供します。

東京都文京区

6時間 平成25年8月23日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭
（社会）

6,000円

50人

平成25年3月25日～
平成25年7月19日

平251001652317号

029-853-2096

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

筑波大学

愛着（アタッチメント）は、親子関係のみならず、生涯にわた
る人との関係の持ち方や精神的な健康との関係について検
討されてきています。本講習では、愛着の定義をお伝えし、
愛着から発達を考える
～Circle of Securityを手がかりに 個人差、乳幼児から思春期にかけての愛着関係の変化や 安藤 智子（人間系准教授）
親子関係から仲間関係、教師との関係における愛着につい
～
て講義します。後半は、講義をふまえて、教育現場における
生徒指導について討議していただきます。

東京都文京区

6時間 平成25年8月23日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

30人 平成25年3月25日～
平成25年7月19日

平251001652323号

029-853-2096

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

東京都文京区

6時間 平成25年8月22日

教諭 小・中・高・中等・
養護教 特別支援学校教
諭、養護教諭
諭

6,000円

20人 平成25年3月25日～
平成25年7月18日

平251001652324号

029-853-2096

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

教諭 小・中・高・中等・
養護教 特別支援学校教
諭、養護教諭
諭

6,000円

20人

平成25年3月25日～
平成25年7月18日

平251001652325号

029-853-2096

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

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭
（音楽）

6,000円

20人

平成25年3月25日～
平成25年7月18日

平251001652326号

029-853-2096

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

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年7月18日

平251001652327号

029-853-2096

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

筑波大学

筑波大学

東洋医学的アプローチによる生
徒の健康管理

本講習では、東洋医学的治療の基本的考え方を通して、生
徒が訴える様々な症状（肩こり・腰痛・胃腸障害・月経異常・
不眠・スポーツによる傷害等）に対する見方について学んで
いきます。さらに、学校における生徒の健康管理に対する東 高橋 智（医学医療系教授）
洋医学の可能性について考えていきます。講義では、専門 星山 洋子（附属視覚特別支援学校教諭）
用語を極力避け、人体模型などを観察しながら説明し、鍼・
灸・マッサージの実演などを通じて、より具体的・体験的に講
習を進めます。

筑波大学

リハビリテーションの理論と実際

午前の講義では、わが国における医学的リハビリテーション
の理論と現状について学び、その課題や問題点を確認しな
工藤 康弘（附属視覚特別支援学校教諭
がら認識を深めます。午後の実技では理学療法の実践的な
山中 利明（附属視覚特別支援学校教諭）
方法論を学びながら、障害者（児）の自立支援のための基礎
的な技術の習得を目指します。

東京都文京区

6時間 平成25年8月22日

筑波大学

箏で「さくら」を弾こう

中学校学習指導要領では、これまで鑑賞だけであった和楽
器について、それを演奏することが明記されています。１８８
７（明治22）年の創設以来、本校は、視覚障害者の邦楽教育
に携わって来ました。その成果を元に、学習指導要領の趣 乗松 昌江（附属視覚特別支援学校教諭）
旨を活かすべく、箏の歴史や特性、扱い方、演奏法、子ども
たちにどのように教えたらよいかについて、実技講習を通し
て説明します。

東京都文京区

6時間 平成25年8月22日

筑波大学

最近、「食育」という言葉をよく耳にしませんか？ 法律もあ
ることを知っていますか？ 食事を楽しむ事ができることは、
食べる大切さ 食を見つめ直そう 心を豊かにし身体を強くすることに繋がります。幼児・児童・ 飯野 順子（特定非営利活動法人地域ケアさ
～障がいのある子どもたちの食 生徒が食べることに興味を持ち、見て触って体験し確かめて ぽーと研究所理事長、元筑波大学教授、元筑波 東京都文京区
育から学ぶ～
食材を理解し、食事を楽しみ、食への関心・意欲を育てる取 大学附属盲学校長）
り組みを、視覚・知的・肢体不自由別支援学校での実践を紹
介しながら考えていきます。

6時間 平成25年8月22日

筑波大学

視覚に障害のある生徒への体育指導は、基礎基本を大切
にすることから、一般の体育指導に役立つ要素や運動が苦
パラリンピックスポーツを体験しよ 手な子供の体育指導に関するヒントを多く含んでいます。本 原田 清生（附属視覚特別支援学校教諭）
う
講習では、ロンドンパラリンピックで団体競技初の金メダルを 寺西 真人（附属視覚特別支援学校教諭）
獲得したゴールボール競技を中心に、視覚障害者のスポー
ツを体験し、指導方法や配慮事項を学びます。

東京都文京区

6時間 平成25年8月21日

教諭

中・高・中等・特
別支援(中高)学
校教諭
（保健体育）

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年7月17日

平251001652328号

029-853-2096

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

筑波大学

本講習では、視覚障害者のために開発された商品・設備の
指先で知る日常生活のユニバー デザイン、支援技術を実際に体験し、その有効性や課題に
青松 利明（附属視覚特別支援学校教諭）
サルデザイン～五感を磨く体験 ついて学びます。日常生活の不便さを解消するユニバーサ
山口 崇（附属視覚特別支援学校教諭）
～
ルデザインの発見によって、子供たちに「便利さとは何か」を
伝える授業づくりの視点が得られます。

東京都文京区

6時間 平成25年8月22日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭

6,000円

20人

平成25年3月25日～
平成25年7月18日

平251001652329号

029-853-2096

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

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

筑波大学

心から心に響くうた

人はなぜ歌うのでしょう。言葉では言い尽くせない気持ちや
ことがらを音楽に託し、その音楽に再び言葉を乗せて、心を
大野 徹也（東京学芸大教授）
伝えようとします。ひとりで、ふたりで、そして４人、１０人、２０
小野山 幸夏（附属視覚特別支援学校教諭）
人と広がる、独唱・重唱・合唱の歌の世界を参加者全員で実
習・体現します。

東京都文京区

6時間 平成25年8月22日

筑波大学

教員のためのパソコン再入門（初
心者編）
～表計算ソフト・インターネットを
活用し、子どもへの指導をバー
ジョンアップ～

学校にパソコンはあるものの、授業や書類管理になかなか
活かせていない…そんな悩みはありませんか？本講習で
は、パソコンを活用しきれていない先生方を対象に、ワープ
ロ（Word）、表計算ソフト（Excel）の活用法や学校で活用でき
町田 多加志（附属駒場中学校主幹教諭）
るインターネットによる情報収集術を、一人１台のパソコンを
使った実習を交えながら、初心者にも分かり易く伝えます。
また、情報漏えいの原因となるパソコンのセキュリティ脅威
や、それを防ぐための手法についても学びます。

東京都世田谷
区

筑波大学

教員のためのパソコン再入門（初
心者編）
～表計算ソフト・インターネットを
活用し、子どもへの指導をバー
ジョンアップ～

学校にパソコンはあるものの、授業や書類管理になかなか
活かせていない…そんな悩みはありませんか？本講習で
は、パソコンを活用しきれていない先生方を対象に、ワープ
ロ（Word）、表計算ソフト（Excel）の活用法や学校で活用でき
町田 多加志（附属駒場中学校主幹教諭）
るインターネットによる情報収集術を、一人１台のパソコンを
使った実習を交えながら、初心者にも分かり易く伝えます。
また、情報漏えいの原因となるパソコンのセキュリティ脅威
や、それを防ぐための手法についても学びます。

筑波大学

前半は、新学習指導要領でなぜ資料の活用など統計が採
用されたかについての経緯に触れ、これまでの数学教育と
問題解決型統計教育の必要性～ 何が異なるかを解説します。
紙ヘリコプターで体験する初中等 後半は、エクセルに統計グラフ・分析機能を組み込んだフ
リーツールを配布して、4名一組のチームを作り、紙ヘリコプ
統計教育～
ターの性能を統計的に評価し、その改善をテーマとした簡単
な実習を行います。

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭
（音楽）

6,000円

20人

平成25年3月25日～
平成25年7月18日

平251001652330号

029-853-2096

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

6時間 平成25年8月23日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年7月19日

平251001652331号

029-853-2096

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

東京都世田谷
区

6時間 平成25年8月24日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年7月20日

平251001652332号

029-853-2096

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

東京都世田谷
区

6時間 平成25年8月24日

中・高・中等・特
別支援(中高)学
校教諭
(数学・理科・技術
家庭・情報）

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年7月20日

平251001652333号

029-853-2096

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

筑波大学

微生物は、私たちの健康や地球環境の維持に極めて大きく
かかわっていますが、その実態はあまり知られていません。
私たちのからだと地球を支える身
本講座では、腸内細菌が私たちの健康をどのように守って 星野 貴行（生命環境系教授、筑波大学附属駒
東京都世田谷
近なミクロワールド
いるのか、微生物が地球環境の維持や環境浄化にどのよう 場中・高等学校校長）
区
～食育、環境教育に役立つ微生
に役立っているのかなどについてわかりやすく紹介し、ホー 高谷 直樹（生命環境系教授）
物・バイオのはなし～
ムルームや総合学習などで食育や環境教育に役立つ情報・
題材を提供します。

6時間 平成25年8月24日

小・中・高・中等・
教諭
特別支援学校教
養護教
諭（理科）、養護
諭
教諭

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年7月20日

平251001652334号

029-853-2096

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

筑波大学

「環境問題」への関心は高く、授業に取り入れるなどの取り
組みをされている先生方もおられると思います。ここでは、普
段、報道などではなかなか知ることのできない環境問題の
環境問題の内側をのぞいてみる
只見 康信（東京大学サステイナビリティ学連携
内側について紹介します。
東京都世田谷
～環境汚染物質の研究、持続可
研究機構特任研究員）
前半は、環境汚染物質についての実際の研究内容（主とし
区
能性の考察
櫻井 健郎（国立環境研究所主任研究員）
て化学分野）を紹介し、化学物質のリスクの管理について考
えます。後半は、地球温暖化や生物多様性など、世界的な
「環境問題」の動きを考えます。

6時間 平成25年8月24日

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭（理科）

6,000円

40人 平成25年3月25日～
平成25年7月20日

平251001652335号

029-853-2096

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

筑波大学

「遠足の日の天気は？」「雨は１時間以内に降るの？」「修学
旅行の服装は？」「雷が鳴ったらどうする？」など，天気予報
を日常生活や学校での教育活動，防災・健康教育に生かす
楽しく学べるやさしい天気予報活 方法を楽しくわかりやすく学びます。専門的な知識がなくても
川崎 宣昭（附属高等学校教諭）
用術
やさしい解説と作業を行う講義・演習で，どなたでも受講可
能です。気象キャスター経験者から，天気予報が外れるパ
ターンや放送局での業務内容を知り，天気予報への興味関
心を高める講習です。

東京都世田谷
区

6時間 平成25年8月24日

幼・小・中・高・中
教諭 等・特別支援学
養護教 校教諭、養護教
諭
諭
（理科）

6,000円

72人 平成25年3月25日～
平成25年7月20日

平251001652336号

029-853-2096

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

東京都世田谷
区

6時間 平成25年8月24日

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭
（理科）

6,000円

150人 平成25年3月25日～
平成25年7月20日

平251001652337号

029-853-2096

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

筑波大学

ひとにも教えたくなる宇宙の話

椿 広計（情報・システム研究機構統計数理研
究所 教授）
椿 美智子（電気通信大学 教授）
岡本 基（情報・システム研究機構統計数理研
究所 特任研究員）

小惑星探査機「はやぶさ」、宇宙のはじまり、宇宙のはて、ブ
ラックホール、地球外生命、宇宙旅行、国際宇宙ステーショ
ン、宇宙飛行士……宇宙には子どもたちをひきつけるテーマ
阪本 成一（宇宙航空研究開発機構教授）
が満ち溢れています。ニュースでも触れる機会の多いこれら
の宇宙の話題を教室に導入するためのヒントをお伝えしま
す。

教諭

教諭

教諭

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

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

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

70人

平成25年3月25日～
平成25年7月20日

平251001652338号

029-853-2096

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

電話番号

ＵＲＬ

発達期のこころと行動
～小児科・精神科の視点から～

小児期から青年期にいたる発達途上のこどもや若者の心
理・精神学的問題について、小児科医・精神科医の視点か
ら最近のトピックを紹介します。精神科（石丸）からは、若者
に見られる主な精神疾患の特徴を解説し、特に近年におけ 石丸 昌彦（放送大学教授）
る鬱病の病像の変化に触れます。小児科（広瀬）からは、近 広瀬 宏之（横須賀市療育相談センター所長）
年大きな話題となり、学校現場でも対応を迫られている発達
障害（自閉症、ADHD、アスペルガー障害など）について、そ
の概念・現状・対応の原則などを概説します。

東京都世田谷
区

6時間 平成25年8月24日

附属小学校実践演習

【初等教育の授業と理論を学ぶ】午前は算数，午後は理科
について授業を行い，終了後に授業者がその教科の課題と
授業方法について講義を行います。そこでは，教材研究の
細水 保宏（附属小学校副校長）
仕方，学習意欲と問題意識の持たせ方，発問と板書の仕方
鷲見 辰美（附属小学校教諭）
などの1単元，1授業の作り方を具体的に講義します。そして
評価を行います。従って，参観者は2つの授業を参観できま
す。

東京都文京区

6時間 平成25年6月22日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭

6,000円

100人

平成25年3月25日～
平成25年5月18日

平251001652339号

029-853-2096

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

附属小学校実践演習

【初等教育の授業と理論を学ぶ】午前は国語，午後は道徳
について授業を行い，終了後に授業者がその教科の課題と
授業方法について講義を行います。そこでは，教材研究の
青木 伸生（附属小学校教諭）
仕方，学習意欲と問題意識の持たせ方，発問と板書の仕方
山田 誠（附属小学校教諭）
などの1単元，1授業の作り方を具体的に講義します。そして
評価を行います。従って，参観者は2つの授業を参観できま
す。

東京都文京区

6時間 平成25年6月29日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭

6,000円

100人

平成25年3月25日～
平成25年5月25日

平251001652340号

029-853-2096

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

附属小学校実践演習

【初等教育の授業と理論を学ぶ】午前は国語，午後は社会
について授業を行い，終了後に授業者がその教科の課題と
授業方法について講義を行います。そこでは，教材研究の
青山 由紀（附属小学校教諭）
仕方，学習意欲と問題意識の持たせ方，発問と板書の仕方
山下 真一（附属小学校教諭）
などの1単元，1授業の作り方を具体的に講義します。そして
評価を行います。従って，参観者は2つの授業を参観できま
す。

東京都文京区

6時間 平成25年8月4日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭

6,000円

100人

平成25年3月25日～
平成25年6月30日

平251001652341号

029-853-2096

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

附属中学校実践演習

【中等教育における授業研究】 主に中学校において各教科
を担当されている教員を対象とした講座です。当日、本校の
授業を参観し、その実践報告をもとに、研究協議や分析を行
金子 丈夫（附属中学校主幹教諭）
い、授業内容や指導方法等についての考察を深めていきま
小山 浩（附属中学校主幹教諭）
す。各教科の教材研究、授業計画、授業の工夫等さまざま
な内容に触れながら、教科教育における教師力の向上をめ
ざします。

東京都文京区

6時間 平成25年6月29日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭

6,000円

32人

平成25年3月25日～
平成25年5月25日

平251001652342号

029-853-2096

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

附属中学校実践演習

【中等教育における授業研究】主に中学校において各教科
を担当されている教員を対象とした講座です。本講座は、本
校で毎年開催している研究協議会に参加していただくという
金子 丈夫（附属中学校主幹教諭）
形式とし、講演会、研究授業、研究協議等の講習内容で行
小山 浩（附属中学校主幹教諭）
います。授業の実践報告をもとに、研究協議や分析を行い、
授業研究や指導方法等についての考察を深め、教科教育
における教師力の向上をめざします。

東京都文京区

6時間 平成25年11月9日

教諭

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭

6,000円

32人 平成25年3月25日～
平成25年10月5日

平251001652343号

029-853-2096

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

東京都文京区

6時間 平成25年6月29日

教諭

中・高・中等・特
別支援学校教諭
(中・高)

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年5月25日

平251001652344号

029-853-2096

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

東京都文京区

6時間 平成25年12月7日

教諭

中・高・中等・特
別支援学校教諭
(中・高)

6,000円

30人 平成25年3月25日～
平成25年11月2日

平251001652345号

029-853-2096

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

附属高等学校実践演習

附属高等学校実践演習

【充実した教科教育をめざして】土曜日に行っている１・２学
年の授業のようすを、２時間参観していただきます。その後、
教科ごとの分科会では、公開授業についての意見交換や、 川﨑 宣昭（附属高等学校教諭）
授業方法についての協議、授業の工夫についての紹介な 江原 一浩（附属高等学校教諭）
ど、よりよい授業作りのための話し合いを行います。
鈴木 亨（附属高等学校教諭）
石隈 利紀（人間系教授）

【充実した教科教育をめざして】本年度研究大会と同時開催
の形で行います。各教科とも、１時間または２時間の研究授
業を参観していただき、その後の分科会では、前半は研究
川﨑 宣昭（附属高等学校教諭）
授業についての意見交換を行い、後半は教科ごとのテーマ
江原 一浩（附属高等学校教諭）
に沿って協議し、指導方法や授業の工夫などについて検討
鈴木 亨（附属高等学校教諭）
していきます。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

筑波大学

【体験講座を通して学ぶ「筑駒の教育」】 一斉授業とは一味
違った体験講座プログラムを用意します。本校教員が行う講
座、本校生徒と一緒に参加するワークショップなど、いくつか
の講座から２講座を自由に選択します。ご自分の専門教科 濱本 悟志（附属駒場中学校副校長）
附属駒場中・高等学校実践演習
には関係なく、お選びいただけます。新たな学びのスタイル 大野 新（附属駒場中学校主幹教諭）
を体験していただく企画です。その後「筑駒の教育」を紹介
し、勤務校での様子と比較検討し、これからの学校教育の在
り方について議論を深めます。

筑波大学

【視覚に障害のある児童・生徒の学びを支える指導】 視覚
特別支援学校の幼・小・中・高の授業参観を中心としていま
す。視覚に障害のある幼児・児童・生徒に対する指導への
配慮や工夫をチェックシートに記録し、授業後、その記録や
附属視覚特別支援学校実践演習
疑問点などを中心に研究協議を行います。視覚に障害のあ
る幼児・児童・生徒への有効な指導方法や学校生活におけ
る支援の仕方を実践的に学ぶことができます。視覚障害の
歴史や進路についても触れます。

講習の開催地

時間数

講習の期間

電話番号

ＵＲＬ

平成25年3月25日～
平成25年7月22日

平251001652346号

029-853-2096

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

6時間 平成25年6月22日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

20人

平成25年3月25日～
平成25年5月18日

平251001652349号

029-853-2096

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

東京都文京区

6時間 平成25年6月22日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年5月18日

平251001652352号

029-853-2096

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

東京都文京区

6時間 平成25年11月2日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年9月28日

平251001652353号

029-853-2096

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

東京都板橋区

6時間 平成25年6月22日

教諭 小・中・高・中等・
養護教 特別支援学校教
諭
諭、養護教諭

6,000円

25人 平成25年3月25日～
平成25年5月18日

平251001652354号

029-853-2096

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

東京都板橋区

6時間 平成25年6月29日

教諭 小・中・高・中等・
養護教 特別支援学校教
諭
諭、養護教諭

6,000円

25人 平成25年3月25日～
平成25年5月25日

平251001652355号

029-853-2096

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

東京都板橋区

6時間 平成25年8月2日

教諭 小・中・高・中等・
養護教 特別支援学校教
諭
諭、養護教諭

6,000円

20人

平成25年3月25日～
平成25年6月28日

平251001652356号

029-853-2096

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

洋子（附属視覚特別支援学校主幹教諭）
裕志（附属視覚特別支援学校教諭）
東京都文京区
節子（附属視覚特別支援学校教諭）
利明（附属視覚特別支援学校教諭）

筑波大学

【知的障害児の自立をめざした教育の指導】知的障害のあ
る幼児児童生徒への有効な指導方法や学校生活における
支援の仕方を実践的に学ぶことができます。午前は、幼稚
部から高等部までの公開授業を参観します。午後は、第１講
附属大塚特別支援学校実践演習
義として、４学部のいずれか一つの講義を受講し、各学部の
概要、子どもの実態、指導方法の特色、教材教具の工夫な
どについて研修します。続く第２講義では、「支援部」による
地域支援の実践に関する講義を受講します。

高橋
安達
中村
根本

幸子（附属大塚特別支援学校教諭）
敬子（附属大塚特別支援学校教諭）
晋（附属大塚特別支援学校教諭）
文雄（附属大塚特別支援学校教諭）

筑波大学

【知的障害児の自立をめざした教育の指導】知的障害のあ
る幼児・児童・生徒への有効な指導方法や学校生活におけ
る支援の仕方を実践的に学ぶことができます。午前は、幼
稚部から高等部までの公開授業を参観します。午後は、第１
附属大塚特別支援学校実践演習
講義として、４学部のいずれか一つの講義を受講し、各学部
の概要、子どもの実態、指導方法の特色、教材教具の工夫
などについて研修します。続く第２講義では、「支援部」によ
る地域支援の実践に関する講義を受講します。

高橋
安達
中村
根本

幸子（附属大塚特別支援学校教諭）
敬子（附属大塚特別支援学校教諭）
晋（附属大塚特別支援学校教諭）
文雄（附属大塚特別支援学校教諭）

筑波大学

【肢体不自由児の通級指導～その役割と障害特性を踏まえ
た指導～】
当校で行っている肢体不自由児の通級による支援教室の
「体育」「算数」「書写」「情報」の授業を通して、肢体不自由
向山 勝郎（附属桐が丘特別支援学校教諭）
附属桐が丘特別支援学校実践演 児の運動面や認知面、見え方などの障害特性を踏まえた課
佐藤 孝二（附属桐が丘特別支援学校教諭）
習
題の設定の仕方や指導内容の選定、学習上の手だて、配
河野 文子（附属桐が丘特別支援学校教諭）
慮の方法について学びます。経験年数にかかわらず、小学
校の教員はもちろん特別支援学校の教員、さらには特別支
援教育コーディネーター、養護教諭の方も学んでいただけま
す。

筑波大学

認定番号

40人

武井
石井
高見
青松

【教室で生きる個別の指導計画】
当校主催の講習会「自立活動実践セミナー2013」(7/31～
8/2)の最終日に開設するⅠコースを受講していただきます。
城戸 宏則（附属桐が丘特別支援学校教諭）
附属桐が丘特別支援学校実践演 生活上・学習上の「配慮」や「手だて」を明確にし、授業等で
岡部 盛篤（附属桐が丘特別支援学校教諭）
習
生かすことを目的とした個別の指導計画の作成の方法を学
加藤 隆芳（附属桐が丘特別支援学校教諭）
んでいきます。公開授業（ＶＴＲ）や個別の指導計画の作成
の演習を多く取り入れ、経験の浅い方にも取り組みやすい
内容ですので、様々な校種・職種の方にお薦めいたします。

受講者募集期間

6,000円

6時間 平成25年8月26日

筑波大学

受講料 受講人数

小・中・高・中等・
特別支援学校教
諭

東京都世田谷
区

【肢体不自由児の教科指導におけるICTの活用】
学習活動において、肢体不自由児がICTを活用することは、
社会生活で限定されがちなことを補い、積極的な社会参加
の意義も大きいと考えられます。しかし、デバイスの設定や
類瀬 健二（附属桐が丘特別支援学校教諭）
附属桐が丘特別支援学校実践演 入力方法などの課題を解決する必要があります。本講習で
大川原 恒（附属桐が丘特別支援学校教諭）
習
は、肢体不自由児に対する情報教育やICT活用による支援
杉林 寛仁（附属桐が丘特別支援学校教諭）
方策について、実践事例を通して学んでいきます。他の障害
種や通常学級で学ぶ子どもの取り組みにも活かせる内容に
なっています。

対象職種 主な受講対象者

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

２１世紀に求められる教師とは

現代教育の多岐にわたる課題を解決するためには教育実
践力が必要である。本講習では、欧米の教育事情及び日本
における教育情勢を考察すると共に、NTOYをゲストスピー
カーとして招き、アメリカにおいてどのような教育を実践して 細田 満和子（共生科学部教授）
いるかを紹介する。これからの日本の教育及び教師のある 野口 桂子（共生科学部特任准教授）
べき姿を考えることで、どの学校種においても児童生徒の指
導に際して、教師のもつべき資質・能力に関して教師自らが
考察し理解を深めていくことを目的とする。

東京都渋谷区

美術科教育の今日性について

美術科教育の内容の充実化と現代化を図るための方法論
を総合的な活動と講義によって教授する。具体的には表現
領域の絵画（版画）と工芸を今回は取り上げ、制作体験を通
して教材開発の視点を明らかにし、技術的な側面を含めて
授業・指導の実際を紹介したい。さらに鑑賞領域の教材の
在り方や指導したい事柄について解説する。また、実践研究
の一端を紹介し講習全体を通して、教育内容の今日的な展
開についての理解を深めさせることを目的とする。

丸山
矢部
小林
小林

東京都八王子
市

18時間

学校における危機管理に対する養護教諭の役割について、
具体的に考える。学校管理下における児童・生徒の怪我に
対する最新の応急措置について学ぶ。また、院内学級の現
状及び対応、養護教諭として日常の養護実践を整理・分析
する意義を学び、実際の整理・分析方法を体験する。さら
に、学童期は、生涯に渡る望ましい食習慣形成のための重
要な時期である。児童の心身の健康な発育や、生活習慣予
防のための「食育」について学ぶ。

宮本 千津子（教授）
篠木 絵理（教授）
末永 由理（准教授）
砂村 京子（准教授）
小城 明子（准教授）
鈴木 礼子（准教授）
小澤 知子（講師）
原田 竜三（講師）
細田 明美（講師）
喜多村 健二（学生支援センター長）

東京都品川区

18時間 平成25年8月7日～
平成25年8月9日

小川 久貴子（看護学部教授）
小山 達也 （看護学部講師）

東京都新宿区

東京女子医科大
子どもの救急と危機管理
学

学校における不慮の事故や、麻疹やインフルエンザの大流
行など、学校内の救急対応と感染症対策は大きな課題と
なっております。本講習では、学校安全や危機管理の立場
から、子どもや教職員の救急に対して、生命に関わる症状 武田 宗和（医学部講師）
に対する基本的な救急処置(特に心肺蘇生）の考え方と方法 大友 陽子（看護学部兼担講師）
を学びます。さらに、集団感染を防止するための日常の感染
対策と、集団感染発生時の対応について講義と実習を交え
て理解を深めます。

東京女子医科大 慢性疾患のある子どもの理解と
学
支援

現代は慢性疾患を抱えながら地域社会で生活する子どもが
増加しています。慢性疾患のある児童や生徒にとって、1日
の大半を過ごす学校生活が安全で快適であるためには、周
舟塚 真（医学部准教授）
囲の人々が疾患を正しく理解し、適切に関わることが不可欠
関森 みゆき（看護学部准教授）
です。本講習では、学校に通う子どもにみられがちな慢性疾
奥野 順子 （看護学部講師）
患について学びます。さらに、子どもや家族の、病気と共に
生きていくうえでの体験を学び、医療と教育現場との連携に
ついて理解を深めます。

桐朋学園大学

「打つ」ことは、人間の身体と密接に結びついています。打楽
器についての基礎知識や実際の演奏法や学習方法、そして
アレンジ法などを学びます。研修の最後には、受講生のみな
さんにアレンジして頂いた作品の試演を中心としたワーク
ショップも行います。

星槎大学

多摩美術大学

東京医療保健大
子どもの医療と食育
学

東京女子医科大 子どもの発達における心と身体
学
の問題と支援

打楽器講座 -打つ・学び・創る-

学童期から思春期は、子どもの基礎的な健康をはぐくむ極
めて重要な時期であると同時に、大人になっていくことに対
する理想と現実のギャップに悩みながら 精神的、身体的に
大きく成長する人生の重要な時期です。本講習では、思春
期における性を中心とした身体の発達の理解と健康問題、
子どもの心の発達とメンタルヘルスについて自殺予防を中
心に学習し、これらを支援する教員の役割について理解を
深めます。

浩司（美術学部教授）
亜矢（東京芸術大学非常勤講師）
裕児（美術学部教授）
光男（美術学部教授）

関田 英二(教授)
谷 茂樹(教授)
塚田 吉幸(准教授)
沼野 雄司(准教授)
中村 友子(非常勤講師)
藤井 里佳(非常勤講師)
正門 憲也(非常勤講師)

対象職種 主な受講対象者

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

7,000円

200人

平成25年3月18日～
平成25年9月30日

平253000752213号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

25,000円

30人

平成25年4月8日～
平成25年5月8日

平253018751764号

042-679-5629

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

養護教
養護教諭
諭

20,000円

20人 平成25年3月18日～
平成25年7月19日

平253019650779号

03-5421-7655

http://www.thcu.ac.
jp

6時間 平成25年8月7日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

10,000円

40人

平成25年3月16日～
平成25年6月30日

平253020751771号

03-3357-4804

http://www.twmu.ac.
jp/

東京都新宿区

6時間 平成25年8月8日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

10,000円

40人 平成25年3月16日～
平成25年6月30日

平253020751772号

03-3357-4804

http://www.twmu.ac.
jp/

東京都新宿区

6時間 平成25年8月9日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

10,000円

40人 平成25年3月16日～
平成25年6月30日

平253020751773号

03-3357-4804

http://www.twmu.ac.
jp/

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭(音楽)

20,000円

60人

平成25年3月16日～
平成25年5月31日

平253022051168号

03-3307-4122

http://www.tohomusi
c.ac.jp

東京都調布市

6時間 平成25年10月20日

18時間

平成25年8月1日～
平成25年8月3日

平成25年8月6日～
平成25年8月8日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

受講料 受講人数

教諭

教諭

高等学校（美術・
工芸）、中学校
（美術）、小学校
（図工）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

日本女子体育大
ダンスと体つくり運動の指導法
学

講習の概要

担当講師

加藤昭（体育学部教授）
島内敏子（体育学部教授）
笹本重子（体育学部教授）
心身を解放し全身でリズムやイメージの世界に没入して踊る 松山善弘（体育学部教授）
ことの楽しさを味わい、表現するダンスの指導法を学ぶ。そ 髙野美和子（体育学部講師）
須甲理生（体育学部講師）
して、ダンスに活かす「体つくり運動」の指導法を学ぶ。
岩淵多喜子（体育学部講師）
畔柳小枝子（体育学部非常勤講師）
港ゆりか（体育学部非常勤講師）

武蔵大学

主体的な学び手を育てる指導方法や授業改善、そして校内
研究に活かせる省察の方法を国語教育と教師教育の専門
家から実践的に学ぶ。特に、OECDがこれからのグローバル
武田 信子（人文学部教授）
参加型で学ぶ実践的な言語活動 社会に生きる地球人の力として挙げている3つの力－①自
佐藤 広子（目白大学外国語学部日本語学科
律的に行動する能力②社会的な異質の集団における交流
の指導
准教授）
能力③社会・文化的、技術的ツールを相互作用的に活用す
る能力－をつけるための国語の授業の進め方を具体的に
学ぶ。

武蔵大学

中等社会科－学習指導のコツ

中等教育段階で、市民育成の視点から社会科(公民科・地
歴科)の在り方を探究します。前半は世界や日本の今日的
状況に照らして社会科教育の課題を再定義し、後半は地
歴・公民の各分野での具体的な実践に即しつつ授業づくり
のコツや工夫を紹介する予定です。参加者間の交流やディ
スカッションも加え、社会科実践のエンパワーをはかります。

講習の開催地

東京都世田谷
区

時間数

18時間

講習の期間

平成25年8月5日～
平成25年8月7日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

教諭

中学校・高等学
校教諭（保健体
育）

18,000円

30人

受講者募集期間

平成25年5月7日～
平成25年5月31日

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平253023151592号

03-3300-2257

http://www.jwcpe.ac
.jp

東京都練馬区

6時間 平成25年8月5日

教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校の国語科教諭

6,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年5月31日

平253024251966号

03-5984-3713

http://www.musashi.
ac.jp/

東京都練馬区

6時間 平成25年8月5日

教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校の社会科・地
歴科・公民科教
諭

6,000円

20人

平成25年3月16日～
平成25年5月31日

平253024251967号

03-5984-3713

http://www.musashi.
ac.jp/

英文速読と音読・シャドーイング
指導のノウハウ

教室での指導にすぐにでも役立つ、リーディング指導のノウ
ハウとリスニング基礎力のトレーニング法を紹介します。
前半では、読解力育成の効果的な指導法として、スピードを
意識しながら英文をかたまりごとに順次イメージするチャンク
湯舟 英一（東洋大学総合情報学部教授）
リーディングと、読解スピード向上のための音読、さらに
CALL教室でのシャドーイング指導を、演習を交えながら紹
介し、後半では、英語音声変化を大量に含むTOEIC問題の
スクリプトを利用したWeb教材による繰り返し音読訓練を通し
て英語聴力の向上を目指します。

東京都練馬区

6時間 平成25年8月5日

教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校の英語科教諭

6,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年5月31日

平253024251968号

03-5984-3713

http://www.musashi.
ac.jp/

「情報処理」・「ビジネス実務」の
指導法

平成25年度入学生から年次進行により実施される高等学校
新学習指導要領における教科「商業」の改訂のねらいを踏
まえて、前半では、商業教育における情報処理教育の在り
髙橋 則雄（人文学部客員教授）
方について考察し、後半では、新設科目「ビジネス実務」の
荻野 欣男（経済学部非常勤講師）
(3)ビジネス英語に焦点を絞り、その内容の構成および取扱
いについて学習する。この講習を通じて、参加者間の交流
や情報交換を図りたい。

東京都練馬区

6時間 平成25年8月5日

教諭

高等学校の商業
科教諭

6,000円

20人

平成25年3月16日～
平成25年5月31日

平253024251969号

03-5984-3713

http://www.musashi.
ac.jp/

武蔵大学

国際化社会における日本の言
語・文化

わが国は歴史上外来文化を積極的に受容しつつ独自の文
化を育んできた。夏目漱石は西欧文明との衝突に真剣に向
き合った作家で、漱石「現代日本の開化」等の国語教材は
文化交流の観点から再評価できる。また、論理的な表現は 大野 淳一（人文学部教授）
海外への情報発信においても重要であるが、コミュニケー
小川 栄一（人文学部教授）
ションの理論により国語教材の文章を分析し、論理的表現
の指導に役立てる。本講座では上記の観点に立って教材の
読解と教員指導力の向上を目的とする。

東京都練馬区

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校の国語科教諭

6,000円

20人

平成25年3月16日～
平成25年5月31日

平253024251970号

03-5984-3713

http://www.musashi.
ac.jp/

武蔵大学

本講座では、社会科公民分野におけるメディア・リテラシー
に関する学習内容の取り扱いを検討する。社会科には、教
科の学習内容としてメディアについて学ぶ機会がある。例え
中橋 雄（社会学部教授）
社会科で取り扱うメディア・リテラ ば、政治とメディア、人権とメディア、ジェンダーとメディア、情
佐和 伸明（千葉県柏市立教育研究所・指導主 東京都練馬区
シー
報社会とメディアなどについてである。こうした内容とメディ
事）
ア・リテラシーの関わりについて学習者の理解を深めるため
に、言語活動や実習的要素を取り入れた実践のあり方を考
えたい。

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校の社会科・地
歴科・公民科教
諭

6,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年5月31日

平253024251971号

03-5984-3713

http://www.musashi.
ac.jp/

武蔵大学

武蔵大学

和井田 清司（人文学部教授）
二谷 貞夫（上越教育大学名誉教授）
小林 汎（人文学部非常勤講師）
田中 祐児（人文学部非常勤講師）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

コミュニケーション能力育成と読
解教材

コミュニケーション能力育成に主眼を置く英語教育におい
て、読解教材はどのように活用したらよいのか、理論と実践
両面から考察することが本講習のおもな内容である。具体
的には、コミュニケーション能力とはどのような能力なのかを
理論に基づいて解釈することからはじめて、リーディングとは
高橋 和子（人文学部非常勤講師）
どのような技能なのかをとらえ直す。その上で、実際に教材
を用いながら、読解教材のジャンルの違いを考慮した授業
展開を考えていく。講義と演習 （受講者同士が意見を交換
するグループ活動）両方を取り入れた形式で行う予定であ
る。

東京都練馬区

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校の英語科教諭

6,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年5月31日

平253024251972号

03-5984-3713

http://www.musashi.
ac.jp/

武蔵大学

企業会計の役割と最近の動向

簿記、会計システムにより生成される会計情報のあり方は、
情報作成主体である企業および利用主体（企業自身、投資
家、規制機関等々）の環境変化に伴い大きく変化する。この 山田 純平（明治学院大学経済学部准教授）
講習では、財務会計（制度会計）、管理会計の観点から、会 荒田 映子（経済学部教授）
計情報とその利用に関する最近の動向や問題点を、研究成 目時 壮浩（経済学部専任講師）
果をまじえながら解説する。一部の授業ではゼミの形態をと
り、ディスカッションも行う予定である。

東京都練馬区

6時間 平成25年8月6日

教諭

高等学校の商業
科教諭

6,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年5月31日

平253024251973号

03-5984-3713

http://www.musashi.
ac.jp/

武蔵大学

産業経済と科学技術の進展は物質的に豊かな現代生活を
実現してきた。しかし、その結果として人類がこれまでに経
験したことのない新たな社会問題としての地球環境問題に
直面することとなった。本講習では、状況の変化が著しい地
丸橋 珠樹（人文学部教授）
生態学から見た地球環境問題と
球環境問題の広がりを紹介することによって、直接的には環
藥袋 佳孝（人文学部教授）
現代社会における核エネルギー
境教育に対して、間接的には教科教育等におけるバック
ボーンとして本講習の学びを役立てていただきたいと考えて
いる。エネルギー問題、食糧問題など現代社会の諸問題と
の関係も含め、より深い理解に到達することを目的とする。

東京都練馬区

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校の教諭

6,000円

40人 平成25年3月16日～
平成25年5月31日

平253024251974号

03-5984-3713

http://www.musashi.
ac.jp/

武蔵大学

ヨーロッパ文化の伝統と現在

グローバリゼーションが進む現代社会において、学校教員
が最新の世界情勢を踏まえて、文化や歴史を幅広く奥深くと
らえる力を養い、日々の教科指導や生徒指導に役立てるこ
平林 和幸（人文学部教授）
とが求められている。本講座では、欧州の文化、美術、音楽
香川 檀（人文学部教授）
に関する最新の研究を切り口とし、学問的に深く掘り下げる
光野 正幸（人文学部教授）
体験を通して、教員が生徒たちのインターナショナルに広が
る興味・関心に応えうる力の獲得を目指し、その力を日々の
教育活動に生かす工夫を考える。

東京都練馬区

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校の教諭

6,000円

40人

平成25年3月16日～
平成25年5月31日

平253024251975号

03-5984-3713

http://www.musashi.
ac.jp/

明治大学

教師への支援と子ども理解

本講座は、心理検査・心理査定の手法の基礎について学ぶ
とともに、それらを用いて子どもを理解する方法について理
高瀬由嗣（文学部准教授）
解を深める。また、カウンセリングを保護者対応と学級経営
諸富祥彦（文学部教授）
にいかすためのポイントについて学ぶ。これらの学習によ
り、教師の実践的な能力を高めることを目的とする。

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭，高等
学校教諭

7,000円

50人 平成25年4月1日～
平成25年5月10日

平253024751092号

03（3296）4423

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

子どもの育ちと学びの支援

以下のテーマを取り上げながら、子どもの育ちと学びの過
程、および学校や教師の役割について、より多面的にとらえ
る視点を養います。①子育て支援の実践と虐待を受けた子
どもに対する関わりのポイント②スクールカウンセラーと教
員がチームとなって特別支援教育にたずさわる際のポイント
③授業実践と学習意欲および教育方法の歴史。このうち、
②と③はいずれか選択となります。詳細については、ＨＰな
いしパンフレットをご覧ください。

武田洋子（財団法人小平記念日立教育振興財
団日立家庭教育研究所研究員）
伊藤直樹（文学部教授）
松田美登子（東京富士大学経営学部准教授）
伊藤貴昭（北陸大学未来創造学部専任講師）
山下達也（長崎総合科学大学教職課程専任講
師）

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭，高等
学校教諭

7,000円

50人

平成25年4月1日～
平成25年5月10日

平253024751093号

03（3296）4423

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

授業改革の視点と方法

授業観と学問観の捉え直しを目指します。以下の5クラスか
ら1つを選択。詳細はHP等を参照。
①英語 「自律した学習者を育てる英語授業」，「コミュニ
ケーション能力の育成を目指す英語の文法指導」
②理科 「理科教育の果たす役割」，「大学 実践家 教え子
（生徒）がともに開発する理科教材」
③社会・地歴・公民 「歴史把握の方法」，「生徒が主体的に
取り組む公民科の取り組み」
④国語 「古典の授業」，「表現の授業」
⑤数学 「生徒とともに作る数学の授業を目指して」，「空間
図形の証明と模型作り」

尾関直子（国際日本学部教授）
久保田俊彦（文学部准教授）
遠藤雪枝（文学部非常勤講師）
峯岸文男（理工学部非常勤講師）
村岡篤（文学部教授）
渡辺賢二（文学部非常勤講師）
山田朗（文学部教授）
佐藤義雄（文学部教授）
山﨑健司（文学部教授）
佐藤英二（文学部教授）
阿原一志（理工学部准教授）

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月9日

教諭

小・中・高の「英
語」「理科」「社
会」「国語」「数
学」担当教諭

7,000円

150人

平成25年4月1日～
平成25年5月10日

平253024751094号

03（3296）4423

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

武蔵大学

明治大学

明治大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

早稲田大学

早稲田大学

早稲田大学

早稲田大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

生徒指導については、近年注目を集めているゼロトレランス
（妥協なき指導法）をとりあげて考察する。ゼロトレランスの
理論と方法について解説したうえで、代表的な賛成意見と反
対意見を整理することにより、現在求められている生徒指導
三村 隆男（大学院教職研究科 教授）
生徒指導・キャリア教育の実践と
の在り方を考える。キャリア教育については、中央教育審議
佐藤 隆之（教育・総合科学学術院 教授）
課題
会答申や文部科学省の報告書を辿りながら、わが国の学校
教育におけるキャリア教育導入の意義について考える。ま
た、小・中・高等学校など、各学校においてのキャリア教育を
教育計画に活かす方法について事例をふまえ講義する。

学級力を育てる授業づくり・集団
づくり

この講習では、子どもの社会性や人間関係力の低下、さら
にいじめの頻発や学級内の規律の低下等、支え合い認め合
う仲間づくりに関わる諸問題の解決が求められる中、学級経
営における集団づくりの新しい手法として開発した、「学級力
田中 博之（大学院教職研究科 教授）
向上プロジェクト」の理論と実践について具体的に解説す
る。学級力アンケートやレーダーチャートの活用法とそのた
めの授業づくりについて、豊富な資料や写真等を用いて理
解を深められるようにする。

講習の開催地

東京都新宿区

時間数

講習の期間

6時間 平成25年8月21日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

1次募集：平成25年4月
16日～平成25年4月25
平2550人 日
302582次募集：平成25年5月
51053号
23日～平成25年5月31
日

03-5286-3838

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

教諭

小学校・中学校
教諭

6,000円

1次募集：平成25年4月
16日～平成25年4月25
平25日
50人
302582次募集：平成25年5月
51054号
23日～平成25年5月31
日

03-5286-3838

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

6,000円

1次募集：平成25年4月
16日～平成25年4月25
平2550人 日
302582次募集：平成25年5月
51056号
23日～平成25年5月31
日

03-5286-3838

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

教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校 教諭

東京都新宿区

6時間 平成25年8月21日

東京都新宿区

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校 英語科教諭

現在、学級に集う児童の対人関係がうまく形成されず、一斉
の授業や活動の展開が難しく、さらに学級が集団として成立
しない、という問題が増加している。本講座では、学級内に
学級集団育成に生かすソーシャ ルールとリレーションを統合して確立していくことで学級づくり 河村 茂雄（教育・総合科学学術院 教授）
ル・スキル・トレーニング（小学校 を展開していく考え方・方法論を、学級集団分析尺度Q-Uを 苅間澤 勇人（岩手県立盛岡農業高等学校 教 東京都新宿区
活用して解説する。さらに、その具体的な手法として、学校 諭）
教諭対象）
生活のあらゆる場面を捉えて、学級で行うソーシャル・スキ
ル・トレーニングの考え方と展開のあり方について、演習方
式で取り組んでいくものである。

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

1次募集：平成25年4月
16日～平成25年4月25
平2535人 日
302582次募集：平成25年5月
51057号
23日～平成25年5月31
日

03-5286-3838

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

教諭

小学校・中学校
教諭

6,000円

1次募集：平成25年4月
16日～平成25年4月25
平2550人 日
302582次募集：平成25年5月
51058号
23日～平成25年5月31
日

03-5286-3838

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

英語音声指導としては、音声そのものに焦点を当てる必要
度が比較的高い音声指導（音読指導、リスニング指導）もあ
れば、音声上の正確さをさほど問題にする必要がない種類
の音声指導（ディベートなどの、伝達内容中心のスピーキン
松坂 ヒロシ（教育・総合科学学術院 教授）
音声学を応用した英語音声指導
グ指導）がある。本講習は前者を扱う。英語音声学の基本
（分節音、プロソディー）を押さえたのち、そうした知識を使っ
ての音声指導の方法を論ずる。

子どもの認識と授業づくり

授業では、子どもたちが身につけてしまっている「誤った知
識」を考慮する必要がある。小学校・中学校の内容からその
実例を豊富に示し、さらにその修正方法を論じる。それを元 麻柄 啓一（教育・総合科学学術院 教授）
にして「知識」とは何か、「できること」と「わかること」の違い
等、授業をつくる場合に必要なことを論じる。

東京都新宿区

6時間 平成25年8月22日

国語教育の課題と創造

学習者の興味・関心を喚起しつつも、国語科の確かな学力
が育成できるような国語教育が求められている。学習指導
要領の改訂や新しい教科書が話題になるいま、改めて国語
教育の本質的な課題を明らかにしてみたい。本講座では、 桑原 隆（教育・総合科学学術院 特任教授）
国語教育の理論・実践それぞれに目配りをしながら今日的 町田 守弘（教育・総合科学学術院 教授）
な課題を確認したうえで、いかに効果的な国語教育を創造
するのかという点に関しての具体的な提案を試みる。講座の
前半を桑原、後半を町田が担当する。

東京都新宿区

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校・
中等教育学校
国語科教諭

6,000円

50人

1次募集：平成25年4月
16日～平成25年4月25
平25日
302582次募集：平成25年5月
51059号
23日～平成25年5月31
日

03-5286-3838

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

早稲田大学

アメリカの教育を取り巻く状況の
テキストを読む

週刊誌Timeの中の、アメリカの教育の現状に関する記事を
読む。落ちこぼれの現状、落ちこぼれゼロの策、教員に対す
るシビアな評価のやり方の問題、公立学校のレベル低下の
問題、等々の記事を読むことを予定している。英語で長い記 寺沢 みづほ（教育・総合科学学術院 教授）
事を読んで読解力にさらに磨きをかけることと、アメリカの教
育の現状に照らしながら、日本の教育を見直してみること
を、到達目標にしている。

東京都新宿区

6時間 平成25年8月22日

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校 英語科教諭

6,000円

50人

1次募集：平成25年4月
16日～平成25年4月25
平25日
302582次募集：平成25年5月
51060号
23日～平成25年5月31
日

03-5286-3838

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

早稲田大学

現代自然科学の現状

東京都新宿区

6時間 平成25年8月22日

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校 理科教諭

6,000円

1次募集：平成25年4月
16日～平成25年4月25
平2550人 日
302582次募集：平成25年5月
51061号
23日～平成25年5月31
日

03-5286-3838

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

早稲田大学

早稲田大学

理学科地球科学専修と生物学専修の２名ずつの教員の専
門分野を中心に、国内外の新しい知見を解説する。地球科
学の分野では、「惑星地球の進化」や「地震と活断層」につ
いて、生物学の分野では、「脳と生命現象」や「生命とエネル
ギー」について取り上げる予定である。

筒井 和義（教育・総合科学学術院 教授）
小笠原 義秀（教育・総合科学学術院 教授）
高木 秀雄（教育・総合科学学術院 教授）
園池 公毅（教育・総合科学学術院 教授）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

早稲田大学

早稲田大学

早稲田大学

早稲田大学

早稲田大学

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

東京都新宿区

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校 教諭

学級集団育成に生かすソーシャ
ル・スキル・トレーニング（中学
校・高等学校教諭対象）

現在、学級に集う生徒の対人関係がうまく形成されず、一斉
の授業や活動の展開が難しく、さらに学級が集団として成立
しない、という問題が増加している。本講座では、学級内に
ルールとリレーションを統合して確立していくことで学級づくり 河村 茂雄（教育・総合科学学術院 教授）
を展開していく考え方・方法論を、学級集団分析尺度Q-Uを 苅間澤 勇人（岩手県立盛岡農業高等学校 教 東京都新宿区
活用して解説する。さらに、その具体的な手法として、学校 諭）
生活のあらゆる場面を捉えて、学級で行うソーシャル・スキ
ル・トレーニングの考え方と展開のあり方について、演習方
式で取り組んでいくものである。

6時間 平成25年8月23日

教諭

学校図書館を活用した授業プラ
ン作り

学習指導要領総則では指導計画等作成にあたって配慮す
べき点として学校図書館の利活用を図り生徒の学習・読書
活動を充実させることを挙げています。この指針を受けて本
雪嶋 宏一（教育・総合科学学術院 准教授）
講習では本学教育学部学生読書室を「学校図書館」とみな
須永 和之（國學院大學 准教授）
して図書館資料を利活用してワークショップ形式で新たな授
業プランを作成し相互評価しながら情報共有を図っていくも
のです。

6時間 平成25年8月23日

講習の名称

講習の概要

担当講師

近代国家における学校教育制度の要件とは何か、どのよう
な時代的な要請に基づいて、また、どのような歴史的な経緯
を経て成立したのかについて、わが国の場合には明治維新
藤井 千春（教育・総合科学学術院 教授）
学校教育の制度と歴史―日本と と第二次世界大戦後の改革について、西洋の場合にはフラ
湯川 次義（教育・総合科学学術院 教授）
ンス、イギリス、ドイツ、アメリカを比較することにより明らか
西洋―
長島 啓記（教育・総合科学学術院 教授）
にする。また、現在の各国における学校教育制度を比較し、
各国が抱える問題に対してどのような教育改革が試みら
れ、進められているのかを紹介する。

国語の三領域─現代文、古文、漢文─を、言語のレベルか
ら光を当て、新たな観点から再認識するための講座です。現
代語と古典語については、日本語学の最新の知見に基づ
内山 精也（教育・総合科学学術院 教授）
「国語」のことば―語彙、文法、文 き、教育の現場でいますぐ活用可能な新しい視点と方法を
松木 正恵（教育・総合科学学術院 教授）
教授します。漢文については、漢文がなぜ国語なのかという
章、文体―
仁科 明（教育・総合科学学術院 准教授）
原理的な問題を問い返し、日本語各種文体における漢文訓
読体について講義します。

数学的活動に相応しい教材づくり

一つの問題解決という設定での数学的活動は、端的にいえ
ば「数学『的』活動」、すなわち「数学の傾向がうかがえる活
動」から「数学の活動」への変容が意図されています。では、
渡邊 公夫（教育・総合科学学術院 教授）
従来の教材にどのような要素を加味すると新学習指導要領
で言及されている数学的活動となるのか、具体例を交えて
解説します。

国立美術館が文部科学省の共催を得て毎年実施している、
美術館と学校の連携の推進を目的とした鑑賞教育について
独立行政法人国 美術館を活用した鑑賞教育の充
の研修。２日間の研修内容はギャラリートーク分析、ワール
立美術館
実のための指導者研修
ド・カフェ、グループワークによる鑑賞授業研究など。なお、
一般公募は実施していない。

講習の開催地

東京都新宿区

時間数

電話番号

ＵＲＬ

03-5286-3838

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

中学校・高等学
校・中等教育学
校 教諭

6,000円

1次募集：平成25年4月
16日～平成25年4月25
平2535人 日
302582次募集：平成25年5月
51063号
23日～平成25年5月31
日

03-5286-3838

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

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校 教諭

6,000円

30人

1次募集：平成25年4月
16日～平成25年4月25
平25日
302582次募集：平成25年5月
51064号
23日～平成25年5月31
日

03-5286-3838

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

6,000円

1次募集：平成25年4月
16日～平成25年4月25
平25日
50人
302582次募集：平成25年5月
51065号
23日～平成25年5月31
日

03-5286-3838

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

6,000円

1次募集：平成25年4月
16日～平成25年4月25
平2550人 日
302582次募集：平成25年5月
51066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4月1日～
平成24年4月19日

平257000951906号

03-3214-2591

http://www.artmuseu
ms.go.jp

40人 平成25年6月3日～
平成25年7月31日

平257002351882号

03-6407-7714

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

6時間 平成25年8月23日

教諭

東京都新宿区

6時間 平成25年8月23日

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校 数学科教諭

平成25年7月29日～
平成25年7月30日

教諭

小学校教諭、小
学校図画工作専
科教諭、中学校
美術教諭

18時間 平成25年8月20日～
平成25年8月22日

教諭

小学校教諭

塩見みづ枝（文部科学省初等中等教育局教育
課程課長）
大金伸光（文部科学省初等中等教育局教育課
教員が体験活動の意義について理解するとともに、児童 程課教育課程企画室長）
の集団宿泊活動を効果的に実施するための基本的な体験 宮川八岐（國學院大學教授）
独立行政法人国 教科指導、生徒指導に生かす体
活動指導技術を実習を通して身につける。また、学習指導 辰野裕一（国立文化財機構理事）
東京都渋谷区
立青少年教育振 験活動の指導（国立オリンピック
要領における体験活動の取扱いを理解し、教育課程の編成 佐藤浩樹（文部科学省スポーツ・青少年局学校 代々木
興機構
記念青少年総合センター）
や教育活動に体験活動を取り入れる方法を講義や演習を通 健康教育課安全調査官）
して習得する。
進藤哲也（国立青少年教育振興機構本部教育
事業部企画推進課長）
北見靖直（国立青少年教育振興機構教育事業
部事業課長兼指導主幹）

認定番号

6,000円

東京都新宿区

12時間

受講者募集期間

1次募集：平成25年4月
16日～平成25年4月25
平25日
50人
302582次募集：平成25年5月
51062号
23日～平成25年5月31
日

中学校・高等学
校・中等教育学
校 国語科教諭

一條 彰子（東京国立近代美術館 主任研究
員・独立行政法人国立美術館 主任研究員）
東良 雅人（国立教育政策研究所教育課程研
究所センター研究開発部 教育課程調査官・文 東京都千代田
部科学省初等中等教育局 教育課程課教科調 区
査官）
奥村 高明（聖徳大学 児童学部 児童学科
教授）

受講料 受講人数

0円

18,600円

67人

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

塩見みづ枝（文部科学省初等中等教育局教育
課程課長）
大金伸光（文部科学省初等中等教育局教育課
教員が体験活動の意義について理解するとともに、児童 程課教育課程企画室長）
の集団宿泊活動を効果的に実施するための基本的な体験 林尚示（東京学芸大学准教授）
独立行政法人国 教科指導、生徒指導に生かす体
東京都渋谷区
活動指導技術を実習を通して身につける。また、学習指導 寺脇研（京都造形芸術大学教授）
立青少年教育振 験活動の指導（国立オリンピック
要領における体験活動の取扱いを理解し、教育課程の編成 佐藤浩樹（文部科学省スポーツ・青少年局学校 代々木
記念青少年総合センター）
興機構
や教育活動に体験活動を取り入れる方法を講義や演習を通 健康教育課安全調査官）
進藤哲也（国立青少年教育振興機構本部教育
して習得する。
事業部企画推進課長）
北見靖直（国立青少年教育振興機構教育事業
部事業課長兼指導主幹）

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

18時間 平成25年12月27日～
平成25年12月29日

教諭

小学校教諭

18,600円

40人 平成25年9月18日～
平成25年10月31日

平257002351883号

03-6407-7714

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

18時間 平成25年8月2日～
平成25年8月4日

教諭

幼・小・中・高教
諭

19,800円

30人 平成25年 3月16日～
平成25年 7月16日

平257002351884号

03-6407-7713

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

独立行政法人国
立青少年教育振 生徒指導
興機構

いじめ、不登校、非行、校内暴力、発達障害等、現在の学校
現場で抱える様々の問題に、教師が向き合っていくには、最
新の生徒指導に関する知識や教育相談技法、カウンセリン
グ技術等の取得が必要である。
この研修の目的は、学校現場での指導力向上にある。そし
て、一人一人の子どもの将来を預かる教師という職業に、今
何が求められているのか、あらためて見つめなおす機会とも
なる研修を目指す。

新井 肇（兵庫教育大学大学院教授） 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） 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（文部科学省初等中等教育局長）
東京都渋谷区
バーンズ亀山静子（早稲田大学講師） 丸山
代々木
隆（栃木県教育研究所相談部長） 七条正典
（香川大学教授） 花輪敏男（共栄大学客員教
授・FR教育臨床研究所） 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） 藤崎育子（開善塾教育相談研究
所相談部長）

公益財団法人大
教育内容の充実
学セミナーハウス

欧米VS日本の「近代化」の実態をとらえ返しながら、主として
異文化コミュニケーション・国際交流（「世界の中の日本」）、
「いじめ」をはじめとする子どもの問題行動、教師の態度決
定（「子どもを守るために、今、教師・大人は何をすべきか」）
などの具体相を掘り下げ、あわせて現代日本の学校教育の
理念的方向性を展望する。

安田忠郎（大学セミナーハウス教員免許更新セ
ンター長）
小川彩子（州立シンシナティ大学ＵＣＢＡ助教
東京都八王子
授）
市
吉田真史（東京都市大学知識工学部教授）
山内芳文（聖徳大学児童学部教授）
荒木晶子(桜美林大学リベラルアーツ学群教授）

18時間 平成25年7月31日～
平成25年8月3日

教諭

小・中・高等学校
の教諭

18,000円

70人 平成25年3月20日～
平成25年6月30日

平258134551558号

042-676-8532

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

公益財団法人大
教育内容の充実
学セミナーハウス

欧米VS日本の「近代化」の実態をとらえ返しながら、主として
異文化コミュニケーション・国際交流（「世界の中の日本」）、
「いじめ」をはじめとする子どもの問題行動、教師の態度決
定（「子どもを守るために、今、教師・大人は何をすべきか」）
などの具体相を掘り下げ、あわせて現代日本の学校教育の
理念的方向性を展望する。

安田忠郎（大学セミナーハウス教員免許更新セ
ンター長）
小川彩子（州立シンシナティ大学ＵＣＢＡ助教
東京都八王子
授）
市
吉田真史（東京都市大学知識工学部教授）
山内芳文（聖徳大学児童学部教授）
荒木晶子(桜美林大学リベラルアーツ学群教授）

18時間 平成25年12月24日～
平成25年12月27日

教諭

小・中・高等学校
の教諭

18,000円

70人 平成25年3月20日～
平成25年11月30日

平258134551559号

042-676-8532

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

筑波大学

【自閉症の理解と支援】 本校は、知的障害を伴う自閉症の
幼児・児童を対象に教育を行っています。講習では、実際の
授業場面を参観し、講義や演習（教材教具の作成等）を通じ 宍戸 和成（人間系教授、附属久里浜特別支援
附属久里浜特別支援学校実践演
神奈川県横須
て、自閉症についての理解と自閉症児に対する支援方法等 学校長）
習
賀市
を具体的に学び、自閉症教育の教育課程の編成や指導の 雷坂 浩之（附属久里浜特別支援学校副校長）
在り方を考えます。なお、授業参観は、本校保護者授業参
観と併せて実施します。

6時間 平成25年6月22日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年5月18日

平251001652357号

029-853-2096

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

筑波大学

【自閉症の理解と支援】 本校は、知的障害を伴う自閉症の
幼児・児童を対象に教育を行っています。講習では、実際の
授業場面を参観し、講義や演習（教材教具の作成等）を通じ 宍戸 和成（人間系教授、附属久里浜特別支援
附属久里浜特別支援学校実践演
神奈川県横須
て、自閉症についての理解と自閉症児に対する支援方法等 学校長）
習
賀市
を具体的に学び、自閉症教育の教育課程の編成や指導の 雷坂 浩之（附属久里浜特別支援学校副校長）
在り方を考えます。なお、授業参観は本校主催の一般向け
授業公開と併せて実施します。

6時間 平成25年11月9日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

6,000円

40人

平成25年3月25日～
平成25年10月5日

平251001652358号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/

星槎大学

地球環境と人間活動

6時間 平成25年10月26日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

7,000円

60人 平成25年3月18日～
平成25年6月30日

平253000752217号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

本講習では、人間社会が直面する環境問題について、人と
人、国と国との関わりあいを通じて、人と自然との共生の方
法について考え、持続可能な世界の構築のため、何が課題
坪内 俊憲（共生科学部准教授）
で、何を解決すべきかを、自らの力で考える子どもたちの育
成のために、教育現場で何を伝えるべきかを具体的事象を
交えながら学ぶ。

神奈川県横浜
市

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

星槎大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

本講習では幼稚園教育に携わる教諭の、言語や表現に関
する指導法を中心に学ぶ。また、合わせて、保育技術の向 野口 桂子（共生科学部特任准教授）
幼稚園における教育力の向上を
上、専門知識や技能のさらなる習得、資質向上のため、その 木川田 光弘（共生科学部准教授）
はかる
基礎となる幼児理解の観点から、発達障害に関する知見に 安久津 太一（共生科学部客員研究員）
関しても、状態像の把握と留意すべき事項を学ぶ。

講習の開催地

神奈川県横浜
市

時間数

講習の期間

18時間 平成25年11月2日～平
成25年11月4日

対象職種 主な受講対象者

教諭

幼稚園教諭

受講料 受講人数

19,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

40人 平成25年3月18日～
平成25年6月30日

平253000752218号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

発達障害児への支援

発達障害者支援法(政令)による「発達障害」の定義では、
「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、
学習障害、注意欠陥多動性障害他」と示されている。これら
の障害特性と支援について整理する。併せて、最近、増加し
ている不登校児の支援を取り上げる。不登校児の増加は、 寺山 千代子（共生科学部客員教授）
現代社会を反映しているものと思われる。しかし、不登校児
のなかには、発達障害を疑われるものもいると推測されるこ
とから、発達障害のアセスメントと合わせて支援のあり方を
検討する。

神奈川県横浜
市

6時間 平成25年9月23日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

7,000円

60人

平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752224号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

発達障害児への支援

発達障害者支援法(政令)による「発達障害」の定義では、
「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、
学習障害、注意欠陥多動性障害他」と示されている。これら
の障害特性と支援について整理する。併せて、最近、増加し
ている不登校児の支援を取り上げる。不登校児の増加は、 寺山 千代子（共生科学部客員教授）
現代社会を反映しているものと思われる。しかし、不登校児
のなかには、発達障害を疑われるものもいると推測されるこ
とから、発達障害のアセスメントと合わせて支援のあり方を
検討する。

神奈川県箱根
町

6時間 平成25年9月23日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

7,000円

40人

平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752225号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

2007年度より全国で展開されている特別支援教育だが、大
きな観点として今までグレーゾーンと言われていたLD、
AD/HD、高機能自閉症等の発達障害に着目したことがあげ
岩澤 一美（共生科学部専任講師）
発達障害をもつ児童生徒の指導
られる。この講座では、これらの発達障害について解説する
とともに、基本的な心理アセスメントや特性に合わせた指導
の方法について実例を挙げながら具体的に講義する。

神奈川県横浜
市

6時間 平成25年11月23日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

7,000円

60人

平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752231号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

神奈川県箱根
町

6時間 平成25年7月15日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

7,000円

40人

平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752235号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

小学校教諭 中
学校教諭 高等
学校教諭

6,000円

80人

平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451830号

0467-53-2111

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

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

50人

平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451831号

0467-53-2111

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

小学校教諭 中
学校教諭 高等
学校教諭

6,000円

30人 平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451832号

0467-53-2111

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

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

100人 平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451833号

0467-53-2111

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

星槎大学

星槎大学

個別の支援計画

認知発達に遅れのある学習障害、ADHD、アスペルガー症
候群、高機能自閉症等発達障害がある子どもに対しては、
個人の認知発達とアセスメントを行い、苦手な部分と得意な
西永 堅（共生科学部准教授）
部分を把握した個別の指導計画の作成が重要である。本講
座では、アセスメントに沿った個別の指導計画の作成ならび
にそれに基づいた具体的な支援方法を学ぶ。

文教大学

心に響く道徳教育

「道徳とは何か」「道徳教育とは何か」「子どもの道徳性の発
達」「道徳教育の授業理論」など、道徳教育に関する基礎理
論を学びなおす。また、「学校における道徳教育」「子どもの 赤坂 雅裕(文教大学国際学部准教授)
心に響く道徳授業」の最新の実践を学び、実践的指導力を
高める。

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 平成25年7月6日

文教大学

心体食育

学校における「食育」の推進は、全ての教員の意識の高さと
実行力にかかっていると言っても過言ではない。昨年は、食
秋吉 美穂子(文教大学健康栄養学部専任講
育の基本事項に焦点を当てた講習内容であった。今年は、
師)
食育への視座となりうる最近の知見として、①生体リズムと
上野 優子(文教大学健康栄養学部専任講師)
健康・栄養②若年者の痩身志向と低出生体重児③ボディイ
メージ形成と食生活について情報提供する。

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 平成25年7月13日

文教大学

身体運動・スポーツの実施は、老若男女の健康増進に大
きく貢献するものである。しかし、文科省の調査などから、若
年者の体力レベルの「二極化」が顕著であることも事実であ
若年期から理解すべき身体運動 る。本講習では、若年期から理解すべき身体運動の重要性
上田 大（文教大学健康栄養学部専任講師）
の重要性についての理論と実践 を理論的に説明し、身体活動やスポーツを安全かつ効果的
に実施する上で欠かせない筋力トレーニングとストレッチン
グについて、体力測定を実施したうえで、その数値に応じた
実践方法を解説する。

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 平成25年7月20日

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 平成25年7月27日

文教大学

教育活動全体でのキャリア教育
実践のあり方

教育活動のすべてが、その特性に即して「基礎的・汎用的能
力」の育成に寄与し、キャリア発達の促進に貢献すると捉え
たい。学校における教育実践は、児童生徒に対して相互に
結び付き、影響し合って、螺線を描くごとく発達を促している
新井 立夫(文教大学情報学部准教授)
のが現実である。「キャリア教育」も他の教育活動と同様に
教育活動全体の中で一人一人の児童生徒が体験・経験す
る事象と相まって、全人格的発達を促進するという教育実践
の在り方を探ってみたい。

教諭

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

英語科授業改善の視点

新学習指導要領が中学校では平成24年度から実施、高等
学校でも25年度から実施される。中学校での授業時間数と
単語数の増加や、高等学校での科目改編など大きな変更の
阿野 幸一(文教大学国際学部教授)
趣旨を理解し、今まで以上にコミュニケーション能力を育成
塩沢 泰子(文教大学国際学部教授)
するための指導が求められている。新学習指導要領を踏ま
千葉 克裕(文教大学国際学部准教授)
え、新しい視点に立った指導目標の設定や授業の組み立て
について、最新の語彙習得理論やコミュニケーション活動に
よる指導例をもとに考えていく。

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校教諭(英
語) 高等学校教
諭(英語)

6,000円

100人

平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451834号

0467-53-2111

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

文教大学

国際学のフロンティア

“狭くなった”地球を舞台とした諸問題を自分たちの生活圏
からとらえ直し、より良い暮らしを営むために自他の関係性
をより望ましいものへと作り変えていくうえでも、グローバリ
ゼーションに絡んだ諸々の事象、そしてそれらとかかわる自
分たちのスタンスをいかに定めるか、という課題を扱う研究 奥田 孝晴(文教大学国際学部教授)
の必要性が高まっている。「『国際理解』から『国際学』へ」な
どの講義を実施し、最新の国際学を学ぶ。評価については、
科目ごとに修得状況の確認テストを行い、６時間分の総合
評価により修了認定を行う。

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校教諭 中
学校教諭 高等
学校教諭

6,000円

100人 平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451835号

0467-53-2111

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

文教大学

現代社会が抱える諸問題を“食”の視点からとらえ、食育
の意義と効果において検証し、具体的な食育の方策につい
て解説する。
食育の観点を踏まえた調理＆楽
講義は、①現代社会の諸問題と食との関わり、②生活習 岩井 達（文教大学健康栄養学部専任講師）
しい食事（食卓）
慣病の一次予防策としての野菜摂取、③「健康日本21」が推
奨する野菜のとり方、作り方、④教育現場での食育のあり
方、について実施する。

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校教諭 中
学校教諭 高等
学校教諭

6,000円

平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451836号

0467-53-2111

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

文教大学

特別支援教育はその基本的な理念を理解し、各校で実施
されている。その取り組みの中で、特に発達障害がある児童
特別支援教育 ＜発達障害の理 生徒への支援のためにはその障害の理解を深めることが必 小瀬 絢子(武蔵野短期大学教授)
要である。さらに、障害に応じた具体的な対応を検討するこ
解と対応＞
とで、発達障害がある児童生徒への支援教育実践の充実を
図ることが求められている。

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 平成25年8月22日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

100人 平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451837号

0467-53-2111

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

学校教育と情報

学校教育とディジタルクリエイションでは、コンピュータを活
用した教材作成の演習として、イベントや発表会の告知や心
身の健康に関する啓蒙などについてのポスターを制作す
る。学校教育と情報リテラシーでは、近年、不登校の主たる 川合 康央(文教大学情報学部准教授)
要因となる等社会問題化している児童生徒のインターネット 池辺 正典(文教大学情報学部准教授)
関連のトラブル事例の分析などを通して、適切なインター
釈氏 孝浩(文教大学情報学部教授)
ネットの利用に繋がる知識を学習する。学校教育とコン
ピュータでは、コンピュータや情報ネットワークの教育活用の
類型を整理し、指導局面への適切な応用を考える。

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 平成25年8月23日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人 平成25年3月28日～
平成25年4月11日

平253010451838号

0467-53-2111

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

専修大学

神と仏の日本史

日本における宗教の歴史は神と仏のたえざる習合の歴史で
あった。仏教が伝来した６世紀の中頃には「崇仏論争」という
一時的な軋轢が存在したが、それを克服して仏教が定着す
ることが出来たのは、なぜだったのであろうか。こうした問題 矢野 建一（文学部教授）
を起点として、飛鳥寺の建立と古墳文化、法隆寺東院と太子 荒木 敏夫（文学部教授）
信仰の起源、東大寺大仏開眼会と陸奥産金、そして奈良時
代末期に各地の神社境内に造られるようになった神宮寺の
問題などを考えてみたい。

神奈川県川崎
市

6時間 平成25年7月3１日

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校・特別支援学
校教諭（社会・地
理歴史）

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年6月14日

平253017951612号

044-911-7156

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

専修大学

本講習では、「学校防災」を特に「地域」と関連づけて考えて
いく。学校の立地・施設構成、利用者属性、利用状況（利用
可能性）等々をもとに、発災の可能性とその事態の進展に
共生社会をめざして―学校・家
関して、いわゆるシナリオ型被害想定や地域防災マップづく 大矢根 淳（人間科学部教授）
族・企業(1)「地域における学校防
りの手法の紹介を含みながら検討してみる。「学校防災」概 馬場 純子（人間科学部教授）
災を考える」
念・実践の広がりを体得していだきたい。なお、この講習は
同一テーマ(1)(2)(3)として開設される講習の一つであるが、
個別にも履修できる。

神奈川県川崎
市

6時間 平成25年7月31日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・中等教育学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

30人 平成25年3月25日～
平成25年6月14日

平253017951613号

044-911-7156

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

文教大学

文教大学

40人

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

専修大学

金融リテラシー（金融の基礎教
育）をどう語るか---金融サービ
ス産業の役割を中心にして---

モノとおカネが円滑に流れれば私たちの生活は豊かになり
ます。なかでも個人の貯蓄が企業の設備投資等に向けて円
滑に流れれば、安くて質の良い商品が大量に生み出され、
一国の経済は成長します。そうした貯蓄のおカネを企業の
設備投資等に向けて円滑に流す重要な役割を果たしている 小藤 康夫（商学部教授）
小林 守（商学部准教授）
のが、金融サービス産業です。具体的には銀行、証券会
社、保険会社等の金融機関です。この講習では「金融リテラ
シー」（金融の基礎教育）として、金融機関が果たす役割を
生徒たちにどのように説明したらよいかを改めて考えてみた
いと思います。

専修大学

英語科教育指導方法例

高等学校（あるいは中学校）の英語の授業に関して，英語教
育学研究の成果を踏まえ，授業の組み立て方や指導方法な
片桐 一彦（文学部教授）
ど見直すべき点を考える。リスニング指導，音読指導，発音
ロンコープ，ピーター Ｄ．（文学部准教授）
指導等を主に扱う。講義形式とワークショップ形式の両方を
採り入れる。

専修大学

近年のわが国では、晩婚・非婚化、少子化、生殖補助医療
による出生子の増加、離婚に伴う単親家庭の増加、児童虐
待の顕在化、高齢単身者の増加、相続紛争の激化など、家
族をとりまく環境は大きく変貌し、家族に対する意識も揺らい
共生社会をめざして－学校・家
でいる。学校においても、子どもたちの背後で彼らの家族が 家永 登（法学部教授）
族・企業（2）
「家族法から見た家族の変貌と子 揺らいでいることを実感することがあると思う。本講習では、 木幡 文徳（法学部教授）
家族法の立場から、具体的な事例を提示してこれら家族の
どもたち」
変貌を検討し、議論する。なお、この講習は同一テーマ
(1)(2)(3)として開設される講習の一つであるが、個別にも履
修できる。

専修大学

専修大学

専修大学

専修大学

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

神奈川県川崎
市

6時間 平成25年7月31日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校・特別
支援学校教諭
（社会・公民）

6,000円

30人 平成25年3月25日～
平成25年6月14日

平253017951614号

044-911-7156

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

神奈川県川崎
市

6時間 平成25年8月1日

教諭

高等学校・中等
教育学校・特別
支援学校教諭
（英語）（中学校
教諭（英語））

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年6月14日

平253017951615号

044-911-7156

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

神奈川県川崎
市

6時間 平成25年8月1日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・中等教育学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

30人 平成25年3月25日～
平成25年6月14日

平253017951616号

044-911-7156

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

勤務地経済をテーマとする教材
作り

欧米と異なってサブプライム関連証券保有の少ない日本経
済が何故厳しい事態に陥ったのでしょうか。それも電機、情
報通信機器、電子部品、輸送機、一般機械産業の比重が重
い地域では製造品出荷額と同時に従業員数の落ち込みを
宮嵜 晃臣（経済学部教授）
示しています。本講習の目的はその理由を示し、各県市町
鈴木 奈穂美（経済学部准教授）
村がHP等に公表している経済データを受講者が表計算ソフ
トのデータに加工し、勤務地の産業構造、生活経済を中心と
する経済データを作成し、教材作成の一助になることにあり
ます。

神奈川県川崎
市

6時間 平成25年8月1日

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校・特別支援学
校教諭（社会・公
民）

6,000円

20人

平成25年3月25日～
平成25年6月14日

平253017951617号

044-911-7156

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

カナヅチをなくす水泳指導法

体育の中でも特に夏季に実施される水泳授業を展開するに
あたって、担当する教員が知っておきたい、身につけておき
たい事項を講義と実技で修得していく。実技に関しては安全
佐竹 弘靖（ネットワーク情報学部教授）
管理や救助法を行うと共に、泳ぎの苦手な生徒がいかにし
時任 真一郎（法学部准教授）
て水泳嫌いを克服できるかの指導法を体験する。さらに、こ
れまで、指導に取り入れられなかったマリンスポーツの授業
導入の可能性を考えるものとする。

神奈川県川崎
市

6時間 平成25年8月1日

教諭

小学校・中学校・
特別支援学校教
諭(体育）

6,000円

20人 平成25年3月25日～
平成25年6月14日

平253017951618号

044-911-7156

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

Creating Tasks for English
Classes

この講習では、高等学校の英語の授業に必要となるタスク
がどのように作られるのかに焦点をおきます。どのような要
因がタスクの難易度に影響するのかを考え、実際に日本の
ロンコープ，ピーター Ｄ．（文学部准教授）
高等学校で使われるであろうタスクを一緒に作ります。
片桐 一彦（文学部教授）
なお、この講習は英語で行います。また、試験問題は日本
語で出題しますが、解答は英語で記述していただきますの
で、予めご承知おきください。

神奈川県川崎
市

6時間 平成25年8月2日

教諭

高等学校教諭
（英語）

6,000円

30人 平成25年3月25日～
平成25年6月14日

平253017951619号

044-911-7156

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

神奈川県川崎
市

6時間 平成25年8月2日

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校・特別支援学
校教諭（社会・公
民）

6,000円

30人

平成25年3月25日～
平成25年6月14日

平253017951620号

044-911-7156

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

共生社会をめざして－学校・家
族・企業（3）
「ワーキングプアを考える」

本講習では、企業の中の「共生」をとりあげ、その社会への
影響につき考察を試みる。具体的にはいわゆる「雇い止め」
などが議論されている非正規従業員と、一方で相対的に雇
用が守られている正社員との「共生」問題を素材とする。な
廣石 忠司（経営学部教授）
お単なる講義形式でなく、ディスカッション、それに続く発表
長谷川 聡（法学部准教授）
を軸にすえて講習を展開する。なお、この講習は同一テーマ
(1)(2)(3)として開設される講習の一つであるが、個別にも履
修できる。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

専修大学

講習の名称

計算の原理と情報技術の進歩
-ENIACからユビキタス時代へ-

講習の概要

現代社会では情報技術なしには日常生活を営むことが不可
能になった。本講習では計算機械の誕生から始まり、計算
機の小型化により一人1台のコンピュータの時代を経て、そ
れらのコンピュータがネットワークで相互に接続され、社会へ
綿貫 理明（ネットワーク情報学部教授）
浸透していった過程を概観する。計算の原理から始まり、
大曽根 匡（経営学部教授）
ENIACを経て、ノイマン型コンピュータが開発される。1970年
代以降計算機の小型化とネットワーク化が進み、インター
ネットの時代が到来し、ユビキタス時代へ至る過程を展望す
る。

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。
独立行政法人国
平成25年度第一期特別支援教育
講習内容は、知的障害教育論、肢体不自由教育論、病弱
立特別支援教育
専門研修
教育論、特別な教育的ニーズと情報機器の活用、教育と福
総合研究所
祉・医療・労働との連携、医療連携による教育的支援の意
義、特別支援教育におけるＩＣＦ（国際生活機能分類）活用で
構成される。

長岡造形大学

長岡造形大学

長岡造形大学

担当講師

尾崎 祐三（教育支援部上席総括研究員）
長沼 俊夫（企画部総括研究員）
植木田 潤（教育支援部研究員）
金森 克浩（教育情報部総括研究員）
土井 幸輝（教育情報部主任研究員）
西牧 謙吾（企画部上席総括研究員）
徳永 亜希雄（教育支援部主任研究員）

物づくりにおいて、エンターテイメントにおいて、必須のツー
ルとなった３ＤＣＧ・ＣＡＤだが、その仕組みを知っている人、
また実際に使ったことがある人は少ないと思われる。
この講習では3DCG・ＣＡＤソフト(Rhinoceros)を使った演習を
土田知也（教授）
３ＤＣＧ・ＣＡＤの基礎（その理論と
中心に、ＣＧの歴史、モデリング、レンダリングの基本的理論
金澤孝和（准教授）
実際）
を講義し、３次元のコンピューターグラフィックを多面的に理
解してもらうと共に、講義及び演習を通し考え方やアイデア
の発想方法など、実際の学校現場での活かせる技術の習
得を目的とする。

情報の視覚化〜シンボルマーク
をデザインする〜

ラスコーやアルタミラの洞窟壁画に見られるように、太古の
昔から人間は他者に情報を伝えるため視覚的に表現してき
た。現代においても、多くの情報が溢れている中でさまざま
な情報を正確に分かりやすく伝えるために、デザインという
表現手段によって視覚的に表現されているものがある。この
吉川賢一郎（准教授）
講座では、関連する多くの事例を紹介し情報の視覚化につ
いて考え、デザインを読み取る力や表す力など基礎知識を
身に付けることを目的とする。各種学校において、生徒に対
する情報伝達や学習発表のプレゼンテーションにも活用でき
る内容となっている。

タイポグラフィとは、文字情報を紙面に正確に分かりやすく、
かつ効果的に美しく配置する構成法である。一部の専門分
野で扱われてきたタイポグラフィだが、文章を作成すること
がより日常的な行為となった現代では、この技法は一般にも
タイポグラフィ（紙面における文字
必要になってきたと実感する。このような状況から、この講習 天野誠（教授）
構成法）の基礎演習
では教育の現場におけるタイポグラフィの重要性を説きなが
ら、実際に現場で活かせる基礎的な考え方と技法を習得す
ることを目的とする。

講習の開催地

神奈川県川崎
市

神奈川県横須
賀市

新潟県長岡市

新潟県長岡市

新潟県長岡市

長岡造形大学

国語教育の作文指導の他、科目、学校種に関わらず、
ショート・ショートの意外な展開と結末を考える事により、表
現力、発想力を身につける事が出来ます。「お話し」「物語
ショートストーリーとシナリオ制作 り」は小学生から高校生迄誰にでもポイントを理解すれば簡
原子 力（教授）
の基礎
単に作る事が出来ます。教員が生徒にストーリー作りのシナ
リオ制作を指導する為の方法を、解り易い方法論とショート
ストーリー（ショート・ショート）の制作を通して身につけて頂
きます。

新潟県長岡市

長岡造形大学

美術・工芸の実技教育には、造形目的に応じた素材の選択
と表現技法の実践的な経験が必要となる。美術や工芸の実
際の授業に応用することも含め、基礎的な金属造形の制作
工程に伴う安全な用具機器の取り扱い、加工原理を理解・ 菅野靖（教授）
美術・工芸実習の基礎（金属造形
考察するための作品制作をわかり易い指導の下行う。
馬場省吾（教授）
の実際）
実際の教育現場においても実施できるよう簡易的な設備で 長谷川克義（准教授）
も実施できる内容を取り入れるとともに、科目・学校種にか
かわらず造形、芸術を通して教育に必要な人間的豊かさを
感じてもらい、今後に役立てていただきたい。

新潟県長岡市

時間数

講習の期間

6時間 平成25年8月2日

平成25年5月10日、平
成25年5月13日、平成
18時間 25年5月14日、平成25
年5月15日、平成25年5
月31日

18時間 平成25年8月21日～
平成25年8月23日

6時間 平成25年8月20日

6時間 平成25年8月21日

6時間 平成25年8月22日

平成25年8月20日～平
18時間 成25年8月21日、
平成25年8月23日

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校・特別
支援学校教諭
（情報・数学・理
科・物理）

受講料 受講人数

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平253017951621号

044-911-7156

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

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2510人 教育委員会等からの推 70002薦により受講決定した 51965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/

30人

平成25年3月25日～
平成25年6月14日

特別支援学校教
教諭 諭、養護教諭、
養護教 小・中学校等特
別支援教育担当
諭
教諭

0円

教諭

小・中・高等・中
等教育学校教諭
（美術・工芸・技
術）及びデザイ
ン、プロダクトデ
ザイン、CG等に
興味のある教諭

18,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年5月24日

平253029051728号

0258-21-3351

http://www.nagaokaid.ac.jp/

教諭

小・中・高等・中
等教育学校教諭
（美術・工芸・技
術）及び視覚デザ
インに興味のある
すべての教諭

7,000円

15人 平成25年3月16日～
平成25年5月24日

平253029051729号

0258-21-3351

http://www.nagaokaid.ac.jp/

教諭

小・中・高等・中
等教育学校教諭
（国語・英語・美
術・工芸・技術な
ど一般の教科全
般）及び文字・デ
ザイン・美術等に
関心のある全て
の教諭

6,000円

20人

平成25年3月16日～
平成25年5月24日

平253029051730号

0258-21-3351

http://www.nagaokaid.ac.jp/

教諭

小・中・高等・中
等教育学校教諭
（国語、美術）及
びマンガ制作等
の指導及びシナ
リオ、小説、作文
に興味のある全
ての教諭

6,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年5月24日

平253029051731号

0258-21-3351

http://www.nagaokaid.ac.jp/

教諭

小・中・高等・中
等教育学校教諭
（美術・工芸・技
術）及び
美術等に関心の
ある全ての教諭

22,000円

10人 平成25年3月16日～
平成25年5月24日

平253029051732号

0258-21-3351

http://www.nagaokaid.ac.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

長岡造形大学

美術・工芸の実技教育には、造形の目的に応じた素材と表
現技法の実践的な経験が必要となる。授業への応用を考慮
に入れ、素材、道具の扱い等、基礎的な後染め技法の習
得、および造形における素材と表現について理解を深める
美術・工芸演習の基礎（模様染の
鈴木均治（教授）
為の作品制作をわかり易い指導の下行う。
実際）
実際の教育現場においても実施できるよう簡易的な設備で
も実施できる内容を取り入れるとともに、科目・学校種にか
かわらず造形、芸術を通して教育に必要な人間的豊かさを
感じてもらい、今後に役立てていただきたい。

長岡造形大学

環境デザインとは何か？環境デザインを構成している各専
門分野からわかり易く解説します。私達の身の回りを取り巻
く自然環境から都市環境は人間の営為のままに放置した状
態では、決して住みやすく、他の国の人々に誇れる環境に
建築・環境デザイン論 -今造形大 はなりません。今あるものを大切にし、それを良い方向に維
持するためには、人間の明確な意思が必要です。環境デザ
が考えていることイン学とはそのような意思を専門分野毎に明らかにし、総合
化することによって達成される学問です。環境デザインにつ
いての知識を習得し、生徒たちと共に考える力を身につける
ことを目標とします。

星槎大学

教育安全上、災害時に学校全体で子どもたちの生命を守り
心身の安全を図ること、災害後はこころのケアや具体的支
援が迅速にできる事が求められている。そこで本講習では、
震災を超えた未来のために
細田 満和子（共生科学部教授）
～教育現場におけるリスクマネジ 東日本大震災の現場に身を置き、子どもたちの声を聴き、
吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
当事者として考え、伝えている方々をゲストに迎え、将来、遭
メント～
遇するであろう危機的状況の中で、教師・市民としてとるべ
き態度、知識、考え方を考察する手がかりを提示したい。

金沢大学

小学校選択講座 図画工作

図画工作科における「つくる活動」の意義、指導計画の配
慮事項について講義の後、機構工作の講義と作品制作を通
鷲山 靖（人間社会研究域学校教育系教授）
じて機構工作のカリキュラム・学習指導のあり方を検討す
る。

石川県金沢市

6時間 平成25年7月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

金沢大学

小学校選択講座 図画工作

図画工作科における「つくる活動」の意義、指導計画の配
慮事項について講義の後、機構工作の講義と作品制作を通
鷲山 靖（人間社会研究域学校教育系教授）
じて機構工作のカリキュラム・学習指導のあり方を検討す
る。

石川県鳳珠郡
穴水町

6時間 平成25年7月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

金沢大学

小学校選択講座：社会

社会科が苦手な先生に、社会科を大好きになっていただく
ための講座です。社会科のおもしろさの必要十分条件とは
何か。どうやったらその必要十分条件を盛り込めるようにな 村井 淳志（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市
るのか。豊富な授業例を提示しながら、わかりやすく解説し
ます。

6時間 平成25年7月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

金沢大学

小学校選択講座：社会

社会科が苦手な先生に、社会科を大好きになっていただく
ための講座です。社会科のおもしろさの必要十分条件とは
石川県鳳珠郡
何か。どうやったらその必要十分条件を盛り込めるようにな 村井 淳志（人間社会研究域学校教育系教授）
穴水町
るのか。豊富な授業例を提示しながら、わかりやすく解説し
ます。

6時間 平成25年7月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

金沢大学

小学校選択講座：国語

小学校の学習指導要領における｢伝統的言語文化と日本
語の特質に関する事項」を扱う際に，授業する教員自身が，
山本 一（人間社会研究域学校教育系教授）
扱う事項に興味・関心を持ち，教材に関して多角的な見方を
折川 司（人間社会研究域学校教育系准教授） 石川県金沢市
持つことが，児童の興味・関心・意欲を引き出すために大切
近藤 明（人間社会研究域学校教育系教授）
であるとの観点から，具体的な題材を取り上げて講義を行
う。

6時間 平成25年8月29日

教諭

小学校教諭

6,000円

金沢大学

小学校選択講座：音楽

小学校の音楽授業づくりにおける基礎的・基本的な内容及
び指導方法について、それぞれの領域ごとに再確認し、実
際に具体的な教材、授業実践を通して学ぶことを目的とす 篠原 秀夫（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市
る。歌唱の活動、器楽の活動、音楽づくりの活動、及び鑑賞
の活動である。

6時間 平成25年8月3日

教諭

小学校教諭

6,000円

菅原 浩（教授）
後藤哲男（教授）
木村 勉（教授）
上野裕治（教授）
川口とし子（教授）
江尻憲泰（教授）
平山育男（教授）
山下秀之（教授）
森 望 （教授）
渡邉誠介（准教授）
澤田雅浩（准教授）

新潟県長岡市

18時間 平成25年8月21日～
平成25年8月23日

教諭

小・中・高等・中
等教育学校教諭
（美術・工芸・技
術）及び
美術等に関心の
ある全ての教諭

21,000円

新潟県長岡市

18時間

平成25年7月30日～
平成25年8月1日

教諭

小・中・高等・中
等教育学校教諭

18,000円

富山県富山市

18時間 平成25年7月30日～平
成25年8月1日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

19,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

10人 平成25年3月16日～
平成25年5月24日

平253029051733号

0258-21-3351

http://www.nagaokaid.ac.jp/

平成25年3月16日～
平成25年6月28日

平253029051734号

0258-21-3351

http://www.nagaokaid.ac.jp/

30人 平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752208号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

100人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850736号

076-264-5956

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

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850737号

076-264-5956

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

150人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850738号

076-264-5956

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

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850739号

076-264-5956

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

150人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850740号

076-264-5956

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

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850741号

076-264-5956

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

100人

70人

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

金沢大学

講習の名称

講習の概要

理科：新しい学習指導要領にもとづく小学校理科の内容に
ついて、生物領域および物理領域の内容を取り上げて解説
する。
小学校選択講座：理科・算数・英 算数：新しい学習指導要領にもとづく小学校算数科の内容
について、その背景にあるいくつかの数学的内容も含めて
語
解説し、授業改善に資する。
英語：新しい学習指導要領にもとづく小学校英語の指導方
法を、コミュニケーションや言語学習の観点から解説する。

担当講師

矢倉
辻井
授）
井原
酒寄
滝沢
授）
守屋
佐藤
授）
大谷

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

公隆(人間社会研究域学校教育系教授）
宏之(人間社会研究域学校教育系准教
良訓(人間社会研究域学校教育系教授）
淳史(人間社会研究域学校教育系教授）
雄一(人間社会研究域学校教育系准教

石川県金沢市

6時間 平成25年8月28日

教諭

小学校教諭

6,000円

150人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850742号

076-264-5956

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

体育；石川県における小学校運動会の歴史を踏まえて、子
どもたちにふさわしい健康的で美しい「歩き方」（行進）につ
大久保英哲（人間社会研究域学校教育系教授）
石川県金沢市
いて学ぶ。
家庭科；「身近な消
尾島 恭子（人間社会研究域学校教育系教授）
費生活と環境」の領域を中心に、家庭科という教科の特徴を
踏まえた学習内容について学ぶ。

6時間 平成25年8月30日

教諭

小学校教諭

6,000円

80人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850743号

076-264-5956

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

6時間 平成25年8月3日

教諭

中学校・高等学
校（主に国語）教
諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850744号

076-264-5956

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

6時間 平成25年8月5日

教諭

中学校･高等学校
（国語）教諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850745号

076-264-5956

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

哲治(人間社会研究域学校教育系教授）
秀一(人間社会研究域学校教育系准教
実(人間社会研究域学校教育系教授）

金沢大学

小学校選択講座：体育・家庭

金沢大学

教材研究を行う上で参考となるよう、日本文学の近年の動
日本語学・日本文学の最近の動 向を知り、具体的な作品に関する問題を取り上げる。また、
近年話題になっている日本語に関する問題について取り上
向と課題
げる。これらを通じて教育上の課題について考える。

金沢大学

文学的教材（小説の指導）

金沢大学

グローバル時代は，世界の諸言語の一つとして日本語に
ついて学ぶことの重要性に気づかせてくれる。１コマ目・２コ
マ目は，日本語学の視点から，旧態依然とした国語教育に
グローバル時代のニーズに応え
おける言語学習，文法学習の内容を面白くするための提案
る国語教育とその課題―日本語
をしてみたい。また，グローバル時代を迎え，日本語を母語
学，日本語教育学の視点から―
としない児童・生徒が教室で学ぶ状況が増えてきた。３コマ
目では日本語教育の視点からそのような子どもたちへの指
導上の課題について考える。

加藤 和夫（人間社会研究域歴史言語文化学
系教授）
深澤のぞみ（人間社会研究域歴史言語文化学
系教授）

石川県金沢市

6時間 平成25年8月4日

教諭

中学校・高等学
校（国語）教諭，
小学校教諭も可

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850746号

076-264-5956

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

金沢大学

社会的事象につき、前半では地理学的見地から自然環境
と人間活動の関係を読み解く方法について紹介し、地理教
現代社会を読み解くー憲法学・地 材としての「地域」の取り上げ方について考えてみたい。後
理学の視点からー
半には、2011年3月の震災及び津波と原発事故により損な
われている人権の現状を把握し、人権保障のあり方を議論
していきたい。

石川多加子（人間社会研究域学校教育系准教
授）
吉田 国光（人間社会研究域人間科学系准教
授）

石川県金沢市

6時間 平成25年8月30日

教諭

中学校（社会）・
高等学校（地理
歴史・公民）教諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850747号

076-264-5956

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

鶴園 裕（人間社会研究域歴史言語文化学系
教授）
古畑 徹（人間社会研究域歴史言語文化学系
教授）

石川県金沢市

6時間 平成25年8月29日

教諭

中学校（社会）・
高等学校（地理
歴史・公民）教諭

6,000円

60人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850748号

076-264-5956

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

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校（社会）・
高等学校（地理
歴史・公民）教諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850749号

076-264-5956

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

西村 聡（人間社会研究域歴史言語文化学系
教授）
高山 知明（人間社会研究域歴史言語文化学
系教授）
杉山 欣也（人間社会研究域歴史言語文化学
系准教授）

石川県金沢市

小説の指導に於いて、何をどう教えるか。そのために必要
な教師の小説に関する基本的な姿勢（＝小説を〈読む〉とは
どういうことか）について考える。その際、問題をできるだけ
前田 久徳（人間社会研究機学校教育系教授） 石川県金沢市
具体化するために、実際教科書に採用されているものを取
り上げ、それを中心に検討する。

近・現代の東アジアにおいて、朝鮮半島の地政学的意味
はきわめて重要である。すでに幕末の日本では、中国、朝鮮
を切り取れというような侵略思想が生まれており、これは明
治維新以降の征韓論への系譜へと連なっていく。このような
思想史的文脈は日清戦争（1894）、日露戦争（1904）へと影
響を与えていく。1910年の日韓併合までの道程を東洋史、
日本史などの枠組みを越えた文字通りの世界史として、この
ような視点から、整理してみたい。

金沢大学

世界史と日本史、朝鮮史の諸問
題

金沢大学

前半では心理学的見地から人の心と行動の研究の実際、
若者の心のあり方についての研究などを紹介し、現代の社
現代社会における心・宗教・民族
会における人の心についての教育を考える一助とする。後
の問題
半には現代日本および国際社会における宗教と民族のさま
ざまな問題について、具体的な事例を通して考察する。

小島 治幸（人間社会研究域人間科学系教授）
岡田 努（人間社会研究域人間科学系教授）
石川県金沢市
森 雅秀（人間社会研究域人間科学系教授）
西本 陽一（人間社会研究域人間科学系教授）

平成２５年度（第２回）
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金沢大学

１９世紀後半以降の現代数学とそれまでの数学とは大きな
隔たりがある。その理由は様々であるが、１つあげるとする
と虚数の理解であろう。じつは虚数は突然に誕生したわけで
川越 謙一（理工研究域数物科学系講師）
はなく、その存在が疑われた期間が数百年続いた。当時の
牛島 顕（理工研究域数物科学系准教授）
現代数学への道--虚数と級数-数学者たちがどのようにして虚数を理解していったかを解説
加須榮 篤（理工研究域数物科学系教授）
したい。大きな隔たりの理由の１つに無限級数も候補にあげ
られるであろう。無限級数にまつわる不思議な公式も紹介し
たい。

石川県金沢市

6時間 平成25年7月29日

教諭

中学校・高等学
校（数学）教諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850750号

076-264-5956

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

金沢大学

円という図形の性質に古来から興味が持たれたのは、実
用性の観点のみならず知的好奇心の観点からも自然な事で
した。また、円は数学の授業で扱われる基本的な図形の一
牛島 顕（理工研究域数物科学系准教授）
つです。円の長さや面積を求める事は、この図形の性質に
加須榮 篤（理工研究域数物科学系教授）
関する基本的な問題であり、円周率はその問題を解く鍵とな
川越 謙一（理工研究域数物科学系講師）
る数値です。円周率のより正確な値を求める為の、紀元前
から始まる人々の努力の道筋を紹介し、計算機で求める際
に用いられる逆正接系公式を重点的に解説します。

石川県金沢市

6時間 平成25年7月28日

教諭

中学校・高等学
校（数学）教諭

6,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850751号

076-264-5956

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

円を転がすことによって描かれる曲線について、その性質
や応用について考察する。定規とコンパスや適当な円形の 加須榮 篤（理工研究域数物科学系教授）
ものを利用して曲線の概形を求める作業を行う。また、グラ 川越 謙一（理工研究域数物科学系講師）
フの幾何に実験で触れる。中学校および高校数学の図形と 牛島 顕（理工研究域数物科学系准教授）
計量に関する領域を補う内容である

石川県金沢市

6時間 平成25年7月27日

教諭

中学校・高等学
校（数学）教諭

6,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850752号

076-264-5956

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

石川県金沢市

6時間 平成25年8月30日

教諭

中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850753号

076-264-5956

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

海野 進（理工研究域自然システム学系教授）
柏谷 健二（環日本海環境研究センター教授）
荒井 章司（理工研究域自然システム学系教
授）
石川県金沢市
森下 知晃（理工研究域自然システム学系教
授）
長谷部徳子（環日本海域環境研究センター准教
授）

6時間 平成25年8月31日

教諭

中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850754号

076-264-5956

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

金沢大学

円周率と逆正接系公式

幾何学点描

金森 正明（理工研究域自然システム学系講
師）
岩見 雅史（理工研究域自然システム学系教
授）
東（遠藤）浩（理工研究域自然システム学系准
教授）
福森 義宏（理工研究域自然システム学系教
授）

金沢大学

近年の分子レベルでの解析技術の著しい進歩により、生
物学は飛躍的に発展している。本講座では、分子（核酸、タ
ンパク質）、細胞、個体を研究対象とするいくつかの研究分
現代ニーズに応える生物学の最 野において、教科書の内容から話を起こし、身近な話題と絡
めつつ、最新の情報を提供する。教科書に記載されている
新事情
内容を大幅に補強することで、「生物」の授業に厚みを持た
せること、また、「生物」を専門としない教員に対しても最新
の生命科学を紹介することを目的とする。

金沢大学

現代地球科学の諸問題

近年の地球科学の動向を展望して、特に進展著しく、理解
を深めておく必要があると思われるトピックをいくつか取り上
げて重点的に解説する。
大トピック１. 島弧から大陸へ - 島弧火山が作る大陸地殻.
２. 地球深部掘削計画 - 海洋プレートをつくるマグマ活動と
地下生命圏.
大トピック2. 長期気候変動と地球環境. ２. 水文環境の変動
と地表プロセス.

金沢大学

エクセルを用いた化学計算

理科実験において実験データの処理やモデルを用いた解
析は重要である。本講座は化学計算に良く使われるデータ
処理や解析を、エクセルを使って簡単に行う方法について講
井田 朋智（理工研究域物質化学系准教授）
習する。また講義の中では、エクセルの基本操作から、最小
二乗を使ったデータ処理、数値計算やシミュレーションなどを
演習形式で行う。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月29日

教諭

中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850755号

076-264-5956

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

金沢大学

現代物理学の基礎―アインシュ
タインの相対性理論

19世紀、光の正体をめぐる論争の末、光速度が観測者の
速度に依らないという大矛盾が明らかになった。アインシュタ
インは、光速度を絶対的とすれば時間と空間が相対的とな
青木 健一（理工研究域数物科学系教授）
る事を導き、相対性理論を打ち立てた。本講習では、予備知
末松大二郎（理工研究域数物科学系教授）
識を仮定せず簡単な算数計算だけで相対性理論とその帰
結を導く。また、教室で生徒が実行可能な波の性質を調べる
実験と霧箱による素粒子観測の実験も行う。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月28日

教諭

中学校・高等学
校(理科)教諭

6,000円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850756号

076-264-5956

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

金沢大学

「保健体育科の教材研究と指導
法」＆「スポーツのコーチングに
ついて」

「保健体育科の教材研究と指導法」では、諸外国の例など
にも触れつつ、改訂学習指導要領において求められる教材 秦 修司（人間社会研究域学校教育系教授）
研究や体育指導法について解説する。「スポーツのコーチン 齊藤 一彦（人間社会研究域学校教育系准教
グについて」では、コーチの目的とコーチの資質についてとり 授）
あげる。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月29日

教諭

中学校・高等学
校（保健体育）教
諭

6,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850757号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp
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金沢大学

本講座では，学習指導要領をいかした保健体育科の授業
づくりと学校体育経営の課題について話題提供をします。体
育分野に関しては，「授業づくりのポイント」，「体育授業と学
保健体育科の授業と学校体育経 校体育経営（特別活動や運動部活動）の課題」について述 岩田 英樹（人間社会研究域人間科学系教授）
石川県金沢市
べます。保健に関しては，平成２０年学習指導要領の保健 藤谷かおる（人間社会研究域人間科学系教授）
営
分野の改訂のポイント，及び「習得した知識を活用する学習
活動」を保健の授業を進める上での留意点等について取り
上げます。

6時間 平成25年8月12日

教諭

中学校・高等学
校（保健体育）教
諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850758号

076-264-5956

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

金沢大学

音楽教師のためのピアノ実技

任意のピアノソロ作品又は器楽曲、声楽曲の任意のピアノ
伴奏、中高音楽教科書に掲載されている歌唱教材等のピア 小野 隆太（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市
ノ伴奏の実技レッスンをする。

6時間 平成25年7月28日

教諭

中学校・高等学
校（音楽）教諭

6,000円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850759号

076-264-5956

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

金沢大学

中学校・高等学校の音楽の教科書で扱われている合唱曲
学校教育における実践的な歌唱
安藤 常光（人間社会研究域学校教育系准教
と独唱曲の教材をとり上げ、その歌唱法と指導法を考察しな
法および歌唱指導法
授）
がら、日本語と外国語の発音の違いなどを学ぶ。

石川県金沢市

6時間 平成25年7月27日

教諭

中学校・高等学
校（音楽）教諭

6,000円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850760号

076-264-5956

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

金沢大学

より実践的な音楽理論の理解を深めることを目的とする。
はじめに，和声法・対位法の基礎を復習し，それらを歌唱教
材・合唱教材の編曲に応用する。完成した楽曲を，受講生で
浅井 暁子（人間社会研究域学校教育系准教
演奏発表する。
音楽科教師のための作編曲講座
編曲の素材は基本的に教材とするが，校歌の伴奏やクラ 授）
ブ活動のための楽曲などを用いることも可能である。ただ
し、その場合には，ある程度の知識と経験を要することを認
識しておくこと。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月4日

教諭

中学校・高等学
校（音楽）教諭

6,000円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850761号

076-264-5956

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

大村 雅章（人間社会研究域学校教育系教授）
宮下 孝晴（人間社会研究域歴史言語文化学
石川県金沢市
系教授）
鷲山 靖（人間社会研究域学校教育系教授）

6時間 平成25年8月3日

教諭

中学校・高等学
校（美術）教諭

6,000円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850762号

076-264-5956

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

共同制作としてのフレスコ画

中世イタリアを中心としたフレスコ画について、講義と実技
を行う。特にルネサンス以前の壁画、工房制作におけるブオ
ン・フレスコ画について、画面構成法や技法史、図像学によ
る主題の解読など講義する。また、実技では当時の技法や
材料に基づいた、共同作業としてのフレスコ画制作を実施す
る。

金沢大学

彫刻概説

本講習は４部構成である。第１部では彫刻教材の検討・展
望について意見交換する。第２部では彫刻の種類や造形要
素について著名な作品を取り上げて論ずる。第３部では２０ 鷲山 靖（人間社会研究域学校教育系教授）
石川県金沢市
世紀の彫刻に大きな影響を及ぼしたロダンについて概説す 江藤 望（人間社会研究域学校教育系准教授）
る。第４部では現在注目されている国内外の彫刻家を紹介
する。

6時間 平成25年8月11日

教諭

中学校・高等学
校（美術）教諭

6,000円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850763号

076-264-5956

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

金沢大学

デザイン教育と社会の係わりに
ついて

１９世紀中頃から誕生した近代デザイン思想は、モリスの
「アーツアンドクラフト運動」、「アール・ヌーヴォー」、「アー
ル・デコ」、「ドイツ工作連盟」、「バウハウス」等を経て、戦後 松浦 昇（人間社会研究域学校教育系教授）
の現代デザイン思想へ繋がるが、デザイン教育を通して、近 鷲山 靖（人間社会研究域学校教育系教授）
代デザイン思想を振り返り、現代社会との係わりを考えた
い。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月28日

教諭

中学校・高等学
校（美術）教諭

6,000円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850764号

076-264-5956

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

金沢大学

近年，穀物からのエネルギー生産（バイオエタノール化）も
含めて，作物生産と環境保全に関して多くの問題が提起さ
れていることから先ず，有機栽培を含めた作物生産と環境
教育内容の充実～栽培・電気・機 問題に関わる最近の動向について解説する。そして，日常
械の最近のトピックス～
生活に深く浸透してきている電磁波の概略を述べた後，その
電気，電子，材料，通信領域への応用について解説する。
次いで，過去の幾つかの破壊事故を例に金属の「疲労」に
ついて基礎的な話を交えて解説する。

鯨 幸夫（人間社会研究域人間科学系教授）
黒堀 利夫（人間社会研究域人間科学系教授）
石川県金沢市
佐々木敏彦（人間社会研究域人間科学系教授）
香坂 玲（人間社会研究域人間科学系准教授）

6時間 平成25年8月30日

教諭

中学校・高等学
校（技術）教諭

6,000円

10人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850765号

076-264-5956

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

金沢大学

ものづくり学習・教育の魅力

12時間 平成25年8月12日～
平成25年8月13日

教諭

中学校（技術科）
教諭・高等学校
（芸術科工芸）教
諭

12,000円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850766号

076-264-5956

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

金沢大学

家庭科のカリキュラムや授業を構想するさいの視点・観点
について、講義・演習・討論を行う。授業実践例や教材・教
家庭科のカリキュラム・授業づくり 具、資料等を分析したり、授業を構想したりしながら進めて
綿引 伴子（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市
A
いく。問題解決型の学習、思考力の育成、市民性、食育との
関係、地域に根ざした教材化など、できるだけ今日的課題を
取り上げる。

6時間 平成25年8月26日

教諭

中学校・高等学
校(家庭）教諭

6,000円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850767号

076-264-5956

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

金沢大学

家庭科のカリキュラムや授業を構想するさいの視点・観点
について、講義・演習・討論を行う。授業実践例や教材・教
具、資料等を分析したり、グループまたは個人で授業を構想
家庭科のカリキュラム・授業づくり
したりする。構想した授業について相互に検討し合う。(「家 綿引 伴子（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市
B
庭科のカリキュラム・授業づくりA」の講習をふまえた内容な
ので、「家庭科のカリキュラム・授業づくりA」とともに受講す
ることが望ましい。）

6時間 平成25年8月28日

教諭

中学校・高等学
校(家庭）教諭

6,000円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850768号

076-264-5956

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

金沢大学

ものづくり学習に関する技術科及び芸術科工芸の現状・展
望について意見交換を実施後、鍛金技法による丼鍋の制作
鷲山 靖（人間社会研究域学校教育系教授）
と親子丼の調理を通じて、学校教育における「ものづくり学
習・教育」の意義を検討する。

石川県金沢市

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

金沢大学

本講習の目的は，現在の保育及び保育を巡る現状と課題
を知り，受講者自身がそうした現状と課題を踏まえたうえで，
家庭科の授業づくり：保育の現状 実際の授業のあり方を案出する機会を提供することである。 滝口 圭子（人間社会研究域学校教育系准教
具体的には，まず，保育及び保育を巡る現状と課題につて 授）
から
講義する。受講者による現状と課題に関する集団討論の後
に，各自で授業実践例を考案する。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月27日

教諭

中学校・高等学
校（家庭）教諭

6,000円

25人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850769号

076-264-5956

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

金沢大学

文学研究とジェンダー

１９世紀アメリカは児童文学の黄金期であったと言われて
いるが、そのジェンダー表象をハックとジョーの少年・少女像
の比較に検証する。さらに、冷戦期において、ディズニー映 和泉 邦子（人間社会研究域歴史言語文化学
画がアメリカのジェンダー強化体制を固める文化装置として 系教授）
流布することになる背景と体制強化に対する反逆の物語の
ダイナミズムについても考察していきたい。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月10日

教諭

中学校・高等学
校（英語）教諭

6,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850770号

076-264-5956

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

金沢大学

アメリカ映画に見る他者の概念

本講習では映画解釈のために必要な精神分析的知見を
紹介するとともに、そうした解釈のツールを用いて、アメリカ
映画史重要な３つの作品が提示する他者の概念を検討し、 小原 文衛（人間社会研究域歴史言語文化学
集団的な意識としてのアメリカに内在する根本的な不安・恐 系准教授）
怖についての思索を深め、異文化コミュニケーションに不可
欠な思想的な文脈の理解につながる知識基盤を構築する。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月12日

教諭

中学校・高等学
校（英語）教諭

6,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850771号

076-264-5956

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

金沢大学

現在、第二言語習得の分野では様々な社会文化的概念が
生まれ、言語を知識として学ぶのではなく社会に根付いた活
動を通して習得するという考えのもとに、学習者が状況に応
じた言語使用活動にどのように取り組むかを分析する研究
第二言語習得における社会文化
が増えてきている。そのため、第二言語教育の質的向上を 根本 浩行（外国語教育研究センター准教授）
的アプローチ
図る上でも、様々な社会文化的活動を用いオーセンティック
な言語使用環境を提供することが必要となる。本講習では、
第二言語習得における社会文化的アプローチを教育場面で
どのように応用すべきか実践検証する。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月11日

教諭

中学校・高等学
校（英語）教諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850772号

076-264-5956

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

金沢大学

学校保健・体育に必要な基本的かつ実践的な知識を、以
下の項目について提供する。１）学校における予防医学の進
め方、２）学校におけるメンタルヘルスケア、３）学校における 吉川 弘明（保健管理センター教授）
学校保健に必要な知識のワクチ
体育・スポーツの進め方。講義内容は独立しているが、確認 足立 由美（保健管理センター准教授）
ン-2013
試験は一括して行う。全体の内容は、金沢大学保健管理セ 寳學 淳郎（保健管理センター准教授）
ンター（健康科学部門・スポーツ教育部門）が日常業務とし
て実践していることを伝えるのが目的である。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月6日

教諭 中学校・高等学
養護教 校（保健体育）教
諭・養護教諭
諭

6,000円

100人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850773号

076-264-5956

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

総合リハビリテーションと特別支
援教育

世界行動計画（1982）から障害者権利条約（2006）までの
流れは，障害当事者の「自己決定権」を最も基本的な権利と
して重視する。教育活動にあってもこれを最大限に尊重して
進められなければならない。特に障害による制約があり，未
成熟な子どもに対する特別支援教育では，行動実行を通し 吉川 一義（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市
て「自己決定する能力を高める」ことが求められる。ICFの理
念は十分にこの思想を踏襲し，方法論を示唆している。この
理念と方法を学び，教育実践として具現化することに資す
る。

6時間 平成25年8月6日

教諭
特別支援学校教
養護教
諭・養護教諭
諭

6,000円

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850774号

076-264-5956

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

発達障害がある子どもたちの理
解と支援

自閉症、アスペルガー症候群、LD、ADHDなどの発達障害
のタイプについて概説し、主に幼児期から学齢期に焦点を
あて、対人関係やコミュニケーション、学習、社会適応上の
特徴や支援が必要となる点について説明する。また、学校 小林 宏明（人間社会研究域学校教育系准教
教育の中で必要となる教育・支援の概要について、これらの 授）
子ども達のニーズの多様性にどのように対応すれば良い
か、通常学級の中でどのような教育・支援を行うことが可能
かについて説明する。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月27日

教諭
特別支援学校教
養護教
諭・養護教諭
諭

6,000円

100人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850775号

076-264-5956

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

石川県金沢市

6時間 平成25年7月21日

養護教
養護教諭
諭

6,000円

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850776号

076-264-5956

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

金沢大学

金沢大学

金沢大学

・現代的健康課題を概観し、その解決に向けて保健室経営
の在り方を論じる。その後、グループワークの議論をもとに
自校の健康課題解決に向けた保健室経営計画の検討を行
河田 史宝（人間社会研究域学校教育系准教
健康課題解決にむけた養護実践 う。
授）
・健康相談および保健指導について概観し、自校の健康課
題解決に向けて個別指導・集団指導を検討する。

50人

50人

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

金沢大学

・学校における救急処置に必要な基本的事項を生理学の視
点から概説する。食物アレルギーの基礎知識と保健室での 河田 史宝（人間社会研究域学校教育系准教
学校における救急処置と危機管
授）
保健指導に活用できる生理学の内容を示す。
理
・学校における危機管理について概説し、事例をもとに養護 杉本 直俊（医薬保健研究域医学系准教授）
教諭のかかわり方を検討する。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月26日

金沢大学

道徳・倫理（いのちの教育）

日本におけるＤｅａｔｈ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎの典型実践、金森俊朗
先生の『性の授業 死の授業』、鳥山敏子先生の『いのちに
触れる』について豊富な映像資料を交えて、わかりやすく解 村井淳志（人間社会研究域学校教育系教授）
説します。「いのち」の教育に関心のある先生方の聴講を期
待しています。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月27日

教諭

食料生産の現状と課題

以下の４課題を講述する。
①温暖化の進行による農作物の高温障害について、その発
生機構を解説する。
②葉菜類の来歴、育種・採種、栽培、生態的特性と作型分
化や有害成分を減らすための栽培法を解説する。
③果実の成熟に伴って起こる二次代謝物の蓄積について、
その背景となる生理学的、遺伝学的特性を解説する。
④水稲生産が温暖化により受ける影響を概説し、その対策
としてとり得る栽培学的、育種学的方策を解説する。

福岡 信之（生物資源環境学部附属農場教授）
村上 賢治（岡山大学大学院環境生命科学研
究科准教授）
石川県野々市
片山 礼子（生物資源環境学部生産科学科准
市
教授）
塚口 直史（生物資源環境学部生産科学科講
師）

6時間 平成25年8月26日

農業と環境

以下の４課題を講述する。
①農作物中のカドミウムと人体への影響について講述する。
②自然災害と防災教育をテーマとし地形図などを使いなが
ら、災害予知のための地形判読、ハザードマップの作成法
について講述する。
③土壌の密度、間隙率など物理的な性質と保水性、透水性
など農業や環境と関わりのある特性について講述する。
④農業農村の維持発展に向けた地域計画の基礎となる住
民の社会・環境評価構造の把握を講述する。

岡崎
授）
柳井
授）
高瀬
授）
山下
師）

石川県野々市
市

石川県野々市
市

石川県立大学

石川県立大学

石川県立大学

食の化学

金沢美術工芸大
日本人の暮らしに根ざした芸術
学

本講習では、抗酸化や血圧降下などを示す食品の機能とそ
の成分、食品腐敗あるいは食中毒に対応する食品衛生と手
法、および日本古来の伝統食品である発酵食品などに関す
る最近の話題を中心に講義を行うとともに、エライザ法を使
用した食品中のアレルギー物質の検査および抗酸化能の測
定に関する実験を行う。
日本人の暮らしに深く根ざす美術、特に日常よく目にするも
のに焦点をあて、生活との関わり、芸術としての意味を理解
する。立体造形（彫刻）・デザイン（日用品）についてワーク
ショップを主体とした講習を行うほか、日本人の生命観と
アートの関係についても取り上げる。受講者相互によるディ
スカッションや交流を通して、新たな興味と意欲を喚起できる
よう企画している。

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850777号

076-264-5956

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

「いのち」の教育
に関心を持つ県
下の教諭

6,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平251003850778号

076-264-5956

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

教諭

高校教諭、
農業・理科

6,000円

20人

平成25年3月16日～
平成25年8月9日

平252003050677号

０７６－２２７－７４ http://www.ishikawa
０８
-pu.ac.jp

6時間 平成25年8月27日

教諭

高校教諭、
農業・理科

6,000円

20人

平成25年3月16日～
平成25年8月9日

平252003050678号

０７６－２２７－７４ http://www.ishikawa
０８
-pu.ac.jp

6時間 平成25年8月28日

教諭

高校教諭、
農業・理科

6,000円

20人

平成25年3月16日～
平成25年8月9日

平252003050679号

０７６－２２７－７４ http://www.ishikawa
０８
-pu.ac.jp

教諭

小学校教諭(図画
工作)、中学校教
諭(美術)、高等学 20,000円
校教諭(美術、工
芸)

15人

平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平252003251146号

076-262-3531

http://www.kanazawa
-bidai.ac.jp/

養護教
養護教諭
諭

正規（生物資源環境学部環境科学科教
清治（生物資源環境学部環境科学科教
恵次（生物資源環境学部環境科学科教
良平（生物資源環境学部環境科学科講

榎本 俊樹（生物資源環境学部食品科学科教
授）
鈴木 隆元（生物資源環境学部食品科学科教
授）
矢野 俊博（生物資源環境学部食品科学科教
授）

横川
土井
畝野
荷方

受講料 受講人数

善正（一般教育等教授）
宏二（美術科教授）
裕司（デザイン科准教授）
邦夫（教職課程准教授）

石川県金沢市

18時間

平成25年8月7日～
平成25年8月9日

金沢学院大学

児童生徒への「心理教育的アプ
ローチ」の理論と方法

教員の職能として(1)担当教科の指導力と(2)生徒指導、教育
相談、進路指導等の2つの大きな分野の担当責任が課せら
れている。本講義は(2)の領域の課題に対処しようとする最
近の実践的開発「心理教育」と呼称している教育の方法に
森 源三郎（基礎教育機構教授）
ついて講述する。児童生徒が様々の時間、場所での対人関
係を適切につくり、コミュニケーション能力を高めていくスキ
ルの形成（SST）等を活用して、ひきこもり、不登校、いじめ
の予防的支援教育の理論と方法について考える。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月6日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

40人

平成25年3月21日～
平成25年6月14日

平253030351928号

076-229-8835

http://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学

平成19年度の特別支援教育制度の創設に伴い、多様な障
害症状と教育ニーズをもつ児童生徒がいずれの学校にも在
籍在学するようになり、それへの対応と適切な支援方法が
模索されている。本講義はゲゼル発達診断学の理論と方法
発達障害をもつ児童生徒の理解
を学び、知的障害類型群と知的障害を伴わない障害類型群 森 源三郎（基礎教育機構教授）
と指導
に大別しながら国際障害診断基準による発達障害の諸特性
を理解する。多様で個別的な教育ニーズを持つ発達障害類
型の児童生徒に対応した開発的な支援教育の実践を創造
し、「生きる力」を育む教育目標達成への道しるべを考える。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月9日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

40人 平成25年3月21日～
平成25年6月14日

平253030351929号

076-229-8835

http://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

普通の授業でよく行われる資料配付、テスト、課題提出、
学習履歴管理等をパソコンとネットワークによって補完する
フリーソフトウェアー「ムードル」の活用法を実習し、効果的
ゴードン・ベイトソン（文学部教授）
な授業運営を研究する。
具体的には、「ムードル」の概要説明の後、クイズ作成ソフ
トウェアー「ホット・ポテト」で作られた課題をムードルで配信
すること、及び学習成果の評価の仕方を紹介し、実習する。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

石川県金沢市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

20人 平成25年3月21日～
平成25年6月14日

平253030351930号

076-229-8835

http://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学

最近の中学生・高校生における古典離れという現象は深
刻だといわれる。だからこそ今、古典を学び教えることの意
中・高国語科担当教員対象講座 味について、原点に戻って考えてみることは重要だ。本講座
山下 久夫（文学部教授）
では、近・現代の古典教育の源流ともいえる本居宣長の古
A： 古典教育の源流
典観や言語論を検討しながら、あらためて古典学・古典教育
の意味を問い直してみたい。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

50人 平成25年3月21日～
平成25年6月14日

平253030351931号

076-229-8835

http://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学

中・高の漢文の分野において、将来にわたって古典文学に
親しみ、「生きる力」をも見いだせるような学習指導の方法を
講習する。先ずは、漢文語法の基礎を固めること。また、漢
字の音訓や国字についても触れる。次に、中国史話によっ
中・高国語科担当教員対象講座
て時代背景や人物像を知るとともに先人の智恵を学び、ま 柳澤 良一（文学部教授）
Ｂ：新しい時代の漢文教授法
た我が国文学への影響の跡をたどる。さらには、漢詩の平
仄・韻・対句等の基礎の確認と漢詩創作への挑戦。また、菅
原道真や源氏物語の時代の漢詩文を通して、日本漢詩文に
ついての理解を深める。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月8日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

50人 平成25年3月21日～
平成25年6月14日

平253030351932号

076-229-8835

http://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学

明治以降に、石川ないし金沢に関連して書かれた「郷土の
文学」を、教材としていかに取り上げるか、金沢の三文豪（泉
秋山 稔（文学部教授）
中・高国語科担当教員対象講座
鏡花・徳田秋声・室生犀星）やゆかりの作家（加能作次郎・
蔀 際子（文学部准教授）
C：郷土文学の教材化
三島由紀夫・水芦光子・曽野綾子など）の作品から例を挙
げ、問題提起を交えながら講義する。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

50人

平成25年3月21日～
平成25年6月14日

平253030351933号

076-229-8835

http://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学

「現代文」（近現代文学）の頻出教材「羅生門」・「山月記」・
中・高国語科担当教員対象講座
水洞 幸夫（文学部教授）
「こころ」・「高瀬舟」の研究史と最新の研究について、講義
D：現代文定番教材の研究史
寺田 達也（文学部准教授）
する。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月12日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

50人

平成25年3月21日～
平成25年6月14日

平253030351934号

076-229-8835

http://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学

日本語母語話者向けの<国語教育>や日本語非母語話者
向けの<日本語教育>のような教育現場において、<国語／
日本語>の文法がどのような形で取り上げられているかにつ
中・高国語科担当教員対象講座
いて比較検討し、それぞれの文法概念の違いや接点、問題 寺田 智美（文学部准教授）
E： 日本語の文法
点等について考察していく。さらに、<日本語学>で行われて
いる<文法研究>が教育現場に与える影響についても言及し
てゆく。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

50人

平成25年3月21日～
平成25年6月14日

平253030351935号

076-229-8835

http://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学

近世幕藩制は、長い戦国の争乱を最終的に収束させ、二
百数十年間の安定した政治支配を維持した政治体制であ
り、それがどのような過程を経て成立したかという問題は、
幕藩制確立期の諸問題─関ヶ原 日本近世史の基本問題である。この講座では、豊臣政権の
見瀬和雄（文学部教授）
合戦から大坂の陣へ─
末期から大坂の陣までの時期を取り上げ、幕藩制成立過程
の要点を、文献史料や絵画資料などを用いて考察する。ま
た、その過程で、北陸地域を統治した前田氏の領地支配に
どのような特徴が見られたかを併せてみる。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校社会科・
高等学校地理歴
史科担当教諭

6,000円

20人

平成25年3月21日～
平成25年6月14日

平253030351936号

076-229-8835

http://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

貨幣を題材とした歴史教授法を
考える

高校の歴史教育において、身近な生活文化や歴史資料の
特性・活用及び文化財保護の意義に関する通時代的な主題
学習の教材として、貨幣は好個の素材・資料の一つであるよ
うに思われる。本講座はこのような観点から、日本の古銭の
石崎 建治（文学部准教授）
実物を例示しながら、主に高校日本史教育の場において貨
幣を教材とした活用例を考えるとともに、高校世界史・公民
科、中学校社会科での活用例なども視野において検討して
いきたい。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月8日

教諭

中学校社会科・
高等学校地理歴
史科担当教諭

6,000円

20人 平成25年3月21日～
平成25年6月14日

平253030351937号

076-229-8835

http://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

ヨーロッパ近代史の新たな視角

本講習の目的は、イギリス史を中心とする近代ヨーロッパ史
研究の近年の研究動向を紹介し、ヨーロッパの歴史と文化
に対する知見を深めることである。また、映像資料を用い
て、近代ヨーロッパ社会の具体的なイメージを描くことを目指 伊東 剛史（文学部講師）
す。具体的には、「新しいグローバル・ヒストリー」、「複合国
家論」、「三王国戦争論」といったテーマをとりあげる予定で
ある。

石川県金沢市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校社会科・
高等学校地理歴
史科担当教諭

6,000円

20人

平成25年3月21日～
平成25年6月14日

平253030351938号

076-229-8835

http://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

金沢学院大学

オンライン教材制作入門：
学習管理システム「ムードル」を
使った授業運営

金沢学院大学

金沢学院大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

柔道の教授法

柔道実技指導における様々な問題点や疑問にたいして現
実的な面からアドバイスし講義を行う。また、経験の浅い指
導者でも安全かつ効果的な指導が出来るように配慮し、そ
渡辺 直勇（スポーツ健康学部講師）
の方法を講義する。本年度から武道必修化となり、学校教
育の現場において柔道の役割を理解させるためのアドバイ
スを講義する。

石川県金沢市

金沢工業大学

工業科教育法

工業教育の歴史と現状について考察し、工業高校の生徒を
指導するための原理・方法を検討する。授業に焦点を当てる 松本重男 （基礎実技教育課程 教授）
木村竜也 （教職課程 准教授）
とともに、これからの工業高校の在り方についてＰＢＬ
（Project Based Learning：問題解決型学習）の視点から考え 伊藤大輔 （教職課程 講師）
る受講者参加型の講習である。

石川県野々市
市

星槎大学

教育安全上、災害時に学校全体で子どもたちの生命を守り
心身の安全を図ること、災害後はこころのケアや具体的支
援が迅速にできる事が求められている。そこで本講習では、
震災を超えた未来のために
細田 満和子（共生科学部教授）
～教育現場におけるリスクマネジ 東日本大震災の現場に身を置き、子どもたちの声を聴き、
吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
当事者として考え、伝えている方々をゲストに迎え、将来、遭
メント～
遇するであろう危機的状況の中で、教師・市民としてとるべ
き態度、知識、考え方を考察する手がかりを提示したい。

福井県福井市

18時間 平成25年7月30日～平
成25年8月1日

星槎大学

教員に求められる資質能力において「地球的視野に立って
行動する資質能力」「変化の時代を生きる社会人に求められ
る資質能力」があげられている。この資質能力を身につける
ために、地球温暖化や人体・健康に及ぼす環境問題、エネ 坪内 俊憲（共生科学部准教授）
地球的視野で考え行動する教員 ルギー問題についてグループワーク等を用いて考え、これら 北岡 和義（日本大学国際関係学部非常勤講
の問題を読み解くためのメディアリテラシーや課題解決能力 師）
を養う。あわせて、環境破壊から子どもの心身の健康を守
り、安心・安全を確保するための学校づくりに取り組む教員
の資質向上をはかる。

長野県白馬村

18時間

金沢学院大学

佐久大学

佐久大学

生涯を健康であるために

正しくパソコンを活用するには

人は生涯を通じて成長発達の段階に応じた健康課題を持っ
て生きています。子どもが健やかに生まれ、育ち、成人して
元気に働き、健康に老いて死を迎える人生の完成期までに
大渕 律子（佐久大学看護学部看護学科教授）
どのような健康課題を乗り越えていくのか、そのためのサ
長野県佐久市
別所 遊子（佐久大学大学院研究科主任）
ポートにはどのようなものがあるのかをお話します。
日本における超高齢社会をだれもが、いきいきと生きていく
ための基盤となる健康維持・増進のあり方について一緒に
考えていきましょう。
情報活用能力とはパソコンなどの情報機器を「扱う能力」で
はなく「活用する能力」である。しかし現状では前者の能力育
成が偏重されているのではないだろうか。
本講座では授業におけるデータ収集、分析、プレゼン作成 三池 克明（佐久大学信州短期大学部総合ビジ
長野県佐久市
の指導場面を想定して、パソコンなどの情報機器をどのよう ネス学科助教）
に活用すればよいのかという本来の「情報活用能力」を解説
し、さらに「情報活用能力」育成の指導方略を解説する。

佐久大学

健康と生涯スポーツ

スポーツの種類は二つある。前者は「楽しむ」であり、後者は
「勝利への追求=結果の生産」である。特に後者は近年急速
な広がりを示し、幼年期から専門技術の追求が旺盛である。
「楽しむ」ことをベースに、スポーツの大切さや素晴らしさを
片桐 学（佐久大学信州短期大学部総合ビジネ
各運動分野の実践を通して検証する。
長野県佐久市
ス学科准教授）
実技①レクリエーション分野（スポーツ吹き矢・ビンゴ吹き
矢）実技②ニュースポーツ分野（バドポン）実技③生涯ス
ポーツ分野（ポールdeウォーキング）講義④HR活動につい
て（体験談）

佐久大学

課題を抱える保護者との対話法

子どもの生活や進路、子どもとの関係、子ども理解などに悩
みを抱えている保護者は多い。現代の教育者は、児童・生
徒に対してのみならず、そのような保護者への支援も求めら
宮内 克代(埼玉学園大学人間学部准教授)
れている。
本講義では、社会福祉援助技術を援用し、演習を交えなが
ら、保護者とのより前向きな対話法を模索していく。

長野県佐久市

6時間 平成25年8月26日

6時間 平成25年7月13日

平成25年8月4日～平
成25年8月6日

6時間 平成25年8月7日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

教諭

中学校・高等学
校保健体育科教
諭

6,000円

30人 平成25年3月21日～
平成25年6月14日

教諭

工業高校などの工業
系科目担当教員、お
よび課題研究や総合
的な学習の時間を担
当しているなどにより
PBLに興味のある教
員

6,000円

20人

平成25年4月1日～
平成25年6月30日

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平253030351939号

076-229-8835

http://www.kanazawa
-gu.ac.jp/

平253030451046号

076-294-6402

http://www.kanazawa
-it.ac.jp

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

19,000円

30人 平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752207号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

19,000円

60人

平成25年3月18日～
平成25年6月30日

平253000752227号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

教諭 幼稚園・小・中・
養護教 高等学校教諭、
養護教諭
諭

6,000円

100人

平成25年5月1日～
平成25年6月28日

平253031651900号

0267-68-6680

http://www.saku.ac.
jp

6時間 平成25年8月9日

教諭

幼稚園・小・中・
高等学校教諭

6,000円

50人

平成25年5月1日～
平成25年6月28日

平253031651901号

0267-68-6680

http://www.saku.ac.
jp

6時間 平成25年8月24日

教諭

幼稚園・小学校
教諭、中・高等学
校教諭（保健体
育）

6,000円

50人 平成25年5月1日～
平成25年6月28日

平253031651902号

0267-68-6680

http://www.saku.ac.
jp

6時間 平成25年9月14日

6,000円

100人 平成25年5月1日～
平成25年6月28日

平253031651903号

0267-68-6680

http://www.saku.ac.
jp

教諭 幼稚園・小・中・
養護教 高等学校教諭、
諭
養護教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要
社会的に弱い立場にある人々に対しての虐待が増えてい
る。また、これらの人々は虐待されても声を上げにくい立場
におかれているといえる。
虐待の現状と増加している社会的背景を知り、対応策として
の制度・法律を学ぶ。事例を通して被虐待者の発見、支援
方法、関係機関とのネットワーク作り等について理解を深
め、支援のあり方を模索する。

担当講師

関口 昌利(佐久大学信州短期大学部介護福祉
学科准教授)
長野県佐久市
加藤 みち代（佐久大学信州短期大学部介護福
祉学科准教授）

佐久大学

虐待（児童・障害者・高齢者）の
現状と対策

佐久大学

苦悩する児童生徒やその保護者等成人への理解・啓発・支
援・指導に資することを目指す。今日近代社会において、強
迫パーソナリティが最も多い性格傾向ではないかと思われ
る。その程度が強すぎると苦悩に苛まれ、病的状態に陥り、
金高 茂昭（佐久大学信州短期大学部介護福
強迫性パーソナリティ・強迫性障
周囲の人々をも苦悩の淵に巻き込むことにもなっていく。
祉学科教授）
害・睡眠障害
強迫パーソナリティと強迫性障害との関連性や、睡眠障害
の特質を理解し、学校生活のみならず日常生活にもつまづく
児童生徒や成人について理解を深め、再成長・再出発を促
す方法を考察する。

武田育夫（長野県教育委員会教学指導課長）
布谷光俊（元中部大学教授）
平野吉直（信州大学教育学部教授）
中野真志（愛知教育大学教授）
新学習指導要領に示された、児童・生徒の「体験活動」につ 北原勉（国立信州高遠青少年自然の家主任企
独立行政法人国
教員免許状更新講習～「体験活 いての理解を深め、教師に求められるコミュニケーション能 画指導専門職）
立青少年教育振
力の向上や、自然体験活動の指導方法を身につけることに 清水潤（国立信州高遠青少年自然の家企画指
動の指導法を学ぶ」～
興機構
導専門職）
より、教育内容の充実を図る。
牛山高彦（国立信州高遠青少年自然の家企画
指導専門職）
酒井憲一（国立信州高遠青少年自然の家企画
指導専門職）

財団法人日本ア
ウトワード・バウ
ンド協会

財団法人日本ア
ウトワード・バウ
ンド協会

財団法人日本ア
ウトワード・バウ
ンド協会

講習の開催地

長野県佐久市

長野県伊那市

時間数

6時間

講習の期間

平成25年9月15日

6時間 平成25年9月21日

18時間

平成25年11月2日～
平成25年11月4日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭 幼稚園・小・中・
養護教 高等学校教諭、
養護教諭
諭

6,000円

100人

平成25年5月1日～
平成25年6月28日

平253031651904号

0267-68-6680

http://www.saku.ac.
jp

教諭 幼稚園・小・中・
養護教 高等学校教諭、
養護教諭
諭

6,000円

100人 平成25年5月1日～
平成25年6月28日

平253031651905号

0267-68-6680

http://www.saku.ac.
jp

教諭

小・中学校教諭

21,400円

20人

平成25年5月13日～
平成25年6月12日

平257002351896号

0265-96-2525

http://takato.niye.
go.jp/

「気づきの人間教育」2日間

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人との
関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育にお
いて教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険教育
の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦し、
「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」か
ら自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直しま
す。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育の
基本的な考え方を学びます。

茶木知孝（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校校長）
梶谷耕一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校カスタムプログラム担当）
前田浩一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校オープンプログラム担当）
長野県北安曇
中村伸治（財団法人日本アウトワード・バウンド 郡小谷村
協会長野校コースコーディネーター）
河合宗寛（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校セーフティ担当）
猪狩修（財団法人日本アウトワード・バウンド協
会長野校インストラクター）

18時間 平成25年6月8日～
平成25年6月9日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

27,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年6月1日

平258135051414号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

「気づきの人間教育」2日間

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人との
関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育にお
いて教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険教育
の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦し、
「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」か
ら自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直しま
す。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育の
基本的な考え方を学びます。

茶木知孝（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校校長）
梶谷耕一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校カスタムプログラム担当）
前田浩一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校オープンプログラム担当）
長野県北安曇
中村伸治（財団法人日本アウトワード・バウンド 郡小谷村
協会長野校コースコーディネーター）
河合宗寛（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校セーフティ担当）
猪狩修（財団法人日本アウトワード・バウンド協
会長野校インストラクター）

18時間 平成25年7月20日～
平成25年7月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

27,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年7月13日

平258135051415号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

「気づきの人間教育」2日間

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人との
関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育にお
いて教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険教育
の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦し、
「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」か
ら自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直しま
す。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育の
基本的な考え方を学びます。

茶木知孝（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校校長）
梶谷耕一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校カスタムプログラム担当）
前田浩一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校オープンプログラム担当）
長野県北安曇
中村伸治（財団法人日本アウトワード・バウンド 郡小谷村
協会長野校コースコーディネーター）
河合宗寛（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校セーフティ担当）
猪狩修（財団法人日本アウトワード・バウンド協
会長野校インストラクター）

18時間 平成25年7月24日～
平成25年7月25日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

27,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年7月17日

平258135051416号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

財団法人日本ア
ウトワード・バウ
ンド協会

財団法人日本ア
ウトワード・バウ
ンド協会

財団法人日本ア
ウトワード・バウ
ンド協会

財団法人日本ア
ウトワード・バウ
ンド協会

財団法人日本ア
ウトワード・バウ
ンド協会

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

「気づきの人間教育」2日間

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人との
関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育にお
いて教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険教育
の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦し、
「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」か
ら自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直しま
す。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育の
基本的な考え方を学びます。

茶木知孝（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校校長）
梶谷耕一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校カスタムプログラム担当）
前田浩一（財団法人日本アウトワード・バウンド
長野県北安曇
協会長野校オープンプログラム担当）
中村伸治（財団法人日本アウトワード・バウンド 郡小谷村
協会長野校コースコーディネーター）
河合宗寛（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校セーフティ担当）
猪狩修（財団法人日本アウトワード・バウンド協
会長野校インストラクター）

18時間 平成25年7月30日～平
成25年7月31日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

27,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年7月23日

平258135051417号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

「気づきの人間教育」2日間

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人との
関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育にお
いて教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険教育
の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦し、
「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」か
ら自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直しま
す。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育の
基本的な考え方を学びます。

茶木知孝（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校校長）
梶谷耕一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校カスタムプログラム担当）
前田浩一（財団法人日本アウトワード・バウンド
長野県北安曇
協会長野校オープンプログラム担当）
中村伸治（財団法人日本アウトワード・バウンド 郡小谷村
協会長野校コースコーディネーター）
河合宗寛（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校セーフティ担当）
猪狩修（財団法人日本アウトワード・バウンド協
会長野校インストラクター）

18時間 平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

27,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年7月25日

平258135051418号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

「気づきの人間教育」2日間

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人との
関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育にお
いて教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険教育
の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦し、
「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」か
ら自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直しま
す。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育の
基本的な考え方を学びます。

茶木知孝（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校校長）
梶谷耕一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校カスタムプログラム担当）
前田浩一（財団法人日本アウトワード・バウンド
長野県北安曇
協会長野校オープンプログラム担当）
中村伸治（財団法人日本アウトワード・バウンド 郡小谷村
協会長野校コースコーディネーター）
河合宗寛（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校セーフティ担当）
猪狩修（財団法人日本アウトワード・バウンド協
会長野校インストラクター）

18時間 平成25年8月6日～
平成25年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

27,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年7月30日

平258135051419号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

「気づきの人間教育」2日間

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人との
関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育にお
いて教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険教育
の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦し、
「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」か
ら自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直しま
す。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育の
基本的な考え方を学びます。

茶木知孝（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校校長）
梶谷耕一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校カスタムプログラム担当）
前田浩一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校オープンプログラム担当）
長野県北安曇
中村伸治（財団法人日本アウトワード・バウンド 郡小谷村
協会長野校コースコーディネーター）
河合宗寛（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校セーフティ担当）
猪狩修（財団法人日本アウトワード・バウンド協
会長野校インストラクター）

18時間 平成25年8月8日～
平成25年8月9日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

27,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年8月1日

平258135051420号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

「気づきの人間教育」2日間

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人との
関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育にお
いて教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険教育
の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦し、
「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」か
ら自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直しま
す。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育の
基本的な考え方を学びます。

茶木知孝（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校校長）
梶谷耕一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校カスタムプログラム担当）
前田浩一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校オープンプログラム担当）
長野県北安曇
中村伸治（財団法人日本アウトワード・バウンド 郡小谷村
協会長野校コースコーディネーター）
河合宗寛（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校セーフティ担当）
猪狩修（財団法人日本アウトワード・バウンド協
会長野校インストラクター）

18時間 平成25年8月13日～
平成25年8月14日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

27,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年8月6日

平258135051421号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

財団法人日本ア
ウトワード・バウ
ンド協会

財団法人日本ア
ウトワード・バウ
ンド協会

財団法人日本ア
ウトワード・バウ
ンド協会

財団法人日本ア
ウトワード・バウ
ンド協会

財団法人日本ア
ウトワード・バウ
ンド協会

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

「気づきの人間教育」2日間

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人との
関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育にお
いて教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険教育
の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦し、
「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」か
ら自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直しま
す。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育の
基本的な考え方を学びます。

茶木知孝（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校校長）
梶谷耕一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校カスタムプログラム担当）
前田浩一（財団法人日本アウトワード・バウンド
長野県北安曇
協会長野校オープンプログラム担当）
中村伸治（財団法人日本アウトワード・バウンド 郡小谷村
協会長野校コースコーディネーター）
河合宗寛（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校セーフティ担当）
猪狩修（財団法人日本アウトワード・バウンド協
会長野校インストラクター）

18時間 平成25年8月15日～
平成25年8月16日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

27,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年8月8日

平258135051422号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

「気づきの人間教育」2日間

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人との
関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育にお
いて教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険教育
の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦し、
「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」か
ら自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直しま
す。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育の
基本的な考え方を学びます。

茶木知孝（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校校長）
梶谷耕一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校カスタムプログラム担当）
前田浩一（財団法人日本アウトワード・バウンド
長野県北安曇
協会長野校オープンプログラム担当）
中村伸治（財団法人日本アウトワード・バウンド 郡小谷村
協会長野校コースコーディネーター）
河合宗寛（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校セーフティ担当）
猪狩修（財団法人日本アウトワード・バウンド協
会長野校インストラクター）

18時間 平成25年8月19日～
平成25年8月20日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

27,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年8月12日

平258135051423号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

「気づきの人間教育」2日間

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人との
関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育にお
いて教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険教育
の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦し、
「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」か
ら自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直しま
す。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育の
基本的な考え方を学びます。

茶木知孝（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校校長）
梶谷耕一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校カスタムプログラム担当）
前田浩一（財団法人日本アウトワード・バウンド
長野県北安曇
協会長野校オープンプログラム担当）
中村伸治（財団法人日本アウトワード・バウンド 郡小谷村
協会長野校コースコーディネーター）
河合宗寛（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校セーフティ担当）
猪狩修（財団法人日本アウトワード・バウンド協
会長野校インストラクター）

18時間 平成25年8月31日～
平成25年9月1日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

27,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年8月24日

平258135051424号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

「気づきの人間教育」2日間

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人との
関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育にお
いて教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険教育
の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦し、
「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」か
ら自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直しま
す。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育の
基本的な考え方を学びます。

茶木知孝（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校校長）
梶谷耕一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校カスタムプログラム担当）
前田浩一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校オープンプログラム担当）
長野県北安曇
中村伸治（財団法人日本アウトワード・バウンド 郡小谷村
協会長野校コースコーディネーター）
河合宗寛（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校セーフティ担当）
猪狩修（財団法人日本アウトワード・バウンド協
会長野校インストラクター）

18時間 平成25年9月14日～
平成25年9月15日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

27,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年9月7日

平258135051425号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

「気づきの人間教育」2日間

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人との
関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育にお
いて教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険教育
の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦し、
「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」か
ら自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直しま
す。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育の
基本的な考え方を学びます。

茶木知孝（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校校長）
梶谷耕一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校カスタムプログラム担当）
前田浩一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校オープンプログラム担当）
長野県北安曇
中村伸治（財団法人日本アウトワード・バウンド 郡小谷村
協会長野校コースコーディネーター）
河合宗寛（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校セーフティ担当）
猪狩修（財団法人日本アウトワード・バウンド協
会長野校インストラクター）

18時間 平成25年9月21日～
平成25年9月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

27,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年9月14日

平258135051426号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

「気づきの人間教育」2日間

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人との
関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育にお
いて教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険教育
の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦し、
「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」か
ら自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直しま
す。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育の
基本的な考え方を学びます。

茶木知孝（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校校長）
梶谷耕一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校カスタムプログラム担当）
前田浩一（財団法人日本アウトワード・バウンド
長野県北安曇
協会長野校オープンプログラム担当）
中村伸治（財団法人日本アウトワード・バウンド 郡小谷村
協会長野校コースコーディネーター）
河合宗寛（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校セーフティ担当）
猪狩修（財団法人日本アウトワード・バウンド協
会長野校インストラクター）

18時間 平成25年9月28日～
平成25年9月29日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

27,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年9月21日

平258135051427号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

「気づきの人間教育」2日間

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人との
関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育にお
いて教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険教育
の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦し、
「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」か
ら自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直しま
す。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育の
基本的な考え方を学びます。

茶木知孝（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校校長）
梶谷耕一（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校カスタムプログラム担当）
前田浩一（財団法人日本アウトワード・バウンド
長野県北安曇
協会長野校オープンプログラム担当）
中村伸治（財団法人日本アウトワード・バウンド 郡小谷村
協会長野校コースコーディネーター）
河合宗寛（財団法人日本アウトワード・バウンド
協会長野校セーフティ担当）
猪狩修（財団法人日本アウトワード・バウンド協
会長野校インストラクター）

18時間 平成25年10月5日～
平成25年10月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

27,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年9月28日

平258135051428号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

附属学校実践演習（小・国語）

本講習では、小学校国語科の授業を観察・参観し、それに
基づいたワークショップを行うとともに、小学校国語科の現
状の課題や指導上の論点について解説ならびに協議を行
う。小学校国語科の問題状況に関して受講生の課題をふま 小林 一貴（教育学部 准教授）
えつつ、実際の授業に基づいて様々な観点から検討するこ
とにより、授業実践についての理解を深めることを目的とす
る。

教諭

幼稚園・小学校・
中学校 国語
教諭

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252002号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

岐阜大学

附属学校実践演習（中・国語）

岐阜大学附属中学校での実践発表授業を題材に、特に、音
声、語彙、文法等、日本語の諸現象に関する観点から教材
分析をおこない、実際の教育方法を考える。まだ、来年度の
教材が決まっていないため、詳細は会場で説明するが、研 山田 敏弘（教育学部 准教授）
究校等で十分に議論されている授業方法についてこの講習
では議論せず、言語教育の観点から内容として何をどう教え
るべきかを考えていく講習である。

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252003号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

岐阜大学

これからの激動期を生きる生徒たちに必要な力は、目の前
の課題解決のために、さまざまな領域を越境・横断して必要
な情報を集めそこから自分なりの結論を出し、そしてそれら
を他者にわかるように表現する力です。本講習では「すべて
「論説文」を読みこなす－「生きる
の教科の基礎となる言語技術と認識力」、「文学・説明文・プ
力」としての論理力、伝達力、そし
根岸 泰子（教育学部 教授）
レゼンなどの各ジャンルで伸ばす力」といった国語科の基本
て共感能力の育成－
理念を確認しながら、とくに論説文（中学校教材中心）に焦
点を絞って、教師の事前の教材解釈・具体的な授業方法・
他教科との連携等について集中的に講義し、難易度の高い
論説文に挑戦できる生徒の育成を目指していきます。

50人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252004号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252005号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252006号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

財団法人日本ア
ウトワード・バウ
ンド協会

財団法人日本ア
ウトワード・バウ
ンド協会

岐阜大学

戦後の国語科教育の変遷を概観します。講義形式が中心に
なりますが、昭和二十年代のローマ字教科書等、実物を手
に取ることで、身近で分かりやすい授業にします。GHQの占
安 直哉（教育学部 教授）
領政策にどのように対峙していったかを中心に解説していき
ます。さらには現行の学習指導要領国語の根底にある思想
を読み解いていきます。

岐阜大学

国語科教育のあゆみ

岐阜大学

児童・生徒に教授するまえに、まず教授者が、日本語の仕
組みのたくみさ、面白さを再確認したいものです。また、言葉
をめぐる見識を育てることも重要な仕事ですが、なかなか難
しいことのようです。少しでも役立つような情報を提供できれ
ばと思います。一方では、参加者が相互に意見交換・情報
日本語への知見と見識の再確認
佐藤 貴裕（教育学部 教授）
交換することで、知見を広げることも大切でしょう。言葉にか
かわる事柄について、一言二言、発言できる御準備をお願
いします。なお、現場の教育に直結する内容が含まれている
とは限りません。その方面をご希望の方は他の講習の方が
有益かと思います。

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年6月22日

6時間 平成25年6月23日

6時間 平成25年7月6日

6時間 平成25年7月7日

6時間 平成25年7月7日

教諭

中学校
教諭

国語

教諭

中学校・高等学
校 国語 教
諭

教諭

小学校・中学校
国語 教諭

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校 国語 教
諭

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

岐阜大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

この講習では、小中学校の国語科教材で定番となっている
「くじらぐも」や「大人になれなかった弟たちに…」などの物語
教材を、文法という観点から読み解いていきます。たとえば
「くじらぐも」では、「天までとどけ、一、二、三。」と三回目に子
文法的観点を用いた国語教材分
どもたちが言った後の「かぜが、みんなを空へふきとばしまし 山田 敏弘（教育学部 准教授）
析とその指導法
た。」と「ふきとばされました」との違いを考えます。教材解釈
で使え授業に役立てられる文法を考える講習です。併せて、
平成19年に出された新しい「敬語の指針」など最新情報につ
いても学びます。

講習の開催地

岐阜県高山市

時間数

講習の期間

6時間 平成25年7月7日

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校・中学校
国語 教諭

受講料 受講人数

6,000円

50人

岐阜大学

漢詩を読む

漢文というと、高校生には小難しいもの、教訓めいたものとし
て敬遠されがちです。本講習では、唐詩を中心とした漢詩を
例にあげて、表面的に現代語訳するだけでなく、作品を深く
好川 聡（教育学部 准教授）
読み込むことを通じて、古典を鑑賞する面白さを伝えたいと
思います。またあわせて、漢字・漢文教育の問題点も指摘し
ていきます。

岐阜大学

日本の古典文学

教科書によく採用される古文作品を主な対象として、読解の
ために必要な知識を確認していく。文法・語彙・表現の問
原田 敦史（教育学部 准教授）
題、あるいは歴史資料などの作品外文献の活用などを通じ
て、古文解釈の方法について講義する。

ノーベル文学賞ゆかりの日本文
学

海外で著名な日本の現代作家のうち、実際にノーベル文学
賞を受賞した川端康成と大江健三郎、さらに、昨今、その受
賞の可能性が頻繁に取り沙汰されている村上春樹、以上3
人の作家を中心に、それぞれの人生行路と文学活動を考察
林 正子（地域科学部 教授）
する講義です。具体的には、3人の作家の作品（小説・随筆・
評論）を講読し、その文学史的意義を明らかにするとともに、
海外の研究者による評価なども踏まえ、国際的舞台におけ
る日本文学の粋を論じることをめざしています。

岐阜大学

岐阜方言を学ぶ教材を作ろう

小学校や中学校の教材でも見られる方言学習ですが、具体
的に地元の方言を学ばせたいと思っても、概説書もなけれ
ば具体的方策もわからない。そんな先生方もいらっしゃるこ
山田 敏弘（教育学部 准教授）
とでしょう。この講習では、はじめに岐阜方言の概説を学び、
その後、地域ごとのグループワークによって、方言学習のた
めの教材を作成していきます。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校・中学校
国語 教諭

6,000円

50人

岐阜大学

当日行われる附属学校教員の公開した授業をもとに，授業
のよい点，改善点をどのように日々の授業へ取り入れること
附属学校実践演習（小・社会科） が出来るかということについて，学習指導計画、授業者の意 須本 良夫（教育学部 准教授）
図等に関して参観者同士で討議を行う。その後，小学校の
社会科授業に関する講義等を実施していく。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年6月22日

教諭

小学校
教諭

6,000円

20人

岐阜大学

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月7日

教諭

高等学校
教諭

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学
校 国語 教
諭

教諭

高等学校
教諭

岐阜県岐阜市

附属学校実践演習（中・社会）

附属中学校社会科の授業を参観した上で、その授業のねら
い、課題設定、取り上げた資料、生徒の意見交流等の実態
を踏まえ、中学校の社会科授業実践について検討する。地
理的な内容を予定している。教師側の教材研究のありかた 大関 泰宏（教育学部 教授）
などにも目を向け、受講者の経験にもとづく意見交換も積極
的に取り入れたい。なお、新指導要領における授業構成に
ついても考察する。

岐阜大学

「森の文化」・「稲作文化」と環境
教育・総合学習

日本の山は何故緑か、熱帯アジアの人口稠密現象は悪か、
焼畑とは何かなどを考える。講義を通して、1万年におよぶ
日本人の森の文化、人類を救う稲作のちから、焼畑の本質 野元 世紀（教育学部 教授）
などを知る。おそらく新たな環境教育・総合学習の視点をも
つことができるのではないかと考える。

岐阜県岐阜市

岐阜大学

歴史学の新しい流れと歴史教育

現代の歴史学に大きな影響を与えたアナール派歴史学の
流れを概観し、その歴史教育への導入の可能性を探る。

岐阜県岐阜市

岐阜大学

矢橋 透（教育学部 教授）

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月17日

国語

国語

社会

50人

6,000円

50人

6,000円

50人

教諭

中学校
教諭

6時間 平成25年7月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校（地理
歴史） 社会
教諭

6,000円

50人

6時間 平成25年7月23日

教諭

高等学校 社会
(地歴） 教諭

6,000円

20人

6時間 平成25年6月23日

社会

6,000円

6,000円

20人

受講者募集期間

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平251004252007号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252008号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252009号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252010号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252011号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252012号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252013号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252014号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252015号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

岐阜大学

小学校6年生社会科歴史学習と中学校社会科歴史分野の
それぞれの特質を踏まえ、教材の取り上げ方や学習課題の
設定等について検討する。学習指導要領の要点も解説しな
小中学校社会科歴史学習の検討 がら、日本歴史上の主要な人物、事件の見方・考え方を講 早川 万年（教育学部 教授）
述する。受講者の意見交換も重視したいので、各自、歴史学
習に取り組んだ経験を生かしながら、積極的に議論に関わ
ることを求めたい。

岐阜大学

社会科・地理歴史科における教
材の特性

教科の主たる教材である検定済教科書，検定のための申請
図書，および関連する視聴覚教材を主たる素材として，社会
科・地理歴史科における教材の特性を考察する。内容は地 大関 泰宏（教育学部 教授）
理的分野を中心とするが，近現代の歴史的分野についても
一部含まれる。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月24日

岐阜大学

バイオエシックスの諸問題

現代の先端医療技術の投げかける倫理的問題を考察し、そ
れをとおして、人間の倫理・道徳意識を構成しているものは
三崎 和志（地域科学部 准教授）
何かについて考える。具体的には、中絶胎児の細胞の利
用、代理母出産を題材として、そこにはらまれる倫理的な
「問題」とは何かを考察する。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月6日

岐阜大学

裁判員制度と法教育の課題

2009年5月から裁判員制度が始まったが、今後小中高にお
ける法教育が重要になってくる。すでに色々な学校でも先行
実験授業が行われているが、裁判員制度とは何か、そこで 近藤 真（地域科学部 教授）
必要とされる知識や見識を模擬裁判を通して多面的に検証
し、法教育の課題を考える。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月6日

教諭

岐阜大学

近代民主主義の光と影：影の部
分を中心に

通常は肯定的に評価される近代民主主義が、権利論や労
働論や能力論を巡っては大きな問題を孕んでいる点を、哲
学・思想史も省みて論じる。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月13日

岐阜大学

法律を学ぶということは「法的なものの考え方」（現実社会で
発生する問題を法の観点から論理的に考える能力）を涵養
することであるといわれています。本講習では、公民科教育
法律学入門ー身近な法律・憲法・ に関わりをもつ身近な法律、憲法（必要に応じて、国際法）に
坂本 一也（教育学部 准教授）
ついて、具体的な事例を取り上げて、検討することにしたい
国際法ー
と考えています。それによって、こうした法についての新たな
知識を修得するともに、「法的なものの考え方」について理
解を深めてもらいたいと考えています。

岐阜大学

政治学入門

本講習では、中学校、高等学校の社会科に関連する現代社
会の諸問題を政治学の観点から理解するために、政治学の
基本的概念と理論的思考を習得する。さらに、このような概
上野 友也（教育学部 准教授）
念や思考に基づいて、基本的人権と議会制民主主義を尊重
し、民主政治の本質について理解するための基本的な見方
や考え方を生徒に教える能力を養う。

岐阜大学

附属学校実践演習（小・算数）

附属小学校の算数の授業を見学した後に，分科会に参加す
る。その後，算数の指導内容論について深く学ぶ。児童の活
動や指導方法等についての議論はせず，内容の吟味を高 山田 雅博（教育学部 准教授）
い見地から探求する講習なので，受講生はそのことを良く考
えた上で，この講習を選択して下さい。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年6月22日

教諭

小学校・中学校
算数 教諭

6,000円

20人

岐阜大学

附属学校実践演習（中・数学）

岐阜大学附属中学校における数学科の授業の観察実習に
基づく授業研究と，受講者の課題意識に配慮した講義等を
通して，中学校数学科の目標・内容・指導方法等についての 日比 光治（教育学部 准教授）
立体的な理解と，数学科授業の在り方についての総合的な
知見を高めることを目指す。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年6月23日

教諭

中学校・高等学
校 数学 教
諭

6,000円

20人

岐阜大学

自然数全体{0,1,2,3,...}とその加法と乗法は、定義をせずに有
理数体（分数とその加法と乗法）を産み出すことを講義す
る。さらに、任意の可換環は定義をせずにその分数環を産
自然数の全体は有理数体の存在
み出すことも講義する。この系として、
までも含意すること、及び、環の
畑田 一幸（教育学部 教授）
(a/b)+(c/d)=(ad+bc)/(bd); (a/b)(c/d)=(ac)/(bd); (-p)q=-pq; (分数環の存在について
p)(-q)=pq等が証明される。これらは2009年に公表された新
しい結果である。これまでの本と論文がこれらの等式を定義
として扱ってきたが、それは誤り。

教諭

小学校・中学校・
高等学校 算数
数学 教諭

竹内 章郎（地域科学部 教授）

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月3日

6時間 平成25年7月27日

6時間 平成25年8月17日

6時間 平成25年7月6日

教諭

小・中 社会 教
諭

教諭

小学校・中学校・
高等学校（地理
歴史） 社会
教諭

6,000円

平251004252017号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252018号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252019号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252020号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252021号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252022号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252023号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252024号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252025号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

小学校・中学校・
高等学校（公民）
社会 教諭

6,000円

50人

教諭

高等学校 社会
（公民） 教諭

6,000円

20人

教諭

中学校・高等学
校 社会（公民）
教諭

教諭

中学校・高等学
校 社会（公民）
教諭

6,000円

ＵＲＬ

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

6,000円

電話番号

058-293-2135

20人

6,000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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

認定番号

平251004252016号

50人

6,000円

教諭 高等学校 社会
養護教 （公民） 教諭
養護教諭
諭

受講者募集期間

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

岐阜大学

土木工学では，生活を取り巻く様々な自然現象，社会現象
を理解し，社会基盤施設の設計や管理を行っています．この
講義では，自然現象，社会現象を表現するための数学につ
身のまわりの自然・社会現象を数 いて，実例を用いながら説明します．水理学では身近な水の
動きについて，土質力学では土の色々な性質や働きを数式
式で表現してみよう
を使って表す方法，交通計画では車の流れについて，地震
工学では地震が起きる可能性の予測などに用いる数学につ
いて説明します。

岐阜大学

グラフとは、いくつかの点とそれらを結ぶ線の集合である。グ
ラフ理論では、例えば、与えられたグラフが一筆書きできる
か、という問題や、チェスの盤上のすべてのマスをナイトが1
一筆書きや地図の塗り分けの数
度ずつ通る道筋があるかどうか、というナイトツアーと呼ば 佐藤 正寿（教育学部 助教）
学
れる問題を考える。また、いかなる地図も4色に塗り分けるこ
とが可能である、という4色定理が有名である。以上のような
内容を取り扱う。

大橋
能島
倉内
佐藤

慶介（工学部 助教）
暢呂（工学部 教授）
文孝（工学部 教授）
健（工学部 教授）

微分方程式とその応用

微分積分の応用として、微分方程式について講義する。微
分方程式は、高校の学習指導要領の範囲外であるが、殆ど
の教科書で発展学習として取り扱われている。本講習では、
微分方程式の基本事項（変数分離形）を説明してから、工学
柘植 直樹（教育学部 准教授）
や物理に現れる微分方程式を考える。この事を通して、微分
積分が工学や物理でどのように使われているかを学ぶ。高
校の教科書に載っている程度の微分方程式の内容と物理
の知識があると、本講習の理解の助けになると思われる。

空間図形の幾何学

学校の数学の授業において扱う空間図形をユークリッド空
間の部分集合と考える。本講習では次のように，空間図形
について考察する。（１）多面体の性質および分類について
考える。（２）空間図形に対する連続した変形を考えた場合
田中 利史（教育学部 准教授）
の図形の分類方法について考察する。（３）日常生活の中に
ある空間図形の例を考えて，その正射影がどのようになる
か，正射影から図形をどのように数量化できるかについて考
える。

附属学校実践演習（小・理科）

岐阜大学教育学部附属小学校で行われる公開授業を参観 須山 知香（教育学部 准教授）
し、分科会で授業構想や授業展開の方法を議論する。その 古屋 康則（教育学部 准教授）
吉松 三博（教育学部 教授）
後、全体の総括として、授業内容に関する講義を行う。
仲澤 和馬（教育学部 教授）

岐阜大学

附属学校実践演習（中・理科）

岐阜大学付属中学校の公開授業を見学し、分科会で教材、
指導法、評価の観点で議論を行う。中学校の理科における
効果的な教材、指導計画など、最近の取り組みを紹介する。
とりわけ、新しい学習指導要領が目指している理科教育の
あり方、新たに導入された単元の指導法などについて取り
上げる。受講者の学校現場での問題を提供いただき、意見
交換をしながら検討を進める。

岐阜大学

植物を取り巻く光環境は短時間で大きく変化することがある
ため、植物はそれに対して素早く応答する仕組みを持ってい
ます。それを肉眼で観察することは容易ではありませんが、
クロロフィル蛍光を利用して植物
クロロフィル蛍光分析によって簡単に観測することができま
の光環境の変化に対する素早い
向井 譲（応用生物科学部 教授）
す。この講座では、クロロフィル蛍光分析の原理、光合成能
反応をみる
力の推定やストレス診断への応用について解説します。ま
た、光環境の変動に対する植物の素早い応答能力をクロロ
フィル蛍光分析の実験により体験していただきます。

岐阜大学

岐阜大学

講習の開催地

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

6時間 平成25年7月7日

6時間 平成25年8月2日

6時間 平成25年8月7日

6時間 平成25年8月24日

対象職種 主な受講対象者

教諭

中・高
教諭

数学

教諭

中学校・高等学
校 数学 教
諭

教諭

高等学校
教諭

教諭

中学校・高等学
校 数学 教
諭

数学

受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

岐阜大学

月と星の世界

吉松
古屋
三宅
須山
仲澤

三博（教育学部 教授）
康則（教育学部 准教授）
崇（教育学部 准教授）
知香（教育学部 准教授）
和馬（教育学部 教授）

小中学校の理科、とくに天文分野の教材や指導法について
の講習を行う。１．プラネタリウムを活用した星座学習２．天
体望遠鏡組み立てキット（スピカ）を用いた天体望遠鏡製作
川上 紳一（教育学部 教授）
実習３．天体望遠鏡などの教材を用いた天体観察の指導法
と授業実践事例研究４．天文分野の指導におけるICT活用
５．小中学校の理科教育と科学リテラシーについて

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年6月22日

6時間 平成25年6月23日

6時間 平成25年7月6日

6時間 平成25年7月6日

教諭

教諭

小学校・中学校
理科 教諭

中学校
教諭

理科

教諭

高等学校 理
科･農業 教諭

教諭

小学校・中学校
理科 教諭

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252026号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252027号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252028号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252029号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252030号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252031号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252032号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252033号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

三宅 崇（教育学部 准教授）

岐阜大学

受講者募集期間

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

現代物理学の世界像

現代物理学は今日の高度な科学技術を根底で支える礎石
であると同時に，ミクロな素粒子からマクロな宇宙まで，この
世界の成り立ちを理解するために不可欠な学です。本講習
坂本 秀生（工学部 准教授）
では，「相対性理論」と並ぶ現代物理学の主要な柱である
「量子力学」が「古典物理学」を超越し自然の真の姿により
迫る法則として成立して行く過程を学習し，20世紀以降に発
展した新しい自然像・世界像について考察します。

動物の身体の中の世界

動物の身体を見ることによりいろいろなことが見えてきます。
生命は何のために生きているのか、生きることは何なの
か・・・・身体の構造を観察すると、哲学的なことを考えざるを
得ません。究極的な身体の構造を観察し、自分自身に問い 北川 均（応用生物科学部 教授）
かける時間をもちましょう。このことにより、自分自身が生き
ていることを再確認し、自分自身に問いかけることができま
す。動物の身体の中を探ってみよう。

メダカの生物学

生物教材としてよく利用されるメダカについて、講義と実習を
行う。午前中には講義を行い、生殖生理・生態に関する生物
学的な解説、産卵行動や卵の観察法など教材利用に関する
古屋 康則（教育学部 准教授）
解説、メダカを取り巻く環境問題に関する解説等を行う。午
後にはメダカの産卵行動の観察、産み出された卵の顕微鏡
観察、顕微鏡下での人工授精と発生の観察を行う。

岐阜大学

高校地学～地球システムとその
歴史～

地球システムは、大気圏、地圏、水圏、生命圏から構成され
る。地球の環境変動は、これらの構成要素の相互作用と構
成要素それ自身の変化によるものと捉えることができる。本
講習では、高校地学で取り上げられているいくつかの地球
勝田 長貴（教育学部 准教授）
史イベントを題材として、環境変動の歴史と地球システムの
性質を理解することを目的とする。また、参加者の人数に応
じて、岐阜市周辺の露頭において野外実習を実施する予定
である。

岐阜大学

1960年代から始まった農業の技術革新は，農産物の生産
性を向上させ，高品質化を促進すると同時に，農民を重労
米のポストハーベスト加工技術の 働から解放しました。米に関して，収穫後の乾燥，籾すり，精
後藤 清和（応用生物科学部 教授）
米，選別工程を総合的に検証します。農業の近代化が環境
発展過程
に与えた影響を検討し，また，将来の農法についての研究
を紹介します。

岐阜大学

小中学校の理科授業における実物教材とICT活用の融合に
よる先進的な理科授業のあり方について講習を行う。１．理
科教育におけるデジタルコンテンツ開発とICT活用２．アンモ
ＩＣＴと実物教材による先進的理科 ナイト、オウムガイ、両生類化石などを用いた理科授業の実
川上 紳一（教育学部 教授）
授業の展開
践事例紹介３．天文分野におけるICT活用４．岩石標本（地
層、隕石）を用いた理科授業のあり方５．野外観察実習とデ
ジタルコンテンツ活用および利用６．webサイト教材「理科教
材データベース」を活用した実習７．実践交流

岐阜大学

理科実験に不慣れな小学校教員に向けた、器具の使い方、
薬品の扱い方を学ぶための化学分野の実験実習を行う講
習である。各教員が実際に金属を酸に溶かし、さらに水溶液
小学校理科（特に化学分野）の実
から塩を析出させる実験操作を行い、実験事実から何が明 佐藤 節子（教育学部 教授）
験実習と基礎
らかになったかを討論して、検証する。理科の基礎を復習し
ながら、教員が小学校理科の指導において問題に思ってい
る事柄の解決を探る。

岐阜大学

いま、野生動物をとりまく生態系のバランスが壊れている。こ
れは自然生態系だけの問題ではなく、われわれ人間社会に
も大きな影響をもたらしている。本講習では、哺乳類を中心
野生動物から生物多様性を考え
とした生態系について理解し、生物多様性の重要性を認識
る
する。また、生態系の保全や管理の観点から、科学的な見
方や考え方をともなった自然観を養い、野生動物と人との新
しいかかわり方を学ぶ。

岐阜大学

学習指導要領の改訂により中学校の理科教育においては、
身近な事物・現象について生徒の「主体的な探究」とそのた
中学校理科の授業改善に生きる めの「観察・実験の一層の重視」が求められている。また、
教材・教具の開発と指導計画の 指導内容の増加に伴い、その指導のための教材・教具の開 松岡 博（教職課程支援室 特任教授）
作成
発も必要となっている。そこで、第一分野の学習内容におい
て開発した教材・教具を作成し、それを位置づけた単元指導
計画の作成や授業設計を行う。

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

淺野
角田
鈴木
森部

玄（応用生物科学部 准教授）
裕志（応用生物科学部 准教授）
正嗣（応用生物科学部 教授）
絢嗣（応用生物科学部 助教）

講習の開催地

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

6時間 平成25年7月7日

6時間 平成25年7月7日

6時間 平成25年7月13日

6時間 平成25年7月20日

6時間 平成25年7月20日

6時間 平成25年8月1日

6時間 平成25年8月2日

6時間 平成25年8月21日

6時間 平成25年8月22日

対象職種 主な受講対象者

教諭

高等学校
教諭

理科

教諭

高等学校 理
科・農業 教諭

教諭

小学校・中学校・
高等学校 理科
教諭

教諭

高等学校
教諭

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校 理科・農業
教諭

教諭

小学校・中学校
理科 教諭

教諭

小学校
教諭

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校 理科･農業
教諭

教諭

中学校
教諭

理科

理科

理科

受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252034号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252035号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252036号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252037号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252038号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252039号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252040号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252041号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252042号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

薬の作り方・効き方

がん・生活習慣病あるいはウィルス感染の治療には、よく効
く新しい薬を開発することが欠かせない。近年、遺伝情報を
池田 将（工学部 准教授）
もとにした新しい薬の開発が活発に行われている。本講習で
北出 幸夫（工学部 教授）
は、代表的な薬の作り方・効き方等を講習する。また、薬の
分子構造等を同定する解析法を実習する。

附属学校実践演習（小・音楽）：
言語活動と〔共通事項〕を生かし
た鑑賞の授業の方法

鑑賞の授業といえば、「どのようにすればよいかわからない」
という教員が多い。また、子どもにとっても、音楽を聴いて感
想を書いて提出するだけ、というイメージがあり、あまり好ま
れていない授業の一つである。しかし、鑑賞は表現と表裏一
体のものであり、そこには指導すべき事項が存在する。平成 松永 洋介（教育学部 教授）
２０年告示の学習指導要領では、音楽についても言語活動
が重視され、また〔共通事項〕が示された。本講習では、言
語活動と〔共通事項〕を生かした鑑賞の授業について、ワー
クショップを交えながら体験し、学ぶ。

岐阜大学

附属学校実践演習（中・音楽）：
言語活動と〔共通事項〕を生かし
た鑑賞の授業の方法

鑑賞の授業といえば、「どのようにすればよいかわからない」
という教員が多い。また、子どもにとっても、音楽を聴いて感
想を書いて提出するだけ、というイメージがあり、あまり好ま
れていない授業の一つである。しかし、鑑賞は表現と表裏一
体のものであり、そこには指導すべき事項が存在する。平成 松永 洋介（教育学部 教授）
２０年告示の学習指導要領では、音楽についても言語活動
が重視され、また〔共通事項〕が示された。本講習では、言
語活動と〔共通事項〕を生かした鑑賞の授業について、ワー
クショップを交えながら体験し、学ぶ。

岐阜大学

表現するためには、自分の中にその音楽から読みとったこ
と、感じたことが明確であることが求められます。教育現場で
は歌曲の学習が多いためか、歌詞からの読みとりがかなり
の比重を占めているとみうけられます。しかし、その歌詞か
楽曲分析の基礎とその表現への
ら読みとる思いも楽譜（音）を把握するとより明確に作者の 朝田 健（教育学部 教授）
応用
音楽に込めた想いが読みとりやすくなります。そのためには
楽譜を熟読することが必要です。楽譜を読み解くための楽
典、和声などの学習をふりかえりながら曲の仕組みを探りつ
つ、表現するための糸口の見つけ方を研究します。

岐阜大学

ワクワクするような図工の授業をしたい、子どもたちの造形
への思いを支援する方法を知りたい、学年や校種間の連携
を図りたいといった実践的な課題の解決に向けて取り組み
附属学校実践演習（小・図工）：
ます。図工科の実践事例や教材について丁寧に示すように 辻 泰秀（教育学部 教授）
図工教材のおもしろさを実感する
心掛けます。あわせて、造形教材の魅力や教材づくりの方
法を実技の体験を通してお伝えします。紙工作やビニール
の造形等を楽しみたいと考えています。

岐阜大学

附属学校実践演習（中・美術）：
造形の魅力を発見する

つくったり描いたりすることや、美術作品を鑑賞することは、
本来楽しいことです。大人になるにつれて楽しさを忘れてし
まうことはありませんか。生徒の興味を引き出すような美術
の授業をしてみたい、つくったり描いたりすることの魅力を伝
えたい、という実践的な課題の解決に向けて取り組みます。 辻 泰秀（教育学部 教授）
実践事例や教材についてお話しをしたいと思います。あわせ
て、実技の体験を通して美術科の教材づくりのアイデアを示
します。紙版画やスタンピング・レザークラフトなどを楽しみ
たいと考えています。

岐阜大学

鑑賞教育の方法について

おもに日本と西洋を中心に、世界の美術作品を広く取り上
げ、その鑑賞方法、とくに絵画の見方、彫刻の見方について
学びます。また実際の授業の中でどのように鑑賞教育を展
野村 幸弘（教育学部 教授）
開していくのか、その実践に役立つ方法、すなわち、作品の
比較を通じて、作品の特徴、意味、価値を理解して行く方法
を学びます。

岐阜県岐阜市

岐阜大学

絵画の見方と描き方

教科書等に掲載されている名画について、図像の意味や、
様式の違いを、簡単な模写を通して制作者の立場から考察
佐藤 昌宏（教育学部 教授）
してみる。題材にするのは、バロック期や印象派の絵画、
シュルレアリスムの絵画等、おもに具象絵画である。

岐阜県岐阜市

岐阜大学

岐阜大学

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

6時間 平成25年8月24日

6時間 平成25年6月22日

6時間 平成25年6月23日

対象職種 主な受講対象者

教諭

高等学校
教諭

理科

教諭

小学校
教諭

音楽

教諭

中学校
教諭

音楽

受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252044号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252045号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252046号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252047号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252048号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252049号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252050号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

教諭

教諭

中学校・高等学
校・特別支援学
校 図工・美術
教諭

6時間 平成25年7月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校 美術
教諭

6,000円

50人

6時間 平成25年7月27日

教諭

小学校・中学校
美術 教諭

6,000円

20人

6時間 平成25年6月23日

6,000円

6,000円

ＵＲＬ

058-293-2135

幼稚園・小学校・
特別支援 図工
教諭

6時間 平成25年6月22日

電話番号

平251004252043号

小学校・中学校
音楽 教諭

6,000円

認定番号

20人

教諭

6時間 平成25年7月20日

受講者募集期間
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

１．講義（彫塑とは。彫塑の特質、造形要素。） ２．各自の図
工・美術授業内容（特に彫塑、工作、立体造形）の発表。→
意見交換 ※事前準備物 各自が実施したことのある図工・
美術授業（彫塑、工作、立体造形）概要資料。（児童・生徒作
河西 栄二（教育学部 准教授）
品、作品写真、授業計画表、指導案など） ３．実技実習1.
（内容未定、一昨年は石膏を風船に流し込み張力を生かし
た抽象形態の制作体験） ４．実技実習2.（内容未定、一昨
年は粘土板への型押しによるレリーフ制作）※作業着で来て
下さい。

岐阜大学

彫塑表現とその教材

岐阜大学

デジカメ、スキャナ、パソコンなどのデジタル機器を用いたポ
デジタル機器を用いたポスターデ
スター制作の実習を通して、文字と画像による美しい編集デ 山本 政幸（教育学部 准教授）
ザイン入門
ザインの方法を学びます。

岐阜大学

型染めの基礎

岐阜大学

講習の開催地

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成25年7月29日

小・中・高 美術
教諭

教諭

受講料 受講人数

6,000円

20人

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月2日

教諭

幼・小・中・高 図
工・美術 教諭

6,000円

20人

型染めによる染色工芸の基礎を解説する。小学校高学年と
中学校での図工・美術教材への応用をふまえて、染色用顔
料を使用した簡単な作品制作を指導する。講習項目：１）型 谷 誉志雄（教育学部 教授）
紙のデザインと型彫り ２）紗張り ３）糊置き ４）美術教材と
しての染料と顔料の特徴と相違点

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校・中学校
美術 教諭

6,000円

20人

附属学校実践演習（小・体育）

附属小学校教員の公開した授業を参観し、小学校体育科で
保証すべき学習成果やその実現のための方法・条件などを 原田 憲一（教育学部 教授）
テーマに、グループで交流する。その上で、体育科の課題を 杉森 弘幸（教育学部 教授）
児童の学習状態や指導方法に焦点をあて整理・探究し、授 熊谷 佳代（教育学部 准教授）
業の改善点や目標を明らかにしたい。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年6月22日

教諭

小学校・中学校
体育 教諭

6,000円

20人

岐阜大学

附属学校実践演習（中・体育）

附属中学校教員の公開した授業を参観し、中学校保健体育
科で保証すべき学習成果やその実現のための方法・条件な 原田 憲一（教育学部 教授）
どをテーマに、グループで交流する。その上で、保健体育科 熊谷 佳代（教育学部 准教授）
の課題を生徒の学習状態や指導方法に焦点をあて整理・探 杉森 弘幸（教育学部 教授）
究し、授業の改善点や目標を明らかにしたい。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年6月23日

教諭

小学校・中学校・
高等学校 体育
教諭

6,000円

20人

岐阜大学

柔道指導法

中学校の武道必修化に伴い，柔道経験のない教員もできる
柔道の授業を目指し，安全で効果的な指導法を探る。とく
に，柔道に対して，痛い，苦しいという嫌悪感を持たせないよ 久保田 浩史（教育学部 准教授）
うな導入の仕方を考える。また，実際の現場でおこりうる状
況に対して，どのような対処をすべきか考える。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月6日

教諭

中学校・高等学
校 体育 教
諭

6,000円

20人

岐阜大学

子どもの身体と心の体力を向上
させる支援策

我が国の子ども達の体力低下がもたらす諸問題について具
体的な調査データを基に示すと共に，身体だけでなく心の体
力向上に向けた対策について考える．また，文部科学省の
春日 晃章（教育学部 准教授）
今後の動向を紹介しながら，幼児，児童，生徒の動作の分
析方法に関する最新の情報及び体力測定やその評価方法
について講義をする．

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月20日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

50人

岐阜大学

運動学習における指導方法（器
械運動を主に )

運動の学習を進める上で、指導者は対象となる学習者の動
きを見て、どこに問題点が、どのように改善すればよいのか
動きを見抜くことの重要性を論述しながら、器械運動で必要
山脇 恭二（教育学部 教授）
とされる身体操作の方法および動き(内観)をどのように意識
するかについて実技の実践を通して、運動を効果的に学習
するための方法を論究する。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小学校・中学校・
高等学校 体育
教諭

6,000円

25人

岐阜大学

剣道指導法

主に剣道を専門としない教員の初心者，初級者を対象（剣
道有段者も可）とした剣道指導法について，現場での指導上
の問題点を踏まえながら検討を行う。 また，熱中症予
今井 一（教育学部 教授）
防，剣道運動の酸化ストレス，呼吸器感染症の予防対策に
ついても最近の知見を含め取り上げる。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月2日

教諭

小学校・中学校・
高等学校 体育
教諭

6,000円

20人

岐阜大学

身体で理解する身体運動（身体
論から見た体育）

体育の学習は、学習者が運動を学習するとともに、運動で
学習する。モノの動きや他者の運動を理論的に理解しても
自身の学習は成り立たない。運動ができること（運動を実際
に行うこと）と、客観的に理解することは異なる。だから「わか 原田 憲一（教育学部 教授）
る」けど「できない」ことが生じる。体育は学習者自身の身体
で理解する身体的理解が必要である。そのことを理論的に
は身体論で、身体的には実技で学習する。

教諭

小学校・中学校・
高等学校 体育
教諭

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月3日

6,000円

20人

受講者募集期間

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平251004252051号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252052号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252053号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252054号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252055号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252056号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252057号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252058号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252059号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252060号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

岐阜大学

講習の前半は実技を中心とし、表現遊び、リズム遊び、リズ
ムに乗って踊るダンス、即興による身体表現を取り上げ、そ
れぞれの動きの探求を通して、まずは受講者自身が動きの
身体表現～人や物と関わって動 開発を目指す。そして、後半は、受講者による動きの創出を
熊谷 佳代（教育学部 准教授）
グループ活動を通して行い、講師のリードのもと、まとめられ
きをつくりだす～
たものをお互い見せ合う。体験・習得→活用→探求という一
連の活動を通して、「身体で表現する」ことについて考察す
る。

岐阜大学

附属学校実践演習（小・家庭）

本講習ではテキストとして『生活を科学し、実践する力を育て
る授業づくり―子どもがいきる家庭科』を用いて行う。内容と
しては、テキストに掲載される小・中学校の授業実践報告を
もとに「実践する力を育てる授業づくり」の可能性について検
討する。また、「ロールプレイング」「KJ法」「イメージマップ」
夫馬 佳代子（教育学部 教授）
「ワークショップ」などの参加型学習方法を家庭科の中でど
のように活用することが可能か、実践的に授業づくりに取り
組む中で検討を試みる。公開授業の内容についても、本
テーマの視点で検討し、意見交流会を行う。テキストを事前
に準備する必要はない。

附属学校実践演習（中・家庭）

【食領域】新学習指導要領の重要事項に食育がある。若年
層でも生活習慣病のリスクが高まっている現在，そのリスク
低減は食育の課題でもある。今回は，生活習慣病とその一
次予防を中心に、理論と実践のポイントを解説する。【住領 久保 和弘（教育学部 准教授）
域】太陽の光や熱，風などの自然エネルギーを積極的に活 石井 仁（教育学部 准教授）
用する住まい方が現在求められている。そこで日本の住ま
いについて概説して，熱や光など住環境の調整手法や省エ
ネルギーについて解説する。

岐阜大学

家庭科の実習・実技の指導法

小中学校の家庭科の被服に関する実習・実技指導法につい
て実践的に取り組む予定である。特に、手縫いを生かした創
作が楽しめる「刺し子」の実習指導を、基礎をふまえた上で、 夫馬 佳代子（教育学部 教授）
作品製作にまで発展させていきたい。製作作品課題は自由
であるが、基本的には巾着袋を想定している。

岐阜大学

消費者教育、環境教育、金融教育・・・・。近年様々な新しい
名称の教育が出現しているが、授業数が限られている中
情報活動と人間発達を基盤とし
で、新規の授業時間を生み出すのは困難である。本講義で
大藪 千穂（教育学部 教授）
た消費者教育・環境教育・金融教
は、情報活動と人間発達の観点を基盤とすることが、すべて
育
の授業に生かすことができると考え、消費者教育、環境教
育、金融教育の実践を紹介する。

岐阜大学

環境教育の歴史と理念、その教育実践方法について概説す
る。また、自然体験型環境教育の方法とその内容と意義、と
環境教育の理念と実践－－自然
りわけ、「森のようちえん」の教育的意義について詳しく紹介
体験型環境教育とワークショップ
する。また、ワークショップ型の環境教育の内容についても 今村 光章（教育学部 准教授）
型環境教育の教育実践方法の紹
その方法を概説するとともに、アイスブレイクを含めた実際
介
の実習を行う。生活科、総合的な学習の時間、家庭科、幼稚
園などでの環境教育の方法についても説明する

岐阜大学

附属学校実践演習（中・技術）

本講習では、１部は教育学部附属学校を実践演習のフィー
ルドとし、技術・家庭科の実践的・体験的な学習活動および
学習指導を観察後、実践的な視点からの教師による技術分
野分科会を開催して学習指導法を議論、省察する。２部は 小原 光博（教育学部 准教授）
技術科教育における学習指導と評価に関する実践と理論か 尾高 広昭（教育学部 教授）
らの講義と演習を行う。さらに、今後の内容構成を考慮しつ
つ、学習指導や評価、教材開発について、全員で授業設計
等を演習、検討する。

岐阜大学

木材の性質と利用

木材研究や利用技術の最新の動向を伝え、授業で木材を
取りあげる上で押さえておきたい基礎的な知識の再確認と
小原 光博（教育学部 准教授）
更新を図る。木材利用の環境との関わりや、持続的・循環的
な社会の形成に果たす役割の理解をめざす。

岐阜県岐阜市

岐阜大学

附属学校実践演習（小・英語活
動）

附属小学校教員による小学校英語活動の授業参観を行う。
仲 潔（教育学部 准教授）
その後、授業内容についてのディスカッションや小学校英語
巽 徹（教育学部 准教授）
活動の指導法全般について講義を行う。

岐阜県岐阜市

岐阜大学

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

6時間 平成25年8月2日

6時間 平成25年6月22日

6時間 平成25年6月23日

対象職種 主な受講対象者

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校 体育 教
諭

教諭

小学校・中学校・
高等学校 家庭
教諭

教諭

中学校
教諭

家庭

受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252062号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252063号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252064号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252065号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252066号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252067号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252068号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252069号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

小・中 家庭 教
諭

6,000円

20人

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月2日

教諭

小学校・中学校・
高等学校 家庭
教諭

6,000円

20人

教諭

幼稚園・小学校・
中学校 教諭

教諭

中学校・高等学
校 技術・家庭
教諭

6時間 平成25年7月7日

教諭

中学校
教諭

6時間 平成25年6月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校 英語
教諭

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年6月23日

技術

6,000円

ＵＲＬ

平251004252061号

教諭

6,000円

電話番号

20人

6時間 平成25年7月13日

6時間 平成25年8月21日

認定番号

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

受講者募集期間

6,000円

20人

6,000円

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

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

附属学校実践演習（中・英語）

附属中学校教員による授業を参観する。その後、授業内容
仲 潔（教育学部 准教授）
についてのディスカッションや指導法全般について講義を行
巽 徹（教育学部 准教授）
う。

音読重視の英文読解力訓練

英詩やアーネスト・ヘミングウェイの短編小説など、簡潔だ
が含蓄の深い英文を利用して、英語特有のリズム、センス・
グループそして構文などを「訳読」ではなく「音読」を中心にし
中川 一雄（地域科学部 教授）
て読解する意義と方法を講習する。併せてテクスト解釈の方
法も講習することによって、生徒たちが英文を読むことに喜
びを見出し、積極的に関心を抱くことも展望する。

この講習では、日本人の英語学習者が特に間違えやすい英
語の文法や表現について学習します。よくある間違いの例を
日本人がはまりがちな英語の「落 分析しながら、教室で生徒の間違いへの対応の仕方を工夫
デイビッド バーカー（教育学部 准教授）
します。
とし穴」
エラーコレクションの一般原理についても学習します。

岐阜大学

英語の教科書に文学作品が取り上げられる機会は減ってし
まいました。けれども文学作品を読むことで、人々の文化や
歴史、生活習慣など多くを知ることができます。本講習では、
ジェイン・オースティンの作品から
出版以来、人気作家であり続けているジェイン・オースティン 松村 聡子（教育学部 准教授）
イギリス文化を知る
の作品を紹介し、『高慢と偏見』を中心に、いくつかの場面を
鑑賞しながら、そこに描かれている特徴的なイギリス文化に
ついて考察します。

岐阜大学

小学校外国語活動において，絵本（あるいはGraded
Reader）を効果的に使用する方法論ならびに英語の音読に
小学校外国語活動における絵本
関して，講義と演習形式で講習を行う。実際に絵本を用いて 伊東 英（教育学部 教授）
の活用
外国語活動を実践している方や，今後絵本を取り入れようと
している方の参加が望ましい。

岐阜大学

4技能を総合的に育成する英語
指導法の工夫

岐阜大学

非常に大量のデータをコンピュータで解析することで、これま
で見えなかったことが見えてきます。そうした技術を可能にし
ビッグデータを可能にする大容量
ているのは高速アクセスが可能な超大容量記録装置の出現 鎌部 浩（工学部 教授）
高密度記録のしくみ
です。本講義では、そうしたディジタル記録装置のための数
学的な原理を、初等的な数学を使って説明します。

岐阜大学

岐阜大学

新学習指導要領（中学・高校）では、小学校外国語活動が導
入され、特に音声面を中心として外国語を用いたコミュニ
ケーション能力の素地が育成されることを踏まえ、「聞くこと」
巽 徹（教育学部 准教授）
「話すこと」に加え、「読むこと」「書くこと」も含めた４技能を総
合的に育成することが求められている。そのための最新の
知識技能を身に付けるための講座である。

附属学校実践演習（小・特別支
援）

岐阜大学附属小学校特別支援学級における教育実践を基
に、障がいのある児童の教育実践について、次の内容で学
習を深める。①特別支援学級の教育実践（生活単元学習）
を参観し、障がいのある児童の理解と教育実践における支
援について、具体的に検討する。②個別の教育支援計画、 池谷 尚剛（教育学部 教授）
指導計画について理解を深め、小学校における特別支援教
育の展開について検討する。③岐阜県の特別支援教育の
現状と課題及びわが国の障がい者施策の動向についても
理解を深める。

附属学校実践演習（中・特別支
援）

岐阜大学附属中学校特別支援学級における教育実践を基
に、障がいのある生徒の教育実践について、次の内容で学
習を深める。①特別支援学級の教育実践（作業学習）を参
観し、障がいのある生徒の理解と教育実践における支援に
ついて、具体的に検討する。②個別の教育支援計画、指導 池谷 尚剛（教育学部 教授）
計画について理解を深め、中学校における特別支援教育の
展開について検討する。③岐阜県の特別支援教育、特に就
労に向けた岐阜県版デュアルシステムの現状と課題及びわ
が国の障がい者施策の動向についても理解を深める。

講習の開催地

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

6時間 平成25年6月23日

6時間 平成25年7月6日

6時間 平成25年7月20日

6時間 平成25年8月3日

6時間 平成25年8月7日

6時間 平成25年8月21日

6時間 平成25年8月2日

6時間 平成25年6月22日

6時間 平成25年6月23日

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校・中学校・
高等学校 英語
教諭

教諭

中学校・高等学
校 英語 教
諭

教諭

小学校・中学校・
高等学校 英語
教諭

教諭

中学校・高等学
校 英語 教
諭

教諭

小学校

教諭

教諭

小学校・中学校・
高等学校 英語
教諭

教諭

中学校・高等学
校 理科・情報・
工業 教諭

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・特別支
援学校 教諭

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校 教諭

受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252070号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252071号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252072号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252073号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252074号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252075号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252076号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252077号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252078号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

岐阜大学

知的障害児の発達支援について，その中心課題のひとつと
知的障害児の発達支援－身辺処 なる身辺処理，日課処理を中心に事例を紹介しながら，支
坂本 裕（教育学部 准教授）
援課題の設定・分析，支援プログラムの立案などについて
理を中心に－
検討します。

岐阜大学

障害幼児の支援法

岐阜大学

知的障害児の発達支援について，その中心課題のひとつと
知的障害児の発達支援－身辺処 なる身辺処理，日課処理を中心に事例を紹介しながら，支 坂本 裕（教育学部 准教授）
援課題の設定・分析，支援プログラムの立案などについて
理を中心に－
検討します。

岐阜県高山市

岐阜大学

知的障害児の発達支援について，その中心課題のひとつと
知的障害児の発達支援－身辺処 なる身辺処理，日課処理を中心に事例を紹介しながら，支 坂本 裕（教育学部 准教授）
援課題の設定・分析，支援プログラムの立案などについて
理を中心に－
検討します。

岐阜県岐阜市

岐阜大学

特別支援教育の現状・課題・展望について、次の内容で講
義する。①障害に関わる教育制度の歴史的変遷、②障害に
関わる国際的な動向（ICF、ノーマライゼーション）、③特別支
特別支援教育の現状・課題・展望
援教育の概要、④就学から義務教育終了までの特別支援
池谷 尚剛（教育学部 教授）
－特別支援教育の推進は第2ス
教育（発達支援、学力の向上）、⑤高等学校から就労までの
テージへ－
特別支援教育（障害学生の修学支援、就労継続のための進
路選択）、⑥市民生活とノーマライゼーション（交流及び共同
学習）

岐阜大学

新特別支援学校学習指導要領の総則において，知的障害
知的障害教育の授業づくりー教 教育の基本対応として示された「教科等を合わせた指導（教
坂本 裕（教育学部 准教授）
科等を合わせた指導を中心にー 科・領域に分けない指導）」の授業づくりにおいて大切にする
ことを，授業実践を紹介しながら，検討します。

保育所・幼稚園における障害のある幼児の支援の考え方と
方法について学ぶ。受講者から園で気になる子どもや困っ
ていることについて事例を提供してもらい、講師がその支援 神野 幸雄（教育学部 准教授）
方法について考察・提案した内容について、受講者と討議を
行なう。

知的障害児、自閉症児への教育的支援の技能を深めること
を目的とする。岐阜大学教育学部附属特別支援教育セン
ターで実施する、療育活動（柳戸サマースクール。9：00～
15：00まで1対1で子どもを担当する。20名の参加予定。）に、 神野 幸雄（教育学部 准教授）
実習参加する。子どもの活動（朝の会、大学構内の散歩、給
食指導、プールでの水遊び、プレイルーム、指導室での遊び
等）を支援する。

岐阜大学

障害児教育臨床実習

岐阜大学

児童生徒やその保護者との相談場面において、教師という
仕事にフィットする解決志向的カウンセリングを体験的に学
習します。まず解決志向的カウンセリングの理論・考え方を
附属学校実践演習（講義・実習
理解した後、 １．学級で利用できる「リソース探しワーク」、
宮本 正一（教育学部 教授）
教育相談「解決志向アプローチ」）
２．成功の責任追及のワーク、 を体験します。その中で、ロ
ジャース流の来談者中心療法と解決志向アプローチの違い
を学習していきます。
通常学級の中にいる、気になる子どもの理解と支援を考え
ます。その際に、子ども自身の問題（例えば、発達障害）、環
境の問題（例えば、家庭に課題を抱える場合）など、さまざま
な要因が考えられます。あわせて、そういった子どもを理解・
別府 哲（教育学部 教授）
支援する上では、子どもの発達をどうとらえるか（発達的理
解）も肝要です。今回は、幼児期から思春期までの発達的理
解を中心にしながら、子ども理解と支援のあり方について、
事例を交えながら検討したいと思います。

岐阜大学

気になる子どもの理解と支援－
発達的理解を中心に

岐阜大学

発達障がいのある児童・生徒に対するソーシャルスキルト
レーニングの理論と具体的な進め方について、演習形式を
発達障がいのある児童・生徒へ 交えながら、学びます。同時に、発達障がいに関する基礎的
小島 道生（教育学部 准教授）
のソーシャルスキルトレーニング な事柄の理解も含みます。ソーシャルスキルトレーニングの
具体的な方法を知り、教育実践において実際に取り組める
ようになることを目指します。

岐阜県土岐市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県高山市

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

教諭

幼稚園･小学校・
中学校・特別支
援学校 教諭

教諭

幼稚園 教諭

12時間 平成25年7月26日～平
成25年7月27日

教諭

12時間 平成25年8月1日～平
成25年8月2日

教諭

12時間 平成25年7月6日～平
成25年7月7日

6時間 平成25年7月26日

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252081号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252082号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252083号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252084号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252085号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252086号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252087号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252088号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

幼稚園･小学校・
中学校・特別支
援学校 教諭

12,000円

50人

幼稚園･小学校・
中学校・特別支
援学校 教諭

12,000円

50人

6時間 平成25年8月7日

6時間 平成25年8月9日

教諭 幼・小・中・特別
養護教 支援 教諭 養護
諭
教諭

6時間 平成25年6月22日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6時間 平成25年7月6日

教諭 幼稚園・小学校・
養護教 中学校 教諭
諭
養護教諭

6時間 平成25年7月6日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

ＵＲＬ

平251004252080号

20人

小学校・中学校
特別支援学校
教諭

電話番号

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

6,000円

認定番号

058-293-2135

50人

6時間 平成25年8月3日

受講者募集期間
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252079号

12,000円

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

教諭

受講料 受講人数

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

岐阜大学

通常の学級に在籍する、読むこ
と、書くこと、話すことに困難さの
ある子どもの理解

ディスレキシアとは文字の読み書きの困難さをさす。吃音と
はことばが流暢に話せないことをさす。本講習ではディスレ
キシアと吃音をとりあげ、原因や特性を解説する。受講生の
村瀬 忍（教育学部 教授）
方々にはこれらの困難さのある児童生徒の心理特性を理解
し、教育現場でどのような配慮が必要であるのかを考察して
いただく。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月7日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

50人

岐阜大学

傾聴技法の基本

マイクロカウンセリング技法に基づいて，効果的な傾聴技法
の基本を実習形式で体験学習をする。具体的には，開かれ
た質問，(必要に応じて閉ざされた質問)，最小限の励まし， 緒賀 郷志（教育学部 教授）
言い換え，感情の反映，要約技法という一連の傾聴技法の
連鎖の学習を行う。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月7日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

20人

岐阜大学

発達障がいのある児童・生徒に対するソーシャルスキルト
レーニングの理論と具体的な進め方について、演習形式を
発達障がいのある児童・生徒へ 交えながら、学びます。同時に、発達障がいに関する基礎的
小島 道生（教育学部 准教授）
のソーシャルスキルトレーニング な事柄の理解も含みます。ソーシャルスキルトレーニングの
具体的な方法を知り、教育実践において実際に取り組める
ようになることを目指します。

岐阜県関市

6時間 平成25年7月20日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

50人

岐阜大学

子ども・若者が生きにくいと言われる現代日本において、子
ども・若者をどのように支援していくかが重要な課題となって
いる。本講義では、こうした状況をふまえ、以下の３点から考
発達と自立の方向を考えるー発
察していきたい。①発達のプロセス理解における必要な視
土岐 邦彦（地域科学部 教授）
達に困難を抱える子ども・若者を
点②子ども・若者に好んで読まれた文学作品から彼らのね
中心にー
がう発達の姿について考える。③実在の子ども・若者たち
（発達障害・被虐待など）の具体的な姿から発達と自立の方
向を考える。

6時間 平成25年7月27日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

岐阜大学

発達障がいのある児童・生徒に対するソーシャルスキルト
レーニングの理論と具体的な進め方について、演習形式を
発達障がいのある児童・生徒へ 交えながら、学びます。同時に、発達障がいに関する基礎的
小島 道生（教育学部 准教授）
のソーシャルスキルトレーニング な事柄の理解も含みます。ソーシャルスキルトレーニングの
具体的な方法を知り、教育実践において実際に取り組める
ようになることを目指します。

岐阜県土岐市

6時間 平成25年7月29日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

50人

岐阜大学

教育相談の事例検討

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月2日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

20人

岐阜大学

発達障がいのある児童・生徒に対するソーシャルスキルト
レーニングの理論と具体的な進め方について、演習形式を
発達障がいのある児童・生徒へ 交えながら、学びます。同時に、発達障がいに関する基礎的
小島 道生（教育学部 准教授）
のソーシャルスキルトレーニング な事柄の理解も含みます。ソーシャルスキルトレーニングの
具体的な方法を知り、教育実践において実際に取り組める
ようになることを目指します。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月3日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

50人

6時間 平成25年8月7日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6時間 平成25年8月17日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

岐阜大学

岐阜大学

さまざまな問題を抱える児童生徒に対して実施した教育相
談等の支援活動について、匿名性に配慮した上でその内容
鈴木 壯（教育学部 教授）
を事例報告してもらい、事例検討を行う。事例検討を通じて、
適切な支援活動について学修する。

教育相談と発達障害

「教育相談」と言うと、いじめ・不登校・不適応・非行・自殺な
どの相談を想起しやすい。一方「発達障害」と言うと、様々な
発達障害の子を想起しやすい。この「教育相談」と「発達障
害」は複雑に絡み合って大きな困難となっている場面をよく 橋本 治（教育学部 准教授）
見かける。この講習では、その両者について述べ、いわゆる
「小1プロブレム」「中1ギャップ」「高1ドロップ（筆者命名）」を
いかに上手に越えていくかに言及したい。

教育相談と発達障害

「教育相談」と言うと、いじめ・不登校・不適応・非行・自殺な
どの相談を想起しやすい。一方「発達障害」と言うと、様々な
発達障害の子を想起しやすい。この「教育相談」と「発達障
害」は複雑に絡み合って大きな困難となっている場面をよく 橋本 治（教育学部 准教授）
見かける。この講習では、その両者について述べ、いわゆる
「小1プロブレム」「中1ギャップ」「高1ドロップ（筆者命名）」を
いかに上手に越えていくかに言及したい。

岐阜県岐阜市

岐阜県高山市

岐阜県岐阜市

6,000円

6,000円

6,000円

受講者募集期間
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平251004252089号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252090号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252091号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252092号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252093号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252094号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252095号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252096号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252097号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

岐阜大学

生涯学習の理念と施策ー学校・
地域・家庭の連携と協働ー

生涯学習の理念・施策と今日の日本の地域・家庭が抱える
問題状況を少子高齢化・子どもの現状等の観点から考察し
た上で、生涯学習の本質に照らして、今日学校・地域・家庭
の連携や学校教育と生涯学習の協働が必要であることを考
益川 浩一（総合情報メディアセンター 准教授） 岐阜県岐阜市
究する。学校・地域・家庭の連携・協働に関わる理論と優れ
た実践力・応用力、学校や地域において指導的役割を果た
し学校・地域・家庭の連携・協働を視野に入れた「開かれた
学校づくり」の構築に積極的に寄与し得る力量を育成する。

岐阜大学

ビデオ対話による遠隔授業の設
計と実施

ビデオ対話による遠隔授業を行うための機器が比較的安価
にそろえることができるようになり、遠隔授業が行いやすい
環境になっています。本講習では、遠隔授業には興味があ
るが最初の一歩がなかなか踏み出せない方を対象に、ビデ 今井 亜湖（教育学部 准教授）
オ対話による遠隔授業の設計方法、計画から実施にあたっ
ての留意点、遠隔授業を行うための環境のデザインについ
て、講義と演習にて学んでいきます。

岐阜大学

高度情報社会の学校と著作権

今日の高度情報通信社会では，私たちは多様なメディアに
よる情報の受信と発信ができるようになった。その受信と発
信において，著作物を利用する機会が増大しており，著作権
に関する知識と適正な利用にますます努めなけれならなく
村瀬 康一郎（総合情報メディアセンター 教授） 岐阜県岐阜市
なった。学校もその例外ではなく，教師の活動においてのみ
ならず，インターネットやメディアを活用した学習における児
童･生徒らによる著作物利用も進んでいる。著作権に関する
知識と適正な利用について考えます。

岐阜大学

情報社会と生活～情報セキュリ
ティとネット，ケータイの安全・安
心～

私たちが生きている現在の高度情報通信社会，取り巻く情
報メディア，溢れる情報の特質から，私たちの生活に与える
影響と対応を，情報セキュリティ，情報安全の観点で検討し
村瀬 康一郎（総合情報メディアセンター 教授） 岐阜県岐阜市
ます。特に子どもへの影響として，インターネットやケータイ・
スマートフォン利用における危険と，それらへの対応（学校・
家庭・地域・行政・業者等の取り組みを含め）を考えます。

子どもと法律

日本の法律において、子どもはどのように扱われているので
しょうか。この講習では、子どもの法的地位や未成年の間に
出会う法律問題について、勉強したいと思います。テーマ
は、１）子どもの法律上の地位について（胎児、子どもの法
立石 直子（地域科学部 准教授）
的地位）、２）親子関係と法（法律上、親となるのは？）、３）
両親の離婚と子どもの問題（親権法の改正を踏まえて）、４）
未成年が巻き込まれる暴力の問題（デートDV、ストーカー被
害など）、などを予定しています。

附属学校実践演習（中・健康教
育）

健康教育をテーマにした保健授業の実践（附属学校での実
践研究）が、保健室での個別指導にどのように生かされてい
くとよいのか、中学生の心理的発達を考慮しつつ、効果的な
健康教育のあり方を検討する。中学生の時期は、思春期と
も重なり、心と体のアンバランスに悩まされる時期と言える。 伊藤 宗親（総合情報メディアセンター 准教授） 岐阜県岐阜市
こうした発達上の課題に対して、困難を抱えた生徒をどのよ
うに支援するか、予防としても機能するような健康に関わる
知識をいかに伝えていくのか等について知見を深めることを
目的とする。

岐阜大学

思春期の性の健康

中学校・高校の養護教諭を対象に、「性の健康・ジェンダー
の視点から思春期の青少年に対する健康教育」「災害看護
と災害時における青少年の安全確保と配慮」について講義
を行う。性徴に関連した健康教育を行う上で必要な基本的な
知識の確認と災害時の思春期の青少年を取り巻く環境への
特別な配慮に関する内容も取り上げる。

岐阜大学

生涯を通して取り組むべき健康づくりについて、その中でも
喫煙をテーマとした講習を行います。教育機関における喫煙
防止に向けた取り組みに限らず、社会の中での喫煙の位置
Happy School Life ～喫煙防止
づけや自治体での喫煙防止・禁煙支援の現状、効果的な喫
と健康づくり～
煙防止・禁煙支援を実現するための関係機関や関係職種と
の協働・連携のあり方について、皆様と一緒に考え、学ぶ機
会にしたいと考えております。

岐阜大学

岐阜大学

長谷川 文子（医学部看護学科 助教）
大法 啓子（医学部看護学科 教授）
三尾 亜喜代（医学部看護学科 助教）
大原 良子（医学部看護学科 准教授）

三好
石原
小林
玉置
纐纈

美浩（医学部看護学科 准教授）
多佳子（医学部看護学科 教授）
和成（医学部看護学科 准教授）
真理子（医学部看護学科 助教）
朋弥（医学部看護学科 助教）

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成25年8月23日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校 教諭

教諭

小学校・中学校・
高等学校
教
諭

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校 教諭

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校 教諭

教諭

小学校・中学校・
高等学校（公民）
社会・家庭科
教諭

6時間 平成25年8月3日

6時間 平成25年7月6日

6時間 平成25年7月27日

6時間 平成25年8月7日

6時間 平成25年6月23日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6時間 平成25年8月1日

養護教 中学校・高等学
諭
校
養護教諭

6時間 平成25年8月2日

幼稚園・小学校・
教諭
中学校・高等学
養護教
校 教諭 養護
諭
教諭

受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

50人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252098号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252099号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252100号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252101号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252102号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252103号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252104号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

平251004252105号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

岐阜大学

子どもたちが抱える不登校や摂食障害，リストカット，不純異
奥村 太志（医学部看護学科 教授）
こころの問題をもつ児童・生徒の 性行為などのこころの問題についての理解を深め，問題を
大平 幸子（医学部看護学科 助教）
もつ子どもとその親の対象理解の方法および具体的対応に
理解とその対応
杉浦 浩子（医学部看護学科 准教授）
ついて，事例を用いながら考えていく。

岐阜大学

触発・追究型の健康教育

岐阜県立看護大
保健室経営の充実
学

朝日大学

朝日大学

朝日大学

岐阜経済大学

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月3日

教諭
小・中・高 教諭
養護教
養護教諭
諭

6,000円

50人

受講者募集期間
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日
【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～平成25年
4月17日
【二次予約申込期間：全対象
（制限なし）】
平成25年4月25日～平成25
年5月7日

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平251004252106号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平251004252107号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

小学校・中学校での「保健学習・保健指導」に活用できる、
講師自らが開発した触発・追究型の「指導シナリオ」を素材
に、演習を交えた講義を行う。

近藤 眞庸（地域科学部 教授）

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月21日

教諭 小学校・中学校
養護教 体育 教諭
養護教諭
諭

6,000円

20人

現在、保健室は学校保健活動のセンター的役割が期待され
ており、養護教諭には保健室経営を充実させ、学校組織全
体で対応するためコーディネーターの役割が求められていま
す。そこで、養護教諭の専門性と保健室の機能を十分活か
した活動を展開する上で必要となる知識として、経営計画・
地域内の諸機関との連携・児童生徒の問題行動等、これら
に対する養護教諭の役割について講義を行います。さらに、
保健室経営や組織的な活動について各自の実践を省察し、
これを踏まえて活動充実に向けた方略について講義を行い
ます。

長谷川桂子（看護学部教授）
田中昭子（看護学部准教授）
世一和子（看護学部准教授）
松本訓枝（看護学部講師）
山本真実（看護学部講師）
原永子（岐阜市立日野小学校教頭）
西田倫子（美濃加茂市立古井小学校教頭）

岐阜県羽島市

6時間 平成25年7月29日

養護教
養護教諭
諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平252003751959号

058-397-2300

http://www.gifucn.ac.jp/

長谷川桂子（看護学部教授）
谷口恵美子（看護学部講師）
長谷部貴子（看護学部講師）
山本真実（看護学部講師）

岐阜県羽島市

6時間 平成25年8月7日

養護教
養護教諭
諭

6,000円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平252003751960号

058-397-2300

http://www.gifucn.ac.jp/

この講習は、医療的ケアを必要とする子どもへのケアを理解
し、必要時には担任教員や学校看護師への支援ができるこ
岐阜県立看護大 障がい児の疾患と医療的ケア技 とを目的とします。そのためにまず身体構造・機能を復習し、
重度障がい児の身体的特徴を理解する講義を設定していま
学
術の理解
す。次に経管栄養、吸引、自己導尿の援助および坐薬の挿
入の技術を学ぶために講義と技術演習を行います。

朝日大学

講習の開催地

法律から社会をみる

一般市民が法曹の専門家とともに裁判にたずさわる裁判員
制度、日本が周辺諸国との間で抱えている領土問題など、 斎藤 康輝（法学部教授）
最近メディアで報道され、社会的な関心の高いトピックから、 大野 正博（法学部教授）
憲法・刑事法・国際法などにかかわるものをとりあげ、受講 杉島 正秋（法学部教授）
者とともに法的な視点から考えてゆきたいと思います。

岐阜県瑞穂市

6時間 平成25年8月2日

教諭

中学校社会、高
等学校公民教諭

6,000円

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月9日

平253032251042号

058-329-1079

http://www.asahiu.ac.jp

起業成功のための条件

ベンチャービジネスのための理論と実践事例を学ぶ。ビジ
ネスアイデアをビジネスプランに高める手法を学修した上
で、ベンチャーの実例を使って、理論がどのように現場に活 岩﨑 大介（経営学部教授）
かされているのか、理論では説明できない問題は何かを考 田ノ上 純一（経営学部教授）
える。更にビジネスプランの中で精緻化しづらいマーケティン 中畑 千弘（経営学部教授）
グについても、必要な理論と実例を通じて事業成否への影
響の大きさを考える。

岐阜県瑞穂市

6時間 平成25年8月5日

教諭

高等学校商業教
諭

6,000円

30人

平成25年4月8日～
平成25年5月9日

平253032251043号

058-329-1079

http://www.asahiu.ac.jp

企業の組織と会計

まず、経営主体としての組織について、その構造・意思決
定・学習・文化・慣性等の観点から分析する。次いで、統合
へと向かう会計基準の国際的な流れをうかがいつつ、会計
ビッグバンにより飛躍的に発展した日本の制度会計を考察
する。更に、特定の企業の財務諸表を取り上げ、時系列分
析を中心に、特にキャッシュフロー分析の指標･方式につい
て検討する。

荒深 友良（経営学部教授）
小畠 信史（経営学部教授）
後藤 宏行（経営学部准教授）

岐阜県瑞穂市

6時間 平成25年8月6日

教諭

高等学校商業教
諭

6,000円

30人

平成25年4月8日～
平成25年5月9日

平253032251044号

058-329-1079

http://www.asahiu.ac.jp

情報化社会を生きぬくために

情報化社会を生きぬくために、二つの切り口から講義・演
習を行う。一つは情報機器を活用する切り口から、ＧＵＩを用
いたイベント駆動型プログラミングの演習をし、プログラムの
開発・作成能力を向上させる。一方、情報化社会における生 森下 伊三男（経営学部教授）
徒の行動を理解する切り口から、ネット上での喧嘩・炎上や 畦地 真太郎（経営学部教授）
裏サイトでのトラブルが発生する心理学的なメカニズムを概
括する。それらを踏まえた上で、防止策と対処法について、
実例を交えながら考察する。

岐阜県瑞穂市

6時間 平成25年8月7日

教諭

高等学校商業教
諭

6,000円

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月9日

平253032251045号

058-329-1079

http://www.asahiu.ac.jp

郷土の歴史を学ぶ（西美濃の産
業発展）

岐阜県大垣市は江戸時代には城下町として栄え、今日は産
業都市として知られている。しかし、その発展は順風なもの
ではなく、明治時代の2度の水害と濃尾震災による壊滅的な
打撃から立ち上がり、西美濃地方全体として、今日の産業
竹内治彦（経営学部教授）
発展を築いたところに西美濃地方の特徴がある。本講座は
西美濃の産業と歴史を関連付けて説明し、郷土の成り立ち
について新たな観点から理解することを意図している。総合
的な学習の時間などへの活用が期待される。

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

30人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032451622号

0584-77-3516

http://www.gifukeizai.ac.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

商業教育における新しい動向と
課題

第1部では、小売・流通業界における最近の変化と課題を取
り上げる。メーカー主導型流通システムの崩壊と流通業界の
変化の動向と流通機能の再構築、またコンビニ・ビジネスの
石坂 信一郎（経営学部教授）
日本的特徴と課題などを解説する。
第2部では、会計情報の基本的な分析方法と、最新事情で 岩坂 和幸（経営学部准教授）
あるIFRSへの対応問題について解説する。会計情報の利用
法の平易な解説の仕方を紹介し、わが国の会計制度の変
容について理解の深化を目指したい。

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月8日

教諭

高等学校商業教
諭

6,000円

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032451623号

0584-77-3516

http://www.gifukeizai.ac.jp／

地域の文化・教育施設の活用と
著作権等について考える

地域の文化・教育施設としての博物館等には多くの文化情
報が集積・保存されている。その情報を学習に活用すること
により青少年の目を世界に向けさせることが、国際化・情報
井上 透（特別客員教授）
化が進む現代社会には必須である。博物館等の基本的機
坂井知志（常磐大学コミュニティ振興学部教授） 岐阜県岐阜市
能を理解するとともに、その活用方法について考察する。ま
久世 均（文化創造学部教授）
た、肖像権や個人情報とともに、人の権利を守る意味や教
育活動を進めるうえでの著作権問題についての基本的な理
解を図る。

6時間 平成25年8月4日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教員
向け

6,000円

80人 平成25年4月8日～
平成25年6月14日

平253032551735号

058-229-2211

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

岐阜女子大学

地域の自然・文化を教育に活か
す方法について考える

新教育課程では、基礎的・基本的な知識、技能の習得と
課題解決のために必要な思考力、判断力、表現力等を育成
することが重視されている。地域の自然・文化を教育に活か 下野 洋（文化創造学部教授）
す意義とその教材化を進めるに当たっての考え方を理解し、 高良倉吉（琉球大学法文学部教授）
具体的な地域素材を活用した観察や実験を通して、ものの 齋藤陽子（文化創造学部准教授）
見方・考え方、表現力育成の背景となる考え方、伝統・文化
の素材収集方法や教材化などへの理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月17日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教員
向け

6,000円

80人 平成25年4月8日～
平成25年6月14日

平253032551737号

058-229-2211

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

岐阜女子大学

新しい学習指導要領が目指すものは、知性（確かな学力）
を基盤とした総合的人間力（生きる力）を児童生徒に培うこと
である。そのためには、新教育基本法の教育の理念や教育
新しい教育課程への対応につい の目標の達成に向けて、知識基盤社会における新しい視点
に立つ教育課程づくりが必要である。学校の教育環境や地
て考える
域の伝統文化を活用した体験的な活動を取り入れたり、言
葉の力を育てる活動を多くしたりするなど、より具体的な教
育課程の編成の在り方について習熟する。

梶田 叡一（学校法人奈良学園常勤理事（高等
教育担当）
三宅茜巳（文化創造学部教授）
谷 里佐（文化創造学部准教授）

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月18日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教員
向け

6,000円

80人

平成25年4月8日～
平成25年6月14日

平253032551739号

058-229-2211

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

岐阜女子大学

書道実技及び鑑賞指導法

野中浩俊（文化創造学部教授）
中根安治（文化創造学部准教授）

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月5日

教諭

高等学校書道教
員向け

6,000円

10人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032551741号

058-229-2211

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

岐阜女子大学

学校現場において、音楽科は教科指導及び学級づくり等
特別活動の指導の両面から重要な役割を担っている。
そこで音楽を専門とする教師のみならず、より多くの教員が
授業や学級づくりに生きる音楽実 実践に生かすことができる次の内容による講習を実施する。 田中陽治（文化創造学部教授）
技及び指揮法
①子どもの発達段階を踏まえた歌唱指導の実際
水野伸子（文化創造学部准教授）
②聴くことから始める音楽指導～サウンドマップ、手作り楽
器など～
③教科書教材による実践的指揮法

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小・中・高・特別
支援学校音楽教
員向け

6,000円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032551742号

058-229-2211

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

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月6日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校で
保健体育を担当
する教諭

6,000円

25人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651115号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜経済大学

岐阜女子大学

書道史の流れをふまえて用筆法を探究し、篆・隷・楷・行・
草の実技指導法を身につける。そして応用として臨書の半
切作品制作とともに、創作では「漢字仮名交じり文作品」と
「少字数作品」にも取り組む。また、現代の書道界の実情を
確認し、より良き鑑賞指導法を探る。

学習指導要領の改訂により、ゴール型・ネット型・ベースボー
ル型として示されたボールゲームをどのように体育カリキュ
ボールゲームのカリキュラムデザ ラムに位置付け、実践すればよいのか。体育授業における
岐阜聖徳学園大
佐藤 善人
イン～「陣取り型ゲーム」をきっか ボールゲームの問題点とその可能性について、小学校学習
学
（教育学部 准教授）
けにして～
指導要領解説体育編に新たに例示された「陣取り型ゲー
ム」のタグラグビーを手がかりに講義と実技を通して検討す
る。
岐阜聖徳学園大
諸要素の創作を含む編曲法
学

大編成の合奏への編曲を、編曲の要素の学習とともに行
う。編曲の要素の創作から、その要素の各楽器への与え方 大西 隆之
を吹奏楽を例にとって学習する。（非和声音と移調楽器の知 （教育学部 教授）
識を持っている者が望ましい）

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月6日

教諭

中学校・高等学
校で音楽を担当
する教諭

6,000円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651116号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜聖徳学園大
教育とは何か
学

「教育とは何か」という根本問題について、哲学者の考察を
通して検討する。具体的にはプラトン、ルソー、フーコーを取 吉永 和加
り上げ、教育の欺瞞と本質とを考え、あるべき教育の可能性 （教育学部 准教授）
と限界を明らかにする。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月6日

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651117号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

岐阜聖徳学園大 算数・数学的活動をよりよく行う
学
ために（小学校算数中心）

講習の概要

担当講師

算数・数学的活動が、算数・数学の授業の中心となることは
分かっているが、自分の授業を振り返り「今日の子どもたち
の活動は、算数・数学的活動といえるだろうか」「教師がいな
くても、算数・数学的活動ができるように育っているだろうか」
鈴木 明裕
等々と自問自答している先生方は多いのではないだろうか。
（教育学部 教授）
講習内容に、受講者間の協議や作業活動も取り入れ、算
数・数学的活動をよりよく行うためにどうしたらよいかを具体
的に考えていく。本講習は小学校算数の事例を中心として
実施する。

子どもの体力･運動能力が低下している現状を把握するとと
もに、日本体育協会が作成した「アクティブ･チャイルド･プロ
子どもの体力･運動能力向上プロ
グラム(文部科学省委託事業)」を活用した具体的な取組を検 佐藤 善人
岐阜聖徳学園大
グラム ～元気いっぱいに遊ぶ
討する。実践を行う教師と子どもの健康について中心的役 （教育学部 准教授）
学
子どもを目指して～
割を担う養護教諭が共に議論することで、遊び（伝承遊び）
の生活化をキーワードにしたプログラムの作成を目指す。

講習の開催地

時間数

講習の期間

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月6日

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月13日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

30人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651118号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

教諭 小学校教諭、小
養護教 学校に勤務する
養護教諭
諭

6,000円

25人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651119号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

教諭

小学校教諭

岐阜聖徳学園大
遠山啓の数学教育論
学

遠山啓氏の数学教育論を講義する。水道方式、量の理論、
及び氏の独自の語法に注目し、レジュメ・プリントを用意し、
福田 茂隆
ノート講義形式で進める。デジタル媒体は用いない。事前に
（教育学部 教授）
岩波新書や日本評論社などでの氏の著作をお読みになり、
理解の助けとしていただきたい。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月13日

教諭

小学校教諭、中
学校で数学を担
当する教諭

6,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651120号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜聖徳学園大
教科理解の認知心理学
学

小学生、中学生を学習者として想定した場合の国語、算数、
理科、社会の理解課程について認知心理学の観点から概 阿部 慶賀
説する。これにより、各教科において児童、生徒が抱きうる （教育学部 専任講師）
素朴概念を理解し、指導法への応用を考察、議論する。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月13日

教諭

小学校、中学校
教諭

6,000円

40人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651121号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜聖徳学園大
工藤直子の詩を鑑賞する
学

児童や生徒に詩を楽しんでほしいと願う。もちろん、優れた
短歌や俳句や近代詩もあるが、それらにつながるものとし
て、工藤直子の詩を鑑賞し、教材としての可能性を講述した 大沢 正喜
い。児童詩と少年詩の違いを確かめ、発達心理学を援用し （教育学部 教授）
ながら、『のはらうた』『でんせつ』『ともだちは海のにおい』な
どを取り上げることになる。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月13日

教諭

小学校教諭、中
学校で国語を担
当する教諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651122号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜聖徳学園大
ICT活用指導力の向上
学

次の項目について実技を交えた演習形式で授業を行いま
す。１．ローマ字による文字入力の指導法や指導に適したコ
ンテンツの利用２．デジタルカメラによる写真撮影と画像処 石原 一彦
理３．ＷＥＢアルバムの作成とその教育的な利用４．パワー （教育学部 教授）
ポイントをプラットフォームにした教材の作成５．情報モラル
の指導について

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月27日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651123号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜聖徳学園大
国語教育
学

新学習指導要領を踏まえながら、小中学校国語科における
授業づくりのあり方についての考察を深める。とくに教科書
中村 哲也
教材の読みの分析と解釈、「書くこと」の多岐にわたる指導、
（教育学部 教授）
作文表現の指導方法について、教育現場の実践例などをも
とに検討していきたい。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小学校教諭、中
学校で国語を担
当する教諭

6,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651124号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜聖徳学園大
小学校理科の実験
学

新学習指導要領・理科の目標には「自然に親しみ・・・」とい
う言葉から始まっているように、小学校理科では、自然に接
馬場 勝良
し、自然から一次情報を得ることが大切です。ここでは、身
（教育学部 教授）
近な自然を生かした材料で、とくに生物・地学分野の実験・
演習を行います。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651125号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜聖徳学園大
児童・生徒の問題行動と社会性
学

いじめ、対教師暴力、非行など児童生徒の問題行動の現状
を分析し、その背景に影響する様々な要因について理解を
深める。子どもを取り巻く環境における教育力の低下によ
り、社会認識の問題や自己制御の欠陥を呈する児童生徒が
吉澤 寛之
増加している。本講習では、こうした問題を改善するための
（教育学部 准教授）
心理教育プログラムについても、具体的かつ実践的な観点
から学習する。なお、個別の事例に対する対処法について
は解説しないこと、プログラムについては紹介程度にとどま
る可能性があることを留意されたい。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651126号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学校で音楽を担
当する教諭

6,000円

15人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651127号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

教科：音楽の目標及び内容に添い、現状の歌唱指導方法を
把握した上で、児童・生徒の歌声を指導する為に必要な教
岐阜聖徳学園大 うたうこと－教師自らの歌声を求 師自身の歌う技能を高めると共にその指導方法を探究・実 荒木 善子
学
めて－
践する。発声器官の理解および様々な呼吸・発声及び歌唱 （教育学部 教授）
方法を研修する中で身体の細胞一つ一つが活性化し児童・
生徒を魅了できる教師自らの歌声を修得することを目指す。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

岐阜聖徳学園大
保健授業の設計
学

「保健学習」授業を改善するために必要と思える教材分析、
目標・方略・方策と展開案などの授業設計、分析や評価およ
森 美喜夫
び関連の主要知見についての講義・討論と、実践で使える
（教育学部 教授）
授業設計書づくり、また受講者の実践記録をもとにした分
析・評価の演習。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月6日

岐阜聖徳学園大 算数・数学的活動をよりよく行う
学
ために（中学校数学中心）

算数・数学的活動が、算数・数学の授業の中心となることは
分かっているが、自分の授業を振り返り「今日の子どもたち
の活動は、算数・数学的活動といえるだろうか」「教師がいな
くても、算数・数学的活動ができるように育っているだろうか」
鈴木 明裕
等々と自問自答している先生方は多いのではないだろうか。
（教育学部 教授）
講習内容に、受講者間の協議や作業活動も取り入れ、算
数・数学的活動をよりよく行うためにどうしたらよいかを具体
的に考えていく。本講習は中学校数学の事例を中心として
実施する。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月6日

岐阜聖徳学園大
英語のスピーチ（作成と発表）
学

スピーチには社交辞令のような内容の伴わないものから施
政方針演説までさまざまな種類があるが、今回は、ひとつの
明確なテーマや主張を論理的にサポートする短いスピーチ
廣瀬 孝文
の作成と発表を学習する。基本的にはスピーチも作文も同じ
（外国語学部 教授）
技法を用いるので、作文における修辞法を応用する。本講
座の目的は、英語を職業とする自己のプロとしての技能の
向上であって、指導法に関する研修ではない。

岐阜県岐阜市

岐阜聖徳学園大
歌唱と表現
学

教師自身や児童の声作りのための発声の仕方、呼吸の仕
方、共鳴の仕方を学び整え歌唱する。そして合唱の導入とし
深貝 美子
てハンドサインを試みたい。合わせて指揮図形だけにとらわ
（教育学部 教授）
れない歌唱表現を導く指揮の仕方や、曲趣に合わせた身体
表現を行う。

岐阜聖徳学園大
教材としての整数
学

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭
小学校教諭、養
養護教
護教諭
諭

6,000円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651128号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

教諭

中学校で数学を
担当する教諭

6,000円

30人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651129号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学
校で英語を担当
する教諭

6,000円

15人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651130号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651131号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

算数・数学の教材の中で、整数は小学校から学習する初等
的なものでありなが理論的には高等学校・大学で学ぶべき
深い内容をも含んでいるものである。また一つのテーマで
あっても小学校・中学校・高等学校でそれぞれの児童・生徒 山内 紀夫
の数学的段階に応じて取り上げることが可能であるようなも （教育学部 教授）
のも少なからず存在する。そこで、整数に関する話題のいく
つかを取り上げ、それらの数学的背景を解説する。受講者
にはそれに基づき教材化の試行を行っていただく。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校で
数学を担当する
教諭

6,000円

30人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651132号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

学校内における教育相談のシステムについて、生徒指導・
岐阜聖徳学園大 教育相談のシステムとカウンセリ 特別支援も含めて概説する。さらにカウンセリング・マイン
譲 西賢
学
ング・マインド
ド、カウンセリング理論、カウンセリングの技法について概説 （教育学部 教授）
し、カウンセリングのロールプレイを実施する。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月7日

教諭 小学校、中学校、
養護教 高等学校、養護
諭
教諭

6,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651133号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜聖徳学園大
ＵＳＢカメラを用いた情報教材
学

身近に利用できるUSBカメラとPCを用いて、情報の教材を作
成する。USBカメラは画像の入力装置として用いる。しかし、
画像は画素のRGB情報を保持しており、その情報を取り出
すことで、「光情報」として取り扱うことが可能になる。 本講 伊藤 敏
ではUSBカメラとPCを組合わせ、脈波観察の方法を提供し、 （経済情報学部 教授）
高校の教材としてExcelでの処理方法を紹介する。マルチメ
ディア機器情報を数値化し、表計算ソフトの利用と組合わせ
て処理が可能なことを示す。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月7日

教諭

高等学校で情報
を担当する教諭

6,000円

15人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651134号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜聖徳学園大
経済と商業
学

最初に商業の発生した要因を交換の視点から考えたい。次
藤澤 史郎
に近年の小売商業の動向を業態別に検討する。さらにマー
（経済情報学部 教授）
ケティングとの関連についても考えてみたい。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月7日

教諭

高等学校で商業
を担当する教諭

6,000円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651135号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校、中学校、
高等学校で教育
全般に関わる教
諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651136号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

デューイがシカゴ大学に附属させて開設した「実験室学校」
の原理や実践を含めて、デューイの学校改善の思想を検討
岐阜聖徳学園大 ジョン・デューイの学校改善論が するとともに、それが現代の我が国の教育改革の動向や
龍崎 忠
学
現代の教育活動に示唆するもの 日々の教育実践といかなる相関になるのかを再考する。併 （教育学部 准教授）
せて、臨床教育学と呼ばれる新たな研究実践についても、
デューイの視点から触れる。
岐阜聖徳学園大
算数・数学の考え方
学

算数・数学に特徴的な考え方を具体的な問題に即して講義 上垣 渉
する。また、数学史的な話題にも触れる。
（教育学部 教授）

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学校で数学を担
当する教諭

6,000円

40人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651137号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜聖徳学園大
文化理解へつなげる音楽活動
学

音楽の表現活動や鑑賞活動の中で出会う「いろいろな音
楽」について「文化」という、より広い、新たな観点からのアプ 加藤 晴子
ローチを追求する。多様な音楽のもつ教育的意義について （教育学部 准教授）
実践的に考えていく。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学校で音楽を担
当する教諭

6,000円

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651138号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岐阜聖徳学園大 保育者の在り方 「かかわり」を
学
切り口に

子どもの育ちは、保育者などの大人のかかわり方によって
左右される。幼児期の子どもの集団施設（幼稚園・保育所・
佐木 みどり
認定子ども園）において保育者はどう在ったらよいのかにつ
（教育学部 准教授）
いて、子どもとのかかわり、保育者とのかかわりを切り口に
考えたい。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651139号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜聖徳学園大
行動経済学の基礎知識
学

近年における経済学の大きな流れの一つである、行動経済
学の基礎知識を学習する。様々な経済実験の積み重ねによ
り、合理的な行動が観察されない経済状況が指摘されるよう 松葉 敬文
になった。従来の伝統的な経済学では説明しにくい行動を （経済情報学部 准教授）
考えることで、合理的な行動ばかりではない、人間の情緒
的・直観的な選択行動を学ぶ。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月22日

教諭

高等学校で公民・
商業を担当する
教諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651140号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜聖徳学園大
データの分析
学

高等学校指導要領改訂にともない、数学Ⅰにおいて「データ
の分析」が、数学Ｂにおいて「確率分布と統計的な推測」が
入るようになった。特に「データの分析」は、現行課程の『数 齊藤 善弘
学Ｂ』「統計とコンピュータ」の移行と見られるが、新しい内容 （経済情報学部 准教授）
も入っている。本講習では表計算ソフトを用いながら、記述
統計とデータ分析について学ぶ。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月22日

教諭

高等学校で数学
を担当する教諭

6,000円

15人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651141号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校教諭、中
学校で音楽を担
当する教諭

6,000円

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651142号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

教科：音楽の目標及び内容に添い、現状の合唱指導方法を
把握した上で、心と音が響きあう合唱指導のあり方について
岐阜聖徳学園大 合唱指導のあり方について－心 考察する。この考察結果を踏まえ、児童・生徒の学びの意欲 荒木 善子
学
と音が響きあう合唱を求めて－ を引き出し、児童・生徒にとって楽しく豊かな合唱活動を通し （教育学部 教授）
た指導をするための実践方法（発声方法を含む）を探求す
る。

岐阜聖徳学園大 自律的な動機づけとその育成に
学
ついて

学習に対する動機づけのモデルとして、内発的動機づけと
外発的動機づけという二分法的な動機づけ概念を統合する
試みがさまざまに行われている。本講習では、そのような動 安藤 史高
機づけ理論の一つである自己決定理論について概説する。 （教育学部 准教授）
そして、学習に対する自律的な動機づけの育成方法につい
て考察する。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651143号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜聖徳学園大
学校を変える教師の力
学

１ 教師力との出会い・・・力のある魅力的な教師とは。２ 学
校経営と教師力・・・教師へ期待が大きい社会で、誇りある
学校像と教師像を描く。３ 教師の指導力を確認する・・・教 大平 橘夫
科指導の力、生徒指導の力、集団指導の力を確認する。４ （教育学部 教授）
実力と信頼を高める教師の構え・・・信頼される教師の心
根。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校、中学校
教諭向け

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651144号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

岐阜聖徳学園大
ヨーロッパの近世と宗教対立
学

教科書等では近世ヨーロッパは宗教戦争の時代として語ら
れているが、そうした見方は近年、再検討に付されている。 宮野 裕
本講義では、こうした動向を紹介しながら、当該期をどのよう （教育学部 准教授）
に理解すべきなのか考えていきたい。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月23日

教諭

中学校、高等学
校で社会科目を
担当する教諭

6,000円

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032651145号

058-279-3493

https://www.kmkgifu.jp/

自閉症児への支援‐サーツモデ
ルを概観する‐

サーツモデル（SCERTSⓇモデル）とは，米国の自閉症研究
者プリザントらによって提案された「自閉症児とそれに関連
する障がいのある子ども，その家族と共同するためのフレー
ムワーク」であり，社会コミュニケーション，情動調整，交流 杉山 章（東海学院大学人間関係学部講師）
型支援に焦点をあて，アセスメントから必要な支援の決定ま
でがパッケージされている。そのアセスメント，目標の決定，
介入等について取り上げる。

岐阜県各務原
市

6時間 平成25年8月12日

教諭

全教諭

6,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032951182号

058-389-2200

http://tokaigakuinu.ac.jp/

東海学院大学

不登校事例の理解と対処法‐事
例検討を中心に‐

不登校問題を「教育の課題」ととらえた時、これまでの理解
や対応の仕方とどう違うのか。「登校したい、けれども登校で
きない」「学校には登校できるが学級に入れない」という子ど
岐阜県各務原
もの心に寄り添い、いかに適切なかかわり方をすればよい 寺田 道夫（東海学院大学人間関係学部教授）
市
かという視点から講義を進めていく。事例検討を通して「状
態像の理解」「相談体制のアセスメント」「具体的な対処法」
の３つのテーマを取り上げる。

6時間 平成25年8月13日

教諭

全教諭

6,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032951183号

058-389-2200

http://tokaigakuinu.ac.jp/

東海学院大学

発達障害児の発達特徴について、幼児期からの親や教師
のかかわりが発達障害児の育ちにどのように影響している
のか、多面的かつ総合的な視点からもう一度見直していく。
発達障害児の理解と指導 ー総 子どもの気持ちを大切にしているつもりが、さまざまな問題
岐阜県各務原
合的アセスメントと特別支援計画 行動や心の育ちを固く未熟な状態にしている場合もありま
廣利 吉治（東海学院大学人間関係学部教授）
市
の策定と実践ー
す。適切な社会的行動面での指導と、併せて捕え難い自我
形成の問題について、最近の乳幼児精神医学の見地から、
10年先の成長を見据えた指導の在り方について講義を行い
ます。

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253032951184号

058-389-2200

http://tokaigakuinu.ac.jp/

東海学院大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

特別支援教育が本格的に開始されて５年が経過しました。
その間、私たち実践者は対象の子どもたちから多くのことを
学びました。そこで、今一度、子どもの内面に寄り添う支援
発達障害児の理解と支援～子ど
は何か、また、子どもの自律のために今、私たちがしなけれ
大垣女子短期大
松村 齋（幼児教育科 教授）
もの内面に寄り添う丁寧な支援と
ばならないことは何か、そして、丁寧な支援を行うことは何を
学
は～
意味するのかなど、各校園での実践事例を具体的に紹介し
ながら、自らの実践を振り返り、明日への支援のあり方を学
びます。

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月7日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253517650578号

0584-81-6819

http://www.kmkgifu.jp/

特別支援教育が本格的に開始されて５年が経過しました。
その間、私たち実践者は対象の子どもたちから多くのことを
学びました。そこで、今一度、子どもの内面に寄り添う支援
発達障害児の理解と支援～子ど
は何か、また、子どもの自律のために今、私たちがしなけれ
大垣女子短期大
松村 齋（幼児教育科 教授）
もの内面に寄り添う丁寧な支援と
ばならないことは何か、そして、丁寧な支援を行うことは何を
学
は～
意味するのかなど、各校園での実践事例を具体的に紹介し
ながら、自らの実践を振り返り、明日への支援のあり方を学
びます。

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月8日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253517650579号

0584-81-6819

http://www.kmkgifu.jp/

大垣女子短期大
地球の環境問題を考える
学

人間生活に大きな影響を及ぼすさまざまな地球の環境問題
にはどのようなものがあり、エネルギー問題も含めて生活と
のつながりからそれらをどうとらえていくべきなのか、知識を 矢田貝 真一（幼児教育科 教授）
整理しながら教師として子どもたちを指導・支援する立場か
ら考えていきます。

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月9日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253517650580号

0584-81-6819

http://www.kmkgifu.jp/

大垣女子短期大
幼児の運動と音楽表現
学

体育・音楽の分野を通して、表現力や創造性を養うための
加藤 有子（幼児教育科 教授）
幼児の活動に沿った柔軟な指導方法をさまざまな角度から
光井 恵子（幼児教育科 准教授）
紹介します。各講座とも演習中心で実施しますが、具体的な
中野 由香里（幼児教育科 講師）
活動を通して指導者が自ら心身を開放し、さらに豊かなイ
メージを表現して頂きたいと考えています。

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月21日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253517650581号

0584-81-6819

http://www.kmkgifu.jp/

多様な価値観を持つ園児の保護者と良好な関係を築くため
には、園と家庭との連携が重要です。この講義では、園と家
高田 全代（幼児教育科 准教授）
大垣女子短期大 保護者への支援 ～良好な関係 庭それぞれの場面での子どもの様子を伝え合う際のポイン
勝野 愛子（幼児教育科 講師）
トを示し、実際にコミュニケーションをとる上で役立つ技術
学
を築くために～
今村 民子（幼児教育科 講師）
や、障がいのある幼児の保護者支援についても取り上げ、
講義と演習を交えながら理解を深めていきます。

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月22日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

30人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253517650582号

0584-81-6819

http://www.kmkgifu.jp/

大垣女子短期大
幼児の造形あそびと心
学

表現療法のひとつであるスクィグル法やＭＳＳＭ法を習得し
ながら、造形あそびを通した心の交流を体験します。次に、
小林 佐知子（幼児教育科 准教授）
切り紙を楽しみ、作品完成の達成感を味わい、その色や形
水谷 聡美（幼児教育科 講師）
からこころを読み解きます。これらの演習を通じて造形あそ
びと心のつながりについて理解します。

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月23日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253517650583号

0584-81-6819

http://www.kmkgifu.jp/

大垣女子短期大
幼児期の遊びと学び
学

遊びの中の学びとは何であるのか、具体的な事例をもとに
その本質にずばり迫ります。また、その学びを支える保育者
西川 正晃（幼児教育科 教授）
の資質向上のための具体的な取り組みについて、受講者参
加型の演習も交えながら体験していきます。

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月26日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253517650584号

0584-81-6819

http://www.kmkgifu.jp/

大垣女子短期大
幼児期の遊びと学び
学

遊びの中の学びとは何であるのか、具体的な事例をもとに
その本質にずばり迫ります。また、その学びを支える保育者
西川 正晃（幼児教育科 教授）
の資質向上のための具体的な取り組みについて、受講者参
加型の演習も交えながら体験していきます。

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月27日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253517650585号

0584-81-6819

http://www.kmkgifu.jp/

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月7日

教諭

幼稚園、小学校
教諭

6,000円

15人

平成25年4月8日～平
成25年5月7日

平253517851103号

058-278-0731

http://www,kmkgifu.jp/

プロジェクト型保育・教育とは、子どもの興味や体験、仲間関
岐阜聖徳学園大 絵本を使った幼・小接続期のプロ 係を大切にしながらテーマにとり組む教育方法です。幼・小
田中 まさ子（幼児教育学科 教授）
学短期大学部
ジェクト型保育
接続期に期待できる方法です。本講習では、身近な絵本を
使って指導計画を立ててみたいと思います。
岐阜聖徳学園大
マルチメディアと情報技術
学短期大学部

マルチメディアの概要と構成技術について概説し、マルチメ
ディアデータの特性を理解して活用するための方法論につ 長谷川 信（生活学科 准教授）
いて学ぶ。また、演習によりマルチメディア作品制作の技能 糟谷 咲子（生活学科 准教授）
を修得する。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月7日

教諭

高等学校で情報
を担当する教諭

6,000円

20人 平成25年4月8日～平
成25年5月7日

平253517851104号

058-278-0731

http://www,kmkgifu.jp/

岐阜聖徳学園大
子どもの病気、けがへの対応
学短期大学部

子どもの時期には200種類のウイルスに感染するといわれ
ています．10歳までにはその半数の100種類のウイルスに
罹患し，まさに子どもに病気はつきものともいえます．体調
の悪い子どもの対応で困った点などを参加者と話し合いな
がら，子どもの病気や怪我の対応やケアについて，保健の
立場から最新情報をお伝えします。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

20人 平成25年4月8日～平
成25年5月7日

平253517851105号

058-278-0731

http://www,kmkgifu.jp/

大西 薫（幼児教育学科 専任講師）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
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ＵＲＬ

岐阜聖徳学園大
保育に活かす音楽表現
学短期大学部

保育する中で音楽の役割は大きい。そして、保育の中でリズ
ムを感じさせる活動は多くある。中でも音楽表現するための
一番身近な素材は保育者自身であり、歌う・弾く・振りを付け
仲野 悦子（幼児教育学科 教授）
るなど自由自在に表現できる。子ども達の毎日の生活の中
で、どのように音楽を取り入れ表現ができるかなど様々な表
現方法の理論と実際を考える。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

20人 平成25年4月8日～平
成25年5月7日

平253517851106号

058-278-0731

http://www,kmkgifu.jp/

岐阜聖徳学園大
家庭支援の在り方
学短期大学部

家庭支援は福祉界だけでなく教育界でも大きな課題である。
地域でどの様なネットワークをつくり、どの様に対応していけ
児玉 俊郎（幼児教育学科 准教授）
ばよいのか、エコマップを活用しながら事例検討していく内
容である。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月22日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

6,000円

20人 平成25年4月8日～平
成25年5月7日

平253517851107号

058-278-0731

http://www,kmkgifu.jp/

高山自動車短期 今、ふたたび日本国憲法を学び
大学
直す

日本国憲法99条、学校教育法9条によれば、学校設置者
を問わず、教員には憲法の擁護と遵守が求められていま
す。本講座では、「いじめ」「体罰」「モンスターペアレント」な
桑山 昌己（自動車工学科 准教授）
どの教育現場での様々な問題点を、憲法26条｢教育を受け
る権利」の観点から分析するほか、教員・社会人として必須
の主な権利について解説を加えていこうと思います。

岐阜県高山市

6時間 平成25年8月3日

教諭

小・中･高等学校
教諭

6,000円

80人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253518150702号

0577-32-4440

http://www.takayama
college.ac.jp

中京学院大学中
こどもたちと音楽
京短期大学部

現代のこどもたちは、AV機器の発達により容易に多種多様
の音楽を楽しんでいる。それらのなかには、「J-Pop」「アニメ
ソング」「童謡」「わらべうた」などが含まれよう。これらの音楽
は、多かれ少なかれ「西洋音楽」の影響を受けている。本講
阿部 祐治（保育科教授）
習では「西洋音楽」と「日本音楽」の2つのキーワードを基
に、日本と同様に、元来西洋音楽が自文化ではない東南ア
ジア諸国（特にタイ王国）の音楽教育とこどもたちに焦点を
あてたうえで、日本のこどもたちにとっての音楽について考
察したい。

岐阜県瑞浪市

6時間

平成25年8月21日～
平成25年8月21日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

30人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253518250703号

0572-68-4555

http://www.kmkgifu.jp/

中京学院大学中
食品加工原理及び実習
京短期大学部

加工食品の食生活に占める割合はますます大きくなってい
るが、健康に害を及ぼさなく、安全でかつおいしい食品を得
るためには、これら加工食品がどのような原理で製造されて
いるのか理解することが必要である。実際に食品加工操作 福田 泰樹（健康栄養学科教授）
を行って食品の品質を化学的、物理的評価方法から判断
し、さらに保存原理に基づいて製品化されているかを実習す
る。

岐阜県瑞浪市

6時間

平成25年8月21日～
平成25年8月21日

教諭

小学校・中学校で
家庭科を担当す
る教諭

6,500円

30人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253518250704号

0572-68-4555

http://www.kmkgifu.jp/

岐阜県瑞浪市

6時間

平成25年8月22日～
平成25年8月22日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

7,000円

30人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253518250705号

0572-68-4555

http://www.kmkgifu.jp/

中京学院大学中 保育の魅力をさぐる……保育記
京短期大学部
録から見えてくるもの

現場で保育をすすめるうえでも保育記録は重要です。それ
は子どもたちの様子や反応を記録することはもちろんのこ
と、保育者自身の振り返りのためにも、そしてカンファレンス
を受け、保育者集団の保育の質の高まりのためにも必要だ
横井 喜彦（保育科准教授）
からです。本講習では具体的な事例を基に、どのように現場
記録を実践としてまとめていくのかという過程をまなびなが
ら、記録を通して保育の魅力について、皆さんと探っていき
たいと考えています。

岐阜県瑞浪市

6時間 平成25年8月22日～
平成25年8月22日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253518250706号

0572-68-4555

http://www.kmkgifu.jp/

中京学院大学中
障害児保育
京短期大学部

保育者が「気になる子ども」は年々増加傾向にある。障害
とまではいかなくても、集団保育を展開する上で内容が十分
に把握できなかったり、不器用なために思うように参加でき
ない子ども達も増えている。障害児保育の中でも発達障害 大島 光代（保育科准教授）
児の保育における支援方法・指導方法等について、障害の
特性を理解した上でどのように行うべきかを学ぶ他、簡単な
支援教材等を紹介し実際に教材を作製する。

岐阜県瑞浪市

6時間 平成25年8月23日～
平成25年8月23日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253518250707号

0572-68-4555

http://www.kmkgifu.jp/

中部学院大学短 子どもの生きる喜びを育む保育
期大学部
技術の探求

1.幼児が生き生きと自分らしく描いたり制作したりする活動
の意義について考察し、実際に表現活動を体験することで
指導法について学ぶ。また、保育室の環境構成についても 岡田 泰子（幼児教育学科准教授）
考察する。2.３歳から６歳までの発達過程にふさわしい音楽 安藤 恭子（幼児教育学科教授）
表現活動について考察し、子ども自身が意欲的に自己表現
できるための指導法について学ぶ。

岐阜県関市

6時間 平成25年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平253518350528号

0575-24-2212

http://www.kmkgifu.jp/

造形表現教育に関わるモビールの作り方と活用方法を学
ぶ。
モビールは、２０世紀になって彫刻としての概念を覆す「動く
中京学院大学中 モビール制作と造形表現活動へ 彫刻」として創り出されたが、美術界にとどまらず家庭や職
平中 学（保育科教授）
京短期大学部
の活用
場の装飾、商品のディスプレイまた乳幼児の視覚的刺激とし
ても広く一般社会にも普及し、教育現場でも活用されてい
る。様々なモビールの紹介と制作過程についての解説を行
い、身近な素材を使ったモビールの制作を行う。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

中部学院大学短 保育の振り返りを指導計画に活
期大学部
かすには

日頃の保育における幼児の姿や活動、行為の記録を手が
かりに、子どもの心情や意欲をよみとることで、子ども理解を
深める。その上で、子ども理解を次の保育にどのように活か 井納 利子（幼児教育学科教授）
すことができるのかを考察し、指導計画の改善の手立てを
探る。改訂幼稚園教育要領についても学ぶ。

岐阜県関市

6時間 平成25年8月20日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

東海学院大学短
身体をつくる体育遊び
期大学部

子どもにとって遊びは身体を使う楽しいものである。幼児期
に運動遊びの経験を十分に行うことによって身体をつくる効
果が得られる。いかに身体を鍛えて運動の楽しさや大切さを 伊藤 功子（児童教育学科教授）
身につけるか。幼児期に必要な運動を取り入れた体育遊び
を行う。

岐阜県各務原
市

6時間 平成25年8月5日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

東海学院大学短
子どもの話す力を促す援助法
期大学部

お話を子どもに伝えつつ、子どものコミュニケーション能力を
高めるには何をすればよいのか。子どもが言葉を獲得する
長谷部 和子（児童教育学科教授）
過程を踏まえて学習する。エプロン・パネルシアター等の一
部作成を通じて、子ども達への物語の伝え方を練習する。

岐阜県各務原
市

6時間 平成25年8月6日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

東海学院大学短
「生きる力」を育む造形遊び
期大学部

子どもの意欲や想像・創造力を培い、生きる力の源を育む
「表現遊び」について具体的に考察する。実際の子どもの絵
若杉 雅夫（児童教育学科教授）
を教材として取り上げ、子どもの心身の育ちと教師の関わり
について考える。また、簡単な造形活動も体験する。

岐阜県各務原
市

6時間 平成25年8月7日

教諭

幼稚園教諭

岐阜県教育委員
幼稚園教育課程
会

新幼稚園教育要領の趣旨や内容の理解を深め、教育課程
の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしている。具体
的には、講義と演習で、発達や学びの連続性及び幼稚園で
の生活と家庭などでの生活の連続性を確保し、計画的に環
境を構成することを通じて、幼児の健やかな成長を促す指導
の在り方について学ぶ。

川瀬 貴子（岐阜県教育委員会 指導主事）
鷲見 紀子（岐阜県教育委員会 指導主事）
小出 直弘（岐阜県教育委員会 指導主事）
黒岩 雅樹（岐阜教育事務所 指導主事）
荒金 啓子（西濃教育事務所 指導主事）
岡崎佳代子（美濃教育事務所 指導主事）
西尾 朋子（可茂教育事務所 指導主事）
水野 浩庫（東濃教育事務所 指導主事）
山本 茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月7日

教諭

岐阜県教育委員
幼稚園教育課程
会

新幼稚園教育要領の趣旨や内容の理解を深め、教育課程
の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしている。具体
的には、講義と演習で、発達や学びの連続性及び幼稚園で
の生活と家庭などでの生活の連続性を確保し、計画的に環
境を構成することを通じて、幼児の健やかな成長を促す指導
の在り方について学ぶ。

川瀬 貴子（岐阜県教育委員会 指導主事）
鷲見 紀子（岐阜県教育委員会 指導主事）
小出 直弘（岐阜県教育委員会 指導主事）
黒岩 雅樹（岐阜教育事務所 指導主事）
荒金 啓子（西濃教育事務所 指導主事）
岡崎佳代子（美濃教育事務所 指導主事）
西尾 朋子（可茂教育事務所 指導主事）
水野 浩庫（東濃教育事務所 指導主事）
山本 茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 平成25年8月9日

岐阜県教育委員
幼稚園教育課程
会

新幼稚園教育要領の趣旨や内容の理解を深め、教育課程
の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしている。具体
的には、講義と演習で、発達や学びの連続性及び幼稚園で
の生活と家庭などでの生活の連続性を確保し、計画的に環
境を構成することを通じて、幼児の健やかな成長を促す指導
の在り方について学ぶ。

川瀬 貴子（岐阜県教育委員会 指導主事）
鷲見 紀子（岐阜県教育委員会 指導主事）
小出 直弘（岐阜県教育委員会 指導主事）
黒岩 雅樹（岐阜教育事務所 指導主事）
荒金 啓子（西濃教育事務所 指導主事）
岡崎佳代子（美濃教育事務所 指導主事）
西尾 朋子（可茂教育事務所 指導主事）
水野 浩庫（東濃教育事務所 指導主事）
山本 茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県安八郡
安八町

山田
山田
遠山
西尾
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所
宏子（西濃教育事務所
健二（美濃教育事務所
朋子（可茂教育事務所
真一（東濃教育事務所
史子（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

山田
山田
遠山
西尾
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所
宏子（西濃教育事務所
健二（美濃教育事務所
朋子（可茂教育事務所
真一（東濃教育事務所
史子（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県教育委員
小学校教育課程 国語
会

岐阜県教育委員
小学校教育課程 国語
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する能
力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う能
力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する能
力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う能
力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平253518350529号

0575-24-2212

http://www.kmkgifu.jp/

平成25年4月15日～
平成25年5月8日

平253518451783号

058-382-1148

http://college.toka
igakuin-u.ac.jp/

35人

平成25年4月15日～
平成25年5月8日

平253518451784号

058-382-1148

http://college.toka
igakuin-u.ac.jp/

6,000円

35人

平成25年4月15日～
平成25年5月8日

平253518451785号

058-382-1148

http://college.toka
igakuin-u.ac.jp/

岐阜県内勤務
幼稚園教諭

1,800円

30人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150893号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

教諭

岐阜県内勤務
幼稚園教諭

1,800円

30人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150894号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

6時間 平成25年8月6日

教諭

岐阜県内勤務
幼稚園教諭

1,800円

50人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150895号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県各務原
市

6時間 平成25年7月31日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150896号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県海津市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150897号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

岐阜県教育委員
小学校教育課程 国語
会

岐阜県教育委員
小学校教育課程 国語
会

岐阜県教育委員
小学校教育課程 国語
会

岐阜県教育委員
小学校教育課程 社会
会

岐阜県教育委員
小学校教育課程 社会
会

岐阜県教育委員
小学校教育課程 社会
会

岐阜県教育委員
小学校教育課程 社会
会

岐阜県教育委員
小学校教育課程 社会
会

岐阜県教育委員
小学校教育課程 算数
会

講習の概要
新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する能
力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う能
力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

山田
山田
遠山
西尾
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所
宏子（西濃教育事務所
健二（美濃教育事務所
朋子（可茂教育事務所
真一（東濃教育事務所
史子（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成25年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150898号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

山田
山田
遠山
西尾
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所
宏子（西濃教育事務所
健二（美濃教育事務所
朋子（可茂教育事務所
真一（東濃教育事務所
史子（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県瑞浪市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150899号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

山田
山田
遠山
西尾
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所
宏子（西濃教育事務所
健二（美濃教育事務所
朋子（可茂教育事務所
真一（東濃教育事務所
史子（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150900号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、地域社会や我が国の
国土、歴史などに対する理解と愛情を深め、社会的な見方
や考え方を養うための、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

奧村 雅人（岐阜教育事務所 指導主事）
川田 英樹（西濃教育事務所 指導主事）
山田 健司（美濃教育事務所 指導主事）
林 健司（飛弾教育事務所 指導主事）

岐阜県各務原
市

6時間 平成25年7月31日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150901号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、地域社会や我が国の
国土、歴史などに対する理解と愛情を深め、社会的な見方
や考え方を養うための、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

奧村 雅人（岐阜教育事務所 指導主事）
川田 英樹（西濃教育事務所 指導主事）
山田 健司（美濃教育事務所 指導主事）
林 健司（飛弾教育事務所 指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150902号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、地域社会や我が国の
国土、歴史などに対する理解と愛情を深め、社会的な見方
や考え方を養うための、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

奧村 雅人（岐阜教育事務所 指導主事）
川田 英樹（西濃教育事務所 指導主事）
山田 健司（美濃教育事務所 指導主事）
林 健司（飛弾教育事務所 指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成25年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150903号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、地域社会や我が国の
国土、歴史などに対する理解と愛情を深め、社会的な見方
や考え方を養うための、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

奧村 雅人（岐阜教育事務所 指導主事）
川田 英樹（西濃教育事務所 指導主事）
山田 健司（美濃教育事務所 指導主事）
林 健司（飛弾教育事務所 指導主事）

岐阜県瑞浪市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150904号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、地域社会や我が国の
国土、歴史などに対する理解と愛情を深め、社会的な見方
や考え方を養うための、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

奧村 雅人（岐阜教育事務所 指導主事）
川田 英樹（西濃教育事務所 指導主事）
山田 健司（美濃教育事務所 指導主事）
林 健司（飛弾教育事務所 指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150905号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、算数的活動を一層充
実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付け
るとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を高
める具体的な改善内容や方法を学びます。

三島
今井
羽賀
宇野
明星
吉田

岐阜県各務原
市

6時間 平成25年7月31日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150906号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する能
力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う能
力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する能
力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う能
力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

晃陽（岐阜教育事務所 指導主事）
清恵（西濃教育事務所 指導主事）
広志（美濃教育事務所 指導主事）
聡（可茂教育事務所 指導主事）
裕（東濃教育事務所 指導主事）
稔（飛騨教育事務所 指導主事）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岐阜県教育委員
小学校教育課程 算数
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、算数的活動を一層充
実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付け
るとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を高
める具体的な改善内容や方法を学びます。

三島
今井
羽賀
宇野
明星
吉田

晃陽（岐阜教育事務所 指導主事）
清恵（西濃教育事務所 指導主事）
広志（美濃教育事務所 指導主事）
聡（可茂教育事務所 指導主事）
裕（東濃教育事務所 指導主事）
稔（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150907号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 算数
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、算数的活動を一層充
実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付け
るとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を高
める具体的な改善内容や方法を学びます。

三島
今井
羽賀
宇野
明星
吉田

晃陽（岐阜教育事務所 指導主事）
清恵（西濃教育事務所 指導主事）
広志（美濃教育事務所 指導主事）
聡（可茂教育事務所 指導主事）
裕（東濃教育事務所 指導主事）
稔（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成25年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150908号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 算数
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、算数的活動を一層充
実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付け
るとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を高
める具体的な改善内容や方法を学びます。

三島
今井
羽賀
宇野
明星
吉田

晃陽（岐阜教育事務所 指導主事）
清恵（西濃教育事務所 指導主事）
広志（美濃教育事務所 指導主事）
聡（可茂教育事務所 指導主事）
裕（東濃教育事務所 指導主事）
稔（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県瑞浪市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150909号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 算数
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、算数的活動を一層充
実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付け
るとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を高
める具体的な改善内容や方法を学びます。

三島
今井
羽賀
宇野
明星
吉田

晃陽（岐阜教育事務所 指導主事）
清恵（西濃教育事務所 指導主事）
広志（美濃教育事務所 指導主事）
聡（可茂教育事務所 指導主事）
裕（東濃教育事務所 指導主事）
稔（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150910号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 理科
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、問題解決の能力と自
然を愛する心情を育て、自然の事物・現象についての実感
を伴った理解を図り、科学的な見方や考え方を養う指導につ
いて、具体的な内容や方法を学ぶ。

鷲見
奥田
浅井
後藤
竹腰

和也（岐阜教育事務所 指導主事）
悟（西濃教育事務所 指導主事）
誠（可茂教育事務所 指導主事）
秀樹（東濃教育事務所 指導主事）
宣行（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県各務原
市

6時間 平成25年7月31日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150911号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 理科
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、問題解決の能力と自
然を愛する心情を育て、自然の事物・現象についての実感
を伴った理解を図り、科学的な見方や考え方を養う指導につ
いて、具体的な内容や方法を学ぶ。

鷲見
奥田
浅井
後藤
竹腰

和也（岐阜教育事務所 指導主事）
悟（西濃教育事務所 指導主事）
誠（可茂教育事務所 指導主事）
秀樹（東濃教育事務所 指導主事）
宣行（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150912号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 理科
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、問題解決の能力と自
然を愛する心情を育て、自然の事物・現象についての実感
を伴った理解を図り、科学的な見方や考え方を養う指導につ
いて、具体的な内容や方法を学ぶ。

鷲見
奥田
浅井
後藤
竹腰

和也（岐阜教育事務所 指導主事）
悟（西濃教育事務所 指導主事）
誠（可茂教育事務所 指導主事）
秀樹（東濃教育事務所 指導主事）
宣行（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成25年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150913号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 理科
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、問題解決の能力と自
然を愛する心情を育て、自然の事物・現象についての実感
を伴った理解を図り、科学的な見方や考え方を養う指導につ
いて、具体的な内容や方法を学ぶ。

鷲見
奥田
浅井
後藤
竹腰

和也（岐阜教育事務所 指導主事）
悟（西濃教育事務所 指導主事）
誠（可茂教育事務所 指導主事）
秀樹（東濃教育事務所 指導主事）
宣行（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県瑞浪市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150914号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 理科
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、問題解決の能力と自
然を愛する心情を育て、自然の事物・現象についての実感
を伴った理解を図り、科学的な見方や考え方を養う指導につ
いて、具体的な内容や方法を学ぶ。

鷲見
奥田
浅井
後藤
竹腰

和也（岐阜教育事務所 指導主事）
悟（西濃教育事務所 指導主事）
誠（可茂教育事務所 指導主事）
秀樹（東濃教育事務所 指導主事）
宣行（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150915号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 生活
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、気付きの質を高め、
活動や体験を一層充実するための学習活動を重視し、自立
の基礎を養うための、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

伊東
川瀬
鷲見
山田
岡崎
浅井
薄井
尾石

誠（岐阜県教育委員会 指導主事）
貴子（岐阜県教育委員会 指導主事）
和也（岐阜教育事務所 指導主事）
宏子（西濃教育事務所 指導主事）
佳代子（美濃教育事務所 指導主事）
誠（可茂教育事務所 指導主事）
伸一（東濃教育事務所 指導主事）
光正（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県各務原
市

6時間 平成25年7月31日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150916号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岐阜県教育委員
小学校教育課程 生活
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、気付きの質を高め、
活動や体験を一層充実するための学習活動を重視し、自立
の基礎を養うための、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

伊東
川瀬
鷲見
山田
岡崎
浅井
薄井
尾石

誠（岐阜県教育委員会 指導主事）
貴子（岐阜県教育委員会 指導主事）
和也（岐阜教育事務所 指導主事）
宏子（西濃教育事務所 指導主事）
佳代子（美濃教育事務所 指導主事）
誠（可茂教育事務所 指導主事）
伸一（東濃教育事務所 指導主事）
光正（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150917号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 生活
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、気付きの質を高め、
活動や体験を一層充実するための学習活動を重視し、自立
の基礎を養うための、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

伊東
川瀬
鷲見
山田
岡崎
浅井
薄井
尾石

誠（岐阜県教育委員会 指導主事）
貴子（岐阜県教育委員会 指導主事）
和也（岐阜教育事務所 指導主事）
宏子（西濃教育事務所 指導主事）
佳代子（美濃教育事務所 指導主事）
誠（可茂教育事務所 指導主事）
伸一（東濃教育事務所 指導主事）
光正（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成25年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150918号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 生活
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、気付きの質を高め、
活動や体験を一層充実するための学習活動を重視し、自立
の基礎を養うための、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

伊東
川瀬
鷲見
山田
岡崎
浅井
薄井
尾石

誠（岐阜県教育委員会 指導主事）
貴子（岐阜県教育委員会 指導主事）
和也（岐阜教育事務所 指導主事）
宏子（西濃教育事務所 指導主事）
佳代子（美濃教育事務所 指導主事）
誠（可茂教育事務所 指導主事）
伸一（東濃教育事務所 指導主事）
光正（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県瑞浪市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150919号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 生活
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、気付きの質を高め、
活動や体験を一層充実するための学習活動を重視し、自立
の基礎を養うための、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

伊東
川瀬
鷲見
山田
岡崎
浅井
薄井
尾石

誠（岐阜県教育委員会 指導主事）
貴子（岐阜県教育委員会 指導主事）
和也（岐阜教育事務所 指導主事）
宏子（西濃教育事務所 指導主事）
佳代子（美濃教育事務所 指導主事）
誠（可茂教育事務所 指導主事）
伸一（東濃教育事務所 指導主事）
光正（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150920号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 音楽
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、多様な音や音楽を感
じ取り、創意工夫して表現したり、味わって鑑賞したりする力
の育成や、音楽文化についての理解を深めるための具体的
な改善内容や方法を学ぶ。

杉本
伊藤
岡崎
奥村

公彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
佳子（岐阜教育事務所 指導主事）
佳代子（美濃教育事務所 指導主事）
美樹恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県各務原
市

6時間 平成25年7月31日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150921号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 音楽
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、多様な音や音楽を感
じ取り、創意工夫して表現したり、味わって鑑賞したりする力
の育成や、音楽文化についての理解を深めるための具体的
な改善内容や方法を学ぶ。

杉本
伊藤
岡崎
奥村

公彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
佳子（岐阜教育事務所 指導主事）
佳代子（美濃教育事務所 指導主事）
美樹恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150922号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 音楽
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、多様な音や音楽を感
じ取り、創意工夫して表現したり、味わって鑑賞したりする力
の育成や、音楽文化についての理解を深めるための具体的
な改善内容や方法を学ぶ。

杉本
伊藤
岡崎
奥村

公彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
佳子（岐阜教育事務所 指導主事）
佳代子（美濃教育事務所 指導主事）
美樹恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成25年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150923号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 音楽
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、多様な音や音楽を感
じ取り、創意工夫して表現したり、味わって鑑賞したりする力
の育成や、音楽文化についての理解を深めるための具体的
な改善内容や方法を学ぶ。

杉本
伊藤
岡崎
奥村

公彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
佳子（岐阜教育事務所 指導主事）
佳代子（美濃教育事務所 指導主事）
美樹恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県瑞浪市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150924号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 音楽
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、多様な音や音楽を感
じ取り、創意工夫して表現したり、味わって鑑賞したりする力
の育成や、音楽文化についての理解を深めるための具体的
な改善内容や方法を学ぶ。

杉本
伊藤
岡崎
奥村

公彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
佳子（岐阜教育事務所 指導主事）
佳代子（美濃教育事務所 指導主事）
美樹恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150925号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岐阜県教育委員
小学校教育課程 図画工作
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 清水 明彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
笠嶋 誠（可茂教育事務所 指導主事）
る。具体的には、講義と演習を通して、感性を働かせなが
ら、造形的な創造活動の基礎的能力を育成することを一層 多田 仁（飛騨教育事務所 指導主事）
重視するために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県各務原
市

6時間 平成25年7月31日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150926号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 図画工作
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 清水 明彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
笠嶋 誠（可茂教育事務所 指導主事）
る。具体的には、講義と演習を通して、感性を働かせなが
ら、造形的な創造活動の基礎的能力を育成することを一層 多田 仁（飛騨教育事務所 指導主事）
重視するために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県海津市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150927号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 図画工作
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 清水 明彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
笠嶋 誠（可茂教育事務所 指導主事）
る。具体的には、講義と演習を通して、感性を働かせなが
ら、造形的な創造活動の基礎的能力を育成することを一層 多田 仁（飛騨教育事務所 指導主事）
重視するために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県関市

6時間 平成25年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150928号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 図画工作
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 清水 明彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
笠嶋 誠（可茂教育事務所 指導主事）
る。具体的には、講義と演習を通して、感性を働かせなが
ら、造形的な創造活動の基礎的能力を育成することを一層 多田 仁（飛騨教育事務所 指導主事）
重視するために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県瑞浪市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150929号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 図画工作
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 清水 明彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
笠嶋 誠（可茂教育事務所 指導主事）
る。具体的には、講義と演習を通して、感性を働かせなが
ら、造形的な創造活動の基礎的能力を育成することを一層 多田 仁（飛騨教育事務所 指導主事）
重視するために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150930号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 家庭
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、衣食住等に関する実
践的・体験的な活動を一層重視し、家族の一員として生活を
よりよくしようとする実践的な態度を育成するための、具体的
な改善内容や方法を学ぶ。

鷲見 紀子（岐阜県教育委員会 指導主事）
星野 健（岐阜教育事務所 指導主事）
堀 高哉（美濃教育事務所 指導主事）
長谷川万恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県各務原
市

6時間 平成25年7月31日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150931号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 家庭
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、衣食住等に関する実
践的・体験的な活動を一層重視し、家族の一員として生活を
よりよくしようとする実践的な態度を育成するための、具体的
な改善内容や方法を学ぶ。

鷲見 紀子（岐阜県教育委員会 指導主事）
星野 健（岐阜教育事務所 指導主事）
堀 高哉（美濃教育事務所 指導主事）
長谷川万恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150932号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 家庭
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、衣食住等に関する実
践的・体験的な活動を一層重視し、家族の一員として生活を
よりよくしようとする実践的な態度を育成するための、具体的
な改善内容や方法を学ぶ。

鷲見 紀子（岐阜県教育委員会 指導主事）
星野 健（岐阜教育事務所 指導主事）
堀 高哉（美濃教育事務所 指導主事）
長谷川万恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成25年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150933号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 家庭
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、衣食住等に関する実
践的・体験的な活動を一層重視し、家族の一員として生活を
よりよくしようとする実践的な態度を育成するための、具体的
な改善内容や方法を学ぶ。

鷲見 紀子（岐阜県教育委員会 指導主事）
星野 健（岐阜教育事務所 指導主事）
堀 高哉（美濃教育事務所 指導主事）
長谷川万恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県瑞浪市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150934号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 家庭
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、衣食住等に関する実
践的・体験的な活動を一層重視し、家族の一員として生活を
よりよくしようとする実践的な態度を育成するための、具体的
な改善内容や方法を学ぶ。

鷲見 紀子（岐阜県教育委員会 指導主事）
星野 健（岐阜教育事務所 指導主事）
堀 高哉（美濃教育事務所 指導主事）
長谷川万恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150935号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 体育
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

熊崎
岩佐
広瀬
宮部
松原

岐阜県各務原
市

6時間 平成25年7月31日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150936号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

健一(岐阜教育事務所 指導主事）
優（西濃教育事務所 指導主事）
満（可茂教育事務所 指導主事）
寿（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岐阜県教育委員
小学校教育課程 体育
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

熊崎
岩佐
広瀬
宮部
松原

健一(岐阜教育事務所 指導主事）
優（西濃教育事務所 指導主事）
満（可茂教育事務所 指導主事）
寿（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150937号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 体育
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

熊崎
岩佐
広瀬
宮部
松原

健一(岐阜教育事務所 指導主事）
優（西濃教育事務所 指導主事）
満（可茂教育事務所 指導主事）
寿（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成25年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150938号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 体育
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

熊崎
岩佐
広瀬
宮部
松原

健一(岐阜教育事務所 指導主事）
優（西濃教育事務所 指導主事）
満（可茂教育事務所 指導主事）
寿（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県瑞浪市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150939号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 体育
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

熊崎
岩佐
広瀬
宮部
松原

健一(岐阜教育事務所 指導主事）
優（西濃教育事務所 指導主事）
満（可茂教育事務所 指導主事）
寿（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150940号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 外国語活動
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階において
コミュニケーション能力の素地を養うために新しく導入される
外国語活動について、目標や内容を理解するとともに、求め
られる指導方法等を学ぶ。

高橋
小倉
平工
薄井
尾石

清仁（岐阜教育事務所
正裕（西濃教育事務所
雅之（可茂教育事務所
伸一（東濃教育事務所
光正（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県各務原
市

6時間 平成25年7月31日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150941号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 外国語活動
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階において
コミュニケーション能力の素地を養うために新しく導入される
外国語活動について、目標や内容を理解するとともに、求め
られる指導方法等を学ぶ。

高橋
小倉
平工
薄井
尾石

清仁（岐阜教育事務所
正裕（西濃教育事務所
雅之（可茂教育事務所
伸一（東濃教育事務所
光正（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150942号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 外国語活動
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階において
コミュニケーション能力の素地を養うために新しく導入される
外国語活動について、目標や内容を理解するとともに、求め
られる指導方法等を学ぶ。

高橋
小倉
平工
薄井
尾石

清仁（岐阜教育事務所
正裕（西濃教育事務所
雅之（可茂教育事務所
伸一（東濃教育事務所
光正（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成25年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150943号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 外国語活動
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階において
コミュニケーション能力の素地を養うために新しく導入される
外国語活動について、目標や内容を理解するとともに、求め
られる指導方法等を学ぶ。

高橋
小倉
平工
薄井
尾石

清仁（岐阜教育事務所
正裕（西濃教育事務所
雅之（可茂教育事務所
伸一（東濃教育事務所
光正（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県瑞浪市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150944号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 外国語活動
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階において
コミュニケーション能力の素地を養うために新しく導入される
外国語活動について、目標や内容を理解するとともに、求め
られる指導方法等を学ぶ。

高橋
小倉
平工
薄井
尾石

清仁（岐阜教育事務所
正裕（西濃教育事務所
雅之（可茂教育事務所
伸一（東濃教育事務所
光正（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150945号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
岐阜県教育委員
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある児童に
小学校教育課程 特別支援教育
会
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を
高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための具
体的な改善内容や方法を学ぶ。

黒岩
荒金
高橋
水野
山本

雅樹（岐阜教育事務所 指導主事）
啓子（西濃教育事務所 指導主事）
泰行（可茂教育事務所 指導主事）
浩庫（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県各務原
市

6時間 平成25年7月31日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150946号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
岐阜県教育委員
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある児童に
小学校教育課程 特別支援教育
会
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を
高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための具
体的な改善内容や方法を学ぶ。

黒岩
荒金
高橋
水野
山本

雅樹（岐阜教育事務所 指導主事）
啓子（西濃教育事務所 指導主事）
泰行（可茂教育事務所 指導主事）
浩庫（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150947号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある児童に
岐阜県教育委員
小学校教育課程 特別支援教育
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を
会
高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための具
体的な改善内容や方法を学ぶ。

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

黒岩
荒金
高橋
水野
山本

雅樹（岐阜教育事務所 指導主事）
啓子（西濃教育事務所 指導主事）
泰行（可茂教育事務所 指導主事）
浩庫（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成25年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150948号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
黒岩
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
荒金
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある児童に
岐阜県教育委員
高橋
小学校教育課程 特別支援教育
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を
会
水野
高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための具
山本
体的な改善内容や方法を学ぶ。

雅樹（岐阜教育事務所 指導主事）
啓子（西濃教育事務所 指導主事）
泰行（可茂教育事務所 指導主事）
浩庫（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県瑞浪市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150949号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
黒岩
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
荒金
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある児童に
岐阜県教育委員
高橋
小学校教育課程 特別支援教育
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を
会
水野
高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための具
山本
体的な改善内容や方法を学ぶ。

雅樹（岐阜教育事務所 指導主事）
啓子（西濃教育事務所 指導主事）
泰行（可茂教育事務所 指導主事）
浩庫（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150950号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

山田
山田
遠山
西尾
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所
宏子（西濃教育事務所
健二（美濃教育事務所
朋子（可茂教育事務所
真一（東濃教育事務所
史子（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県本巣市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（国
語）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150951号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

山田
山田
遠山
西尾
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所
宏子（西濃教育事務所
健二（美濃教育事務所
朋子（可茂教育事務所
真一（東濃教育事務所
史子（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月2日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（国
語）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150952号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

山田
山田
遠山
西尾
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所
宏子（西濃教育事務所
健二（美濃教育事務所
朋子（可茂教育事務所
真一（東濃教育事務所
史子（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県加茂郡
坂祝町

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（国
語）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150953号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

山田
山田
遠山
西尾
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所
宏子（西濃教育事務所
健二（美濃教育事務所
朋子（可茂教育事務所
真一（東濃教育事務所
史子（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県恵那市

6時間 平成25年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（国
語）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150954号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

山田
山田
遠山
西尾
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所
宏子（西濃教育事務所
健二（美濃教育事務所
朋子（可茂教育事務所
真一（東濃教育事務所
史子（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（国
語）

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150955号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

奧村 雅人（岐阜教育事務所 指導主事）
川田 英樹（西濃教育事務所 指導主事）
山田 健司（美濃教育事務所 指導主事）
林 健司（飛弾教育事務所 指導主事）

岐阜県本巣市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（社
会）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150956号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 国語
会

岐阜県教育委員
中学校教育課程 国語
会

岐阜県教育委員
中学校教育課程 国語
会

岐阜県教育委員
中学校教育課程 国語
会

岐阜県教育委員
中学校教育課程 国語
会

岐阜県教育委員
中学校教育課程 社会
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、中学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する能
力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う能
力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、中学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する能
力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う能
力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、中学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する能
力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う能
力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、中学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する能
力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う能
力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、中学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する能
力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う能
力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、社会的事象に関心を
もって多面的・多角的に考察し、公正に判断する能力と態度
を養い、社会的な見方や考え方を成長させるための、具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岐阜県教育委員
中学校教育課程 社会
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、社会的事象に関心を
もって多面的・多角的に考察し、公正に判断する能力と態度
を養い、社会的な見方や考え方を成長させるための、具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

奧村 雅人（岐阜教育事務所 指導主事）
川田 英樹（西濃教育事務所 指導主事）
山田 健司（美濃教育事務所 指導主事）
林 健司（飛弾教育事務所 指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月2日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（社
会）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150957号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 社会
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、社会的事象に関心を
もって多面的・多角的に考察し、公正に判断する能力と態度
を養い、社会的な見方や考え方を成長させるための、具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

奧村 雅人（岐阜教育事務所 指導主事）
川田 英樹（西濃教育事務所 指導主事）
山田 健司（美濃教育事務所 指導主事）
林 健司（飛弾教育事務所 指導主事）

岐阜県加茂郡
坂祝町

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（社
会）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150958号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 社会
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、社会的事象に関心を
もって多面的・多角的に考察し、公正に判断する能力と態度
を養い、社会的な見方や考え方を成長させるための、具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

奧村 雅人（岐阜教育事務所 指導主事）
川田 英樹（西濃教育事務所 指導主事）
山田 健司（美濃教育事務所 指導主事）
林 健司（飛弾教育事務所 指導主事）

岐阜県恵那市

6時間 平成25年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（社
会）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150959号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 社会
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、社会的事象に関心を
もって多面的・多角的に考察し、公正に判断する能力と態度
を養い、社会的な見方や考え方を成長させるための、具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

奧村 雅人（岐阜教育事務所 指導主事）
川田 英樹（西濃教育事務所 指導主事）
山田 健司（美濃教育事務所 指導主事）
林 健司（飛弾教育事務所 指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（社
会）

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150960号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 数学
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、数学的活動を一層
充実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付
けるとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を
高める具体的な改善内容や方法を学ぶ。

三島
今井
羽賀
宇野
明星
吉田

晃陽（岐阜教育事務所 指導主事）
清恵（西濃教育事務所 指導主事）
広志（美濃教育事務所 指導主事）
聡（可茂教育事務所 指導主事）
裕（東濃教育事務所 指導主事）
稔（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県本巣市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（数
学）

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150961号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 数学
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、数学的活動を一層
充実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付
けるとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を
高める具体的な改善内容や方法を学ぶ。

三島
今井
羽賀
宇野
明星
吉田

晃陽（岐阜教育事務所 指導主事）
清恵（西濃教育事務所 指導主事）
広志（美濃教育事務所 指導主事）
聡（可茂教育事務所 指導主事）
裕（東濃教育事務所 指導主事）
稔（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月2日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（数
学）

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150962号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 数学
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、数学的活動を一層
充実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付
けるとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を
高める具体的な改善内容や方法を学ぶ。

三島
今井
羽賀
宇野
明星
吉田

晃陽（岐阜教育事務所 指導主事）
清恵（西濃教育事務所 指導主事）
広志（美濃教育事務所 指導主事）
聡（可茂教育事務所 指導主事）
裕（東濃教育事務所 指導主事）
稔（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県加茂郡
坂祝町

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（数
学）

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150963号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 数学
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、数学的活動を一層
充実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付
けるとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を
高める具体的な改善内容や方法を学ぶ。

三島
今井
羽賀
宇野
明星
吉田

晃陽（岐阜教育事務所 指導主事）
清恵（西濃教育事務所 指導主事）
広志（美濃教育事務所 指導主事）
聡（可茂教育事務所 指導主事）
裕（東濃教育事務所 指導主事）
稔（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県恵那市

6時間 平成25年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（数
学）

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150964号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 数学
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、数学的活動を一層
充実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付
けるとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を
高める具体的な改善内容や方法を学ぶ。

三島
今井
羽賀
宇野
明星
吉田

晃陽（岐阜教育事務所 指導主事）
清恵（西濃教育事務所 指導主事）
広志（美濃教育事務所 指導主事）
聡（可茂教育事務所 指導主事）
裕（東濃教育事務所 指導主事）
稔（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（数
学）

1,800円

10人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150965号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 理科
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、科学的に探究する能
力の基礎と態度を育てるとともに、自然の事物・現象につい
ての理解を深め、科学的な見方や考え方を養う指導につい
て、具体的な内容や方法を学びます。

鷲見
奥田
浅井
後藤
竹腰

和也（岐阜教育事務所 指導主事）
悟（西濃教育事務所 指導主事）
誠（可茂教育事務所 指導主事）
秀樹（東濃教育事務所 指導主事）
宣行（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県本巣市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（理
科）

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150966号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岐阜県教育委員
中学校教育課程 理科
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、科学的に探究する能
力の基礎と態度を育てるとともに、自然の事物・現象につい
ての理解を深め、科学的な見方や考え方を養う指導につい
て、具体的な内容や方法を学びます。

鷲見
奥田
浅井
後藤
竹腰

和也（岐阜教育事務所 指導主事）
悟（西濃教育事務所 指導主事）
誠（可茂教育事務所 指導主事）
秀樹（東濃教育事務所 指導主事）
宣行（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月2日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（理
科）

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150967号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 理科
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、科学的に探究する能
力の基礎と態度を育てるとともに、自然の事物・現象につい
ての理解を深め、科学的な見方や考え方を養う指導につい
て、具体的な内容や方法を学びます。

鷲見
奥田
浅井
後藤
竹腰

和也（岐阜教育事務所 指導主事）
悟（西濃教育事務所 指導主事）
誠（可茂教育事務所 指導主事）
秀樹（東濃教育事務所 指導主事）
宣行（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県加茂郡
坂祝町

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（理
科）

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150968号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 理科
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、科学的に探究する能
力の基礎と態度を育てるとともに、自然の事物・現象につい
ての理解を深め、科学的な見方や考え方を養う指導につい
て、具体的な内容や方法を学びます。

鷲見
奥田
浅井
後藤
竹腰

和也（岐阜教育事務所 指導主事）
悟（西濃教育事務所 指導主事）
誠（可茂教育事務所 指導主事）
秀樹（東濃教育事務所 指導主事）
宣行（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県恵那市

6時間 平成25年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（理
科）

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150969号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 理科
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、科学的に探究する能
力の基礎と態度を育てるとともに、自然の事物・現象につい
ての理解を深め、科学的な見方や考え方を養う指導につい
て、具体的な内容や方法を学びます。

鷲見
奥田
浅井
後藤
竹腰

和也（岐阜教育事務所 指導主事）
悟（西濃教育事務所 指導主事）
誠（可茂教育事務所 指導主事）
秀樹（東濃教育事務所 指導主事）
宣行（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（理
科）

1,800円

10人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150970号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 音楽
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、音楽のよさを感じ取
り、思いや意図をもって表現したり、音楽全体を味わって鑑
賞したりする力を育成するための、具体的な改善内容や方
法を学ぶ。

杉本
伊藤
岡崎
奥村

公彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
佳子（岐阜教育事務所 指導主事）
佳代子（美濃教育事務所 指導主事）
美樹恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県本巣市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（音
楽）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150971号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 音楽
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、音楽のよさを感じ取
り、思いや意図をもって表現したり、音楽全体を味わって鑑
賞したりする力を育成するための、具体的な改善内容や方
法を学ぶ。

杉本
伊藤
岡崎
奥村

公彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
佳子（岐阜教育事務所 指導主事）
佳代子（美濃教育事務所 指導主事）
美樹恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月2日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（音
楽）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150972号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 音楽
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、音楽のよさを感じ取
り、思いや意図をもって表現したり、音楽全体を味わって鑑
賞したりする力を育成するための、具体的な改善内容や方
法を学ぶ。

杉本
伊藤
岡崎
奥村

公彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
佳子（岐阜教育事務所 指導主事）
佳代子（美濃教育事務所 指導主事）
美樹恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県加茂郡
坂祝町

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（音
楽）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150973号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 音楽
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、音楽のよさを感じ取
り、思いや意図をもって表現したり、音楽全体を味わって鑑
賞したりする力を育成するための、具体的な改善内容や方
法を学ぶ。

杉本
伊藤
岡崎
奥村

公彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
佳子（岐阜教育事務所 指導主事）
佳代子（美濃教育事務所 指導主事）
美樹恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県恵那市

6時間 平成25年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（音
楽）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150974号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 音楽
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、音楽のよさを感じ取
り、思いや意図をもって表現したり、音楽全体を味わって鑑
賞したりする力を育成するための、具体的な改善内容や方
法を学ぶ。

杉本
伊藤
岡崎
奥村

公彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
佳子（岐阜教育事務所 指導主事）
佳代子（美濃教育事務所 指導主事）
美樹恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（音
楽）

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150975号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 美術
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 清水 明彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
る。具体的には、講義や演習を通して、生活の中の美術の 笠嶋 誠（可茂教育事務所 指導主事）
働きや美術文化についての理解を一層深め、豊かな情操を 多田 仁（飛騨教育事務所 指導主事）
養うために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県本巣市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（美
術）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150976号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岐阜県教育委員
中学校教育課程 美術
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 清水 明彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
る。具体的には、講義や演習を通して、生活の中の美術の 笠嶋 誠（可茂教育事務所 指導主事）
働きや美術文化についての理解を一層深め、豊かな情操を 多田 仁（飛騨教育事務所 指導主事）
養うために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月2日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（美
術）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150977号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 美術
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 清水 明彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
る。具体的には、講義や演習を通して、生活の中の美術の 笠嶋 誠（可茂教育事務所 指導主事）
働きや美術文化についての理解を一層深め、豊かな情操を 多田 仁（飛騨教育事務所 指導主事）
養うために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県加茂郡
坂祝町

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（美
術）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150978号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 美術
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 清水 明彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
る。具体的には、講義や演習を通して、生活の中の美術の 笠嶋 誠（可茂教育事務所 指導主事）
働きや美術文化についての理解を一層深め、豊かな情操を 多田 仁（飛騨教育事務所 指導主事）
養うために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県恵那市

6時間 平成25年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（美
術）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150979号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 美術
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 清水 明彦（岐阜県教育委員会 指導主事）
る。具体的には、講義や演習を通して、生活の中の美術の 笠嶋 誠（可茂教育事務所 指導主事）
働きや美術文化についての理解を一層深め、豊かな情操を 多田 仁（飛騨教育事務所 指導主事）
養うために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（美
術）

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150980号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 技術・家庭
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生活に必要な基礎
的・基本的な知識及び技術を習得するとともに、進んで生活
を工夫し創造する能力と実践的な態度を育成するための、
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

鷲見 紀子（岐阜県教育委員会 指導主事）
松巾 昭（岐阜県教育委員会 指導主事）
星野 健（岐阜教育事務所 指導主事）
堀 高哉（美濃教育事務所 指導主事）
長谷川万恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県本巣市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（技
術・家庭）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150981号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 技術・家庭
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生活に必要な基礎
的・基本的な知識及び技術を習得するとともに、進んで生活
を工夫し創造する能力と実践的な態度を育成するための、
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

鷲見 紀子（岐阜県教育委員会 指導主事）
松巾 昭（岐阜県教育委員会 指導主事）
星野 健（岐阜教育事務所 指導主事）
堀 高哉（美濃教育事務所 指導主事）
長谷川万恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月2日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（技
術・家庭）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150982号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 技術・家庭
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生活に必要な基礎
的・基本的な知識及び技術を習得するとともに、進んで生活
を工夫し創造する能力と実践的な態度を育成するための、
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

鷲見 紀子（岐阜県教育委員会 指導主事）
松巾 昭（岐阜県教育委員会 指導主事）
星野 健（岐阜教育事務所 指導主事）
堀 高哉（美濃教育事務所 指導主事）
長谷川万恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県加茂郡
坂祝町

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（技
術・家庭）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150983号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 技術・家庭
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生活に必要な基礎
的・基本的な知識及び技術を習得するとともに、進んで生活
を工夫し創造する能力と実践的な態度を育成するための、
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

鷲見 紀子（岐阜県教育委員会 指導主事）
松巾 昭（岐阜県教育委員会 指導主事）
星野 健（岐阜教育事務所 指導主事）
堀 高哉（美濃教育事務所 指導主事）
長谷川万恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県恵那市

6時間 平成25年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（技
術・家庭）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150984号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 技術・家庭
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生活に必要な基礎
的・基本的な知識及び技術を習得するとともに、進んで生活
を工夫し創造する能力と実践的な態度を育成するための、
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

鷲見 紀子（岐阜県教育委員会 指導主事）
松巾 昭（岐阜県教育委員会 指導主事）
星野 健（岐阜教育事務所 指導主事）
堀 高哉（美濃教育事務所 指導主事）
長谷川万恵（東濃教育事務所 指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（技
術・家庭）

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150985号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 保健体育
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

熊崎
岩佐
広瀬
宮部
松原

健一(岐阜教育事務所 指導主事）
優（西濃教育事務所 指導主事）
満（可茂教育事務所 指導主事）
寿（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県本巣市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（保
健体育）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150986号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 保健体育
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

熊崎
岩佐
広瀬
宮部
松原

健一(岐阜教育事務所 指導主事）
優（西濃教育事務所 指導主事）
満（可茂教育事務所 指導主事）
寿（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月2日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（保
健体育）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150987号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岐阜県教育委員
中学校教育課程 保健体育
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

熊崎
岩佐
広瀬
宮部
松原

健一(岐阜教育事務所 指導主事）
優（西濃教育事務所 指導主事）
満（可茂教育事務所 指導主事）
寿（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県加茂郡
坂祝町

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（保
健体育）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150988号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 保健体育
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

熊崎
岩佐
広瀬
宮部
松原

健一(岐阜教育事務所 指導主事）
優（西濃教育事務所 指導主事）
満（可茂教育事務所 指導主事）
寿（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県恵那市

6時間 平成25年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（保
健体育）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150989号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 保健体育
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

熊崎
岩佐
広瀬
宮部
松原

健一(岐阜教育事務所 指導主事）
優（西濃教育事務所 指導主事）
満（可茂教育事務所 指導主事）
寿（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（保
健体育）

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150990号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 外国語
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、外国語を理解し、外
国語で表現することができる実践的な運用能力を育成する
ための、具体的な改善事項及び求められる指導方法等を学
ぶ。

高橋
小倉
平工
薄井
尾石

清仁（岐阜教育事務所
正裕（西濃教育事務所
雅之（可茂教育事務所
伸一（東濃教育事務所
光正（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県本巣市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（外
国語）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150991号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 外国語
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、外国語を理解し、外
国語で表現することができる実践的な運用能力を育成する
ための、具体的な改善事項及び求められる指導方法等を学
ぶ。

高橋
小倉
平工
薄井
尾石

清仁（岐阜教育事務所
正裕（西濃教育事務所
雅之（可茂教育事務所
伸一（東濃教育事務所
光正（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月2日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（外
国語）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150992号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 外国語
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、外国語を理解し、外
国語で表現することができる実践的な運用能力を育成する
ための、具体的な改善事項及び求められる指導方法等を学
ぶ。

高橋
小倉
平工
薄井
尾石

清仁（岐阜教育事務所
正裕（西濃教育事務所
雅之（可茂教育事務所
伸一（東濃教育事務所
光正（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県加茂郡
坂祝町

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（外
国語）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150993号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 外国語
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、外国語を理解し、外
国語で表現することができる実践的な運用能力を育成する
ための、具体的な改善事項及び求められる指導方法等を学
ぶ。

高橋
小倉
平工
薄井
尾石

清仁（岐阜教育事務所
正裕（西濃教育事務所
雅之（可茂教育事務所
伸一（東濃教育事務所
光正（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県恵那市

6時間 平成25年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（外
国語）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150994号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 外国語
会

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、外国語を理解し、外
国語で表現することができる実践的な運用能力を育成する
ための、具体的な改善事項及び求められる指導方法等を学
ぶ。

高橋
小倉
平工
薄井
尾石

清仁（岐阜教育事務所
正裕（西濃教育事務所
雅之（可茂教育事務所
伸一（東濃教育事務所
光正（飛騨教育事務所

指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）
指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（外
国語）

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150995号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
岐阜県教育委員
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある生徒に
中学校教育課程 特別支援教育
会
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を
高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための具
体的な改善内容や方法を学ぶ。

黒岩
荒金
高橋
水野
山本

雅樹（岐阜教育事務所 指導主事）
啓子（西濃教育事務所 指導主事）
泰行（可茂教育事務所 指導主事）
浩庫（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県本巣市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150996号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
岐阜県教育委員
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある生徒に
中学校教育課程 特別支援教育
会
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を
高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための具
体的な改善内容や方法を学ぶ。

黒岩
荒金
高橋
水野
山本

雅樹（岐阜教育事務所 指導主事）
啓子（西濃教育事務所 指導主事）
泰行（可茂教育事務所 指導主事）
浩庫（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月2日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150997号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
岐阜県教育委員
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある生徒に
中学校教育課程 特別支援教育
会
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を
高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための具
体的な改善内容や方法を学ぶ。

黒岩
荒金
高橋
水野
山本

雅樹（岐阜教育事務所 指導主事）
啓子（西濃教育事務所 指導主事）
泰行（可茂教育事務所 指導主事）
浩庫（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県加茂郡
坂祝町

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150998号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

講習の開催地

黒岩
荒金
高橋
水野
山本

雅樹（岐阜教育事務所 指導主事）
啓子（西濃教育事務所 指導主事）
泰行（可茂教育事務所 指導主事）
浩庫（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県恵那市

6時間 平成25年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002150999号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
黒岩
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
荒金
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある生徒に
岐阜県教育委員
高橋
中学校教育課程 特別支援教育
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を
会
水野
高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための具
山本
体的な改善内容や方法を学ぶ。

雅樹（岐阜教育事務所 指導主事）
啓子（西濃教育事務所 指導主事）
泰行（可茂教育事務所 指導主事）
浩庫（東濃教育事務所 指導主事）
茂（飛騨教育事務所 指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成25年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002151000号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

新学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、
教育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある生徒に
岐阜県教育委員
中学校教育課程 特別支援教育
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を
会
高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための具
体的な改善内容や方法を学ぶ。

電話番号

ＵＲＬ

担当講師

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 国語
会

学習指導要領の目標である「生きる力」の育成を目指して、
生徒が知識を身に付けると同時に、興味・関心を高め、学び
方を身に付け、主体的に学習を進めることができるように、 奥村哲也（岐阜県教育委員会指導主事）
分かる授業、魅力的な授業の実現など、指導方法の工夫・ 高野圭（岐阜県教育委員会指導主事）
改善の在り方について、講義や演習を通して認識を深め、
技能を高める内容とする。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月20日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（国語）

1,800円

50人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002151001号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員 高等学校教育課程 地理歴史・
会
公民

学習指導要領が定める各科目の目標や内容の趣旨徹底を
図るとともに、県教育委員会が行う「学力向上推進事業・授 森岡孝文（岐阜県教育委員会指導主事）
業改善研究」の成果を踏まえ、講義・演習・具体的な授業実 増田泰志（岐阜県教育委員会指導主事）
践に基づいて、より魅力的な授業の実現を目指して研究協 種田昭彦（岐阜県教育委員会指導主事）
議する内容とする。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月20日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（地理歴史・公
民）

1,800円

30人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002151002号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 数学
会

学習指導要領の目標である「生きる力」の育成を目指して、
生徒が、基礎的・基本的な知識・技能を身に付けると同時
棚橋武司（岐阜県教育委員会指導主事）
に、数学的な見方や考え方のよさを認識し、それらを積極的
下野宗紀（岐阜県教育委員会指導主事）
に活用することができるよう、数学的活動を取り入れた授業
川地晃正（岐阜県教育委員会指導主事）
など、指導方法の工夫・改善の在り方について、講義や演習
を通して認識を深め、技能を高める内容とする。

岐阜県各務原
市

6時間 平成25年8月20日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（数学）

1,800円

40人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002151003号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 理科
会

学習指導要領の目標である「生きる力」の育成を目指して、
生徒が知識を身に付けると同時に、学習や教科の内容に興
味・関心を高め、学び方を身に付け、主体的に学習を進める
ことができるように、分かる授業、魅力的な授業の実現な
ど、指導方法の工夫・改善の在り方について、講義や演習を
通して認識を深め、技能を高める内容とする。

園部栄子（岐阜県教育委員会指導主事）
高田広彦（岐阜県教育委員会指導主事）
池田哲也（岐阜県教育委員会指導主事）
武田理（岐阜県教育委員会指導主事）

岐阜県各務原
市

6時間 平成25年8月20日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（理科）

1,800円

30人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002151004号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 外国語
会

学習指導要領の外国語の目標である「コミュニケーション能
力の育成」を目指して、「聞くこと」、「話すこと」、「読むこと」
酒井猛（岐阜県教育委員会指導主事）
及び「書くこと」の４技能の総合的な指導を通して、自らの考
早野宏樹（岐阜県教育委員会指導主事）
えなどを相手に伝えるための「発信力」が生徒に身に付く指
遠藤正人（岐阜県教育委員会指導主事）
導方法の工夫・改善の在り方について、講義や演習を通し
て認識を深め、技能を高める内容とする。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月20日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（外国語）

1,800円

40人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002151005号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 保健体育
会

生徒が学習内容に興味・関心をもち主体的に学習を進める
ことができる授業、知識・技能を確実に身に付け体力を向上
させるための指導と評価の一体化を目指した分かる授業、
生涯にわたり健康・安全に留意した生活や運動ができる実 細井恒樹（岐阜県教育委員会指導主事）
践力を身に付ける授業など、学習指導要領の目標である
小牧憲充（岐阜県教育委員会指導主事）
「生きる力」の育成を目指した分かる授業・魅力的な授業を
実現するための指導力を、講義や演習を通して高める内容
とする。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月20日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（保健体育）

1,800円

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002151006号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 芸術
会

学習指導要領の目標である「生きる力」の育成を目指して、
生徒が生涯にわたり芸術を愛好する心情や感性、芸術の諸
鈴木彰（岐阜県教育委員会指導主事）
能力を一層高め、豊かな情操を養うことができるよう、分か
杉本公彦（岐阜県教育委員会指導主事）
る授業、魅力的な授業の実現など、指導方法の工夫・改善
清水明彦（岐阜県教育委員会指導主事）
の在り方について、講義や演習を通して認識を深め、技能を
高める内容とする。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月20日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（芸術のうち音楽
及び美術）

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002151007号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 家庭・福祉
会

学習指導要領の目標である「生きる力」の育成を目指して、
普通教科「家庭」、専門教科「家庭」・「福祉」、それぞれの教
科の目標を達成するために、生徒が知識を身に付けると同
時に、学習や教科の内容に対する興味・関心を高め、学び 乙津真由美（岐阜県教育委員会指導主事）
方を身に付け、主体的に学習を進めることができる指導方
法の工夫・改善の在り方について、講義や演習を通して認
識を深め、技能を高める内容とする。

岐阜県大垣市

6時間 平成25年8月20日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（家庭・福祉）

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002151008号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 情報
会

新学習指導要領の趣旨を正確に伝達できるように指導す
る。また、生徒が知識を身に付けると同時に、学習や教科の
内容に対する興味・関心を高め、学び方を身に付け、主体的
に学習を進めることができるように、分かる授業、魅力的な 亀山弘（岐阜県教育委員会指導主事）
授業の実現など、情報教育の目標である３つの観点をバラ 岩島義則（岐阜県教育委員会指導主事）
ンスよく指導するとともに、健全な情報社会を担い、情報化 田中彰（岐阜県教育委員会指導主事）
の進展に主体的に対応できる生徒の能力と態度を育てる指
導の在り方等について、講義や演習を通して理解を深める
内容とする。

岐阜県各務原
市

6時間 平成25年8月20日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭

1,800円

10人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002151009号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 農業
会

学習指導要領の目標である「生きる力」の育成を目指して、
生徒が、知識を身に付けると同時に、学習や教科の内容に
対する興味・関心を高め、学び方を身に付け、主体的に学習 谷基（岐阜県教育委員会指導主事）
を進めることができるように、分かる授業、魅力的な授業の 水野泰孝（岐阜県教育委員会指導主事）
実現など、指導方法の工夫・改善の在り方について、講義や
演習を通して認識を深め、技能を高める内容とする。

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 平成25年8月20日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（農業）

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002151010号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 工業
会

生徒が工業高校生として必要な学力を身に付けると同時
に、主体的に学習を進めることができるように授業手法、指
導方法の工夫・改善の在り方を講義や演習を通して協議す 堀秀樹（岐阜県教育委員会指導主事）
る内容とする。また、工業高校の現状と課題を学校ごとに抽 加藤昌宏（岐阜県教育委員会指導主事）
出し、その解決方法を検討し、工業高校の活性化と、目指す
方向の共通認識を図る。

岐阜県羽島郡
笠松町

6時間 平成25年8月20日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（工業）

1,800円

40人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002151011号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 商業
会

学習指導要領の目標である「生きる力」の育成を目指して、
生徒が、知識を身に付けると同時に、学習や教科の内容に
正村達裕（岐阜県教育委員会指導主事）
対する興味・関心を高め、学び方を身に付け、主体的に学習
村山義広（岐阜県教育委員会指導主事）
を進めることができるように、分かる授業、魅力的な授業の
豊吉利之（岐阜県教育委員会指導主事）
実現など、指導方法の工夫・改善の在り方について、講義や
演習を通して認識を深め、技能を高める内容とする。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月20日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（商業）

1,800円

40人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002151012号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員 高等学校教育課程 総則・特別
会
活動

学習指導要領の趣旨についての理解をより一層深めるとと
もに、それを踏まえた適切な教育課程の編成・実施はどうあ
るべきかを考察するため、各学校における特別活動や総合 那須明彦（岐阜県教育委員会指導主事）
的な学習の時間での実施上の課題と改善の在り方など、教 小栗英幸（岐阜県教育委員会指導主事）
育課程全般について具体的な取組の理解を、講義や演習を
通して深める内容とする。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年8月20日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002151013号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
特別支援学校教育課程
会

特別支援学校の教育課程の実施に伴う指導上の諸問題、
特に、特別支援学校学習指導要領の改定にともなう教育課
程の編成の在り方、社会自立に向けた教科・領域の指導の
在り方について、講義や演習を通して理解を深め、指導力を
高める内容とする。

松野正範（岐阜県教育委員会指導主事）
青山 孝（岐阜県教育委員会指導主事）
山下篤司（岐阜県教育委員会指導主事）
兒玉哲也（岐阜県教育委員会指導主事）
下野誠司（岐阜県教育委員会指導主事）
垣添奈巳（岐阜県教育委員会指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成25年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
特別支援学校教
諭

1,800円

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002151014号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
特別支援学校教育課程
会

特別支援学校の教育課程の実施に伴う指導上の諸問題、
特に、特別支援学校学習指導要領の改定にともなう教育課
程の編成の在り方、社会自立に向けた教科・領域の指導の
在り方について、講義や演習を通して理解を深め、指導力を
高める内容とする。

松野正範（岐阜県教育委員会指導主事）
青山 孝（岐阜県教育委員会指導主事）
山下篤司（岐阜県教育委員会指導主事）
兒玉哲也（岐阜県教育委員会指導主事）
下野誠司（岐阜県教育委員会指導主事）
垣添奈巳（岐阜県教育委員会指導主事）

岐阜県土岐市

6時間 平成25年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
特別支援学校教
諭

1,800円

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002151015号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
特別支援学校教育課程
会

特別支援学校の教育課程の実施に伴う指導上の諸問題、
特に、特別支援学校学習指導要領の改定にともなう教育課
程の編成の在り方、社会自立に向けた教科・領域の指導の
在り方について、講義や演習を通して理解を深め、指導力を
高める内容とする。

松野正範（岐阜県教育委員会指導主事）
青山 孝（岐阜県教育委員会指導主事）
山下篤司（岐阜県教育委員会指導主事）
兒玉哲也（岐阜県教育委員会指導主事）
下野誠司（岐阜県教育委員会指導主事）
垣添奈巳（岐阜県教育委員会指導主事）

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月30日

教諭

岐阜県内勤務
特別支援学校教
諭

1,800円

30人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255002151016号

058-271-3456

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜市教育委員
小学校教育課程講習会（国語）
会

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、日常生活に生きて働く国語の能力の育
成に向け、３領域の指導事項及び言語活動例、「伝統的な 村田伊津子（岐阜市教育委員会指導主事）
言語文化と国語の特質に関する事項」を関連付けた指導内
容や発達段階を踏まえた系統的・段階的な指導の在り方等
について、講義と演習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜市内小学校
勤務者

1,800円

20人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550872号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
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講習の概要
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ＵＲＬ

岐阜市教育委員
小学校教育課程講習会（社会）
会

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、地域社会や国土に対する理解を深める
奥田明夫（岐阜市教育委員会指導主事）
社会科学習、歴史や文化を大切にし日本人としての自覚を
もつことができる社会科学習等の指導内容や指導方法につ
いて、講義と演習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜市内小学校
勤務者

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550873号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
小学校教育課程講習会（算数）
会

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、数量や図形についての基礎的・基本的
な知識及び技能を身に付けるための算数的活動の在り方、 平川正夫（岐阜市教育委員会指導主事）
発達や学年の段階に応じた反復(スパイラル)による学習指
導の在り方等について、講義と演習を交えながら理解を深
める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜市内小学校
勤務者

1,800円

20人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550874号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
小学校教育課程講習会（理科）
会

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、観察・実験の結果を整理し考察する学習
小野島孝（岐阜市教育委員会指導主事）
活動、科学的な概念を使用して考えたり説明したりする学習
活動、探究的な学習活動の在り方等について、講義と演習
を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜市内小学校
勤務者

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550875号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
小学校教育課程講習会（生活）
会

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、児童の気付きの質を高める生活科学習 横山幸代（岐阜市教育委員会指導主事）
の在り方や、生活科学習における幼小連携の在り方等につ
いて、講義と演習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜市内小学校
勤務者

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550876号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
小学校教育課程講習会（音楽）
会

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、音楽がもつ美しさを味わうことによる感動
を大切にした授業構成の在り方、新しく共通事項としてまと 中村美雪（岐阜市教育委員会指導主事）
められた音楽の諸要素をもとに付けたい力を明確にした指
導の在り方について、講義と演習を交えながら理解を深め
る。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜市内小学校
勤務者

1,800円

10人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550877号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
岐阜市教育委員 小学校教育課程講習会（図画工 する。具体的には、伝え合いたいことを絵や立体等に表す活
永井浩司（岐阜市教育委員会指導主事）
動や、感じたことを話したり、友人の話を聞いたりする活動を
会
作）
大切にした図画工作科指導の在り方等について、講義と演
習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜市内小学校
勤務者

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550878号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
小学校教育課程講習会（家庭）
会

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、家族の一員として成長する自分を自覚
し、家庭生活を大切にする心情を育む学習活動の在り方、 坂野美恵（岐阜市教育委員会指導主事）
家族の生活と関連させて衣食住について考えることができる
児童の育成等について、講義と演習を交えながら理解を深
める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜市内小学校
勤務者

1,800円

10人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550879号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
小学校教育課程講習会（体育）
会

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、仲間のかかわり合いを大切にした小集
古田浩章（岐阜市教育委員会指導主事）
団学習の在り方、生涯にわたって運動に親しむことができる
資質や能力を育むための指導の在り方等について、講義と
演習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜市内小学校
勤務者

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550880号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
小学校教育課程講習会（英語）
会

「小学校学習指導要領外国語活動」及び本市が進める「教
育課程特例校としての特別の教育課程編成・実施計画書」
の趣旨や内容の適切な理解を図り、実施へ生かすことを主
な目的として講習を開催する。具体的には、「コミュニケー
亀山正浩（岐阜市教育委員会指導主事）
ション能力の基礎を養う指導」、「英語ノートを活用した指導
計画の見直し」等について、講義と演習を交えながら理解を
深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜市内小学校
勤務者

1,800円

10人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550881号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月25日

教諭

岐阜市内小学校
勤務者

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550882号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
岐阜市教育委員 小学校教育課程講習会（特別支 する。具体的には、障がいの重度・重複化、多様化への対
松井実（岐阜市教育委員会指導主事）
会
援教育）
応した特別支援教育の在り方、望ましい「個別の支援計画」
の作成の仕方等について、講義と演習を交えながら理解を
深める。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名
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講習の概要
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ＵＲＬ

岐阜市教育委員
中学校教育課程講習会（国語）
会

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、社会生活に生きて働く国語の能力の育
成に向け、3領域の指導事項及び言語活動例、「伝統的な言 村田伊津子（岐阜市教育委員会指導主事）
語文化と国語の特質に関する事項」を関連付けた指導内容
や発達段階を踏まえた系統的・段階的な指導の在り方等に
ついて、講義と演習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜市内中学校
勤務者

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550883号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
中学校教育課程講習会（社会）
会

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、世界や日本の地理的認識を深め地域の
特色や課題をとらえる学習、日本の歴史の大きな流れを理
奥田明夫（岐阜市教育委員会指導主事）
解し、各時代の特色や転換について考察・説明する学習、
現代社会についての見方や考え方を深め社会の諸問題に
ついて自分の考えを論述する学習等の指導内容や指導方
法について、講義と演習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜市内中学校
勤務者

1,800円

10人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550884号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
中学校教育課程講習会（数学）
会

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、数量や図形についての基礎的な概念や
平川正夫（岐阜市教育委員会指導主事）
原理・法則の理解のための数学的活動の在り方、発達や学
年の段階に応じた反復(スパイラル)による学習指導の在り
方等について、講義と演習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜市内中学校
勤務者

1,800円

10人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550885号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
中学校教育課程講習会（理科）
会

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、観察・実験の結果を整理し考察する学習
小野島孝（岐阜市教育委員会指導主事）
活動、科学的な概念を使用して考えたり説明したりする学習
活動、探究的な学習活動の在り方等について、講義と演習
を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜市内中学校
勤務者

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550886号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
中学校教育課程講習会（音楽）
会

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、音楽がもつ美しさを味わうことによる感動
を大切にした授業構成の在り方、新しく共通事項としてまと 中村美雪（岐阜市教育委員会指導主事）
められた音楽の諸要素をもとに付けたい力を明確にした指
導の在り方等について、講義と演習を交えながら理解を深
める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜市内中学校
勤務者

1,800円

10人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550887号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
中学校教育課程講習会（美術）
会

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、生活や環境の中の造形のよさや美しさを
感じ取る学習活動、自分の気持ちや伝えたい内容などを形 永井浩司（岐阜市教育委員会指導主事）
や色、材料などを生かして他者や社会に表現する学習活動
を大切にした美術科指導の在り方等について、講義と演習
を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜市内中学校
勤務者

1,800円

10人

平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550888号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
岐阜市教育委員 中学校教育課程講習会（保健体 する。具体的には、仲間のかかわり合いを大切にした小集
古田浩章（岐阜市教育委員会指導主事）
会
育）
団学習の在り方、生涯にわたって運動に親しむことができる
資質や能力を育むための指導の在り方等について、講義と
演習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜市内中学校
勤務者

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550889号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
岐阜市教育委員 中学校教育課程講習会（技術・家 する。具体的には、ものづくりなどの実践的・体験的な学習 淀川雅夫（岐阜市教育委員会指導主事）
会
庭）
活動の在り方、衣食住などに関する実践的・体験的な学習 坂野美恵（岐阜市教育委員会指導主事）
活動の在り方等について、講義と演習を交えながら理解を
深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜市内中学校
勤務者

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550890号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
岐阜市教育委員
中学校教育課程講習会（外国語） する。具体的には、「小学校ではぐくまれるコミュニケーション 亀山正浩（岐阜市教育委員会指導主事）
会
能力の素地を踏まえた指導」及び「4技能の総合的な育成」
等について、講義と演習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成25年7月26日

教諭

岐阜市内中学校
勤務者

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550891号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
岐阜市教育委員 中学校教育課程講習会（特別支 する。具体的には、障がいの重度・重複化、多様化への対
横山幸代（岐阜市教育委員会指導主事）
応した特別支援教育の在り方、望ましい「個別の支援計画」
会
援教育）
の作成の仕方等について、講義と演習を交えながら理解を
深める。

星槎大学

教育安全上、災害時に学校全体で子どもたちの生命を守り
心身の安全を図ること、災害後はこころのケアや具体的支
援が迅速にできる事が求められている。そこで本講習では、
震災を超えた未来のために
細田 満和子（共生科学部教授）
～教育現場におけるリスクマネジ 東日本大震災の現場に身を置き、子どもたちの声を聴き、
吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
当事者として考え、伝えている方々をゲストに迎え、将来、遭
メント～
遇するであろう危機的状況の中で、教師・市民としてとるべ
き態度、知識、考え方を考察する手がかりを提示したい。

講習の開催地

岐阜県岐阜市

静岡県浜松市

時間数

講習の期間

6時間 平成25年7月26日

18時間 平成25年7月30日～平
成25年8月1日

対象職種 主な受講対象者

教諭

岐阜市内中学校
勤務者

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

1,800円

10人 平成25年4月8日～
平成25年5月7日

平255008550892号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

19,000円

30人 平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752206号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

常葉学園短期大
音楽の基礎技能
学

子ども達と一緒にたくさん歌う保育者にとって、声は大切な
道具です。自分自身の発声法を見直すとともに、簡単な曲で
一緒にアンサンブルを楽しみましょう。さらに保育現場で活
躍する楽器の扱い方から楽器の音色をひきだす奏法まで、 加藤 明代（保育科准教授）
正しい知識を得た上で子どもへの指導を振り返ります。本講 河原田 潤（保育科准教授）
習では『歌を歌う』『楽器を使う』という活動を軸にして、楽し
みながら自身の力量をワンランクアップする内容を提案して
いきます。

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月26日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人 平成25年4月1日～
平成25年6月28日

平253518851147号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp

常葉学園短期大
音楽の基礎技能
学

子ども達と一緒にたくさん歌う保育者にとって、声は大切な
道具です。自分自身の発声法を見直すとともに、簡単な曲で
一緒にアンサンブルを楽しみましょう。さらに保育現場で活
躍する楽器の扱い方から楽器の音色をひきだす奏法まで、 加藤 明代（保育科准教授）
正しい知識を得た上で子どもへの指導を振り返ります。本講 河原田 潤（保育科准教授）
習では『歌を歌う』『楽器を使う』という活動を軸にして、楽し
みながら自身の力量をワンランクアップする内容を提案して
いきます。

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月27日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人 平成25年4月1日～
平成25年6月28日

平253518851148号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp

常葉学園短期大
音楽の基礎技能
学

子ども達と一緒にたくさん歌う保育者にとって、声は大切な
道具です。自分自身の発声法を見直すとともに、簡単な曲で
一緒にアンサンブルを楽しみましょう。さらに保育現場で活
躍する楽器の扱い方から楽器の音色をひきだす奏法まで、 加藤 明代（保育科准教授）
正しい知識を得た上で子どもへの指導を振り返ります。本講 河原田 潤（保育科准教授）
習では『歌を歌う』『楽器を使う』という活動を軸にして、楽し
みながら自身の力量をワンランクアップする内容を提案して
いきます。

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月28日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人 平成25年4月1日～
平成25年6月28日

平253518851149号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp

常葉学園短期大
子どもの体つくり
学

（１）幼稚園教育要領における五領域の内容と関連させ、幼
児のからだの育ちと環境とのかかわりについての理解を深
める。
鈴木 雅裕（保育科教授）
（２）幼稚園教育要領・領域「健康」および小学校学習指導要
遠藤 知里（保育科講師）
領・「体育科」に示されている内容と関連させ、幼児期の「基
本動作」から小学校低中学年の「体つくり運動」についての
具体的指導方法を学ぶ。

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月26日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成25年4月1日～
平成25年6月28日

平253518851150号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp

常葉学園短期大
子どもの体つくり
学

（１）幼稚園教育要領における五領域の内容と関連させ、幼
児のからだの育ちと環境とのかかわりについての理解を深
める。
鈴木 雅裕（保育科教授）
（２）幼稚園教育要領・領域「健康」および小学校学習指導要
遠藤 知里（保育科講師）
領・「体育科」に示されている内容と関連させ、幼児期の「基
本動作」から小学校低中学年の「体つくり運動」についての
具体的指導方法を学ぶ。

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月27日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成25年4月1日～
平成25年6月28日

平253518851151号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp

常葉学園短期大
子どもの体つくり
学

（１）幼稚園教育要領における五領域の内容と関連させ、幼
児のからだの育ちと環境とのかかわりについての理解を深
める。
鈴木 雅裕（保育科教授）
（２）幼稚園教育要領・領域「健康」および小学校学習指導要
遠藤 知里（保育科講師）
領・「体育科」に示されている内容と関連させ、幼児期の「基
本動作」から小学校低中学年の「体つくり運動」についての
具体的指導方法を学ぶ。

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月28日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成25年4月1日～
平成25年6月28日

平253518851152号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月26日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成25年4月1日～
平成25年6月28日

平253518851153号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp

常葉学園短期大
子どもの造形と支援
学

子どもの造形活動と私たちの支援は、毎日欠かすことがで
きません。ところが、私たちはどのような支援や活動計画を
行えば良いのか、不安に思う時があると思います。本講習
堀 則雄（保育科教授）
は、造形活動の楽しさを味わいながら、今一度造形と子ども
小倉 隆（保育科講師）
の造形活動・支援のあり方を見つめ、明日からの保育に役
立てることが目的です。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

子どもの造形活動と私たちの支援は、毎日欠かすことがで
きません。ところが、私たちはどのような支援や活動計画を
行えば良いのか、不安に思う時があると思います。本講習
堀 則雄（保育科教授）
は、造形活動の楽しさを味わいながら、今一度造形と子ども
小倉 隆（保育科講師）
の造形活動・支援のあり方を見つめ、明日からの保育に役
立てることが目的です。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月27日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成25年4月1日～
平成25年6月28日

平253518851154号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月28日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成25年4月1日～
平成25年6月28日

平253518851155号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp

学校における各教科等の授業を想定して、心を育てる学
習指導の在り方を考察する。授業の機能や要素をどのよう
に組織することによって、子どもたちの心を耕し育てることが
大石 健次(浜松学院大学 教授)
浜松市教育委員 「心を育てる学習指導」と「幼児教 できるのか、考えてみたい。
幼児期の教育は、その後の学校教育の基盤を形成し、人 鈴木 千歳(浜松市立芳川幼稚園 園長)
会
育」
格形成の基礎を培うものである。そこで、協同での遊びの中
で豊かな学びが生まれる保育について理解を深め、基本的
な知識や技能の習得を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

幼稚園教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752538号

053-448-1131

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

幼児期から児童期への円滑な接続は、幼児教育の質保障
においても重要な課題である。連携や接続の意味、推進す
るための具体的な手だてや方策等、理論的な背景を探りな
木下 光二(鳴門教育大学 教授)
浜松市教育委員 「幼児教育と小学校教育との円滑 がら実践に結びつけるポイントについて考える。
幼児期の教育は、その後の学校教育の基盤を形成し、人 鈴木 千歳(浜松市立芳川幼稚園 園長)
会
な連携と接続」と「幼児教育」
格形成の基礎を培うものである。そこで、協同での遊びの中
で豊かな学びが生まれる保育について理解を深め、基本的
な知識や技能の習得を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

幼稚園教諭

4,000円

15人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752539号

053-448-1131

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

戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の内
容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように変
わってきたか、また、指導と評価との関係について、考察し
たい。
髙木展郎（横浜国立大学 教授）
浜松市教育委員
「学力観の変遷」と「国語科教育」
学習指導要領では、実生活に生きて働く国語の能力の育 野秋 愛美（浜松市立北部中学校 教諭）
会
成のための授業を構想することが求められている。そこで、
全国学力・学習状況調査などを題材に、生徒主体の言語活
動の充実などを目指した授業力の向上を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学校国語科教諭

4,000円

15人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752540号

053-448-1131

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

学校における各教科等の授業を想定して、心を育てる学
習指導の在り方を考察する。授業の機能や要素をどのよう
に組織することによって、子どもたちの心を耕し育てることが
浜松市教育委員 「心を育てる学習指導」と「国語科 できるのか、考えてみたい。
大石 健次（浜松学院大学 教授）
会
教育」
学習指導要領では、実生活に生きて働く国語の能力の育 野秋 愛美（浜松市立北部中学校 教諭）
成のための授業を構想することが求められている。そこで、
全国学力・学習状況調査などを題材に、生徒主体の言語活
動の充実などを目指した授業力の向上を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学校国語科教諭

4,000円

15人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752541号

053-448-1131

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

幼児期から児童期への円滑な接続は、幼児教育の質保障
においても重要な課題である。連携や接続の意味、推進す
るための具体的な手だてや方策等、理論的な背景を探りな
浜松市教育委員 「幼児教育と小学校教育との円滑 がら実践に結びつけるポイントについて考える。
木下 光二（鳴門教育大学 教授）
会
な連携と接続」と「国語科教育」
学習指導要領では、実生活に生きて働く国語の能力の育 野秋 愛美（浜松市立北部中学校 教諭）
成のための授業を構想することが求められている。そこで、
全国学力・学習状況調査などを題材に、生徒主体の言語活
動の充実などを目指した授業力の向上を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学校国語科教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752542号

053-448-1131

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

戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の内
容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように変
わってきたか、また、指導と評価との関係について、考察し
浜松市教育委員 「学力観の変遷」と「算数科、数学 たい。
髙木展郎（横浜国立大学 教授）
会
科教育」
小中一貫教育を推進するうえで、９年間の連続性や継続 西田 亮（浜松市立浜名中学校 教諭）
性を踏まえた指導が重要である。そこで、グループワークを
通して自分の実践を振り返り、算数科、数学科における教材
研究や授業の工夫について考えていく。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学校数学科教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752543号

053-448-1131

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

常葉学園短期大
子どもの造形と支援
学

常葉学園短期大
子どもの造形と支援
学

子どもの造形活動と私たちの支援は、毎日欠かすことがで
きません。ところが、私たちはどのような支援や活動計画を
行えば良いのか、不安に思う時があると思います。本講習
堀 則雄（保育科教授）
は、造形活動の楽しさを味わいながら、今一度造形と子ども
小倉 隆（保育科講師）
の造形活動・支援のあり方を見つめ、明日からの保育に役
立てることが目的です。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

学校における各教科等の授業を想定して、心を育てる学
習指導の在り方を考察する。授業の機能や要素をどのよう
に組織することによって、子どもたちの心を耕し育てることが
大石 健次（浜松学院大学 教授）
できるのか、考えてみたい。
小中一貫教育を推進するうえで、９年間の連続性や継続 西田 亮（浜松市立浜名中学校 教諭）
性を踏まえた指導が重要である。そこで、グループワークを
通して自分の実践を振り返り、算数科、数学科における教材
研究や授業の工夫について考えていく。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学校数学科教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752544号

053-448-1131

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

幼児期から児童期への円滑な接続は、幼児教育の質保障
においても重要な課題である。連携や接続の意味、推進す
るための具体的な手だてや方策等、理論的な背景を探りな
「幼児教育と小学校教育との円滑
木下 光二（鳴門教育大学 教授）
がら実践に結びつけるポイントについて考える。
浜松市教育委員
な連携と接続」と「算数科、数学
小中一貫教育を推進するうえで、９年間の連続性や継続 西田 亮（浜松市立浜名中学校 教諭）
会
科教育」
性を踏まえた指導が重要である。そこで、グループワークを
通して自分の実践を振り返り、算数科、数学科における教材
研究や授業の工夫について考えていく。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学校数学科教諭

4,000円

15人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752545号

053-448-1131

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

戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の内
容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように変
わってきたか、また、指導と評価との関係について、考察し
髙木展郎（横浜国立大学 教授）
浜松市教育委員 「学力観の変遷」と「図画工作科、 たい。
図画工作科、美術科では、学習指導要領のねらいを明確 宮内 真実（浜松市立清竜中学校 教諭）
会
美術科教育」
にし、学習を通して付けたい資質や能力をどのように児童・
生徒に付けるかが求められる。そこで、適切な指導方法や
評価方法について考察する。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学校美術科教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752546号

053-448-1131

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

学校における各教科等の授業を想定して、心を育てる学
習指導の在り方を考察する。授業の機能や要素をどのよう
に組織することによって、子どもたちの心を耕し育てることが
大石 健次（浜松学院大学 教授）
浜松市教育委員 「心を育てる学習指導」と「図画工 できるのか、考えてみたい。
図画工作科、美術科では、学習指導要領のねらいを明確 宮内 真実（浜松市立清竜中学校 教諭）
会
作科、美術科教育」
にし、学習を通して付けたい資質や能力をどのように児童・
生徒に付けるかが求められる。そこで、適切な指導方法や
評価方法について考察する。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学校美術科教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752547号

053-448-1131

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

幼児期から児童期への円滑な接続は、幼児教育の質保障
においても重要な課題である。連携や接続の意味、推進す
るための具体的な手だてや方策等、理論的な背景を探りな
「幼児教育と小学校教育との円滑
浜松市教育委員
がら実践に結びつけるポイントについて考える。
木下 光二(鳴門教育大学 教授)
な連携と接続」と「図画工作科、
会
図画工作科、美術科では、学習指導要領のねらいを明確 宮内 真実(浜松市立清竜中学校 教諭)
美術科教育」
にし、学習を通して付けたい資質や能力をどのように児童・
生徒に付けるかが求められる。そこで、適切な指導方法や
評価方法について考察する。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学校美術科教諭

4,000円

15人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752548号

053-448-1131

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

戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の内
容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように変
わってきたか、また、指導と評価との関係について、考察し
浜松市教育委員 「学力観の変遷」と「体育科、保健 たい。
髙木展郎（横浜国立大学 教授）
会
体育科教育」
小学校の表現運動と中学校のダンスの内容との関連性、 影山 ちか（浜松市立湖東中学校 教諭）
また、ダンス領域の３つの内容の特性等についての知識と
技能の習得を目指す。表現運動とダンスが楽しく学習できる
ような授業の進め方について研修する。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学校保健体育科
教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752549号

053-448-1131

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

学校における各教科等の授業を想定して、心を育てる学
習指導の在り方を考察する。授業の機能や要素をどのよう
に組織することによって、子どもたちの心を耕し育てることが
できるのか、考えてみたい。
大石 健次（浜松学院大学 教授）
小学校の表現運動と中学校のダンスの内容との関連性、 影山 ちか（浜松市立湖東中学校 教諭）
また、ダンス領域の３つの内容の特性等についての知識と
技能の習得を目指す。表現運動とダンスが楽しく学習できる
ような授業の進め方について研修する。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学校保健体育科
教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752550号

053-448-1131

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

幼児期から児童期への円滑な接続は、幼児教育の質保障
においても重要な課題である。連携や接続の意味、推進す
るための具体的な手だてや方策等、理論的な背景を探りな
「幼児教育と小学校教育との円滑
木下 光二（鳴門教育大学 教授）
浜松市教育委員
がら実践に結びつけるポイントについて考える。
な連携と接続」と「体育科、保健
会
小学校の表現運動と中学校のダンスの内容との関連性、 影山 ちか（浜松市立湖東中学校 教諭）
体育科教育」
また、ダンス領域の３つの内容の特性等についての知識と
技能の習得を目指す。表現運動とダンスが楽しく学習できる
ような授業の進め方について研修する。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学校保健体育科
教諭

4,000円

15人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752551号

053-448-1131

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

浜松市教育委員 「心を育てる学習指導」と「算数
会
科、数学科教育」

浜松市教育委員 「心を育てる学習指導」と「体育
会
科、保健体育科教育」

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の内
容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように変
わってきたか、また、指導と評価との関係について、考察し
髙木展郎（横浜国立大学 教授)
たい。
家庭科教育の指導においては、子どもの成長、衣食住、環 川村 里枝（浜松市立新津小学校 教頭）
境についての内容理解が必要となっている。そこで、生活の
自立に必要な基礎的・基本的な知識や技能の習得を目指
す。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学校技術・家庭
科教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752552号

053-448-1131

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

学校における各教科等の授業を想定して、心を育てる学
習指導の在り方を考察する。授業の機能や要素をどのよう
に組織することによって、子どもたちの心を耕し育てることが
大石 健次(浜松学院大学 教授)
できるのか、考えてみたい。
浜松市教育委員 「心を育てる学習指導」と「家庭
会
科、技術・家庭科教育（家庭科）」 家庭科教育の指導においては、子どもの成長、衣食住、環 川村 里枝(浜松市立新津小学校 教頭)
境についての内容理解が必要となっている。そこで、生活の
自立に必要な基礎的・基本的な知識や技能の習得を目指
す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学校技術・家庭
科教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752553号

053-448-1131

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

幼児期から児童期への円滑な接続は、幼児教育の質保障
においても重要な課題である。連携や接続の意味、推進す
るための具体的な手だてや方策等、理論的な背景を探りな
「幼児教育と小学校教育との円滑
木下 光二(鳴門教育大学 教授)
がら実践に結びつけるポイントについて考える。
浜松市教育委員
な連携と接続」と「家庭科、技術・
家庭科教育の指導においては、子どもの成長、衣食住、環 川村 里枝(浜松市立新津小学校 教頭)
会
家庭科教育（家庭科）」
境についての内容理解が必要となっている。そこで、生活の
自立に必要な基礎的・基本的な知識や技能の習得を目指
す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学校技術・家庭
科教諭

4,000円

15人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752554号

053-448-1131

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

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752555号

053-448-1131

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

学校における各教科等の授業を想定して、心を育てる学
習指導の在り方を考察する。授業の機能や要素をどのよう
に組織することによって、子どもたちの心を耕し育てることが
浜松市教育委員 「心を育てる学習指導」と「道徳の できるのか、考えてみたい。
大石 健次(浜松学院大学 教授)
会
授業づくり」
道徳の時間は、学校の教育活動全体を通して行われる道 清水 芙美江(浜松市立庄内中学校 教諭)
徳教育の要の時間である。この道徳の時間が、子どもの心
に響き、価値の内面化を促すものとなるよう、授業の組み立
て方や教材研究の方法等について考える。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752556号

053-448-1131

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

幼児期から児童期への円滑な接続は、幼児教育の質保障
においても重要な課題である。連携や接続の意味、推進す
るための具体的な手だてや方策等、理論的な背景を探りな
「幼児教育と小学校教育との円滑
浜松市教育委員
がら実践に結びつけるポイントについて考える。
木下 光二(鳴門教育大学 教授)
な連携と接続」と「道徳の授業づく
会
道徳の時間は、学校の教育活動全体を通して行われる道 清水 芙美江(浜松市立庄内中学校 教諭)
り」
徳教育の要の時間である。この道徳の時間が、子どもの心
に響き、価値の内面化を促すものとなるよう、授業の組み立
て方や教材研究の方法等について考える。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

4,000円

15人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752557号

053-448-1131

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

戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の内
容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように変
わってきたか、また、指導と評価との関係について、考察し
髙木展郎（横浜国立大学 教授）
たい。
井上 純子（浜松市教育センター 指導主事）
小学校外国語活動を進めるうえで、必要な情報や授業の
進め方、様々な活動を行う際の注意事項等を、講義や具体
的な指導事例を通して学ぶ。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭

4,000円

15人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752558号

053-448-1131

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

学校における各教科等の授業を想定して、心を育てる学
習指導の在り方を考察する。授業の機能や要素をどのよう
に組織することによって、子どもたちの心を耕し育てることが
浜松市教育委員 「心を育てる学習指導」と「小学校
大石 健次（浜松学院大学 教授）
できるのか、考えてみたい。
会
外国語活動」
井上 純子（浜松市教育センター 指導主事）
小学校外国語活動を進めるうえで、必要な情報や授業の
進め方、様々な活動を行う際の注意事項等を、講義や具体
的な指導事例を通して学ぶ。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭

4,000円

15人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752559号

053-448-1131

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

浜松市教育委員 「学力観の変遷」と「家庭科、技
会
術・家庭科教育（家庭科）」

浜松市教育委員 「学力観の変遷」と「道徳の授業
会
づくり」

浜松市教育委員 「学力観の変遷」と「小学校外国
会
語活動」

戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の内
容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように変
わってきたか、また、指導と評価との関係について、考察し
髙木展郎（横浜国立大学 教授）
たい。
道徳の時間は、学校の教育活動全体を通して行われる道 清水 芙美江（浜松市立庄内中学校 教諭）
徳教育の要の時間である。この道徳の時間が、子どもの心
に響き、価値の内面化を促すものとなるよう、授業の組み立
て方や教材研究の方法等について考える。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

幼児期から児童期への円滑な接続は、幼児教育の質保障
においても重要な課題である。連携や接続の意味、推進す
「幼児教育と小学校教育との円滑 るための具体的な手だてや方策等、理論的な背景を探りな
木下 光二（鳴門教育大学 教授）
浜松市教育委員
な連携と接続」と「小学校外国語 がら実践に結びつけるポイントについて考える。
井上 純子（浜松市教育センター 指導主事）
会
小学校外国語活動を進めるうえで、必要な情報や授業の
活動」
進め方、様々な活動を行う際の注意事項等を、講義や具体
的な指導事例を通して学ぶ。

静岡県浜松市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752560号

053-448-1131

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

児童･生徒たちが、自ら問いを持ち他者と関わり合う機会を
もたらす教材とはどのような教材なのか。また、そのような教
材活用型の学習活動がどのような能力を育てるのか。その
土屋 武志（愛知教育大学 教授）
浜松市教育委員 「授業における教材の活用」と「社 基礎基本を学ぶ。
講義（ビジュアル的な学習）形式、グループ学習（ジグソー 福嶋 淳(浜松市立中郡中学校 教頭)
会
会科教育」
学習法等）、グループによる調査学習（授業の工夫）を行い、
世界情勢の特色を題材として、社会科の学習形態の幅を広
げることをねらいとする。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

小学校教諭、中
学校社会科教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752561号

053-448-1131

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

本講習では、児童・生徒が目的を持ち、主体的な学習の取
組をサポートするため、教員に対してリーダーシップの理論
体系、原理、機能、有効性を認識させ、実践レベルでの能力
櫻木 晃裕(宮城大学 教授)
浜松市教育委員 「学習リーダーの育成」と「社会科 を向上させるものである。
講義（ビジュアル的な学習）形式、グループ学習（ジグソー 福嶋 淳(浜松市立中郡中学校 教頭)
会
教育」
学習法等）、グループによる調査学習（授業の工夫）を行い、
世界情勢の特色を題材として、社会科の学習形態の幅を広
げることをねらいとする。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

小学校教諭、中
学校社会科教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752562号

053-448-1131

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

本講習では、21世紀型スキルの獲得という観点から、本来
の学びのあり方を問い直し、それを授業で実現していくため
に、学習環境の中に存在する様々なICTをどのように利用す
大島 純（静岡大学 教授）
ればよいのかについて学ぶ。
講義（ビジュアル的な学習）形式、グループ学習（ジグソー 福嶋 淳(浜松市立中郡中学校 教頭)
学習法等）、グループによる調査学習（授業の工夫）を行い、
世界情勢の特色を題材として、社会科の学習形態の幅を広
げることをねらいとする。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

小学校教諭、中
学校社会科教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752563号

053-448-1131

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

児童･生徒たちが、自ら問いを持ち他者と関わり合う機会を
もたらす教材とはどのような教材なのか。また、そのような教
材活用型の学習活動がどのような能力を育てるのか。その
浜松市教育委員 「授業における教材の活用」と「理 基礎基本を学ぶ。
土屋 武志(愛知教育大学 教授)
会
科教育」
学習指導要領改善の基本方針に、理数教育の充実が示さ 清水 大輔(浜松市教育センター 指導主事)
れた。理科教育においては、広範囲にわたる知識が必要で
あり、指導を苦手にしている教員も少なくない。そこで、本講
習を通して、基本的な知識の習得を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

小学校教諭、中
学校理科教諭

4,000円

15人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752564号

053-448-1131

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

本講習では、児童・生徒が目的を持ち、主体的な学習の取
組をサポートするため、教員に対してリーダーシップの理論
体系、原理、機能、有効性を認識させ、実践レベルでの能力
浜松市教育委員 「学習リーダーの育成」と「理科教 を向上させるものである。
櫻木 晃裕(宮城大学 教授)
会
育」
学習指導要領改善の基本方針に、理数教育の充実が示さ 清水 大輔(浜松市教育センター 指導主事)
れた。理科教育においては、広範囲にわたる知識が必要で
あり、指導を苦手にしている教員も少なくない。そこで、本講
習を通して、基本的な知識の習得を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

小学校教諭、中
学校理科教諭

4,000円

15人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752565号

053-448-1131

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

本講習では、21世紀型スキルの獲得という観点から、本来
の学びのあり方を問い直し、それを授業で実現していくため
に、学習環境の中に存在する様々なICTをどのように利用す
ればよいのかについて学ぶ。
大島 純(静岡大学 教授)
学習指導要領改善の基本方針に、理数教育の充実が示さ 清水 大輔(浜松市教育センター 指導主事)
れた。理科教育においては、広範囲にわたる知識が必要で
あり、指導を苦手にしている教員も少なくない。そこで、本講
習を通して、基本的な知識の習得を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

小学校教諭、中
学校理科教諭

4,000円

15人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752566号

053-448-1131

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

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

小学校教諭、中
学校音楽科教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752567号

053-448-1131

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

浜松市教育委員
「ＩＣＴの活用」と「社会科教育」
会

浜松市教育委員
「ＩＣＴの活用」と「理科教育」
会

児童･生徒たちが、自ら問いを持ち他者と関わり合う機会を
もたらす教材とはどのような教材なのか。また、そのような教
材活用型の学習活動がどのような能力を育てるのか。その
浜松市教育委員 「授業における教材の活用」と「音 基礎基本を学ぶ。
土屋 武志(愛知教育大学 教授)
会
楽科教育」
義務教育（小中9年間）の学びと育ちをつなぐために、学習 杉山 真也(浜松市立丸塚中学校 教頭)
内容の系統性や関連性を踏まえた指導の在り方を見つめ直
す。その上で音楽科として「分かる授業・楽しい授業」を実践
するための知識と技能の習得を目指す。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

本講習では、児童・生徒が目的を持ち、主体的な学習の取
組をサポートするため、教員に対してリーダーシップの理論
体系、原理、機能、有効性を認識させ、実践レベルでの能力
櫻木 晃裕(宮城大学 教授)
浜松市教育委員 「学習リーダーの育成」と「音楽科 を向上させるものである。
義務教育（小中9年間）の学びと育ちをつなぐために、学習 杉山 真也(浜松市立丸塚中学校 教頭)
会
教育」
内容の系統性や関連性を踏まえた指導の在り方を見つめ直
す。その上で音楽科として「分かる授業・楽しい授業」を実践
するための知識と技能の習得を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

小学校教諭、中
学校音楽科教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752568号

053-448-1131

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

本講習では、21世紀型スキルの獲得という観点から、本来
の学びのあり方を問い直し、それを授業で実現していくため
に、学習環境の中に存在する様々なICTをどのように利用す
大島 純(静岡大学 教授)
ればよいのかについて学ぶ。
義務教育（小中9年間）の学びと育ちをつなぐために、学習 杉山 真也(浜松市立丸塚中学校 教頭)
内容の系統性や関連性を踏まえた指導の在り方を見つめ直
す。その上で音楽科として「分かる授業・楽しい授業」を実践
するための知識と技能の習得を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

小学校教諭、中
学校音楽科教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752569号

053-448-1131

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

児童･生徒たちが、自ら問いを持ち他者と関わり合う機会を
もたらす教材とはどのような教材なのか。また、そのような教
材活用型の学習活動がどのような能力を育てるのか。その
土屋 武志(愛知教育大学 教授)
浜松市教育委員 「授業における教材の活用」と「技 基礎基本を学ぶ。
「はままつの教育」の重点の１つになっている「小中一貫教 大角 晃市(浜松市立篠原中学校 教諭)
会
術・家庭科教育（技術科）」
育」をふまえた技術・家庭科教育の充実を目指す。「小中一
貫カリキュラム」や「地域教材」等の活用及び他教科との関
連を考慮した指導計画の検討を試みる。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

中学校技術・家
庭科教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752570号

053-448-1131

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

浜松市教育委員 「学習リーダーの育成」と「技術・
会
家庭科教育（技術科）」

本講習では、児童・生徒が目的を持ち、主体的な学習の取
組をサポートするため、教員に対してリーダーシップの理論
体系、原理、機能、有効性を認識させ、実践レベルでの能力
櫻木 晃裕(宮城大学 教授)
を向上させるものである。
「はままつの教育」の重点の１つになっている「小中一貫教 大角 晃市(浜松市立篠原中学校 教諭)
育」をふまえた技術・家庭科教育の充実を目指す。「小中一
貫カリキュラム」や「地域教材」等の活用及び他教科との関
連を考慮した指導計画の検討を試みる。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

中学校技術・家
庭科教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752571号

053-448-1131

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

浜松市教育委員 「ＩＣＴの活用」と「技術・家庭科教
会
育（技術科）」

本講習では、21世紀型スキルの獲得という観点から、本来
の学びのあり方を問い直し、それを授業で実現していくため
に、学習環境の中に存在する様々なICTをどのように利用す
ればよいのかについて学ぶ。
大島 純(静岡大学 教授)
「はままつの教育」の重点の１つになっている「小中一貫教 大角 晃市(浜松市立篠原中学校 教諭)
育」をふまえた技術・家庭科教育の充実を目指す。「小中一
貫カリキュラム」や「地域教材」等の活用及び他教科との関
連を考慮した指導計画の検討を試みる。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

中学校技術・家
庭科教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752572号

053-448-1131

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

児童･生徒たちが、自ら問いを持ち他者と関わり合う機会を
もたらす教材とはどのような教材なのか。また、そのような教
材活用型の学習活動がどのような能力を育てるのか。その
浜松市教育委員 「授業における教材の活用」と「英 基礎基本を学ぶ。
土屋 武志(愛知教育大学 教授)
会
語科教育」
学習指導要領改善の基本方針に、外国語教育の充実が 土屋 裕子(浜松市立南部中学校 主幹教諭)
示された。英語教育の指導においては、小学校外国語活動
との接続に視点を置いた授業改善が必要になっている。そ
こで、指導法に関する基本的な知識の習得を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

中学校外国語科
教諭

4,000円

15人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752573号

053-448-1131

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

本講習では、児童・生徒が目的を持ち、主体的な学習の取
組をサポートするため、教員に対してリーダーシップの理論
体系、原理、機能、有効性を認識させ、実践レベルでの能力
浜松市教育委員 「学習リーダーの育成」と「英語科 を向上させるものである。
櫻木 晃裕(宮城大学 教授)
会
教育」
学習指導要領改善の基本方針に、外国語教育の充実が 土屋 裕子(浜松市立南部中学校 主幹教諭)
示された。英語教育の指導においては、小学校外国語活動
との接続に視点を置いた授業改善が必要になっている。そ
こで、指導法に関する基本的な知識の習得を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

中学校外国語科
教諭

4,000円

15人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752574号

053-448-1131

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

本講習では、21世紀型スキルの獲得という観点から、本来
の学びのあり方を問い直し、それを授業で実現していくため
に、学習環境の中に存在する様々なICTをどのように利用す
ればよいのかについて学ぶ。
大島 純(静岡大学 教授)
学習指導要領改善の基本方針に、外国語教育の充実が 土屋 裕子(浜松市立南部中学校 主幹教諭)
示された。英語教育の指導においては、小学校外国語活動
との接続に視点を置いた授業改善が必要になっている。そ
こで、指導法に関する基本的な知識の習得を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

中学校外国語科
教諭

4,000円

15人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752575号

053-448-1131

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

浜松市教育委員
「ＩＣＴの活用」と「音楽科教育」
会

浜松市教育委員
「ＩＣＴの活用」と「英語科教育」
会

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

児童･生徒たちが、自ら問いを持ち他者と関わり合う機会を
もたらす教材とはどのような教材なのか。また、そのような教
材活用型の学習活動がどのような能力を育てるのか。その
土屋 武志(愛知教育大学 教授)
浜松市教育委員 「授業における教材の活用」と「生 基礎基本を学ぶ。
生活科、総合的な学習の時間は、生きる力の育成や学校 小山 裕美(浜松市教育センター 指導主事)
会
活科、総合的な学習の時間」
間の連携・接続を考える上で、重要な窓口となり得る。両者
の理念や育てようとする力を踏まえたカリキュラム及び授業
づくりに必要な知識や技能の習得を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752576号

053-448-1131

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

本講習では、児童・生徒が目的を持ち、主体的な学習の取
組をサポートするため、教員に対してリーダーシップの理論
体系、原理、機能、有効性を認識させ、実践レベルでの能力
櫻木 晃裕(宮城大学 教授)
を向上させるものである。
生活科、総合的な学習の時間は、生きる力の育成や学校 小山 裕美(浜松市教育センター 指導主事)
間の連携・接続を考える上で、重要な窓口となり得る。両者
の理念や育てようとする力を踏まえたカリキュラム及び授業
づくりに必要な知識や技能の習得を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752577号

053-448-1131

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

本講習では、21世紀型スキルの獲得という観点から、本来
の学びのあり方を問い直し、それを授業で実現していくため
に、学習環境の中に存在する様々なICTをどのように利用す
大島 純(静岡大学 教授)
浜松市教育委員 「ＩＣＴの活用」と「生活科、総合的 ればよいのかについて学ぶ。
生活科、総合的な学習の時間は、生きる力の育成や学校 小山 裕美(浜松市教育センター 指導主事)
会
な学習の時間」
間の連携・接続を考える上で、重要な窓口となり得る。両者
の理念や育てようとする力を踏まえたカリキュラム及び授業
づくりに必要な知識や技能の習得を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752578号

053-448-1131

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

児童･生徒たちが、自ら問いを持ち他者と関わり合う機会を
もたらす教材とはどのような教材なのか。また、そのような教
材活用型の学習活動がどのような能力を育てるのか。その
土屋 武志(愛知教育大学 教授)
浜松市教育委員 「授業における教材の活用」と「教 基礎基本を学ぶ。
教育の情報化についての基本的な知識を習得し、卒園式 白井 伸博(浜松市教育センター 指導主事)
会
育の情報化」
や卒業式で使えるプレゼンづくりやエクセルの便利な機能、
画像処理の仕方など、校務に必要な技能を身に付け、今後
の指導に生かすことを目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752579号

053-448-1131

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

本講習では、児童・生徒が目的を持ち、主体的な学習の取
組をサポートするため、教員に対してリーダーシップの理論
体系、原理、機能、有効性を認識させ、実践レベルでの能力
櫻木 晃裕(宮城大学 教授)
浜松市教育委員 「学習リーダーの育成」と「教育の を向上させるものである。
教育の情報化についての基本的な知識を習得し、卒園式 白井 伸博(浜松市教育センター 指導主事)
会
情報化」
や卒業式で使えるプレゼンづくりやエクセルの便利な機能、
画像処理の仕方など、校務に必要な技能を身に付け、今後
の指導に生かすことを目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752580号

053-448-1131

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

本講習では、21世紀型スキルの獲得という観点から、本来
の学びのあり方を問い直し、それを授業で実現していくため
に、学習環境の中に存在する様々なICTをどのように利用す
ればよいのかについて学ぶ。
大島 純(静岡大学 教授)
教育の情報化についての基本的な知識を習得し、卒園式 白井 伸博(浜松市教育センター 指導主事)
や卒業式で使えるプレゼンづくりやエクセルの便利な機能、
画像処理の仕方など、校務に必要な技能を身に付け、今後
の指導に生かすことを目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752581号

053-448-1131

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

児童･生徒たちが、自ら問いを持ち他者と関わり合う機会を
もたらす教材とはどのような教材なのか。また、そのような教
材活用型の学習活動がどのような能力を育てるのか。その
浜松市教育委員 「授業における教材の活用」と「養 基礎基本を学ぶ。
土屋 武志(愛知教育大学 教授)
会
護教育」
養護教諭の職務と役割を踏まえ、児童生徒の健康課題の 稲川 秀子(浜松市立花川小学校 教頭)
解決に向けた対応のあり方について、演習を通して学ぶ。特
に健康相談について、必要な知識や技術を取得し、効果的
な対処法について理解を深める。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

養護教
養護教諭
諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752582号

053-448-1131

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

本講習では、21世紀型スキルの獲得という観点から、本来
の学びのあり方を問い直し、それを授業で実現していくため
に、学習環境の中に存在する様々なICTをどのように利用す
ればよいのかについて学ぶ。
大島 純(静岡大学 教授)
養護教諭の職務と役割を踏まえ、児童生徒の健康課題の 稲川 秀子(浜松市立花川小学校 教頭)
解決に向けた対応のあり方について、演習を通して学ぶ。特
に健康相談について、必要な知識や技術を取得し、効果的
な対処法について理解を深める。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月2日

養護教
養護教諭
諭

4,000円

15人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752583号

053-448-1131

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

浜松市教育委員 「学習リーダーの育成」と「生活
会
科、総合的な学習の時間」

浜松市教育委員
「ＩＣＴの活用」と「教育の情報化」
会

浜松市教育委員
「ＩＣＴの活用」と「養護教育」
会

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

学習指導要領改訂の基本的な考え方の一つに、伝統や文
化に関する教育の重視が挙げられている。しかし、指導する
ためには正確な知識を身に付ける必要がある。そこで、文化
山下 孝(浜松市史蹟顕彰会 専門委員)
浜松市教育委員 「ふるさとの文化財」と「ふるさとの 財に関する専門的な知識を学ぶ。
鈴木 理市(賀茂真淵記念館 学芸職員)
浜松の生んだ郷土の偉人“国学者賀茂真淵”と、湖西市出
会
国学」
夏目 常磐(甕麿顕彰会 委員長)
身の江戸時代後期の“国学者夏目甕麿”の生涯と業績をた
どる。その生き方を学ぶことを通して、学習指導要領で重視
されている「豊かな心」の育成指導に資する。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月16日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭

4,000円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752584号

053-448-1131

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

学習指導要領改訂の基本的な考え方の一つに、伝統や文
化に関する教育の重視が挙げられている。しかし、指導する
ためには正確な知識を身に付ける必要がある。そこで、文化
山下 孝(浜松市史蹟顕彰会 専門委員)
浜松市教育委員 「ふるさとの文化財」と「ふるさとの 財に関する専門的な知識を学ぶ。
浜松市と湖西市に共通するふるさとの史跡として関所があ 町田 全広(浜松市立飯田小学校 教諭)
会
関所」
る。東海道の新居関所と姫街道の気賀関所である。この２つ
の関所と街道の歴史や現在の様子を考察し、地域の文化財
について、教材化へのヒントを探る。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月16日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭

4,000円

40人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752585号

053-448-1131

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

学習指導要領改訂の基本的な考え方の一つに、伝統や文
化に関する教育の重視が挙げられている。しかし、指導する
ためには正確な知識を身に付ける必要がある。そこで、文化
山下 孝(浜松市史蹟顕彰会 専門委員)
浜松市教育委員 「ふるさとの文化財」と「ふるさとの 財に関する専門的な知識を学ぶ。
浜松市美術館と秋野不矩美術館には、多数の作品が収蔵 中村 邦明(浜松市美術館 館長・学芸員)
会
美術」
されている。これらの収蔵品をもとに、ふるさとの生んだ芸術
家や郷土に残る美術作品について紹介し、「ふるさとはまま
つの美術文化」への理解を深める。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月16日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭

4,000円

40人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752586号

053-448-1131

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

学習指導要領改訂の基本的な考え方の一つに、伝統や文
化に関する教育の重視が挙げられている。しかし、指導する
ためには正確な知識を身に付ける必要がある。そこで、文化
山下 孝(浜松市史蹟顕彰会 専門委員)
浜松市教育委員 「ふるさとの文化財」と「ふるさとの 財に関する専門的な知識を学ぶ。
門名 由佳(浜松市市民部 文化政策課 指導
浜松まつりのラッパやお囃子、伝統の大念仏、ピアノや管
会
音楽」
主事)
楽器を主とした世界最大の洋楽器産業と西洋音楽の隆盛、
世界トップクラスの楽器博物館が発信する世界の音楽文
化。類稀な浜松の音楽シーンを再認識する。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月16日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭

4,000円

30人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752587号

053-448-1131

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

予想される東南海地震について学ぶとともに、「子どもたち
の安全をどのように守るのか」をテーマに効果的な防災教育
のあり方について考える。また、安全に関する基本的な知識
木宮 敬信(常葉学園大学 准教授)
浜松市教育委員 「ふるさとの防災」と「ふるさとの農
や理論についても併せて紹介する。
会
業」
村上 純也(浜松市立浜北北部中学校 教諭)
浜松の気象と農業とのつながりを理解するとともに、地域
の気候風土に根付いた農作物を取り上げて、その栽培方法
に関する知識の習得を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月16日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭

4,000円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752588号

053-448-1131

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

予想される東南海地震について学ぶとともに、「子どもたち
の安全をどのように守るのか」をテーマに効果的な防災教育
のあり方について考える。また、安全に関する基本的な知識 木宮 敬信(常葉学園大学 准教授)
浜松市教育委員 「ふるさとの防災」と「ふるさとの自
や理論についても併せて紹介する。
細田 昭博(浜松学院大学 短期大学部 非常
会
然」
理科の学習内容には、防災とかかわりのある内容が多く 勤講師)
含まれている。小学校と中学校の理科における指導例を紹
介し、浜松市の現状を理解する。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月16日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭

4,000円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752589号

053-448-1131

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

予想される東南海地震について学ぶとともに、「子どもたち
の安全をどのように守るのか」をテーマに効果的な防災教育
のあり方について考える。また、安全に関する基本的な知識
浜松市教育委員 「ふるさとの防災」と「ふるさとの気 や理論についても併せて紹介する。
木宮 敬信(常葉学園大学 准教授)
会
象」
浜松市は、遠州灘、天竜川、浜名湖、赤石山脈に囲まれ、 石塚 稚人(浜松市立船越小学校 教諭)
豊かな四季折々の気候を現出させている。浜松の気象の特
色を理解することにより、安全教育、環境教育、防災教育等
に関する基本的な知識の習得を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月16日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

4,000円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752590号

053-448-1131

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

予想される東南海地震について学ぶとともに、「子どもたち
の安全をどのように守るのか」をテーマに効果的な防災教育
のあり方について考える。また、安全に関する基本的な知識
浜松市教育委員 「ふるさとの防災」と「ふるさとの工
木宮 敬信(常葉学園大学 准教授)
や理論についても併せて紹介する。
会
業」
水谷 幸司(浜松市立和田小学校 主幹教諭)
浜松市の工業も様々な防災対策を施している。浜松市で
発展し続ける企業の理念と様子を具体的に知ることにより、
浜松の工業の特徴を学ぶ。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月16日

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭

4,000円

30人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752591号

053-448-1131

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

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

障害のある児童生徒への早期からの教育的対応に関する
要望が高まっている。教師は、個々のニーズに柔軟に対応
し、適切な指導及び支援を行わなければならない。そこで、
「発達支援教育の現状と課題」と
中安 大(浜松市教育委員会 指導主事)
発達支援教育についての専門的な知識を学ぶ。
浜松市教育委員
「インクルーシブ教育システムに
インクルーシブ教育システムの構築に関する国の動向を 笹原 康夫(浜松市立三方原小学校 校長)
会
ついて」
紹介し、今後各学校が障害のある子どもたちを受け入れて
いくためにはどんな「合理的配慮」が必要になるのかを講
義、演習を通して考える。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月30日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

4,000円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752592号

053-448-1131

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

障害のある児童生徒への早期からの教育的対応に関する
要望が高まっている。教師は、個々のニーズに柔軟に対応
し、適切な指導及び支援を行わなければならない。そこで、
「発達支援教育の現状と課題」と
中安 大(浜松市教育委員会 指導主事)
発達支援教育についての専門的な知識を学ぶ。
浜松市教育委員
「発達支援学級における授業づく
本市では「発達支援教育の理念」を根幹に据えて、すべて 石川 博則(浜松市教育委員会 指導主事)
会
り」
の子どもの理解と授業改善を進めている。本講座は発達支
援学級における授業づくりの講義と演習を通して、一人一人
のニーズに応じた指導の在り方を考える。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月30日

教諭 小学校教諭、中
養護教 学校教諭、養護
教諭
諭

4,000円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752593号

053-448-1131

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

障害のある児童生徒への早期からの教育的対応に関する
要望が高まっている。教師は、個々のニーズに柔軟に対応
し、適切な指導及び支援を行わなければならない。そこで、
中安 大(浜松市教育委員会 指導主事)
浜松市教育委員 「発達支援教育の現状と課題」と 発達支援教育についての専門的な知識を学ぶ。
南瀬 悦司(浜松市役所 子育て支援課 指導
発達障害児への対応は、本人への支援はもとより、保護
会
「発達障害への対応」
主事)
者との協同や関係機関との連携など、包括的な支援が求め
られる。これからの教育現場に求められる発達障害に関す
る包括的な支援について理解を深める。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月30日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

4,000円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752594号

053-448-1131

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

教員は、児童生徒の心と体の危機管理だけでなく、危機対
応や初期対処を含む他職種の連携や協働ができる専門職
として期待されている。本講習では、個別的で発達段階に見
石川 暸子(聖隷クリストファー大学 教授)
浜松市教育委員 「子どもの発達段階と心理」と「健 合った多様な支援のスキルの習得を目指す。
ＰＣやケータイなどは、生活を豊かなものにしていく。その 林 利幸(浜松市立蜆塚中学校 教頭)
会
全育成」
反面、これらの機器を悪用した犯罪に巻きこまれる青少年
は後を絶たない。そこで、児童生徒の健全育成を促すため
の基礎的基本的な知識の取得を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月30日

教諭 小学校教諭、中
養護教 学校教諭、養護
教諭
諭

4,000円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752595号

053-448-1131

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

教員は、児童生徒の心と体の危機管理だけでなく、危機対
応や初期対処を含む他職種の連携や協働ができる専門職
として期待されている。本講習では、個別的で発達段階に見
浜松市教育委員 「子どもの発達段階と心理」と「教 合った多様な支援のスキルの習得を目指す。
石川 暸子(聖隷クリストファー大学 教授)
会
育相談」
いじめ・不登校・非行等の問題や、保護者への対応などの 上田 高之(教育相談支援センター 指導主事)
諸課題について、「教育相談」の視点に立った最新の知見や
動向、対応方策など知識の習得を目指す。さらに、実習を通
した具体的方策の技能の習得を目指す。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月30日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

4,000円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752596号

053-448-1131

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

教員は、児童生徒の心と体の危機管理だけでなく、危機対
応や初期対処を含む他職種の連携や協働ができる専門職
として期待されている。本講習では、個別的で発達段階に見
「子どもの発達段階と心理」と「カ
浜松市教育委員
合った多様な支援のスキルの習得を目指す。
石川 暸子(聖隷クリストファー大学 教授)
ラーセラピーとカラーカウンセリン
会
色の心理的効果を知り、色の力による自己表現法を体験 袴田 昌弘(青少年育成センター 指導主事)
グ」
的に学ぶ。また、子どもとのコミュニケーションツールとして
引用できるまでの色彩心理分析法とカウンセリング方法を
ワーク形式で学習する。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月30日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

4,000円

40人

平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752597号

053-448-1131

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

様々な問題に直面しながらも、子どもの心がどのように育
ち、どのような成長を見せていくのか。特に、学校における子
どもの心を育てる教育実践の在り方について、自己肯定感
浜松市教育委員 「子どもの心の育て方」と「人間関 がいかに育つかという視点を柱に論じる。
諸富 祥彦(明治大学 教授)
会
係づくり」
人間関係をつくることが苦手な子どもたちが増えている。意 小畑 多佳子(浜松市立積志中学校 教諭)
図的な人間関係が必要な理由、意味ある人間関係づくりの
在り方や人間関係づくりプログラムの生かし方について、演
習を交えながら考えていく。

静岡県浜松市

6時間 平成25年11月30日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

4,000円

30人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752598号

053-448-1131

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

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

「子どもの心の育て方」と「エンカ
浜松市教育委員
ウンターとソーシャルスキルト
会
レーニング」

講習の概要

担当講師

様々な問題に直面しながらも、子どもの心がどのように育
ち、どのような成長を見せていくのか。特に、学校における子
どもの心を育てる教育実践の在り方について、自己肯定感
諸富 祥彦(明治大学 教授)
がいかに育つかという視点を柱に論じる。
現代の子どもたちは、社会性が未発達で、特に人間関係 古川 里江(浜松市立江西中学校 教諭)
処理能力が低下していると言われている。そこで、学校や学
級における人間関係づくりを行うための講義や演習を通し
て、指導力の向上を図る。

児童生徒の「生きる力」を育むうえで，体験活動の果たす役
割は大きく，新学習指導要領においても「体験活動の充実」
服部英二（中央青少年交流の家所長）
が提示されている。
独立行政法人国
体験活動の計画と指導－集団宿
そこで，青少年施設を活用した「集団宿泊活動」の企画・運 杉田 洋（文部科学省初等中等教育局教育課
立青少年教育振
泊活動を中心に－
営を中心に，体験活動の教育的意義や教育課程における 程課教科調査官）
興機構
体験活動の位置づけを理解し，体験活動の企画力や野外
活動の指導力を身につける講座を開設する。

講習の開催地

静岡県浜松市

時間数

講習の期間

6時間 平成25年11月30日

対象職種 主な受講対象者

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

電話番号

ＵＲＬ

30人 平成25年4月1日～
平成25年4月30日

平255005752599号

053-448-1131

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

http://fujinosato.n
iye.go.jp/

平成25年5月1日～
平成25年9月30日

平257002351886号

0550-89-2020

小学校教諭

6,000円

70人

平成25年5月13日～
平成25年5月31日

平252004251169号

0561-76-8832(直 http://www.aichi通）
pu.ac.jp

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭

6,000円

70人

平成25年5月13日～
平成25年5月31日

平252004251170号

0561-76-8832
（直通）

http://www.aichipu.ac.jp

6時間 平成25年8月6日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

40人 平成25年5月13日～
平成25年5月31日

平252004251171号

0561-76-8832
(直通）

http://www.aichipu.ac.jp

愛知県長久手
市

6時間 平成25年8月23日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭

6,000円

70人

平成25年5月13日～
平成25年5月31日

平252004251172号

0561-76-8832
（直通）

http://www.aichipu.ac.jp

情報モラルの指導法
（基礎から実践授業準備まで）

携帯電話、インターネットを子どもが利用したことに起因する
問題が多数発生している。予防教育として，情報モラル教育
を行うことは重要である。本講習では，講義とアニメーション
教材（東京書籍「情報モラルとコンピュータ」）を利用した指導
長谷川 元洋（国際情報学部教授）
案作成演習を行う。「子どもたちのインターネット事件（東京
書籍）」を事前に通読することを推奨する。なお、講習内で作
成する指導案を持ち帰れるよう，USBメモリーの持参を推奨
する。

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭向け

6,000円

60人 平成25年3月19日～
平成25年6月14日

平253035451955号

052-798-0180

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

保育内容の研究・表現（音楽）

以下の内容で行う。なお受講者は各自弾き歌いのための子
どもの歌を１曲（コードネーム付き）準備すること。
１時間目：保育内容・表現（音楽）の最近の動向
２時間目：乳幼児期の自発的な音楽表現について
南 曜子（人間科学部教授）
３時間目：子どものリズム表現の指導法
４時間目：子どもの歌の指導法と伴奏法
５時間目：子どもの器楽合奏の指導法
６時間目：試験と事後評価（試験には歌唱とリズム表現を含
む）

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成25年3月19日～
平成25年6月14日

平253035451956号

052-798-0180

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

平成25年11月2日～
平成25年11月4日

6時間 平成25年8月22日

教諭

愛知県立大学

特別支援教育の法整備がすすみ、システムが整いつつあ
るなかで、ユニバーサルデザインの視点から、通常学級での
通常学級における特別支援教育 具体的な指導方法について考える。発達障害や様々な教育 漆澤 恭子（植草学園短期大学福祉学科教授）
愛知県長久手
～学級経営・授業のユニバーサ 的なニーズをもつ児童生徒も含め、一人一人が活躍できる 山本 理絵（教育福祉学部教授）
市
学級経営、誰もが分かりやすい授業づくりの取り組みについ 瀬野 由衣（教育福祉学部講師）
ルデザイン～
て、講義と討論を行う。 ※定員に達し次第募集を締切りと
する。

6時間 平成25年8月9日

愛知県立大学

1700年代のヨーロッパで行われていた公開科学実験講座
をもとに，その中から真空に関する内容を再構成した〈もっと
しゅぽしゅぽ〉という授業プランを体験してもらいます。そのう
科学と科学教育の歴史から学ぶ えで，当時の優れた公開講座にみられる教材構成，発問設 松野 修（愛知県立芸術大学音楽学部教授）
定など，授業を設計するうえで今日のわれわれが学ぶべき
点について解説します。理科の教師でなくても，いや理科の
教師でないほうが参考になることが多いはずです。

愛知県長久手
市

愛知県立大学

学校事故・事件－いじめ自殺事
件を中心に－

いじめ自殺事件が社会問題になっている。この講義では、
いじめ自殺事件を中心にいくつかのケースを検討し、① 子
ども同士の関係性の変容、② 社会的背景、③ 事件の発生
望月 彰（教育福祉学部教授）
および対応に関わる学校運営および教育実践の課題、④
事実解明と再発防止のための対策（第三者委員会のあり
方、教育改革の方向等を含む）について講義する。

金城学院大学

認定番号

30人

18時間

小・中学校教諭

金城学院大学

4,000円

受講者募集期間

22,250円

静岡県御殿場
市

教諭

愛知県立大学

受講料 受講人数

本講習では、小学校「外国語活動」に関する基礎的かつ実
践的な知識を学ぶことを目指す。理論面では「外国語活動」
の目的と意義、教師の役割や国際理解教育との関連などに
ついて考える。また実践面では、１時間の授業の組み立て
小学校「外国語活動」の理論と実
方やクラスルーム・イングリッシュなどを含む具体的な指導 池田 周（外国語学部准教授）
践
技能や活動案などを身に付ける。グループ活動やディスカッ
ションを通して、受講者による意見や指導アイデアの交換も
行う。

愛知県長久手
市

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

幼小連携のあり方について

本講義では、幼小連携のあり方について、あくまで幼稚園教
育の基本のあり方を踏襲しながらも、一方で小学校での学
習も見通した上での幼稚園における経験や学びについて考
えていきたい。そこで、講義内容としては①中央教育審議会
坪井 貴子（人間科学部教授）
答申、学習指導要領に見る幼小連携に関する考え方、②幼
稚園教育の歴史的な経緯、③実践に見る幼稚園教育、④小
学校以上の学校、学習の現状、⑤幼小連携の意義とあり
方、などを取り上げる。

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人 平成25年3月19日～
平成25年6月14日

平253035451957号

052-798-0180

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

金城学院大学

児童文学と子どもの生きる力

童話の読みの可能性を探る。これまで読まれてきた童話を、
子どもたちの「生きる力」に結びつけるために、指導者はど
のような読みをする必要があるかを探る。テキストとしては、
高木 功(人間科学部教授)
新美南吉「ごんぎつね」とレオ・レオニ｢スイミー」等を扱い、
作者からのメッセージに本文を読み解く行為を通じて迫って
みたい。

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人 平成25年3月19日～
平成25年6月14日

平253035451958号

052-798-0180

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

中部大学

地球科学に関する最新の研究から、人間生活に直接影響す
る大地の変動に関わる部分をとり上げる。（１）地震予知科
学の現状と将来、（２）東北地方太平洋沖地震で起きた事・
まだ起きていない事、（３）巨大地震から命を守るための人
科学技術の進歩と人間の生活
の備え・建物の備え、の３つの視点から科学技術の進歩と
―地球の観察と地震への備え―
人間の生活を見つめ直す。受講対象者は特に制限を設けな
い。理科教員の教科指導にとどまらず、日常の学校生活に
おける安全・安心に寄与する情報を共有するための講習と
する。

工藤

健（工学部教授）

愛知県春日井
市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

30人

平成25年4月13日～
平成25年5月10日

平253036150708号

0568-51-1111

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

中部大学

２０００年代初めにヒトやイネなどの全ゲノム配列が解明され
てからの、遺伝子工学技術の進展は目覚ましい。講義で
は、「iPS細胞の基礎と応用」について解説する。実習では、
科学技術の進歩と人間の生活
遺伝子増幅法（PCR）によるDNA多型解析を行う。また、オワ
―遺伝子工学技術の応用と未来
ンクラゲの蛍光タンパク質GFPの遺伝子を導入した植物を使
―
い、蛍光顕微鏡によりGFPを検出し、遺伝子発現の解析を
試みる。実習においては、DNA組換え技術を実体験すること
ができる。

町田千代子（応用生物学部教授）
大塚 健三（応用生物学部教授）

愛知県春日井
市

6時間 平成25年8月28日

教諭

中・高等学校理
科教諭

6,000円

25人 平成25年4月13日～
平成25年5月10日

平253036150709号

0568-51-1111

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

中部大学

生体情報科学、特に運動の学習と記憶に関する脳の働きに
ついて講義します。我々は身体や周辺環境から出力される
様々な信号を知覚し、自身の状態や周囲の状況を認識して
科学技術の進歩と人間の生活
―生体情報科学の進歩と実験実 います。これらを測定し上手に処理すると、健康維持や生活
向上に役立つ有益な情報が得られます。具体的な実験を実
習―
際に体験していただき、データ収集と解析の基本技術を学
ぶとともに、データの活用方法を習得していただきます。

平田 豊（工学部教授）
板井 陽俊（工学部助教）

愛知県春日井
市

6時間 平成25年8月19日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

50人 平成25年4月13日～
平成25年5月10日

平253036150710号

0568-51-1111
（代）

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

中部大学

ロボットに動きかたを命令するためには、プログラムを作成
する必要があります。 本講義では『レゴMindstorms NXT』 を
用いて、プログラミングの基礎と応用の講義と、ロボット制御
科学技術の進歩と人間の生活
の実習により実践的に学んで頂きます。さらに、効果的に創
―ロボットを思い通りに動かすに 造性活動を行うための方法としてリフレクションについて学
は―
びます。最後に、ロボットの先端研究を紹介し、ロボット技術
の理解を深めます。本講義で体験するリフレクションは、学
校教育において創造活動を円滑に進めるためのヒントにな
ります。

藤吉 弘亘（工学部教授）
鈴木 裕利（工学部准教授）

愛知県春日井
市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中・高等学校
理数系教諭、情
報、工業教諭

6,000円

30人

平成25年4月13日～
平成25年5月10日

平253036150711号

0568-51-1111
（代）

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

中部大学

地球環境問題に対して科学的および社会、政治的に正確
な知識を有することは教員にとってきわめて大切なことであ
学校における教育内容改革の中
る。温暖化やオゾン層の破壊、資源枯渇のような資源面、汚
心課題
染、薬物などの健康障害、自然との共生、生物の保全など、
―地球環境問題と環境教育―
さらに産業の発展や学問の将来との問題などに分けて論理
的に整理をし、深く理解する。

武田 邦彦（工学部教授）

愛知県春日井
市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

120人 平成25年4月13日～
平成25年5月10日

平253036150712号

0568-51-1111
（代）

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

中部大学

学校における教育内容改革の中
心課題
-文学教材本文の問題とことば遊
びによる表現指導－

講習前半では、「ごん狐」「大造爺さんと雁」などの文学教材
を取り上げ、本文異同の問題について考えます。講習後半
では、折句・物名・回文などのことば遊びを用いた表現指導
の方法について講義します。

高木

愛知県春日井
市

6時間 平成25年8月30日

教諭

小学校教諭

6,000円

70人 平成25年4月13日～
平成25年5月10日

平253036150713号

0568-51-1111
（代）

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

中部大学

学校における教育内容改革の中
心課題
―国語科における「話すこと･聞く
こと」領域の教材と文学教材の開
発-

「話すこと・聞くこと」領域の教材に関しては、当該領域の授
業実践の留意点について体験的に理解できるような機会を
設ける。また、「話すこと･聞くこと」領域の教育に資するため
の、日本語の音声についての情報を提供する。文学教材に
関しては、「郷土を愛する」心の涵養を国語教育の場で実践
することをめざして、東海地方を舞台とする文学作品（三島
由紀夫『潮騒』を予定）を取り上げ、教材化の可能性をさぐり
つつ、教育の場で利用可能な情報を提供する。

杉本 和弘（人文学部教授）
寺井 一（現代教育学部准教授）

愛知県春日井
市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中・高等学校国
語教諭

6,000円

30人

平成25年4月13日～
平成25年5月10日

平253036150714号

0568-51-1111
（代）

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

金城学院大学

徹（現代教育学部教授）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

中部大学

学校における教育内容改革の中
心課題
－身体の緊張コントロールができ
ない子どもやアレルギー疾患の
ある子どもと保護者への対応－

小中学校教諭・養護教諭の学校における子どもの心身の健
康問題への対応力を高めるため、自らの身体の動きをとお
して身体感覚に気づいていく学びのプロセスである「フェル
デンクライスメソッド」を中心に体験する。
また、近年増加傾向にある、アレルギー疾患（喘息、アト
ピー、食物アレルギー）の病態を学び、最新のガイドラインに
沿った治療や児童と保護者に対する対応、適切な処置につ
いて学ぶ。

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

教諭
小・中学校教諭、
養護教
養護教諭
諭

6,000円

40人 平成25年4月13日～
平成25年5月10日

平253036150715号

0568-51-1111

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

電話番号

ＵＲＬ

山田 知子（生命健康科学部准教授）
小林きよ子（生命健康科学部准教授）
石井 真（生命健康科学部講師）

愛知県春日井
市

6時間 平成25年8月20日

中部大学

造形表現を通して「生きる力」を育てるためには、制作と鑑賞
が欠かせません。まずは、歴史上重要な絵画作品を鑑賞し
学校における教育内容の中心課
ます。絵画の内容と共に、どのような技法を駆使して制作さ
題
れているのか、具体的に解明していきます。その後実際に、
ー絵画の鑑賞と制作ー
学んだ技法を使って作品を描きます。授業に役立つ参考文
献についても紹介します。

長尾 寬子（現代教育学部准教授）

愛知県春日井
市

6時間 平成25年8月30日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校美術科
教諭

6,000円

36人 平成25年4月13日～
平成25年5月10日

平253036150716号

0568-51-1111
（代）

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

中部大学

現代の子どもは、不規則な生活習慣、体力・運動能力の低
下など健康・体力面で多くの問題が指摘され、学校教育にお
ける改善すべき課題となっている。また、発達障害児の特徴
子どもと創る実践教育―健常児・ や運動能力の理解がなされないまま体育授業が行われて
発達障がい児の体育・健康教育 いる現状がある。
本講習では、これらの実態と課題について理論的にアプ
の探求―
ローチし、この問題を改善していく教育のあり方を探究して
いく。また、子どもが主体的に活動する「体つくり運動（含む
リズムダンス）」を実技実習を通して探究していく。

花井 忠征（現代教育学部教授）

愛知県春日井
市

6時間 平成25年8月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

25人 平成25年4月13日～
平成25年5月10日

平253036150717号

0568-51-1111
（代）

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

武藤 久枝（現代教育学部教授)

愛知県春日井
市

6時間 平成25年8月29日

教諭
小・中・高等学校
養護教
教諭・養護教諭
諭

6,000円

48人 平成25年4月13日～
平成25年5月10日

平253036150718号

0568-51-1111

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

中部大学

完成品としての算数・数学ではなく、子どもたちが自分たち
の活動を通して算数・数学を追体験も含めて創っていると思
えるような援助の在り方などを考察する。そのためには、発
子どもと創る実践教育
展性のない狭い見方ではなく柔軟で自由性のある態度で算
ー子どもと創る算数・数学教育ー
数・数学に接し、教材の背景にある数学の内容を意識するこ
とが必要と思われる。これらに関連して具体例を中心として
講義し、演習を行う。

金光 三男（現代教育学部教授）

愛知県春日井
市

6時間 平成25年8月28日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校数学教
諭

6,000円

35人

平成25年4月13日～
平成25年5月10日

平253036150719号

0568-51-1111
（代）

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

中部大学

子どもと創る実践教育－小学校
の学級経営－

「いじめ」問題をはじめとした児童の学級不適応に関連す
る問題の背景を、学級集団・仲間集団といった視点から社会
心理学的に検討する。さらに、こうした問題に対処する方法
を議論し、学級ごとの個別的な条件に配慮した対策の立て
方や、保護者との連携の方法などについて心理臨床的な手
法を活用した実践的な演習を行う。

三島 浩路（現代教育学部教授）

愛知県春日井
市

6時間 平成25年8月29日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人 平成25年4月13日～
平成25年5月10日

平253036150720号

0568-51-1111
（代）

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

中部大学

小学校の高学年から中学生年代にあたる思春期の子ども
の心理的特徴、心理的問題とその対応について理解を深め
子どもと創る実践教育-思春期の
ることを目指す。心理的問題としては、不登校・摂食障害・対
子どもの心理的問題と学校での
人恐怖・強迫性障害・うつなどを取り上げる予定である。実
対応際に教育現場で遭遇しやすい事例をもとに実践的な演習を
行う。

願興寺 礼子（人文学部教授）

愛知県春日井
市

6時間 平成25年8月23日

6,000円

45人 平成25年4月13日～
平成25年5月10日

平253036150721号

0568-51-1111

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

中部大学

LD,ADHD,高機能広汎性発達障害の概念と心理的特徴、行
動特徴を解説する。小学校、中学校、高校における行動特
子どもと創る実践教育ｰ気になる 徴および学習支援や生活支援などの指導上の要点を具体
子どもの心理と教室での対応ｰ 的に解説する。問題行動、不適応行動へのカウンセリングマ
インドによる対応を取り上げる。

教諭
小・中学校教諭、
養護教
養護教諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

講習内容は、職種及び担当教科等に応じて選択することが
できるようにする。教諭においては、国語科・社会科をはじめ
とする各教科、道徳・特別活動・情報教育をはじめとする各
名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許状 領域の指導の在り方やその実際並びに、それぞれにおいて
新しい知識や技能に関する事項を、養護教諭においては、
員会
更新講習
学校保健情報の把握、保健指導、保健室経営などについて
の新しい知識や技能に関する事項を取り上げ、それぞれ講
義及び演習を行う。

成田徹男(名古屋市立大学大学院人間文化研究科教授)
中村泰夫(至学館大学非常勤講師)
吉田一彦(名古屋市立大学大学院人間文化研究科教授)
小神一夫(名古屋市立汐路小学校長)
三澤哲也(名古屋市立大学大学院経済学研究科教授)
鈴木明裕（岐阜聖徳学園大学）
志水 廣（愛知教育大学教授）
中川秀彦(名古屋市立大学大学院薬学研究科准教授)
林 渉(東海学園大学発達教育学科准教授)
佐々木みゆき(名古屋学院大学外国語学部教授)
岩重佳子(名古屋市立あずま中学校長)
志田弘二(名古屋市立大学大学院芸術工学研究科教授)
大坪牧人(名古屋市立大学大学院芸術工学研究科准教授)
秋本昌士(愛知学院大学商学部准教授)
市川誠一(名古屋市立大学看護学部教授)
近藤暢宏(前星城大学経営学部講師)
水野みか子(名古屋市立大学大学院芸術工学研究科教授)
小泉 孝(名古屋音楽大学音楽学部特任教授)
作間敏宏(名古屋市立大学大学院芸術工学研究科教授)
鈴木三朗(名古屋市立豊臣小学校長)
上田敏丈(名古屋市立大学大学院人間文化研究科准教授)
大脇芳子(修文大学短期大学部幼児教育学科講師)
山口孝子(名古屋市立大学看護学部講師)
林 典子(東海学園大学教育学部客員教授)
久保田健市(名古屋市立大学大学院人間文化研究科准教授)
横山和輝(名古屋市立大学大学院経済学研究科准教授)
竹内 浩(名古屋市立大学大学院医学研究科講師)
川口 啓(前星城大学特任教授)
浅田知恵(名古屋市教育委員会学校保健課指導主事)
武田雅子(名古屋市教育センター指導主事)
山村伸人(名古屋市教育センター指導主事)
中谷 誠(名古屋市教育センター指導主事)
瀧田健司(名古屋市教育センター指導主事)
西尾理恵(名古屋市教育センター指導主事)
林 久貴(名古屋市教育センター指導主事)
吉田とき枝(名古屋市教育委員会指導室指導主事)
柴山由美子(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)
塩澤ちかげ(名古屋市教育センター指導主事)

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年8月21日～
平成25年8月22日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

700人 平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005850680号

052-683-6485

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

講習内容は、職種及び担当教科等に応じて選択することが
できるようにする。教諭においては、国語科・社会科をはじめ
とする各教科、道徳・特別活動・情報教育をはじめとする各
名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許状 領域の指導の在り方やその実際並びに、それぞれにおいて
員会
更新講習
新しい知識や技能に関する事項を、養護教諭においては、
学校保健情報の把握、保健指導、保健室経営などについて
の新しい知識や技能に関する事項を取り上げ、それぞれ講
義及び演習を行う。

成田徹男(名古屋市立大学大学院人間文化研究科教授)
中村泰夫(至学館大学非常勤講師)
吉田一彦(名古屋市立大学大学院人間文化研究科教授)
小神一夫(名古屋市立汐路小学校長)
三澤哲也(名古屋市立大学大学院経済学研究科教授)
鈴木明裕（岐阜聖徳学園大学教授）
志水 廣(愛知教育大学教授)
中川秀彦(名古屋市立大学大学院薬学研究科准教授)
林 渉(東海学園大学発達教育学科准教授)
佐々木みゆき(名古屋学院大学外国語学部教授)
岩重佳子(名古屋市立あずま中学校長)
志田弘二(名古屋市立大学大学院芸術工学研究科教授)
大坪牧人(名古屋市立大学大学院芸術工学研究科准教授)
秋本昌士(愛知学院大学商学部准教授)
市川誠一(名古屋市立大学看護学部教授)
近藤暢宏(前星城大学経営学部講師)
水野みか子(名古屋市立大学大学院芸術工学研究科教授)
小泉 孝(名古屋音楽大学音楽学部特任教授)
作間敏宏(名古屋市立大学大学院芸術工学研究科教授)
鈴木三朗(名古屋市立豊臣小学校長)
上田敏丈(名古屋市立大学大学院人間文化研究科准教授)
大脇芳子(修文大学短期大学部幼児教育学科講師)
山口孝子(名古屋市立大学看護学部講師)
林 典子(東海学園大学教育学部客員教授)
久保田健市(名古屋市立大学大学院人間文化研究科准教授)
横山和輝(名古屋市立大学大学院経済学研究科准教授)
竹内 浩(名古屋市立大学大学院医学研究科講師)
川口 啓(前星城大学特任教授)
浅田知恵(名古屋市教育委員会学校保健課指導主事)
武田雅子(名古屋市教育センター指導主事)
山村伸人(名古屋市教育センター指導主事)
中谷 誠(名古屋市教育センター指導主事)
瀧田健司(名古屋市教育センター指導主事)
西尾理恵(名古屋市教育センター指導主事)
林 久貴(名古屋市教育センター指導主事)
吉田とき枝(名古屋市教育委員会指導室指導主事)
柴山由美子(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)
塩澤ちかげ(名古屋市教育センター指導主事)

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年10月12日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

130人 平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005850681号

052-683-6485

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

講習内容は、教師自身の児童・生徒理解に対する傾向把握
とかかわらせた、いじめ・不登校・非行問題行動の原因や対
名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許状
処法、児童虐待の防止や関係機関との連携の仕方、環境教
員会
更新講習
育の在り方など、学校教育を進める上での今日的な課題を
取り上げ、講義及び演習を行う。

小林章雄(愛知医科大学医学部教授)
門間晶子(名古屋市立大学看護学部准教授)
目黒達哉(同朋大学社会福祉学部教授)
五藤伸二（名古屋市教育センター指導主事）
佐藤秀成（名古屋市教育センター指導主事）

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年8月26日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

420人

平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005850682号

052-683-6485

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

講習内容は、教師自身の児童・生徒理解に対する傾向把握
とかかわらせた、いじめ・不登校・非行問題行動の原因や対
名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許状
処法、児童虐待の防止や関係機関との連携の仕方、環境教
員会
更新講習
育の在り方など、学校教育を進める上での今日的な課題を
取り上げ、講義及び演習を行う。

小林章雄(愛知医科大学医学部教授)
門間晶子(名古屋市立大学看護学部准教授)
目黒達哉(同朋大学社会福祉学部教授)
五藤伸二（名古屋市教育センター指導主事）
佐藤秀成（名古屋市教育センター指導主事）

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年8月27日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

280人

平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005850683号

052-683-6485

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

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習内容は、教師自身の児童・生徒理解に対する傾向把握
とかかわらせた、いじめ・不登校・非行問題行動の原因や対
名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許状
処法、児童虐待の防止や関係機関との連携の仕方、環境教
員会
更新講習
育の在り方など、学校教育を進める上での今日的な課題を
取り上げ、講義及び演習を行う。

小林章雄(愛知医科大学医学部教授)
門間晶子(名古屋市立大学看護学部准教授)
目黒達哉(同朋大学社会福祉学部教授)
五藤伸二（名古屋市教育センター指導主事）
佐藤秀成（名古屋市教育センター指導主事）

講習内容は、校内の教育相談体制の在り方やいじめ・不登
校・非行問題行動の原因やその理解および対処法，カウン
名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許状 セリングの基礎的知識と技能，学校における防災教育の在
り方，教科指導を行う上での新たな視点，生きる力を育てる
員会
更新講習
ために必要な内容など、学校教育を進める上での今日的な
課題を取り上げ、講義及び演習を行う。。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6時間 平成25年10月19日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

130人

平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005850684号

052-683-6485

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

森山昭彦(名古屋市立大学大学院システム自然
科学研究科教授)
古井 景(愛知淑徳大学コミュニケーション学部
愛知県名古屋
教授)
福和伸夫(名古屋大学大学院環境学研究科教 市
授)
五藤伸二(名古屋市教育センター指導主事)
佐藤秀成(名古屋市教育センター指導主事)

6時間 平成25年8月26日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

280人 平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005850685号

052-683-6485

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

講習内容は、校内の教育相談体制の在り方やいじめ・不登
校・非行問題行動の原因やその理解および対処法，カウン
名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許状 セリングの基礎的知識と技能，学校における防災教育の在
り方，教科指導を行う上での新たな視点，生きる力を育てる
員会
更新講習
ために必要な内容など、学校教育を進める上での今日的な
課題を取り上げ、講義及び演習を行う。。

森山昭彦(名古屋市立大学大学院システム自然
科学研究科教授)
古井 景(愛知淑徳大学コミュニケーション学部
愛知県名古屋
教授)
福和伸夫(名古屋大学大学院環境学研究科教 市
授)
五藤伸二(名古屋市教育センター指導主事)
佐藤秀成(名古屋市教育センター指導主事)

6時間 平成25年8月27日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

420人 平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005850686号

052-683-6485

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

講習内容は、校内の教育相談体制の在り方やいじめ・不登
校・非行問題行動の原因やその理解および対処法，カウン
名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許状 セリングの基礎的知識と技能，学校における防災教育の在
り方，教科指導を行う上での新たな視点，生きる力を育てる
員会
更新講習
ために必要な内容など、学校教育を進める上での今日的な
課題を取り上げ、講義及び演習を行う。。

森山昭彦(名古屋市立大学大学院システム自然
科学研究科教授)
古井 景(愛知淑徳大学コミュニケーション学部
愛知県名古屋
教授)
福和伸夫(名古屋大学大学院環境学研究科教 市
授)
五藤伸二(名古屋市教育センター指導主事)
佐藤秀成(名古屋市教育センター指導主事)

6時間 平成25年10月26日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

130人 平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005850687号

052-683-6485

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

講習内容は、教育活動充実に向けて､今日的教育課題､人
権教育を取り上げ、講義及び演習を行う。なお，受講可能の
名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許状
者は、名古屋市教育センター研修講座「学校運営研修会
員会
更新講習
（Ⅰ）」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。

小栗ちず子(名古屋市教育委員会指導室指導
主事)
野口俊一（名古屋市教育センター研究調査部
長）
山村伸人(名古屋市教育センター指導主事)
大橋一夫(名古屋市教育センター指導主事)

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年8月6日

教諭

講習内容は、教育活動充実に向けて､今日的教育課題､人
権教育を取り上げ、講義及び演習を行う。なお，受講可能の
名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許状
者は、名古屋市教育センター研修講座「学校運営研修会
員会
更新講習
（Ⅰ）」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。

小栗ちず子(名古屋市教育委員会指導室指導
主事)
野口俊一（名古屋市教育センター研究調査部
長）
山村伸人(名古屋市教育センター指導主事)
大橋一夫(名古屋市教育センター指導主事)

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年7月31日

教諭

講習内容は、教職の今日的役割，子どもの成長と心の発達
の理解、学校教育活動の推進をする上での留意点，保護者
名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許状 へのかかわり方を取り上げ、講義及び演習を行う 。なお，受
員会
更新講習
講可能の者は、名古屋市教育センター研修講座「学校運営
推進講座（Ⅰ）」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。

山口純枝(名古屋市教育委員会指導室指導主
事)
平田茂樹(名古屋市教育委員会指導室指導主
事)
余合寿代(名古屋市教育委員会指導室指導主
事)
稲田典子(名古屋市教育センター指導主事)
山村伸人(名古屋市教育センター指導主事)
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

講習内容は、子どもの発達課題の理解、いじめ・不登校・虐
待への理解と対応、カウンセリングの技法を生かした子ど
も・保護者への関わり方、子どもを多面的に捉える事例検討
名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許状 の進め方、学級経営に生かす教育相談活動の進め方とし、
員会
更新講習
それらに関する講義及び演習を行う 。なお，受講可能の者
は、名古屋市教育センター研修講座「教育相談基礎講座」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。
講習内容は、カウンセリングの技法を生かした子ども・保護
者への関わり方、学級経営に生かす教育相談活動の進め
方、医療機関との連携、教育相談体制づくりとし、それらに
名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許状
関する講義及び演習を行う。なお，受講可能の者は、名古
員会
更新講習
屋市教育センター研修講座「教育相談発展講座」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。

愛知県名古屋
市

名古屋市立小・
中・特別支援学
校に勤務し，名古
屋市教育センター
研修講座「学校
運営研修会
（Ⅰ）」受講者
名古屋市立小・
中・特別支援学
校に勤務し，名古
屋市教育センター
研修講座「学校
運営研修会
（Ⅰ）」受講者

0円

15人

平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005850688号

052-683-6485

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

0円

15人

平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005850689号

052-683-6485

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

平成25年7月26日、平
12時間 成25年8月26日
平成25年8月27日

名古屋市立幼・
小・中・特別支
援・高校に勤務
教諭
し，名古屋市教育
養護教
センター研修講座
諭
「学校運営推進
講座（Ⅰ）」受講
者

0円

10人 平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005850690号

052-683-6485

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

沼部達也(名古屋市教育センター教育相談部長)
伊藤克実(名古屋市教育センター指導主事)
愛知県名古屋
吉田七重(名古屋市教育センター指導主事)
市
佐藤秀成(名古屋市教育センター指導主事)
稲田典子(名古屋市教育センター指導主事)

平成25年7月23日、平
18時間 成25年7月24日
平成25年7月31日、平
成25年8月9日

名古屋市立幼・
小・中・特別支
教諭 援・高校に勤務
養護教 し，名古屋市教育
諭
センター研修講座
「教育相談基礎
講座」受講者

0円

10人 平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005850691号

052-683-6485

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

沼部達也(名古屋市教育センター教育相談部長)
伊藤克実(名古屋市教育センター指導主事)
愛知県名古屋
吉田七重(名古屋市教育センター指導主事)
市
佐藤秀成(名古屋市教育センター指導主事)
稲田典子(名古屋市教育センター指導主事)

平成25年7月26日、平
成25年7月30日、
18時間
平成25年8月1日、平成
25年8月23日

名古屋市立幼・
小・中・特別支
教諭 援・高校に勤務
養護教 し，名古屋市教育
諭
センター研修講座
「教育相談発展
講座」受講者

0円

10人

平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005850692号

052-683-6485

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

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

講習内容は、発達障害児への教育の在り方全般を学ぶ中
で、発達障害児の行動理解、障害のある子どもと家族への
心のケア及び学校生活における支援、交流及び共同学習の
名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許状 進め方、学習支援委員会の活性化、個別の指導計画の立
て方を取り上げ、講義及び演習を行う。なお，受講可能の者
員会
更新講習
は、名古屋市教育センター研修講座「発達障害支援専門講
座」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。

講習内容は、職種及び担当教科等に応じて選択することが
できるようにする。教諭においては、各教科等における今日
的な課題を解決するための指導の在り方についての新しい
知識や技能に関する事項を取り上げ、講義及び演習を行
名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許状
う。養護教諭においては、保健指導、保健室経営などについ
員会
更新講習
ての新しい知識や技能に関する事項を取り上げ，講義及び
演習を行う。なお、受講可能の者は、平成２５年度名古屋市
教育センター研修「教育研究員」受講者、かつ、平成２５年度
教員免許状更新講習の受講対象者のみとする。

担当講師

伊藤久仁(名古屋市教育センター研修部長)
武田雅子(名古屋市教育センター指導主事)
松岡篤司(名古屋市教育センター指導主事)
堀江成孝(名古屋市教育センター指導主事)
山村伸人(名古屋市教育センター指導主事)
加藤俊樹(名古屋市教育センター指導主事)
伊藤幸彦(名古屋市教育センター指導主事)
中谷誠(名古屋市教育センター指導主事)
長谷川信夫(名古屋市教育センター指導主事)
秋田直孝(名古屋市教育センター指導主事)
古賀比呂志(名古屋市教育センター指導主事)
瀧田健司(名古屋市教育センター指導主事)
柴山由美子(名古屋市教育センター指導主事)
林久貴(名古屋市教育センター指導主事)
松田庄平(名古屋市教育センター指導主事)
大橋一夫(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)
西尾理恵(名古屋市教育センター指導主事)
藤谷浩一(名古屋市教育センター指導主事)
伊藤達也(名古屋市教育センター指導主事)
福井一道(名古屋市教育センター指導主事)
瀬川堅司(名古屋市教育センター指導主事)
横江正明(名古屋市教育センター指導主事)
梶田 勉(名古屋市教育センター指導主事)
塩澤ちかげ(名古屋市教育センター指導主事)
近藤賢彦(名古屋市教育センター指導主事)
五藤伸二(名古屋市教育センター指導主事)
宮田純子(名古屋市教育センター指導主事)
伊藤克実(名古屋市教育センター指導主事)
佐藤秀成(名古屋市教育センター指導主事)
吉田七重(名古屋市教育センター指導主事)
稲田典子（名古屋市教育センター）

豊田市教育委員
社会科教育
会

豊田市教育委員
算数・数学科教育
会

豊田市教育委員
理科教育
会

学習指導要領の趣旨を踏まえた国語教育のあり方を、改
訂点を中心に具体的な指導事例を通して分かりやすく解説
する。また、豊田市の国語教育の現状から、成果と課題を示
し、今後の学習指導のポイントを明らかにする。

新實正男（豊田市教育委員会学校教育課指導
主事）
野田靖（豊田市教育委員会学校教育課指導主
事）

これまでの社会科教育の課題を踏まえ、新学習指導要領
に照らし合わせた学習指導のポイントや、地域に残る古文
書などの具体的な資料や事例をもとにして、思考力・判断
小泉修（豊田市子ども部次世代育成課指導主
力・表現力の育成をめざした単元構想や授業づくりについて 事）
学ぶ。

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成25年7月24日、平
18時間 成25年8月6日、
平成25年8月27日

0円

10人 平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005850693号

052-683-6485

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

愛知県名古屋
市

18時間 平成25年5月10日～
平成25年9月13日

名古屋市立幼・
小・中・特別支
教諭 援・高校に勤務
養護教 し、名古屋市教育
センター研修「教
諭
育研究員」受講
者

0円

15人 平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005850694号

052-683-6485

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

愛知県名古屋
市

18時間

教諭

名古屋市立高等
学校に勤務し，名
古屋市教育セン
ター研修講座「情
報教育研修講
座」受講者

0円

5人

平成25年4月12日～
平成25年4月26日

平255005850695号

052-683-6485

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

平成25年5月10日～
平成25年9月6日

愛知県豊田市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く） 国語
科教諭向け

600円

100人

平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850780号

0565-48-2051

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

愛知県豊田市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く） 社会
科教諭向け

600円

100人 平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850781号

0565-48-2051

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

6時間 平成25年8月2日

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く） 数学
科教諭向け

600円

140人 平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850782号

0565-48-2051

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

6時間 平成25年8月5日

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く） 理科
教諭向け

600円

40人 平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850783号

0565-48-2051

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

学習指導要領の改訂の趣旨や内容等の理解を深めた上
で、実践事例や実技をまじえ、授業づくりについて講習をす
羽根田修（豊田市教育委員会学校教育課指導
る。また、思考力・判断力・表現力を育成するためにどのよう
愛知県豊田市
主事）
な数学的活動に取り組めばよいかの演習をする。

今、理科の学習に求められていること、理科教育の展望に
ついて学ぶ。そして、学習指導要領を踏まえ、新しい時代に
対応した物理・化学・生物・地学分野の学習の内容、実験・ 伊藤宏志（豊田市教育委員会学校教育課指導
観察方法について学ぶ。同時に理科の授業の進め方や指 主事）
導方法の工夫についても学ぶ。講義と演習を組み込んだ内
容とする。

時間数

名古屋市立幼・
小・中・特別支
援・高校に勤務
教諭
し，名古屋市教育
養護教
センター研修講座
諭
「発達障害支援
専門講座」受講
者

沼部達也(名古屋市教育センター教育相談部長)
近藤賢彦(名古屋市教育センター指導主事)
愛知県名古屋
五藤伸二(名古屋市教育センター指導主事)
市
宮田純子(名古屋市教育センター指導主事)

講習内容は、情報教育に関する今日的課題を理解し，教材
作成及び効果的な指導方法を学んだり，学校教育に必要な
最新の情報教育技術やネットワークの管理・運営を取り上げ 横江正明(名古屋市教育センター指導主事)
名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許状
たりして、講義及び演習を行う。なお、受講可能の者は、名 瀬川堅司(名古屋市教育センター指導主事)
員会
更新講習
古屋市教育センタ－研修講座「情報教育研修講座」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。

豊田市教育委員
国語科教育
会

講習の開催地

愛知県豊田市

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

豊田市教育委員
生活科教育
会

おもちゃ作りの実習を通して、生活科の授業に生かせる自
然や物を使った遊びについて学ぶ。また、講義を通して生活 仲田英成（豊田市教育委員会学校教育課指導
主事）
科における気づきを高める具体的な授業のあり方や手立
て、最新の生活科教育事情等を探る。

愛知県豊田市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）

600円

豊田市教育委員
音楽科教育
会

学習指導要領の改訂の趣旨を踏まえた、音楽科の授業の
進め方や指導方法の工夫、評価の方法等を具体的な事例 川原三佳（豊田市教育委員会学校教育課指導
や実技を通して明らかにする。新しい時代に対応した現場で 主事）
の指導に役に立つ、講義と演習を組み込んだ内容とする。

愛知県豊田市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く） 音楽
科教諭向け

600円

100人

豊田市教育委員
図工・美術科教育
会

豊田市美術館にて作品の見方を学ぶとともに、小学生･
中学生を対象にした鑑賞の授業の進め方を実例をもとに考
鈴木敦士（豊田市教育委員会学校教育課指導
える。
主事）
さらに、今、図工・美術科に求められているもの、めざす授
業を、学習指導要領を踏まえて具体的に示していく。

愛知県豊田市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く） 美術
科教諭向け

豊田市教育委員
保健体育科教育
会

これまでの保健体育科教育の課題を踏まえ、学習指導要
領に照らし合わせた発達段階に応じた学習指導のポイント
や具体的な事例を解説したり、提案をする。また「体つくり運
動」を中心とした実技を通して、授業で子どもたちが楽しみな
がら夢中になって取り組むことができるアイデアを提案す
る。

愛知県豊田市

6時間 平成25年8月5日

教諭

豊田市教育委員
技術科教育
会

学習指導要領に対応する技術科教育のあり方について、
求められる方向性を示しながら学習指導のポイントを明らか 宇野 喬（豊田市教育委員会学校教育課指導
にする。また、授業の実践例を通して教材への迫り方や教 主事）
具の活用など具体的な授業の展開について指針を示す。

愛知県豊田市

6時間 平成25年8月5日

豊田市教育委員
家庭科教育
会

家庭科教育の現状と課題から、小学校家庭科・中学校家
庭分野の授業づくりの方法や教材研究の観点について学
ぶ。また、学習指導要領の改訂の趣旨を踏まえた、具体的
な授業の進め方を事例などを通して明らかにする。

阿知波早百合（豊田市教育委員会学校教育課
指導主事）

愛知県豊田市

小学校外国語活動・英語科教育の現状と課題並びに学習
指導要領の改訂の趣旨を踏まえ、小学校外国語活動と英語
古瀬久美代（豊田市教育委員会学校教育課指
豊田市教育委員
小学校外国語活動・英語科教育 科教育の新たな課題を把握し、具体的な例を挙げながら学
導主事)
会
習指導のポイントを明らかにし、よりよい指導のあり方を研
修する。

久野友士（元豊田市教育委員会学校教育課指
導主事・豊田市立若林東小学校校長）
澤田二三夫（豊田市教育委員会学校教育課指
導主事)

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

40人 平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850784号

0565-48-2051

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

平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850785号

0565-48-2051

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

600円

100人 平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850786号

0565-48-2051

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

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）保健
体育科教諭向け

600円

50人 平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850787号

0565-48-2051

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

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）技術
科教諭向け

600円

40人

平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850788号

0565-48-2051

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

6時間 平成25年8月2日

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）家庭
科教諭向け

600円

30人

平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850789号

0565-48-2051

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

愛知県豊田市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）英語
科教諭向け

600円

100人

平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850790号

0565-48-2051

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

豊田市教育委員
道徳教育
会

「道徳の時間の指導」について、三つの観点と三つの段
階に整理して考察するとともに、具体的な指導事例をもと
柴田みどり（豊田市教育委員会学校教育課指
に、子どもの心におちる道徳授業の進め方や支援の仕方に
導主事）
ついて研修し、学習指導要領の求める道徳授業について、
理解と意欲を高める。

愛知県豊田市

6時間 平成25年8月2日

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）

600円

100人

平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850791号

0565-48-2051

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

豊田市教育委員
特別活動
会

今回の学習指導要領改訂では「生きる力」の理念が継承
されただけでなく、特別活動において「よりよい人間関係を
築く力」、「社会に参画する態度」、「自治的能力の育成」が
重視されている。楽しく豊かな学級や学校の生活づくり、絆
づくりのための特別活動の果たすべき役割やあり方につい
て実践例をまじえて学ぶ。

山本弘子（豊田市教育委員会学校教育課指導
主事）

愛知県豊田市

6時間 平成25年8月2日

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）

600円

100人 平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850792号

0565-48-2051

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

豊田市教育委員
生徒指導
会

問題行動から学ぶ規範意識の形成と対応、保護者（ク
レーマー等）への対応、ＩＴ社会・ネット社会の問題への対応
について、最新の情報をもとに明らかにしていく。具体的な
事例をもとに、教師の理解と意欲を高める。

塚本哲也（豊田市教育委員会学校教育課指導
愛知県豊田市
主事）

6時間 平成25年8月7日

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）

600円

100人 平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850793号

0565-48-2051

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

豊田市教育委員
図書館指導
会

学校図書館の果たす役割を踏まえ、これからの読書活動
支援・学習活動支援のために必要な内容について学ぶ。読
野間寛（豊田市教育委員会学校教育課指導主
書指導の工夫改善や学習情報センターとしての活用法、学
事)
校図書館司書及び公共図書館との連携等について、具体的
な事例や実技研修を通して理解を深める。

愛知県豊田市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）

600円

50人 平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850794号

0565-48-2051

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

豊田市教育委員
特別支援教育
会

豊田市における障害のある児童生徒の現状と特別支援教
育の体制整備状況を知ると共に、障がいのある児童生徒へ
の優れた指導・支援の例を学ぶ。また、校内委員会のあり
方をワークショップを通して学んだり、豊田市版個別の教育
支援計画と個別の指導計画作成について、そのポイントを
知り、実技を交えて適切な作成の方法を習得する。

愛知県豊田市

6時間 平成25年8月5日

平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850795号

0565-48-2051

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

鈴木直樹（豊田市教育委員会学校教育課指導
主事）
山中浩之（豊田市教育委員会学校教育課指導
主事）

教諭 幼・小・中・特別
養護教 支援学校教諭、
諭
養護教諭

600円

100人

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

豊田市教育委員
養護・保健①
会

学校保健活動の推進に当たって中核的役割を担う養護教
諭への期待が高まる中、子どもたちの心身の健康課題に適
切に対応していくために必要な知識、技能の習得を目指す。
鈴木京子（豊田市教育委員会学校教育課指導
とくに組織的な活動を促すコミュニケーション能力や保健室
主事）
経営のあり方について、現場に即した具体的な課題を取り
上げ、実践的に学んでいく。また、教諭としての視点からの
働きかけについても考えていきたい。

愛知県豊田市

6時間 平成25年8月2日

養護教
養護教諭
諭

600円

20人 平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850796号

0565-48-2051

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

豊田市教育委員
養護・保健②
会

児童虐待の原因は、親に起因するだけでなく、児童の発
達の特性によるものもあり、子育ての過程でどんな親にも起
こり得るものである。学校や家庭と関係するさまざまな機関 山田雅子（豊田市子ども部子ども家庭課指導主
愛知県豊田市
の専門職である社会福祉士や心理士、児童精神科医や保 事）
健師を招き、児童虐待への理解を深め、予防の方策や適切
な対応方法を学ぶ。

6時間 平成25年8月7日

教諭 幼・小・中・特別
養護教 支援学校教諭、
養護教諭
諭

600円

100人 平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850797号

0565-48-2051

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

豊田市教育委員
ＩＣＴ教育
会

文部科学省の「教育の情報化ビジョン」を基に、21世紀を
生きる子どもたちに求められる力、教育の情報化が果たす
成瀬修司（豊田市教育委員会学校教育課指導
役割、学びの場における情報通信技術の活用、学校におけ
主事）
る情報セキュリティの推進等に関する最新の情報提供と、授
業におけるＩＣＴ活用の具体的な事例について学ぶ。

愛知県豊田市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）

600円

40人 平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850798号

0565-48-2051

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

豊田市教育委員
総合的な学習
会

総合的な学習の時間を実施する上での問題点を明らかに
し、課題設定の仕方や活動・学習の進め方・評価方法など
西崎修（豊田市教育委員会文化財課指導主事） 愛知県豊田市
について新学習指導要領に沿った、より効果的な指導を行
うためのポイントを把握する。

6時間 平成25年8月7日

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）

600円

40人 平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850799号

0565-48-2051

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

豊田市教育委員
食育
会

H23版「愛知県学校食育推進の手引」の基本方針や内容
の理解を深め、手引き実践例を分科会に分かれて実体験を
河合悦子（豊田市子ども部保育課指導主事）
したり、教材作りをしたりして実践化を図る。また、それぞれ
柴田京子（豊田市子ども部保育課指導主事）
が行っている食育活動を吟味し、食育の持つ可能性につい
て追及する。

愛知県豊田市

6時間 平成25年8月6日

600円

80人

平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850800号

0565-48-2051

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

豊田市教育委員
幼稚園教育①
会

子ども達は、周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもっ
てかかわり、自分の生活や遊びに取り入れていくことを通し
て発達していく。このため、保育者は、子ども達が園内や園
河合悦子（豊田市子ども部保育課指導主事）
外の様々な環境にかかわり豊かな体験ができるよう意図
柴田京子（豊田市子ども部保育課指導主事）
的、計画的に環境構成をすることが大切である。子ども達が
自ら考え主体的に行動できるための環境と援助について学
ぶ。

愛知県豊田市

6時間 平成25年8月1日

教諭

幼稚園教諭

600円

100人

平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850801号

0565-48-2051

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

豊田市教育委員
幼稚園教育②
会

幼稚園教育の保育内容について、いろいろな事例を取り上
げ、それらをもとに各自の知識を深め、今後の保育に活か
河合悦子（豊田市子ども部保育課指導主事）
せるようにする。特に、保育の質を高めるという視点に立っ
柴田京子（豊田市子ども部保育課指導主事）
た課題を中心に、互いの実践なども出し合いながら、自己課
題の追求もできるようにして学びを深めていく。

愛知県豊田市

6時間 平成25年8月2日

教諭

幼稚園教諭

600円

100人 平成25年4月11日～
平成25年4月26日

平255008850802号

0565-48-2051

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

三重大学

コンピュータハードウェアの基礎

授業中等のトラブル発生時に対処ができるようになることを
目指し、Windowsデスクトップパソコンを用いて、ハードウェア
部品の解説を行う。部品の調達についてもインターネットを
使って注文一歩手前まで行い、養護業務も含め様々なパソ 山守 一徳（教育学部教授）
コンを使う業務や授業において、ハードウェアの故障箇所を
特定し部品調達や機種選定ができるようになることを目指
す。実技試験では選定能力を見る。

三重県津市

6時間 平成25年6月22日

幼稚園・小学校・
教諭 中学校・高等学
養護教 校・特別支援学
諭
校の教諭および
養護教諭

6,000円

40人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951445号

059-231-5520

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

幾何学入門

ユークリッド幾何学は小学校、中学校、高等学校の教材に
広く現れるものである。それをもう一度とらえ直して、直感に
訴えている所を、計算により証明し直すことを目的とする。座
新田 貴士（教育学部教授）
標を入れて計算することで、直感による証明から、代数計算
になってしまうので、わかりやすさの面ではどちらが良いとも
言えないが、厳密さの上では、必要な作業である。

三重県津市

6時間 平成25年6月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の算
数・数学科担当
教諭

6,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951446号

059-231-5520

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

日本上代文学研究の現在

日本上代文学研究の現在の情況について解説する。具体
的には『古事記』『日本書紀』『風土記』『萬葉集』といった日
本上代文学作品における最近の研究の動向、及びその背
景をなす当時の文字文化の解明が、大きな成果を挙げつつ
廣岡 義隆（三重大学名誉教授）
ある。これによって、作品への対処の仕方と理解が大きく変
貌している。こうした研究上の現在の情況を受講者に示し、
授業現場における作品理解の一助にしてほしいとの考え
で、開講する。

三重県津市

6時間 平成25年6月22日

教諭

中学校・高等学
校の国語科担当
教諭

6,000円

50人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951447号

059-231-5520

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

三重大学

三重大学

教諭 幼・小・中・特別
養護教 支援学校教諭、
養護教諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

三重大学

学校と知的財産

教師は二つの意味で知的財産の取り扱いについて基礎知
識を身に付けておく必要がある。一つは学校業務遂行上
で、配布物やホームページ開設等の際の著作権問題であ
り、もう一つは知的財産を教える上のもので、著作権だけで 松岡 守（教育学部教授）
なく特許等の産業財産権を教える上での知識が求められ
る。本講習では知的財産の取り扱いについて留意すべき事
柄を具体例を挙げて示す。

三重大学

学校カウンセリングの実際

カウンセリング技法、および子どもの問題を理解するための
アセスメント、アセスメントに基づく有効な援助方法につい
瀬戸 美奈子（教育学部准教授）
て、実習と講義を通じて学ぶ。不登校や保健室登校といった
子どもの問題への有効な援助を考える際に有用である。

三重県津市

6時間 平成25年6月22日

学びとやる気の心理学

心理学研究において、人の学びややる気がどのような特徴
を持ったものかについて、一定の知見が蓄積されている。そ
して、これらは実験室的な状況にあてはまるものではなく、
現実の教室場面においても適用可能なものである。本講習
中西 良文（教育学部准教授）
では、特に、教室場面に適用可能な内容に焦点を当て、学
習と動機づけに関する心理学的知見の紹介を行う。講習内
容にかかわり、学びとやる気を高める授業デザインを盛り込
んだ授業案を作成し、それを評価対象とする。

三重県津市

6時間 平成25年6月22日

三重大学

運動と健康

現代の日本では身体活動量や運動の不足によって生活習
慣病や子どもの体力低下など様々な問題が生じている。本
講習では発育発達期における健康の状況や運動・スポーツ
の実施状況を概観するとともに、肥満・メタボリックシンドロー 冨樫 健二（教育学部教授）
ムや循環器病、糖尿病、骨粗鬆症などの健康問題と運動・
スポーツとの関わりについて概説し、発育期における運動実
践の意義について考える。

三重県津市

6時間 平成25年6月22日

三重大学

砂の不思議な振る舞いとその実
験

土砂や粉などの粒子集団は一般に粉体と呼ばれ、その流体
とも固体とも言えない性質が議論され続けている。粉体の物
理を理解することは科学の発展のためだけでなく、技術・工
國仲 寛人（教育学部准教授）
学の発展にも重要である。この講義では粉体研究の最新の
成果を含め、粉体の様々な振る舞いについて、講義と実験
を通して紹介する。

三重県津市

6時間 平成25年6月22日

教諭

高等学校の物
理・理科担当教
諭

6,000円

三重大学

音楽教育と音楽療法の相違について概観した上で、我が国
学校教育における音楽療法的ア の音楽科教育における「音楽療法的アプローチ」の課題につ
根津 知佳子(教育学部教授)
プローチの可能性と課題
いて理解する。講習における具体的な活動を通して、両者の
相違をふまえた実践を展望できるようにする。

三重県津市

6時間 平成25年6月22日

教諭

幼稚園教諭、小
学校・特別支援
学校の音楽科担
当教諭

6,000円

三重県津市

6時間 平成25年6月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の図
工・美術科担当
教諭

三重大学

三重県津市

6時間 平成25年6月22日

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

10人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951448号

059-231-5520

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

小学校・中学校・
教諭・養
高等学校の教諭
護教諭
および養護教諭

6,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951449号

059-231-5520

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

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭

6,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951450号

059-231-5520

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

教諭・養 小学校教諭およ
護教諭 び養護教諭

6,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951451号

059-231-5520

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

8人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951452号

059-231-5520

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

40人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951453号

059-231-5520

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

6,000円

10人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951454号

059-231-5520

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

教諭

教諭

小学校・中学校
の教諭

三重大学

映像メディア表現（図工・美術）

小学校図画工作科・中学校美術科・高等学校美術科の映像
メディア表現教材研究の先進的一領域として，3DCG（アニ
メーション）の基本的な制作実習を行う。3DCGの概念とそれ
を用いた表現成立の基本的なイメージの把握を目的とする， 上山 浩（教育学部教授）
実習用機器には，準備の都合上MacOSコンピュータとArt of
Illusionを用いる。受講状況および作品の評価をもって試験
に代える。

三重大学

清朝の統治構造と現代中国

現代中国では、民族問題や国家の「分裂」・「統一」といった
言葉が、マスコミ報道でしばしばなされている。ここで言われ
ている「中国」「中国人」とは、一体何なのか。本講習では、こ 大坪 慶之(教育学部准教授)
れについて歴史的に考えることで、現代の東アジア世界に
関する理解を深めることを目指します。

三重県津市

6時間 平成25年6月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の社会
科、地理歴史・公
民科担当教諭

6,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951455号

059-231-5520

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

はじめてのゲーミング

本講では、児童（生徒）主導型の授業形式であるゲーミング
について、はじめて触れる教員を対象に紹介をしていきま
す。ゲーミングはあらかじめ設計した世界のなかで児童（生
徒）が主体的に行動することで、その世界に横たわるルール
南 学（教育学部教授）
やしくみを感じ取りながら学んでいく方法です。受け身の授
業よりも意欲が高まり、深く理解させやすい利点がありま
す。本講習では、なるべく実際にゲーミングをしながら、その
可能性を体験することを目標とします。

三重県津市

6時間 平成25年6月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951456号

059-231-5520

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

三重大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

三重大学

本講習では、近年学校現場において数多く実施されている
技術コンテストについての理解を深め、実際にその課題を体
験した後に、技術コンテストを協同学習に取り入れた授業に
技術コンテストを取り入れた協同
ついて検討する。このことにより、技術科教育における協同 魚住 明生（教育学部教授）
学習の構築
学習の意義と授業に技術コンテストを取り入れる方法につい
て理解するとともに、これからの技術科教育に求められる授
業を創造する能力の育成を図る。

三重大学

ICTと天文教育

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

三重県津市

6時間 平成25年6月22日

教諭

中学校の技術・
家庭科（技術分
野）担当教諭

6,000円

天体の分野は、夜間観測が難しいため、授業でも既存の画
像や映像を用いる場面が多くなりがちで苦手とする教員も多
い。一方で、デジタル機器の進歩により以前に比べ比較的
伊藤 信成（教育学部准教授）
容易に教材化ができるようになった。本講習では教育現場
でのICT導入を念頭に、天文分野でのデジタルコンテンツの
可能性について講義と実習の両面から検討を行う。

三重県津市

6時間 平成25年7月13日

教諭

小学校・中学校
の理科担当教諭

6,000円

15人

自然災害と日本の風土

日本は、地殻変動が集中する変動帯であり、同時に多雨で
あるため、湿潤変動帯ともいうべき自然条件を持っている。
火山噴火や地震、豪雨といった激しい変動は災害をもたら
す一方で、日本の自然に多様性を与え、生活文化を形成し
荻原 彰（教育学部教授）
てきたという側面を持つ．本講座では自然災害の発生のメカ
ニズムを扱うと同時に、災害に関連した文学、伝説，歴史へ
の影響を探り、自然科学・人文科学の双方から自然災害に
アプローチする。

三重県津市

6時間 平成25年7月13日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の理
科・社会科担当
教諭

三重大学

小中学校における生命教育

生命観を育成するには、学童期において動物の飼育体験を
通じた生きものと触れ合うこと、世話をしてよく観察すること、
そして、体のしくみについて正しく理解することが基礎とな
る。この講義では、小中学校理科の指導内容である「動物の
後藤 太一郎（教育学部教授）
誕生」および「動物の体のしくみとはたらき」をどのように教え
るか、教材・教具の工夫を中心に紹介する。受講者には、生
命観育成のために教育的価値のあるものは何かを考えても
らいたい。

三重県津市

6時間 平成25年7月13日

教諭

三重大学

校内連携、保護者との連携についてコーディネーターがどの
連携のためのコーディネーターの ような役割をはたすかについて、実習と講義を通じて学ぶ。
瀬戸 美奈子（教育学部准教授）
不登校や保健室登校といった子どもの問題への有効な援助
役割
を考える際に有用である。

三重県津市

6時間 平成25年7月13日

三重大学

計算機ネットワークの基礎

三重県津市

6時間 平成25年7月13日

三重大学

化石燃料の使用による地球温暖化や人類が作り出した化学
物質による環境汚染などの極めて深刻な問題から、循環型
社会への移行が必要であると認識されている。その実現の
後藤 正和（生物資源学研究科教授）
循環型社会を目指して-物質生産 ためには科学技術のみではなく社会システムの構築が必要
粟冠 和郎（生物資源学研究科教授）
から資源循環へである。ここでは、循環型社会を構築するための調和の取れ
波夛野 豪（生物資源学研究科教授）
た物質生産、バイオマス資源の利活用および環境保全の技
術や社会的意義について講義し、循環型社会構築のための
自然科学、社会科学を融合的に考える。

三重県津市

6時間 平成25年7月13日

三重大学

超重症児に対するコミュニケー
ション評価と教育的支援

近年、医療的ケアを濃厚に必要とされる障害の重い子ども
たち（超重症児）が増加しつつある。彼らは、働きかけに対す
る応答が乏しく、教育的支援の糸口を見いだすことが困難な
ことが多い。本講習では、超重症児とかかわる上で配慮す 菊池 紀彦（教育学部准教授）
べきこと（健康、環境など）や生理心理学的評価のあり方を
学ぶとともに、実際の支援方略についての理解を深めること
を目的とする。

三重県津市

6時間 平成25年7月13日

三重大学

体育の授業と学習を再考する

「競争・競技」・「できるーできない」・「運動の技術・技能」・
「ルール・工夫」・「からだ・体力」・「表現・即興」など、体育の
山本 俊彦(教育学部教授)
学習と指導に関わるテーマやキーワードを実践を通して問い
直すとともに、これからの授業づくりの問題や課題を考える。

三重県津市

6時間 平成25年7月13日

三重大学

インターネットを有効に活用するために、及び、キャンパス内
のネットワークを管理するために計算機ネットワークについ
ての技術を正しく理解することが不可欠である。本講習で
丁 亜希（教育学部教授）
は、それらの技術の基礎知識としてのネットワークアーキテ
クチャ、プロトコルなどについて勉強する。

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

9人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951457号

059-231-5520

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

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951458号

059-231-5520

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

6,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951459号

059-231-5520

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

小学校・中学校
の理科担当教諭

6,000円

16人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951460号

059-231-5520

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

小学校・中学校・
教諭・養
高等学校の教諭
護教諭
および養護教諭

6,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951461号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

教諭

高等学校教諭
（高等学校教諭
一種免許状（情
報）を有するもの
が望ましい）

6,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951462号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

教諭

小学校・中学校・
高等学校の理
科・社会科担当
教諭

6,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951463号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

幼稚園・小学校・
教諭 中学校・高等学
養護教 校・特別支援学
諭
校の教諭および
養護教諭

6,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951464号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

小学校の保健体
育科担当教諭

6,000円

40人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951465号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

三重大学

講習参加者が、学習者の立場となり、学んだことをまとめ・
発信するストーリーテリングの手法を習得する。実際に、１～
学習者のためのデジタルストー
２分程度のデジタル紙芝居を制作し、幼・小・中・高・特支学
須曽野 仁志(教育学部附属教育実践総合セン
リーテリング-学んだことをまと
三重県津市
校等で、児童生徒が授業で活用できるストーリーテリングの
ター教授)
め・発信するデジタル紙芝居の制
アイデアや手法を学ぶ。作品のテーマの一つとして、「我が
作教員生活をふり返って」を設定し、写真や手描き絵を使い、
ストーリーを制作する予定である。

三重大学

歌唱・発声教育

学校教員にとって、発声は重要な要素である。発声機能解
剖学に基づいた発声機能制御理論YUBA理論（発声制御理
論）を基に作られた発声機能制御実践法（YUBAメソッド）を
理解し、①音域拡張、②音量調節、③音程調節、④音化効
弓場 徹（教育学部教授）
率の向上（一息で多くの音符を歌う）、⑤明瞭な発音、⑥音
色の変化、といった歌唱基礎発声術と、歌詞唱への応用
法、歌唱音楽の作り方及び音痴矯正法などを実践的に学
び、その指導法に触れる。

三重大学

三重大学

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成25年7月13日

幼稚園・小学校・
教諭 中学校・高等学
養護教 校・特別支援学
校の教諭および
諭
養護教諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

40人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951466号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6,000円

50人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951467号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成25年7月13日

教諭

幼稚園教諭、小
学校・中学校・高
等学校・特別支
援学校の音楽科
担当および発声
法・発声機能を学
びたい教諭

1970年代以降のパブリックアート・アートプロジェクト・コミュ
図工美術教育理論の新展開—社 ニティアート等の社会にひらかれた美術の動向、芸術と教育
会に開かれた美術及び対話とし との関係をめぐる諸理論、及び模倣・表現・制作・対話という 山田 康彦（教育学部教授）
美術・芸術原理の思想を概観し、グループワークも取り入
ての美術の視点かられ、新しい図工美術教育理論と実践の方法を知る。

三重県津市

6時間 平成25年7月13日

教諭

幼稚園教諭、小
学校・中学校・高
等学校・特別支
援学校の図工お
よび美術科担当
教諭

6,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951468号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

設計工学

近年、機械構造物の設計において、進化的手法による最適
設計など様々な手法が取り入れられている。実構造物の設
松本 金矢（教育学部教授）
計問題を題材にそれらの設計手法について講義すること
で、技術科・工業科での話題を提供し、ものづくりについて考
える。

三重県津市

6時間 平成25年7月13日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の技術
科・工業科担当
教諭

6,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951469号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

三重県の岩石と地層

地質学は日常で触れる機会が少ないと考えられがちな分野
であるが，その対象である岩石や地層は石材としても，ま
た，野外でも観察できる．本講習では，岩石・地層の観察方 栗原 行人（教育学部准教授）
法と三重県の地質についての解説を行い，野外で実際に岩
石・地層の観察を行う．

三重県津市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の理科
担当教諭

6,000円

15人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951470号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

国語科の領域に「伝統的な言語文化と国語の特質に関する
事項」が新たに設けられた。古典的文学作品と並んで、教科
書には神話や民話が取り入れられている。それらの原型
小学校国語教科書の神話と民話 は、古事記・日本書紀、また各地の伝承文芸などに見られ 橋本 博孝（教育学部教授）
る。単独の物語として読むよりも、全体としての神話や民話
世界の中でどのような位置づけになっているかを知ったほう
が、指導に当たって有効であり授業にも深みが出る。

三重県津市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

36人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951471号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

学校における食育の推進

子どもたちの食生活の現状を捉えることから課題を見出し、
健全で豊かな食生活を実現するために必要な学校における
食育の在り方と効果的な進め方について理解する。また、具 磯部 由香（教育学部准教授）
体的な実践事例から、今後の食教育の実践方法について考
える。

三重県津市

6時間 平成25年7月27日

教諭・養 校の家庭科担当教
護教諭 諭、小学校・中学校・

6,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951472号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

中学校の数学科
担当教諭

6,000円

50人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951473号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

教諭 小学校・中学校
養護教 の教諭および養
諭
護教諭

6,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951474号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

小学校・特別支援学
校の教諭および中学
特別支援学校の養護
教諭

三重大学

中学校の数学教育

中学校の数学の授業を進めるにあたって、教材をどのように
捉えるか（何をこそ教えなければならないのか）、それをどの
中西 正治(教育学部教授)
ように実践につなげていくかなど、具体的な単元を取り上げ
て考える。

三重県津市

6時間 平成25年7月27日

三重大学

学校カウンセリング

第1に受講することによって日々の自分の学校教育活動を
振り返ること、第2に子どもの学級でのストレスを減少させた 岡田 珠江（教育学部附属教育実践センター准
三重県津市
り、子どもの異変を察知してすぐに対応したりできるようにな 教授）
ることが期待される。

6時間 平成25年7月27日

三重大学

コンピュータを活用したマークデザインの演習。ピクトグラム
図工・美術教育の新展開／コン
の効果、利点の解説から実際にマークデザインの授業を低 岡田 博明（教育学部教授）
ピュータを使用したデザイン表現
学年向けと高学年向けの２段階に分けた構成で行う。

三重県津市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小学校・中学校
の図工・美術科
担当教諭

6,000円

10人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951475号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

子どものコミュニケーション力に関する問題が取り上げられ
るなか、コミュニケーション力育成にどのような働きかけがで
きるのか、本講習で考えていきたい。受講生の皆さんには、
子どものコミュニケーション能力を
松浦 均（教育学部教授）
コミュニケーション力育成に関する活動を実体験していただ
育てる
中西 良文（教育学部准教授）
き、その後，それらを教室での実践に取り入れて行くにはど
うすればよいかを考えていただく機会を作りたいと考えてい
る。

三重県津市

6時間 平成25年7月27日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭

6,000円

60人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951476号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

三重県津市

6時間 平成25年7月27日

幼稚園・小学校・
教諭 中学校・高等学
養護教 校・特別支援学
校の教諭および
諭
養護教諭

6,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951477号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951478号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

教諭

小学校 ・中学校
・高等学校の社
会科、地理歴史・
公民科担当教諭

6,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951479号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

講習の開催地

時間数

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

三重大学

小学校学習指導要領では、体育保健分野の４～５学年で思
性(sexuality)を学ぶとは何をする 春期の心身の特徴を、また理科５学年でヒトの生命誕生を
扱うことになっている。これを基礎に、低学年から高学年ま 佐藤 年明（教育学部教授）
ことか？
でを通して人間のsexualityを学んでいくカリキュラムのあり
－小学校を中心に－
方や具体的な指導方法を考える。

三重大学

教育におけるICT（情報通信技
術）の活用

三重大学

社会科教育においては，地域性を踏まえた異文化理解学習
を実践することが求められている。取り上げる国・地域につ
いて，教員が実際に異文化体験を行い，それに基づいて授
社会科教育における異文化体験 業を行うことが望ましい。また，文献調査を行い仮想異文化
永田 成文（教育学部准教授）
体験を想定して授業を行うこともできる。
を活かした授業
本講習では社会科教育において，異文化体験や仮想異文
化体験を活用した授業を紹介し，受講者のそれぞれの校種
を想定した授業を構想する。

三重県津市

6時間 平成25年7月27日

三重大学

運動していない人に対して、運動・身体活動に対する考えを
良い方向に変えてから運動させようとする行動科学の手法
が着目されている。本講習ではさまざまな手法について解説
運動意欲を高める行動科学の手 し、手法の基盤となる行動科学についての理解を深めてい
重松 良祐（教育学部准教授）
く。この手法は、受講者本人だけでなく、学級通信や保健だ
法
よりを通して広く教育したり、生活リズムや体格を是正する
必要のある子どもに重点的に教育したりする際にも有用で
ある。

三重県津市

6時間 平成25年7月27日

小学校・中学校・
教諭 高等学校・特別
養護教 支援学校の保健
体育科担当教諭
諭
および養護教諭

6,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951480号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

講習参加者が、学習者の立場となり、学んだことをまとめ・
発信するストーリーテリングの手法を習得する。実際に、１～
学習者のためのデジタルストー
２分程度のデジタル紙芝居を制作し、幼・小・中・高・特支学
須曽野 仁志(教育学部附属教育実践総合セン
リーテリング-学んだことをまと
三重県津市
校等で、児童生徒が授業で活用できるストーリーテリングの
ター教授)
め・発信するデジタル紙芝居の制
アイデアや手法を学ぶ。作品のテーマの一つとして、「我が
作教員生活をふり返って」を設定し、写真や手描き絵を使い、
ストーリーを制作する予定である。

6時間 平成25年7月27日

幼稚園・小学校・
教諭 中学校・高等学
養護教 校・特別支援学
校の教諭および
諭
養護教諭

6,000円

40人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951481号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

はじめてのスペイン語

三重県内の外国人登録者総数の約半数はラテンアメリカ出
身者で占められており（総務省「在留外国人統計」）、学校教
育の現場においても、児童生徒との意思疎通や保護者への
連絡を目的としたスペイン語能力の獲得が教職員に求めら 小林 貴徳(愛知県立大学客員研究員、大阪経
三重県津市
れるようになっています。スペイン語入門者を対象とする本 済大学非常勤講師）
講習では、基本文法・語彙・会話表現などスペイン語の初歩
的な知識を習得し、実践的なコミュニケーション力をつけるこ
とを目指します。

6時間 平成25年8月7日

幼稚園・小学校・
教諭 中学校・高等学
養護教 校・特別支援学
諭
校の教諭および
養護教諭

6,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951482号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

小中学校理科の学習指導要領では、座学以外に学習内容
に則したものづくりや、観察・実験の充実が求められている。
本講座では、小中学校理科の物理分野の授業で活用可能
身近な素材を利用した科学工作
な科学工作を紹介し、その動作原理や実社会での応用事例 竹尾 隆（工学研究科教授）
と小中学校理科（物理分野）授業
を解説する。また、実際に入手が容易な材料を用いて「電
藤原 裕司（工学研究科准教授）
への応用
気」、「磁気」分野で利用可能な教材を作製し、「電気」や「磁
気」に関する知識を深めるとともに、実際の授業への展開を
検討する。

小学校・中学校
の理科担当教諭

6,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951483号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

三重大学

教育におけるICT（情報通信技術）の活用法を考える。簡単
なデジタル作品（パワーポイント教材、ポスター作品、プログ
下村 勉（教育学部教授）
ラム作品などから選択）を作成し、それをeラーニングシステ
ム（Moodle）を活用して、発表・交流・成果の共有をはかる。

三重県津市

6時間 平成25年8月7日

「生きる力」とキャリア教育

産業構造が激変する現代では、多角的な視点や柔軟な思
考能力、倫理観、道徳観を持ち、「生きる力」を備える必要が
ある。本講座では児童・生徒が「自分の考え」を構築しながら
「生きる力」を備えるために、キャリア教育の時代背景や理
宮崎 冴子(学生総合支援センター特任教授)
念、現代的課題、プログラム、評価のあり方等について学
び、演習する。キャリア教育の実践では、教諭と養護教諭が
連携して児童・生徒に対応する必要があるので、受講対象
は教諭・養護教諭とする。

三重県津市

6時間 平成25年8月7日

幼稚園・小学校・
教諭 中学校・高等学
養護教 校・特別支援学
諭
校の教諭および
養護教諭

6,000円

100人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951484号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

「生きる力」論批判

1996年中央教育審議会答申以来現在に至るまで、学校現
場で教育目標や教育実践の方法を語る際に当たり前のよう
に語られてきた「生きる力」を教師は鵜呑みにしてよいの
か？特に、人間の生きる営みを「力」として把握することは本
佐藤 年明（教育学部教授）
当に正しいのか？教育方法研究史・教育実践研究史の中で
人間が生きることと諸能力・諸資質・人格の諸側面の関係が
どう把握されてきたかを問い直すことを通じて、「生きる力」
論を徹底検証したい。

三重県津市

6時間 平成25年8月7日

幼稚園・小学校・
教諭 中学校・高等学
養護教 校・特別支援学
諭
校の教諭および
養護教諭

6,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951485号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

多文化共生が進む現在の教育現場では、日本語指導が必
要な子どもたちの問題に直面している。まず、三重県におけ
る日本語指導が必要な子どもたちの現状を踏まえ、彼らが
林 朝子(教育学部准教授)
抱えている問題点を日本語教育の視点を中心に取り上げ
る。また、彼らに必要な教育、効果的な指導方法についても
触れていきたい。

講習の開催地

時間数

講習の期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平251004951486号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

幼稚園・小学校・
教諭 中学校・高等学
養護教 校・特別支援学
校の教諭および
諭
養護教諭

6,000円

40人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951487号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

教諭

幼稚園・小学校
教諭および中学
校の保健体育科
担当教諭

6,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951488号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学
校・特別支援学
校の英語科担当
教諭

6,000円

10人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951489号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の社会
科担当教諭

6,000円

10人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951490号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学
校の数学科担当
教諭

6,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951491号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校・中学校・
高等学校で理系
科目を担当する
教諭

6,000円

24人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951492号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

スペイン語初級

三重県内の外国人登録者総数の約半数はラテンアメリカ出
身者で占められており（総務省「在留外国人統計」）、学校教
育の現場においても、児童生徒との意思疎通や保護者への
小林 貴徳(愛知県立大学客員研究員、大阪経
連絡を目的としたスペイン語能力の獲得が教職員に求めら
三重県津市
済大学非常勤講師）
れるようになっています。スペイン語既習者を対象とする本
講習では、基礎的な文法項目の復習、応用的な用法や実践
的な会話表現などを学びます。

6時間 平成25年8月9日

幼稚園・小学校・
教諭 中学校・高等学
養護教 校・特別支援学
諭
校の教諭および
養護教諭

6,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951493号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

Webプログラミング

Windowsの「メモ帳」を使ってWebページを制作し，正しい
XHTML＋CSSの使い方を学ぶ。後半は，PHPというプログラ
ミング言語を併用して，アクセスカウンタや，簡単な申込受付
システムを制作する。受講者はパソコンのキーボードやマウ 奥村 晴彦（教育学部教授）
スの操作に慣れていることを前提とするが，それ以上の知識
は仮定しない。Webでの情報発信の実務や，情報科・技術科
の指導に役立つ内容である。

三重県津市

6時間 平成25年8月9日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（学校
のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ担
当、或いはWebの
仕組みを学びた
い教諭）

6,000円

40人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951494号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

英詩入門

言語の本質的機能は伝達にある。だが、言語には概念喚起
作用を駆使して言語芸術を創造していく機能もある。英米文
学の中核を支える詩はその創造的機能に基づく暗示性豊か
な芸術テクストである。この講習では、英米の有名な詩をい 宮地 信弘(教育学部教授)
くつか紹介していく。具体的作品を味読し、英詩の魅力に触
れ、言語の創造的機能について認識を深めることをこの講
習の目的とする。

三重県津市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学
校の英語科担当
教諭

6,000円

15人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951495号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成25年8月7日

三重大学

講習参加者が、学習者の立場となり、学んだことをまとめ・
発信するストーリーテリングの手法を習得する。実際に、１～
学習者のためのデジタルストー
２分程度のデジタル紙芝居を制作し、幼・小・中・高・特支学
須曽野 仁志(教育学部附属教育実践総合セン
リーテリング-学んだことをまと
三重県津市
校等で、児童生徒が授業で活用できるストーリーテリングの
ター教授)
め・発信するデジタル紙芝居の制
アイデアや手法を学ぶ。作品のテーマの一つとして、「我が
作教員生活をふり返って」を設定し、写真や手描き絵を使い、
ストーリーを制作する予定である。

6時間 平成25年8月7日

三重大学

発育発達と運動

子供達の体力・運動能力の発育発達について運動生理学
およびバイオメカニクス的な観点から理解するとともに、子供
達の基本的な運動の動作様式を分析・検討し、体育授業に 八木 規夫（教育学部教授）
おける運動学習の在り方や、指導法について考える。簡単
な実技研修を含む。

三重県津市

6時間 平成25年8月7日

三重大学

コンピュータコーパスを利用した
英語研究

ここ20年ほどの間に急速に進展した（英語）コーパス言語学
の基礎を概説するとともに、（コーパス）データの収集と整
西村 秀夫(教育学部教授)
形、文字列検索の基礎、英語学習・英語教育への応用、
Web上の言語資産の活用などのトピックについて受講者に
hands-onの実習を課す。

三重県津市

三重大学

政治教育の諸問題

現代政治理論の議論をふまえたうえで、現状の政治教育の
問題点を指摘するとともに、今後の政治教育の望ましいあり
方についてかんがえる。政治教育をめぐる最近の論争の一 馬原 潤二（教育学部准教授）
端に触れることによって、授業内容をより充実させるための
基礎知識の涵養を目指す。

三重大学

初等整数論と無限小数

合同式は整数論においては基本的な学習内容である。合同
式から始めて、特に法が素数であるときは整数が、四則演
算を備える体の元であるかのように扱えることを示す。この
事実のいくつかの応用を示した後、無限循環小数へ応用す 露峰 茂明（教育学部教授）
る。整数の比である既約分数を考え、いつ無限小数になる
か、循環が最初から始まるか途中から始まるか、あるいは
循環節の長さはどうなるかなどについて考える。

三重大学

科学技術をわかりやすく解説し、理系科目への興味を引き
出します。内容は、発展の著しい電子社会を支えている電気
電子工学科の概要、知的画像処理（手書き文字認識，授業
科学技術の魅力 －エレクトロニ 映像）、医用電子工学（超音波画像診断，網膜用光断層画 鶴岡 信治（地域イノベーション学研究科教授）
クスのしくみと不思議－
像診断）、発光ダイオード(発光するしくみ，特徴と応用分
三宅 秀人（工学研究科准教授）
野）、薄型テレビ（液晶テレビ、プラズマテレビ、有機ELテレビ
の仕組み)などを話題に講義と工作実習，グループ討論，グ
ループでの簡単なコンピュータ実習を行う。

三重大学

受講者募集期間

30人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

日本語教育と多文化共生

三重大学

受講料 受講人数

6,000円

三重大学

三重大学

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校・中学校
の教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

三重大学

現代の子どもの心身における健康問題は複雑多岐に渡る。
特に、学校保健の立場から養護教諭は保健室において適
中西 唯公（医学部助教）
養護教諭のための保健室におけ
切な判断と対処が求められている。そこで、相談活動の基礎
土田 幸子（医学部助教）
る相談活動
となる技法と知識を学び、事例検討を演習を通して理解を深
める。

三重県津市

6時間 平成25年8月9日

三重大学

地誌学

地誌の意義、地誌の方法、さまざまな地誌について学ぶ。

三重県津市

6時間 平成25年8月9日

「生きる力」とキャリア教育

産業構造が激変する現代では、多角的な視点や柔軟な思
考能力、倫理観、道徳観を持ち、「生きる力」を備える必要が
ある。本講座では児童・生徒が「自分の考え」を構築しながら
「生きる力」を備えるために、キャリア教育の時代背景や理
宮崎 冴子(学生総合支援センター特任教授)
念、現代的課題、プログラム、評価のあり方等について学
び、演習する。キャリア教育の実践では、教諭と養護教諭が
連携して児童・生徒に対応する必要があるので、受講対象
は教諭・養護教諭とする。

三重県津市

6時間 平成25年8月9日

学校教育におけるゴルフの取り
上げ方と活動の工夫

ゴルフは、高等学校でターゲット型スポーツとして取り上げら
れ、また世代や性別を超えて広く愛好されていることから、
三重県では高校の選択制授業で取り上げられてきており、
小・中学校でもこれからの体育には生涯スポーツの観点か
らの内容や活動の工夫が求められる。さらに、中学校では
鶴原清志（教育学部教授）
選択体育や運動部活動、小学校では特別活動やクラブ活動
米川 直樹（教育学部特任教授）
で取り上げられる可能性があり、ここでは、「優しく・正確
に」、「どこでも・だれとでも」をねらいに工夫されたスナッグゴ
ルフを手掛かりに、ゴルフの学習の意義を考えると共に指導
法を理解する。

三重県津市

6時間 平成25年8月9日

学校でのストレス・マネジメント

学校におけるストレス・マネジメントがますます重要になって
きている。心理学の立場から、ストレスや感情、行動がおき
る仕組みを取り上げ、ストレスへの対処法やリラクセーション
望木 郁代（医学部講師）
法など、現場で活用できる内容を紹介する。認知行動療法
後藤 道子（医学部助教）
の初歩を理解し、技法を習得することで、教員自身、および
児童・生徒のこころの支援としての実践的な取り組みができ
るようになる。

三重県津市

6時間 平成25年8月9日

三重大学

学校文化とジェンダー

１）ジェンダーについて基本的理解を得、セックスとジェン
ダーの差異を明確にする。
２）学校文化における「隠れたカリキュラム」とは何かを知り、
どのように対処すべきかを講義、ブレインストーミングを通し
て考察・討論する。
花見 槇子（国際交流センター特任教授）
３）ジェンダーをめぐる生徒指導のあり方を考察・討論する。
４）日本社会のジェンダーを異文化におけるジェンダーと比
較する。
５）参加者は、家庭、職場、地域社会で自分が果たす役割に
ついて省察して来ること。

三重県津市

6時間 平成25年8月9日

三重大学

中学校・高等学校の国語科にお
ける読むことの学び

中学校及び高等学校の国語科における読むことの教材が
持つ価値を具体的に考察し、指導内容を検討する。これまで
に示されてきた、国語科教育に関する様々な研究成果をふ 守田 庸一（教育学部准教授）
まえて、かつ、今日の国語科の諸課題を意識して、これから
の読むことの学びについて考える。

三重県津市

三重大学

発展学習（活用型学習）の基本的なコンセプトについて理解
発展学習（活用型学習）の授業づ
し、授業づくりの方法論を具体的に指導案づくりを通して習 森脇 健夫（教育学部教授）
くり
得する。

三重大学

DNAやアミノ酸配列データを使って生物の系統関係を明らか
にしようとする分子系統学によって生物学の世界は大きく変
貌しようとしています。本講習では実際にコンピュータを使っ
コンピュータを使って分子系統樹
てDNA塩基配列データから系統樹を作ってみます。その作 高松 進(生物資源学研究科教授)
を作成する
業を通じて，分子系統学とは何かを学ぶとともに、この学問
分野を通じて新たに明らかになってきた生物進化に関する
知見の一端を学びます。

三重大学

三重大学

三重大学

三重大学

小学校国語科の授業

宮崎 清(教育学部教授)

小学校国語科の内容は多岐にわたる。なかでも、一昨年度
の教科書から取り入れられた古典教材の扱い、全国学力学
習状況調査の設問と日常の授業とのかかわりなどについ
橋本 博孝（教育学部教授）
て、現場では真剣な試行錯誤が続けられている。国語科に
求められている学力の内容を具体的な実践を通して考えた
い。

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

小学校・中学校・
養護教
高等学校の養護
諭
教諭

6,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951496号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

小学校・中学校・
高等学校の社会
科、地理歴史科
担当教諭

6,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951497号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

幼稚園・小学校・
教諭 中学校・高等学
養護教 校・特別支援学
校の教諭および
諭
養護教諭

6,000円

100人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951498号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

小学校・中学校・
高等学校の保健
体育科担当教諭

6,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951499号

059-231-5520

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教
支援学校の教諭
諭
および養護教諭

6,000円

50人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951500号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校の教諭

6,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951501号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学
校の国語科担当
教諭

6,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951502号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951503号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の理科
担当教諭

6,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951504号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

36人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951505号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

教諭

教諭

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

現代社会の経済問題を理解するために、財政の三つの役
割、すなわち、資源配分の調整、所得の再分配、経済の安
定について解説する。それを踏まえ、財政赤字また課税の
森 俊一(人文学部特任教授)
あり方を考えるあたって、重要ないくつかの論点を取り上げ
て解説する。社会の諸問題を知るだけでなく、論理的に考え
ることの重要性が再認識されることを講習のねらいとする。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

三重県津市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校・高等学
校の社会科担当
教諭

6,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951506号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

英語の授業を英語で行うことの必要性，その効果，そしてそ
の具体的な技法及び英語運用能力の伸長の仕方につい
英語の授業を必要に応じて英語 て，ワークショップの要素を取り入れながら進める。授業全て
早瀬 光秋（教育学部教授）
を英語でというスタンスではなく，言語切り替え(codeで行う技法
switching)の重要性にも言及する。また，英語での授業が少
ないと思われる現状について触れその原因も探りたい。

三重県津市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校・高等学
校・特別支援学
校の英語科担当
教諭

6,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951507号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

社会の変化とともに、スポーツライフスタイルの構築が学校
体育の目標としての取り上げられるようになっている。バ
レーボールは生涯スポーツとして親しまれてきているが、
生涯スポーツとしてのバレーボー ボール操作やコート空間の活用（お見合い現象）の問題、
大隈 節子（教育学部講師）
チームとしてのプレイの構成と継続など指導上の問題も少な
ルの楽しみ方を探求する
くない。本講習は、実践を交えながら、小学校から中学校へ
の接続なども含めバレーボールの練習方法や指導方法に
ついて検討する。

三重県津市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校・中学校
の保健体育科担
当教諭

6,000円

28人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951508号

059-231-5520

三重大学

経済学入門

この講義の目的は日々の生活で必要不可欠な経済の基礎
知識について学習し、新聞やニュースで昨今よく耳にする経
済問題について議論することでそれらの問題への考察を深
内田 秀昭（教育学部准教授）
めることである。正確な知識の習得に加えて、授業の中で生
徒にわかりやすく説明し、興味をもたせるための手法につい
ても併せて講義する。

三重県津市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校・高等学
校の社会科担当
教諭

6,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951509号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

算数教材研究

小学校算数科「数と計算」領域の教材研究を行います。「十
進位取り記数法」の原理を適確に表すシェーマ（タイル）を用
い、足し算・引き算の授業づくりを考えます。また、「量の体
田中 伸明（教育学部准教授）
系」に基づくシェーマ（掛け割り図）を用い、掛け算・割り算の
授業づくりについても考えます。足し算・引き算・掛け算・割り
算の背景にある教材理論を学びます。

三重県津市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951510号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

解析学はいまや、社会のあらゆる場面で現象の解析等に用
川向 洋之（教育学部准教授）
解析学を楽しむ －無限，級数， いられ、それが現代社会に果たす役割は、益々大きくなって
玉城 政和（教育学部准教授）
積分のひろがり－
いる。本講習では解析学の醍醐味を、無限・級数・積分と
肥田野 久二男（教育学部准教授）
いったテーマを基にして、受講者と共に堪能したい。

三重県津市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校・高等学
校の数学科担当
教諭

6,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951511号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

新しい衣生活を設計するためのITを利用した教育の一つとし
て，ユビキタスネット社会を迎えたときの衣服設計・選択情報
を取り上げる。家庭生活の中で家族と共に個人対応型の衣
３次元着装シミュレ－ションによる
生活を実現する方法として，３次元人体計測から着装シミュ 増田 智恵（教育学部教授）
衣服設計と選択
レ－ションなどを展開する。簡単な実習も含めて，衣服の構
成・素材・デザインの基礎的情報から心理的なデザインイメ
－ジ評価までを試みる。

三重県津市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校・高等学
校の家庭科担当
教諭

6,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951512号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

教育の諸相と児童・生徒理解

教育心理学の理論に基づいて教育の意義と重要性につい
て考察し、教育の諸相を心理学的に理解した上で、とりわけ
教員の児童・生徒理解や動機づけの課題に焦点をあて、そ 益川 優子（高等教育創造開発センター特任講
三重県津市
の視点・方法・留意点等について検討する。このことを通し 師）
て、現代における教育実践上の諸問題に適切に対応してい
くための教員の基本的姿勢や方略について考究する。

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951513号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

学校文化とジェンダー

１）ジェンダーについて基本的理解を得、セックスとジェン
ダーの差異を明確にする。
２）学校文化における「隠れたカリキュラム」とは何かを知り、
どのように対処すべきかを講義、ブレインストーミングを通し
て考察・討論する。
花見 槇子（国際交流センター特任教授）
３）ジェンダーをめぐる生徒指導のあり方を考察・討論する。
４）日本社会のジェンダーを異文化におけるジェンダーと比
較する。
５）参加者は、家庭、職場、地域社会で自分が果たす役割に
ついて省察して来ること。

6時間 平成25年8月21日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校の教諭

6,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951514号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

財政の役割について

三重大学

三重県津市

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

三重大学

三重大学

三重大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

一般市民に対する救急蘇生法は、世界的には２０１０年に変
更になりましたので、その考え方を説明します。窒息、溺水
救命処置・窒息・熱中症・溺水・イ
の予防法、熱中症対策、インフルエンザ対策についての考 丸山 一男（医学系研究科教授）
ンフルエンザ
え方を解説し、教育現場での実践のお役に立てればと考え
ております。

学校でのストレス・マネジメント

学校におけるストレス・マネジメントがますます重要になって
きている。心理学の立場から、ストレスや感情、行動がおき
る仕組みを取り上げ、ストレスへの対処法やリラクセーション
望木 郁代（医学部講師）
法など、現場で活用できる内容を紹介する。認知行動療法
後藤 道子（医学部助教）
の初歩を理解し、技法を習得することで、教員自身、および
児童・生徒のこころの支援としての実践的な取り組みができ
るようになる。

（１） コンピュータによる数値計算の常識事項について知識
を深める。
パソコンによる数値計算と統計処 （２） 統計的検定における基本事項について説明する。
谷口 礼偉（教育学部特任教授）
（３） 架空の試験の得点データなどを使って、MS Excel によ
理
り統計的検定を行う。

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

三重県津市

6時間 平成25年8月21日

幼稚園・小学校・
教諭 中学校・高等学
養護教 校・特別支援学
校の教諭および
諭
養護教諭

6,000円

120人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951515号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成25年8月21日

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教
支援学校の教諭
諭
および養護教諭

6,000円

50人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951516号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の算数
科・数学科担当
教諭

6,000円

15人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951517号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

講習の開催地

時間数

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

三重大学

小学校国語科の授業

小学校国語科の内容は多岐にわたる。なかでも、一昨年度
の教科書から取り入れられた古典教材の扱い、全国学力学
習状況調査の設問と日常の授業とのかかわりなどについ
橋本 博孝（教育学部教授）
て、現場では真剣な試行錯誤が続けられている。国語科に
求められている学力の内容を具体的な実践を通して考えた
い。

三重県津市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

36人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951518号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

オリンピック選手の強化・育成等に関わってきた経験とこれ
までの研究成果をもとに運動生理学，トレーニング論に基づ
スポーツ指導に活きるスポーツ科
くスポーツ科学の要点を概説し，あわせてグループワークを 杉田 正明（教育学部教授）
学
通して，指導現場における実践的指導力を向上させることを
狙いとした講習としたい。

三重県津市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中学校・高等学
校の保健体育科
担当教諭

6,000円

35人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951519号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校の理科担
当教諭

6,000円

12人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951520号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

近年、児童の理科離れが問題視されているが、子供たちが
自然の中で生命現象のふしぎを身近に感じる環境が無く
なってきていることと共に、学校教育の場においても実験用
生物の収集や管理の困難さなどから生物実験が行われなく 神原 淳（生物資源学研究科教授）
なってきていることも一因と考えられる。本講座では、簡単な
設備で身近な生物を使ってできる実験を体験し、今後、学校
で実施される理科教育の一助とする。

三重大学

身近な生物実験講座

三重大学

最近の日本では、地震や台風等，多くの自然災害によって
人命、財産が失われてきた。これは、理科４科目（物理・化
災害大国日本における地学教育 学・生物・地学）のうち、地学のみが極端に軽視されてきた 葛葉 泰久（生物資源学研究科教授）
の重要性
我が国の理科教育と無関係ではない。本講習では、それら 立花 義裕（生物資源学研究科教授）
の災害のメカニズムを考えるとともに、自然災害に対する心
構えについても述べる。

三重県津市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の理科
担当教諭

6,000円

40人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951521号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

解析学はいまや、社会のあらゆる場面で現象の解析等に用
川向 洋之（教育学部准教授）
解析学を楽しむ －無限，級数， いられ、それが現代社会に果たす役割は、益々大きくなって
玉城 政和（教育学部准教授）
積分のひろがり－
いる。本講習では解析学の醍醐味を、無限・級数・積分と
肥田野 久二男（教育学部准教授）
いったテーマを基にして、受講者と共に堪能したい。

三重県津市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中学校・高等学
校の数学科担当
教諭

6,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951522号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

消費生活には、人間の多様な側面（多様な人間らしさ）が展
開します。それらのなかに「目的をもって設計して生きる」人
物(消費)の意味を通してみる多様 間らしさを置いてみることの大切さ、ならびに子どもや生活
乘本 秀樹（教育学部教授）
な人間像
展開を見守る人々が観察し解釈し合うことの大切さについ
て、講義します。この授業によって子どもや家族の日々の行
動を見る力が豊かになることを、期待しています。

三重県津市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の家庭
科担当教諭

6,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951523号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

小学校・中学校の社会科と高等学校の公民科の教育におい
て、新聞をどのように活用したらよいかについて講義する。
受講者は講習において新聞を活用した学習を実際に体験す
る。具体的には、講義においては、NIEの意義と方法、社会
山根 栄次（教育学部教授）
科における具体的な活用法を示す。新聞を活用した学習体
験としては、「株式学習ゲーム」と「新聞切り抜き作品」作成
をする。講習により、社会科・公民科における新聞活用につ
いての知識と技能が身に付く。

三重県津市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の社会
科・公民科担当
教諭

6,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951524号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

社会科・公民科の授業とNIE

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

三重大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

本講習では、乳幼児期における社会性の発達について最新
の研究及び知見を紹介し、受講者に社会性の発達に関する
基本的知識を提供するとともに，受講者が子どもに対する見
発達的視点から見た乳幼児期の
方を改めて振り返る機会をつくる。特に近年，発達障害への 吉田 真理子(教育学部講師）
社会性の理解とその支援
関心の高まりに伴って社会的能力が重視されつつあるなか
で、子どもを固定的に見るのではなく，発達・変化しうる存在
として支援するための手がかりを提供したい。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

三重県津市

6時間 平成25年8月22日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校の
教諭

6,000円

25人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951525号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成25年8月27日

教諭

中学校・高等学
校の理科担当教
諭

6,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951526号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

遺伝情報と抗体情報

三重大学工学部分子素材工学科の研究内容のうち、臨床
検査薬としての分子素材であるモノクローナル抗体の作成
法を紹介すると共にこれを用いた実験を行う。ついで分子素
水谷 隆治(名古屋市立大学名誉教授
材として有望な遺伝情報に関わるリボ核酸やDNAについ
三重大学非常勤講師)
て、その重要論文を輪読しながら、その構造と機能について
述べる。また、抗体の多様性が生ずる原理について原著論
文を輪読する。

三重大学

学びの意味を大切にした小学校
体育の授業づくり

運動実践を通して身体で感じる気づきを手がかりとしなが
ら、いつの間にかそういうものだと思い込んで取り組んでい
る自らの体育授業についての問題（性）を浮き彫りにしてい
岡野 昇（教育学部教授）
く。あわせて、「対象世界との対話（世界づくり）」と「他者との
対話（仲間づくり）」と「自己との対話（自分づくり）」が三位一
体となるような小学校体育の授業づくりについて学ぶ。

三重県津市

6時間 平成25年8月27日

教諭

小学校の保健体
育科担当教諭

6,000円

40人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951527号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

原子力と放射線

福島第一原発事故を踏まえ、原子力問題、放射線について
教育現場で取り上げる際の基礎的な情報を提供する。原子
力については広くエネルギー問題を概観し、その上で原子
松岡 守（教育学部教授）
力の位置づけ、そして各種の原子力技術について触れる。
放射線については放射線の利用、危険性を概観したうえで、
霧箱実験、身の回りの放射線測定実習を行う。

三重県津市

6時間 平成25年8月27日

教諭

小学校・中学校
の理科、技術・家
庭科担当教諭

6,000円

15人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951528号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

「ゆとり教育」言説批判

「ゆとり教育」は、公式の教育政策用語ではないのに、199899年版学習指導要領にもとづく教育課程を指す語として執
拗に使われてきた。
①2000年代教育課程に「ゆとり」はあったのか？②俗称「ゆ
佐藤 年明（教育学部教授）
とり教育」（2000年代教育課程）への批判は妥当だったか？
この２点の検討を通じて、当該世代の学習者に否定的影響
を与えている「ゆとり教育」言説・「ゆとり教育批判」言説に対
して教師として客観的判断を下してほしい。

三重県津市

6時間 平成25年8月27日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭

6,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951529号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

身近な植物観察と学校における
その実践方法

自然に親しむ機会が減少している今日では、理科における
自然観察体験の重要性はますます高まると考えられてい
る。この講習では、野外の植物を対象とした観察実習を行
平山 大輔（教育学部准教授）
い、身近な自然についての理解を深めると同時に、学校で
の効果的な実施方法について、具体的な事例を挙げて紹介
することを目的とする。

三重県津市

6時間 平成25年8月27日

教諭

小学校・中学校
の理科担当教諭

6,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951530号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

解析学はいまや、社会のあらゆる場面で現象の解析等に用
川向 洋之（教育学部准教授）
解析学を楽しむ －無限，級数， いられ、それが現代社会に果たす役割は、益々大きくなって
玉城 政和（教育学部准教授）
積分のひろがり－
いる。本講習では解析学の醍醐味を、無限・級数・積分と
肥田野 久二男（教育学部准教授）
いったテーマを基にして、受講者と共に堪能したい。

三重県津市

6時間 平成25年8月27日

教諭

中学校・高等学
校の数学科担当
教諭

6,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951531号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

男女共同参画社会の形成に係る現状と課題について、我が
国の取組のあゆみ及び国際比較の諸データを通して考察し
男女共同参画社会の形成と学校 男女共同参画社会の形成における初等、中等教育の果た
鈴山 雅子（三重大学非常勤講師）
教育
す役割について理解を深める。また、様々な事例を通してグ
ループワークにより、発達段階に応じた指導のあり方につい
て具体的に検討する。

三重県津市

6時間 平成25年8月27日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭・養
校・特別支援学
護教諭
校の教諭および
養護教諭

6,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951532号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

平家物語（テキストは新潮日本古典集成）の中で、維盛・重
平家物語の人物造型 -維盛・重
衡・宗盛・知盛の人物造型について、有名な場面を読解する 松本 昭彦（教育学部教授）
衡・宗盛・知盛ことを通して、平家物語全体の構造を考察する。

三重県津市

6時間 平成25年8月27日

教諭

中学校・高等学
校の国語科担当
教諭

6,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951533号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

現代の消費生活と消費者の自立

三重県津市

6時間 平成25年8月27日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の家庭
科担当教諭

6,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951534号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

現代の消費生活について、主に消費者問題の視点からとら
えその要因を探り、消費者教育の必要性について考える。
また、消費者教育の概念、内容、方法、学習指導要領にお
吉本 敏子(教育学部教授)
ける消費者教育のねらいを理解し、授業実践例や教材を参
考にしながら、家庭科における「消費と環境」の学習の授業
構想や教材の工夫ができるようになることを目指す。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

三重大学

教師は、今日保護者をはじめ広範囲の地域社会を相手に危
機的な現実にも直面しながら学級内外での役割を果たして
いる。本講習ではこれらの教師役割を捉え直すために、学
組織としての学校・学級の教師役 校や教室内外の具体的事象を社会学の目で検討する場を
蓮尾 直美(教育学部教授)
提供したい。また緊急に解決すべき課題としての被虐待児
割を考える
への対応について、児童相談所長を招き地域関係機関との
連携に関する講話を含め、組織としての学校をめぐる課題
点について集団討論を試みる。

三重大学

流れのシミュレーションとその応
用

各種産業分野、地球環境問題において流れの現象が個々
の分野の抱える問題解決に深く関わっている。本講座では
流体の運動に関する理論を簡潔に説明し、それらの原理に
辻本 公一(工学研究科教授)
基づく流れのシミュレーション技法について解説する。最新
のシミュレーションの成果を通して、シミュレーションの持つ
有効性、可能性について学ぶ。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

三重県津市

6時間 平成25年8月27日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭

6,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年4月30日

平251004951535号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成25年9月28日

教諭

中学校・高等学
校の理科担当教
諭

6,000円

30人 平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951536号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成25年9月28日

教諭

小学校・中学校
の理科担当教諭

6,000円

28人

平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951537号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成25年9月28日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の家庭
科担当教諭

6,000円

30人

平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951538号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

教諭

小学校・中学校・
高等学校の保健
体育科担当教諭

6,000円

30人 平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951539号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

幼稚園・小学校・
教諭 中学校・高等学
養護教 校・特別支援学
諭
校の教諭および
養護教諭

6,000円

30人

平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951540号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

理科の苦手な教師が、より積極的にかつ安全に実験指導が
三重大学

三重大学

三重大学

三重大学

三重大学

三重大学

三重大学

行えるように、小・中学校の教科書で取り扱う物理と化学の
牧原 義一（教育学部教授）
教員のための物理と化学の基礎
分野の内容に関連した簡単な実験を行って、基礎的な実験
新居 淳二（教育学部教授）
実験
操作、実験の進め方、実験結果の取り扱い方について学
ぶ。

家庭科教育の理論と実践

人間が生きることに深くかかわる家庭科教育は、複雑多様
な現代社会において、未来を担う子どもたちが主体的な生
活者となれるよう、生活実践力を育成することを目指してい
る。本講習では、家庭科教育の在り方を理論と実践の両面
から探求し、調理実習などの体験的な学習を適宜取り入
れ、カリキュラム、教材、授業開発への視点を養いたい。

体つくり運動の理論と実践

「体つくり運動」は学習指導要領で小学校1年生から必修で
あり、体ほぐしの運動の他に小学校低・中学年において「多
様な動きをつくる運動（遊び）」が位置づけられている。また
高学年での体力を高める運動に関しても運動を楽しむ、気
後藤 洋子（教育学部教授）
持ち良さを体験する視点が重視され、運動の課題や教材に
一層の工夫が求められている。本講座では「体つくり運動」
の基本的なとらえ方、および運動課題や教材等について実
践を通して考えていく。

三重県津市

6時間 平成25年9月28日

統計解析入門

教育現場において蓄積されている様々なデータは、それを
適切に解析・分析することにより、教育・学校運営等の計画
に役立てることができると考えられる。本講習では、統計的
推測の基本的な概念、平均・分散・相関・ヒストグラム、検
萩原 克幸（教育学部准教授）
定、回帰分析などの基本的な考え方とそれらを通したデータ
の分析の方法をコンピュータによる実習を踏まえて理解す
る。

三重県津市

6時間 平成25年9月28日

はじめてのゲーミング

本講では、児童（生徒）主導型の授業形式であるゲーミング
について、はじめて触れる教員を対象に紹介をしていきま
す。ゲーミングはあらかじめ設計した世界のなかで児童（生
徒）が主体的に行動することで、その世界に横たわるルール
南 学（教育学部教授）
やしくみを感じ取りながら学んでいく方法です。受け身の授
業よりも意欲が高まり、深く理解させやすい利点がありま
す。本講習では、なるべく実際にゲーミングをしながら、その
可能性を体験することを目標とします。

三重県津市

6時間 平成25年9月28日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

30人

平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951541号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

論理トレーニング

本講習では、論理を狭義の数学的な記号論理学が扱う論証
の妥当性よりは広く、換言、例示、補足、理由・帰結などの、
文と文の接続関係と捉え、日本語の文章を読んでそれらの
秋元 ひろと（教育学部教授）
関係を適切に把握するトレーニング、それらの関係を適切に
表現して日本語の文章を書くトレーニングを行い、各校種・
教科の教員の論理的な日本語運用能力の向上を目指す。

三重県津市

6時間 平成25年9月28日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

25人

平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951542号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成25年10月5日

教諭

小学校の音楽科
担当教諭

6,000円

25人 平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951543号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

小学校音楽科の授業づくり

林 未和子（教育学部准教授）

小学校音楽科の授業づくりについて、その基本的な考え方
を理解し、授業をつくる力を身につけることを目標とする。と
りわけ、小学校音楽科の授業における３つの授業構成法を
中心に講義を行う。また、教師の教授行為と学習活動の工
川村 有美（教育学部准教授）
夫という点についても触れる。さらに、教育現場から要望の
多い鑑賞指導の視点、リコーダーとリズム学習の具体的な
指導ポイントについても触れる。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

三重大学

弾き歌いとピアノ伴奏法

教師のピアノ伴奏の良し悪しは児童・生徒の表現力に大き
な影響を与える。本講習は、教師の音楽の授業に求められ
るピアノ実技能力の向上を目的とし、楽曲におけるピアノ伴 兼重 直文（教育学部教授）
奏の役割を講義するとともに、弾き歌い、教材のピアノ伴奏
の個人実技指導を行なう。

三重県津市

6時間 平成25年10月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の音楽
科担当教諭

6,000円

20人

平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951544号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

図画工作•美術教育における基本的な絵画技法の確認と、
絵の具の組成や特徴についてのレクチャーを行う。また、新
図工•美術教育のための素材実 しい表現のバリエーションを広げる事を目的として、アクリル
関 俊一（教育学部准教授）
習/アクリル表現のバリエーション 絵の具とメディウムを使用した実習を行う。アクリル樹脂の
特徴と効果を理解し、実際の指導でどのように画面作りや造
形に反映させられるか考えてみる。

三重県津市

6時間 平成25年10月6日

教諭

小学校・中学校
の図工・美術科
担当教諭

6,000円

10人 平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951545号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

英語学習者論

英語教育における英語学習者に関する理論的な知識を獲
得する。外国語学習において動機付け、不安感といった情
意的要素が学習に与える影響などについて学ぶ。また学習 荒尾 浩子（教育学部准教授）
者が英語学習に内発的な動機付けを高めることができるよ
うな題材についても考える。

三重県津市

6時間 平成25年10月12日

教諭

中学校の英語科
担当教諭

6,000円

15人

平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951546号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

古武術的身体操法の開発

本講義は、地球上にある重力を利用し、リラックスすることで
如何に筋に負担をかけずに素早い動作が可能になるかを
実験データに基づいて説明する。また、身体各部を自由に 脇田 裕久（教育学部特任教授）
操るには如何に力を抜くことが重要であるかを運動学的な
理論を通じて理解するとともに体験する。

三重県津市

6時間 平成25年10月12日

教諭

幼稚園教諭、小
学校・中学校・高
等学校・特別支
援学校の保健体
育科担当教諭

6,000円

30人

平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951547号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

近年、実証精度の向上によって天下統一の画期・指標として
評価されてきた諸事象―太閤検地・惣無事令など―につい
織田・豊臣政権論-激動期をどの
ては、そのすべてが批判の対象となっている。研究の現状と 藤田 達生（教育学部教授）
ように教えるか問題点を解説し、それに基づく新たな視点を提示して授業の
参考にしたい。

三重県津市

6時間 平成25年10月12日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の社会
科担当教諭

6,000円

50人

平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951548号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

理科授業論

はじめに、理科の学習対象である「科学」とは何かを考える。
そして、科学を伝えるという視点から、理科授業を再考する。
具体的には、科学とはどのような営みか、科学的と非科学的
平賀 伸夫（教育学部教授）
の違い、科学的な態度とはどのようなものか等について、講
義、受講者同士のディスカッション、観察・実験を通して見識
を深め、理科授業への活用のしかたを検討する。

三重県津市

6時間 平成25年10月12日

教諭

小学校・中学校
の理科担当教諭

6,000円

16人

平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951549号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

敬語を授業で取り上げる際の留
意点

2007年、文化審議会が｢敬語の指針｣の中で答申した敬語
の新しい５分類(尊敬語・謙譲語Ⅰ・謙譲語Ⅱ・丁寧語・美化
語)を待遇表現の枠組みから捉えることで、各分類の特徴を 余
わかりやすく押さえると共に小・中の国語の時間に取り上げ
る際の問題点を具体的に検討する。

三重県津市

6時間 平成25年10月12日

教諭

小学校・中学校
の国語科担当教
諭

6,000円

20人

平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951550号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

地形図作業と現地見学から考え
る地域の環境と防災

小学校社会科、中高地理および地学教科書や資料におい
てよく見られる典型的な地形と自然環境について、地形図作
業を通しての理解の仕方を考える。また、図作業を行った地
形図の地域に赴き、現地における地形をはじめとする自然 宮岡 邦任（教育学部教授）
環境の確認を行うとともに人間生活と自然環境の相互関係
などについて見学を行い、地理学を活用した環境・防災教育
への展開の可能性について考える。

三重県津市

6時間 平成25年10月12日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の社会
科（地理）・理科
（地学）担当教諭

6,000円

12人 平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951551号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

美術教育における、レリーフ制作の可能性を実制作を通して
考察する。石膏を素材に用いたレリーフ制作は技術的には
比較的容易である為、どの学年の中学生にも無理なく授業
美術教育のための素材演習／石 を行う事が出来る。物と空間の関係を認識することや、表現
奥田 真澄（教育学部准教授）
膏レリーフ制作
における意外性の大切さを学ぶ。それを学年に合わせて、
どのように変化させて、活用出来るのかを考えていく。また、
石膏の基本的な扱い方と、レリーフ作品の特質についての
解説も行う。

三重県津市

6時間 平成25年10月12日

教諭

中学校の美術科
担当教諭

6,000円

7人 平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951552号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

整数の剰余類と群論の初歩

整数の剰余類の乗法群を主な題材にして、群論的な考え方
について解説する。特に「元の位数」が中心テーマになる。
古関 春隆（教育学部教授）
また置換の群も取り上げ、シャッフルの位数などについても
考える。

三重県津市

6時間 平成25年10月12日

教諭

高等学校の数学
科担当教諭

6,000円

30人 平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951553号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

鑑賞教育

近年、学習指導要領の改訂によって、中学校・高等学校の
美術教育における鑑賞教育の重要性が以前にも増して高
まってきている。そこで、この講習では、日本美術を対象とし
て取り上げ、美術作品の鑑賞および教育の方法について検 山口 泰弘（教育学部教授）
討するとともに、日本の美術や伝統と文化に対する理解を深
め、美術を通した国際理解を深める方法についても考察して
いく。

三重県津市

6時間 平成25年10月12日

教諭

中学校・高等学
校の美術科担当
教諭

6,000円

15人

平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951554号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

健（教育学部准教授）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者
幼稚園・小学校・
教諭 中学校・高等学
養護教 校の家庭科・給
食指導担当教諭
諭
および養護教諭

三重大学

おいしく食べるとは？

普段何気なく食べている食べ物の「おいしさ」とは何かを考
える。おいしさに関わる要因について分析する。また、簡単
平島 円（教育学部准教授）
な実験を行いながら、理論と組み合わせて、調理することの
意義やおいしさを作り出す方法について考える。

三重県津市

6時間 平成25年10月12日

三重大学

情報技術を活用したものづくり

ものづくりにおける構造設計段階に着目します。ブリッジコン
テストを題材としてコンピュータを活用した強度設計、そして
中西 康雅（教育学部准教授）
製作、強度評価という実習を手がかりとして、現代のものづく
りと情報技術の関係について学びます。

三重県津市

6時間 平成25年10月12日

教諭

三重大学

音楽のしくみと表現

童謡や歌唱教材から西洋音楽における古典派やロマン派な
どの器楽曲や管弦楽曲等を作曲的見地に基づき楽曲分析
する。それぞれの楽曲構造を読み解くことによって、それら
の音楽に共通する文脈を再確認し、演奏表現の可能性につ
森川 孝太朗（教育学部准教授）
いても考えていく。
また、数名ずつのグループに分かれ、講習日当日に提示す
る課題曲をリコーダーや簡易打楽器等の教材楽器による器
楽合奏曲に編曲し、演奏発表する。

三重県津市

6時間 平成25年10月12日

教諭

鈴鹿短期大学

養護教諭対象選択講習Ⅰ

以下の内容について講習を行います。
南川 惠子（非常勤講師）
①健康相談活動の理論と実践について
②健康診断情報を生かした健康管理、学校保健委員会での 西 英明（鈴鹿医療科学大学非常勤講師）
報告を生かすには

三重県鈴鹿市

6時間 平成25年8月20日

鈴鹿短期大学

養護教諭対象選択講習Ⅱ

保健室（養護教諭）からの情報発信を目指し、さまざまな教
育関連データを基にExcelで簡単な分析が行えるように、統
計の基礎（平均、分散、相関など）理解を深め、Excelでデー 川又 俊則（教授）
タの分析を行い、社会調査方法を学ぶ。また、子どもの病気 川瀬 昌宏（三重聖十字病院医師）
の理解と保健室の対応や子どもの心の発達の理解と大人
の関わり方について学ぶ。

三重県鈴鹿市

鈴鹿短期大学

養護教諭対象選択講習Ⅲ

保健室経営は養護教諭の一つの役割であり、活動を支える
基盤ともなっている。今日的な健康課題から自校の保健室
大野 泰子（講師）
経営の実践を振り返り、その運営について協議を交える。ま
永石 喜代子（准教授）
た、フィジカルアセスメントと事例に基づく救急処置や、医療
ケアといった養護教諭が行うヘルスケアについて体験する。

鈴鹿短期大学

鈴鹿短期大学

鈴鹿短期大学

高田短期大学

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

32人

平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951555号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

中学校・高等学
校の技術科・工
業科担当教諭

6,000円

10人 平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951556号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

小学校・中学校・
高等学校の音楽
科担当教諭

6,000円

24人 平成25年8月19日～
平成25年8月23日

平251004951557号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

養護教
養護教諭
諭

6,000円

30人 平成25年5月21日～
平成25年6月20日

平253521550722号

059-372-3900

http://www.suzukajc.ac.jp/

6時間 平成25年8月21日

養護教
養護教諭
諭

6,000円

30人 平成25年5月21日～
平成25年6月20日

平253521550723号

059-372-3900

http://www.suzukajc.ac.jp/

三重県鈴鹿市

6時間 平成25年8月22日

養護教
養護教諭
諭

6,000円

30人 平成25年5月21日～
平成25年6月20日

平253521550724号

059-372-3900

http://www.suzukajc.ac.jp/

幼稚園教諭対象選択講習Ⅰ

幼稚園教育要領の解釈と、その趣旨を踏まえた保育実践の
あり方を幼児理解、指導内容、指導法の視点から学び、理
解を深める。さらに、幼小連携のあり方や進め方、幼保一元
化の現状や問題点について考え、今後の幼児教育に求めら
市川 朋子（非常勤講師）
れる課題を把握する。また、幼児期および児童期は人間とし
松本 亜香里（助教）
ての基礎を形成する重要な時期である。こどもの育ちと運動
あそびの意義について、理論と実技を含めて理解を深める。
更に運動あそびの具体的な教材選択方法や指導法につい
て考える。

三重県鈴鹿市

6時間 平成25年8月20日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成25年5月21日～
平成25年6月20日

平253521550725号

059-372-3900

http://www.suzukajc.ac.jp/

幼稚園教諭対象選択講習Ⅱ

特別な支援を必要とする子どもへの理解と支援の仕方につ
いて、具体的な事例を取り入れながら学びを深める。また支
援を必要とする子どもの親の思いや体験を踏まえて、理解と
山野 栄子（准教授）
支援のあり方を学びあう。また、言語発達が途上にある乳幼
小島 佳子（助教）
児教育にとっては、非言語的コミュニケーション中の音や音
佐治 順子（特任教授）
楽による支援方法を理解しておくことは必須である。本講座
では、音楽療法の実践方法を分かり易く講義するとともに、
音楽や歌唱による指導法を体験する。

三重県鈴鹿市

6時間 平成25年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成25年5月21日～
平成25年6月20日

平253521550726号

059-372-3900

http://www.suzukajc.ac.jp/

幼稚園教諭対象選択講習Ⅲ

幼稚園教育の保育内容（環境）について、いろいろな事例を
取り上げ、それらを幼稚園教育の要領に照らし合わせなが
ら、グループ討議も加えながら、各自の知識を深め、今後の
横井 一之（非常勤講師）
保育に生かせるようにする。また、作って遊べるキャップを工
宮本 京子（非常勤講師）
作紙と色画用紙を使って作成する。同時に立体カードの制
作についても紹介する。紙工作の面白さに遊び心を盛り込
んで、子ども達の喜ぶ作品づくりを目指す。

三重県鈴鹿市

6時間 平成25年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人 平成25年5月21日～
平成25年6月20日

平253521550727号

059-372-3900

http://www.suzukajc.ac.jp/

幼児教育と保育指導法

幼稚園における教育・保育とは、幼稚園教育要領に示され
る５領域の内容を基本として、幼児の主体性に基づきなが
ら、環境を通して学ぶことである。保育者は、幼児の遊びの
流れを尊重し、幼児の自発性を重視しながら教育活動を展 山﨑 征子(子ども学科教授)
開しなければならない。このような幼児教育の内容原理・方 寶來 敬章(子ども学科助教)
法原理についての様々な理論を学びながら理解を深めると
ともに、具体的な指導・援助のあり方について実践的に学
ぶ。

三重県津市

6時間 平成25年11月4日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人 平成25年9月3日～
平成25年9月13日

平253521651047号

059-232-2310

http://www.takadajc.ac.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

高田短期大学

高田短期大学

講習の名称

子どもの健康と食育

子どもの教育方法

講習の概要

担当講師

子どもの心身の発達と基本的生活習慣の重要性を理解した
うえで、子どもを取り巻く環境と日常生活の現状と課題を把
宮崎つた子（子ども学科教授）
握する。さらに、子どもの健康管理の対応方法と食育の基本
鷲見 裕子（子ども学科教授）
とその内容について演習を通して考え、保育現場で実践す
る力を高める。
幼児期の表現活動を支える指導内容・方法を「音楽」的表現
活動と「身体」的表現活動を中心に、幼児の発達に寄り添っ
た音楽遊び・運動遊びについての専門知識と実践指導力を
磨く。
「音楽表現」では、幼児は自発的な音楽表現から創造的音
楽表現活動へと展開するので、幼児の音楽遊びをどのよう 三宅 啓子（子ども学科教授）
に捉えて指導構想するか、「身体表現」では、子どもは自己 柳瀬 慶子（子ども学科助教）
と他者が関わりあう中で学びが生れるので、幼児の運動遊
びをどのように捉えて指導構想するか、それぞれの分野で
グループ学習による演習を通して具体的な教育方法を学
ぶ。

１．水田生態系と土壌環境
２．環境計測技術
財団法人全国学 農業実験・実習講習会『農業と環 ３．品種改良とＤＮＡ
４．高品質・安定生産技術
校農場協会
境』
５．バイオエネルギーの生産と評価

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

三重県津市

6時間 平成25年11月10日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成25年9月3日～
平成25年9月13日

平253521651048号

059-232-2310

http://www.takadajc.ac.jp/

三重県津市

6時間 平成25年11月17日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人 平成25年9月3日～
平成25年9月13日

平253521651049号

059-232-2310

http://www.takadajc.ac.jp/

教諭

中（技術・家庭
科）高（農業科・
家庭科）の教職
員

江原 宏（三重大学大学院生物資源学研究科
教授）
成岡 市（三重大学大学院生物資源学研究科
教授）
掛田 克行（三重大学大学院生物資源学研究
科教授）
水野 隆文（三重大学大学院生物資源学研究
科准教授）
長屋 祐一（三重大学大学院生物資源学研究
科准教授）
近藤 雅秋（三重大学大学院生物資源学研究 三重県津市
科助教）
奥田 均（三重大学大学院生物資源学研究科
附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセ
ンター教授）
三島 隆（三重大学大学院生物資源学研究科
附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセ
ンター准教授）
長菅 輝義（三重大学大学院生物資源学研究
科附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエン
スセンター准教授）

18時間

平成25年8月26日～
平成25年8月30日

10,000円

30人

平成25年4月1日～
平成25年6月4日

平258132551842号

03-3463-7721

http//www.nojokyoka
i.or.jp

小・中・高等・
教諭
特別支援学校教
養護教
諭、
諭
養護教諭教諭

5,000円

100人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052519号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

①新聞記事、報道写真、統計・グラフなどは、客観的な真実
と思い込んでいる人が多い。しかし、確かな判断をするに
は、それらを批判的に読み解く能力が必要である。「ニセ科
K01 「メディア・リテラシー」＆「著
学」の危険性についても触れながら、「メディア・リテラシー」
作権」入門講座 あなたも騙され
とは何かについて紹介する。
大西 俊弘（理工学部准教授）
ていませんか？違反していませ
②学校教育では、知らないうちに著作権法に違反しているこ
んか？
とが多い。どのような場合が違反なのか、具体的な事例を挙
げて紹介する。
（①：②＝３：１の時間配分を予定）

滋賀県大津市

6時間 平成25年8月2日

龍谷大学

K02 日韓比較文化論

自国の文化を理解するために他の文化をよりよく知ることが
重要である。日本は韓国及び中国と古くから文化、思想、文
物を通して交流を行ってきた。本講義は、韓国文化の中で重
要な位置を占める言語生活、民間信仰、口承文学を中心に 朴 炫国（国際文化学部教授）
韓国文化の本質に迫ることを目的とする。国語や歴史等の
教科、あるいは韓国語を教えている先生を対象として韓国
文化の基礎を紹介したい。

滋賀県大津市

6時間 平成25年8月2日

教諭

幼稚園・小・
中・高等（社会）・
特別支援学校教
諭

5,000円

30人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052520号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

K03 英語発音指導の理論と実
践
－小学校でのコミュニケーション
活動の活性化のために－

英語でコミュニケーションをするとき、自分の意思を相手に
はっきり伝えるには正確に発音することが大切である。日本
語母語話者によくみられる発音の誤りを知り、英語の発音の
Julian Chapple（国際文化学部准教授）
基礎になる音を効果的に指導する方法について考える。ま
松村 省一（国際文化学部教授）
た、ティームティーチングを発音指導にどのように活かすか
についてのワークショップも行う。さらに、教員のための発音
クリニックも盛り込む。

滋賀県大津市

6時間 平成25年8月2日

教諭

小学校教諭

5,000円

20人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052521号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

龍谷大学

K04 ホームページの作成とリテ
ラシー（初級編）

HTMLによるホームページ作成の基礎を習得するために，作
成ソフトを使わずにエディタを使って１から自分で作成しま
す．また，情報提供者としての基礎知識を含むインターネット
植村 渉（理工学部講師）
利用におけるリテラシーについても，実習を交えながら習得
します．教育活動の成果報告や広報活動としてホームペー
ジを作成する教員のスキルアップを目指します．

滋賀県大津市

6時間 平成25年8月3日

龍谷大学

K05 初心者のための理科実験
あれこれ

本講座は、大学で学生実験を担当してきた教員による初心
者のための理科実験講座である。①くだものや備長炭の電
池、②天然放射能の測定、③圧電発電、の３つのテーマを
受講する。身近なものを使った実験を行うほか、火傷や切り
傷などの実験に伴う事故の応急処置などについても講義す
る。

滋賀県大津市

6時間 平成25年8月3日

龍谷大学

近年，様々な場面で情報システムを活用することが簡単に
できるようになってきている．このとき，情報技術に関する基
本的な知識を持つことで，情報システムをより安全かつ有効
K06 情報システム活用のための
に活用することができるようになる．本講習では，教育やそ 芝 公仁（理工学部助教）
基礎知識
の他校務などで情報システムを使用する際に役立つ情報技
術の基礎を解説する．また，情報系の大学生が大学低年次
で学ぶ内容について概観する．

滋賀県大津市

6時間 平成25年8月3日

龍谷大学

黄金比やフィボナッチ数はひまわりの螺旋など自然現象の
幾何学に姿を現し、正五角形や正十二面体の対称性を形成
山岸 義和（理工学部助教）
K07 竹ひごで編む黄金比の幾何 する。本講習では、教科教育や特別活動
のための題材として、黄金比のさまざまな性質について学 日詰 明男（理工学部客員教授）
学
ぶ。さらに竹ひごと専用のキットを使って、正十二面体を基
調とした構造体を編む。

滋賀県大津市

6時間 平成25年8月3日

教諭

龍谷大学

現在、狂言師は大変人気のある現代役者と認識されていま
す。古典世界から離れた活動も積極的です。たとえば、新
作、復曲、他のジャンルとのコラボレーション、外国公演、ま
K08 日本伝統芸能の現代化、国 た外国人の弟子の育成により、狂言の国際化も見えてきま
サルズ ジョナ（国際文化学部教授）
際化：映像と実践で外国の目から した。
見る狂言の特徴と将来性を探る このクラスでは、現代狂言の魅力、国際化の例について映
像を用いて講義を行います。そして、狂言の可能性を実現す
るため、狂言の基礎型を学び、赤頭巾などの童話を劇にす
る等の実践を行います。

滋賀県大津市

6時間 平成25年8月3日

龍谷大学

K09 オーラルコミュニケーション
力測定の理論と実践

この授業では、中学校、高校の中間テストや期末テスト、大
学入試問題を題材に、テスティングの理論について学ぶ。英
語学習者のオーラルコミュニケーション力を適切に測定・評 松村 省一（国際文化学部教授）
価するために、テスティングの理論をどのように応用するか
について理解を深める。

滋賀県大津市

龍谷大学

たかが音読、されど音読。本講義は次のことを目的とする。
①音読の意義と効果について理論的な側面から理解する。
②中高の現場で行う基本的な指導法を再確認し、表現のレ
K10 英語音読指導の理論と指導
ベルまでに高める指導法をワークショップを通して身につけ 脇田 博文（国際文化学部教授）
法
る。
③現場で活躍されている先生の実践発表、参加者間での意
見交流を通して、音読の意義や指導法について理解する。

龍谷大学

HTMLによるwebページの作成について理解されている方を
対象に，CSSによる効果的なページの見せ方を始め，Java
Scriptなどによるアクティブなwebページの仕組みについて，
K11 ホームページの作成とリテラ 実習を交えて習得します．また，インターネットを含むネット
植村 渉（理工学部講師）
シー（発展編）
ワークの仕組みや脆弱性についての講習を通して計算機の
利用時の注意点を理解します．学校におけるネットワーク管
理に興味がある方が対象です．報告や広報活動としてホー
ムページを作成する教員のスキルアップを目指します．

龍谷大学

近年、環境に関する話題が社会的に大きく取り上げられるこ
とが多い。その中で太陽光発電と人工光合成のトピックを通
K12 環境に配慮した最新の物質
じエネルギー問題を、ハスの葉の性質を真似たセルフクリー
化学
ニング環境材料などについて新しい材料設計を、化学的な
視点から解説する。

糟野
藤井
下埜
前田
松中

潤（理工学部講師）
一郎（理工学部助教）
勝（理工学部実験講師）
尚志（理工学部実験講師）
岩男（理工学部実験講師）

大柳 満之（理工学部教授）
和田 隆博（理工学部教授）
藤原 学（理工学部教授）
林 久夫（理工学部教授）
宮武 智弘（理工学部教授）
富崎 欣也（理工学部教授）
中沖 隆彦（理工学部教授）

幼稚園・小・中
教諭 ・高等学校・
養護教 特別支援学校教
諭・
諭
養護教諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

20人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052522号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

6,000円

20人 平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052523号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

5,000円

25人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052524号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

小・中・高等学校
（数学・理科・美
術・技術・工業・
情報）教諭

6,000円

20人 平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052525号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

教諭

小・中・
高等学校教諭

5,000円

30人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052526号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

6時間 平成25年8月3日

教諭

中・高等学校（英
語）教諭

5,000円

20人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052527号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

滋賀県大津市

6時間 平成25年8月3日

教諭

中・高等学校（英
語）教諭

5,000円

30人 平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052528号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

滋賀県大津市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小・中・高等学校
（数学・情報・技
術・工業・理科）
教諭

6,000円

20人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052529号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

滋賀県大津市

6時間 平成25年8月5日

教諭

中・高等学校（理
科）教諭

6,000円

20人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052530号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

教諭

小・中学校
（理科）教諭

幼稚園・小・中・
教諭
高等学校・特別
養護教
支援学校教諭、
諭
養護教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

中学・高校の数学の問題を解くとき直接ガリガリ計算しても
解けるが，ちょっと高度な知識や視点をもとに原理に戻って
考え直すことにより，中学・高校の範囲内の知識をうまく使っ
ておしゃれに見通しよく解けることが多々ある．大学生をみ
四ツ谷 晶二（理工学部教授）
ていると，中学・高校で不必要に公式を丸暗記させられうろ
覚えで誤用している事例にしばしば出会う．教え方に工夫の
余地が大いにあると思われる．いろんな解法や工夫につい
て紹介したい．

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

滋賀県大津市

6時間 平成25年8月5日

教諭

中・
高等学校
（数学）教諭

5,000円

25人 平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052531号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

滋賀県大津市

6時間 平成25年8月5日

教諭

中・高等学校（英
語）教諭

5,000円

30人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052532号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

K15 自然対数の底eの周辺を直
観、証明および数値計算で考え
る

e（自然対数の底）とπという２つの無理数が複素数の世界
ではexp（ｉπ）＝－１と美しく結びつきます．そのあたりの説
明を高校までの知識で，また，直観的に把握できるよう説明
します．さらに，コンピュータによる数値計算を絡めて理解を 宇土 顕彦（理工学部教授）
深めましょう．
さらに，「積み木を積んでどこまで延ばせるか」といった
テーマで生活の中での無限を考えます．

滋賀県大津市

6時間 平成25年8月6日

教諭

中・高等学校（数
学・理科・情報）
教諭

5,000円

20人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052533号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

地図の世界が急激に変わりつつあります。国土地理院で
は、精密なデジタル白地図である「基盤地図情報」の整備を
開始し、空中写真のデジタル画像とともに、インターネットを
K16 地図がわかる－地理情報シ 通して無償で提供するようになっています。学校教育の幅広
中川 晃成（理工学部講師）
い分野で利用できるこれら公共財としての官製の地理情報
ステムがもたらすもの－
がどのように活用できるのかをともに考えます。地理情報シ
ステムそのものの技術的側面についても、わかりやすく解説
します。

滋賀県大津市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小・中・
高等学校教諭

5,000円

20人 平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052534号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

K17 学校の情報化およびオープ
ンソースソフトウェアの活用

各学校において，学校自体の情報化，教育の情報化に携わ
る教員を対象に，情報化に対する組織的な対応，情報セ
キュリティに関する学校の危機管理として情報セキュリティマ
藤田 和弘（理工学部教授）
ネージメントおよび情報セキュリティガバナンス，各教科教育
曽我 麻佐子（理工学部講師）
でのOSS(オープンソースウェア)の活用，CMS(コースマネー
ジメントシステム)およびeポートフォリオの活用についての講
習を行う

滋賀県大津市

6時間 平成25年8月6日

教諭

幼稚園・小・中・
高等・特別支援
学校教諭

5,000円

20人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052535号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

K18 里山問題を考える

講義：里山の歴史と現状、生物多様性について近畿地方の
里山を中心として講義する。人の生活と自然との関わりの場
である里山という空間がどのように機能してきたのか、現在
の問題がどこにあるのか考えを深める事が期待される。近
年、里山に代表される森林環境を養育や療法の一環として
宮浦 富保（理工学部教授）
利用する試みが盛んに行われており、単なる環境教育の
横田 岳人（理工学部准教授）
テーマに留まることのない応用的価値を持つことが認識され
つつある。
実習：龍谷大学所有の「龍谷の森」とその周辺を対象に、里
山の現状と保全への取組を見学し、里山の生き物の特徴と
識別法を学ぶ。

滋賀県大津市

6時間 平成25年8月6日

教諭 幼・小・中・高等・
養護教 特別支援学校教
諭
諭、養護教諭

5,000円

20人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052536号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

現代の家族は個人化・多様化し、児童・生徒を取り巻く環境
は大きく変化しつつある。こうした現状に対応し、学校現場
K19 現代の家族や青少年の抱え は、児童・生徒一人ひとりに対応したきめ細やかな、新たな
る問題
配慮を行う必要性に迫られている。そのために、家族社会学 渡辺 めぐみ（社会学部准教授）
－家族社会学の知見から－
の最新の知見を紹介する。具体的には、家族の現状、ＤＶ
（デートＤＶ含む）、セクシュアリティの多様性などをとりあげ
る。

滋賀県大津市

6時間 平成25年8月6日

教諭
小・中・高等学校
養護教
教諭、養護教諭
諭

5,000円

100人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052537号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

大谷大学

平成20年改正の学習指導要領において、「生きる力」の考え
方は継承された。これは本来「生きる力」とは、点数や偏差
値重視で人を計る教育ではなく、人間として「考える力を育て 鷲田 清一（文学部教授）
「探究する子ども」をどのように育
る」ことにあり、「社会の中で何を大切に生きるのか」という問 荒瀬 克己（京都市総合教育センター副所長）
てるか
いを持ち続ける力を育てることにある。本講習では特に「考 岩渕 信明（文学部教授）
える力」「探究する力」を伸長するために必要なものとは何か
について、教育・哲学の立場から考える。

京都府京都市

6時間 平成25年7月21日

5,000円

150人 平成25年3月18日～
平成25年6月14日

平253039451571号

075-411-8476

http://www.otani.ac
.jp/

龍谷大学

K13 視点をかえた解法とその応
用

龍谷大学

本講義の目的は、まず多文化社会の中での言語教育政策
K14 東アジア・EUの言語教育政
の持つ意義と課題について考え、これを踏まえて、マクロな
策
視点から東アジア諸国（韓国・台湾）及びEUの外国語教育 脇田 博文（国際文化学部教授）
－日本の外国語（英語）教育への
政策を通して、日本の外国語（英語）教育の課題と将来の方
示唆－
向性について検討することである。

教諭

小・中・高 教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

大谷大学

大谷大学

大谷大学

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

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

「親鸞」学－真宗的人間観

教育の基本的視点は人間に置かれるべきである。そして今
日の、たとえば「いのち」に関する教育の現状を鑑みれば、
宗教的視点から、特に絶対平等の世界を生きた親鸞の視点
水島 見一（文学部教授）
から、その「人間」を確認する必要があるように思われる。す
一楽 真（文学部教授）
なわち、現代の教育は、「ゆとり」から「学力」へ、また「自由」
木越 康（文学部准教授）
か「規則」か、というように教育的視点が定まらないが、それ
はひとえに「人間」（教師観、生徒観）の不明にあると考え
る。ここに、親鸞の「人間」を尋ねる意味があると考える。

京都府京都市

6時間 平成25年8月3日

教諭

小・中・高 教諭
（生徒指導、道
徳・宗教科）

5,000円

100人

平成25年3月18日～
平成25年6月14日

平253039451572号

075-411-8476

http://www.otani.ac
.jp/

仏教と現代の人間

現代社会における自己の生き方と教育の目的について仏教
の視点から考える。そのために、①ブッダの生涯とその思想
を正しく学ぶ、②現代社会の常識を仏教の視点から見直す、
織田 顕祐（文学部教授）
③その上で教育する―「生きる力」をはぐくむ―とはどういう
釆睪 晃（文学部准教授）
ことかを考える、という三つの視点を中心に具体的な資料に
基づきながら講義する。その上で、必要に応じて質疑応答、
あるいは懇談などを持つ。

京都府京都市

6時間 平成25年8月4日

教諭

小・中・高 教諭
（生徒指導、道
徳・宗教科）

5,000円

100人

平成25年3月18日～
平成25年6月14日

平253039451573号

075-411-8476

http://www.otani.ac
.jp/

「差別」を凝視する

差別・人権問題の学習は、誰が、何を、どうしようとするもの
なのか、また、何を願われ、願いとするものなのか、という問
いに向き合うことであるという視点から考えていく。そして、
藤原 正寿（文学部准教授）
学習の主体と目的を確認する。特に釈尊の精神、親鸞の精
三木 彰円（文学部准教授）
神をとおして、人間が人間であるために大切なことは何か、
何を見失ってはならないのか、何を真実の力として生きるの
か、について考えていく。

京都府京都市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小・中・高 教諭
（生徒指導、道
徳・宗教科）

5,000円

100人

平成25年3月18日～
平成25年6月14日

平253039451574号

075-411-8476

http://www.otani.ac
.jp/

最新の第二言語習得理論及び日本における外国語教育の
成果に基づいた4技能（Listening, Reading, Speaking,
Writing）の効果的な指導のあり方について講習を行う。さら
英語授業力改善講座～生徒が輝 に、指導と評価の一体化を促進するために、英語科におけ
京都外国語大学
る評価及びテストについても講座を開設する。 また上記の
く授業（１）
指導全般に関して、受講生には、「英語授業改善診断シー
ト」に基づく授業改善の方策を講習する。

齋藤
鈴木
杉本
吉田

栄二（教授）
寿一（教授）
義美（教授）
真美（准教授）

京都府京都市

18時間

平成25年7月31日～
平成25年8月2日

教諭

外国語を担当す
る教員及び小学
校外国語活動を
担当する教員

18,000円

60人

平成25年5月7日～
平成25年5月17日

平253039651156号

075-322-6764

http://www.kufs.ac.
jp

京都府京都市

12時間

平成25年7月31日～
平成25年8月1日

教諭

外国語を担当す
る教員及び小学
校外国語活動を
担当する教員

12,000円

20人

平成25年5月7日～
平成25年5月17日

平253039651157号

075-322-6764

http://www.kufs.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

教諭

外国語を担当す
る教員及び小学
校外国語活動を
担当する教員

12,000円

30人

平成25年5月7日～
平成25年5月17日

平253039651158号

075-322-6764

http://www.kufs.ac.
jp

最新の第二言語習得理論及び日本における外国語教育の
成果に基づき、Inputを重視した英語授業のあり方、効果的
なoutput指導の工夫、及び技能を統合した実際の英語
鈴木 寿一（教授）
英語授業力改善講座～生徒が輝
Communication能力を育成できる授業展開及び指導のあり
京都外国語大学
杉本 義美（教授）
く授業（2）
方に焦点を当てた講座を開設する。上記の指導全般に関し
て、受講生には、「英語授業改善診断シート」に基づく授業
改善の方策を講習する。
指導者の授業力アップのための方策を8つの視点に基づい
てworkshop形式等で紹介し、指導者が本講座修了後の外
小学校英語指導力向上講座～子 国語活動の授業で活用できるようにサポートする。また、実
京都外国語大学 どもが輝く小学校英語活動を目 際の授業場面でのデジタルコンテンツや電子黒板等の活用
指して
についても講習を設定する。さらに、上記のことを包括的に
扱う「小学校外国語活動授業分析シート」を提示し、それに
基づく授業のあり方を提案していく。

齋藤
杉本
相川
湯川

栄二 （教授）
義美 （教授）
真佐夫（准教授）
笑子 （立命館大学 教授）

京都女子大学

実例で考える英語の文法・語法

英米の小説や雑誌等で実際に用いられた例を通して、英語
をより良く理解し授業準備に役立つような現代英語の文法・
語法の理論や分析法について学ぶことを主な目的とします。 甲斐 雅之(文学部准教授）
また、学習や授業準備のツールとなる辞書や参考書の記述
についても比較検討する予定です。

京都府京都市

6時間 平成25年8月3日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭（た
だし女性に限る）

6,000円

50人

平成25年6月1日～
平成25年6月30日

平253040351575号

075-531-7048

http://www.kyotowu.ac.jp/

京都女子大学

生命倫理の現在

妊娠中絶、尊厳死など、現代の生命倫理の問題を哲学者を
江口 聡（現代社会学部教授）
中心とした人々がどのように論じているかを紹介し、ディス
霜田 求（現代社会学部教授）
カッションを行います。

京都府京都市

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校社会科・
高等学校公民科
教諭（ただし女性
に限る）

6,000円

30人 平成25年6月1日～
平成25年6月30日

平253040351576号

075-531-7048

http://www.kyotowu.ac.jp/

京都女子大学

生涯を通じて間断ない食育の推進が言われているが、特に
生活習慣の基礎・確立をめざす子ども（幼児期から学童期・
思春期）の食育は重要であり、教育の目的である「生きる
学校教育における食育の理論と 力」の基礎となる食育が、学校教育活動全体で推進されて
中山 玲子（家政学部教授）
実践
いる。本講習では、学校食育の理論、学校食育全体計画、
学校給食の役割と給食指導、教科等（特に家庭科、保健領
域）における食に関する指導の展開の理論と実践につい
て、事例を紹介しながら、進めていく。

京都府京都市

6時間 平成25年8月6日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、家庭
科教諭
（ただし女性に限
る）

6,000円

30人

平成25年6月1日～
平成25年6月30日

平253040351577号

075-531-7048

http://www.kyotowu.ac.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

3つのテーマに分けて講習会を進める。①「考えること」と「形
作ること」の結びつきを深い次元でとらえられるよう、過去の
美術作品による例示を踏まえ、自分なりの考えをまとめる。
愛宕 出（家政学部准教授）
②「衣生活に関わるものづくり」をテーマに、教育現場での作
青木 美保子（家政学部准教授）
品制作の意義、問題点等について講義し、作品制作教材の
國嶋 道子（短期大学部准教授）
教育効果について考える。③ 多様化する生活スタイルと光
環境との関わりについて、省エネルギーと健康維持の視点
から考える。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

京都府京都市

6時間 平成25年8月3日

教諭

中学校・高等学
校家庭科教諭（た
だし女性に限る）

6,000円

50人 平成25年6月1日～
平成25年6月30日

平253040351578号

075-531-7048

http://www.kyotowu.ac.jp/

京都府京都市
下京区

6時間 平成25年8月1日

教諭

中・高等学校
（社会）教諭

5,000円

50人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052500号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

京都府京都市
下京区

6時間 平成25年8月1日

教諭

小・中・
高等学校
(社会・宗教)教諭

5,000円

60人 平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052501号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

京都府京都市
下京区

6時間 平成25年8月1日

教諭

中・
高等学校
（数学）教諭

5,000円

40人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052502号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

F01 自由主義社会における正し
さの判断基準

私たちの社会は自由主義社会ですが、未成年である子供た
ちには自由は認められていません。自由主義社会における
自由とは、自己決定の権利を指し、成人にしか認められてい
ません。自己決定の権利は、正しさを判断できることを条件
加藤 正浩（経営学部教授）
として、認められます。では、自由主義社会において、正しさ
は、どのように判断するのでしょうか。このことについてとも
に考え、議論し、子供たちに対する教育に反映させていただ
くことができればと考えています。

京都府京都市
伏見区

6時間 平成25年8月2日

教諭

小・中・
高等学校教諭

5,000円

25人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052503号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

F02 社会科で行う地域調査

小学校社会科における身近な地域の観察・調査や、中学
校社会科地理的分野における身近な地域の学習は学習指
導要領の内容に明記されています。ところが各校区での実
岩田 貢（法学部教授）
践に当たっては、教材化が難しいことがあります。そこで、龍
谷大学深草学舎付近の地域を対象として、観察や調査の対
象とする事例を見つけ、教材化を試みる活動を行います。

京都府京都市
伏見区

6時間 平成25年8月2日

教諭

小・
中学校教諭（社
会）

5,000円

24人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052504号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

小６算数で最大公約数，中３数学で素因数分解を教えてい
る．自然数が巨大になると素因数分解自体は極めて困難と
なるが，2つの自然数の最大公約数を求めることは容易で，
F03 ユークリッド互除法とさまざま ユークリッド互除法とよばれる最古・最強の計算がある．ま
四ツ谷 晶二（理工学部教授）
な応用
ず，互除法を図で直感的に説明する．さらに，初等的なレベ
ルから研究の道具として使われている多項式の実数解の個
数を判定するスツルムの定理ようなものまで，さまざまなレ
ベルの応用を紹介する．

京都府京都市
伏見区

6時間 平成25年8月2日

教諭

中・高等学校教
諭(数学）

5,000円

25人 平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052505号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

現在、狂言師は大変人気のある現代役者と認識されていま
す。古典世界から離れた活動も積極的です。たとえば、新
作、復曲、他のジャンルとのコラボレーション、外国公演、ま
F04 日本伝統芸能の現代化、国 た外国人の弟子の育成により、狂言の国際化も見えてきま
際化：映像と実践で外国の目から した。
サルズ ジョナ（国際文化学部教授）
見る狂言の特徴と将来性を探る このクラスでは、現代狂言の魅力、国際化の例について映
像を用いて講義を行います。そして、狂言の可能性を実現す
るため、狂言の基礎型を学び、赤頭巾などの童話を劇にす
る等の実践を行います。

京都府京都市
伏見区

6時間 平成25年8月2日

教諭

小・中・
高等学校教諭

5,000円

30人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052506号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

京都女子大学

生活と造形

龍谷大学

日本に伝来した仏教は,奈良・京都・近江から日本全国に弘
まり,日本の文化に大きな影響を与えました。本講義では「古 楠 淳 證（文学部教授）
R01 古都の仏教－奈良・京都・近
都の仏教」を共通テーマに,龍谷大学の周辺に位置する「奈 淺田 正博（文学部教授）
江－
良・京都・近江」に華開いた仏教の魅力とその果たした役割 野呂 靖（文学部特任講師）
について講義します。

龍谷大学

R02 中央ユーラシアを旅した人々

龍谷大学

R03 数学教育・授業力UP講座
（１）
グラフツールを用いて数学を視覚
化しよう フリーソフト「GRAPES」
入門

龍谷大学

中央ユーラシア地域を旅した人々は、古代から数多く存在し
ている。中国から西アジアや南アジアへ、インドや西アジア 北村 高（文学部教授）
から中国へ、彼らが何を求めて旅をしたのか、各時代を追っ 村岡 倫（文学部教授）
て考えてみたい。
フリーソフト「GRAPES」を用いると、関数のグラフを簡単に描
くことができ、数学を視覚化できる。本講習では、まず
「GRAPES」の基本機能を紹介し、簡単な教材作成を行う。
次に、「GRAPES」を授業での活用の事例を紹介する。
大西 俊弘（理工学部准教授）
中・高の数学科教員で、テクノロジーの利用に興味はある
が、今まで取り組んだ経験のない方（初心者）を対象とする。
但し、高校の内容を題材として用いるので、中学校の教員は
その点を了解した上で受講していただきたい。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

龍谷大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

幼稚園～小学校低学年の造形表現・図画工作に係る実技
並びに鑑賞を、以下の４コマを通して共に学び合う。
①画材講習（クレヨン・パスの画材知識の再確認とそれらを
使って遊ぶ技法の体得）
F05 幼年美術（幼稚園「造形表
羽溪 了（短期大学部教授）
現」・小学校低学年「図画工作」） ②実技講習Ⅰ（絵の具遊びからのイメージを広げよう）
③実技講習Ⅱ（視覚イメージの言語化を試みよう）
④絵を読む（受け持つ園児・児童の絵画を持ち寄り、その鑑
賞を通して保育・教育を話し合おう）
本講習では，操作簡便なGISを用いてインド地誌を学びま
す。その目的は，（１）現代インドの地域的な特徴について，
特に都市や産業の成長に着目し理解を深めること，（２）GIS
に関する基礎的知識とともに，それを用いた地図作成の基 鍬塚 賢太郎（経営学部准教授)
礎的手法を習得することです。これらを通じ， GISを用いて
外国地誌を学習するメリットやデメリットについても考えま
す。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

京都府京都市
伏見区

6時間 平成25年8月2日

教諭

幼稚園・
小学校教諭（低
学年）

5,000円

20人 平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052507号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

京都府京都市
伏見区

6時間 平成25年8月3日

教諭

中（社会）・
高等学校
（地理歴史・公
民）
教諭

5,000円

30人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052508号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

5,000円

100人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052509号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

F06 GISで学ぶインド地誌

龍谷大学

①新聞記事、報道写真、統計・グラフなどは、客観的な真実
と思い込んでいる人が多い。しかし、確かな判断をするに
は、それらを批判的に読み解く能力が必要である。「ニセ科
F07 「メディア・リテラシー」＆「著
学」の危険性についても触れながら、「メディア・リテラシー」
作権」入門講座 あなたも騙され
大西 俊弘（理工学部准教授）
とは何かについて紹介する。
ていませんか？違反していませ
②学校教育では、知らないうちに著作権法に違反しているこ
んか？
とが多い。どのような場合が違反なのか、具体的な事例を挙
げて紹介する。
（①：②＝３：１の時間配分を予定）

京都府京都市
伏見区

6時間 平成25年8月3日

龍谷大学

連立１次方程式に対しては，未知数が数千個あっても解く方
法がある．ガウスの消去法である．また，クラーメルとよばれ
る解の公式もある．通常，大学１年生で学ぶものであるが，
F08 連立代数方程式の解法の考
原理は単純で知っておくと便利である．連立２次方程式のよ 四ツ谷 晶二（理工学部教授）
え方とその周辺
うな連立高次方程式にも，一般的な解法がある．これは，グ
レブナ―基底を求めるという計算法に帰着される．この計算
法の本質をわかりやすく説明し，またその応用を紹介する．

京都府京都市
伏見区

6時間 平成25年8月3日

教諭

中・
高等学校（数学）
教諭

5,000円

25人 平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052510号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

BeckerやCignoに始まる家族の経済学の動向を追うことによ
り、近年の日本の家族構成（世帯類型）の変化、および女性
F09 家族の経済学とフェミニズム
労働の問題を考える。さらに、こうした現実的・具体的な問題 金子 裕一郎（経済学部講師）
正義論
を考える中で、ケア倫理学を経てフェミニストの立場から唱え
られるようになったフェミニスト正義論を展望する。

京都府京都市
伏見区

6時間 平成25年8月5日

教諭

小・中学校
（社会）教諭

5,000円

50人 平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052511号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

F10 憲法裁判の制度と方法

日本国憲法は、８１条で憲法裁判（裁判所の違憲立法審査
の権限と制度）について定めています。
この講習では、憲法裁判の①制度、②方法、③役割につい
て、④具体的な事例を素材にして、学修します。

京都府京都市
伏見区

6時間 平成25年8月5日

教諭

幼・小・中・
高等学校（社会）
教諭・
特別支援学校

5,000円

30人 平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052512号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

F11 数学教育・授業力UP講座
（２）
動的幾何ソフトを用いて図形を探
究しよう フリーソフト「GeoGebra」
入門（図形編）

フリーソフトウェア「GeoGebra」で平面図形を描くと、幾何学
的な性質を保持したまま変形することができる。この機能を
用いて、図形の動的な見方を養い、変形によっても不変な性
質を探究することが可能となる。
本講習では、「GeoGebra」の基本機能を紹介し、簡単な教材 大西 俊弘（理工学部准教授）
作成と授業での活用事例を紹介する。中学校と高校の両方
の内容を扱う。中・高の数学科教員で、テクノロジーの利用
に興味はあるが、今まで取り組んだ経験のない方を対象と
する。

京都府京都市
伏見区

6時間 平成25年8月5日

教諭

中・
高等学校（数学）
教諭

5,000円

40人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052513号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

F12 二十・十二面体の紙工作と
五芒星の籠

黄金比やフィボナッチ数はひまわりの螺旋など自然現象の
幾何学に姿を現し、正五角形や正十二面体の対称性を形成
する。本講習では、教科教育や特別活動のための題材とし 山岸 義和（理工学部助教）
て、黄金比のさまざまな性質について学ぶ。さらに二十・十 日詰 明男（理工学部客員教授）
二面体のジグを用いて、五芒星を組み合わせた籠状の幾何
学構造体を製作する。

京都府京都市
伏見区

6時間 平成25年8月5日

教諭

小・中・
高等学校
（数学・理科・
美術・技術・
工業・情報）
教諭

6,000円

20人 平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052514号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

F13 数学教育・授業力UP講座
（３）
グラフを動かしてみよう、データの
分析を行おう フリーソフト
「GeoGebra」入門（関数・統計編）

本講習では、「GeoGebra」の関数グラフ描画機能とデータ処
理（統計）機能を紹介し、それらを用いて授業での活用事例
を紹介し、簡単な教材作成を行う。事例紹介では、中・高両
方の題材を扱うが、高校の題材の比重が高い。中・高の数
大西 俊弘（理工学部准教授）
学科教員で、テクノロジーの利用に興味はあるが、今まで取
り組んだ経験のない方を対象とする。なお、本講習単独での
受講は原則として不可で、「GeoGebra」の基本操作を学ぶ
「図形編」の講習を先に受講することが望ましい。

京都府京都市
伏見区

6時間 平成25年8月6日

教諭

中・
高等学校
（数学）教諭

5,000円

40人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052515号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

元山 健（法学部教授）

小・中・
教諭
高等学校・
養護教
特別支援学校、
諭
養護教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

龍谷大学

講習の名称

講習の概要

ひまわりの種に規則正しく番号を振るには、どうすればよい
だろうか。ひまわりの螺旋の数は、フィボナッチ数や黄金比
F14 ひまわりのタイリングと葉序 で表現される。
本講習では、教科教育や特別活動のための題材として、黄
の折り紙
金比のさまざまな性質について学び、さらにその応用とし
て、葉序の折り紙タワーを製作する。

担当講師

山岸 義和（理工学部助教）
日詰 明男（理工学部客員教授）

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

京都府京都市
伏見区

6時間 平成25年8月6日

教諭

小・中・
高等学校
（数学・理科・
美術・技術・
工業・情報）
教諭

6,000円

20人 平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052516号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

京都府京都市
伏見区

6時間 平成25年8月6日

教諭

小・中・高等学校
（英語・国語）
教諭

5,000円

50人

平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052517号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

5,000円

50人 平成25年4月3日～
平成25年4月15日

平253042052518号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

F15 物語・小説の分析方法と教
授法の探求
－夏目漱石作品を中心に

夏目漱石の『吾輩は猫である』『こころ』のほか、浜田広助
「泣いた赤おに」、新美南吉「ごん狐」など、広く小・中・高の
国語教科書に採用されてきた物語を採りあげ、これらを教室
で扱う場合、何をどのように考えさせ、教えるのが最も楽しく
佐々木 英昭（国際文化学部教授）
教育的であるかを、ともに考えてゆきたい。なかでも特に漱
石について、小説家である以前に英文学者で俳人でもあり
教師でもあったこの人の多様な側面を、あまり知られていな
い事実や逸話も交えながら検討したい。

龍谷大学

F16 教育現場でよりよき関係性
や合意を形成するために

この講習は、教育現場の多様なステークホルダー（教師同
士、保護者、地域の人など）の対話や議論を活性化させ、納
深尾 昌峰（政策学部准教授）
得を伴う合意形成に導いていく知識やスキルを身につけるこ
村田 和代（政策学部教授）
とを目的とする。具体的には、議論やワークショップの構造
土山 希美枝（政策学部准教授）
について学び、ファシリテート能力やファシリテーショングラ
フィックについて実習を交え習得する。

京都府京都市
伏見区

6時間 平成25年8月6日

和歌山大学

哲学あたまで考えてみる

教師とは、生徒が自らの頭で考え真理を発見するためのサ
ポートをする産婆の役割を果たすものです。しかし、まず教
師自らが考えてみなければ、生徒をサポートすることはでき
ません。本講習では、自我論、自由意志論、倫理問題など 小関 彩子（教育学部准教授）
の根本について、テキストを参考にしつつ解説し、また参加
者とともに討議します。参加者自らが論理的かつ厳密な思
考を実践し、訓練することを期待しています。

大阪府岸和田
市

6時間 平成25年8月3日

教諭

幼・小・中･高･特
別支援学校教諭

6,000円

40人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152970号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

授業を面白くする簡単な理科の
実験

理科の授業では実験が大切であり、また児童生徒の関心を
引き付ける効果も大きい。そこで、身近にあって安価な材料
を使って教室でできる簡単な実験を紹介する。力のつりあ
石塚 亙（教育学部教授）
い、磁石、電流など、小学校でも中学校でも学習するいくつ
かの大切なテーマを採りあげて、その実験によって何を教え
るのか、また教えられるのかについても考える。

大阪府岸和田
市

6時間 平成25年8月3日

教諭

小学校教諭・中
学校理科教諭

6,000円

40人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152971号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

今、求められている学力とは

2008年版学習指導要領改訂の背景に存在する学力問題を
TIMSSやPISAといった国際学力調査、そして全国学力・学習
状況調査などの国内学力調査をもとに概観する。その上で
現在求められている学力とは何なのかを、PISA調査の「リテ
二宮 衆一（教育学部准教授）
ラシー」や新学習指導要領の「活用型学力」と絡めながら具
体的に考えていくと共に、そうした新しい学力を育成するた
めの授業づくりについて、グループワークなどを通じて理解
を深める。

大阪府岸和田
市

6時間 平成25年8月3日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

40人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152972号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

英語はゲルマン語族に属している。だが、現代英語の語彙
の相当部分は、イタリック語族のものである。そうしたパラ
ドックスが生じた背景にはノーマン・コンケストがある。言語
ラテン語から英語へ：通時言語学 の現在の姿は、その歴史の所産なのである。本講習では、
小栗栖等（教育学部教授）
入門
ラテン語>フランス語>英語へと、単語が移行していく過程を
考察し、言語の歴史的変化のダイナミズムを考察する。ま
た、その過程において、外国語教員に必須の音声学の基礎
知識についても概説する。

大阪府岸和田
市

6時間 平成25年8月3日

教諭

中・高等学校英
語教諭

6,000円

40人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152973号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

大阪府岸和田
市

6時間 平成25年8月4日

教諭

中・高等学校国
語科教諭

6,000円

40人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152974号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

大阪府岸和田
市

6時間 平成25年8月4日

教諭

中･高等学校理科
教諭

6,000円

20人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152975号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

日本古典文学研究の現在

人文科学研究一般の状況に漏れず、日本古典文学につい
ての研究も日々進展している。しかしながら教諭という激務
のなかにあってはその動向を十全に把握することは困難で
あり、結果として、すでに否定された説・読みに基づく指導が
大橋 直義（教育学部准教授）
教室内で展開される場合も多いにありうる。したがって本講
習では、主に教科書に採録される諸作品について読み進め
つつ、現今の学界動向を適宜紹介することによって、古典文
学研究についての「情報」を更新することを目標とする。

和歌山大学

エネルギーの科学

本講義の目的は、エネルギーに関する技術と物理について
講述し環境などへの影響を議論することにある。第一の目
的のために予備知識を前半に述べ太陽電池に関する講義 木曽田 賢治（教育学部教授）
を行う。可能な限り太陽電池に関する実験を受講者に体験
していただく予定である。

幼・小・中・
教諭
高等学校・
養護教
特別支援学校、
諭
養護教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

学校におけるキャリア教育

本講習は、進路指導の一環として行われてきた進学・就職
などの卒業後の進路に関して、最近の産業構造や労働環境
の変容、子どもの発達状況や興味・関心等の多様性を踏ま
佐藤 史人（教育学部教授）
えて、学校教育におけるキャリア教育のあり方を検討し、基
礎的な知識・情報を取得することを通して、キャリア教育担
当教員としての力量・資質向上を目指す。

大阪府岸和田
市

6時間 平成25年8月4日

教諭 幼・小・中･高･特
養護教 別支援学校教
諭、養護教諭
諭

6,000円

30人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152976号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

生活に潜むリスクを考える

学校生活全般における児童生徒の安全・安心について、生
活科学の専門的な視点から講義する。成長期の無理なダイ
エット、衣服の圧迫など子どもの健康作りを阻害するような
今村 律子（教育学部教授）
生活環境の乱れは、児童虐待そのものである。課外活動上
山本 奈美（教育学部准教授）
で問題となる熱中症など児童生徒の体温調節（発汗できな
本村 めぐみ（教育学部准教授）
い子どもたち）や、他人に指摘されなければ無意識に行動
し、気がつかないジェンダーバイアス、児童生徒を取り巻く
「家族関係」などを取り上げる。

大阪府岸和田
市

6時間 平成25年8月4日

教諭 幼・小・中･高･特
養護教 別支援学校教
諭、養護教諭
諭

6,000円

40人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152977号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

中学・高校の公民分野は現行政治制度の説明を主な内容と
するが、なぜ制度を理解することが大切なのかという説明は
社会科教師のための政治学入門 不十分である。本講習は、政治学の新制度論の立場から、 内田 みどり（教育学部准教授）
各種の選挙制度や執政制度（大統領制や議院内閣制）の特
徴を説明し、現場の教育に生かしてもらうことを狙いとする。

大阪府岸和田
市

6時間 平成25年8月11日

教諭

中･高等学校（社
会科、地歴・公民
科）教諭

6,000円

40人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152978号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

整数に関連したテーマ（完全数、巡回数、剰余等）に潜む数
学的な性質や特徴の解説を行い、整数の美しさについて実
感してもらいたいと考えている。単なる話題の提供とならな
田川 裕之（教育学部教授）
いように、できるだけ厳密な証明を付け加えた講義を行い中
学校や高等学校の生徒に対して整数に関連した題材を講義
するときに必要な資質の向上を目標とする。

大阪府岸和田
市

6時間 平成25年8月11日

教諭

中・高等学校数
学科教諭

6,000円

40人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152979号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

子ども・青年をとりまく環境変化

経済・政治・文化的な変動との関連で、子どもや青年をとり
まく社会環境・家庭環境も日々変化しています。本講義で
は、特にこの10年の変化に焦点をあて、必要に応じてそれ
越野 章史（教育学部准教授）
以前の変化にも言及しながら、子ども・青年をとりまく社会や
家庭のあり方の変化、そこから派生する教育上の困難や諸
課題について概説します。

大阪府岸和田
市

6時間 平成25年8月11日

6,000円

40人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152980号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

動物園から異文化理解を考える

現在、学校教育において有益な体験学習の場となっている
動物園は、歴史的にみると、時代や国の様々な価値観や異
文化理解のありようを反映している。本講習では、ドイツの
ハーゲンベック動物園とカフカの短編小説をとりあげ、人間 千田 まや（教育学部准教授）
と動物の関係や、異文化理解について、受講生とともに考え
る。さらに、総合教材としての動物園の有用性を提示し、校
外学習のヒントを提供する。

大阪府岸和田
市

6時間 平成25年8月11日

教諭

中・高等学校教
諭

6,000円

40人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152981号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

中学・高校の先生のための英語
教育へのアプローチ

現行の学習要領では、中学校および高等学校の英語教育
において、英語を通して文化や言語に対する理解を深め、コ
ミュニケーション能力を養うことを目標とし、その目標を達成
するために、「読む」「書く」「話す」「聞く」の 4 技能をバランス
よく習得させることが求められている。本講習では、4 人の講
師が、各自の専門分野を踏まえ、効果的な英語指導法につ
いて話すとともに、小学校から大学までの英語教育におい
て、中学校・高等学校の英語教育になにが求められるのか
を中学校・高等学校の先生と一緒に考える。

大阪府大阪市

6時間 平成25年8月19日

教諭

中学校および高
等学校の英語教
諭

6,000円

平2530人 平成25年4月15日～平 20052成25年5月31日
51624号

06-6605-3504

http://www.osakacu.ac.jp/

大阪府大阪市

6時間 平成25年8月19日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

平25平成25年4月15日～平
20052成25年5月31日
51625号

06-6605-3504

http://www.osakacu.ac.jp/

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

大阪市立大学

大阪市立大学

整数に潜む数学の探究

近年、日本の内外で未曾有の人災あるいは天災による大小
の事件や事故が相次いで発生し、それらの災害のリスクに
対する事前（予防）あるいは事後（損害拡大防止）措置をめ
ぐる危機管理の問題が大いに議論されている。そこで、①地
震に伴う津波多発時代の危機管理、②航空機テロ・原発事
企業活動や災害をめぐる危機対
故・油濁損害など巨大リスクに対する危機管理、③企業経
応から学ぶこと
営における危機管理などを取り上げ、学校運営における危
機管理も視野に入れながら、危機管理のあり方について多
面的に講義する。

笠巻知子（英語教育開発センター特任講師）
野田三貴（英語教育開発センター特任講師）
Elizabeth Leigh（英語教育開発センター特任准
教授）
山本 修（英語教育開発センター准教授）

藤田勝利（大阪市立大学名誉教授
近畿大学法科大学院教授
弁護士法人第一法律事務所客員弁護士）
吉井敦子（法学研究科 教授）

教諭 幼・小・中･高･特
養護教 別支援学校教
諭、養護教諭
諭

100人

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
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担当講師
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大阪市立大学

この講義「化学の最前線-身の回りの化学からノーベル化学
賞まで-」は３部から成る。まず、化学の基本である元素につ
いて、歴史的背景、原子の構成と原子の周期性、元素の分
佐藤 和信（理学研究科 教授）
化学の最前線
布、さらに身の回りの製品に使用されている元素や物質循
廣津 昌和（理学研究科 准教授）
-身の回りの化学からノーベル化
環を学ぶ。次いで、原子から分子に話を転じ、分子の構成、
臼杵 克之助（理学研究科 准教授）
学賞まで機能、可視化について概説する。さらに、ノーベル化学賞か
ら見た先端科学と題して、日本人の業績が顕著な有機化学
分野を中心に先端科学について述べる。

大阪府大阪市

6時間 平成25年8月20日

大阪市立大学

近年の核家族化や少子化、情報化などに伴う社会環境や生
活様式の変化は、子どもたちの生活や心身の健全な育成に
様々な影響を与えている。本講習では、学校生活において
学校生活における健康問題を考 子どもたちが遭遇することが懸念される保健上の課題と背
景をしり、その対策を講じていくうえでの一助として、①子ど
える
ものいじめと自殺予防策、②思春期における性の健康問題
-いじめ・自殺・性・救命処置－産婦人科医の立場から－、③思春期のセクシュアリティ・
性教育、④一次救命処置（心肺蘇生とAED）について提供す
る。

大阪府大阪市

6時間 平成25年8月20日

大阪市立大学

統計学の基礎概念と応用
－これからの数学教育に向けて
－

様々な情報、データが氾濫する中で、実験的・調査的研究の
結果を正しく解釈し普遍的な結論を導き出す能力は必須とさ
れる。また、自然科学・社会科学にかかわらず、科学的に物
福井充（医学研究科 講師）
事を検討するうえでも統計学的考え方は必須である。また、
伊達山正人（理学研究科 講師）
中学校・高等学校の数学においてもこれらの概念に対する
理解が求められている。これらのために必要となる統計学の
概念を実例を通して紹介する。

大阪府大阪市

6時間 平成25年8月21日

教諭

大阪市立大学

現在、言語文化学の教育研究では、従来のドイツ、フランス
といった国家的単位ではなく、それぞれの言語圏という視点
から文化や文学をとらえるにようになっている。本講義では、
ヨーロッパ文化研究の現在
１９世紀末のパリ、ウィーンの都市文化を取り上げ、それぞ 高井絹子（文学研究科 准教授）
―世紀末都市文化の比較を通じ
れの語圏内、語圏間の異文化混交の諸相を概観する。その 白田由樹（文学研究科 講師）
て―
中でヨーロッパに広がった「世紀末文化」と呼ばれる現象を、
産業構造の変化、都市の近代化、人間の生活様式の変化と
からめて読み解く。

大阪府大阪市

6時間 平成25年8月21日

6時間 平成25年6月1日

6時間

今中基晴（看護学研究科 教授）
喜多淳子（看護学研究科 教授）
小山田浩子（看護学研究科 教授）
村川由加理（看護学研究科 講師）

大阪音楽大学

鑑賞とリンクした創作指導法

学習指導要領における「創作指導」および「共通事項」に関
する講義と演習を合わせた内容です。音楽の構造に着目し
た鑑賞を基盤において、創作指導の考え方の講義と演習を
行い、創作のみなもとを体験します。このことは、指導要領
橋本 龍雄（音楽学部非常勤講師、福井大学教
の「共通事項」の「音楽の要素や仕組み」を理解し、体験する
大阪府豊中市
育地域科学部教授）
ことにつながります。本講習は中学校・高等学校の音楽科
教諭を主な対象としますが、音楽を担当する小学校教諭の
受講も可能です。（指定テキスト「ケチャ・パーティ」（800円）
をお持ちでない方は、当日に別途購入していただきます。）

大阪音楽大学

指揮法の基本と実践

基本のリズム（2拍子・3拍子・4拍子）のわかりやすい指揮、
見にくい指揮や、音楽の組み立て、気持ちの伝達について
実践を交えて解説します。最後に簡単なアンサンブルを使い
加藤 完二（音楽学部非常勤講師）
ながら、指揮の実技指導及び実技試験を行います。本講習
は中学校・高等学校の音楽科教諭を主な対象としますが、
音楽を担当する小学校教諭の受講も可能です。

大阪府豊中市

日本伝統音楽

2002年度から施行された新学習指導要領に基づき、とりわ
け日本の伝統音楽について教育現場でその歴史やジャンル
をどのように捉え、指導するかといった基礎的な情報が不足
しており、指導者として現在活躍されている方々にとって模
索が続いているようです。今回は日本の伝統音楽の歴史と
各楽器の生演奏、そして箏の実技体験を通して、学校教育
における日本の伝統楽器の導入方法等について講義しま
す。本講習は中学校・高等学校の音楽科教諭を主な対象と
しますが、音楽を担当する小学校教諭の受講も可能です。

大阪府豊中市

大阪音楽大学

星田
片岡
菊武
長江
村上
小牧

一山（音楽学部非常勤講師）
リサ（音楽学部非常勤講師）
厚詞（音楽学部非常勤講師）
浩子（音楽学部非常勤講師）
洋子（音楽学部非常勤講師）
万須美（音楽学部非常勤講師）

高等学校までの
化学の概要を一
通り理解している
方

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

100人

平25平成25年4月15日～平
20052成25年5月31日
51626号

06-6605-3504

http://www.osakacu.ac.jp/

6,000円

50人

平25平成25年4月15日～平
20052成25年5月31日
51627号

06-6605-3504

http://www.osakacu.ac.jp/

中学校・高等学
校の数学科担当
教諭

6,000円

50人

平25平成25年4月15日～平
20052成25年5月31日
51628号

06-6605-3504

http://www.osakacu.ac.jp/

教諭

中学校・高等学
校の文系の教諭

6,000円

平2550人 平成25年4月15日～平 20052成25年5月31日
51629号

06-6605-3504

http://www.osakacu.ac.jp/

教諭

中学校・高等学
校の音楽科教諭

6,000円

30人 平成25年4月2日～
平成25年4月15日

平253042651108号

06-6334-2251

http://daion.ac.jp

平成25年6月15日、
平成25年6月22日

教諭

中学校・高等学
校の音楽科教諭

6,000円

20人

平成25年4月2日～
平成25年4月15日

平253042651109号

06-6334-2251

http://daion.ac.jp

12時間 平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

中学校・高等学
校の音楽科教諭

12,000円

45人 平成25年4月2日～
平成25年4月15日

平253042651110号

06-6334-2251

http://daion.ac.jp

教諭

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

大阪音楽大学

大阪音楽大学

大阪音楽大学

大阪音楽大学

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

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

合唱指導法

音楽科教科指導に欠かせない合唱指導に関する内容を、＜
指導上の声に関する知識＞＜合唱曲の分析＞＜指導の実
際＞＜合唱の指導法＞の４つの視点から講義、実践を行い
ます。学ぶ場が限られているこの分野に、さまざまな角度か
本山 秀毅（大阪音楽大学短期大学部教授）
らアプローチすることにより合唱指導の問題点と解決方法を
総合的に把握できる講義を目指しています。本講習は中学
校・高等学校の音楽科教諭を主な対象としますが、音楽を
担当する小学校教諭の受講も可能です。

大阪府豊中市

6時間

平成25年7月22日～
平成25年7月23日

教諭

中学校・高等学
校の音楽科教諭

6,000円

65人

平成25年4月2日～
平成25年4月15日

平253042651111号

06-6334-2251

http://daion.ac.jp

リコーダー指導法

今日まで長い間器楽の主要な楽器として扱われてきたリ
コーダーの更なる魅力を探り、生徒達がいきいきと眼を輝か
せる授業の可能性に迫ります。このための最新のリコー
ダー指導及び教材・教具の研究、単元化したリコーダー指導 藤田 隆（元 音楽学部教授）
プログラムの研究などを通して、効果的な指導法の実践を 田村 義一（音楽学部非常勤講師）
図ります。基本指導A,B及びアンサンブルの3タイプの授業を 北村 俊彦（元 小学校音楽専科教諭）
置き、そのすべてを研修します。本講習は中学校・高等学校
の音楽科教諭を主な対象としますが、音楽を担当する小学
校教諭の受講も可能です。

大阪府豊中市

12時間

平成25年8月21日～
平成25年8月23日

教諭

中学校・高等学
校の音楽科教諭

12,000円

75人

平成25年4月2日～
平成25年4月15日

平253042651112号

06-6334-2251

http://daion.ac.jp

雅楽基礎講座

平安時代、全盛期であった「日本最古のオーケストラ」と言
われる雅楽の演奏に焦点をあてて、学んでいただく講習で
す。管楽器・弦楽器・打楽器の特徴を知り、それらの演奏方
法を学びます。そして、「平調・越天楽」の合奏の楽しさを味
林 絹代（音楽学部非常勤講師）
わっていただきます。本講習は中学校・高等学校の音楽科
教諭を主な対象としますが、音楽を担当する小学校教諭の
受講も可能です。（講習当日に、別途「篳篥」のリード代
（1500円）を徴収します。）

大阪府豊中市

6時間 平成25年8月5日～
平成25年8月6日

教諭

中学校・高等学
校の音楽科教諭

6,000円

20人 平成25年4月2日～
平成25年4月15日

平253042651113号

06-6334-2251

http://daion.ac.jp

打楽器指導法

日常の生活の中には、「ことばのリズム」、「歩行のリズム」
などさまざまリズムがあふれています。金属・木・皮といった
それぞれの打楽器の素材を意識しながら、「リズム」のとらえ
方、「リズム」の面白さを感じてみませんか。受講生の皆さん
が打楽器を打つというシンプルな行為への理解を深め、子ど 北野 徹（音楽学部教授）
もたちの豊かな感性を育むことに現場で役立てていただくこ
とがこの講座の一番の狙いです。本講習は中学校・高等学
校の音楽科教諭を主な対象としますが、音楽を担当する小
学校教諭の受講も可能です。

大阪府豊中市

12時間 平成25年8月19日～
平成25年8月20日

教諭

中学校・高等学
校の音楽科教諭

12,000円

30人 平成25年4月2日～
平成25年4月15日

平253042651114号

06-6334-2251

http://daion.ac.jp

第一部「国際社会を読み解く英語力」では、グローバル化の
進む国際社会で通用する「思考力・判断力」を養うために
は、自文化の価値判断や思考回路から脱却した異文化理
中井弘一（国際・英語学部 教授、教員養成セ
解の視点が必要であることを、時事英語素材を使って演習
ンターセンター長）
する。第二部「思考力を高める英語授業」においては、「思考
東條加寿子（国際・英語学部 教授）
力・判断力・表現力」を育成する指導の構成要素は何かを探
りながら、様々なthinking Skillsなどを用いた実際の展開例を
考える。

大阪府大阪市

6時間 平成25年8月5日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

5,000円

30人 平成25年4月11日～
平成25年7月19日

平253043951590号

06-6761-9382

http://www.wilmina.
ac.jp/ojc

第一部「発音の向上と発音指導の見直し」では、体験型ワー
クショップを通して発音向上のための練習を行うとともに発
音指導のヒントについて考える。第二・三部「英語リスニング
のクリニック」では、文レベルの音のつながりを取り扱って、
同時通訳訓練で用いられるスラッシュリスニングとサイトトラ
ンスレーションの指導法や、聞こえても「すぐ消える」音声の
不安定性に対応するリスニングのストラテジーを考える。

中井弘一（国際・英語学部 教授、教員養成セ
ンター センター長）
東條加寿子（国際・英語学部 教授）
夫 明美（大阪女学院短期大学 英語科 准教
授）

大阪府大阪市

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

5,000円

30人 平成25年4月11日～
平成25年7月19日

平253043951591号

06-6761-9382

http://www.wilmina.
ac.jp/ojc

石井
辻本
池田
伊藤

大阪府東大阪
市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小・中・高等学校
教諭（特に中学
校・高等学校社
会科教諭向け）

6,000円

40人 平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253045451940号

06-6721-2332

http://www.kindai.a
c.jp

「思考力・判断力・表現力」の育
成をめざす指導 — Developing
critical thinking, decision making
大阪女学院大学
and expression in English classes
—

大阪女学院大学

「発音指導とリスニング指導の
ワークショップ･クリニック」

近畿大学

本講義は，現代社会における法・政治と教育の関わりにつ
いて論ずるものである。石井は政治学・政治思想の観点か
ら内外の時事問題の解説を、辻本は、少年法を含めた刑事
現代社会における法・政治と教育 法制に関する諸問題を、池田は憲法学の観点から身近な暮
らしの中に存在する法律問題について解説・検討を、伊藤は
社会のあらゆる場面において観察されるプリンシパル・エー
ジェント関係の観点から会社法を、それぞれ講じる。

健司（法学部准教授）
典央（法学部准教授）
晴奈（法学部講師）
吉洋（法学部講師）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

日本銀行の話

身近な紙幣には、漏れなく「日本銀行券」と書かれていま
す。日本銀行には、お札の発行に関連した「発券銀行」とし
ての機能のほか、「銀行の銀行」、「政府の銀行」という３つ
の大切な機能があります。それぞれの機能の中味、日本銀 安孫子 勇一(経済学部教授）
行の目的（「物価の安定」と「金融システムの安定」）や金融
政策手段について、担当講師の約20年の日本銀行勤務経
験に基づき、分かりやすく解説します。

大阪府東大阪
市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小・中・高等学校
教諭（特に高等学
校公民科教諭向
け）

6,000円

40人 平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253045451941号

06-6721-2332

http://www.kindai.a
c.jp

ビジネスを科学する

社会科学の一分野である経営学は、「ビジネスを科学する」
学問であるといえる。その科学の方法論として多様なアプ
ローチが存在するが、今回は経済学および国際経営という
視点からビジネスを科学してみたい。まず、経済学の視点か 浦上 拓也(経営学部准教授)
らは、「人の満足を最大にする行動」と「意思決定のメカニズ 多田 和美(経営学部講師)
ム」を議論する。次に、国際経営の視点からは、「グローバ
ル人材のあり方」と「異文化マネジメントのあり方」を議論す
る。

大阪府東大阪
市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小・中・高等学校
教諭（特に中学
校・高等学校社
会科教諭向け）

6,000円

40人 平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253045451942号

06-6721-2332

http://www.kindai.a
c.jp

教室を楽しくする理科

化学は原子からなる分子によって構成される物質の振る舞
いを理解することに始まり、材料としての応用に至るまで、人
類の活動を物質的側面から支えている。身近な現象が意外
な科学の原理に基づいていることを具体例を示しながら講
木村隆良(理工学部教授）
義、教室で教科内容を生徒に楽しく理解させる理科の演示
実験、体験実験をおこなう。 小・中学校における教科に
沿った事例を多く扱うため、主な受講対象者は小・中学校教
諭とするが、高校教諭も受講可能。

大阪府東大阪
市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科）
高等学校教諭
（理科）

6,000円

40人

平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253045451943号

06-6721-2332

http://www.kindai.a
c.jp

地球環境の過去・現在・未来

宇宙の悠久な歴史の中で、約４６億年前に地球が誕生しま
した。大変厳しい原始地球の環境中から多様な生命が生ま
れ、今日のような地球環境が形成されてきました。その過程
を概観し、また、主として人間の行動が原因となっておきた
日下部 俊男（理工学部教授）
様々な環境問題の現状を考え、永続可能な人類社会の建
設に必要なものはなにかを物理の立場で考えていきます。
特に，福島第一原子力発電所の過酷事故に鑑み，放射線
の簡易測定の実習も行います

大阪府東大阪
市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理
科）、高等学校教
諭（理科）

6,000円

40人 平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253045451944号

06-6721-2332

http://www.kindai.a
c.jp

近畿大学

DNAを中心とする命の仕組みと
体の働き

生命科学分野の最新の知見を小中高での理科教育にどの
ように反映させ、生徒の関心を引き出すのかが重要な課題
となっている。 21世紀に入り、ヒトゲノムの全配列が解明さ
れ、また、多能性幹細胞iPS細胞を作製することもできるよう 岩森正男 （理工学部教授）
になった。最近の研究を紹介しながら、生命の仕組みについ 南 武志 （理工学部教授）
て解説する。一方、ヒトの体の仕組みと働きについて小学校
より学ぶことから、食べ物の消化に関する簡単な実験を加え
て体内循環と恒常性について理解を得たい。

大阪府東大阪
市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科）
高等学校教諭
（理科）

6,000円

40人

平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253045451945号

06-6721-2332

http://www.kindai.a
c.jp

近畿大学

三角形の数学

三角形を様々な角度から扱うことにより、教育現場における
算数・数学の楽しみについて考える。三平方の定理などの
教科書で扱われる内容の復習を中心に講義すると共に、折 中村 弥生( 理工学部准教授）
り紙を用いた多面体の考察など、受講者に実際に作業して
もらいながら進める。

大阪府東大阪
市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭（数
学）・高等学校教
諭（数学）

6,000円

40人

平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253045451946号

06-6721-2332

http://www.kindai.a
c.jp

近畿大学

くすりのリスクと社会的課題

児童、生徒に対する医薬品の適正使用に関する知識の普
及や啓発を効果的に提供できるよう、学校安全教育の観点
から、教員による「くすり」の安全性、有害性および「くすり」に
関連した現代社会における諸問題について学習する。また 中村 武夫（薬学部教授）
各グループ10名程度のスモールグループディスカッション（Ｓ 伊藤 栄次（薬学部教授）
ＧＤ）の実践を通して、受講者自らが積極的に討論に参加
細見 光一（薬学部准教授）
し、その結果（まとめ）をパワーポイントを用いて発表する。
本講習では、主に「くすりの正しい使い方」および「薬物乱用
防止」を中心に学ぶ。

大阪府東大阪
市

6時間 平成25年8月9日

教諭
小・中・高等学校
養護教
教諭、養護教諭
諭

6,000円

40人

平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253045451947号

06-6721-2332

http://www.kindai.a
c.jp

近畿大学

本講習は文芸学の範疇で受講者に「文学・芸術・文化につ
いての良き解説のヒント」を提供することを目標にしていま
す。具体的には、日本古典文学、現代舞踏、日本近現代
教員のための文芸学の楽しみ方 史、小学校の早期英語教育をテーマに取り上げます。本講
習を受講することで教室で還元可能な「児童、生徒に文学・
芸術・文化のあり様を解説する力」を補強、拡大することが
できます。

6,000円

40人

平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253045451948号

06-6721-2332

http://www.kindai.a
c.jp

近畿大学

近畿大学

藤巻
碓井
近藤
濱本

和宏 （文芸学部准教授）
節子（文芸学部教授）
正己（文芸学部教授）
秀樹（文芸学部教授）

大阪府東大阪
市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小・中・高等学校
教諭（特に中学校
社会･国語･美
術、高等学校地
理歴史・公民・国
語・美術科教諭
向け）

電話番号

ＵＲＬ

講習の開催地

近畿大学

講習の概要

時間数

担当講師

近畿大学

講習の名称

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

よくわかる環境教育の基本

環境問題に関する授業は、理科だけでなく、社会科、算数・
数学、国語、家庭科などさまざまな教科で取り入れられるよ
うになっています。また、これからは環境や社会の中で「生き
る力」を育むための環境教育の必要性がますます高まるで
久 隆浩（総合社会学部教授）
しょう。そこで、本講義では、環境問題とは何か、環境問題解
決に向けて必要な基礎的な知識や姿勢を学び、環境の本質
を見極め、生徒・児童に適切に伝えるための知識・技術を身
につけます

大阪府東大阪
市

6時間 平成25年8月8日

教諭
小・中・高等学校
養護教
教諭、養護教諭
諭

6,000円

40人 平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253045451949号

06-6721-2332

http://www.kindai.a
c.jp

近畿大学

ネットと現代の社会・文化

２１世紀に入ってからのインターネット利用の急速な拡大は、
社会と文化に大きな変化をもたらし続けている。Wikiや
YouTubeなどのデータベースの出現、音楽の楽しみ方の変
化、紙の本や雑誌の売り上げ部数の減少、高性能端末機の 清島秀樹（総合社会学部教授）
使用による友人関係の変質、TwitterやFacebookの普及、ニ
コニコなどの新メディアの登場、等々。このような社会の変化
と、新しい文化の出現を分析することを行う。

大阪府東大阪
市

6時間 平成25年8月9日

教諭
小・中・高等学校
養護教
教諭、養護教諭
諭

6,000円

40人 平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253045451950号

06-6721-2332

http://www.kindai.a
c.jp

近畿大学

英語教育におけるコミュニケー
ションと文法

英語教育において英語によるコミュニケーション能力の向上
を目指す指導法を概観すると同時に問題点を議論します。
また、英語教員として持っているべき言語学的知識に関する
石井 隆之（総合社会学部教授）
講義とともに、学生・生徒に対する文法指導の方法論を提示
します。更に、トータルな視座で英語教員の条件を提示し、
理想的な英語教育の在り方を追求します。

大阪府東大阪
市

6時間 平成25年8月8日

中学校教諭（英
語）・高等学校教
諭（英語）

6,000円

40人

平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253045451951号

06-6721-2332

http://www.kindai.a
c.jp

近畿大学

身近な地域の調査と防災

①河内平野を事例として、身近な地域の土地の生い立ち、
自然的・人為的な地形変遷、現在の土地利用を地学・地理
学・歴史学的分野の資料を使って調べる手法を解説します。
辰己 勝（教職教育部教授）
②主として近畿地方で発生した水害・地震災害の事例を示し
鈴木 一久（教職教育部教授）
ながら、その発生要因や復興計画を検討します。③受講者
戸井田 克己（総合社会学部教授）
に自宅周辺や校区での土地の変遷や、自然災害の状況を
提示してもらい、具体的な災害に対する防災教育のあり方を
探っていきます。

大阪府東大阪
市

6時間 平成25年8月8日

教諭
小・中・高等学校
養護教
教諭、養護教諭
諭

6,000円

40人 平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253045451952号

06-6721-2332

http://www.kindai.a
c.jp

近畿大学

①部落問題を具体例に取り上げて差別問題のとらえ方につ
いて考える。 ②生活実態に関する差別の現実や差別を
支える意識の形成について検討を深める中から、差別と人 北口 末広 （人権問題研究所教授）
人権及び差別問題と人権教育に
権の関わりについての考察を広げる。 ③HIV・エイズ問題 奥田 均（人権問題研究所教授）
ついて
に関する近畿大学学生の意識調査結果を取り上げて、差別 熊本 理抄（人権問題研究所准教授）
問題に関して学校教育の果たしている役割について検証す
る

大阪府東大阪
市

6時間 平成25年8月7日

教諭
小・中・高等学校
養護教
教諭、養護教諭
諭

6,000円

80人

平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253045451953号

06-6721-2332

http://www.kindai.a
c.jp

近畿大学

大学で２基しかない教育・実験用原子炉を有する近畿大学 伊藤
の特色を生かし、原子炉を視て触れて運転し、環境問題・エ 伊藤
ネルギー問題を理解する講習を実施する。１日目は、原子 橋本
実物の原子炉を視て、触れて、運
炉を実際に運転する実習を中心に行い、２日目は放射線の 山西
転して
飛跡を見ることができる簡単な霧箱という装置を作成し、放 堀口
エネルギー・環境問題を考える
射線の実習やエネルギー・環境問題に関する講義を行う。 杉山
講義と実習を通して、エネルギー・環境問題の指導の援助 若林
や話題提供ができるような実践的な講習を実施する。
芳原

大阪府東大阪
市

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

12,000円

20人

平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253045451954号

06-6721-2332

http://www.kindai.a
c.jp

近畿大学

配慮が必要な子どもと保護者へ
大阪千代田短期
の支援のあり方
大学

哲夫（原子力研究所教授）
眞（原子力研究所教授）
憲吾（原子力研究所教授）
弘城（原子力研究所准教授）
哲男（原子力研究所講師）
亘（原子力研究所講師）
源一郎（原子力研究所講師）
新也（原子力研究所講師）

発達障害を持った子どもとどう向き合うのか。
LD、ADHD、高機能自閉症等様々な障害ごとの対応を事例 広川 律子(幼児教育科 教授)
研究をもとに考えます。また個々の子ども、その保護者への 葛目 已恵子(幼児教育科 非常勤講師)
関わりや助言・教育相談の方法について研修を行います。

幼児教育現場において音楽は小学校以上の教科指導とは
異なり音楽教育という型にこだわらないため、あらゆる場面
での活動が期待できます。様々な音楽の氾濫する現代にお
いて、感性を伸ばし、発達を促すためには、保育者としてど
大阪千代田短期 子どもの表現力を伸ばす音楽指
寄 ゆかり(幼児教育科 准教授)
のような観点で教材を選択し、取り入れるかを考えます。日
大学
導
山本 敬子(幼児教育科 講師)
本の伝統音楽やクラシック音楽などを通し、メロディーの重
要性も意識した指導法や音楽療法の視点も取り入れた新し
い指導方法を考え、これらをワークショップなどで体験し、指
導案作成へと発展させます。

12時間

平成25年8月7日～
平成25年8月8日

教諭

大阪府河内長
野市

6時間 平成25年8月7日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,500円

80人

平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253525151778号

0712-52-4141

http://chiyoda.ac.j
p/renkei/koushin

大阪府河内長
野市

6時間 平成25年8月8日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,500円

40人 平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253525151779号

0721-52-4141

http://chiyoda.ac.j
p/renkei/koushin

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

幼児教育現場において音楽は小学校以上の教科指導とは
異なり音楽教育という型にこだわらないため、あらゆる場面
での活動が期待できます。様々な音楽の氾濫する現代にお
いて、感性を伸ばし、発達を促すためには、保育者としてど
寄 ゆかり(幼児教育科 准教授)
大阪千代田短期 子どもの表現力を伸ばす音楽指
のような観点で教材を選択し、取り入れるかを考えます。日
山本 敬子(幼児教育科 講師)
大学
導
本の伝統音楽やクラシック音楽などを通し、メロディーの重
要性も意識した指導法や音楽療法の視点も取り入れた新し
い指導方法を考え、これらをワークショップなどで体験し、指
導案作成へと発展させます。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

大阪府河内長
野市

6時間 平成25年8月9日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,500円

40人 平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253525151780号

0721-52-4141

http://chiyoda.ac.j
p/renkei/koushin

大阪千代田短期 子どもの表現力を伸ばす身ぶり
大学
表現

保育領域における「身ぶり表現」を中心としての指導方法の
研修を行う。子どもの発達に見合った動き働きだけでなくな
山﨑 由起子(幼児教育科 非常勤講師)
りきる表現の楽しさと難しさを指導者も体験し、味わうことが
吉住 とし子(新金岡センター保育園 副園長)
大切です。ワークショップで楽しさを実感し、表現力豊かな子
どもを育てる表現活動のあり方を考えていきます。

大阪府河内長
野市

6時間 平成25年8月8日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,500円

40人 平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253525151781号

0721-52-4141

http://chiyoda.ac.j
p/renkei/koushin

大阪千代田短期 子どもの表現力を伸ばす身ぶり
大学
表現

保育領域における「身ぶり表現」を中心としての指導方法の
研修を行う。子どもの発達に見合った動き働きだけでなくな
山﨑 由起子(幼児教育科 非常勤講師)
りきる表現の楽しさと難しさを指導者も体験し、味わうことが
吉住 とし子(新金岡センター保育園 副園長)
大切です。ワークショップで楽しさを実感し、表現力豊かな子
どもを育てる表現活動のあり方を考えていきます。

大阪府河内長
野市

6時間 平成25年8月9日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,500円

40人 平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253525151782号

0721-52-4141

http://chiyoda.ac.j
p/renkei/koushin

社団法人全国幼 期待される幼児教育の在り方Ⅰ
児教育研究協会 －保育の質を高める－

子ども・子育てに関する法整備も整い、幼児教育に携わる教
員の意識の向上と、さらなる教育技術の研鑽こそ最も重視さ
れる課題である。そこで本講習では、新しい幼児教育の知識
技能を身に付けさせることを目指し・幼児の発達理解を深め
る、・特別支援教育と学級経営、・こども園の生活の理解等
を取り上げる。

赤石元子(東京学芸大学非常勤講師）
鈴木みゆき(和洋女子大学教授)
中村和彦(山梨大学教授）
津金美智子(文科省教科調査官)
神長美津子(東京成徳大学教授)
渡邉英則（認定こども園ゆうゆうのもり幼保園
長）

大阪府大阪市
天王寺区

18時間

平成25年7月28日～平
成25年7月30日

教諭

幼稚園教諭向け

18,000円

平258133551992号

03(3351)8055

http://www.zenyoken
.org

社団法人全国幼 期待される幼児教育の在り方Ⅱ
児教育研究協会 －保育の質を高める－

子ども・子育てに関する法整備も整い、幼児教育に携わる教
員の意識の向上と、さらなる教育技術の研鑽こそ最も重視さ
れる課題である。そこで本講習では、新しい幼児教育の知識
技能を身に付けさせることを目指し・幼児の発達理解を深め
る、・特別支援教育と学級経営、・こども園の生活の理解等
を取り上げる。

中村和彦(山梨大学教授）
津金美智子(文科省教科調査官)
神長美津子(東京成徳大学教授)
渡邉英則（認定こども園ゆうゆうのもり幼保園
長）

大阪府大阪市
天王寺区

12時間 平成25年7月29日～平
成25年7月30日

教諭

幼稚園教諭向け

14,000円

平2520人 平成25年3月18日～平 81335成25年6月22日
51993号

03(3351)8055

http://www.zenyoken
.org

甲南大学

近現代日本文学

明治から現代に至る日本文学について、様々な角度から講
義し、受講者の授業に役立ててもらおうという講習である。
担当講師の専門分野に沿う形で、文学と美術の交流に着目
木股 知史 （甲南大学文学部教授）
し日本近代文学研究の新視点を提示する講義、与謝野晶子
田中 雅史 （甲南大学文学部教授）
の書簡から大逆事件との関わりを説明し、短歌の読み直し
塚本 章子 （甲南大学文学部教授）
をおこなう講義、村上春樹や宮部みゆきなどの現代文学を
精神分析的な視点も取り入れながら考える講義の、大きく三
つの柱からなる。

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校・中学校
(国語)教諭・高等
学校（国語）教諭

6,000円

30人 平成25年4月19日～
平成25年5月31日

平253048051173号

078-431-4341

http://www.konanu.ac.jp/faculty/let
ters/japanese/

甲南大学

英語研究の新視点

英語に関する知識を深めることを目的とし、英語学研究の観
点から英語統語論、 （第２）言語習得に関する授業と、アメリ
有村 兼彬 （甲南大学文学部教授）
カ研究の観点から移民の歴史に関する授業を提供する。英
安武 留美 （甲南大学文学部教授）
語統語論では埋め込まれた主述関係に注目し、（第２）言語
Nigel G. Duffield （甲南大学文学部教授）
習得の理論的研究方法を検討し、移民の歴史においては新
しい研究動向について述べる。

兵庫県神戸市

6時間 平成25年7月28日

教諭

小学校・中学校
(英語)教諭・高等
学校（英語）教諭

6,000円

40人 平成25年4月19日～
平成25年5月31日

平253048051174号

078-431-4341

http://www.konanu.ac.jp/faculty/let
ters/english/

甲南大学

GISは地理の重要な手法となりつつあります。この講習で
は、歴史文化学科の鳴海邦匡准教授ならびに中辻享准教
授企画のもと、学外講師をまじえて、簡便なGISを用いて地
鳴海 邦匡 （甲南大学文学部准教授）
GISを使って地域の歴史を読み解 域の歴史を読み解く手法を学習します。講習は、GISや活用
中辻 亨 （甲南大学文学部准教授）
く
できるデータに関する講義と、実際にGISソフトを使いながら
塚本 章宏 （甲南大学非常勤講師）
地域の歴史を読み解く作業を行います。必要データはＵＳＢ
におとして各自に配布し、円滑に実習作業ならびに訓練、活
用できるようにします。

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月19日

教諭

中学校(社会)・高
校(地歴)教諭

6,500円

20人 平成25年3月21日～
平成25年6月30日

平253048051175号

078-435-2380

http://www.konanu.ac.jp/faculty/let
ters/history/

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月6日

教諭

高等学校理科教
諭

7,000円

24人 平成25年3月21日～
平成25年6月30日

平253048051176号

078-435-2517

http://www.konanu.ac.jp/faculty/sci
ence_and_engineerin
g/index.html

甲南大学

実験を通して考える物理学

高等学校の授業で実際に活用できる「電磁誘導」，「電子の
比電荷」，「重力落下」，「超音波で波動現象を調べる」の４つ
のテーマの実験を，一人１台ずつの装置を用いて実施でき
る環境を整え，各分野の教員9名のサポートの下に各受講
者にはこの４つから２つを選択して行っていただき、それらを
通して物理学の考え方や方法について考えると共に，実験
指導のスキルの向上を目指します。

安藤 弘明 （甲南大学理工学部教授）
梅津 郁郎 （甲南大学理工学部教授）
宇都宮 弘章 （甲南大学理工学部教授）
杉村 陽 （甲南大学理工学部教授）
山本 常夏 （甲南大学理工学部准教授）
市田 正夫 （甲南大学理工学部 准教授）
青木 玉緒 （甲南大学理工学部准教授）
秋宗 秀俊 （甲南大学理工学部准教授）
小堀 裕己 （甲南大学理工学部准教授）
梶野 文義 （甲南大学理工学部教授）

100人

平成25年3月18日～
平成25年6月22日

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

甲南大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

「ミツバチの太陽コンパスを用いた定位行動」と「複眼の微細
構造」 について講義する。その後、青空における散乱と偏
光発生モデルの作製や複眼模型の作製、複眼模型を用い
複眼機能の解析ー昆虫の偏光感
た野外観察などの実験実習を行い、昆虫の偏光感覚と太陽 道之前 允直 （甲南大学理工学部教授）
覚と太陽コンパスー
コンパスによる定位行動を理解する。なお、これらの実験実
習は、高校生物の授業にすぐ応用できるよう、計画されてい
る。
池田
渡邉
重松
町田
木本
山本
内藤

能幸
順司
利彦
信也
篤志
雅博
宗幸

（甲南大学理工学部教授）
（甲南大学理工学部准教授）
（甲南大学理工学部教授）
（甲南大学理工学部教授）
（甲南大学理工学部講師）
（甲南大学理工学部教授）
（甲南大学理工学部講師）

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月21日

教諭

高等学校生物担
当理科教諭

7,000円

20人

平成25年3月21日～
平成25年6月30日

平253048051177号

078-435-2517

http://www.konanu.ac.jp/faculty/sci
ence_and_engineerin
g/index.html

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月9日

教諭

高等学校 理科
教諭（化学分野
担当者）

7,000円

20人 平成25年3月21日～
平成25年6月30日

平253048051178号

078-435-2517

http://www.konanu.ac.jp/faculty/sci
ence_and_engineerin
g/index.html

教諭

小学校教諭・中
学校および高等
学校の理科教諭

13,000円

20人

平成25年3月21日～
平成25年6月30日

平253048051179号

078-435-2517

http://www.konanu.ac.jp/faculty/sci
ence_and_engineerin
g/index.html

教諭

中学校数学教諭
／高等学校数学
教諭

6,000円

30人

平成25年4月19日～
平成25年5月31日

平253048051180号

078-435-2533

http://www.konanu.ac.jp/faculty/ii/

教諭

小、中、高、特別
支援学校の体育
教諭

6,500円

30人

平成25年3月21日～
平成25年6月20日

平253048051181号

078-857-7301

http://www.konanu.ac.jp/laboratory/
sports/

金属イオンの分離・確認

高校の化学担当教員を対象に、チオアセトアミドを用いた系
統的分離法による陽イオン定性分析を行います。この溶液
系の反応には、中和反応、沈殿反応、錯形成反応、酸化還
元反応など高校で学習する内容が多く含まれており、講習
後に各高校での教育に活用できると期待されます。講習で
は、これらの実験を実際に高校で行うために必要となる最後
の廃液処理方法までも含めて体験していただきます。

甲南大学

河川作用の野外観察

河川の流速と河床堆積物の関係は，小・中・高校の理科の
重要な内容であるが，実際の河川の流速を測定してみると
教科書に概念化されたような単純な姿とは異なる河川の驚く
べき姿が見えてくる。本講習では，小・中・高の理科教諭を
林 慶一 （甲南大学理工学部教授）
対象に，１日目はバスを利用して実際の河川の上・中・下流
に出かけて流速と堆積物を調査し，2日目はその調査結果を
解析して流速と堆積物の関係を明らかにし，流水とは異なる
土石流の運搬メカニズムについても考察する。

兵庫県神戸市

甲南大学

教科指導ー数学ーの現状

新学習指導要領においては、理数教育の充実が改善され、
数学においては教科としての知識・技能を活用する学習や
探求する学習の充実が目指されている。本講習において
は、それらの指導を行う際の解析学・幾何学・代数学・統計
学に関する関する知識を再構成する。

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月5日

器械運動の授業づくり

本講習は、器械運動の指導を苦手とする教諭に対して指導
力向上に寄与することを目的とする。講習は以下の三部構
成で行う。①原論(講義) ：体育授業のオリジナリティー、器
械運動のオリジナリティー、器械運動の学習における計画 吉本忠弘 （甲南大学スポーツ・健康科学教育
論・指導方法論的認識②実技(実習) ：マット、跳び箱、鉄 研究センター 講師）
棒における技の学習に向けた基礎技能養成課題に関する
実技実習③総括(講義) ：講習内容のまとめ、および指導
現場において生じている諸問題に関する討論

兵庫県神戸市

6時間

武庫川女子大学 こどもと身体表現

動きを用いてコミュニケーションを図るダンスセラピーの手
法を用い、保育者自身のからだの在り方に焦点を当て、コ
ミュニケーションの体験を深めます。「歌あそび」は、自分の 遠藤 晶(文学部准教授）
声を出して歌うこと、歌に合わせて動くこと、また仲間と一緒 﨑山 ゆかり(文学部・短期大学部准教授 兼
に遊びを楽しむことができるなど、魅力的な要素がたくさん 任)
含まれています。歌あそびの魅力を確認し、保育実践の方
法について考えていきます。(主として演習）

兵庫県西宮市

6時間 平成25年7月30日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

30人 平成25年4月8日～
平成25年4月15日

平253050551786号

0798-45-3696

http://www.mukogawa
-u.ac.jp/~kmkoshin/

武庫川女子大学 歌唱及び器楽演奏の指導

子供たちが歌いたくなる範唱をめざすには、先ず教える側
が気持ち良く声を出して、楽しげに歌える事が望ましい。ま
た伴奏力も必要である。本講習では歌唱のために必要な基 生地 加代(文学部・短期大学部教授 兼任）
本事項を再確認し練習法を身につけるとともに、基本的な音 和田垣 究(文学部准教授）
楽理論（概論）を再確認した上で、平易な旋律（♯・♭、それ 伊藤 菜穂美（文学部非常勤講師）
ぞれ１つまでの調）に和音などの基礎的なパターンによる伴
奏付けの演習を行う。（講義と演習）

兵庫県西宮市

6時間 平成25年8月5日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

30人 平成25年4月8日～
平成25年4月15日

平253050551787号

0798-45-3696

http://www.mukogawa
-u.ac.jp/~kmkoshin/

甲南大学

甲南大学

松本
森元
高橋
小出

茂樹 （甲南大学知能情報学部教授）
勘治 （甲南大学知能情報学部教授）
正 （甲南大学知能情報学部教授）
武 （甲南大学知能情報学部准教授）

12時間

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

平成25年7月29日

武庫川女子大学

子どもたちとの関わり方で困っている教師にとって、カウン
セリングを学ぶことは大きな助けとなる。この講習では、講義
教師のための学校カウンセリング
佐方 哲彦(文学部教授）
を通じて学校現場で活用するためのカウンセリングの基本
基礎講座
玉木 健弘(文学部講師）
事項を理解し、ロールプレイの演習を通じて関わり方のクセ
や落とし穴について体験的に学んでもらう。（講義と演習）

兵庫県西宮市

6時間 平成25年8月6日

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭向け
諭

6,000円

35人 平成25年4月8日～
平成25年4月15日

平253050551788号

0798-45-3696

http://www.mukogawa
-u.ac.jp/~kmkoshin/

武庫川女子大学

まず、学校でどのようにすればカウンセリング技法が役に
立つかを学ぶ（午前）。そのために、傾聴技法のロールプレ
教師のための学校カウンセリング イング体験を取り入れる。次に、教師のためのコミュニケー 本多 修(文学部教授）
実践講座
ションスキル学習を行う（午後）。そこでは、教師が円滑なコ 西井 克泰(文学部教授）
ミュニケーションをいかに行うかについて、ロールプレイング
を通して学んでいく。（主として演習）

兵庫県西宮市

6時間 平成25年8月7日

教諭
小学校・中学校・
養護教
養護教諭向け
諭

6,000円

35人 平成25年4月8日～
平成25年4月15日

平253050551789号

0798-45-3696

http://www.mukogawa
-u.ac.jp/~kmkoshin/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

中･高校の体育実技領域の内，球技と陸上競技を取り上げ
る。球技と陸上競技の学習指導において，結果の知識（K．
R)と遂行の知識（K．P）を取り入れる意義について講義し，
実際に実技指導場面で求められる運動のデータ化を体験す 田中 新治郎(健康・スポーツ科学部教授)
る。このデータを基に，それをいかに取り上げて体育学習に 中西 匠(健康・スポーツ科学部准教授）
活かしていくかを考察する。データ化の作業を体験してもらう
が，自らの運動をデータの対象とすることもあるので体育館
シューズ等運動ができる準備が必要となる。

兵庫県西宮市

6時間 平成25年8月28日

教諭

中・高教諭（保健
体育）向け

6,000円

30人

平成25年4月8日～
平成25年4月15日

平253050551790号

0798-45-3696

http://www.mukogawa
-u.ac.jp/~kmkoshin/

独立行政法人国
立青少年教育振 教員免許状更新講習
興機構

グループで協力して課題を解決していく過程で，仲間とのコ
ミュニケーションを活発にすることにより信頼感や協力性を
育むことを目的とした体験活動プログラムについて学びま
す。からだや気持ちをほぐしながらお互いの信頼関係を築い
たり，グループで課題を解決したりするなど，学級づくり，
チームづくりに役立つプログラムを紹介します。講義をもとに
筆記試験を実施し、認定を行います。

兵庫県南あわ
じ市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,740円

30人

平25平成25年5月16日～平
70023成25年5月31日
51887号

0799-55-2696

http://awaji.niye.g
o.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振 教員免許状更新講習
興機構

全員の力を合わせてカッター船を進める「カッター実習」とク
ライミングウォールなどさまざまな課題にグループ全員が協
力して挑む「アドベンチャーラリー」を行います。この実習をと
おして，それぞれの活動内容をふまえたうえでより教育効果
を高めるためにはどうすればよいかについて考えます。この
講義・実習をもとに筆記試験を実施し、認定を行います。

立石 房徳
（国立淡路青少年交流の家 企画指導専門職） 兵庫県南あわ
じ市
服部 和幸
（国立淡路青少年交流の家 企画指導専門職）

6時間 平成25年8月22日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,740円

30人

平25平成25年5月16日～平
70023成25年5月31日
51888号

0799-55-2696

http://awaji.niye.g
o.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振 教員免許状更新講習
興機構

教育の現状と今日的な課題，体験活動の意義（必要性）や
学習指導要領における体験活動の位置づけについて学び
平川 和文（神戸大学大学院 教授）
ます。参加者のこれら課題についての意識を出し合う中で考
厚田 太加志（国立淡路青少年交流の家 次
えを深めたり，体験活動を行う目的や方法，さらに安全に体
長）
験活動を行うための計画の作り方やリスクマネジメントの考
え方について学びます。

兵庫県南あわ
じ市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,740円

平2530人 平成25年5月16日～平 70023成25年5月31日
51889号

0799-55-2696

http://awaji.niye.g
o.jp/

和歌山大学

小説の楽しみ

授業で文学教材を扱う場合、教材としての特性を考えれば
「面白さ」を生かし、それを中心に授業を展開することが望ま
しい。しかし、「面白さ」を生かそうとすれば、同時に他の教科
佐藤 和正（教育学部教授）
にはみられない固有の難しさが生じてしまう。近代文学がど
のように読まれてきたかを概説しながら、どのように文学作
品を扱うべきかを考える。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年6月15日

教諭

中・高等学校国
語科教諭

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006152868号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

物理学 （光、熱分野）

小、中、高等学校の理科教科書の内容に合わせて、光（反
射、透過、偏光、散乱などの性質、レンズの働きなど）と熱
（熱と温度の関係、熱の法則）に関連する部分を講義し、理
解を深めるために実験及び工作(霧の発生、圧力の変化に
より引火、偏光性を利用して、魔法の壁をつくる、望遠鏡を
つくる）も行う予定です。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年6月15日

教諭

小・中・高等学校
理科教諭

6,000円

20人 平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006152869号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

イメージからイメージへ：視覚文
化史への招待

一般にアカデミックな社会で重視されるのは読み書き算盤ば
かりですが、私たちは人間として生きるために必要な情報の
多くを数字や文字以上にイメージ（画像）からえています。た
しかにイメージとはあいまいで扱いにくいものです。しかしイ
高橋 健一（教育学部准教授）
メージにも読むための方法があり、美術史学をはじめとする
現代の学問は、それを練り上げています。講習では、美術作
品に限らずに幅広く事例を挙げながら、その成果を紹介して
いきます。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年6月15日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006152870号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

自閉性障害、アスペルガー障害、LD（学習障害）、ADHD（注
意欠陥多動性障害）など、児童の発達における障害の特性
理解と、学習面、行動面の問題に関する教育的な支援の方
発達障害の理解とその教育的支 法について講ずる。また発達障害とは区別される児童期の
江田 裕介（教育学部教授）
援
社会的機能の障害についても触れる。児童生徒の発達的な
問題に気づき、特性を理解して適切な配慮ができるようにな
り、発達障害のある児童生徒の教育を効果的に計画するた
め、指導法に関する基本的な知識を得る。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年6月15日

教諭 幼・小・中･高･特
養護教 別支援学校教
諭
諭、養護教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006152871号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

イタリアの伝統的な家族のあり方に注目し、子どもにとって
望ましい親役割について考えてみたい。イタリアの家庭をリ
イタリアの家庭教育に学ぶ２－親
和歌山県和歌
サーチしたテレビ番組を手がかりにして、父親と母親が育児 鈴木 昌世（和歌山信愛女子短期大学准教授）
役割を中心に
山市
に対する親族からの支援をどのように活かしているのかに
ついて、受講者とともに考えたいと思う。

6時間 平成25年6月15日

幼・小学校教諭、
中・高等学校家
庭科教諭、特別
支援学校教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006152872号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

武庫川女子大学

体育学習におけるデータの採り
方・使い方

高見

彰 （大阪国際大学 教授）

顧 萍（教育学部教授）

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

神経情報学入門

神経システムの情報処理の特徴を理解するために、まず
脳・神経系における神経細胞ネットワークの神経生理学的
な知見を紹介し、「注意」などの認知活動を含む高次脳機能
の計測や分析に対する心理物理学的方法論について解説
吉田 久（近畿大学生物理工学部教授）
する。次に、情報科学・情報工学からのアプローチとして、神
小濱 剛（近畿大学生物理工学部講師）
経細胞の機能を抽象化した人工神経回路網の理論、特に
「学習」が成立するための統計数理学的基礎について触
れ、新たな情報処理技術への応用の可能性について述べ
る。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年6月15日

教諭

高等学校理科教
諭

6,000円

30人

平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006152873号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

日本語で考える、日本語を考え
る、日常茶飯の哲学講座

哲学とは、文字どおりに日常茶飯の行為です。私たちが毎
日、お茶を飲んだり、ご飯を食べたりするように、いつも人は
哲学と関わり合っています。教育現場や学校現場において
も、変わる点はありません。今回の講座では、そのような哲
学の日常性について、とりわけ、私たちが日本語で何かを考 天野 雅郎（教育学部教授）
える（要するに、頭を使う）際の方法と、その困難について、
お話を致します。そして、それが教育現場や学校現場におい
ても、共通の課題であり、難問であることを知っていただきた
い、と思います。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年6月29日

教諭

幼・小・中･高･特
別支援学校教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006152874号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

平面や空間の再認識

平面や空間の距離について幾何学的に述べ、開集合・閉集
合の性質や具体例について解説する。平面図形や空間図
川上 智博（教育学部准教授）
形について再認識してもらいたいと考えている。可能な範囲
で、証明についても講義を行う予定である。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年6月29日

教諭

中・高等学校数
学科教諭

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006152875号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年6月29日

教諭

幼・小学校教諭、
中・高等学校音
楽教諭

6,000円

15人

平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006152876号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年6月29日

教諭

中・高等学校保
健体育教諭

6,000円

24人

平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006152877号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年6月29日

教諭

中・高等学校英
語教諭

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006152878号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

日本語による歌唱は、母国語でありながら様々な問題を抱
えている。そこで、声楽的発声法に基づき、日本語に適した
発声・発音・発語などを、演習を交え考察する。また、言葉・
音楽・自分自身・聴衆を「息づかい」という観点で捉え、表現
大元 和憲（教育学部准教授）
聴いて心地よい日本語の歌い方
と歌唱テクニックの融合を図る。声楽的発声法は西洋音楽
に起因するため、日本語歌唱に於ける問題を把握し、楽曲
に応じた表現が出来るよう、その手順を考察し習得する。

柔道の理論と実技について学習する。初心者でもできる基
本的でソフトなエクササイズから始め次第に実践的なＪＵＤ
Ｏに触れていく。互いに教え合いをしながら運動学習をすす
める方法について、学んでいく。相手とのコミュニケーション
JUDOから柔道へ －女性もでき
能力を開発するためには、相手との距離の近い、本気に
矢野 勝（教育学部教授）
る柔道授業－
なって取り組む柔道が適していると実感できるように講座を
行う。そ して、日本で生まれた運動文化としての柔道がもつ
武道的な要素も経験し、ＪＵＤＯと柔道の違いについて考え
る。

和歌山大学

英語表現法

英語のエッセイ・ライティングの基礎を学びます。英語のライ
ティングの際に気をつけなければいけない基本的な中学校・
高校レベルの文法事項を確認し、パラグラフやエッセイの構
成の仕方を学び、簡単な英語で分かりやすく英文を書く練習
西山 淳子（教育学部准教授）
を行います。特に日本語話者や英語学習者に特徴的な英語
の問題点について、語法、構文、構成といった側面から説明
し、実際に英語の文章を書きながら、学んだ内容を確認しま
す。

和歌山大学

遺伝子クローニング技術が拓い
た新たな生命理解

遺伝子の基本的な性質と転写・翻訳を経て遺伝子の機能が
発現する過程を確認する。その上で、遺伝子レベルでの出
来事により、生物の発生、形態形成、ガン化、といった高次 宮本 裕史（近畿大学生物理工学部教授）
の生命現象がどのように説明されるのか、解説する。実際の 高木 良介（近畿大学生物理工学部助教）
遺伝子クローニング技術として有用なPCR法については、遺
伝子増幅と電気泳動による確認まで行う。

和歌山県紀の
川市

6時間 平成25年6月29日

教諭

中・高等学校理
科教諭

6,000円

15人

平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006152879号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

都市空間を考える

都市空間の変容過程では、産業革命から続く産業構造の変
化、人口転換を経る中での人口の年齢構成の変化、郊外住
宅地の展開、グローバル化の進展など、多くの要因が複雑
に交錯する。こうした都市空間の変容過程に関する講義を
山神 達也（教育学部准教授）
通して、社会科の各分野の内容を関連させることの重要性
について考えていきたい。なお、講義を中心に進めるが、地
形図の読図などの実習やグループ討議も交えて、議論や理
解を深めていきたい。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年7月6日

教諭

中・高等学校（社
会科、地歴、公民
科）教諭

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006152880号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

和歌山大学

ステンシル版画は、画用紙やフィルムをカッターナイフで、絵
柄の部分を切り抜くことにより版をつくる孔版画の一種です。
ステンシル技法は、シャープな輪郭と明快な色面が得られる
ステンシル版画で「オリジナル絵
ことにその特徴があります。この講習ではステンシル版画に 山崎 直秀（教育学部教授）
手紙」をつくる
よる「オリジナル絵手紙」をつくります。実技を通して、図画工
作・美術科の内容をさらに充実・発展させることを目標として
います。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年7月6日

教諭

小学校教諭・中
学校美術科教諭

6,000円

11人

平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006152881号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

主要な作物の特徴と栽培管理の方法について、簡単な実
習とあわせて解説するとともに、現在の農業生産に求められ
池際 博行（教育学部教授）
生物育成（作物栽培）／加工材料 ている環境保全型農業についても概説する。
ものづくりにかかわる代表的な加工素材である木材につい 南山 泰宏（教育学部准教授）
（木材を中心に）
て組織構造や性質などの特徴を他材料との比較で再認識
する。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年7月6日

教諭

中学校技術科担
当教諭

6,000円

20人 平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006152882号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年7月6日

教諭

中・高等学校英
語教諭

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006152883号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年7月6日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭

6,000円

25人 平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006152884号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

波のふしぎ

日常生活の中で出くわす風景の中に自然現象の学習教材
を見出すことを考えます。理科、特に物理学の分野を取り上
げますが、教養的な要素をふんだんに取り入れたいと考え
ています。人間は自然現象を考察するとき、その現象を特徴
三好 邦男（和歌山信愛女子短期大学教授）
づける観測可能量に応じて現象を理想化、簡単化したモデ
ルを作って、その量が再現できるかどうかで理解しようとしま
す。粒子像や波動像は人間が自然を理解するために編み出
した物の見方であることを伝えたいと思います。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年7月6日

教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、中・高
等学校理科教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年5月8日

平251006152885号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

波のふしぎ

日常生活の中で出くわす風景の中に自然現象の学習教材
を見出すことを考えます。理科、特に物理学の分野を取り上
げますが、教養的な要素をふんだんに取り入れたいと考え
ています。人間は自然現象を考察するとき、その現象を特徴
三好 邦男（和歌山信愛女子短期大学教授）
づける観測可能量に応じて現象を理想化、簡単化したモデ
ルを作って、その量が再現できるかどうかで理解しようとしま
す。粒子像や波動像は人間が自然を理解するために編み出
した物の見方であることを伝えたいと思います。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月23日

教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、中・高
等学校理科教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152886号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

化学をひらいた人びと

教科書に載っている物質や理論は、誰によってどのように研
究されたのでしょうか。先人の仕事をたどることで、中学校、
高校の化学分野における基礎的内容の理解を深めることを 神田 和香子（教育学部教授）
目的とします。気体の研究、炎色反応の色、電池、イオン化
傾向など。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中・高等学校理
科教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152887号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

幼児の造形表現

保育における遊びと造形表現について、子どもの育ち、要領
の解説、幼小の連続を見通したカリキュラム、教材研究や実
丁子かおる（教育学部准教授）
践などの視点から解説し理解する。また、実際の実践に即
し、教材研究、造形遊び、制作活動を行う。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月9日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152888号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

本講習では、近代スポーツや体操の身体把握とは異なり、
精神的なものと身体的なものとを不可分と捉える心身観を
東洋的身体技法の実践と思想－ 基盤とした、東洋的身体技法である気功の実習をふまえ、気
片渕美穂子（教育学部准教授）
気功法を知る－
功の歴史的文化的理解により、気功法の基盤となっている
東洋医学の基本的な概念（陰陽五行、気・血・津液、経路お
よび経穴）と身体把握を明らかにすることを目的とする。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校保健体
育教諭

6,000円

25人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152889号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

この講座では、近代の英米（主としてイギリス）の環境文学
(Environmental Writing)――具体的には、博物誌、旅行記・
ガイドブック、詩、エッセイ、など――を対象として取り上げ
る。産業革命が始まってからの社会や自然環境の変化の中
今村 隆男（教育学部教授）
で、環境意識がどのように萌芽し、そして発展していったの
か、特に自然の見方、自然との交わり方の変化に注目しな
がらそのプロセスを辿り、環境思想の源流を明らかにした
い。

和歌山大学

英米の環境思想を読む

和歌山大学

近年、教育活動の充実を図るための『指導と評価の一体化』
が重視されてきた。また、学校による自己点検・評価に対す
る社会的要請が最近は高まりつつある。こうした教育評価の
Excelで楽しく学ぶ教育統計の基 観点を踏まえて、教育情報を有効に活用していくための技術
菅 千索(教育学部教授）
やノウハウを獲得することが本講習の主な目標である。具体
礎
的には表計算ソフトであるExcelの活用方法について、初心
者向けの講義＋演習により実践的かつ効率的な手法の習
得を目指す。

和歌山大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の概要

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

講習の開催地

和歌山大学

本講習では、日本人英語学習者によく見られる動詞、名詞、
前置詞の誤りにどのように対処すればいいのかを、近年の
概念意味論や認知言語学の発展とともに得られた知見や一
英作文指導に生かす意味論の話 般化を参考にしながら考えていく。また、英語という言語の 松山 哲也（教育学部准教授）
背後に見え隠れする「ものの見方」を日本語のそれと比較・
対照し、英語らしい表現方法と日本語らしい表現方法とはど
のようなものかを考えていく。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中・高等学校英
語教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152890号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

少子高齢社会を迎えた21世紀において、人間生活の質の向
上を支援する科学技術が求められている。本講習では、「人
と環境との共生を目的としたバイオマスのエネルギー利
２１世紀の豊かな人間生活と科学 用」、「暮らしの中の熱（日常生活の快適性を支援する先端 澤井 徹（近畿大学生物理工学部教授）
技術）」について講習を行う。本講習内容は、理科・数学・工 藤井 雅雄（近畿大学生物理工学部教授）
技術
業教育で教える基本事項が社会でどのように応用されてい
るのかを学習するもので、生徒の知的興味を促す授業の実
現に生かせる。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校理科・
数学教諭、工業
高校教諭

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152891号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

環境は人の健康に影響を及ぼすため、学校においては、児
童・生徒の健康の保持増進を図るために適切に維持する必
要がある。基本的な学校環境衛生と日常の環境衛生管理に
森岡 郁晴（和歌山県立医科大学保健看護学
学校環境の点検・教職員の健康
ついて概説する。 また、教職員の健康管理は、教職員自身
部教授）
づくり
の健康保持増進とともに学校教育を円滑に実施するために
も大切である。教職員の疾患の状況や心身両面の健康づく
りについて概説する。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月9日

教諭
小・中・高等学校
養護教
教諭、養護教諭
諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152892号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

新しい江戸時代の話

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月20日

教諭

中・高等学校教
諭（社会科・地歴
科）

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152893号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

講習は講義とグループレッスン形式による演習の2形態を併
用する。有機的律動性によって生み出される「拍節法」の原
音楽における豊かな表現を可能 理を学ぶ。さらに「拍節法」に「引き伸ばし」、「逸脱」といった
山名 仁（教育学部教授）
演奏効果をもたらす「テンポルバート法」を学び、両要素の密
にする拍節法とテンポルバート
接な関係が理解できてこそ初めて豊かな音楽表現が可能と
なることを学ぶ。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月20日

教諭

小・中・高等学校
音楽教諭

6,000円

15人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152894号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

英語授業改善のあの手この手

英語の授業をもっと魅力的なものにするための様々な工夫
について、実践的に提案し、レベルアップと経験の交流をは
かる。とりわけ、協同学習（cooperative learning）を取り入れ 江利川 春雄（教育学部教授）
た英語授業の原理と方法を指導する。また、授業で使えるデ
ジタル英語教材の作り方と使い方も講習する。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月20日

教諭

中・高等学校の
英語科教諭（小
学校教諭も可）

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152895号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教育者のための社会福祉概論

現在、子どもに関わる問題は、学校のみでは抱えきれず、福
祉機関等と連携して対応されることが重視されつつありま
す。そのため本講習では、教員の方々に社会福祉の基礎知
識と援助技術に関する理解を深めていただくことを目指しま 古井 克憲（教育学部准教授）
す。主に、子どもに関わる社会福祉サービスと、子どもや養
育者等に対する社会福祉援助の視点と方法について説明し
ます。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月20日

教諭 幼・小・中・高・特
養護教 別支援学校教
諭
諭・養護教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152896号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

医療を支える工学技術

日本の将来は、世界でも希な超高齢化社会になることが予
測されており、先進的な医療技術・機器の開発は、私たちの
健康を支えるためになくてはならない最重要課題となってい
ます。 しかし、医療技術の開発は医学分野の力だけで解決 山本 衛（近畿大学生物理工学部准教授）
できるものではありません。ここでは、生体の形態と機能を 松本 俊郎（近畿大学生物理工学部教授）
工学的視点から解析し、得られた結果を医学と工学が融合
した分野に応用していくための取り組みについて講義しま
す。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月20日

教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、中・高
等学校理科教諭

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152897号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

-今日の私はアーティスト- 現代
美術ってなあに？

制作を中心に講習を進めます。難解だといわれる現代美術
に親しめるように、身近な廃材等を利用して易しく楽しい作
品作りを体験します。この制作が教材として「表現」、｢図画・
岡﨑 ゆみこ（和歌山信愛女子短期大学講師）
工作｣、｢美術｣の授業につながり、子どもの造形表現の幅を
ひろげることになればと考えます。教材化の方法についても
話し合っていただきます。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月20日

教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、中学
校美術科教諭

6,000円

20人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152898号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

-今日の私はアーティスト- 現代
美術ってなあに？

制作を中心に講習を進めます。難解だといわれる現代美術
に親しめるように、身近な廃材等を利用して易しく楽しい作
品作りを体験します。この制作が教材として「表現」、｢図画・
岡﨑 ゆみこ（和歌山信愛女子短期大学講師）
工作｣、｢美術｣の授業につながり、子どもの造形表現の幅を
ひろげることになればと考えます。教材化の方法についても
話し合っていただきます。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月21日

教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、中学
校美術科教諭

6,000円

20人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152899号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

社会科や地歴科の基礎となる歴史学研究、日本史研究は
日々新たである。主として江戸時代を中心に、一新されてい
る歴史理解を次のテーマに関して紹介する。近世身分社会 藤本 清二郎（教育学部教授）
分、「慶安の御触書」の正体、吉宗と災害の時代、江戸時代
のリサイクル・物売り（一部入れ替える可能性がある）。

電話番号

ＵＲＬ

担当講師

和歌山大学

講習の名称

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

和歌山大学

現代文法と古典文法をつないだ
文法学習

現在、中学では現代文法を取り上げ文法全般について、高
校では古典文法を取り上げ古文解釈に役立てようとしてい
る。いずれも学習の狙いとしてはふさわしいが、お互いに連
動していないため、かえって判りにくくなっているように思う。 菊川 恵三（教育学部教授）
本講習ではそれらをつないで学ぶことで、現代と古代のつな
がりと違いを学びたい。その結果、品詞分解が楽になり、明
日からの文法指導に生かせることをめざす。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中・高等学校国
語科教諭

6,000円

30人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152900号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

旧制中学校に学ぶ空間図形

旧制中学校の数学では空間図形の平面への作図と円錐曲
線を結びつけた授業など、斬新な試みが行われていた。こ
れらを紹介するとともに、実際に円錐を切断した（切断面を 片岡 啓（教育学部教授）
含む）立体を作成するなど、今日の授業にも役立つ教材づく
りも行う。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中・高等学校数
学教諭向け

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152901号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

現代美術のツボ-その鑑賞方法

「鑑賞」の授業は「表現」と共に図工・美術の学習内容の一
つです。中でも現代の美術作品を鑑賞する場合、様々なメ
ディアや技術の広がりの結果、近代美術までの知識では理
高木 栄一（教育学部教授）
解し難いほど、その裾野は広がっています。この講座では主
に現代美術作品スライドを取り上げて、分かり易くその鑑賞
ポイントを説明します。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中・高等学校美
術科教諭、小学
校教諭、特別支
援学校教諭

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152902号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

現代社会と民法

今般の学習指導要領の改訂で法教育指導の充実が求めら
れ、今後益々教育関係者には重要性が認識されることとな
る。特に民法は現代の社会生活に重要な役割を果たし、学
校現場で生じる様々な問題にも対応することができる。本講
吉田 雅章（経済学部准教授）
義では、一般に難解とされる民法の基本的な内容を、学校
生活が舞台のドラマ等も利用し可能な限り分かり易く解説
し、社会科・公民科を始めとする諸教科、道徳、特別活動等
における法教育の指導の充実を図る。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月21日

教諭

幼・小・中･高･特
別支援学校教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152903号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

ここ20数年間で子育て事情が変貌し、家族機能や子どもの
成長・発達に影響が出てきている。子どもたちが将来も健康
で生活していくために、家族や子どもへの健康支援の具体
小児生活習慣病予防・メンタルヘ 的方策について考える。メンタルヘルスについては、社会の
複雑化にともない、精神的にもさまざまな問題を抱える児童
ルス
が増えている。その病態の基本的な考え方や対処、治療な
どを理解するとともに、学校現場での注意すべき点や配慮な
どへの具体的方策について考える。

内海 みよ子（和歌山県立医科大学保健看護学
部教授）
志波 充（和歌山県立医科大学保健看護学部 和歌山県和歌
山市
教授）
山本 朗（和歌山大学保健管理センター准教
授）

6時間 平成25年8月21日

教諭
小・中学校教諭、
養護教
養護教諭
諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152904号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

曲面のはなし

曲面の幾何学の入門的な講義を行います。講義では予備知
識は仮定せず、厳密さよりも数学的な見方や発想を重視し
西山 尚志（教育学部講師）
て学びます。講習を通じて 数学の理解を深めること、数学の
面白さを再認識していただくことが目標です。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152905号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

平野の生い立ちと地震災害

和歌山県では近い将来に南海・東南海地震の発生が予想さ
れており、県北部では直下型地震も考えられる。このような
地震の性格を学ぶ。また、同じ町でも、地盤の性質により、
震度や被害の程度がことなることを学ぶ。さらに、和歌山市
久富 邦彦（教育学部教授）
や新宮市を例として、地盤の性質が、最近一万年ほどの間
に、河川が平野を作ってきた歴史によって決まってきたこと
を学び、どのような場所が危険で、どのような場所が相対的
に安全かを考える。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小・中･高等学校
（理科、社会科、
地理歴史）教諭

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152906号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

この講座は陶芸実習（作品制作）です。課題に即して自由な
発想にもとづき陶芸作品を制作します。土の特性と造形表
陶芸実践講座～触れてわかる土 現の関係、および基本的な成形技法の習得を中心に行いま
寺川 剛央（教育学部教授）
の魅力～
す。受講に際して特別な知識や技能は必要ありません。作
業の都合上、爪は短めにしてください。陶土を扱いますので
汚れてもよい服装で受講してください。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月22日

教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、中・高
等学校美術科教
諭

6,000円

10人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152907号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

第二言語習得研究におけるこれまでの研究成果の大要を
紹介し、これらの知見をもとに「学習者の母語の影響」「外国
第二言語習得理論と外国語教育 語学習に成功する学習者の特徴」「外国語の習得過程」等 尾上利美（教育学部准教授）
について検討する。また、教室での授業実践に対する示唆
も提示する。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中・高等学校英
語科教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152908号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

教育評価と子どもの発達

アメリカの教育評価研究の発展とわが国の指導要録を中心
に、教育評価の歴史を概観したうえで、新しい教育評価につ
いて学び、事例を検討する。ダイナミック･アセスメントの理論
と実践を紹介し、どのようにして子どもの発達可能性をとらえ 平田 知美（教育学部准教授）
るかを考えていく。そのうえで、海外の事例やわが国の子ど
もの状況をふまえながら、学力テストについて多角的に考察
する。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月22日

和歌山大学

学び支援と生活支援～こどもの
特性と発達に応じた支援のあり
方～

私たち人間がどのようにして物事を理解し覚え考えるのかと
いう仕組みを知らないで教えることができるでしょうか？教科
の中身に精通していれば教えられるのではないことは、多様
なこどもたちの実態に触れるにつれ、教育現場で実感されて
います。この講座は教科を問わず、こどもの発達と学びのメ 米澤 好史（教育学部教授）
カニズムとその特性を理解し、みかけの学力向上に留まら
ない、適切な学び支援のあり方を提案します。更に、適切な
学び支援がこどもたちの生活支援、対処療法に留まらない
生徒指導につながることも提案します。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月22日

和歌山大学

西洋史の動向と課題

西洋社会は、近代以降の日本にとって外圧であるとともに模
範でもあり、単なる遠方の他者として片づけることのできな
い存在である。本授業では、西洋史のなかでもとくに重要な
小原 淳（教育学部准教授）
トピックスをいくつか取り上げ、それらの考察を通じて、西洋
世界の歴史的意味、そしてそもそも西洋世界とは何かといっ
た問題を、最近の研究動向を踏まえながら考える。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月23日

和歌山大学

生物の観察と実験

特別な機材を使用せずに教育現場でできる生物実験を紹介
する。また、初めて顕微鏡を使って生物を観察する人を対象
として、初歩から顕微鏡の使い方を解説する。観察の対象と
梶村 麻紀子（教育学部准教授）
なる材料をどこでどうやって採集したらいいのか、材料の飼
育、観察に適したプレパラートの作り方、スケッチの方法など
も解説する。

和歌山県和歌
山市

和歌山大学

改訂された学習指導要領では［共通事項］の項目が設定さ
れ、「音色、リズム、速度、旋律、強弱、音の重なり、和声の
響き、音階や調、拍の流れやフレーズなど音楽を特徴づけ
音楽の諸要素に注目した鑑賞指 ている要素」、「反復、問いと答え、変化、音楽の縦と横の関
菅 道子（教育学部教授）
係などの音楽の仕組み」を聴き取り、理解することが重要な
導と音楽づくり
学習課題として設定されています。指導の原理とともに具体
的な楽曲を使い、身体表現や身近な楽器を使いながら指導
のあり方を演習形式で学んでいきます。

和歌山大学

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

小・中・高等学校
教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152909号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教諭 幼・小・中･高･特
養護教 別支援学校教
諭、養護教諭
諭

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152910号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

中学校社会科教
諭・高等学校地
歴科教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152911号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（理科を
担当している教
諭）

6,000円

10人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152912号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校教諭、音
楽専科、特別支
援学校教諭

6,000円

25人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152913号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

楽しく学ぶ小児から大人の肥満
解消法

近年、成人期のメタボリックシンドロームが注目を浴びている
なか、小児・子どものメタボリックシンドローム対策について
も重要な課題であることが指摘されている。子どもを取り巻く
生活環境や生活・食習慣の変化、運動不足は肥満状態へと 本山 貢（教育学部教授）
導き、将来に健康不安を招く成人の増大を招いてしまう。本
講義では、肥満の健康科学を楽しく学び、小児期から成人
期までの年代・年齢に合った肥満解消法を教授する。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月23日

教諭 幼・小・中･高･特
養護教 別支援学校教
諭
諭、養護教諭

6,000円

30人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152914号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

幼・保と小の連携

乳幼児期、小学校低学年各々の心と体の発達のしくみの
概要を捉え、就学前、教育・保育の基本を理解の上、学童期 室 みどり（和歌山信愛女子短期大学名誉教
への移行を円滑に促すための具体的な手立てについて、意 授）
見交換等を交えながら、検討する。

和歌山県新宮
市

6時間 平成25年8月15日

教諭
幼・小学校教諭、
養護教
養護教諭
諭

6,000円

40人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152915号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

幼・保と小の連携

乳幼児期、小学校低学年各々の心と体の発達のしくみの
概要を捉え、就学前、教育・保育の基本を理解の上、学童期 室 みどり（和歌山信愛女子短期大学名誉教
への移行を円滑に促すための具体的な手立てについて、意 授）
見交換等を交えながら、検討する。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月23日

教諭
幼・小学校教諭、
養護教
養護教諭
諭

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152916号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

日本の言語文化と「漢語漢字文
化圏」

日本の言語と文化は歴史的に見て、中国を源とし東アジア
を包み込む「漢語文化圏」の一隅として位置づけられます。
そのため、日本の言語文化の中には、日本民族固有の要素
と、中国に由来する要素とが、重層構造を成しています。こ
松村 巧（教育学部教授）
のことは、日本だけでなく、「漢語文化圏」に含まれるベトナ
ムや朝鮮などの民族文化にも共通する現象です。
この講義では、このような観点から、「漢語文化圏」の一員と
しての日本の言語と文化の特質についてお話します。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月28日

小・中･高等学校
国語科教諭

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152917号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

和歌山大学

教諭

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

「地域に根ざす」社会科学習の基本的な考え方について、変
貌する地域の実情を視野に入れて、小学校社会科の教育
内容とのかかわりで明らかにする。その上で、地域に教材と
川本 治雄（教育学部教授）
なる素材を見つけ、教材開発をどのような観点で進めるかを
具体的な社会科学習内容・学習方法の両面から考察し、授
業の展開について考える。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

6,000円

20人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152919号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

中・高等学校英
語教諭

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152920号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

中学校・高等学
校英語教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152921号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152922号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

中・高等学校教
諭（化学実験の
経験者が望まし
い）

6,000円

16人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152923号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

幼・小・中･特別支
援学校教諭（特に
幼・小・理科教
諭）

7,800円

35人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152924号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成25年8月29日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校体育教
諭、特別支援学
校教諭

8,000円

35人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152925号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成25年8月29日

教諭

中学校技術科教
諭、制御技術に
関心のある方

6,000円

20人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152926号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月28日

和歌山大学

語源辞典の使用法を理解して、授業等に活用できる方法
を工夫する。はじめに簡単に英語史におけるゲルマン語派、
古英語、古フランス語との歴史的な関係などを概観する。次
に語源辞典によりながら、単語の語源・綴り・語義の関係と
兵頭 俊樹（教育学部准教授）
英語の語源辞典の理解と活用法
変化の様子を理解する。そのうえで語源を同じくする単語の
グループ化と各単語の多様な語義の関連性を理解させる方
法を考える。最後にまとめとして受講者のプレゼンテーション
も予定。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月28日

教諭

和歌山大学

異文化交流を考える

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月28日

教諭

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月28日

和歌山県紀の
川市

6時間 平成25年8月28日

教諭

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月29日

和歌山県和歌
山市

和歌山県和歌
山市

和歌山大学

和歌山大学

有田 幹雄（和歌山県立医科大学保健看護学
部教授）
水田 真由美（和歌山県立医科大学保健看護
学部准教授）

1953年にDNAの立体構造が解明されてから、分子生物学分
野は飛躍的に進歩した。近年、巷でもDNA鑑定や遺伝子診
断、オーダーメイド医療という単語が聞かれるようになった。
分子生物学の最先端技術にふれ 本講習ではDNA解析技術を体験するとともに、DNA配列の 矢野 史子（近畿大学生物理工学部教授）
る
コンピュータ解析（バイオインフォマティクス）にふれ、最先端 白木 琢磨（近畿大学生物理工学部准教授）
の分子生物学技術を経験し、生命科学の楽しさと深さを学
び、将来理系を目指す学生にリアルに伝える知識の習得を
目指す。
天文分野は、子どもたちに人気の分野である一方、先生方
にとって内容が難解とされています。難解と感じられている
先生方を対象に、それを乗り越えるため、２つのことがらを
用意しました。まず、身近な夜空の見方を、紹介します。お
富田 晃彦（教育学部教授）
月さまやお星さまを、どう見ると、何が見えてくるのか、受講
の先生方と一緒に考えたいと思います。また、小型望遠鏡を
作ってもらいます。安価ですが性能のよい望遠鏡です。お持
ち帰りいただきます。

和歌山大学

宇宙を感じよう

和歌山大学

生涯スポーツの考え方を学び、学校体育と社会体育とを切
り離して考えるのではなく、一本のタイムラインで個人のス
ポーツライフを捉え、学校と社会（学校卒業後）でのスポーツ
生涯スポーツの考え方とニュース の多様な楽しみ方について考えを深める。また、ニュース
彦次 佳（教育学部講師）
ポーツ実践
ポーツ（キンボールスポーツ）の実践を通じて、幅広い世代と
様々な志向を持った人たちに展開できるスポーツ機会を創
造するアイディアやヒントを体得する。なお、希望者はキン
ボール・リーダーの資格を取得することができる。

和歌山大学

Arduinoで学ぶ自動制御

自動制御手法は、様々な分野で応用されている技術です。
本講習では主要な制御手法とその応用範囲をわかりやすく
解説し、簡単な模型を用い、その位置および姿勢制御手法
を例にとりながら説明します。さらに安価でプログラミングが 井嶋 博（教育学部准教授）
容易なマイコン「Arduino Uno」を用い、その制御手法を実装
する技術を実際に組立およびプログラミングを行いながら学
んで頂きます。

ＵＲＬ

073-457-7109

和歌山大学

心臓突然死は、不整脈により発症します。肥大型心筋症や
虚血性心疾患に伴っておこることが知られています。学童の
運動に関連した突然死とその症例について述べます。救急
スポーツに関連した突然死とその 処置について、一次救命および学校生活の中で救急処置を
必要とする主な症状とその対応について講義を行います。
予防・救急処置
学校生活の中で救急処置を必要とする主要な症状とその対
処について基本的な知識を得ることを目標とします。

電話番号

平251006152918号

食卓を囲み「だんらんする」家族。それは今日を生きる私達
にとっての現実か？それとも一つの規範か？あるいは願望
や幻想なのか？生涯を生きる上で人と集って「家族する」意
家族を科学する：今、家族はこん
味とは何か。現代家族の有り様は一律ではない。刻々と変 本村 めぐみ（教育学部准教授）
なに変化している
化する家族の実態を、新たな科学的知見から見つめ直し、
子どもの感性に伝わる「家族」授業を展開するための視点も
含めて提示する。

グローバル社会と異文化交流について、様々な観点から検
討する。また、各時間に日本文化についてグローバルな観
点からの位置づけについて検討する。そして、文化とは、コ 竹鼻 圭子（観光学部教授）
ミュニケーションとは、英語とはといった、議論のベースにな
る概念について、再検討する。

認定番号

50人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

6時間 平成25年8月28日

地域に根ざす小学校社会科学習

受講者募集期間

6,000円

和歌山県和歌
山市

和歌山大学

受講料 受講人数

教諭

小学校教諭

教諭 幼・小・中･高･特
養護教 別支援学校教
諭、養護教諭
諭

教諭
小・中学校教諭、
養護教
養護教諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

本講義では、私たちの生活にもはや必要不可欠なものと
なっている自動車やデジタル家電をはじめとするメカトロニク
ス機器を例に、ものづくりにおける設計、製造技術や材料技
松井 徹（システム工学部准教授）
術をピックアップして最新情報を交えて解説します。また、小
村田 頼信（システム工学部准教授）
中高で教える基礎学問がこのような技術においてどのように
役立っているのかを理解していただきながら、生徒からの質
問にも対応できる知識を習得していただきます。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

幼・小・中･高･特
別支援学校教諭
（ものづくりに興
味をもつ方）

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152927号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成25年8月16日

教諭
幼・小学校教諭、
養護教
養護教諭
諭

6,000円

40人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152928号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

子育てが困難といわれている現代社会の中で、子どもを育
てる親の背景や環境・現状について解説する。また、親が子
育てをとおしてエンパワーメントしていく事例を参考に、教育
和歌山県和歌
現場や地域・親がそれぞれの立場で役割を果たし、つなが
森下 順子（和歌山信愛女子短期大学准教授）
現代の親理解と親との関係づくり
山市
り、ぬくもりのある人との関係づくりへの可能性について検
討し、知識を深め今後の親（保護者）との関わりに活かされ
ることが期待される。講義とともにグループ討議も取り入れ
る予定である。

6時間 平成25年8月29日

教諭
幼・小学校教諭、
養護教
養護教諭
諭

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152929号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

児童虐待への対応を考える

現代社会の重大な課題である児童虐待について、その本質
を確認し、虐待を受けた子どもの特徴と支援の原則につい
て解説する。また、提示する事例を通して虐待を受けた子ど
和歌山県和歌
もの学童期から青年期までの成長回復過程を分析すること 村上 凡子（和歌山信愛女子短期大学准教授）
山市
により、当事者が必要としている支援の実際を学校の役割と
いう観点から検討していきたい。 講義とともにグループ討議
も取り入れる予定である。

6時間 平成25年8月29日

教諭 幼・小・中･高･特
養護教 別支援学校教
諭、養護教諭
諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152930号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

フィールドワークの実際

フィールドワークとは、簡単に言えば現地調査あるいは野外
調査ということである。学校においても、児童生徒が実際に
地域社会に出かけ、現地を歩き、地域の人々から話を聞く
等により調査活動を行い、それぞれの教科学習に役立てて
米田 頼司（教育学部教授）
いる。このような活動をより効果的に進めていくためには、社
会調査におけるフィールドワークの意義と手法について理解
を深めておくことが望ましい。この講義では、フィールドワー
クの企画から実施まで、その実際を解説する。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年10月19日

教諭

幼・小・中･高･特
別支援学校教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年9月18日

平251006152931号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

インターネットにおける暗号とそ
の数学理論

インターネットを通じての情報の送受信は現代社会では必要
不可欠なものとなりつつある。その際に他者に情報を傍受さ
れないためには暗号化が必須である。本講習では公開鍵暗
号方式の暗号について解説し、その背景となるフェルマーの 片山 聡一郎（教育学部教授）
小定理や中国式剰余定理などの数学理論について講義す
る。問題演習の時間や、受講者自らが証明などを考える時
間も十分にとる予定である。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年10月19日

教諭

中･高等学校数学
科教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年9月18日

平251006152932号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

日本人の音楽的感性を知る

リズムに関しては、西洋とアフリカと日本のリズムを比較す
ることによって、私たちの内なる日本のリズム感に気づいて
いただきたい。音階に関しては日本の伝統的な4種類の音
階を理解し、それらの日本の音階と新たに受容された西洋
泉 健（教育学部教授）
の音階が、明治以降どのような関係にあったかを説明してい
きたい。私たち日本人は日本独特のリズム感や音階を身に
つけており、そのことを自覚し、今後の学校での授業に生か
していただくことが本講習の目標である。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年10月19日

教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、中・高
等学校音楽教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年9月18日

平251006152933号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

野外活動の基礎技術

近年、自立の意欲に欠ける青少年の増加が問題となってい
ます。その原因のひとつに「直接体験の不足」が考えられ、
自然体験や生活体験など体験活動（とくに集団宿泊）の必要
性が高まっていると言われています（中教審答申「次代を担
池田拓人（教育学部准教授）
う自立した青少年の育成に向けて」平成19年1月）。そこで本
授業では、小学校において新たに実施される長期自然体験
活動にむけて、野外活動の基礎的な技術や知識について学
んでいきます。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年10月19日

教諭

小学校教諭

6,000円

24人 平成25年4月11日～
平成25年9月18日

平251006152934号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

ものづくりとメカトロニクス機器

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年8月29日

和歌山大学

子育てが困難といわれている現代社会の中で、子どもを育
てる親の背景や環境・現状について解説する。また、親が子
育てをとおしてエンパワーメントしていく事例を参考に、教育
和歌山県新宮
現場や地域・親がそれぞれの立場で役割を果たし、つなが
森下 順子（和歌山信愛女子短期大学准教授）
現代の親理解と親との関係づくり
市
り、ぬくもりのある人との関係づくりへの可能性について検
討し、知識を深め今後の親（保護者）との関わりに活かされ
ることが期待される。講義とともにグループ討議も取り入れ
る予定である。

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

児童生徒の学習意欲の低下は近年の教育現場における大
きな問題の一つであるが、学習意欲について、教育心理学
における理論や具体的研究を紹介し、教育心理学的裏付け
に基づいた学習意欲向上の方策を、教育現場の実際に即し 竹田 眞理子（教育学部教授）
ながら考える。具体的には、内発的動機づけと外発的動機
づけ、原因帰属、知的能力観、参加度の高まる教授・学習
の方法などを扱う。

和歌山大学

学習意欲を考える

和歌山大学

近年、農作物を含む多数の生物種で全ゲノム構造（塩基配
列）が解明されつつある。そこで得られた知見は、その育種
遺伝学の発展と植物育種への展 （品種改良）の効率化に貢献している。本講習では、イネに 加藤 恒雄（近畿大学生物理工学部教授）
おいて展開しているゲノム解析、およびそれに関連したトラ 堀端 章（近畿大学生物理工学部講師）
開
ンスポゾンを援用したゲノム機能の解明について、実験を伴
いつつ講述する。
人の体は約60兆個から成りたっている一大細胞社会であ
り、その細胞表面は糖鎖分子によっておおわれている。これ
ら糖鎖が核酸、タンパク質に次ぐ第３の生命鎖として脚光を
浴びてきている。なぜなら糖鎖は生命を維持していく上で必
須の役割を果たしていると判明したからである。本講習は中 山口 真範（教育学部准教授）
学校、高等学校で学ぶ「食す糖」ではなく、今後さらにライフ
サイエンスにおいて重要となる「生命現象を担う糖」について
化学・生物分野の観点から講習を行い更に専門性を深める
ことを狙いとする。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年10月19日

教諭

小・中･高･特別支
援学校教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年9月18日

平251006152935号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山県紀の
川市

6時間 平成25年10月19日

教諭

中・高等学校理
科教諭

6,000円

30人 平成25年4月11日～
平成25年9月18日

平251006152936号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年11月10日

教諭

高等学校教諭
（化学・生物）

6,000円

10人

平成25年4月11日～
平成25年9月18日

平251006152937号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年11月10日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校美術科
教諭

6,000円

16人 平成25年4月11日～
平成25年9月18日

平251006152938号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教諭 幼・小・中･高･特
養護教 別支援学校教
諭、養護教諭
諭

6,000円

18人 平成25年4月11日～
平成25年9月18日

平251006152939号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

身近な化合物：糖の生命科学最
前線

和歌山大学

近年のアートではコミュニケーションを活性化するための試
アートの対話術—イメージで遊ぶ みがたくさん見られます。それらを参考にしながら、スケッチ 永守 基樹（教育学部教授）
やデジカメを使い、イメージによる対話をしてみましょう。

和歌山大学

食育入門

私たちの食生活の現状について解説するとともに、食育とし
て行われている様々な取組を紹介しながら、「食育」として何
山本 奈美（教育学部准教授）
を教えればよいのか、そもそも食育はなぜ必要なのか、基
本的な事柄について考えていく。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年11月10日

映画の読み方

「映像の２０世紀」という言葉に代表されるように、映像表現
は私たちの生活にますます深く浸透し、学校教育においても
映像作品が教材として頻繁に使用されている。教材が言語
作品であるならば、綿密な読み解きが教員にも学習者にも
永井 邦彦（教育学部教授）
求められる。同様に映像作品も、「見ればわかる」、というも
のではなく、映像として、何がどのように表現されているの
か、を読み解く必要がある。本講習は映像のリテラシーを目
標とする。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年11月10日

教諭

幼・小・中･高･特
別支援学校教諭

6,000円

50人 平成25年4月11日～
平成25年9月18日

平251006152940号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

方言と日本語

日頃はあらためて学習する機会のない方言について、方言
学の基礎的な知識と、方言調査に関する実践的な方法論を
学ぶ。その上で、講義の中で実際に方言調査を行ってみる。
澤村 美幸（教育学部講師）
その活動を踏まえ、方言を題材とした学習はどうあればよい
のかについて、グループ討議を行い、具体的な実践方法に
ついての考えを深める。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年11月30日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校国語教
諭

6,000円

30人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152941号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

世界のなかの日本史・紀州から
の発見

学習指導要領が強調する世界史の視点を日本の歴史に導
入することにより、どのような歴史が再構成できるのか、具
体的に講義する。日本史研究の進歩はまさに日進月歩であ
り、教科書の記述をそのまま使っているのでは現実に見
海津 一朗（教育学部教授）
合った活きた授業にならない。この講義では、講習期間の１
０年ほどの間に見つかった新事実を講義して、自己点検を
お勧めする。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年11月30日

教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、中学
校社会科教諭、
高等学校地理歴
史・公民教諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年9月18日

平251006152942号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

児童・生徒と行う防災教育

安全・安心を確保するために、学校で防災教育を行うための
必要なポイントや課題を学ぶことを目標とする。そのために
和歌山県内をはじめ他府県の事例を含めて、各学校で行わ
れている防災教育についての実践を解説する。特に自然の
此松 昌彦（教育学部教授）
理解（地震のメカニズム、マグニチュード、活断層、津波な
ど）、想像力（家族や学校で災害時にどのようになるか）、対
応能力について学習する。また災害図上訓練の方法につい
ても解説する。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年11月30日

教諭 幼・小・中･高･特
養護教 別支援学校教
諭
諭、養護教諭

6,000円

30人 平成25年4月11日～
平成25年9月18日

平251006152943号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会
参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、
児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力
を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適
切な指導及び必要な支援を行うものである。通常の学級に 武田 鉄郎（教育学部教授）
おける特別支援教育のあり方を考え、発達障害のある児童
生徒に対して不登校等の二次障害を予防するための学級
経営等について講義を行う。

講習の開催地

時間数

講習の期間

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年11月30日

歴史教材としての古墳と博物館

講習会の会場である紀伊風土記の丘（岩橋千塚古墳群）
は、和歌山県で唯一の特別史跡である。教室で古墳の歴史
とその構造を講義し、ついで、フィールドに出て、古墳の分
布、形状を観察し、埋葬の場所である石室に入って独特の 水田 義一（和歌山大学名誉教授）
構造を考える。 現地で児童・生徒の発達段階に応じたカリ
キュラムや教育法を討論する。 尚講習当日には、紀伊風土
記の丘学芸員をゲストスピーカーとして招く。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成25年11月30日

和歌山大学

マクロ生物学（動物対象）

生物の集団に関する分野で実習、演習を行う。候補として
は、１．干潟の生物の観察と調査（内之浦干潟・鳥の巣の干
潟）、２．土壌動物の採集と調査（会場付近の植え込みや森
林）、３．戦略ゲーム（タカ・ハトゲーム）（室内）で、このうちの
古賀 庸憲（教育学部教授）
１〜２つを天候や潮汐の条件、受講生の希望を勘案し実施
する。いずれも小学校から高校の児童生徒を対象に授業で
実施可能な内容で、子どもたちの興味を引くことができると
考えている。

和歌山県上富
田町

6時間 平成25年8月19日

和歌山大学

ノーマライゼーション

21世紀最初に批准された国際条約は、障害者権利条約で
す。この条約の基本的な視点である「ノーマライゼーション」
をテーマとして、「ノーマライゼーションの父」と呼ばれるバン 山崎 由可里（教育学部教授）
クーミケルセンの生涯を辿りながら、「ノーマライゼーション」
に内包される思想について講義します。

和歌山県上富
田町

6時間 平成25年8月19日

和歌山大学

中国とは何か？ 古来より大陸と深い関係のなかにあった
日本列島の住民にとって、この問いに対する答えは自明の
ものかもしれない。しかし、私たちが持っている中国のイメー
中国社会と日本社会－比較史の ジは、実態とは異なっている場合が多い。本講習は、日中の
三品 英憲（教育学部准教授）
社会構造の比較を手掛かりとして、中国に対する理解を深
射程
めることを目的とする。またそうした理解を踏まえて、日中戦
争史や中華人民共和国史はどの様に捉えられるのか考察
する。

和歌山県上富
田町

6時間 平成25年8月20日

和歌山大学

子どもたちを取り巻くネット社会の現状とその実態について
述べ、学校教育で取り組むべき対応策（特に、情報モラル指
導のための授業づくり）について検討していきます。 講師自
身、十数年前から「情報モラル・セキュリティに関する授業」
明日からできる 情報モラル指導
を直接子どもたちに実践してきた経験があり、独自の授業設 豊田 充崇（教育学部准教授）
実践講座
計ビジョンを持っています。理論だけで終わらない、理想論
ではない「現実的に効果のある指導内容・方法」を教員の皆
様に伝え、それを教育現場で活かしていただけることを願っ
ています。

和歌山県上富
田町

6時間 平成25年8月20日

和歌山県上富
田町

6時間 平成25年8月20日

和歌山県上富
田町

6時間 平成25年8月21日

和歌山大学

和歌山大学

小中学校・高等学校における特
別支援教育

円周率は小学校･中学校･高等学校の数学教材として親し
まれてきた。 円周率を歴史を通して学習し、直すことにより,
理解を深め, 三角関数の有用性が実感される。 また, 円
周率に関係した研究者の諸科学への貢献を見ることにより,
門田 良信（和歌山大学名誉教授）
数学を学習することの意義や楽しさを共有したい。 主として
古代ギリシャのアルキメデス, アリスタルコス, プトレマイオ
スについて学習し, 近世以後の研究については結果の紹介
程度となる。

和歌山大学

円周率の歴史

和歌山大学

小学校中学年から導入されるネット型ゲームにおいて、一般
的に行われている(ソフト)バレーボールについてその導入方
ネット型ボール運動、バレーボー
法(プレルボールや変形ドッジボールなど)に関する実習や、
ル型ゲームの導入から展開を通
村瀬 浩二（教育学部講師）
現場での導入方法に関するグループ討議を行う。また、高
した学び
学年におけるソフトバレーボールの実践方法について実習、
グループ討議を行う。

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭 幼・小・中･高･特
養護教 別支援学校教
諭、養護教諭
諭

6,000円

50人

平成25年4月11日～
平成25年9月18日

平251006152944号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

小学校教諭、中
学校社会科教
諭、高等学校地
理歴史・公民教
諭

6,000円

30人 平成25年4月11日～
平成25年9月18日

平251006152945号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、中・高
等学校理科教諭

6,000円

30人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152946号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教諭 幼・小・中･高･特
養護教 別支援学校教
諭、養護教諭
諭

6,000円

40人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152947号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

中学校社会科教
諭・高等学校地
歴科教諭

6,000円

40人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152948号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教諭
小･中学校教諭、
養護教
養護教諭
諭

6,000円

40人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152949号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

小学校教諭, 中･
高等学校数学科
教諭

6,000円

40人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152950号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

小学校教諭

6,000円

40人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152951号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

和歌山大学

ヘミングウェイの英語

英語教育が音声的アプローチに偏重したあまり、中高の生
徒のみならず、大学生にいたるまで英文読解力・思考力の
劣化が指摘されるようになって久しい。その観点から、ヘミン
グウェイの『老人と海』を材料に、その簡潔な文体に凝らされ
土井 仁（教育学部教授）
た技巧と意味の広がりについて考察し、英語教育のみなら
ず学校教育全般において、思考力の基礎を形作るうえで重
要な役割を担ってきた英文読解の作業の有意性について講
義する。

和歌山大学

こどもとのコミュニケーション

こどもの心に関心を向け、こどもの感情を共感的に理解する
態度を思い出していただく機会にした。これは教育の原点で
あり、特に年少児や障害児と接する場合に必要な能力であ
植田 千晶（元教育学部准教授）
るが、日常の業務の中ではともすれば忘れがちになる。こど
もとの応答場面を題材にして、受講生が自分の対人関係の
あり方を見直すきっかけになれば幸いである。

和歌山県上富
田町

6時間 平成25年8月21日

水と環境

環境問題を正しく理解するためには、 さまざまな化学物質に
関する基礎知識が必要です。今回、我々の最も身近にある
水が地球上でどのように存在し、地球環境に影響を与えて
いるかをわかりやすく解説します。その後、海や河川、飲料 木村 憲喜（教育学部准教授）
水にはどのような化学物質が溶けているか簡単な実験を行
い、それぞれの特徴や違いについて考察します。また、身の
回りの放射線の影響などについても考えてみます。

和歌山県上富
田町

6時間 平成25年8月22日

和歌山県上富
田町

6時間 平成25年8月22日

和歌山大学

素材（紙等）を扱いながら造形実習を行い、素材、技法、形
態、構成等の基礎的な造形要素について学ぶことをおもな
目的とします。図画工作科においては工作、美術科におい
ては立体造形的内容となります。但し、立体造形についての
特に専門的な知識は必要ありません。卓上での軽作業を行 永沼 理善（教育学部准教授）
います。エプロン等作業にふさわしい服装を準備して下さ
い。

和歌山県上富
田町

6時間 平成25年8月21日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

20人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152952号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教諭 幼・小・中・高・特
養護教 別支援学校教
諭、養護教諭
諭

6,000円

40人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152953号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

小・ 中・高等学校
理科教諭

6,000円

40人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152954号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

小学校教諭、中・
高等学校美術科
教諭

6,000円

16人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152955号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

中・高等学校英
語科教諭

和歌山大学

造形基礎（立体）

和歌山大学

子どもの発達と学校教育

現代社会における子どもの発達の様相についての研究成
果を紹介しながら、子どもを発達する存在としてとらえるとい
うことについて考える。また、学校教育の原理を把握しなが 市川 純夫(和歌山大学名誉教授）
ら、子どもの発達における学校教育の役割について考察し、
学校のあり方、教員のあり方を考える。

和歌山県新宮
市

6時間 平成25年8月14日

教諭 幼・小・中･高･特
養護教 別支援学校教
諭、養護教諭
諭

6,000円

40人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152956号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

子どもの発達と学校教育

現代社会における子どもの発達の様相についての研究成
果を紹介しながら、子どもを発達する存在としてとらえるとい
うことについて考える。また、学校教育の原理を把握しなが 市川 純夫（和歌山大学名誉教授）
ら、子どもの発達における学校教育の役割について考察し、
学校のあり方、教員のあり方を考える。

和歌山県上富
田町

6時間 平成25年8月22日

教諭 幼・小・中･高･特
養護教 別支援学校教
諭
諭、養護教諭

6,000円

40人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152957号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

単語はえらい！わかりやすい語
彙の話

この講習では児童生徒の思考力をきたえる視点から「文章
理解の構造」「文中の語義」「原義と多義」「類義語」「感情的
意味」 などを再認識し、「漢字は語である」ことも強調しま
す。練習問題を通して考えます。単語の諸機能を整理して認 柏原 卓（教育学部教授）
識することにより、子どもへの伝え方を工夫し子どもの表現
を受け止めることをくりかえす教育現場の実践に役立てま
す。

和歌山県上富
田町

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・高等学校
国語科教諭

6,000円

40人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152958号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

地域の変貌を解明する手法

児童・生徒が日々生活する地域は、過去から現在に至るま
でに、例外なく大きな変貌を遂げている。かかる地域の変貌
を児童・生徒に理解させることは、初等・中等教育段階の総
合学習・地域学習・環境学習にとって重要である。そして、こ
島津 俊之（教育学部教授）
の種の学習活動を効果的に推し進めるためには、まず教師
自らが、地域を調査してその変貌を解明する手法を身に付
けておく必要がある。この講習では、こうした地域の変貌を
解明する手法について具体的に解説してゆきたい。

和歌山県上富
田町

6時間 平成25年8月23日

教諭

幼・小・中･高･特
別支援学校教諭

6,000円

40人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152959号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

すぐ使える家庭科授業作り

家庭科の内容はあたりまえの生活すぎて、「何がどこがポイ
ントなのか」「基礎となる科学的知識は何か」「こどもの生活
課題にあっているか」「将来にも応用できる内容になってい 赤松 純子（教育学部教授）
るか」 を見過ごすことがある。「生活常識」を見直し、すぐに
使える家庭科授業作りを考える。

和歌山県上富
田町

6時間 平成25年8月23日

教諭

家庭科授業の担
当者（「家庭」免
許の有無を問わ
ない）

6,000円

20人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152960号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

和歌山大学

和歌山大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

本講座では、教材の魅力を生かした国語科「読むこと」の領
域の授業づくりについて考える。教科書教材を分析し、受講
者相互で意見交流を図りながら、教材の魅力を語り合い、教
教材の魅力に迫る国語科授業づ
材分析、授業計画立案の方法についての指針を得ることを 丸山 範高（教育学部准教授）
くり
目指す。なお、学習指導要領や全国学力・学習状況調査と
の関連についても解説する。

野外観察の方法と実際

生物の学習にとって、観察は最も基本的な行為である。しか
し、例えば実際に野外に出ても何をどのように観察すればよ
いのかは、そう自明のことではない。この講習では、実際に 高須 英樹（教育学部教授）
野外に出て、植物的自然を中心とした自然観察の方法と実
際を学び、自然観察のポイントを体得することを目的とする。
難解、つまらない、などと敬遠されがちな現代音楽の面白さ
に気づき、実演を通してその魅力を味わう。授業や校内の音
楽活動で現代音楽を扱うヒントをつかむことを目指す。講習
の前半は、楽譜や文献の検討とともに、CDやDVDによる鑑
小寺 香奈（教育学部講師）
賞を行う。後半はいくつかの作品を取り上げ、個人又はグ
ループで実際に演奏する。鑑賞、実演ともに授業で現代音
楽を取り扱う際のポイントや問題点を検討しながら進める。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

和歌山県新宮
市

6時間 平成25年8月14日

教諭

国語科授業に関
心のある小学校
教諭、中・高等学
校国語科教諭

6,000円

40人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152961号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山県新宮
市

6時間 平成25年8月14日

教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、中・高
等学校理科教諭

6,000円

20人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152962号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山県新宮
市

6時間 平成25年8月14日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校音楽科
教諭

6,000円

15人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152963号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円

40人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152964号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

現代音楽演奏実践講座

和歌山大学

初等的な整数論のはなし

整数論の初等的な話題について、板書を中心とした講義を
行う。扱う内容は、素数などの性質を中心とするいわゆる初
等整数論や加法的整数論などであり、特別な予備知識を必 北山 秀隆（教育学部講師）
要とせず中学生や高校生への話題としても有効なものであ
ろうと考える。

和歌山県新宮
市

6時間 平成25年8月15日

和歌山大学

行動観察実践講座 子どもを見
守る基礎

「身体の硬い子が増えた」、「打撲・捻挫・突き指・骨折すべ
て『泣き叫ぶ』痛みとして訴えてくる」、「しんどいことは避け、
無理をしない」、「よく”疲れた””肩が凝った”と言う」など、現
場からの声が届いてきます。このような日常的に見られる児
加藤 弘（教育学部教授）
童･生徒の行動（表情、言葉、姿勢、動き、等）について取り
上げ、その背景にある『発育・発達期の生理心理学的基礎
基本』について今一度理解を深め、見守る方策について考
えていきます。

和歌山県新宮
市

6時間 平成25年8月15日

教諭 幼・小・中･高･特
養護教 別支援学校教
諭、養護教諭
諭

6,000円

40人 平成25年4月11日～
平成24年6月25日

平251006152965号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

学校生活における児童・生徒の
健康と安全

学校生活全般における児童・生徒の健康と安全について、
生活科学の専門的な視点（住・衣分野）から講義する。住分
野では、子どもの健康を守るための教室環境の整え方とし
村田 順子（教育学部教授）
て、空気および視環境について取り上げる。また、非常時避
今村 律子（教育学部教授）
難について建築人間工学の観点から解説する。衣分野で
は、子どもの活動と衣服の安全および、衣服の圧迫や皮膚
アレルギーなど健康への影響について取り上げる。

和歌山県新宮
市

6時間 平成25年8月15日

教諭 幼・小・中･高･特
養護教 別支援学校教
諭
諭、養護教諭

6,000円

40人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152966号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

過去の授業実践をもとに、「よい」社会科授業とはどのよう
な授業なのか、授業分析と受講者による討議を通して考え
子どもたちが調べてみたい、考え
ます。その後、教科書を活用して、子どもたちが「調べてみた
てみたいと感じる社会科授業づく
岩野 清美（教育学部講師）
い」、「考えてみたい」と感じる授業づくりについて、授業にお
り
いて獲得される知識の質と発問構成に視点を当てて検討し
ます。

和歌山県新宮
市

6時間 平成25年8月16日

教諭

小・中学校社会
科教諭、高等学
校(地理歴史・公
民科)教諭

6,000円

40人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152967号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

英語と日本語の違いについて

現在、英語教育は生徒そして教員の日本語語学力を基礎に
して、英語の情報を与えることがもっぱらである。そしてわた
したちはついつい英語と日本語の違いを大胆に乗り越えて、
どちらも同じ言語というものなのだからという前提で情報を与
えてしまうこともある。たとえば「は」のついた名詞は主語で、 坂本 正雄（教育学部教授）
「を」がつけば目的語である、等々。「昨日は大阪へ行っ
た。」という文をYesterday went to Osaka.と英訳する生徒も
いる。限られた時間で、英語と日本語は異なる言語体系であ
ることを、説明したい。

和歌山県新宮
市

6時間 平成25年8月16日

教諭

小学校教諭、中･
高等学校英語・
国語教諭

6,000円

40人 平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152968号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

和歌山大学

2007年4月特別支援教育が本格的に実施されました。その
目的は、特別な教育的配慮を必要とする児童生徒を理解
教育的配慮を必要とする子どもた し、適切な支援を行うことである。本講習では、知的障害を
小野 次朗（教育学部教授）
ちの理解と指導
伴わない発達障害（ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能広汎性発達障害な
ど）に加えて、不登校・虐待を受けている子どもなどにも視線
を向け、医学的な観点も交えながら解説する予定です。

和歌山県新宮
市

6時間 平成25年8月16日

教諭 幼・小・中･高･特
養護教 別支援学校教
諭
諭、養護教諭

6,000円

40人

平成25年4月11日～
平成25年6月25日

平251006152969号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

鳥取環境大学

再生可能エネルギーと理科教育

本講習では再生可能エネルギーについて、バイオマスエネ
ルギーを中心に、現状や課題について学びます。また、再生 横山 伸也（環境学部環境学科教授）
可能エネルギーの生徒実験を通し、理科教育で扱う際の問 足利 裕人（環境学部環境学科教授）
題点を考察します。

鳥取環境大学

英語村でまなぶ授業で使えるア
クティビティ

この授業はワークショップ形式で行います。英語村でティー
ム・ティーチングや実践的なアクティビティーを紹介します。
講師のデモンストレーションを見て、受講者が自分の授業で
活用できるアクティビティーを体験します。

鳥取環境大学

本講習では、鳥取環境大学でこれまでに取り組んできた海
岸漂着ごみに関する研究の一端を学校教員に体験していた
だく。このことによって、身近にある環境問題を考えるきっか
鳥取砂丘での海ごみ調査（フィー けになるだけでなく、各学校に戻られてからの環境教育に役
立ててもらうことで、ごみの問題に対する子供たちへの普及
ルドワーク）
啓発にもつながることが期待できる。本講座を受講するにあ
たり、専門的な知識を特段必要としないことから、さまざまな
専門性の教員の受講にも対応可能である。

鳥取環境大学

身近な事例から経営学・経済学
を学ぶ－消費者教育を進めるた
めのヒント－

鳥取環境大学

建築物とその周辺計画（ランドスケープ）に於いてその歴史
を観ると、それぞれの時代の社会や思想、生活を伺い知るこ
とができます。
この講座では、広く歴史上あるいは現代のランドスケープか 中橋 文夫（環境学部環境学科教授）
生活環境の内と外を見つめ直す
ら建築までのデザインを視覚的情報によって解説し、また演 遠藤 由美子（環境学部環境学科准教授）
習的にワークして頂きます。我々が今必要とする環境デザイ
ンとは何かを考え、身の回りの環境を整えるヒントを得てほ
しいと考えています。

鳥取環境大学

学校現場でできる身近な生物を
使った動物行動の実験

講習の開催地

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6時間 平成25年8月5日

教諭

小学校・中学校・
高等学校（理科）
教員

6,000円

40人 平成25年3月16日～
平成25年6月15日

平252005951994号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

ベゴール・ベッティーナ（人間形成教育センター
准教授）
竹内 ひとみ（人間形成教育センター非常勤講
師）

鳥取県鳥取市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小学校（外国語
活動）・中学校・
高等学校（外国
語）教員

6,000円

20人 平成25年3月16日～
平成25年6月15日

平252005951995号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

松村
荒田
角野
佐藤

鳥取県鳥取市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教員

6,000円

30人

平成25年3月16日～
平成25年6月15日

平252005951996号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

鳥取県鳥取市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校（社会、家
庭）・中学校（社
会、技術・家庭）・
高等学校（公民、
商業、家庭）教員

6,000円

40人

平成25年3月16日～
平成25年6月15日

平252005951997号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

鳥取県鳥取市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校（生活、家
庭）・中学校（美
術、技術・家庭）・
高等学校（芸術、
工業）教員

6,000円

40人 平成25年3月16日～
平成25年6月15日

平252005951998号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

鳥取県鳥取市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校（理科・生
活）・中学校・高
等学校（理科）教
員

6,000円

20人

平成25年3月16日～
平成25年6月15日

平252005951999号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

教諭

小学校教諭(中学
校教諭、高等学 24,950円
校教諭も可）

30人

平成25年3月16日～
平成25年6月30日

平257002351890号

0854-86-0319

http://sanbe.niye.g
o.jp/

教諭

全教諭

6,000円

50人

平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253051851560号

086-464-1021

http://www.kawasaki
-m.ac.jp/mw/

治夫（環境学部環境学科教授）
鉄二（環境学部環境学科教授）
貴信（環境学部環境学科講師）
伸 （環境学部環境学科講師）

この講義では、経営学が対象とするビジネスの世界で起こっ
ている現象を経済学の考え方を用いて理解することを目標
としています。例えば、なぜタクシーは夜間割増料金なの
か、なぜ携帯電話の通話プランには様々なメニューがあるの 磯野 誠 （経営学部経営学科准教授）
か、家電量販店などで見られる「最低価格保証」というシステ 酒井 裕規（経営学部経営学科講師）
ムは本当に消費者のためになっているのか、など生活に身
近なことも経済学の分析道具を使うと、実は様々な企業の
思惑があることがわかってきます。

動物の行動は、生物や自然への興味・関心を高めたり、考
える力を育む上で効果的な教材にもなります。講習では、シ
ロアリやダンゴムシなどの土壌動物を中心に、それぞれの
種の特性に関連し、比較的安定して実験条件下でも発現す
小林 朋道（環境学部環境学科教授）
る行動を題材にした実習を体験していただきます。実験動物
の採集や観察のために野外にも出ます。また、実験の体験
とあわせて、それをヒントに、受講されたかた自身のマイ実
験も考案していただければと思っています。

1)知的障害を伴う自閉症児の指導―TEACCHプログラムに
基づいた支援技法―（９０分）
2)今後の特別支援教育制度のあり方(９０分)
3)発達障害の児童生徒について、その理解と指導法１（９０
分)
4)発達障害の児童生徒について、その理解と指導法２及び
試験(９０分)

講習の期間

鳥取県鳥取市

近藤剛（鳥取短期大学幼児教育保育学科 准
教授）
井上雅仁（財団法人しまね自然と環境財団 島
教員が体験活動の意義について理解するとともに，児童 根県立三瓶自然館「サヒメル」学芸課 課長代
の集団宿泊活動を効果的に実施するために基本的な体験 理）
独立行政法人国 授業や学級経営に活かす体験活 活動の指導技術を身に付ける。また，学習指導要領におけ 竹内幹蔵（財団法人しまね自然と環境財団 島
立青少年教育振 動（国立三瓶青少年交流の家） る体験活動の取扱いを理解し，教育課程の編成や教育活動 根県立三瓶自然館「サヒメル」学芸課 天文事 島根県大田市
興機構
に体験活動を取り入れる方法を，講義や実習を通して習得 業室長）
する。主な内容は，「学級経営に活かせる体験活動の指導 小畑隆夫（国立三瓶青少年交流の家 企画指
法」「子どもたちがワクワクする自然観察の技術」等である。 導専門職）
藤田守弘（国立三瓶青少年交流の家 企画指
導専門職）

川崎医療福祉大
特別支援教育
学

時間数

寺尾 孝士（医療福祉学部 医療福祉学科 教
授）
安藤 きよみ（医療福祉学部 医療福祉学科
准教授）
重松 孝治（医療福祉学部 医療福祉学科 特
任講師）

岡山県倉敷市

18時間

平成25年8月9日～
平成25年8月11日

6時間 平成25年8月7日

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

川崎医療福祉大
養護教諭の健康相談
学

講習の概要

担当講師

1）思春期の発達課題と心の健康（９０分）
2）思春期の危機及びこころの病についての理解と対応（９０
分）
3）保健室での健康相談の進め方（９０分）
4）グループワーク「事例の理解と対応の検討」及び試験（９０
分）

笹野 友寿（医療福祉学部 医療福祉学科 教
授）
藤本 比登美（医療福祉学部 保健看護学科
教授）

時間数

講習の期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

30人 平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253051851561号

086-464-1021

http://www.kawasaki
-m.ac.jp/mw/

6時間 平成25年8月8日

養護教
養護教諭
諭

6,000円

30人

平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253051851562号

086-464-1021

http://www.kawasaki
-m.ac.jp/mw/

岡山県倉敷市

6時間 平成25年8月9日

養護教
養護教諭
諭

6,000円

30人 平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253051851563号

086-464-1021

http://www.kawasaki
-m.ac.jp/mw/

健（医療技術学部 健康体育学科 教授）
誠（医療技術学部 健康体育学科 准教 岡山県倉敷市

6時間 平成25年8月9日

中学校・高等学
校 保健体育教
諭向け

6,000円

30人 平成25年4月1日～
平成25年5月31日

平253051851564号

086-464-1021

http://www.kawasaki
-m.ac.jp/mw/

教諭 中学校・高等学
養護教 校の教諭及び養
護教諭
諭

6,000円

30人 平成25年5月1日～
平成25年5月31日

平253052351631号

(086)-901-0503

http://www.sguc.ac.
jp/

6,000円

50人 平成25年5月1日～
平成25年5月31日

平253529651630号

(086)-901-0503

http://www.sguc.ac.
jp/

津島 ひろ江（医療福祉学部 保健看護学科
教授）
下川 清美（医療福祉学部 保健看護学科 講
師）

岡山県倉敷市

正造（医療技術学部 健康体育学科 教

①生徒指導提要第３章第３節「青年期の心理と発達」に準じ
て、生徒を指導する際の留意点について考察する
②青年期にある人の自己表現をどう育てるか、“アサーショ
ン”から考えるワークショップ
③養護教諭がかかわる子どもの現状と対応・支援及び校内
外との連携について考察する
④個と集団での支援のあり方と専門機関との連携について
考察する
⑤これまでの講義をふまえ、ディスカッションなどを通して望
ましい自己表現の育て方について考察する

高橋
石原
田村
海本

功（総合人間学部講師）
みちる（総合人間学部准教授）
裕子（看護学部准教授）
友子（総合人間学部准教授）

岡山県岡山市

6時間 平成25年8月7日

①学校教育全体の在り方を考える視点として特別支援教育
を位置づけ、考察する。
②発達障害を心理学的に考察し、教育現場での配慮と対応
山陽学園短期大 最新の子ども事情－発達障害の 方法を考える。
学
現状と課題
③発達障害の問題点とその教育支援の在り方について、最
新の知見を踏まえながら、教育心理学の視点から考える。
④保護者の気持ちに寄り添いながら支援していくために必
要なこととは何かを、福祉的・心理的な視点から考える。

皆川
大橋
伊藤
河野

順（幼児教育学科教授）
康宏（幼児教育学科教授）
潔志（幼児教育学科講師）
清志（幼児教育学科講師）

岡山県岡山市

6時間 平成25年8月22日

青年期の自己表現の支援

受講者募集期間

6,000円

米谷
授）
宮川
田島
授）
宮坂
教）

山陽学園大学

受講料 受講人数

養護教
養護教諭
諭

岡山県倉敷市

1）青少年の体力の現状と課題（講義）及び試験（90分)
2）スポーツにおけるメンタルトレーニングの理論と実践（講
義）及び試験（90分）
3）体育科教員の実践的力量とボールゲームの授業づくり
(講義と実技）及び試験（90分）
4）木刀による剣道基本技稽古法（実技）及び試験（90分）

川崎医療福祉大
体育・スポーツの理論と実際
学

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成25年8月7日

1)スクールヘルスプロモーター＊として行う養護教諭の保健
指導(講義)（９０分）
※学校においてヘルスプロモーションを主導する役割をもつ
立場の人。近年、養護教諭の役割として関係学会で再確認
され、研究が進められている。
難波 知子（医療福祉学部 保健看護学科 講
川崎医療福祉大
養護教諭の行う保健指導の実際 2)養護教諭が行う個別の保健指導の進め方（講義と演習）
師）
学
（９０分）
3)養護教諭が行う学級集団に対する保健指導の進め方～
慢性疾患のある子どもに対する理解を促す指導～（講義と
演習）（９０分）
4）試験（９０分）
1)特別支援教育における養護教諭の役割（９０分）
川崎医療福祉大 疾病や障害のある子どもへの養 2)慢性疾患や障害のある子どもへのケア（９０分）
3)養護教諭のコーディネーション（９０分）
学
護教諭の支援
4）試験（９０分）

講習の開催地

教諭

雄悟（医療技術学部 健康体育学科 助

教諭

幼稚園教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

独立行政法人国 生徒指導・学級経営に活かす体
立青少年教育振 験活動
（国立吉備青少年自然の家）
興機構

講習の概要

担当講師

講習の開催地

杉田 洋（文部科学省 初等中等教育局 教育
課程調査官）
藤原 敬三（岡山大学大学院教育学研究科 准
教授）
小林 道正（国立吉備青少年自然の家 所長）
教員が体験活動の意義について理解するとともに，学習指
江口 峰男（国立吉備青少年自然の家 次長）
導要領における体験活動の取扱いを理解し，教育課程の編
森安 洋博（国立吉備青少年自然の家 主任企
成や教育活動に体験活動を取り入れる方法を講義や実習を
画指導専門職）
岡山県加賀郡
通して習得する。「野外炊事」，「オリエンテーリング」，「カッ
宇江 賢（国立吉備青少年自然の家 企画指導
吉備中央町
ター活動」等の体験活動の実習，「体験活動の意義と学習
専門職）
指導要領」や「子どもの現状と課題」，「体験活動の導入とそ
村上 聖一（国立吉備青少年自然の家 企画指
の指導法」等の講義。主な受講対象は小学校教諭とする
導専門職）
が，中学校教諭も受講可能。
飯石 浩二（国立吉備青少年自然の家 企画指
導専門職）
渡邊 剛志（国立吉備青少年自然の家 企画指
導専門職）

藤原 敬三（岡山大学大学院教育学研究科 准
教授）
小林 道正（国立吉備青少年自然の家 所長）
江口 峰男（国立吉備青少年自然の家 次長）
森安 洋博（国立吉備青少年自然の家 主任企
画指導専門職）
宇江 賢（国立吉備青少年自然の家 企画指導
岡山県加賀郡
専門職）
吉備中央町
村上 聖一（国立吉備青少年自然の家 企画指
導専門職）
飯石 浩二（国立吉備青少年自然の家 企画指
導専門職）
渡邊 剛志（国立吉備青少年自然の家 企画指
導専門職）

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

18時間

平成25年8月19日～
平成25年8月21日

教諭

小学校教諭

23,250円

40人

平成25年4月15日～
平成25年5月31日

平257002351897号

0866-56-7232

http://kibi.niye.go
.jp/

18時間

平成25年12月25日～
平成25年12月27日

教諭

小学校教諭

23,150円

40人

平成25年8月12日～
平成25年9月27日

平257002351898号

0866-56-7232

http://kibi.niye.go
.jp/

独立行政法人国 生徒指導・学級経営に活かす体
立青少年教育振 験活動
（国立吉備青少年自然の家）
興機構

教員が体験活動の意義や学習指導要領における体験活動
の取扱いを理解し，教育活動に体験活動を取り入れる方法
を講義や実習を通して習得する。「野外炊事」，「オリエン
テーリング」，「課題を解決することによって仲間づくりを促進
する活動」等の体験活動の実習，「体験活動の意義と学習
指導要領」や「子どもの現状と課題」，「体験活動の導入とそ
の指導法」等の講義。主な受講対象は小学校教諭。中学校
教諭も可。

福山市立大学

生活・家庭領域を深める

午前中は講義と演習を行う。人と人との関係を築く技術とし
て、「アサーション」という考え方がある。双方が気持ちの良
い関係を築く方法を授業・保育実践のなかでどう行うか、実
際にロールプレイングを通して学ぶ。
正保 正惠（教育学部教授）
午後は実習を中心とする。現代の食生活における米、米粉 倉田 美恵（教育支援センター センター教授）
の扱われ方を行事食を通して俯瞰したあと、米を素材として
おはぎ、米粉を素材としてだんごを実際に作って調理技術の
向上を図る。

広島県福山市

6時間 平成25年8月6日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,400円

12人 平成25年4月16日～
平成25年5月31日

平252006651976号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.j
p

福山市立大学

手作りと豊かな衣生活

この講習では衣生活分野の内容を説明し、実習を行う。被
服素材の中での天然繊維の構造と性質を説明し、フェルト
ボール、手紡ぎ糸、かんたん手織りの製作をする。また、日
常生活の中から生まれた伝統文化である「こぎん刺繍・さし
こ」の技術を生かした、簡単な小物の製作を行う。

広島県福山市

6時間 平成25年8月7日

教諭

幼稚園・小学校
教諭及び中学校・
高等学校家庭科
教諭

6,800円

10人 平成25年4月16日～
平成25年5月31日

平252006651977号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.j
p

福山市立大学

子どもの食を取り巻く環境の急激な変化に関しての問題を
三谷 璋子（キャリアデザインセンター センター
子どもの命と食の大切さを伝える 共有するとともに、食生活のあり方、食に関する技術につい
教授）
広島県福山市
食育教材
て考える。体験的食育をとおして、命と食べもののつながり
土屋 房江（教育支援センター センター教授）
について考え、今後の教材作りなどにつなげる。

6時間 平成25年8月8日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,200円

15人

平成25年4月16日～
平成25年5月31日

平252006651978号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.j
p

6時間 平成25年8月9日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

30人

平成25年4月16日～
平成25年5月31日

平252006651979号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.j
p

福山市立大学

絵本で育むことばの教室づくり

筒井 由紀子（教育支援センター センター教
授）
山本 百合子（教育支援センター センター教
授）

絵本とは、絵と文章が一体化した総合的芸術作品であると
同時に、読み手と聞き手の間でコミュニケーションやスキン
シップを楽しみつつ体感できるインタラクティブなツールでも
ある。また教育・保育現場においては、子どもたちのことば
の獲得や認知、自己形成過程を支え、育むすぐれた教材に 齋木 喜美子（教育学部教授）
もなりうる。本講座では、絵本をテーマにその魅力や文化財
としての価値、教材としての可能性や選書の視点等につい
て考え、ことばの環境構成や言語学習実践へとつなげた
い。

広島県福山市

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

図画工作科教育の新しい学習指導要領が示すように、鑑賞
指導においては地域の美術館との連携が求められている。
渋谷 清（教育学部教授）
ふくやま美術館を講習会場として、その具体的な連携方法
谷藤 史彦（ふくやま美術館学芸課長）
について理解を深めていく。また、展示作品を題材にした対
話型の鑑賞を実際に体験しながら、鑑賞教育に美術館を活
用した授業づくりの可能性を探る。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

広島県福山市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校教諭

6,000円

25人

平成25年4月16日～
平成25年5月31日

平252006651980号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.j
p

歴史的視点に根ざした地域学を
切り口にした授業づくり

生活環境としての地域の全体像を理解するためには、歴史
的な視点に根ざしながら総合的に学習することが大切であ
る。
前半では、経済と市街地の発展の関連性を切り口にして、 藤井 輝明（都市経営学部教授）
後半では、備後地域に残された建造物・産業遺構等の歴史 西川 龍也（都市経営学部教授）
遺産への理解・再評価を通して、社会科教育や地域・環境
教育のための授業づくりや地域のアイデンティティ育成の手
法を探る。

広島県福山市

6時間 平成25年8月10日

教諭

全教諭（養護教
諭を除く。）

6,000円

50人 平成25年4月16日～
平成25年5月31日

平252006651981号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.j
p

福山市立大学

ネイテイブによる楽しいワーク
ショップと発信型授業づくり

新学習指導要領では、言語や文化に対する理解を深め、コ
ミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、相手を理
解したり自分を表現したりするコミュニケーション能力を養う
ことを目標とし、小学校では英語活動も始まった。このことか
Stephen Hampshire（都市経営学部講師）
ら、英語教育への大きな期待の一つとして、「理解力と発信
弓手 博（非常勤講師）
力を備えたグローバル人材の育成」が想定される。本講習で
は、「ネイテイブ専門家による英語コミュニケーション活動」を
取り入れて指導者の発信能力と意欲を一層高めるとともに、
今後の「授業づくり」にも生かすこととする。

広島県福山市

6時間 平成25年8月12日

教諭

中学校・高等学
校英語教諭

6,000円

20人 平成25年4月16日～
平成25年5月31日

平252006651982号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.j
p

福山市立大学

地域安全マップづくりは、児童、生徒が街あるきによる点検
を行い、課題を地図の上にまとめるものである。学外の通学
路などを改めて見直すことで、地域の課題に気づくこと、これ
街歩き・フィールドワークによるま
を地図化する作業の中で課題を整理し、表現する能力を獲
岡辺 重雄（都市経営学部准教授）
ちづくり課題の抽出～安全マップ
得すること、また発表しあうことで、課題の共有化を図ること
づくりを例として～
ができることから、総合的な学習効果が期待できる。本講習
では、安全マップづくりの意義や企画に関する要点等の座学
と街あるき・マップづくり実習を通じて、方法論を学ぶ。

広島県福山市

6時間 平成25年8月12日

教諭

小学校教諭及び
中学校社会科教
諭

6,000円

15人

平成25年4月16日～
平成25年5月31日

平252006651983号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.j
p

福山市立大学

世界遺産と地域の文化遺産を切り口にして、さまざまな教育
が可能である。
前半は、世界遺産を切り口にして、ＥＳＤ（持続可能な開発
世界遺産と地域の文化遺産を切
田渕 五十生（教育学部教授）
のための教育）などの視点に立って、世界遺産の意味につ
り口にした教育
杉原 耕治（元盈進中学校校長）
いて考える。
後半は、備後地方に刻まれた文化（歴史や文学）を通して、
地域へのアイデンティティを育むための教育の提案を行う。

広島県福山市

6時間 平成25年8月16日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校教
諭及び中学校・高
等学校社会科教
諭

6,000円

50人 平成25年4月16日～
平成25年5月31日

平252006651984号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.j
p

福山市立大学

小学校へつながる就学前教育

就学前教育における教育課程を歴史的な視点からみること
によって、今求められている就学前教育のあり方について考
髙月 教惠（教育学部教授）
える。幼児期から小学校にかけての発達段階を考慮した表
大庭 三枝（教育学部准教授）
現教育について、実技を通して子どもの表現が輝く教材の
開発、指導法について理解を深める。

広島県福山市

6時間 平成25年8月17日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

30人

平成25年4月16日～
平成25年5月31日

平252006651985号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.j
p

福山市立大学

水を科学する

①21世紀の水を考える（堤）
21世紀は水をめぐって何が起ころうとしているのだろうか。地
球にある水が都市や社会でどのように利用され、その量の
問題、利用に応じた処理技術・安全性はどうなっているのか
など21世紀の水について幅広く考える。
堤 行彦（都市経営学部教授）
②流れる水と地形・地層（澤田）
澤田 結基（都市経営学部講師）
瀬戸内地域の地形・地質の基礎知識を学ぶ。また、地域の
地形・地質と関連させた地学分野の授業を行うための一手
段として、簡単な水路実験装置を用いた三角州の堆積実験
を行う。

広島県福山市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校教諭及び
中学校・高等学
校理科・社会科
教諭

6,000円

15人 平成25年4月16日～
平成25年5月31日

平252006651986号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.j
p

福山市立大学

子どもの健康をとりまく環境について、特に①生活習慣病の
一次予防の観点からの身体活動環境と身体活動量につい
て、②メディアリテラシーと健康、③新学習指導要領におけ
る医薬品および薬物乱用に関する内容について概説する。
播磨 俊子（教育学部教授）
「今」という環境に生きる子どもの
また最近の子どもの心を理解していく上でキーワードになる
心身―理解と支援
宮本 賢作（都市経営学部准教授）
語を取り上げつつその特徴について考えていき、子どもの心
の健康に果たす保健室の意味や教育相談における養護教
員の役割について考える。講義内容に関する受講者同士の
討論を行ないたい。

広島県福山市

6時間 平成25年8月21日

6,000円

20人

平成25年4月16日～
平成25年5月31日

平252006651987号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.j
p

福山市立大学

福山市立大学

美術館で学ぶ図画工作

養護教
養護教諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

福山市立大学

音楽づくりと歌唱指導の授業づくりについて、実践を交え考
えていく。
音楽づくりについては、自己表現をしながら、同時に他者と
村山 ひろみ（教育学部教授）
子どもたちが音楽を何倍も楽しむ 関わり双方向のコミュニケーションによる対話と共感から生
平本 弘子（教育研究交流センター センター教 広島県福山市
まれる音楽の楽しさとその授業展開を理解する。
授業づくり
授）
歌唱指導については、健康的な発声法と美しい日本語の発
音法を再認識し、楽しめる合唱へと効果的に発展させる授
業のヒントを得る。あわせて合唱指揮の基礎も理解する。

6時間 平成25年8月22日

福山市立大学

障害児教育を創始したすぐれた教育者たちが行ってきた実
践や取り組みを学び直すことにより、方向性が見えにくくなっ
障害児教育の創始者と新情勢か ている教育の在り方について原点に立ち戻って考える契機
中村 満紀男（教育学部教授）
ら学ぶ特別支援教育の可能性と とする。そして今後の特別支援教育の在り方を考える上での
高橋 実（教育学部教授）
重要な視点である、インクルーシブ教育、障害者権利条約、
課題
障害者(児）福祉の情勢と課題などを学び、これからの特別
支援教育の在り方について議論する。

広島県福山市

6時間 平成25年8月22日

福山市立大学

本講習では、実際に（歴史）博物館を会場として、博物館の
機能や役割、学校教育への取り組みについての事例を学習
八幡 浩二(都市経営学部講師)
学校教育における歴史博物館の する。 また、博物館内の展示及びバックヤード等を見学す
加藤 謙(広島県立歴史博物館学芸課長)
る。さらに、博物館側と学校側の両者の立場から、互いに意
活用
岡野 将士（広島県立歴史博物館主任学芸員)
見や情報の交換を行いながら、今後の連携・協力の在り方
について検討を行う。

広島県福山市

6時間 平成25年8月23日

教諭

広島県福山市

6時間 平成25年8月24日

教諭

子どもたちの言葉の力をいかに育んでいけるのか、日々尽
力されている小・中学校の先生方と一緒に、言葉の力を育
て、かつ楽しい言葉の学習活動を考えていきたい。そのため
に、国語単元学習の観点から、教育現場で重視される言語 森 美智代（教育学部准教授）
活動を統合した指導計画、教育プランづくりに取り組む。学
習者の現状に根ざした価値を見出す教材分析の視点と、国
語科単元学習の指導案づくりの方法を学ぶ。

教諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

30人

平成25年4月16日～
平成25年5月31日

平252006651988号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.j
p

6,000円

50人 平成25年4月16日～
平成25年5月31日

平252006651989号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.j
p

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,290円

30人 平成25年4月16日～
平成25年5月31日

平252006651990号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.j
p

小学校教諭・中
学校国語科教諭

6,000円

30人 平成25年4月16日～
平成25年5月31日

平252006651991号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.j
p

19,000円

40人 平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752209号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

小学校教諭

教諭
全教諭・養護教
養護教
諭
諭

福山市立大学

国語単元学習の授業づくり

星槎大学

教育安全上、災害時に学校全体で子どもたちの生命を守り
心身の安全を図ること、災害後はこころのケアや具体的支
援が迅速にできる事が求められている。そこで本講習では、
震災を超えた未来のために
細田 満和子（共生科学部教授）
～教育現場におけるリスクマネジ 東日本大震災の現場に身を置き、子どもたちの声を聴き、
吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
当事者として考え、伝えている方々をゲストに迎え、将来、遭
メント～
遇するであろう危機的状況の中で、教師・市民としてとるべ
き態度、知識、考え方を考察する手がかりを提示したい。

広島県広島市

比治山大学

本講座で，初等教育において特に重要な基礎となる言語・
初等教科等指導講座～これから 数理能力の向上を図り，平成23年4月から全面実施となった
赤井 利行（現代文化学部教授）
の初等教育（Ⅰ） 言語・数理能 小学校学習指導要領で特に重視されている基礎的・基本的
森田 信義（現代文化学部教授）
力の育成
な知識・技能の習得，思考力・判断力・表現力等の育成に必
要な指導力の向上を図る。

広島県広島市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成25年4月5日～
平成25年4月12日

平253053051017号

082-229-0121

http://www.hijiyama
-u.ac.jp

比治山大学

本講座では，初等教育において必要となる社会認識・自然
上之園 公子（現代文化学部教授）
初等教科等指導講座～これから 認識能力の向上を図り，平成23年4月から全面実施となった
志田原 重人（現代文化学部教授）
の初等教育（Ⅱ） 社会認識・自 小学校学習指導要領で特に重視されている基礎的・基本的
鈴木 盛久（現代文化学部教授）
然認識能力の育成
な知識・技能の習得，思考力・判断力・表現力等の育成に必
鹿江 宏明（現代文化学部准教授）
要な指導力の向上を図る。

広島県広島市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成25年4月5日～
平成25年4月12日

平253053051018号

082-229-0121

http://www.hijiyama
-u.ac.jp

比治山大学

本講座では，初等教育において必要となる表現・鑑賞・コミュ 緒方 満（現代文化学部准教授）
初等教科等指導講座～これから ニケーション能力の向上を図り，平成23年4月から全面実施 若元 澄男（現代文化学部教授)
の初等教育（Ⅲ）表現・鑑賞・コ
となった小学校学習指導要領で特に重視されている基礎
溝部ちづ子（現代文化学部教授）
ミュニケ―ション能力の育成
的・基本的な知識・技能の習得，思考力・判断力・表現力等 佐々木 淳（現代文化学部准教授）
の育成に必要な指導力の向上を図る。
土橋 幸正（現代文化学部教授）

広島県広島市

6時間 平成25年8月24日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成25年4月5日～
平成25年4月12日

平253053051019号

082-229-0121

http://www.hijiyama
-u.ac.jp

本コースでは、学習指導要領の改訂に伴い、新学習指導要
岡
利道（人間科学部教授）
広島文教女子大 小学校コース「新学習指導要領と 領の趣旨に沿った、国語科及び社会科の指導法について解
村上 典章（人間科学部教授）
学
小学校教育の充実」①
説し、実践演習を行う。これらの講義を通して、小学校教員
杉山 浩之（人間科学部教授）
としての資質の向上を目指す。

広島県広島市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

30人 平成25年5月7日～
平成25年5月17日

平253053951020号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp

本コースでは、学習指導要領の改訂に伴い、新学習指導要
今崎 浩 (人間科学部准教授)
広島文教女子大 小学校コース「新学習指導要領と 領の趣旨に沿った、算数科及び理科の指導法について解説
高橋 泰道（人間科学部教授）
学
小学校教育の充実」②
し、実践演習を行う。これらの講義を通して、小学校教員とし
杉山 浩之（人間科学部教授）
ての資質の向上を目指す。

広島県広島市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

30人 平成25年5月7日～
平成25年5月17日

平253053951021号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp

本コースでは、学習指導要領の改訂に伴い、新学習指導要
佐伯 育郎（人間科学部准教授）
広島文教女子大 小学校コース「新学習指導要領と 領の趣旨に沿った、図画工作科及び音楽科の指導法につ
新宅 雅和（人間科学部教授）
学
小学校教育の充実」③
いて解説し、実践演習を行う。これらの講義を通して、小学
杉山 浩之（人間科学部教授）
校教員としての資質の向上を目指す。

広島県広島市

6時間 平成25年8月10日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

30人 平成25年5月7日～
平成25年5月17日

平253053951022号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp

18時間 平成25年7月30日～平
成25年8月1日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

中学校・高等学校 国語科コース 本コースでは、国語科で取り扱う内容について、より深い理
橋村 勝昭（人間科学部教授）
広島文教女子大
「国語科内容学の充実に向けて」 解と認識を得るために、日本語学の領域から「言語文化を
黒木 晶子（人間科学部准教授）
学
通して豊かな言語生活を考える」と題して講習を行う。
①

広島県広島市

6時間 平成25年8月8日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭向
け

6,000円

25人 平成25年5月7日～
平成25年5月17日

平253053951023号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp

中学校・高等学校 国語科コース 本コースでは、国語科で取り扱う内容について、より深い理
森下 要治（人間科学部教授）
広島文教女子大
「国語科内容学の充実に向けて」 解と認識を得るために、日本文学の領域から「和歌の解釈
岡
利道（人間科学部教授）
学
力を高める」と題して講習を行う。
②

広島県広島市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭向
け

6,000円

25人

平成25年5月7日～
平成25年5月17日

平253053951024号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp

本コースでは、国語科で取り扱う内容について、より深い理
解と認識を得るために漢文学の領域から「漢文の理解につ
宮崎 洋一（人間科学部教授）
中学校・高等学校 国語科コース
いて」と題する講義を展開し、また、深い理解に裏打ちされた
広島文教女子大
豊後 宏記（人間科学部教授）
「国語科内容学の充実に向けて」
内容を授業に反映させてゆく方法について、国語科教育学
学
岡 利道（人間科学部教授）
③
の領域から「文法意識を育てる国語科の指導」と題して講習
を行う。

広島県広島市

6時間 平成25年8月10日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭向
け

6,000円

25人 平成25年5月7日～
平成25年5月17日

平253053951025号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp

本コースでは、中・高等学校において、英語のクラスをどの
ように指導していくかということだけでなく、生徒間の英語使
用をどのように促すかの様々な技術をも取り上げる。また、
中学校・高等学校 英語科コース
学習のためのアフォ－ダンスを与えることが、なぜ言語習得
広島文教女子大
エリカ・スポンバーグ（人間科学部講師）
「コミュニケーション能力の育成を
に資するかを説明するため、CLTアプロ－チの背景にある理
学
目指す」①
論をも取り上げる。次に、英語でタスクを完成する機会を生
徒に与えるための練習方法を討議することにより、理論と実
践がいかに融合されるかを示す。

広島県広島市

6時間 平成25年8月8日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

25人

平成25年5月7日～
平成25年5月17日

平253053951026号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp

本コースでは、中・高等学校において、語学能力をどう育成
中学校・高等学校 英語科コース するか考えていく。例えばnearやnextが本来は比較級・最上
小西 弘信（人間科学部教授）
広島文教女子大
「コミュニケーション能力の育成を 級であることなど英語の歴史的言語事実を提供し、どのよう
南村 俊夫（人間科学部教授）
学
に指導したら文法等の指導につながるかを講座で取り上げ
目指す」②
る。

広島県広島市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

25人

平成25年5月7日～
平成25年5月17日

平253053951027号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp

本コースでは、中・高等学校において、コミュニケ－ション能
中学校・高等学校 英語科コース
力をどう育成するか考えていく。授業の中で様々な言語材料 南村 俊夫（人間科学部教授）
広島文教女子大
「コミュニケーション能力の育成を
笹原 豊造（人間科学部教授）
をどのように指導したらコミュニケ－ションにつながるかを
学
目指す」③
「Do’s and Don’ts」の講座で取り上げる。

広島県広島市

6時間 平成25年8月10日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

25人 平成25年5月7日～
平成25年5月17日

平253053951028号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp

安田女子大学

新しい授業づくり講座①（理科）

新学習指導要領を踏まえ、「生きる力」を育むためのこれか
らの教科指導の在り方について、オムニバス方式により講
義する。
＜理科＞小学校理科「A物質・エネルギー」の学習内容の実
江口 公治（教育学部教授）
感を伴った理解を目指して、教材作製と授業づくりを検討す
小川 麻里（教育学部准教授）
る。
小学校理科「B生命・地球」の学習内容の実感を伴った理解
を目指して、身近な自然を生かした観察活動（水中微生物の
観察）を実践的に工夫する。

広島県広島市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

110人

平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251593号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

新学習指導要領を踏まえ、「生きる力」を育むためのこれか
らの教科指導の在り方について、オムニバス方式により講
義する。
新しい授業づくり講座②（算数・国
橋本 正継（教育学部教授）
＜算数＞思考力を高める表現力の育成という観点から、算
語）
滝浪 常雄（教育学部准教授）
数の授業づくりについて理論と実践の両面から考える。
＜国語＞ 実生活に生きて働く言語力を身に付けるための
小学校国語科における学習指導の在り方を考える。

広島県広島市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校教諭

6,000円

110人 平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251594号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

新学習指導要領を踏まえ、「生きる力」を育むためのこれか
らの教科指導の在り方について講義する。
＜体育＞新学習指導要領における体育科の改訂の趣旨を
新しい授業づくり講座③（体育・音 捉え、「体つくり運動」を中心に取り上げながらこれからの体 徳永 隆治（教育学部教授）
楽）
育授業の在り方と展開方法について理解を図る。
粟村 眞久（教育学部教授）
＜音楽＞指導要領の改訂の趣旨を踏まえ、授業内容、「歌
唱の活動」 の在り方と指導方法を具体的な実技を交え理解
を深める。

広島県広島市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校教諭

6,000円

110人

平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251595号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

広島県広島市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

40人 平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251596号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

これからの中学・高校の国語科
指導

・新学習指導要領を具体化した国語科学習指導…新しい学
習指導要領の特色を解説し、それを具体化した国語科の授
業をどのように創造するのかを明らかにする。・ＰＩＳＡ型読解
力を育成する授業の創造…ＰＩＳA型読解力を育成するため
河内 昭浩（文学部講師）
には、どのような授業を展開すればよいのかを、演習形式に
よって示す。・新しい漢字・語彙指導…新常用漢字の指導方
法や、実社会で必要な語彙力の育成方法について解説す
る。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号
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安田女子大学

・新学習指導要領を具体化した国語科学習指導…新しい学
習指導要領における古典教育の特色を解説し、それを具体
化した授業をどのように創造するのかを明らかにする。・古
中学・高校におけるこれからの古 典を身近に感じさせる指導力の育成…とっつきにくさが問題
古瀬 雅義（文学部教授）
とされる古典教材を、興味の持てる身近な教材としてとりあ
典学習指導
げる方法を示す。・国語科カリキュラムの開発…古典教材を
通して伝統文化を尊重する心を育てる方法を、具体的な実
践に即して解説する。

広島県広島市

6時間 平成25年8月8日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

40人 平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251597号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

・新指導要領を具体化した国語科学習指導…新しい学習指
導要領における現代文教育のあり方について、理論と実践
中学・高校におけるこれからの現 の双方から解説する。・現代文を理解し表現する指導力の
藤村 猛（文学部教授）
育成…現代文の教材を様々な視点から読み、授業の豊かな
代文学習指導
内容や展開のために、どのような授業ができるのかを、演習
形式によって学ぶ。

広島県広島市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

40人 平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251598号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

新学習指導要領改訂の趣旨を踏まえ、書道における鑑賞
学習の充実等の課題を明らかにするとともに、評価に関する
こと等、これまでの実践における反省、成果、課題を整理し
ながら、今後求められる書道の新しい授業づくりの在り方を
学習指導要領改訂の要点ー国語
考える。更に、小中学校書写からの接続の課題にも触れ、 谷口 邦彦（文学部准教授）
科書写および芸術科書道ー
書写の指導を高校書道へどう活かしていくかについても考
察する。高校書道に関する学習内容を取り扱うため、主な受
講対象者は高校教諭とするが、中学校教諭も受講可能。講
習は講義形式でおこなう。

広島県広島市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校国語・高
等学校芸術科
（書道）教諭

6,000円

10人

平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251599号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

日本書道史において、６世紀から８世紀の日本の書の黎明
期というべき時代には、中国大陸、もしくは朝鮮半島を経由
してわが国に書がもたらされた。７、８世紀の金石文、木簡
日本書道史－古代金石文にみる 等の現存する限られた遺物の書を少し詳細に紹介し、日本
湯澤 聡（文学部准教授）
人の文字の獲得と、その普及の様子をみていく。また、日本
書の黎明－
語表記のために生み出された、かな文字についてその成立
までの過程についてもみていく。講習は講義形式でおこな
う。

広島県広島市

6時間 平成25年8月8日

教諭

中学校国語・高
等学校芸術科
（書道）教諭

6,000円

10人 平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251600号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

広島県広島市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校国語・高
等学校芸術科
（書道）教諭

6,000円

10人 平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251601号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

悠久の歴史を誇る中国、その文化を受容した我が国には、
魅力あふれる書人の名作が多く遺存している。ところが中国
では、古代を中心に、以前には見られなかった文字資料が
陸続と出土し、旧来の書道史を書き換えるような事態が起
こっている。その中でも特に王羲之をはじめとする諸問題に 萩 信雄（文学部教授）
ついて考察を深める。日中両国の書道史の今日的課題を学
ぶとともに、資料研究のために必須な文献読解力を養成す
る。作品・文献の各方面から総合的にアプローチを図る。講
習は講義形式でおこなう。

安田女子大学

中国書道史の諸問題

安田女子大学

新学習指導要領を踏まえた外国語科（英語）の指導目標を
旧課程との比較において明確に捉え、機能や場面別の言語
使用に配慮したコミュニケーション重視のシラバスを如何に
新学習指導要領と中学校の英語 展開していくかを探るとともに，２年間の「小学校外国語活
松岡 博信（文学部教授）
授業
動」と３年間の中学校「英語科」との有機的な連携のための 平本 哲嗣（文学部准教授）
教材研究，指導内容およびそれらを生かした4技能に渡る活
動展開について学習し，これからの中学校英語教育の目指
すべき方向性について論じる。

広島県広島市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学
校外国語科（英
語）教諭

6,000円

20人

平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251602号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

高等学校の新学習指導要領では、4技能を総合的・統合的
に育成することやコミュニケーションにつながる文法指導が
今まで以上に求められている。講習では特にこれらの点に
新学習指導要領と高等学校の英 ついて焦点を当て、今後求められる授業の在り方について 田辺 尚子（文学部准教授）
語授業
講義とグループ討議を行なう。そして、その後の授業シミュ 山川 健一（文学部准教授）
レーションを通して、自己の授業を分析・内省する視点と授
業改善の機会を提供し、新学習指導要領に則った授業が展
開できる実践力を育成する。

広島県広島市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学
校外国語科（英
語）教諭

6,000円

20人 平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251603号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

広島県広島市

6時間 平成25年8月8日

教諭

中学校・高等学
校外国語科（英
語）教諭

6,000円

40人

平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251604号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

教室でもっと英語を使うために

中学校、高等学校の英語科教員の英語授業における英語
の使用率を向上させ、英語の授業がよりコミュ二カティブに
なるように、主としてリスニングとスピーキングの訓練を行
John McLean（文学部講師）
う。特にスピーキングの訓練においては、談話を継続させる
Joy Jarman-Walsh（現代ビジネス学部講師）
方法について講義し、演習を行う。リスニングにおいては、
日本人にとって聞き取りにくいスピーチの特性について講義
し演習を行う。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

安田女子大学

新しい視点で英語を見る

基礎的な英語学の理論や最新の言語理論の成果を基にし
て、中学・高校で扱われる文法項目や言語現象を、言語の
形式・構造・意味・機能などの面から多角的に捉え、英語を
髙口 圭轉（文学部教授）
より効果的に教えるための知識と視点についての講習を行
三宅 英文（文学部准教授）
う。特に、選択体系機能文法やコーパス言語学の視点から、
英文法、リーディング、ライティング指導の方法について講
義し、演習を行う。

広島県広島市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学
校外国語科（英
語）教諭

6,000円

40人

平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251605号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

すべての生物は、周囲の自然環境の影響を受け、同時に
その環境に影響を及ぼしながら生存している。健康で快適な
生活を続けながら、自然環境を破壊しない持続可能な社会
家庭科教育内容に関する研究情
を形成するためには、地球環境とそれらを構成している物質
岩本 悦郎（家政学部教授）
報
の性質を科学的な目でもって理解し、環境の問題を正しく把
〔生活と環境〕
握することが大切である。本講義では、水や二酸化炭素など
身近な物質の化学的機能と環境におけるその働きの理解を
深めることを目指す。

広島県広島市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学
校家庭科教諭

6,000円

10人 平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251606号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

豊かで快適な生活を送るためには、住まいはどうあれば良
いのでしょうか。本講義では、ライフスタイルや家族構成の
変化に対応できる「住まいづくり」の手法、健康や安全に配
家庭科教育内容に関する研究情 慮した「室内空間」の設計、地球環境や生態系に配慮した節
山内 一晃（家政学部教授）
電、省エネ、自然エネルギー利用の技術や知識、地域に根
報〔住〕
ざし自然環境を生かした住まいのあり方等を、豊富な写真
や映像で紹介し、家族が安心して気持ちよく暮らせるための
住まいのあり方を考えていきます。

広島県広島市

6時間 平成25年8月8日

教諭

中学校・高等学
校家庭科教諭

6,000円

10人 平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251607号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

家族に関する研究情報
〔幼児の遊び・高齢者の心身〕

現代生活では身体を動かす機会が少なくなり、いろいろな障
害や事故が起きている。これらの予防のためにも、スポー
ツ・身体運動はあらゆる年齢層にとって大切である。本講義 折本 浩一（家政学部教授）
では、遊び、運動、健康、老化、福祉などの身近なテーマを 友末 亮三（家政学部教授）
題材とし、最近のスポーツ科学の研究成果を実習も交えな
がら概説する。

広島県広島市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学
校家庭科教諭

6,000円

10人 平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251608号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

学校における情報機器の活用

学校における情報機器の活用方法について、文書・画像処
理、プレゼンテーション等の基本ソフトウェアの活用、ネットを
染岡 慎一（現代ビジネス学部教授）
利用した情報取得・活用から情報漏洩防止対策までを講
義・実習する。

広島県広島市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251609号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

学校図書館メディアの最大限の活用をめざす、メディアの管
理と運用に関してコンピュータ処理によるノウハウを教授す
る。
中島 正明（教育学部教授）
学校図書館メディアの管理と活用
特に、メディアの登録と廃棄を中心としたメディア管理につ
いて実践的な指導を行う。教材には、独自に開発・作成した
フェニックス・システムを使用する。

広島県広島市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭

6,000円

50人 平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251610号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

思春期の発達上の特徴を解説し、思春期に好発する心理的
諸問題について講義する。それによって思春期の児童生徒
思春期の心理的諸問題の理解と
藤沢 敏幸（心理学部教授）
の発達的課題を理解し、思春期の心理的諸問題への対応
指導
澤田 英三（心理学部教授）
法や支援法を学ぶ。主に思春期の精神病理の特徴や心理
療法の視点から学習する。

広島県広島市

6時間 平成25年8月8日

教諭

中学校、高等学
校教諭

6,000円

40人

平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平253054251611号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

教諭

小学校教諭

23,500円

20人

平成25年9月1日～
平成25年11月1日

平257002351891号

0823-42-0661

http://etajima.niye
.go.jp/

教諭

幼稚園教諭

6,000円

45人 平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平259341051803号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

小学校等教員等が体験活動の意義について理解するとと
もに「海」を中心とした基本的な体験活動指導技術を実習を
通して身に付ける。また，学習指導要領における体験活動
独立行政法人国
「授業づくりに活かせる体験活
の取扱いを理解し，教育課程の編成や教育活動に体験活
立青少年教育振
動」～海が学校！海が先生！～ 動を取り入れる方法を講義や実習を通して習得する。主な
興機構
講習内容は，「海辺の生き物観察と指導法」，「カッター研
修」，「レクリエーションの意義と指導方法」，「野外炊事」の
実習及び講義。

林 孝（広島大学大学院教育学研究科学習科
学専攻・教授）
曽余田 浩史（広島大学大学院教育学研究科
学習科学専攻・准教授）
西原 直久（江田島市教育委員会生涯学習課
広島県江田島
大柿自然環境体験学習交流館・館長）
市
錦織 修一（国立江田島青少年交流の家・企画
指導専門職）
阿部 貴志（国立江田島青少年交流の家・企画
指導専門職）

①保育内容「環境」の理論及び実践講習を行う。幼稚園教
育要領｢環境｣のねらい及び内容に準拠しつつ、幼児を取り
巻く環境として遊び環境･生活環境･情報環境･地域環境を中
心に考察を進め、保育環境のあり方と教材理解についても
安田女子大学・
幼稚園における教育的環境の理 講習する。さらに、幼児期における直接体験として、2･3の自 柿岡 玲子（安田女子短期大学教授）
安田女子短期大
論と実践
然体験活動を取り入れ実践する。②絵本をとりまく環境、特 矢野 光恵（安田女子短期大学講師）
学
に図書室（図書コーナー）のコレクション形成と管理について
取り上げる。また、絵本の役割及び生活や遊びの中で生じ
た子どもの知的な気づきを支える資料について探り、理解を
深める。

広島県広島市

18時間

平成25年12月24日～
平成25年12月26日

6時間 平成25年8月7日

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

①保育内容「環境」の理論及び実践講習を行う。幼稚園教
育要領｢環境｣のねらい及び内容に準拠しつつ、幼児を取り
巻く環境として遊び環境･生活環境･情報環境･地域環境を中
心に考察を進め、保育環境のあり方と教材理解についても
安田女子大学・
幼稚園における教育的環境の理 講習する。さらに、幼児期における直接体験として、2･3の自 柿岡 玲子（安田女子短期大学教授）
安田女子短期大
然体験活動を取り入れ実践する。②絵本をとりまく環境、特 矢野 光恵（安田女子短期大学講師）
論と実践
学
に図書室（図書コーナー）のコレクション形成と管理について
取り上げる。また、絵本の役割及び生活や遊びの中で生じ
た子どもの知的な気づきを支える資料について探り、理解を
深める。

安田女子大学・
保育者の専門性を高めるエクサ
安田女子短期大
サイズ
学

安田女子大学・
保育者の専門性を高めるエクサ
安田女子短期大
サイズ
学

1．子育て家庭を社会全体で支援する制度を知る中で、その
必要性を把握し、保育者や保育施設等が果たすべき役割に
ついて理解を深める。２．保護者と良好な人間関係を築く方 橋本 信子（安田女子短期大学教授）
法を、カウセリング等の基礎を学び、保育者の専門性を高め 中村 涼（安田女子短期大学准教授）
ていく。
1．子育て家庭を社会全体で支援する制度を知る中で、その
必要性を把握し、保育者や保育施設等が果たすべき役割に
ついて理解を深める。２．保護者と良好な人間関係を築く方 橋本 信子（安田女子短期大学教授）
法を、カウセリング等の基礎を学び、保育者の専門性を高め 中村 涼（安田女子短期大学准教授）
ていく。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

広島県広島市

6時間 平成25年8月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

45人 平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平259341051804号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

広島県広島市

6時間 平成25年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

45人 平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平259341051805号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

広島県広島市

6時間 平成25年8月9日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

45人 平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平259341051806号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学・
豊かな表現をめざした保育実践
安田女子短期大
へのエクササイズ
学

１．幼児教育における音楽表現に必要な基礎知識や技能に
ついて再確認するとともに、保育者自身の豊かな感性や表
現する力の必要性について考え、創造性を育む幼児音楽教
育のあり方を模索する。また、様々な音楽表現について知 永田 雅彦（安田女子短期大学准教授）
り、表現する能力を養う。 ２．保育実践における豊かな造形 松永 有三（安田女子短期大学教授）
表現を支える指導の在り方について理解を深めるとともに、
具体的な題材について実技を交えながら考察する。また、材
料・用具の扱いや技法について実技演習を実施する。

広島県広島市

6時間 平成25年8月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

45人

平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平259341051807号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学・
豊かな表現をめざした保育実践
安田女子短期大
へのエクササイズ
学

１．幼児教育における音楽表現に必要な基礎知識や技能に
ついて再確認するとともに、保育者自身の豊かな感性や表
現する力の必要性について考え、創造性を育む幼児音楽教
育のあり方を模索する。また、様々な音楽表現について知 永田 雅彦（安田女子短期大学准教授）
り、表現する能力を養う。 ２．保育実践における豊かな造形 松永 有三（安田女子短期大学教授）
表現を支える指導の在り方について理解を深めるとともに、
具体的な題材について実技を交えながら考察する。また、材
料・用具の扱いや技法について実技演習を実施する。

広島県広島市

6時間 平成25年8月9日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

45人

平成25年4月8日～
平成25年4月22日

平259341051808号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

山口大学

古代国家形成過程において外交・軍事が果たした役割を、
考古学的な視点から考察する。具体的には、古墳時代にお
古代国家形成－古墳時代の外交 ける東アジア情勢の推移と畿内政権の対応を、さまざまな
田中 晋作(人文学部教授)
と軍事－
「モノ（器物・情報・技術等＝三角縁神獣鏡などの威信財、武
器や武器組成、軍事組織等）」の移動によって生じる社会的
関係の変化から明らかにする。

山口県山口市

6時間 平成25年6月8日

教諭

中学校社会，高
等学校地歴担当
教諭

6,000円

50人 平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650586号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

教師としての指導力は、「説明力、人間力、実践力」ともいわ
れます。音楽科における指導力とは何かを考えてみましょ
う。教師としての指導技術（説明力）や人間としての魅力（人
音楽科教育における基礎技能の 間力）、実践力などは他の教科と共通した指導力といえるで
理論と指導法 －合唱指導及び しょう。音楽科における指導力で特筆されるのは、指導技術 高橋 雅子(教育学部准教授)
言語活動の充実を中心に－
としての音楽の技能とそれを裏付ける理論も必要とされるこ
とです。これらの力量とバランスを客観的にとらえることがで
きるよう、合唱指導及び言語活動の充実を中心に講義と演
習を行います。

山口県山口市

6時間 平成25年6月8日

教諭

小学校教諭，中
学校音楽担当教
諭

6,000円

30人

平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650587号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

日本伝統音楽の講義と実技

我が国の伝統や文化に関する教育の充実を図る一環とし
て、日本伝統音楽への理解を深める。講義ではその歴史や
種目（雅楽、平曲、能楽、文楽、歌舞伎など）の概要の解説 斎藤 完(教育学部准教授)
をおこなう。実技では和楽器（尺八）の実技を学ぶことによっ
てさらに伝統音楽に対する理解を深化させる。

山口県山口市

6時間 平成25年6月8日

教諭

小学校教諭，中
学校音楽担当教
諭

6,000円

8人 平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650588号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

彫刻の基礎

新しい学習指導要領について、立体造形の観点から今日的
な意義を確認する。実技として、粘土を用いた比較的簡単に
できるレリーフ「人の顔」を制作する。石膏取りの正しい技法 上原 一明(教育学部准教授)
を学ぶ。共同作業による連帯感を意識し、助け合いの精神
を育む方法を学ぶ。

山口県山口市

6時間 平成25年6月8日

教諭

小学校教諭，中
学校美術担当教
諭

6,000円

平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650589号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

16人

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

我が国の伝統や文化に関する教育の充実を図る一環とし
て、日本伝統音楽への理解を深める。講義ではその歴史や
種目（雅楽、平曲、能楽、文楽、歌舞伎など）の概要の解説 斎藤 完(教育学部准教授)
をおこなう。実技では和楽器（尺八）の実技を学ぶことによっ
てさらに伝統音楽に対する理解を深化させる。

山口大学

日本伝統音楽の講義と実技

山口大学

携帯ゲーム機やパソコンゲームなど、いわゆるテレビゲーム
は、子どもの生活に不可欠なものとなり、物心両面で大きな
影響を与えている。そのことを踏まえ、テレビゲーム自体の
視聴覚教材としてのテレビゲーム
是非や本質を理解し、視聴覚教材としてどのように積極的に 熊谷 武洋(教育学部准教授)
の可能性
活用していくかの可能性を検討する。そして実際の事例や課
題について触れ、その具体的な導入・運用について企画書
制作を行い考察する。受講者は特に限定しない。
保健体育科の教育内容は多岐に渡る。スポーツ文化を構成
しているボールゲーム（球技）だけでも、様々な種類があり、
それらの規範、流儀、文化的背景は異なっている。多様なス
ポーツ文化が存在しているにもかかわらず、日本に紹介され 池田 恵子(教育学部教授)
ているものは限定されたものに過ぎない。本講習では、世界
におけるスポーツ文化の動向について学習し、「身体民主主
義」に関する最新の研究内容について講義を行う。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

山口県山口市

6時間 平成25年6月16日

教諭

小学校教諭，中
学校音楽担当教
諭

6,000円

8人 平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650590号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

6時間 平成25年6月16日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

15人 平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650591号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

6時間 平成25年6月16日

教諭

中学校・高等学
校保健体育担当
教諭

6,000円

40人 平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650592号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭

中学校理科，高
等学校理科・工
業担当教諭

6,000円

15人 平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650593号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

6,000円

50人 平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650594号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

6,000円

40人

平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650595号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

6,000円

30人 平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650596号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

世界のスポーツ事情

山口大学

現在、ロボットを代表とするメカトロ製品がわれわれの生活
のあらゆるところに浸透しており、その応用が日常生活から
工業、農業、航空宇宙、先端医療などまでますます広がって
いく。本講習では、ロボット・メカトロニクスに関する先端技術
江 鐘偉(大学院理工学研究科教授)
メカトロ基礎と実習（マイコンによ
と基礎知識を概説し、ロボットの頭脳であるマイコンのプログ
森田 実(大学院理工学研究科助教)
るロボットの動かし方）
ラミング技能、マイコンによる音楽の作成、センサなど外部
機器の制御方法などを演習しながら講習する。さらに、本講
習を通じてメカトロ技術を理科教育や生徒の指導にどのよう
に活用していくかを一緒に考えたい。

山口県宇部市

6時間 平成25年6月22日

山口大学

わが国は地震、台風、洪水とに見舞われる機会が多く、その
ような自然災害から身を守り、安心・安全な生活をするに
は、それらの発生機構を理解するとともに、たとえば地震の
際には慌てて屋外に出ることなく、冷静に机等の下に身を入
市民のための分かりやすい防災
朝位 孝二(大学院理工学研究科准教授)
れる等の対応法や家庭での日頃からの非常食・水等の備え
の知識
鈴木 素之(大学院理工学研究科准教授)
をしておくことが必要である。本講習では、このことを概説
し、最終的には教諭が本講座で習得した、このような知識を
学校教育において危機管理の対応や子どもの安全確保に
指導的立場になることを目指す。

山口県宇部市

6時間 平成25年6月22日

山口大学

数の体系

数学科目の中等教育において、教員が自然数・整数・有理
数・実数・複素数という数概念の順次の拡張の論理的構造
と歴史を明確に踏まえて教育に臨むことは、教育効果を高
めるうえできわめて望ましいので、このことを詳細に講習す
る。

山口県宇部市

6時間 平成25年6月22日

山口大学

発達障害への心理支援

現在、発達障害に対する対応が困難となっている。これまで
酒木 保(宇部フロンティア大学人間社会学部教
彼等とのかかわりを持って来た体験からどのような支援が
山口県宇部市
授）
必要であるかを、実践例を通して講義していきたい。

6時間 平成25年6月22日

山口大学

近代文学講義

高校の教科書によく取り上げられる作品を対象に、教材分
析、授業の展開、まとめ等について講義し、質疑応答を行な
奥野 政元（梅光学院大学文学部特任教授)
う。夏目漱石「こころ」、芥川龍之介「羅生門」、中島敦「山月
記」などを扱う予定。

山口県宇部市

6時間 平成25年6月22日

教諭

中学校・高等学
校国語担当教諭

6,000円

40人 平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650597号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

エドガー・アラン・ポーの詩を読む

ポーのいくつかの詩を丁寧に音読し、吟味します。その過程
で、言葉の持つ力、音と意味との繊細な結びつきを発見しま
す。文学作品のひとつひとつの言葉に時間をかけて向き合
メドロック 麻弥(人文学部講師)
うことの大切さを、改めて認識していただきたいと思います。
それは学校教育において、生徒たちに質のよい読書体験を
してもらうための手がかりになるはずです。

山口県山口市

6時間 平成25年6月23日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
英語担当教諭

6,000円

30人

平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650598号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

牧野 哲(大学院理工学研究科教授)

教諭

中学校・高等学
校数学担当教諭

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

山口大学

日本伝統音楽の講義と実技

我が国の伝統や文化に関する教育の充実を図る一環とし
て、日本伝統音楽への理解を深める。講義ではその歴史や
種目（雅楽、平曲、能楽、文楽、歌舞伎など）の概要の解説 斎藤 完(教育学部准教授)
をおこなう。実技では和楽器（尺八）の実技を学ぶことによっ
てさらに伝統音楽に対する理解を深化させる。

山口県山口市

6時間 平成25年6月23日

教諭

小学校教諭，中
学校音楽担当教
諭

6,000円

山口大学

歴史学(習)の意味と地域史研究

(１)「歴史を学ぶと何が得られるのか」、あるいは「歴史学習
からは出来事それ自体以外にどのようなことが学べるのか」
という問いに対する回答を考えていく。そこから、歴史学(習) 岩崎 好成(教育学部教授)
の意味について検討する。(２)地域に即して日本史の展開を 森下 徹(教育学部教授)
考える。歴史を学ぶ際の基本的な方法を踏まえたうえで、地
域の歴史を考えるための資料の活用方法をあわせて学ぶ。

山口県山口市

6時間 平成25年6月23日

教諭

小学校教諭，中
学校社会担当教
諭

6,000円

山口大学

最近の化学－化学実験と分析

近年の分析装置の発展は目覚ましいものがあるが、分析装
置を使う際には前処理が必要な場合も多い。この講義で
は、ブラックボックス化した高度な分析装置の体験も重要で 村上 良子(大学院理工学研究科准教授)
あることを理解したうえで、その前処理としての化学実験を
通して、実験技術の向上を習得する。

山口県山口市

6時間 平成25年6月23日

教諭

中学校・高等学
校理科担当教諭

山口大学

附属光小中学校で実施する研究大会に参加し、授業実践に
関する全体説明および指導講師（ゲストスピーカー）による
講話を聴講し、「学ぶ意欲を育てる」授業の考え方について
学ぶ意欲を育てる授業実践研究 学ぶ。また、実際の授業を参観した後、分科会に分かれた
授業検討会に参加し、「学ぶ意欲を育てる」ための教科ごと
講座
の授業方法や指導方法について理解を深める。今後の授業
づくりや各教科等の指導に生かすことを目的とした講習であ
る。

山口県光市

6時間 平成25年6月28日

教諭

山口大学

日本の古典文学の言葉

山口県山口市

6時間 平成25年6月29日

山口大学

現在、社会心理学においては、思春期から青年期の変化を
進化心理学観点から捉え返す試みが開始されている。この
講習では、なぜこうした進化心理学的観点が台頭してきたの
青少年問題をめぐる進化心理学 か、その背景について学ぶとともに、そうした新しいアプロー
高橋 征仁(人文学部教授)
チによって、現代の青少年問題がどのように捉え返されてい
的アプローチ
くのかを議論していく。この講習によって、現代の青少年問
題を進化心理学的観点から理解し、新しい教育的支援が展
開されると期待される。

山口県山口市

山口大学

ものづくり指導法

木工具は，使用に当たって一定度の熟練が必要とされ，加
工経験の乏しい初心者には扱いが難しい工具の一つであ
る。本講習では，初心者に木工具を使用させる際のポイント
や工夫を解説し，実習を通して指導技能の向上を図るととも 岡村 吉永(教育学部教授)
に，ものづくり学習を支援する補助具等の制作を行う。中学
校の技術科教諭を対象とするが，「のこぎり」などの木材加
工具を使用する図画工作や美術の担当教諭の受講も可能。

山口大学

算数・数学教育の現状と課題

山口大学

山口大学

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

8人 平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650599号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

50人

平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650600号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

6,000円

20人

平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650601号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

幼稚園・小学校・
中学校教諭

6,000円

50人 平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650602号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭

中学校・高等学
校国語担当教諭

6,000円

25人

平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650603号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

6時間 平成25年6月29日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

100人 平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650604号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

6時間 平成25年6月29日

教諭

中学校技術担当
教諭

6,000円

10人 平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650605号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

国内外で近年実施された算数・数学に関する大規模学力調
査を取り上げ、そのねらい、方法、調査結果から明らかに
なった知見を整理して、わが国の算数・数学教育の課題を 関口 靖広(教育学部教授)
考察し、その改善の方策を，近年の研究成果をもとに議論
する。

山口県山口市

6時間 平成25年6月29日

教諭

小学校教諭・中
学校数学担当教
諭

6,000円

70人

平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650606号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

コンピュータを利用した理科授業

小学校・中学校で扱う理科の授業内容の中で、特に実験を
伴う単元について、コンピュータを利用した教材開発やデー
タ処理法について学ぶ。具体的には、表計算ソフトを用いた
野村 厚志(教育学部准教授)
実験・観察データの統計処理や、データベースを用いた実験
結果の整理法などについて、実際にコンピュータを用いて学
ぶ。

山口県山口市

6時間 平成25年7月7日

教諭

小学校教諭，中
学校理科担当教
諭

6,000円

25人 平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650607号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

現代企業の課題

この講習では、経営学および会計学の立場から、「最近の企
業経営における多様な人材の新たな管理方法として注目を 有村 貞則(経済学部教授)
集めるダイバーシティ・マネジメント」および「組織の戦略実 岡田 隆子(経済学部准教授)
践を支えるバランス・スコアカードなどの戦略的マネジメント」 藤田 智丈(経済学部講師)
について解説する。

山口県山口市

6時間 平成25年7月7日

教諭

中学校社会，高
等学校公民・商
業担当教諭

6,000円

30人

平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650608号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

和泉 研二(教育学部教授)
田邊 敏明(教育学部教授)
有冨 純子(教育学部附属光小学校副校長)
村田 正俊(教育学部附属光中学校副校長)

本講習では、日本の古典文学作品を対象として、その表現
の特質と内容の本質を深く理解するために、文法史と語彙
史を中心として、音韻史や文字史、さらには待遇表現史や文 磯部 佳宏(人文学部准教授)
章文体史など日本語史的な視点を提供し、古文の教材研究
の深化に資することを期待したい。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

山口大学

幾何学を通して学ぶ数学の考え
方

数学の1分野である幾何学に題材をとり，２つの話題を通し
て，数学的なものの見方・考え方について解説する。前半
は，現代数学において必須とも言える概念「不変量」につい
宮澤 康行(大学院理工学研究科教授)
て，具体例を通し，その考え方と有用性を紹介する。後半
は，オイラーの多面体定理と関連した話題「タイル張り」につ 川上 裕(大学院理工学研究科講師)
いて述べる。中学校や高等学校で学ぶ幾何の内容の課題
学習の教材の１つとして、色々な空間でのタイル張りとその
背後にある数学的内容について紹介する。

山口大学

食のはなし

現在、食を取り巻く状況は大きく変化している。食を理解する
ためには、食べものに対する知識、食文化についての知識
が必要である。この講習では、食文化について、日本の食
五島 淑子(教育学部教授)
生活、子どもの食生活、食の情報などについて講義し、食生
活の課題や問題点とともに小中学校における食の教育の重
要性を講義する。

山口大学

コンピュータプログラミング入門

ベーシック（あるいは同レベルの他の言語）を用いたプログ
ラミング演習を通して，コンピュータの基礎（コンピュータの構
成や情報の表現）ならびにプログラミングの基礎を学習す
る。本講習はプログラミング未経験者を対象としている。

古賀 和利(教育学部教授)
中田 充(教育学部准教授)
葛 崎偉(教育学部教授)
阿濱 茂樹(教育学部准教授)

山口県山口市

6時間 平成25年7月21日

山口大学

特別支援を支える心理学

特別支援を支える心理学（応用行動分析学）の基本的な考
え方、LD・ADHD・自閉症・アスペルガー症候群等の発達障
害の特徴、子どもたちの示す様々な行動問題の分析と対
松岡 勝彦(教育学部准教授)
応、特別支援を進める上での留意事項等について、近年の
研究知見に基づき解説する（主として発達障害のあるケース
についての実践事例をできるだけ多く紹介する）。

山口県山口市

6時間 平成25年7月21日

山口大学

（１）軽度発達障害児の基本的な特徴：通常学級に在籍する
LD、ADHD、高機能ASDの基本的特徴を理解する。（２）小学
校から高校までの発達的特徴と必要な支援：学童期から思
春期・青年期までの発達的特徴を理解するとともに、学習や
通常学級に在籍する軽度発達障
対人関係の基礎を作るための支援のポイントを考える。（３） 木谷 秀勝(教育学部教授)
害児の理解と対応
心理アセスメントの基本的理解と活用方法：WISC-Ⅲ知能検
査の基本的な視点を理解しながら、その結果をどのように実
践に活用するかを検討する。（４）質疑応答：毎日の取り組み
で、困っている問題や対応についての質問を受ける。

山口県山口市

6時間 平成25年7月21日

山口大学

理科基礎実験

主に小学校教員を対象とし、今年度は化学分野の実験につ
いて、器具の操作法なども含め、基礎的な事項を原点に戻 村上 清文(教育学部教授)
り学習するとともに、指導法についても学ぶ。さらに、児童・ 和泉 研二(教育学部教授)
生徒の興味関心を喚起し、実感を伴った理解を図る実験な 源田 智子(教育学部准教授)
どについても学習する。

山口県山口市

6時間 平成25年7月21日

教諭

山口大学

数学の考え方

数学の考え方について、２つの話題から解説します。前半
（中内）は、曲線・曲面の幾何学的な話題について、なるべく
中内 伸光(大学院理工学研究科教授)
予備知識がいらないような形で講義します。後半（菊政）は、
菊政 勲(大学院理工学研究科教授)
代数学ないしその応用から話題を選んで、なるべく予備知識
がいらないような形で講義します。

山口県山口市

6時間 平成25年7月21日

山口大学

コミュニケーション能力を高める
体験活動～笑顔あふれるクラス
づくりのために～

山口徳地の自然環境を活かした様々なグループワークを通
して、コミュニケーション能力や協調性を育てることをめざす 有元 光彦(教育学部教授)
体験活動について理解するとともに、体験から学ぶ方法を 蓮見 直子（国立山口徳地青少年自然の家次
学習指導や学級経営に活かすことを講義や実習を通して習 長）
得する。

山口県山口市

山口大学

夏期授業づくりセミナー

授業ビデオ視聴をもとにした授業検討会（３教科程度）、講
師による指導講話、授業づくりに関する講演（全体指導）、教
科別部会（各教科、道徳、総合的な学習の時間）など、小学 岡村 吉永(教育学部教授）
校における授業方法や指導方法の研修が主な内容であり、 野口 政吾（教育学部附属山口小学校副校長）
今後の授業づくりや各教科等の指導に生かすことを目的とし
た研修である。

山口県山口市

山口大学

より広い視野から英語・英文化を見る手掛かりとして、ドイツ
を例にヨーロッパの多様性について講義します。本田：英語
の成り立ちと、ドイツ語における英語などからの外来語につ
ヨーロッパの多様性：ドイツを例と いて論じます。エムデ：ヨーロッパの文化的な多様性を二つ 本田 義昭(人文学部教授)
して
の側面から取り上げます。一つは、欧州の多言語と言語政 HINTEREDER EMDE FRANZ(人文学部教授)
策です。もう一つは、グリム童話の白雪姫の様々なアダプ
テーションを調べ、文学的な表現の多様性を取り上げます。
（講義は日本語で行ないます）。

山口県山口市

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

高等学校数学担
当教諭

6,000円

30人

平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650609号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭 小学校教諭，中
養護教 学校家庭担当教
諭，養護教諭
諭

6,000円

40人 平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650610号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

中学校技術，普
通高校情報担当
教諭

6,000円

30人

平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650611号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

6,000円

100人

平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650612号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教
支援学校教諭，
諭
養護教諭

6,000円

50人 平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650613号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

小学校教諭

6,000円

24人

平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650614号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭

高等学校数学担
当教諭

6,000円

30人

平成25年4月9日～
平成25年4月17日

平251006650615号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

14,420円

45人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650616号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

6時間 平成25年7月31日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650617号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学
校英語担当教諭

6,000円

40人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650618号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

6時間 平成25年7月7日

山口県山口市

6時間 平成25年7月21日

12時間

平成25年7月29日～
平成25年7月30日

教諭

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

漢文セミナー（やさしい音韻学）

中国語の音韻的特徴とその歴史的変化に触れつつ、主とし
て漢詩の押韻について、中国で編纂された韻書を紹介しな
がら、基礎的な知識を講述する。できるだけ古典（漢文）の 富平 美波(人文学部教授)
教材に選ばれているような詩を例に採り、それらの作品の押
韻等を調べるための参考書を紹介したい。

山口県山口市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学
校国語担当教諭

6,000円

50人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650619号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

おもしろ家庭科実習

戦後、誕生した家庭科の学習指導要領の変遷をたどり、重
要視されている「家族・家庭に関する教育」関する理解を深
めるためにシナリオ創作、ロールプレイングを行う。健康・安
全の観点から生活環境に関する講義を行うと共に、特に室 入江 和夫(教育学部教授)
内空気汚染に注目し、参加者が事前に準備してきたサンプ
リング試料を用いてホルムアルデヒド濃度を視覚的に把握
し、曝露回避対策を考える。

山口県山口市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
家庭担当教諭

6,000円

12人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650620号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

鑑賞指導能力育成の５Ｓｔｅｐｓ
－対話型鑑賞を中心に－

鑑賞指導能力を向上させるために有効な５段階のトレーニン
グを理解し、主にＳｔｅｐ３対話型鑑賞を体験していただく。５Ｓ
ｔｅｐｓとは、①一方的解説型鑑賞指導、②発問活用型鑑賞
指導、③対話的ギャラリートーク型鑑賞指導、④自由型鑑賞 吉田 貴富(教育学部准教授)
指導、⑤表現と組み合わせた鑑賞指導、の５段階である。と
りわけ、近年注目され、学校教育への応用も進んでいる「対
話型鑑賞」を中心に進める。

山口県山口市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
美術担当教諭

6,000円

40人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650621号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

幼児教育(保育)における今日的
課題

幼児を取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育（保
育）の方向性を理解し，幼児の育ちを支えるための指導必
要な課題について理解する。特に，本講習では，新しい幼稚
白石 敏行(教育学部教授)
園教育要領（保育所保育指針を含む）を踏まえて，幼児教育
（保育）における子ども理解の実際およびカンファレンスの意
義などを中心に講義等を行う。

山口県山口市

6時間 平成25年8月9日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650622号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

日本経済再生への処方箋

日本経済が停滞している原因について、マクロ経済学の基
馬田 哲次(経済学部教授)
礎的な理論とデータを基に説明する。そして、経済成長のた
塚田 広人(経済学部教授)
めに必要な政策について考える。その際、望ましい社会保
渡辺 幹雄(経済学部教授)
障制度や税制についてもいくつかの考え方を提示する。

山口県山口市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校社会，高
等学校公民担当
教諭

6,000円

30人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650623号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

地域環境と植物診断

環境および植物をモニタリングする最新技術に触れ、その原
理や応用分野を学ぶことで、農業生産や環境保全の分野に 山本 晴彦(農学部教授)
おける最近の研究動向を理解するとともに、応用科学である 荊木 康臣(農学部教授)
農学に対する理解を深めることを目的とする。

山口県山口市

6時間 平成25年8月9日

教諭

高等学校農業・
理科担当教諭

6,000円

10人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650624号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

対話でつくる小説の授業

小説の授業においては、教師が一方的に解釈を述べるので
はなく、児童生徒の意見を十分に汲み上げ、生徒と教師、生
徒同士が対話しつつ読みを深めるのが望ましい。そのような
村上 林造(教育学部教授)
対話型授業を目指す場合、具体的にはどのような方法でそ
れを行うのか、まとめをどうつけるのか等、具体的な小説教
材に即してできる限り実践的な講習を行う。

山口県山口市

6時間 平成25年8月10日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
国語担当教諭

6,000円

40人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650625号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

近年，社会科の授業づくりにおいて，「教授」中心の考え方
から，「学習」中心の考え方へと，視点が移りつつある。これ
に伴い，目標・内容・方法・評価の考え方も揺れ動いている。
社会科教育の現代的課題と授業
吉川 幸男(教育学部教授)
本講習は，具体的な授業実践のレベルの考察から，その背
デザイン
南浦 涼介(教育学部講師)
景にある「学習」の考え方，それを支援する教師の役割は何
かを探り，今日的な動向に応じた授業デザイン構成力を身
に付ける。

山口県山口市

6時間 平成25年8月10日

教諭

小学校教諭，中
学校社会担当教
諭

6,000円

30人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650626号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

障害児の教育学

障害（知的障害、自閉症、ＬＤ、ADHD等）のある児童生徒を
念頭に置く。彼らの将来の豊かな社会生活を目指し、教科・
領域を合わせた指導の在り方や学習意欲を高める指導の
松田 信夫(教育学部教授)
在り方等について、具体的事例をもとに解説する。また、通
常学級に在籍する配慮を要する幼児児童生徒への指導の
在り方、並びに、その保護者への対応のあり方を解説する。

山口県山口市

6時間 平成25年8月10日

教諭

小学校・中学校・
特別支援学校教
諭

6,000円

100人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650627号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

本講習ではまず、公共性をめぐる理論的諸立場を確認しま
す。そのうえで現実の政治・経済・社会問題（財政金融政
策、福祉政策など）をめぐる言説をこれらの諸立場から分析
「公共性」とは何だろうか－理論と します。政策決定の諸立場を哲学思想にまでさかのぼりつ
桐原 隆弘(下関市立大学経済学部准教授)
応用の批判的検討－
つ、哲学思想の応用事例として政策決定を位置づけること、
および理論と応用の関連づけの妥当性を批判的に検討する
ことを通じて、社会科、公民科等の教材づくりの参考としてい
ただければと思います。

山口県山口市

6時間 平成25年8月10日

教諭

中学校社会，高
等学校公民担当
教諭

6,000円

20人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650628号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

身近な結び目をどのようにして数学的に扱うか、数学を用い
てどんなことを示すことができるのかを理解する。身近な問
題を通して、数学の面白さを生徒に伝え、一人でも多くの生 石原 海(教育学部講師)
徒を数学好きにするような指導に活かされることを想定して
いる。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

山口県山口市

6時間 平成25年8月12日

教諭

中学校・高等学
校数学担当教諭

6,000円

50人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650629号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

小中学校における「教育の情報化」のねらいや関連施策に
ついて説明し、ICTや教育メディアを活用した教育や学習の
小中学校における情報教育と教 事例について紹介し、演習形式で実際にICTや教育メディア
鷹岡 亮(教育学部准教授)
を操作して頂く。また、小中学校における情報教育の体系に
育の情報化
ついて説明し、各国の情報教育政策を紹介しながら我が国
の情報教育の方向性について述べる。

山口県山口市

6時間 平成25年8月12日

教諭

小学校・中学校・
特別支援学校教
諭

6,000円

20人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650630号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

現代美術の手法としてのインスタレーションをテーマに、屋
内外の空間を使って、場所の特殊性を読み取り、自己の表
現につなげた作品を制作し、記録・発表する。ドローイングの
中野 良寿(教育学部准教授)
現代美術演習(絵画表現を含む）
制作から個別の素材を生かした作品を特定の場所に設置す
ることを創造的に行い、記録・発表することで客観的な批評
能力を身につける。

山口県山口市

6時間 平成25年8月12日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
美術担当教諭

6,000円

20人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650631号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

6時間 平成25年8月12日

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

6,000円

100人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650632号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

結び目の数学

山口大学

世界の教育改革と学校

世界の教育改革の動向と今後の日本の教育の方向性につ
いて論じる。日本の教育は、現在さまざまな課題を抱えてい
る。これらの課題は、海外の国々にとっても共通の課題と
なっていることも多く、それぞれの国で様々な取り組みが行
われている。そこで、比較教育の視点から、教育に市場原理 小川 勤(大学教育センター教授)
的競争を導入したイギリスやＰＩＳＡで世界１位の学力と認定
されたフィンランドなどの教育改革の特徴と課題について解
説をするとともに、日本が今後推進すべき教育改革の方向
性について講義を行う。

山口大学

発達障がい児の発達支援と家
族・教員の連携

発達障がいのある子どもが、他の子どもとの関わりのなか
で、学習や生活をすることによって、成長・発達する過程を支
水田 和江（宇部フロンティア大学短期大学部
援する方法について理解する。同時に発達障がい児の成
長・発達にとって重要な生活基盤である家庭との協同関係 教授）
を形成したうえで、発達課題を解決していく意味について考
察する。

山口県山口市

6時間 平成25年8月12日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

20人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650633号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

生命の尊厳について

生命の尊厳をどのように理解すればよいのかについて、近
年の生命倫理学の事例を参照しながら理解を深めていく。
その過程で、生命の尊厳についての理論的な根拠づけを試
みる。こうして、生命の大切さ・人権教育についての理論的 石橋 孝明(徳山大学経済学部教授)
根拠を確認することで、教育現場において生命の大切さ・人
権教育について確信を持って児童・生徒に教育することがで
きるようになることを想定している。

山口県山口市

6時間 平成25年8月12日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

40人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650634号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

パン酵母を利用した組換えDNA
実験キットを使用した理科授業

パン酵母を利用した組換えDNA実験キットを利用して遺伝子
操作を体験する。このキットは中学，高校生向けに作成され
ており，理科授業の中で，生物や化学を教えることに有効に
赤田 倫治(大学院医学系研究科教授)
利用することができる。また，実験により理解を深める工夫
を示す。教育現場で組換えDNA実験を行う資格講習としても
利用できる。

山口県宇部市

6時間 平成25年8月25日

教諭

中学校・高等学
校理科担当教諭

6,000円

20人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650635号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

ソフトコンピューティングはニューラルネットワークや遺伝的
アルゴリズムなどの高度な情報処理技術であるが、本講習
ソフトコンピューティングと福祉機
田中 幹也(大学院理工学研究科教授)
ではその理論と応用について講義する。応用では上肢障害
器への応用
中島 翔太(大学院理工学研究科助教)
者用食事支援ロボットや独居高齢者の安否確認通報システ
ムなど具体的な福祉機器への応用を説明する。

山口県宇部市

6時間 平成25年8月25日

教諭

中学校理科，高
等学校理科・工
業担当教諭

6,000円

40人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650636号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県宇部市

6時間 平成25年8月25日

6,000円

30人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650637号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

情報化社会の現状と問題

情報技術の発達は目覚ましく、日々進展しています。この講
習では、日常生活に深く関わっている情報技術の最新の状
況や若年利用者独特の問題点について述べるとともに、学
校教育におけるディジタル化及びネットワーク化の影響につ 多田村 克己(大学院理工学研究科教授)
いて考えます。近年立て続けに改正されている著作権法に
ついても、学校教育に関連の深い違法ダウンロード刑罰化
等について解説して正しい知識が習得できるようにします。

教諭 全教諭，養護教
養護教 諭（情報技術に興
諭
味がある方）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

生活と住空間のデザイン

私たちの身の回りには様々な物があふれています。生活雑
貨をはじめ家電製品、家具等に囲まれて日常の生活が展開
されています。また、それらの生活を包む空間として、住宅 中園 眞人(大学院理工学研究科教授)
が重要な役割を果たしています。本講義では、生活と住空間 内田 文雄(大学院理工学研究科教授)
の関係について具体的な事例を紹介しながら、機能と美しさ
を統合する住空間のデザインという行為について学びます。

山口県宇部市

6時間 平成25年8月25日

山口大学

環境と防災（初心者向け）

午前中の講義では、エネルギー資源の大量消費、化学物質
の放出による地球規模の環境問題、およびこれまでのわが
国のエネルギー政策について概説する。さらに我々の身近
でできる環境負荷の低減活動やグループ、コミュニティー単 三浦 房紀（大学院理工学研究科教授）
位の取り組みを紹介する。一方、環境と災害は一見別物の 佐伯 隆（大学院理工学研究科准教授）
ように思われるが、両者はお互いに関連している。午後から
は、集中豪雨、地震などの自然災害と環境の関係と災害か
ら身を守るための防災の基本について講義する。

山口県宇部市

山口大学

救急処置

救急処置についての理論と技術を復習する。具体的には、
観察、検診、判断の過程を事例を用いて演習する。また、包 谷川 和子（宇部フロンティア大学人間健康学部
山口県宇部市
帯法、止血法、心肺蘇生法について実技を行い、技術の基 教授）
本を確認する。

山口大学

コミュニケーション能力を高める
体験活動～笑顔あふれるクラス
づくりのために～

山口徳地の自然環境を活かした様々なグループワークを通
して、コミュニケーション能力や協調性を育てることをめざす 有元 光彦(教育学部教授)
体験活動について理解するとともに、体験から学ぶ方法を 蓮見 直子（国立山口徳地青少年自然の家次
学習指導や学級経営に活かすことを講義や実習を通して習 長）
得する。

山口県山口市

山口大学

リコーダー合奏とピアノ伴奏

リコーダー合奏を教材を用いて基本奏法からフレージンｸﾞや
表現法まで技能の習得を目指す。また、リコーダーに主旋律
西村 順子(教育学部教授)
を持ってきた場合のピアノ伴奏法や、逆にピアノに主旋律を
西村 一(大分大学教育福祉科学部教授)
持ってきた場合のリコーダーの副旋律やコード設定の可能
性等を考察する。

山口県山口市

山口大学

小・中の系統的な伝統的言語文
化の指導

新学習指導要領国語科では、小学校、中学校、高等学校と
もに、〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕が新
設され、小学校では平成２３年４月から、中学校では平成２４
年４月から完全実施されている。現在、小中高の系統性を視
板東 智子(教育学部准教授)
野に入れた古典学習指導の構築が喫緊の課題である。本
講習では、小中の共通教材となる可能性が高い、『枕草子』
『平家物語』を中心教材として取りあげ、系統的な古典学習
指導の知識・技能の習得を目的とする。

山口大学

小・中学校理科で学習する「大地のつくり」は、われわれが
生活している自然(環境）を理解するうえで、重要な学習テー
マの1つであるが、天文分野とともに教師にとって教授（学習
理科野外実習（地学分野－大地 指導）の難しい分野とされる。身近な自然(大地）を構成する
千々和 一豊(教育学部教授)
のつくり－）
地層・岩石や化石の産状を直接観察することによって、自然
物がわれわれに語りかける情報を学習・理解しながら、自然
をみる目を肥やし、当該分野の指導力の向上を図るのが当
講座のねらいである。

山口大学

幼児期における発達と教育

幼児期における発達と教育に関する専門的な背景を理解す
るとともに，幼児に対する指導上必要な課題について理解
する。特に，本講習では，規範意識の芽生えを培う指導のあ
白石 敏行(教育学部教授)
り方など，社会性の発達と教育の問題を中心として，新しい
幼稚園教育要領（保育所保育指針を含む）を踏まえつつ講
義等を行う。

山口大学

英語テスト作成の常識と非常識

山口大学

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

中学校技術・家
庭，高等学校工
業・家庭担当教
諭

6,000円

30人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650638号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

6時間 平成25年8月25日

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650639号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

6時間 平成25年8月25日

養護教
養護教諭
諭

6,000円

20人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650640号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

14,420円

45人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650641号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

6時間 平成25年8月26日

教諭

小学校教諭，中
学校音楽担当教
諭

6,000円

15人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650642号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

6時間 平成25年8月26日

教諭

小学校教諭，中
学校国語担当教
諭

6,000円

20人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650643号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

6時間 平成25年8月26日

教諭

小学校教諭，中
学校理科担当教
諭

6,000円

20人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650644号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

6時間 平成25年8月26日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650645号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

英語の定期テスト、実力テスト、入学試験、小テスト等を作
成したり、実施したり、それを成績や日頃の授業活動に生か
そうとする場合、知っていなければならない知識をワーク
只木 徹(梅光学院大学国際言語文化学部准教
山口県山口市
ショップ形式で学ぶ。受講者がそれぞれ日頃作成したテスト 授)
を持ち寄り、その優れた点と問題点を議論する。そこで学ん
だ知識を応用して、課題となるテストを実際に作成する。

6時間 平成25年8月26日

教諭

中学校・高等学
校英語担当教諭

6,000円

25人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650646号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

12時間

平成25年8月25日～
平成25年8月26日

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

担当講師

講習の開催地

山口大学

外国語活動の担当に意欲を持つ、小学校教諭を対象とした
コース(受講人数は40人まで）。授業づくりの基本的な考え方
や国際理解教育との関係について学びます。前半が理論
小学校外国語活動の授業作りと 編、後半が実践編で構成されています。理論編では、学習 石井 由理(教育学部教授)
猫田 和明(教育学部准教授)
指導要領や授業づくりのポイント、教材の選択などについ
国際理解教育
て、国際理解教育との関連にも注目しながら学習します。実
践編では、様々なゲームやクラスルーム・イングリッシュを用
いた活動を行います。

山口県山口市

6時間 平成25年8月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650647号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

音楽科、芸術科音楽における創作指導のスキルアップに焦
点を当てて、講義・実習を行います。機能和声法に基づいた
音楽実技スキルアップ、創作・作 基本的な創作マナーの確認から始めて、多少大規模で複雑
池上 敏(教育学部教授)
な楽曲への発展のさせ方を学習、そのようにして作った楽曲
曲
を実際に生徒達に合奏してもらうところまで編曲することをコ
ンピュータ・ソフトで作譜するところまでを実習します。

山口県山口市

6時間 平成25年8月27日

教諭

小学校音楽専
科，中学校音楽，
高等学校音楽及
び芸術担当教諭

6,000円

10人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650648号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

6時間 平成25年8月27日

教諭 中学校・高等学
養護教 校保健体育担当
教諭，養護教諭
諭

6,000円

30人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650649号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

スポーツ健康科学

免疫・内分泌および女性とスポーツという各テーマで、ス
ポーツ健康科学に関する話題を、生理・生化学的な視点か
ら、提供する。概要は以下の通りである。１）身体活動時の
筋および脂肪細胞から分泌される情報伝達物質の働きにつ 塩田 正俊(教育学部教授)
いてメタボリックシンドロームとの関連から、また、身体活動 曽根 涼子(教育学部教授)
量と免疫機能との関連について講義する。２）女子スポーツ
選手の三大健康障害について、具体的内容、問題点および
予防方法を講義する。

山口大学

小・中学校における理科授業の
指導方法と教材開発

新学習指導要領に従って主に小・中学校における理科の授
業のつくり方、授業の方法、評価の方法など、理科教育全般
について講義する。また、理科教育にかかわる最新の情報 佐伯 英人(教育学部准教授)
についても紹介する。なお、小･中学校における事例を多く扱 栗田 克弘(教育学部准教授)
うため、主な受講者は小･中学校教諭とするが、高校など他
の校種の先生も受講可能。

山口県山口市

6時間 平成25年8月27日

教諭

小学校教諭，中
学校理科担当教
諭

6,000円

20人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650650号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

衣生活の新知識

主に小学校教員と中高家庭科担当教員を対象に、最近市
場化された衣料用繊維のうち、新しい素材、新しい機能につ
いて解説するとともに、最近の家庭用洗濯機、洗濯洗剤の
星野 裕之(教育学部教授)
動向を紹介する。また、最近のクリーニング業者による洗濯
事故事例も紹介し、その原因および消費者としての対策を
考察する。

山口県山口市

6時間 平成25年8月28日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
家庭担当教諭

6,000円

40人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650651号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教職員の行う健康観察・健康相
談・保健指導

学校保健安全法の成立・施行（平成２１年４月）により、すべ
ての教職員の日常活動として「健康観察・健康相談」による
健康問題把握と、その結果に基づく児童生徒等への保健指
導ならびに保護者への助言活動が、法的に位置づけられ
た。しかしながら、その点を十分に認識されていない例も見 友定 保博(教育学部教授)
受けられる。本講習では、教職員が子どもの健康な発達を
促す教育活動としての「健康観察・健康相談・保健指導」の
意義と内容の理解を図り、演習を通して具体的な実践方法
を身につけることを目的とする。

山口県山口市

6時間 平成25年8月28日

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

6,000円

40人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650652号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

花崗岩の風化作用によるマイナ
ス面とプラス面

山口県には、約１億年前に形成された花崗岩が広く分布し
ている。新鮮な花崗岩は硬いが，風化した花崗岩は脆く土
石流の原因にもなっている一方、萩焼粘土である大道土の
源にもなっている。土石流の現場や大道土の採掘場などの
澤井 長雄（大学院理工学研究科准教授）
露頭を観察し、土砂災害の様子や大道土のでき方などを探
る。小中学校の理科、高校地学で学ぶ花崗岩について、風
化作用によるマイナス面とプラス面を生徒に教えることがで
きる。

山口県山口市

6時間 平成25年8月28日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
理科担当教諭

6,000円

25人 平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650653号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

ミュージアム・リテラシー

本講義では、児童生徒の体験活動を推進する上で重要な役
割をはたす社会教育施設としての博物館との連携のあり
方、活用方法を取り上げる。博物館の機能、博学連携の現
状と課題を把握し、授業における博物館利用の進め方、博
長畑 実(エクステンションセンター教授)
物館資料の活用方法などを理解することを通じて、児童生
徒が卒業後も学びの場としての博物館を利用する能力を身
につける指導法を考察する。主な受講者は小･中学校教諭と
するが、高校教諭も受講可とする。

山口県山口市

6時間 平成25年8月28日

教諭

小学校・中学校
教諭

6,000円

30人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650654号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

山口大学

山口大学

山口大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

山口大学

幼稚園、保育所の現場で今も歌い継がれている童謡、小学
校で歌唱共通教材として提示されている曲について歴史的
背景、エピソードを知り、歌詞のもつ言語的特性を学びなが
久光 明美（宇部フロンティア大学短期大学部講
童謡・唱歌を通しての歌唱指導と
山口県宇部市
ら、歌唱指導と歌唱表現する両方の視点から呼吸法、発声
師）
歌唱表現
技術、歌唱力の向上を実践的に研修する。正確な旋律の範
唱、声楽アンサンブルへと展開していき、コンサート形式の
実技発表を目指す。

6時間 平成25年8月28日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

25人

平成25年5月28日～
平成25年6月5日

平251006650655号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

今や英語はEnglishesと呼ばれるほどに多様化の時代になり
ました。そんな時代に生きる若者が「英語が使える人」にな
多様化する英語（Englishes）につ るために、英語を教える者としてどういった配慮ができるの
松谷 緑(教育学部教授)
か検討します。英文法を基礎（音、語の形態、語の配列な
いて考える
ど）から見直し、更に、言語の社会的側面や認知言語学の
観点から、現在の英語の姿を考えます。

山口県山口市

6時間 平成25年11月16日

教諭

中学校・高等学
校英語担当教諭

6,000円

40人

平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650656号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

6時間 平成25年11月16日

6,000円

80人

平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650657号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

わが国の教育に、経験主義の教育が導入されて以来、既に
半世紀の歳月が流れた。その間には、学習指導要領の改訂
を始め、理論的にも実践的にも幾多の変遷を余儀なくされて
きた。本講においては、その発展的経緯を論究し、優れた実 河村 龍弌（YIC看護福祉専門学校講師）
践を概観するとともに、あわせてこれからの教育を展望し、
知識基盤社会にあって、『生きる力・人間力』を育成する教
師の、教育力の高揚を図る。

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

山口大学

現代教育の理論と実践

山口大学

現行学習指導要領を踏まえ、小学校社会科にもとめられて
社会科教育指導法～小・中の接 いる能力や課題を明らかにすると共に、中学校社会科への
村上 孝治(梅光学院大学子ども学部教授)
接続を考える。また、社会科本来が担うべき役割（地域参
続～
画）への展望を探究する。

山口県山口市

6時間 平成25年11月16日

教諭

小学校教諭，中
学校社会担当教
諭

6,000円

50人 平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650658号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

二言語間の意味の「等価」を言語と歴史文化の側面から幅
広く扱う翻訳研究の成果を利用して、リーディングの活性化
を目指していきます。書き手は、特定の読み手を想定して、
翻訳研究からリーディングを見直 効果的に自分の意図を伝えようとテクストを書きます。テクス
藤本 幸伸(教育学部准教授)
トの意図や表現効果を理解して始めて、二言語間の翻訳は
す
成立します。この翻訳過程で、言語形式だけでなく歴史文化
の知識を動員することで創造的なリーディング活動の可能
性を探っていきます。

山口県山口市

6時間 平成25年11月17日

教諭

高等学校英語担
当教諭

6,000円

30人 平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650659号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

6時間 平成25年11月17日

教諭

小学校教諭，中
学校国語担当教
諭

6,000円

50人 平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650660号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

現代日本語な文法な教育

本講習の目的は，学校の国語教育で教えられている現代日
本語文法の枠組みを脱却し，新たな視点から現代日本語の
仕組みを観察し，文法教育の方法論を探究することにありま
す。ここでは，文法におけるメタ言語能力養成を目的として，
文法教育教材の開発についても考えていきます。その際， 有元 光彦(教育学部教授)
国語科以外の教科との連携も考慮に入れます。講習では，
現代日本語の様々なデータを提示することによって，受講者
の皆さんとともに，現代日本語文法教育について斬新な考
え方を議論していく予定です。

山口大学

環境を経済学で考える

現在，様々な環境問題がクローズアップされている．本講習
では，経済学的な立場から，なぜ環境問題が「良くないこと」
なのかを理解し，国内外の具体的な事例とともに，なぜ起き 阿部 新(教育学部准教授)
てしまうのか，どうすれば克服できるのかを経済学的な視点
で分析する．

山口県山口市

6時間 平成25年11月17日

教諭

小学校教諭，中
学校社会，高等
学校公民担当教
諭

6,000円

50人

平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650661号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

考え続ける生徒を育てる授業実
践講座

附属山口中学校で実施する研究大会に参加して、実際の授
業を参観し、授業づくりについての全体説明、教科の取組事
例発表を聞いた後に、教科別部会での教科研究や授業検
討を行うことで「考え続ける生徒を育てる授業」の考え方に 杉浦 崇夫(教育学部教授)
ついて理解を深める。中学校の教育研究の視点・方向性、 弘実 邦雄(教育学部附属山口中学校副校長)
授業方法や指導方法についての研修が主な内容であり、今
後の教育研究の取組、授業づくりや各教科の指導に生かす
ことを目的とした研修である。

山口県山口市

6時間 平成25年11月22日

教諭

中学校教諭

6,000円

30人 平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650662号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

哲学してみよう！

哲学を学ぶのではなく、「哲学すること」を共に学びます。す
なわち自ら哲学的な問いを発し、共に考える態度を養いま
す。哲学的な問いを発するのも、哲学するのも受講者の皆さ
んです。私は何も教えません。と言うか教えることができませ
佐野 之人(教育学部教授)
ん。私も皆さんと一緒に問いを発し、共に哲学します。どこへ
展開していくか、何が明らかになるのか、このようなことは今
の時点では分かりませんし、到達目標の趣旨からしてもそれ
を今明らかにする必要もないでしょう。

山口県山口市

6時間 平成25年12月7日

教諭

小学校教諭，中
学校社会・高等
学校地歴公民担
当教諭

6,000円

50人

平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650663号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

山口大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

山口大学

植物の光合成について生化学、生理学の立場から実験を行
う。植物の葉っぱ内でどのように光が利用されているのかを
調べることで、植物の基本である光合成について生理学的
に調べる。また、光合成に使われる色素の定性定量分析を
植物の光合成がどのようにコント
通じて植物色素の機能について考察する。身近な植物を用 柴田 勝(教育学部准教授)
ロールされているか
いて光合成の基本的な事項から応用まで幅広く解説するた
めに、小・中学校教諭で理科を学んだことがない教諭であっ
ても、十分に理解できる内容とする。高校教諭も受講可能と
する。

山口県山口市

6時間 平成25年12月7日

山口大学

近年の教育現場ではコンピュータを用いて教材の作成や成
績の管理等が行われることも多くなって来ましたが記憶メ
ディア(HDD やフラッシュメモリ等)に関するトラブルも頻発し
コンピュータの活用(記録メディア ており、深刻なデータ損失を招く事態も数多く生じています。
岡田 耕一(大学教育センター講師)
本講習では記憶メディア及びそのデータ構造に関して基礎
活用と注意点等)
知識を得ると共に、万が一の事故によるデータの損失時に
取り得る方法や、データの復旧を行う際に利用可能なソフト
等の紹介をします。

山口県山口市

6時間 平成25年12月7日

山口県山口市

6時間 平成25年12月14日

山口県山口市

平安時代の物語である『伊勢物語』と『源氏物語』をとりあ
げ、時間という観点から、新たな読みの可能性について考え
る。具体的には、『伊勢物語』の初段から六段にかけての、
いわゆる「二条后章段」と、『源氏物語』の「夕顔」巻を読んで
いくことになる。両作品とも定番教材であるが、そうであるが 森野 正弘(人文学部准教授)
ゆえに、なかなか大胆な読み方をするには躊躇され、通行
の解釈に落ち着いてしまう傾向があるのではないか。本講
習では、そういったくびきから、どれだけ解き放たれることが
できるかを試みたい。

山口大学

物語の時間学

山口大学

江戸時代の日本における儒学思想史のピークを作った、伊
藤仁斎と荻生徂徠の思想を概説し、とくに伊藤仁斎の主張
近世日本の儒学思想にみる道徳 に即して、道徳教育の可能性について考える。直接的には
栗原 剛(人文学部准教授)
高校倫理に属する内容であるが、より広く、道徳を教えたり
教育の可能性
学んだりする営みの意義や、生徒一人一人との向き合い方
を、模索するための手がかりを提供したい。
本講習は講義形式と実験形式の２本立てで行います。①熱
と温度の物理 「熱」とは何か、「温度」とは何か、物理学の
視点からその本質に迫ります。さらに、実際の例として物質 野崎 浩二（大学院理工学研究科教授）
内部の熱振動について解説します。②振動の物理ばねと錘 芦田 正巳（大学院理工学研究科准教授）
の系の実験： 中学校および高等学校の理科で取り扱う「ば 笠野 裕修（大学院理工学研究科准教授）
ね」に着目し、ばねに連結されたおもりの系の運動の実験
を、各課程毎の視点に合わせて行います。

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

小学校教諭，中
学校理科担当教
諭

6,000円

20人

平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650664号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭 全教諭，養護教
養護教 諭（パソコン利用
者）
諭

6,000円

30人 平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650665号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭

中学校・高等学
校国語担当教諭

6,000円

25人

平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650666号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

6時間 平成25年12月14日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

50人

平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650667号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

6時間 平成25年12月14日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
理科担当教諭

6,000円

25人 平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650668号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭

山口大学

熱と温度の物理、振動の物理

山口大学

特別支援教育が実施されて10年が経過し、現場の教員は、
特別な発達ニーズをもつ子どもの状態や特性のアセスメント
とその結果に沿った支援案の策定・実施を、日常的な業務
の中で「充実」させることが求められている。しかし、上記業
特別な発達ニーズをもつ子どもの
務を紹介・解説した書物の多くは、現場との乖離や効率の悪 須藤 邦彦(教育学部講師)
心理アセスメント
さなどといった課題を有している。本講義では、子どもの状
態や特性を把握する心理アセスメント（主に心理検査）を現
場に活用する観点から検討し、上記課題に対応することを
目標とする。

山口県山口市

6時間 平成25年12月25日

特別な発達ニー
教諭 ズをもつ子どもに
養護教 接する可能性の
諭
ある全教諭・養護
教諭

6,000円

20人

平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650669号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

発育期のからだの特徴について概説する。また、それを踏ま
杉浦 崇夫(教育学部教授)
発育期のからだと運動・スポーツ えた運動・スポーツのあり方やその具体的方法、発育期の
丹 信介(教育学部教授)
スポーツ障害の特徴とその予防法などについて講義する。

山口県山口市

6時間 平成25年12月25日

小学校教諭，中
教諭
学校保健体育担
養護教
当教諭，養護教
諭
諭

6,000円

40人 平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650670号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

生物学～細胞から個体まで～

細胞内小器官や個体としての刺激・環境応答について、最
近の生物学の進展や考え方について解説する。更に、遺伝
子変異などの新しい課題についても触れ、新課程での指導
にどのように生かしていくかを考察する。一部は専門的な内
容を扱うため、主な受講者は中学高校教諭とする。

山口県山口市

6時間 平成25年12月25日

教諭

中学校・高等学
校理科担当教諭

6,000円

30人 平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650671号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

景観にみる自然災害と人間との
関わり

日本列島の自然環境を概説すると共に，国内外の代表的な
景観および地図の情報をもとに，それらが形成された自然
的・人文的背景等を学び，地域性や類似性について考察す 楮原 京子(教育学部講師)
る．また，自然環境のもつ時間的・空間的スケールを知り，
自然災害，地球環境問題等への対策について考察する．

山口県山口市

6時間 平成25年12月26日

教諭

中学校社会，高
等学校地歴担当
教諭

6,000円

50人 平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650672号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

宮川 勇（大学院理工学研究科教授）
渡辺 雅夫（大学院理工学研究科准教授）
山中 明（大学院医学系研究科准教授）
堀 学（大学院理工学研究科准教授）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

山口大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

（１）軽度発達障害児の基本的な特徴：通常学級に在籍する
LD、ADHD、高機能ASDの基本的特徴を理解する。（２）小学
校から高校までの発達的特徴と必要な支援：学童期から思
春期・青年期までの発達的特徴を理解するとともに、学習や
通常学級に在籍する軽度発達障
対人関係の基礎を作るための支援のポイントを考える。（３） 木谷 秀勝(教育学部教授)
害児の理解と対応
心理アセスメントの基本的理解と活用方法：WISC-Ⅲ知能検
査の基本的な視点を理解しながら、その結果をどのように実
践に活用するかを検討する。（４）質疑応答：毎日の取り組み
で、困っている問題や対応についての質問を受ける。

講習の開催地

時間数

講習の期間

山口県山口市

6時間 平成25年12月26日

山口県周南市

6時間 平成25年12月26日

山口県周南市

6時間 平成25年12月26日

山口県周南市

6時間 平成25年12月26日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教
支援学校教諭，
諭
養護教諭

6,000円

50人 平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650673号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

40人

平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650674号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭

中学校・高等学
校保健体育担当
教諭

6,000円

30人 平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650675号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭 小学校・中学校・
養護教 高等学校教諭，
養護教諭
諭

6,000円

60人

平成25年9月24日～
平成25年10月2日

平251006650676号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

教育の諸問題をカント『教育学』
から診断する

カント『教育学』の解釈の歴史を簡単に振り返り、カント『教
育学』をどのように解釈するかについての最新の情報を提
供し、それに基づいて、現代の教育問題のいくつかについて
考察する。そして、本講義の知見がそれぞれの学校現場で 石橋 孝明(徳山大学経済学部教授)
児童・生徒の人間形成・人格の完成をめざしていく教育活動
に一定の方向性を与えるというかたちで活かされることを期
待する。

山口大学

運動生理学の研究と体つくり

運動生理学の研究は細分化、高度化され、現場教員は情報
を得ることが難しい。そこで、本講習では、運動生理学の基
礎から近年の研究動向までを解説し、教材開発、授業や課
小川 剛司(徳山大学経済学部准教授)
外活動の指導法に応用可能な内容を紹介する。また、実習
として持久力に関する最新研究の現場見学からその授業へ
の応用までを行う。

山口大学

年間6000人近い教職員が精神疾患で休職していると言われ
ている。その背景には、生徒指導の問題や教育内容の変化
等、教育現場の抱える多くの問題がある。本講習では、教師
教師のストレス・子どものストレ
ス：ストレスの観点から見た教育 やこどものストレス発生の原因について解説し、簡単な認知 横山 博司(下関市立大学経済学部教授)
行動療法や心理テスト等の実習、ワークショップを通して、ど
相談
の様にストレスを解消し、生徒指導に活かしていくかを考え
ていく。

東亜大学

学校剣道における基本と安全の
指導

文科省の武道教育推進のもと、全日本剣道連盟が実施して
いる剣道指導者講習会での教本「剣道講習会資料」・「剣道
右田 幸次郎（人間科学部 スポーツ健康学科
試合・審判・運営要領の手引」・「剣道試合・審判規則」・「木
教授）
刀による剣道基本技稽古法」・「日本剣道形解説書」をもとに
実技及び学科の講習会を行う。

山口県下関市

6時間 平成25年6月22日

教諭

中学校・高等学
校保健体育科教
諭

6,000円

20人

平成25年3月16日～
平成25年6月1日

平253054451095号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

東亜大学

観察を主体とした立体表現の指
導
－木のおもちゃの制作実習－

【講習および実習】
１．立体表現の基礎として「観察の仕方」「観察のポイント」
「発見した事柄をかたちに残す表現方法（塑像・素描）」など
について、実践例を交えて紹介。
川浪 茂（芸術学部 アートデザイン学科 准教
２．１．で学んだ立体表現の基礎を生かした課題制作(木の
山口県下関市
授）
おもちゃ／線材を用いた立体表現）の実践例を紹介。
３．「木のおもちゃ」の制作実習。素材に触れることで、その
特性や加工する道具、制作に関わる一連の流れ(工程）につ
いて理解を深める。

6時間 平成25年8月20日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
美術科・工芸科
教諭

6,000円

8人

平成25年3月16日～
平成25年7月30日

平253054451096号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

東亜大学

スポーツの心理

現在の学校体育は「生涯にわたって豊かなスポーツライフを
実現する基礎」を培うことを目指している。本講習は、「生涯
岡村 豊太郎（大学院 客員教授）
の健康」と「生涯スポーツ」をテーマにし、それらの中でもとり
わけ「スポーツの心理」に焦点をあてて講義する。

山口県下関市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育教諭

6,000円

30人

平成25年3月16日～
平成25年8月1日

平253054451097号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

東亜大学

工芸教育の方向

工芸品を創作する上で大事なキーワードとなる「機能性と鑑
賞性」について、陶芸の課題制作を通して考察する。課題内
中村 隆文（芸術学部 アートデザイン学科 准
容はタタラ形成(板状の粘土を使った成形方法）による「土の
山口県下関市
教授）
あかり」制作。実習を主な講習内容とし、アイデアスケッチか
ら成形までの各工程ごとの専門技術も学ぶ。

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
美術科・工芸科
教諭

6,000円

10人 平成25年3月16日～
平成25年8月1日

平253054451098号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

東亜大学

学習指導要領の改訂により、ダンスは平成24年度から中学
校１・２年体育で完全実施となりました。そこで新学習指導要
領のダンス領域における創作ダンス、現代的なリズムのダン
体育におけるダンス授業の「難し ス、フォークダンスや小学校における表現運動領域のキー 櫛田 芳美（人間科学部 スポーツ健康学科
い」「できない」を解決する方策
ワードについて視聴覚教材を使用しながら解説し、授業のポ 准教授）
イントをおさえます。そして教師の年齢・性別を問わず誰もが
楽しく取り組めるダンスの導入から簡単な創作までを実技と
講義を交えながらご紹介します。

6時間 平成25年8月24日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育教諭

6,000円

30人

平成25年3月16日～
平成25年8月3日

平253054451099号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

山口県下関市

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

東亜大学

文科省武道教育推進のもと、全日本柔道連盟が実施してい
る公認指導者資格制度講習会で使用している教本「柔道基
学校柔道における基本と安全の 本指導」、「柔道の安全指導」をもとに学科及び実技指導を 地頭所 徹郎（人間科学部 スポーツ健康学科
准教授）
行う。
指導
学科については、教本配布予定。実技については補助員を
使って実技指導する。

東亜大学

現代ドローイング講習

山口県の絵図・地図を用いた社
会科教材

東亜大学

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

山口県下関市

6時間 平成25年8月26日

教諭

中学校・高等学
校保健体育科教
諭

6,000円

30人 平成25年3月16日～
平成25年8月5日

平253054451100号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

現在、ドローイングは幅広い表現方法で描かれていますが、
描かれる支持体や材料によってもさまざまな表現技法があ
川野 裕一郎（芸術学部 アートデザイン学科
ると思います。そのようなドローイングによって作品制作の拡
教授）
大をはかり、素材、支持体の研究を通して絵画の領域の可
能性について探ります。

山口県下関市

6時間 平成25年8月28日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
美術科教諭

6,000円

20人

平成25年3月16日～
平成25年8月7日

平253054451101号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

身近な地域資料を活かした授業は、生徒たちに興味を持た
せるうえで有益であるだけでなく、地域のことを学ぶことにも
つながる。本講習では山口県の近世絵図や近代地図を活用
した社会科教材の開発を目的とする。まず、社会科教材とし 礒永 和貴（人間科学部 国際交流学科 准教
て利用できる山口県の近世の絵図や近代の地図の所在や 授）
その入手方法、さらにその具体的な絵図・地図を提示して解
説を加える。ついで、それらの地図・絵図を使った社会科教
材としての具体的な例を提示する。

山口県下関市

6時間 平成25年8月31日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
社会科教諭

6,000円

40人

平成25年3月16日～
平成25年8月10日

平253054451102号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp

18時間 平成25年8月5日～
平成25年8月9日

教諭

中（技術・家庭
科）高（農業科・
家庭科）の教職
員

10,000円

平258132551843号

03-3463-7721

http//www.nojokyoka
i.or.jp

１．西日本の農業技術の理論と原理
２．西日本における小麦栽培技術と地産地消のパンづくり
財団法人全国学 農業実験・実習講習会『農業と環
３．土壌診断の理論と土壌断面観察ならびに土壌の分析
校農場協会
境』
４．地域環境と植物診断、環境計測ならびに植物モニタリン
グ技術

特別支援学校や小中学校の特別支援学級等の発達障害児
の行動、生理学的および病理学的特性を主に講義する。特
に、知的障害やそれに関連する障害について、脳生理学的
病変、臨床像、病因、病態、関連する疾患などについての基
礎的知識の理解を深めることで、適切な教育的支援や指導
法について考察する。また、小児科医の立場からの講義を
もって、今後の展望について検討する。

高橋 肇
（山口大学農学部生物資源環境科
学科教授）
横山 和平 （山口大学農学部生物機能科学科
教授）
山本 晴彦 （山口大学農学部生物資源環境科
山口県山口市
学科教授）
荊木 康臣 （山口大学農学部生物資源環境科
学科教授）
藤間 充 （山口大学農学部附属農場准教授）
荒木 英樹 （山口大学農学部附属農場准教
授）

島田 恭仁
田中 淳一
津田 芳見
井上とも子
大谷 博俊
高原 光恵

鳴門教育大学

特別支援教育の現状と課題

（大学院学校教育研究科教授）
（大学院学校教育研究科教授）
（大学院学校教育研究科教授）
（大学院学校教育研究科准教授）
（大学院学校教育研究科准教授）
（大学院学校教育研究科准教授）

徳島県鳴門市

6時間 平成25年6月16日

鳴門教育大学

１．児童生徒にとって楽しく理解することができ、思考力等も
育つよい授業をするためのデジタル教材の効果的活用法を
学ぶ。
・デジタル教材の特性
これであなたも授業名人
・デジタル教材と、実験・観察・見学等の体験や活動との組
デジタル教材で楽しくわかる授業
藤村 裕一 （大学院学校教育研究科准教授）
み合わせ方
づくり
・効果的なデジタル教材提示方法の工夫
・日常的にデジタル教材を活用するための工夫
２．デジタル教材活用ワークショップ
（理科ねっとわーく、ＮＨＫデジタル教材等活用演習）

徳島県鳴門市

6時間 平成25年6月22日

教諭

鳴門教育大学

「地理空間情報活用推進基本法」（2007年制定）のもとでは
紙の地図ではなく、電子的データとして地形図が整備される
新しい地形図の在り方（基盤地図 （基盤地図情報）。このような新しい地形図の在り方につい
立岡 裕士 （大学院学校教育研究科教授）
情報）とKashmirでの利用
て概説するとともに、標準的なビューアである「電子国土
ポータル」とKashmir3Dとによって基盤地図情報その他の
「電子国土」を利用する方法を実習する。

徳島県鳴門市

6時間 平成25年7月20日

教諭

鳴門教育大学

絵本の読み聞かせの幼児教育にとどまらない教育的効果に
ついて見識を高める。
さらに、絵本とその読み聞かせの利用が、保健室においても
絵本とその読み聞かせの教育的
効果的であることを知る。
余郷 裕次 （大学院学校教育研究科教授）
効果
1・2講時：絵本の仕掛けとその読み聞かせの効果／3・4講
時：絵本の仕掛けの分析／5・6講時：絵本とその読み聞か
せの知と心

徳島県鳴門市

6時間 平成25年7月27日

教諭 小学校、中学校、
養護教 特別支援学校
諭
教諭、養護教諭

30人 平成25年4月1日～
平成25年6月4日

6,000円

50人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850497号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

小学校教諭

6,000円

40人 平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850498号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

小学校、
中・高等学校
(社会科)教諭

6,000円

20人 平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850499号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6,000円

50人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850500号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
教諭
校、中等教育学
養護教
校、特別支援学
諭
校 教諭
養護教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者
幼稚園、小学校、
中学校、高等学
教諭
校、中等教育学
養護教
校、特別支援学
諭
校 教諭
養護教諭

鳴門教育大学

絵本の読み聞かせの幼児教育にとどまらない教育的効果に
ついて見識を高める。
さらに、絵本とその読み聞かせの利用が、保健室においても
絵本とその読み聞かせの教育的
余郷 裕次 （大学院学校教育研究科教授）
効果的であることを知る。
効果
1・2講時：絵本の仕掛けとその読み聞かせの効果／3・4講
時：絵本の仕掛けの分析／5・6講時：絵本とその読み聞か
せの知と心

徳島県鳴門市

6時間 平成25年7月28日

鳴門教育大学

音楽授業の構想と展開に関して、基礎的な講義を行う。ここ
では、音楽の本質的な特性と音楽の学習の論理について講
音楽授業における指導と評価の
義する。その後、教材研究の方法と学習指導過程立案の方 長島 真人 （大学院学校教育研究科教授）
スキルアップ
法を実習し、TTによる模擬授業を試み、相互に授業の成果
と課題を批評し合う。

徳島県鳴門市

6時間 平成25年7月28日

教諭

鳴門教育大学

中学校学習指導要領に係る家族及び食物領域の基本的な
知識や近年の知見に関する内容である。
家族領域では、現代家族についての様相と問題について最
新情報を提供するとともに、指導が難しいとされる家族領域
黒川 衣代 （大学院学校教育研究科教授）
中学校家庭科の家族及び食物領
における指導の工夫を紹介し、家族の可視化について具体
西川 和孝 （大学院学校教育研究科准教授）
域について
案を検討・討議する。食物領域では、食品学、栄養学、調理
学等の基礎的事項の講義を予定している。
最後に講習内容の理解度を問う試験を実施する。（必要に
応じて、テキスト、資料等を配付する。）

徳島県鳴門市

6時間 平成25年7月31日

教諭

鳴門教育大学

児童・生徒の社会形成力を育て
る学校づくり

児童・生徒は未来の形成者である。現代教育課題として「児
童・生徒の社会形成力」育成の課題は何か、児童・生徒の
有用感を高める教科指導と学校に居場所を見付ける特別活
動・総合的学習などの企画・運営に成功した学校の事例を 西村 公孝 （大学院学校教育研究科教授）
紹介し、児童・生徒が働くことに興味・関心を示せるような発
達課題に応じたキャリア教育と小中高一貫の視点から学校
づくりを考える。

鳴門教育大学

児童・生徒の社会形成力を育て
る学校づくり

児童・生徒は未来の形成者である。現代教育課題として「児
童・生徒の社会形成力」育成の課題は何か、児童・生徒の
有用感を高める教科指導と学校に居場所を見付ける特別活
動・総合的学習などの企画・運営に成功した学校の事例を 西村 公孝 （大学院学校教育研究科教授）
紹介し、児童・生徒が働くことに興味・関心を示せるような発
達課題に応じたキャリア教育と小中高一貫の視点から学校
づくりを考える。

徳島県鳴門市

6時間 平成25年8月24日

鳴門教育大学

幼年期の子どもとその家族への
支援

幼年期の子どもの発達を支援する際に必要な基本的知識
の学問的背景や、支援方法の専門的知見に関する最新の
内容を講義によって習得するだけでなく、具体的な保育・教 木村 直子 （大学院学校教育研究科講師）
育場面を想定した演習を行う中で、子どもたちを支援する際
の実践能力の向上を図る。

徳島県鳴門市

6時間 平成25年8月1日

教諭

よい体育授業の姿とその実践
－体育の教授技術－

「よい授業」の姿を多面的かつ構造的に理解し、それらを実
現させる教授方法を習得する。具体的には、「よい授業」を
構成する基礎的条件（マネジメント、学習従事量、授業の規
律、授業の雰囲気）と内容的条件（目標・内容の押さえ方、
学習過程の組織化、教材・教具の開発・工夫）について理解 梅野 圭史 （大学院学校教育研究科教授）
を深めるとともに、それらを実現する教師の教授技術や指導
技術の実践的イメージを「よい体育授業のDVD」の視聴を中
心に深めていく。さらに、各種運動教材の技能評価法（学習
評価）についても、紹介する。

徳島県鳴門市

6時間 平成25年8月1日

計算数学入門

数値シミュレーションは現代の科学技術において非常に重
要な役割をはたしている。本講習では、数学におけるコン
ピュータの活用、特に C 言語を用いた数値シミュレーション
の基礎について紹介する。扱うテーマは初等的な内容に限 宮口 智成 （大学院学校教育研究科准教授）
定し (最大公約数・最小公倍数・素数・数列・数値積分など)、
演習形式で講義を進める (実際にプログラムを作成しながら
進める)。

徳島県鳴門市

３次元CADを用いた設計製図

今日の設計・生産現場では、三次元設計が主流となりつつ
あります。一方、中学校技術科の中では、製図を指導する時
間や内容が極端に減らされています。本講習では、製図の
指導を３次元モデルから始めることを考えます。具体的内容 畑中 伸夫 （大学院学校教育研究科教授）
としては、三次元ＣＡＤソフト「SolidWorks」を用いてソリッドモ
デルを作成し、作成したソリッドモデルの強度解析を有限要
素法により実施し、最適設計の基礎を学びます。

徳島県鳴門市

鳴門教育大学

鳴門教育大学

鳴門教育大学

徳島県鳴門市

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

50人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850501号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

小学校、
中・高・
特別支援学校
（音楽科）教諭

6,000円

20人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850502号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

中学校（家庭科）
教諭

6,000円

16人 平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850503号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6,000円

30人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850504号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6,000円

30人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850505号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850506号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

教諭

小学校、
中・高等学校
（保健体育科）
教諭

6,000円

20人 平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850507号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6時間 平成25年8月9日

教諭

中・高等学校
（数学科）教諭

6,000円

40人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850508号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校（技術
科）、
高等学校（工業）
教諭

6,000円

10人 平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850509号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6時間 平成25年7月31日

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
教諭 校、中等教育学
養護教 校、特別支援学
校 教諭
諭
養護教諭
幼稚園、小学校、
中学校、高等学
教諭 校、中等教育学
養護教 校、特別支援学
校 教諭
諭
養護教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

鳴門教育大学

図画工作科および美術科(中学校の美術科と高等学校の芸
術科の選択科目を含む)の鑑賞領域を充実させることは、現
代の美術教育の大きな課題です。この講習では、鑑賞にか
かわる指導方法について多角的に検討し、基本的な理論と
指導方法について集中的に学びます。さらに、教科書掲載
美術鑑賞の指導方法
山木 朝彦 （大学院学校教育研究科教授）
－大塚国際美術館を利用して－ の作品の陶板名画を多数展示している大塚国際美術館に
て、対話に基づく鑑賞の学びや各種の鑑賞用ワークシートを
用いた学びを実際に経験します。学習者の立場に立った指
導のあり方を習得しましょう。1日目は大学の教室、2日目は
美術館で実施します。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

ＵＲＬ

平251006850510号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

平成25年8月17日～
平成25年8月18日

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
教諭
校、中等教育学
12,000円
養護教
校、特別支援学
諭
校 教諭
養護教諭

50人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850511号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

平成25年8月24日～
平成25年8月25日

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
教諭
校、中等教育学
12,000円
養護教
校、特別支援学
諭
校 教諭
養護教諭

50人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850512号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
教諭
校、中等教育学
養護教
校、特別支援学
諭
校 教諭
養護教諭

6,000円

30人 平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850513号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

小学校、
中・高等学校
（英語科）教諭

6,000円

20人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850514号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

小学校教諭

6,000円

30人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850515号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

鳴門教育大学

音読・朗読をあらゆる学校種の教諭の基礎技能として学ぶ。
また、絵本の読み聞かせの幼児教育にとどまらない教育的
効果について見識を高める。
さらに、絵本とその読み聞かせの利用が、保健室においても
子どもの発達段階に応じる音読・
余郷 裕次 （大学院学校教育研究科教授）
効果的であることを知る。
朗読指導と絵本の読み聞かせ
1・2講時：絵本の仕掛け／3・4講時：絵本の読み聞かせの
原則／5・6講時：絵本の読み聞かせ
7・8講時：読みの発達段階／9・10講時：声のレッスン／
11・12講時：読みあい活動

徳島県鳴門市

12時間

鳴門教育大学

音読・朗読をあらゆる学校種の教諭の基礎技能として学ぶ。
また、絵本の読み聞かせの幼児教育にとどまらない教育的
効果について見識を高める。
さらに、絵本とその読み聞かせの利用が、保健室においても
子どもの発達段階に応じる音読・
余郷 裕次 （大学院学校教育研究科教授）
効果的であることを知る。
朗読指導と絵本の読み聞かせ
1・2講時：絵本の仕掛け／3・4講時：絵本の読み聞かせの
原則／5・6講時：絵本の読み聞かせ
7・8講時：読みの発達段階／9・10講時：声のレッスン／
11・12講時：読みあい活動

徳島県鳴門市

12時間

鳴門教育大学

同性愛・両性愛の性的指向、トランスジェンダー・性同一性
障害などの性自認に関する内容を理解し、学校現場で適切
な対応を児童・生徒に行えるようになることを目的とする。ま
セクシュアル・マイノリティの理解 ず、知識的な側面から性的指向、性自認の違いを説明し、 葛西 真記子 （大学院学校教育研究科教授）
該当する者が学校現場にいる可能性が大きい現状を踏ま
え、教員としてどのように理解し、対応する必要があるかを
講義する。その後、対応についての演習も行う。

徳島県鳴門市

6時間 平成25年8月20日

鳴門教育大学

英語学、言語学、英文学、米文学について、現在の研究動
向や話題をわかりやすく紹介し、広く英語文化の知識と理解
をアップデートすることを目的とします。特に関係代名詞、関
英語学英米文学研究の今を知る
係副詞の学習困難点の言語学的分析と教え方のヒント、複
文の述語形式の問題とその言語学的分析、劇の台詞と文
脈・感情の関係、また近年の文学研究の傾向を紹介します。

（大学院学校教育研究科教授）
（大学院学校教育研究科教授）
（大学院学校教育研究科准教授）
（大学院学校教育研究科講師）

徳島県鳴門市

6時間 平成25年8月20日

教諭

鳴門教育大学

小学校外国語活動における疑問点や問題点を共有し、講
義・演習を通してそれらの解決を図る。また、参加者の授業
力向上を目指して、実際の授業や活動を体験的に学ぶ。具 畑江 美佳（大学院学校教育研究科准教授）
小学校外国語活動の授業力アッ
体的には、小学校外国語活動を進める上で必要な基礎的知 ｼﾞｪﾗｰﾄﾞ ﾏｰｼｪｿ（大学院学校教育研究科准教
プ研修
識・実践的指導技術を習得するとともに、自信をもって外国 授）
語活動を展開できるよう基本的な英語力についても演習を
行う。

徳島県鳴門市

6時間 平成25年8月21日

教諭

鳴門教育大学

電話番号

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平成25年8月10日～
平成25年8月11日

鳴門教育大学

認定番号

60人

12時間

一平
克彦
裕子
美穂

受講者募集期間

小学校、
中学校(美術科)、
15,150円
高等学校
(芸術科美術)教
諭

徳島県鳴門市

前田
藪下
杉浦
眞野

受講料 受講人数

教諭

2020年南海地震に備えた減災・
防災教育

2020年頃に南海地震が想定されている。1日の1/3を学校で
過ごす子供たちの命を守るのは、教員の仕事である。地震
国に住む教員は、何故地震が起こるのか、どのようにして地
震活動の予測ができるのか、地震災害を防ぐことはできない
村田
が災害を減少させることはできることを知っておかねばなら
ない。そのためには、地震の発生するメカニズムを知るだけ
では不十分であり、それを実生活に生かすことができるよう
になる講義を行う。

守 （大学院学校教育研究科教授）

徳島県鳴門市

6時間 平成25年8月24日

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
教諭
校、中等教育学
養護教
校、特別支援学
諭
校 教諭
養護教諭

6,000円

100人 平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850516号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

2020年南海地震に備えた減災・
防災教育

2020年頃に南海地震が想定されている。1日の1/3を学校で
過ごす子供たちの命を守るのは、教員の仕事である。地震
国に住む教員は、何故地震が起こるのか、どのようにして地
震活動の予測ができるのか、地震災害を防ぐことはできない
村田
が災害を減少させることはできることを知っておかねばなら
ない。そのためには、地震の発生するメカニズムを知るだけ
では不十分であり、それを実生活に生かすことができるよう
になる講義を行う。

守 （大学院学校教育研究科教授）

徳島県鳴門市

6時間 平成25年8月25日

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
教諭
校、中等教育学
養護教
校、特別支援学
諭
校 教諭
養護教諭

6,000円

100人 平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850517号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

非行問題は、生徒指導領域においては古くて新しい問題で
ある。本講習では、少年鑑別所で非行少年と関わってきた
佐藤 亨 （大学院学校教育研究科准教授）
講師の経験に基づき、非行少年の心理をどう理解し、どのよ
うに関わっていくべきかについて、具体的に考察していく。

鳴門教育大学

非行の心理
～どう理解し、どう関わるか～

鳴門教育大学

新学習指導要領の理念および最新の英語教育研究の動向
をふまえた英語指導のあり方について理論と実践の観点か
新学習指導要領をふまえた英語
らわかりやすく紹介します。具体的には、中学・高校の英語
伊東 治己 （大学院学校教育研究科教授）
教師力
授業における(1)英文法指導の理論と実践、および、(2)教師
山森 直人 （大学院学校教育研究科准教授）
－英文法指導とクラスルーム・イ
によるクラスルーム・イングリッシュの使い方やトレーニング
ングリッシュ－
方法に焦点をあて、受講者の英語教師力の刷新をめざしま
す。

鳴門教育大学

学校現場における応急処置とリ
スクトレーニング

学校現場での様々な活動にはリスクが伴っています。本講
習では学校でできるアクティビティー（ゲームやふりかえり）
を紹介しながら、アクティビティーに伴うリスクの考え方を整
理し、事故の予見・対応、一次救命処置を含めた応急手当
の知識・技能習得を目指します。活動に伴った多角的な視
点を持てるようなトレーニングを行います。実技を含めた演
習形式で実施するため動きやすい服装を持参のこと。

南 隆尚 （大学院学校教育研究科准教授）

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

徳島県鳴門市

6時間 平成25年8月24日

教諭 小学校、中学校、
養護教 高等学校教諭、
養護教諭
諭

徳島県鳴門市

6時間 平成25年8月24日

教諭

徳島県鳴門市

6時間 平成25年8月25日

教諭

講習の開催地

時間数

鳴門教育大学

現行学習指導要領にもその観点が盛り込まれた持続発展
教育は、地球的視野で考え、様々な課題を自らのものとして 近森
持続発展教育（ESD）と国際理解 捉え、身近なことから取り組むことで持続可能な社会の担い 小澤
手を育成する教育である。本講習では持続発展教育につい 石村
教育
て概観するとともに、主要な構成要素の一つである国際理 石坂
解教育について体験的に学ぶことを目的とする。

（大学院学校教育研究科教授）
（大学院学校教育研究科教授）
（大学院学校教育研究科准教授）
（大学院学校教育研究科准教授）

徳島県鳴門市

6時間 平成25年8月25日

鳴門教育大学

ことばの働きの基本を「対話環」等の言語モデルによってと
らえ、小学生の「作文」を用いて発達のすじみちを捉え、成長
を促す評価のあり方と支援の実践を演習します。主な内容
国語科指導の基礎としての「対話 項目は以下５項目。状況に応じて項目及び内容の増減を行
村井 万里子 （大学院学校教育研究科教授）
環」原理と作文指導の実践演習 います。
１．ことばの意味と働き、２．ことばの生成原理、３．ヘレン・
サリバンの80日、４．小学校6年間の作文の発達－２つの関
門、５．学習指導要領と評価の問題

徳島県鳴門市

6時間 平成25年8月26日

おもに中学校理科の教員を対象に､新学習指導要領で新た
に加わったり､内容が充実した単元や､研究の進歩が著しく、
中学校（理科）教員として知っておいた方がよいような知見
について講習を行う。第１分野では､「さまざまなエネルギー
とその変換」や「エネルギー資源(放射線の性質と利用を含
む)」､「液体にまつわる新しい知識」について､第２分野では､
「生物の進化」や「2035年寒冷化する地球へのシナリオ：科
学リテラシーを身につけよう」などについて予定している。

憲助
大成
雅雄
広樹

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

50人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850518号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

中・高等学校
（英語科）教諭、
中・高等学校
英語教育に関心
のある教諭

6,000円

35人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850519号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

小学校、
中学校教諭

6,000円

20人 平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850520号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6,000円

50人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850521号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6,000円

10人 平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850522号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
教諭
校、中等教育学
養護教
校、特別支援学
諭
校 教諭
養護教諭

教諭

小学校、中学校
（国語科）教諭

教諭

中学校（理科）
教諭

12,000円

50人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850523号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

鳴門教育大学

知っておきたい科学の知識

村田 守 （大学院学校教育研究科教授）
工藤 慎一 （大学院学校教育研究科准教授）
粟田 高明 （大学院学校教育研究科准教授）
武田 清 （大学院学校教育研究科准教授）

徳島県鳴門市

鳴門教育大学

メディア・リテラシー、PISA型読解力など、現代社会で求めら
れているリテラシーは、従来の国語科における読み書き能
力の枠を超えたもののように見える。そこで本講習では、新
国語科教育におけるリテラシーの
しく求められているリテラシーとはどのようなものか、国語科 幾田 伸司 （大学院学校教育研究科准教授）
とらえ方
教育としてどのようなリテラシーを育てるべきかを考えるとと
もに、そのための種々の実践の成果と課題について検討を
行う。

徳島県鳴門市

6時間 平成25年8月27日

教諭

小学校、
中・高等学校
(国語科)教諭

6,000円

30人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850524号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

鳴門教育大学

本講習では環境に配慮した家庭生活をめざして、被服領域
環境に配慮した家庭生活の工夫 では衣服の廃棄と洗濯に関する環境問題について、住居領
福井 典代 （大学院学校教育研究科准教授）
と実践
域では住まい・まちにおける環境問題と環境配慮型住まい
金 貞均 （大学院学校教育研究科教授）
－被服・住居領域から－
方について、最新情報を提供するとともに実践方法を討議
する。

徳島県鳴門市

6時間 平成25年8月30日

教諭

小学校、
中・高等学校
(家庭科)教諭

6,000円

10人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850525号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

徳島県鳴門市

6時間 平成25年9月7日

教諭

小学校、
中・高等学校
（音楽科）教諭

6,000円

20人

平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850526号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

鳴門教育大学

教師のための声とからだ

教師のみなさんが、自分の声やからだと向き合い、自らの
「声」と「からだ」について考えていく講習です。教師として、
子どもに届く声で歌ったり話したりできているか、またそのと
きの声の出し方はどうあるべきか、また正しいからだの使い 頃安 利秀 （大学院学校教育研究科教授）
方(腹式呼吸）はどうあるべきか等について学び、唱歌や歌
唱教材を自然で無理のない声で歌えるようになることを目的
とします。

12時間

平成25年8月26日～
平成25年8月27日

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

鳴門教育大学

児童生徒の学力、関心・意欲、創造性等を高める算数・数学
学習の理論、及び算数・数学教育において指導目標を達成
するための教材の活用方法・開発方法について論説する。
算数・数学教育における指導と教
特に、児童生徒の思考力、課題解決力等を高めるためにど 秋田 美代 （大学院学校教育研究科教授）
材開発
のような教材が有効であるか、教材が児童生徒の認知面・
情意面にどのような効果を与えるか、教材の分析や評価を
どのような方法で行うか等を中心に扱う。

徳島県鳴門市

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校、
中・高等学校
(数学科)教諭

香川大学

学級集団になじめない子どもや、コミュニケーションを苦手と
する子どもが増えています。
9)対人関係ゲームによる仲間づく 本講座では、教室での仲間づくりのための方法のひとつとし
宮前 淳子（教育学部 准教授）
て、「対人関係ゲーム・プログラム」を紹介します。対人関係
り（入門編）
ゲームの理論や実践方法について、講義と演習をとおして
体験的に学習していただきたいと思っております。

香川県高松市

6時間 平成25年7月6日

教諭

幼、小、中
諭

香川大学

１９７０年代の末頃から全国の小学校に広がっていき、今で
は、およそ４分の３の小学校で実践されている「縦割り班」活
10)小学校における「異年齢集団 動。中・大規模校でも無理なく実践できる取組みとして、この
毛利 猛（教育学部 教授）
10年間で急速に普及してきた「ペア学年」「兄弟学級」の活
による交流」の取組み
動。各校における「異年齢集団による交流」の取り組みの現
状を報告しながら、実践上の課題について話し合う。

香川県高松市

6時間 平成25年7月6日

教諭

香川大学

スイミングスクールの普及により泳げない児童・生徒は少な
くなってきている反面、海や河川等における水難事故は減少
していないようです。そういった状況のなかで体育授業で教
11)学校体育における「水泳教
石川 雄一（教育学部 教授）
育」の重要性と授業づくりのヒント 材として取り扱われる「水泳」の必要性について理解し、「水
泳」の授業作りのヒントとなる理論背景と実技を学び、授業
改善に役立てていただければと思っています。

香川県高松市

6時間 平成25年7月6日

香川大学

美術教育における世界的な動向をデジタル教科書の導入状
況などをテーマとして概説する。また著作権法の観点から，
12)世界の美術教育における最新
美術表現の支援や児童生徒の表現物の扱い，鑑賞事業に
安東 恭一郎（教育学部 教授）
情報と美術授業における著作権
おける資料の扱い，今後利用が広がるWEBを介した美術コ
の課題
ンテンツの扱いなどにおける留意点や課題などについて概
説し，その課題をディスカッションする。

香川県高松市

香川大学

13)VBAによるActiveX・フォーム
コントロールプログラム講座

本講座では、エクセルに標準搭載されているＶＢＡに実装さ
れているフォームコントロールやActiveXを用いてプログラミ
ングの学習を行います。
これらのコントロールをVBAから制御する事で、より高度なプ
宮﨑 英一(教育学部 教授）
ログラムが可能となります。ここではグラフの可視化やエク
セルの自動化といった具体的なプログラムの習得を通して、
エクセルを教材とする各自のテーマの実現化を目指すもの
です。

香川大学

情報化社会・ディジタル化社会を支えている基礎的な技術、
知識を紹介します。内容は、数値、文字、音楽、図形、動画
などの情報が、ディジタル情報としてコンピューターやネット
14)情報化・ディジタル化・インター
ワークなどでどのように表現・実現されているか、そのように 本田 道夫（経済学部 教授）
ネットを理解する
ディジタル化することのメリットは何かなどを講義します。ま
た、インターネットはどのような仕組みで実現されているかも
説明します。

香川大学

15)教室の生成を考える

香川大学

実験と工作を中心にお話をします。圧力の学習は、小学校
から高校まで通してさまざまな形で行います。その圧力の一
つの姿、真空の世界はどんな世界でしょうか。「なんにもない
の？」、「宇宙は真空？」などなど子どもの頃から真空という
16)小中高理科で扱う圧力と真空
単語を耳にするたびに各人各様、さまざまなイメージを思い 高橋 尚志（教育学部 教授）
の世界
描いていると思います。実は真空とは作るのが大変だった
り、実は真空状態だからこそ見えてくる現象があったり、とい
ろいろ意外な事があるのですが、圧力を真空サイドからアプ
ローチします。

マニュアルとしての授業方法の知識を蓄えるという発想では
なく、目前の子どもたちとの相互関係のなかで、学びの時空
（「教室」）を開いていくことのできる教師の姿勢とはどのよう 西岡 けいこ（教育学部 教授）
なものか、具体的なビデオ映像を巡って受講者間で討議す
る。

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

20人 平成25年4月12日～
平成25年5月13日

平251006850527号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6,000円

40人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951317号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

小 教諭

6,000円

25人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951318号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

教諭

小、中・高（保体）
教諭

6,000円

25人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951319号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

6時間 平成25年7月6日

教諭

幼、小、中・高(美)
教諭

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951320号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成25年7月6日

教諭

小、中、高 教諭

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951321号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成25年7月6日

教諭

全教諭

6,000円

30人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951322号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成25年7月7日

教諭

小 教諭

6,000円

20人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951323号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成25年7月7日

教諭

小、中・高（理）
教諭

6,000円

25人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951324号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

教

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

香川大学

本講座では、障害のある幼児やちょっと気になる幼児を含め
17)特別な支援を要する幼児の保 た保育をどのように構成していくのか、保育者の障害観、子
松井 剛太（教育学部 准教授）
どもの特性、環境構成、使える個別の指導計画の立て方な
育を考える
ど事例を踏まえて講義する。

香川県高松市

6時間 平成25年7月7日

香川大学

発達障がいのある児童・生徒等の理解と支援について、制
18)発達障がいの理解と支援そし 度、考え方、具体的な指導のアイデアについて､体験もしな
坂井 聡（教育学部 准教授）
がら考え、理解を深めます。また、障がいということについて
て指導
も新しい障がい観を紹介しながら関連させて考えます。

香川県高松市

6時間 平成25年7月7日

香川大学

今日，世界の情勢が複雑化する中で，地理的な知識はます
ますその重要性を高めている．グローバリゼーションの進行
に伴い，日本の社会や経済の地域構造もまた変容してい
19)国際理解教育としての地理教
る．本講座では，アメリカ，ヨーロッパ，そして日本を含むアジ 平 篤志（教育学部 教授）
育を考える
アの地理的特徴を動態的に捉えることを通して，地理を学ぶ
ことが世界を理解することにつながることを再確認したいと
思う．

香川県高松市

6時間 平成25年7月7日

教諭

香川大学

20)器楽演奏のヒント

楽器の演奏、鑑賞を通して、音楽科の指導内容「鑑賞」と「表
現」の二つの活動に関わる音楽の表現について考えます。
柳井 修（教育学部 教授）
主としてリコーダーの基礎的な演奏、練習のヒントや合奏、
青山 夕夏（教育学部 教授）
ピアノ演奏での小学校共通教材の伴奏法の実習を行いなが
ら、表現の工夫を試みます。

香川県高松市

6時間 平成25年7月7日

教諭

21)いじめ問題を考える

いじめは、悪者さがしをして解決するわけではありません。
また、いじめと無縁な人もいません。なぜ、いじめは生じるの
でしょうか。この講義では、いじめにどのように対応するかと
いうよりも、そもそもいじめとは何か、いじめはなぜ発生する
加野 芳正（教育学部 教授）
のか、それを集団や社会のレベルから考察していきます。い
じめを「社会科学」の視点からできる限り客観的に見つめる
ことが、いじめへの対処の仕方を、私たちに開示してくれると
思うからです。

香川県高松市

6時間 平成25年8月21日

香川大学

22)環境に優しい化学実験

（1）「イオン液体ってなんだろう」；塩なのに液体であるという
不思議な物質イオン液体について紹介する。（2）「マイクロス
ケールケミストリー」；環境に優しい小スケール実験の長所
について解説し、その実験を体験する。本講座は，化学的な
高木 由美子（教育学部 教授）
事物・現象についての・講義・実験を通して，児童・生徒の化
学に対する関心や探究心を高め，科学技術と人間（中），物
質の種類と性質に関する探究活動（高）に関わる指導等を
支援する。

香川県高松市

6時間 平成25年8月21日

教諭

香川大学

教育の情報化について解説を行った後，今後の授業に役立
23)授業の情報化に伴う実験デー
ててもらえるように，表計算ソフトとプレゼンテーションソフト 黒田 勉（教育学部 准教授）
タの可視化とプレゼンテーション
を有機的に結合させた実習を行う．

香川県高松市

6時間 平成25年8月21日

香川大学

学齢期における社会的スキルの課題と対応について、実証
24)学齢期における社会的スキル 的な研究に基づいて考える。対人関係に関する課題を教育
宮前 義和（教育学部 准教授）
の課題と対応
臨床的諸問題（不登校、発達障害等）との関連でとらえ、社
会的スキル訓練をとりあげる。

香川県高松市

香川大学

現在の自然科学・技術の研究でナノテクノロジーのキーワー
ドは極めてありふれたものとなっている。 本講座では，化合
25)ナノテクノロジーと電子材料工 物半導体を中心にナノ構造の作製方法やその構造評価方
小柴 俊（工学部 教授）
学部
法、ナノ構造の光・電子的特性について概説し、またこれに
関する工学部の研究設備について紹介してナノテクノロジー
の理解を深めます。

香川大学

最近野外の生物に関して、本で読んだ知識はあっても実際
に手にとった経験のある学生が少なくなった。その原因のひ
とつとして親や学校教員が自ら体験していないために十分
な自然認識を子供たちに伝えられていないことが考えられ
る。身近な野生生物のなかでも、種類数・個体数ともに多く 安井 行雄（農学部 准教授）
比較的簡単に採集し標本作製を行える昆虫類は生物多様
性を体験する上で格好な材料である。本講座では、昆虫採
集と標本作製の方法を学び、標本を観察し種を同定するプ
ロセスを通じて生物多様性とその価値を認識する。

香川大学

26)昆虫標本の同定

香川大学

日本各地で，さまざまな言語・文化背景を持った人々が生活
をするようになり，学校でも日本語を母語としない子どもたち
27)外国人児童生徒と言葉につい
が増加しています。このような外国につながる子どもたちへ 山下 直子（教育学部 准教授）
て考える
の支援，異文化の理解やコミュニケーションについて，グ
ループワークなども行いながら考えます。

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951325号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

6,000円

30人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951326号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

小、中(社)、高(地
歴公民) 教諭

6,000円

25人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951327号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

小 教諭

6,000円

15人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951328号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951329号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

小、中・高(理)、特
支 教諭

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951330号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

教諭

幼、小、中、高、
特支 教諭

6,000円

50人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951331号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

6時間 平成25年8月21日

教諭

小、中 教諭

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951332号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中・高（工業、技、
理） 教諭

6,000円

25人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951333号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県木田郡
三木町

6時間 平成25年8月21日

教諭

小、中・高（理）
教諭

6,000円

15人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951334号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小、中 教諭

6,000円

20人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951335号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

教諭

幼 教諭

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

ドイツと日本の学校教育を比較することをとおして、日本の
学校教育に関する理解を深めるとともに、その特質を明らか
にすることを目的とする。なお、比較する事項として、学校制
度、校長制度、学校経営参加制度、学力向上政策などを予 柳澤 良明（教育学部 教授）
定している。担当教員（柳澤）からの情報提供をもとに、参加
者による質疑に担当教員（柳澤）が応答する形で進行する
予定である。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

香川県高松市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小、中、高 教諭

6,000円

25人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951336号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

本講座では、アメリカの家庭科教育法テキストをもとに、①
授業スキル（質問・応答、ジェスチャー、ユーモア、自己開示
29)明日から使える授業スキルと
などのあり方）、②指導方法（ケーススタディー、ロールプレ 片田江 綾子（教育学部 准教授）
指導方法―家庭科編
イ、スキット、ソシオドラマ、議論、実験・実習など、アクション
思考学習のすすめ方）について学びます。

香川県高松市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小、中・高（家）
教諭

6,000円

25人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951337号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

折り紙を使った幾何学、図形板を使った代数学、敷詰などを
扱う。中学生や高校生にも可能な作業を通して、その背景に
ある数学を解説したい。図形板では、正方形を作りその面積
30)数学－－中・高の教材に潜む
を観察することによって、整数論の入門を解説する。敷詰で 内藤 浩忠（教育学部 教授）
高等数学
は背景として群論との関連を解説する。大学生の頃、学んだ
ことを忘れていても、理解できるように配慮するつもりであ
る。

香川県高松市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中・高（数学） 教
諭

6,000円

30人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951338号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

31)思春期・青年期のこころの問
題と発達

思春期・青年期には、身体的な変化だけでなく、心理的な成
長も著しいものがあります。自分とぶつかりながら自分をつ
くっていく時期でもある一方で、実存的とも言える深い悩み
や精神的な病理的側面を抱えやすいというあやうさも持って 前盛 ひとみ（教育学部 講師）
います。本講座では、このような思春期・青年期のこころの
問題と発達について、講義や演習（グループワーク等）を通
して考えていきます。

香川県高松市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中、高 教諭

6,000円

30人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951339号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

32)10代の視点から読むアメリカ
短編小説

この講座では、アメリカの掌編(2,3ページ程度)を2編扱いま
す。夫婦の不和を不気味に描くCarverの掌編と、離婚してし
ばらく会っていなかった父親に会いに行く少年を描いた
Cheeverの掌編を読みます。前者では容易な語彙で書かれ
山内 玲（教育学部 講師）
る小説の深みを、後者では中・高校生と同じ視点を通じて描
かれる離婚率の高いアメリカ社会の在り方を検討したいと思
います。併せて、紙媒体の辞書と電子辞書の比較や使用法
の教授方法についての議論も行います。

香川県高松市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中・高(英) 教諭

6,000円

15人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951340号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

一枚の新聞紙、布、フリースボール、ウレタン棒や不思議な
音や音楽などを題材として、感じたことや浮かんだイメージを
からだで表現すること、また他者の表現にふれ、表現過程や
33)からだでこころで感じて動く表 感動を共有することを中心に展開していく。このことは、幼児
藤元 恭子（教育学部 准教授）
現の世界
が多様な表現に触れることで豊かな感性を養い、それらを他
児や教師と共有することで自己表現を深めていくこと（幼）、
表したいイメージや即興やひとまとまりの表現で踊ること
（小、表現運動）に対する教師の支援に関連する。

香川県高松市

6時間 平成25年8月23日

教諭

幼、小 教諭

6,000円

25人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951341号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

34)Photoshopを使ってみる

概論：
グラフィックプログラムの種類、画素、解像度など
実技：
Photoshopの作業の概要、流れ
画像を開く、パレット、レイヤー、透明、調整レイヤー、マス
ク、保存と画像フォーマットなど

香川県高松市

6時間 平成25年8月23日

教諭

中(美）、高（美、
工芸） 教諭

6,000円

5人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951342号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

35)小学校算数「分数」について
考える

主として小学校算数で扱われる分数の基礎的概念を取り上
げ、つまずきの様相を検討するとともに理解に向けて教材の
検討・研究を行います。商分数の扱いや分数の割り算など、 長谷川 順一（教育学部 教授）
教科書で扱われている素材についても理解を深められれば
と思います。

香川県高松市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小 教諭

6,000円

25人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951343号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

36)学校カウンセリングの基本

学校における児童・生徒及び保護者に対するカウンセリング
的視点や関わりについて学びます。また、教師とスクールカ
ウンセラーの連携についても考えます。講義だけでなく、受 山田 俊介（教育学部 教授）
講者の日頃の教育相談活動の取り組みなどについてグ
ループで話し合う時間も持ちます。

香川県高松市

6時間 平成25年8月23日

6,000円

20人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951344号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

37)経営学入門－現代企業経営
の諸問題

この講習では、経営学で論議される基礎的なトピックを取り
上げることで、経営学の入門的な知識を得ることを目的とす
る。特にここでは、コーポレート・ガバナンス、経営戦略、経
営組織、企業の社会的責任(CSR)や企業倫理などからいく 柴田 明（経済学部 准教授）
つかのトピックを選び、現在問題となっている事例を取り上
げながら開設することで、経営学の基礎的な知識を習得して
もらう。

香川県高松市

6時間 平成25年8月23日

6,000円

30人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951345号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

28)学校教育の日独比較

香川大学

香川大学

香川大学

秋山 智（教育学部 教授）

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

教諭

小、中・高（社）
教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

地球環境の悪化や温暖化を目の当たりにして、地球史の解
明が重要になってきています。生物の進化や絶滅は生物圏
特有の現象ではなく、地球の変動に関わってきたことが明ら
かになってきているからです。午前の講義では、標本や
フィールドワークの事例も見ていきます。午後の実習では、 寺林 優（工学部 教授）
砂中の鉱物の観察や重鉱物を分離する実習を行います。さ
らに工学部の分析装置や実験装置、施設等の見学を行い、
顕微ラマン分光装置でダイヤモンドが本物かどうかを鑑定す
る実習も行います。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

香川県高松市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小、中（理）、高
（理、農） 教諭

6,000円

15人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951346号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成25年8月28日

教諭

小 教諭

6,000円

25人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951347号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

学校や学級が荒れると、教師は何とかしてそれを治めようと
して、問題行動をする子どもに対して様々な指導を行う。し
かし、教師の努力にもかかわらず、教師が指導すればする
大久保 智生（教育学部 准教授）
ほど、問題行動がエスカレートしていく。本講座では、このよ
うな教師の指導が助長する問題行動とその見方について考
えていく。

香川県高松市

6時間 平成25年8月28日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

100人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951348号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

41)発達障害の病理

自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害などの
発達障害において、最近の研究からその病態生理における
西田 智子（教育学部 教授）
考え方を紹介する。また、最近行われている薬物療法にた
いしても説明する。

香川県高松市

6時間 平成25年8月28日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951349号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

42)自治体行政の動向と課題

地方自治は、住民に身近な公共サービスを提供するシステ
ムであると同時に、統治のシステムでもあります。近年その
地方自治が大きく変容しつつあります。本講義では、自治体
行政に関する制度・動向について概説したうえで、地方分
権、市町村合併、地方財政、大阪都構想、道州制、公共
サービスの民営化など、近年の特徴的な動向や制度につい 三野 靖（法学部 教授）
て取り上げます。また、それらをめぐる課題について、講師よ
り問題提起したうえで、グループによる討議と報告を行って
いただきます。成績評価は、筆記試験と当日作成した報告
内容により行います。なお、人数によっては、講義形式に変
更することがあります。

香川県高松市

6時間 平成25年8月28日

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951350号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

43)生活習慣病と循環器疾患

教育現場で、児童、生徒、および職員自身の健康維持に活
用するために、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習
慣病から、虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞）、心不全、不
整脈などの循環器疾患に至る機序および、各疾患の病態生
理、診断・治療の概略を理解することを到達目標とする。講
座は、循環器専門医による講義と、スキルスラボラトリー（臨
床技能訓練施設）のシミュレータを用いた実習（心臓、頸動
脈超音波検査体験、心臓カテーテル検査・治療体験）からな
る。

香川県木田郡
三木町

6時間 平成25年8月28日

6,000円

30人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951351号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

44)森林・樹木・バイオマス資源

バイオマスは、石油石炭等の化石資源と異なり、再生産可
能で枯渇しない。それを燃焼させてエネルギー利用しても、
大気中の二酸化炭素濃度は増加することにはならない。特
に森林バイオマスは量的に最大であり、リサイクル可能であ
片山 健至（農学部 教授）
り、燃焼しても有毒ガスを発生せず、廃棄しても生分解性が
あって残留しない。樹木と木材は真に二酸化炭素を固定す
る。このような森林・樹木・木材の科学、バイオマス利用及び
環境機能について理解を深める。

香川県木田郡
三木町

6時間 平成25年8月28日

6,000円

30人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951352号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

45)教育とユーモア

「教育について考えることはしんどいことではなく、楽しいこと
ではないか」という仮説の基に、教育とユーモアについて考
察する。本講座では、ユーモアを切り口として、教育につい 櫻井 佳樹（教育学部 教授）
て、人間についての私たちの物の見方を吟味するとともに、
教師に求められるユーモア精神を探究する。

香川県高松市

6時間 平成25年8月29日

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951353号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

38)地球とその歴史を探る

香川大学

初等教育における第二言語（英語）習得支援を認知言語学
からアプローチします。ことばに興味のある方ならだれでも
OKです。特に英語、英語指導に自信の無い初等教育の先
生方に是非ともお越し頂きたい講座です。指導者の認知で
39)初等教育における第二言語 はなく、学習の主人公である児童の認知（参照点）に寄り添
（英語）習得支援を認知言語学か い（傾聴、共感、尊厳）ながら指導が出来るようになることを 山下 明昭（教育学部 教授）
目指します。「英語ノート」の問題点、注意点についても少し
ら考える。
触れます。また、皆さんと多文化について情報交換を行いま
す。（楽しい且つハードな授業を目指します。時には担当教
員が歌います。目から鱗、時にはコンタクトが落ちるかもしれ
ません。）

香川大学

40)教師の指導が助長する問題
行動とその見方

香川大学

香川大学

香川大学

大森
野間
村上
石澤

浩二（医学部 准教授）
貴久（医学部附属病院 講師）
和司（医学部附属病院 講師）
真（医学部 助教）

教諭

小、中（社）、高
（公民） 教諭

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

教諭

小、中（理、技）・
高（理、農） 教諭

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

香川大学

46)はじめての特別支援教育

特別支援教育は平成19年度から本格実施となり、学校現場
ではかなり認識がすすんできている。しかし特別支援教育
コーディネーターの研修会は数多くあるけれど、コーディネー
ター以外の先生方に対しての研修はなかなか機会を確保で 小方 朋子（教育学部 准教授）
きないときく。一度は話を聞いてみたい、研修を受けてみた 田中 栄美子（教育学部 講師）
い先生方に、なぜ特別支援教育なのか、特別支援教育の基
本的な考え方、心理検査の初歩的な知識など、基礎的な事
項を中心に講義する。

香川大学

47)国語科表現教育演習

生きることは、表現することである。その表現の中で特に思
考を深め、対人関係を築く重要なツールが言語表現である。
佐藤 明宏（教育学部 教授）
ところが、子どもたちにこの言語表現力が失われてきてい
る。そこで、子どもたちに言語表現力を育てるための理論研
修及び体験的な実践演習を行う。

香川県高松市

6時間 平成25年8月29日

教諭

香川大学

48)臨床心理学的な事例検討

事例検討とは何か、事例をどのように理解するのか。受講生
から、困っている事例についてのおおよその概要を提案して
もらって、それについて議論を深める。事例について考えた
り、議論する時間は学校内では少なく、一人で考えていると
十分な理解に至ることは難しいところがある。忙しい現場だ
竹森 元彦（教育学部 教授）
からそれはなおさらであり、消化不良を起こしているケースも
多いと考えられる。丁寧にケースを振り返ることで、ケースの
理解はさらに深まると考えられる。事例を見直して、新たな
観点について学ぶと同時に、自己理解を深めていくことを目
的とする。

香川県高松市

6時間 平成25年8月29日

香川大学

異文化というものは見えているようで実は見えていないと
いうことが少なくありません。しかし、英語という言語、英語
圏の人々の行動の仕方やものの考え方を真に理解するた
49)英語科における異文化理解―
めには、英語の言語文化を体得していることが求められま
竹中 龍範（教育学部 教授）
教材から言語文化情報を読み取
す。本講座では、文化とは何か、その中で言語文化とはいか
る
なるものかを理解したうえで、教科書中の異文化情報を読み
取り、それを教材研究に結びつけることにチャレンジしてい
ただきます。

香川県高松市

6時間 平成25年8月29日

香川県木田郡
三木町

6時間 平成25年8月29日

香川県高松市

6時間 平成25年8月30日

成人看護学：身体から得られる情報についての収集方法を
習得するためにバイタルサイン（呼吸、心音・脈拍、血圧、体
温等）の測定方法を学ぶ。さらにフィジカルアセスメントシミュ
レーターモデル人形のフィジコを使って、疾患について成人
患者の肺音、心音などから知る。
老年看護学：高齢者疑似体験を行い、高齢者がどのような
体験をしているかを学ぶ。高齢者が見えやすい色に気づい
たり、コミュニケーションの方法を考えたり、歩く時の大変さ
等を体験する。そのような高齢者を支援する方法について考
える。

當目雅代（医学部看護学科 教授）
金正貴美（医学部看護学科 講師）
小笠美春（医学部看護学科 助教）
大森美津子（医学部看護学科 教授）
西村美穂（医学部看護学科 助教）
湯浅敦子（医学部看護学科 助教）

香川県高松市

6時間 平成25年8月29日

香川大学

50)成人のフィジカルアセスメント
と高齢者疑似体験

香川大学

理科を他教科と関連づけることの意義を、今日の日本の理
科教育をめぐる状況を検討しつつ、まず確認します。それを
51)他教科と関連づけた理科の授 ふまえて、他教科の教科書を検討し、具体的にどのような関
北林 雅洋（教育学部 教授）
業づくり
連づけが可能であり有効であるかを探ります。受講者の皆さ
んにいくつかのプランを作成していただき、それを検討し合
います。

香川大学

52)これまでとこれからの食育を
考える

ほぼ50年の歴史を持つ学校給食を中心とした「食育（食に
関する指導）」の効果性を様々なデータをもとに探るととも
藤原 章司(教育学部 准教授）
に，今後のあるべき姿を皆さんと考えます．

香川県高松市

6時間 平成25年8月30日

53)日本語の特質

初等教育において、特に国語科はすべての教科の基盤とな
る力を育成するといっても過言ではないだろう。そして国語を
指導する教師は、日本語に関する豊かで正しい知識と、何よ
りもことばに対する強い興味・関心を持つ必要があると考え 柴田 昭二（教育学部 教授）
る。ここでは、日常の生活の中からことばのおもしろさを発見
し、それを児童・生徒に伝えるための方法やツールについて
ともに考えたい。

香川県高松市

6時間 平成25年8月30日

54)生活習慣病予防改善を題材
にした疫学入門

生活習慣病予防、対策は教員自身にとっても、生徒にとって
も大変重要な課題です。特に香川県は、糖尿病受療率が全
国第１位であり、その対策が緊急の課題となっています。本
講座では、生活習慣病対策を学校や家庭、地域で効果的に 宮武 伸行（医学部 准教授）
すすめるために、糖尿病、高血圧等と生活習慣との関連を
紹介します。また、その基本的な考え方となる疫学の初歩に
ついて概説します。

香川県木田郡
三木町

6時間 平成25年8月30日

香川大学

香川大学

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951354号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

小、中・高（国語）
教諭

6,000円

30人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951355号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

教諭

小、中、高 教諭

6,000円

20人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951356号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

教諭

小、中・高(英）、
特支 教諭

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951357号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951358号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951359号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

6,000円

30人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951360号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

6,000円

25人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951361号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

6,000円

30人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951362号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

教諭

小、中、高 教諭

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

教諭

小、中(国語） 教
諭

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

電磁気学利用は、電力・通信・放送・情報処理等の様々な分
野における基礎技術となっています。本講座では、ファラ
ディーとエジソンなどに代表される、電磁気学とその応用技
服部 哲郎（工学部 教授）
術の歴史的発展経緯に焦点を当てながら、電磁気学原理
と、現代でも用いられている電気電子テクノロジーの理解を
深めます。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

香川県高松市

6時間 平成25年8月30日

教諭

中・高（工業、技、
理） 教諭

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951363号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

サイエンス展や出前講義・実験、学生実験など、小学生から
高校生・大学生向けとしてこれまで担当教員が行ってきた、
身近にある野菜や生薬、食品、薬品などを使っての実習な
56)身近な野菜や生薬等を使った どのいくつかについて、実際に体験・実践する。
古本 敏夫（農学部 准教授）
また、実習の材料や成分などに関する初歩的な科学知識
サイエンス実習
（天然物化学など）等について、講義する。
内容（予定）：カメレオン色素、ターメリック試験紙、生薬の定
性試験。

香川県木田郡
三木町

6時間 平成25年8月30日

教諭

小、中・高（理科）
教諭

6,000円

20人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951364号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

学習指導要領の変遷を子ども状況との関連から捉えると
ともに、これまでの学級指導や授業指導の在り方について
57)子どもの視座から教育実践を
再検討します。また、近年の子ども状況や教育改革の動向 山岸 知幸（教育学部 准教授）
考える
も踏まえながら、「子どもの視座から」という意味を問い直し、
これからの教育実践の課題について考察していきます。

香川県高松市

6時間 平成25年9月7日

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951365号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

58)食生活と健康

本講座は、実習に重きを置かれがちな食物領域において、
食品の性質を実験で理解し、確認し教材に生かす内容で
加藤 みゆき（教育学部 教授）
す。食物の分野についての最新情報も交えながら解説を行
います。

香川県高松市

6時間 平成25年9月7日

教諭

小、中・高（家）
教諭

6,000円

16人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951366号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

59)数や図形の見方の発展

数や図形は、昔から興味が持たれ、時代や人に応じて様々
な見方がなされてきた。
現代では、それらの見方を、背景となる時代、人と切り離し
て調合して学ぶため、効率は良いが、自分で考えついたよう
佐竹 郁夫（教育学部 准教授）
な面白さが感じられにくくなっている。
この講習では、数や図形についてのトピックスを、その時代
背景も込めて紹介することで、その底流にあるアイデアを掴
むことを目標とする。

香川県高松市

6時間 平成25年9月7日

教諭

中・高（数） 教諭

6,000円

25人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951367号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

60)ESD（持続発展教育）の授業
づくりを探るー新学習指導要領が
求める「持続可能な社会」を実現
する学習は「環境」だけ考えても
ダメだ！

今回の学習指導要領では、「持続可能な社会」という文言
が、社会系諸教科では、中学校社会科、高校世界史AB、地
理A、現代社会、政治・経済に入った。小学校社会科の目標
の解説で、「持続可能な社会の実現を目指す」という文言が
伊藤 裕康（教育学部 教授）
みられる。「持続可能な社会」という文言には、ESDの趣旨が
盛り込まれているのだが、教育現場は「ESDって何？」という
状況である。ESDに関する授業開発が喫緊の課題である。
ESDの授業づくりを探っていく。

香川県高松市

6時間 平成25年9月7日

教諭

小、中・高（地歴
公民） 教諭

6,000円

25人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951368号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

61)日本近代文学と「共同性」

日本近代文学は、因襲に満ちた「共同性」からの自立を目指
していたかに見える。が、近年、内田樹や宮台真司の論調
に見られる如く、アノミー的状況への危機感から「共同性」の
諸性格の検討やその再構築に当為の焦点が移りつつある
渡邊 史郎（教育学部 准教授）
視座から振り返ってみると、その文学世界が違って見える。
かかる様相を閲することで、我々が学校の「共同性」や社会
性を考えたりする際に陥りがちな観念的枠組みについても
考察する。

香川県高松市

6時間 平成25年9月7日

教諭

中・高（国） 教諭

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951369号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

植物の生殖の一連の過程について理解を深めるため，花芽
62)植物の生殖生理 ―果物で観 形成，受粉・受精，果実の発育と種子形成に関するトピック
察する花芽形成から果実発育ま を，身近な果物を題材として解説します．また，これらに関連 片岡 郁雄（農学部 教授）
で―
する花芽発育，花粉の発芽，種子形成と果実の形態に関す
る観察実習を行います．

香川県木田郡
三木町

6時間 平成25年9月7日

教諭

中（理）、高（理、
農） 教諭

6,000円

25人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951370号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

イギリスで開発された、児童・生徒の思考操作能力の発達を
促す理科教材「Ｔｈｉｎｋｉｎｇ Ｓｃｉｅｎｃｅ」の概要について講師
の説明と模擬授業などによって学び、後半は、受講者同士
の模擬授業などの実習によって、理解を深める。この教材
笠 潤平（教育学部 教授）
は、ピアジェとヴィゴツキーの考えにもとづいて開発されたも
ので、理科の授業および探究活動で必要となる変数という
観点、確率的な考え、分類などの思考操作を行う能力の発
達を促すように設計されたものである。

香川県高松市

6時間 平成25年9月8日

教諭

小、中・高（理）
教諭

6,000円

20人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951371号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

55)ファラディーとエジソン達の電
磁気とエレクトロニクス

63)理科で必要な思考操作の獲
得を促す授業の紹介

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

香川大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

本講座では、ボール運動授業の学習内容としてのゲームパ
64)ボール運動へとつながるゲー フォーマンスについて解説します。また、学習者のゲームパ
米村 耕平（教育学部 准教授）
フォーマンスを向上させることをねらったゲーム教材につい
ム教材を考える
て実技を交えながら検討していきます。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

香川県高松市

6時間 平成25年9月8日

教諭

小 教諭

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951372号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成25年9月8日

教諭

小、中（社）、高
（地歴）、特支
教諭

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951373号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

65)郷土の歴史を学ぶ

身近な地域の歴史を調べる活動を通して、地域への関心
を高めるとともに、歴史の学び方を身に付けることを目標と
する。午前中の講義では、先行研究についての資料収集、
インターネットや新聞記事の利活用、現地調査などの方法に 田中 健二（教育学部 教授）
ついて学ぶ。午後は大学近辺の史跡を巡見し、身近な地域
の歴史についての調べ活動の実際について学ぶ。最後に、
高松市歴史資料館の展示を見学する。

香川大学

66)発声指導法（児童発声・変声
期）と歌唱実践

従来の発声法と歌唱教材への実用法を実践する。また、小・
中学校生への発声指導を中心に、変声期の児童についても
見識を深め、正しい理解を進めていく。その上で、歌唱指導 若井 健司（教育学部 教授）
に於ける問題点を取り上げ、その解決法について検討して
いく。

香川県高松市

6時間 平成25年9月8日

教諭

小、中（音） 教諭

6,000円

15人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951374号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

67)プログラミング言語の最新動
向

現在人気のあるプログラミング言語、最近話題のプログラミ
ング言語、将来有望そうなプログラミング言語をいくつか紹
介し、特徴を比較します。
それぞれが現れた背景と得意とする分野を解説し、簡単な 香川 考司（工学部 准教授）
プログラム例を見ていきます。
また、教育用のプログラミング環境についてもいくつか紹介
します。

香川県高松市

6時間 平成25年9月8日

教諭

中（技）、高（情）
教諭

6,000円

25人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951375号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

68)「生活と環境」の授業研究

はじめに家庭科における「消費生活と環境」「衣食住と環境」
に関する学習内容及び方法に関する先行実践および先行
研究の分析・検討を行います。そのうえで、具体的実践内容 妹尾 理子（教育学部 准教授）
や教材について試行しつつ検討し、効果的な授業・教材に
ついて考察します。

香川県高松市

6時間 平成25年9月8日

教諭

小、中(家)、高
(家) 教諭

6,000円

15人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951376号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

家族と家庭生活は、小・中・高を通じて家庭科の全内容に関
わる重要なテーマであり、現代の少子高齢社会における生
69)少子高齢社会における生活経 活経営の中心となる課題である。本講座では、家族と家庭
時岡 晴美（教育学部 教授）
生活の動向と変化の状況を見極め、地域や社会との関わり
営
方を考慮しながら、21世紀型市民の生活経営について考察
する。

香川県高松市

6時間 平成25年10月5日

教諭

小、中(家)、高
(家) 教諭

6,000円

25人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951377号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

主に天文と気象の話題を取り上げる。天文の内容を理解す
るには、対象を実際に観測することが重要だが、難しい場合
も多い。最近では、教材になりうるような美しい天体写真など
も比較的容易に入手できる。そこで、観測が出来る場合と、
70)地学のあたらしい話題につい
松村 雅文（教育学部 教授）
出来ない場合のそれぞれの教材を考察する。大気について
て
寺尾 徹（教育学部 教授）
も、対象が大きいことから必ずしも直接的に観測することは
難しい場合が多い。大気循環について実感的に理解でき、
授業で利用できるような実験教材を取り上げて実際に実験
を行ってみる。関連する最近の新しい話題を講義する。

香川県高松市

6時間 平成25年10月5日

教諭

小、中・高（理）
教諭

6,000円

25人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951378号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

71)絵画（木炭デッサン）制作

石膏像や牛骨、果物などの静物モチーフを題材にしたデッ
サン実技を行います。
美術作品制作、とりわけ絵画の制作（木炭画）を通して、描く 古草 敦史（教育学部 教授）
ことの喜びや大切さ、困難さなどを改めて私自身の問題提
起として感じていただければと思います。

香川県高松市

6時間 平成25年10月5日

教諭

幼、小、中（美）、
高（美、工）、特支
教諭

6,000円

10人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951379号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

72)ヨーロッパの時代区分をめぐ
る諸問題

歴史とは「現在」から過去を振り返り、それを再構成する試
みである。その際どのような視点から振り返るかが重要であ
り、具体的には時代区分にそれが反映する。この講義では、
古代ギリシア以来、ヨーロッパに係わる人々がどのような同 中谷 博幸（教育学部 教授）
時代認識に立ちいかに時代区分を行なったかを検討し、特
に現代において問題になっている時代区分をめぐる問題を
考えたい。

香川県高松市

6時間 平成25年10月5日

教諭

小、中（社）、高
（地歴） 教諭

6,000円

30人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951380号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

「ビジュアル・ツール」とは、「考え」を「見える」ようにするため
の道具です。マインドマップやマトリクス、フロー図などが有
名です。シンキング・マップ、グラフィック・オーガナイザーとも
73)ビジュアル・ツールを活用した
呼ばれ、欧米では基本的な学習方法ですが、国語科ではま 山本 茂喜（教育学部 教授）
国語学習の方法
だあまり取り入れられていません。この講座では、スピーチ
や物語の読み、創作などにビジュアル・ツールを活用する方
法を、ワークショップ形式で実際に体験します。

香川県高松市

6時間 平成25年10月5日

教諭

小、中（国語） 教
諭

6,000円

20人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951381号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

香川大学

道徳教育・生徒指導など昨今の問題状況の中での心の教
育の在り方について、各種データや答申・学習指導要領等
74)心の教育の在り方について考
を踏まえ、その指導の在り方について考える。特に、不登校 七條 正典（教育学部 教授）
える
やいじめ問題への対応や道徳の時間の指導の在り方を中
心に検討する。

香川県高松市

6時間 平成25年10月5日

教諭

幼、小、中、高
教諭

6,000円

20人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951382号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

前半では、改めて体育という教科がどのような教科なのかを
学び、子どもが運動に夢中になり、真に「子ども主体」となる
75)今こそ「楽しい体育」の考え方
学習としての「楽しい体育」の授業作りを考えます。そして後
田中 聡（教育学部 准教授）
で授業実践する！－体育におけ
半では、実際に「楽しい体育」の運動教材について、主に
る「子ども主体」の理論と実践－
ボールゲームや学級の集団遊びにも使える体ほぐしの運動
を中心に実習します。

香川県高松市

6時間 平成25年10月6日～
平成25年10月6日

教諭

小、中(保体) 教
諭

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951383号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

76)水をテーマとしたフィールド
ワークの方法－地理教育、環境
教育の視点から－

香川県高松市

6時間 平成25年10月6日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

20人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951384号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

諸概念としてテンポ、拍子、音の重なり、繰り返しを取り上げ
る。これらが学校知として操作されて、如何に子どもの自然
77)「子どもから生成して子どもへ
な感受性とかけ離れているかを事例考察から掘り起こし、子
瀬戸 郁子（教育学部 教授）
還る教材分析の醍醐味－学校知
どもから生成して子どもへ還る教材分析の醍醐味を実現し
の中の音楽の諸概念を疑う」
た事例を紹介する。その中で参加の先生方には、教材にま
つわる体験を発表していただき、意見交換と討議を行う。

香川県高松市

6時間 平成25年10月6日

教諭

幼、小 教諭

6,000円

24人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951385号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

香川県における労働問題、労使紛争と労働法について、裁
判所等による司法機関（通常訴訟と労働審判など）による解
78）香川県における労働問題と紛 決方法・国及び県の行政機関（労働局･労働委員会）による
松尾 邦之（法学部 教授）
解決方法・その他機関（弁護士会･社労士会など）による裁
争解決機関の現状と課題
判外の解決方法などのしくみを通してその現状や課題を知
り、生きた授業や進路指導に役立つ講義としたい。

香川県高松市

6時間 平成25年10月6日

教諭

中（社会）・高（公
民） 教諭

6,000円

30人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951386号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県木田郡
三木町

6時間 平成25年10月6日

6,000円

20人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951387号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成25年11月16日

教諭

幼 教諭

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951388号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成25年11月16日

教諭

小、中・高（保体）
教諭

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951389号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成25年11月16日

教諭

小 教諭

6,000円

24人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951390号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

本講座では、持続可能な社会のあり方について、水と人間
の関わり合いの実態把握を通して考察する。
(1) 午前「野外実習」：水をキーワードに小巡検（エクスカー
ション）を実施する。
新見 治（教育学部 教授）
(2) 午後「講義」：大学において、香川を中心に、水と人間の
関係に関わる事例を比較考察するとともに、水をテーマとし
たフィールド学習や巡検の方法について地理教育や環境教
育の視点から具体的に検討する。

家庭内では、様々な世代が子供の教育に関わっている。在
宅高齢者の介護や看取りの問題がある子供の家族状況や
介護を軽減する方法を理解することは、子供の教育を深め 松井 妙子（医学部看護学科 教授）
るために必要である。そこで、在宅高齢者ケアと終末期の在 片山 陽子（医学部看護学科 助教）
り方を考え、高齢者介護を支援するサービスについての知
識を深める。

香川大学

79)在宅看護学入門

香川大学

この講習では、幼児期を主たる対象として、年齢をひとつ
の手がかりに子どもの発達の世界をとらえることを試みる。
80)幼児期の発達理解と保育づく それをふまえ、幼児教育・保育を通じて子どもの生活を支え
松本 博雄（教育学部 准教授）
り
るための適切な手がかりを探るとともに、発達心理学的側面
を中心に幼児教育・保育の今日的課題についての理解を深
めることを目指す。
学級づくりは、学校教育を成り立たせる基盤的な営みです。
学級づくりがうまくいき、子どもたちに学ぶ構えをつくることが
できるなら、教師も子どももあらゆる場面でいきいきとした活
動を展開していけるでしょう。体育は、うまく働けば学級づくり
に大きく貢献します。しかしうまくいかないと、クラスの人間関 野﨑 武司（教育学部 教授）
係をずたずたにしてしまいます。そこで今回は学級づくりを
配慮した体育の基本的考え方を、事例と簡単な実技（身体
表現系のコミュニケーション・ゲームなど）を通じてお伝えし
ます。特別支援を配慮した内容も用意します。

香川大学

81)体育と学級づくりの事例研究

香川大学

「ワープロくらいはできるけど、ICTを授業で使うのは自信が
ないなぁ．．．」とお思いの先生向けの講座です。（パソコン初
級～中級向け）
本講座では以下の４つのプロセスで、ICTを活用した未来の
82）ICTを活用した「未来の学び」 学びについて取り扱い、先生方の「ICT活用指導力」を高め
を、知ろう！→考えてみよう！→ るお手伝いができればと考えています。
松下 幸司（教育学部 准教授）
創ってみよう！→やってみよう！
①ICTを活用した学びを「知ろう！」
②ICTを活用した授業デザインを・デジタル教材を「考えて
みよう！」
③簡単なデジタル教材を・授業を「創ってみよう！」
④ICT機器を使って、実際に操作を「やってみよう！」

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

作曲家が自身の作品に託した表現（思い）を，DTMを用いた
MIDIデータの作成，及び共通教材，主な合唱曲や器楽曲等
を保科洋のエネルギー思考に基づきアナリーゼすることによ
り探っていきます。このことは新学習指導要領における「歌
詞の内容，曲想を生かした表現を工夫し，思いや意図をもっ
岡田 知也（教育学部 教授）
て歌う・演奏する（小学校）」や「音楽を形づくっている要素や
構造と曲想とのかかわりを理解して聴き,根拠をもって批評
するなどして,音楽のよさや美しさを味わう（中学校）」活動の
教材研究や，音楽表現に関わる指導・支援等に関連しま
す。

香川大学

83)表現を探る

香川大学

この３０年間、ニュージーランドにおける中高等学校での第２
言語教育は大分変わりました。教授法および評価する方法
や基準が変わってきました。いろいろなことばが教えられて
84)ニュージーランドにおける高等
います。今，昔のペーパー・テストよりある程度学生自身が
ポール・バテン（教育学部 准教授）
学校での第２言語教育：過去と現
作った「プロジェクト」等が評価されます。どのことばが人気
在
ありますか。学生の希望はなんでしょうか。シラバスに何が
載っていますか。この変化に焦点をあてて、いろいろ議論し
て行きたいと思います。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

香川県高松市

6時間 平成25年11月16日

教諭

小、中・高（音）
教諭

6,000円

14人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951391号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成25年11月16日

教諭

小、中・高（英）
教諭

6,000円

20人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951392号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成25年11月16日

教諭

小、中、高 教諭

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951393号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

85）中国系文化と社会の現在

長い歴史を有する中国系の文化が今日どのように受け継が
れ、社会生活の中でどのような位置を占めているかを、中
国、台湾や他の華僑居住地域を例に考察する。合わせて現
在の中国や台湾の社会、人々の考え方の背景についても触
高橋 明郎(経済学部 教授）
れる。現在日本には多くの華僑・華人が生活しており、その
王 維（経済学部 教授）
子弟を担任したり教育したりする機会も少なくないであろう。
その意味でも、特に現在の中国や台湾についての知識は教
科に関わらず重要である。所謂漢文（古典）作品講読や絵
画・音楽の鑑賞をする講義ではないので注意してほしい。

香川大学

86)性はなぜあるのか

「性はなぜあるのか？」これは生物学上最も深遠な謎であ
る。学校教育の場では、有性生殖性の仕組みについての説
明はなされているが、その存在理由（＝機能）を考えるという
松本 一範（教育学部 准教授）
ことは行われていない。この講座では、その存在が当然のこ
とであると認識されている“性”の意味を進化生物学的な観
点から解説し、性にまつわる諸現象を紹介する。

香川県高松市

6時間 平成25年11月17日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

25人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951394号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

87）発達障害の心理学

この講義では、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多
動性障害など発達障害を理解するための心理学的アプロー
チについて説明する。特に自閉症を取り上げ、基本的な障 恵羅 修吉（教育学部 教授）
害理解に関する内容と、心理学的研究における最近のトピッ
クを紹介する。

香川県高松市

6時間 平成25年11月17日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

30人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951395号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

88）数学の考え方

数学は単に計算するものではなく、自然科学など様々なもの
を記述する言葉でもある。したがって数学を実際に“使える”
ようになるためには、数学の概念の定義や意味を理解して
いなければならない。この講座では、普段当たり前のように
使っている数の概念から微積分まで中学・高校の数学の内 野原 雄一（教育学部 准教授）
容、さらに大学で学ぶような少し進んだ内容のうちのいくつ
かを取り上げ、それらがどのような意味を持つものなのかを
改めて考えながら、数学の基本的な考え方についてお話し
したい。

香川県高松市

6時間 平成25年11月17日

教諭

中・高（数学） 教
諭

6,000円

30人

平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951396号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

89）高校倫理をアクティブに教え
る

サンデル教授の「白熱教室」が知られるようになってしばらく
経ちますが、ここでは学生が授業に能動的に参加できるよう
なアクティブ・ラーニングの観点から高校倫理の授業構成法
を考えてみたいと思います。現在では徐々に「知識をいかに
三宅 岳史（教育学部 准教授）
覚えているか」ではなく、「知識をいかに活用できるか」という
パラダイム転換が起こりつつあります。そのような動向を踏
まえながら、高校倫理の授業構成や教材の検討を行いま
す。

香川県高松市

6時間 平成25年11月17日

教諭

高（公民） 教諭

6,000円

25人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951397号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

90）篆刻－印章の制作－

石印材を利用して、印章を制作する。自己の姓名印の他、
詩句印や肖形印など受講者の興味関心に応じて行う。小中
小西 憲一（教育学部 教授）
学校書写から高等学校書道に至るまで、授業での必要性や
応用を考慮していきたい。

香川県高松市

6時間 平成25年11月17日

教諭

小、中（国）、高
（書） 教諭

6,000円

24人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951398号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

91)マーケティング・エコノミクス

マーケティングや流通の全般的なトピックスについて、具体
的な事例を取り上げながら、消費者の行動や企業の戦略に 大北 健一（大学院地域マネジメント研究科 准
香川県高松市
関する理論のエッセンスを示すとともに、実践的なアイデア 教授）
を「一緒に」検討してみたいと考えています。

6時間 平成25年11月17日

教諭

全教諭

6,000円

30人 平成25年4月15日～
平成25年4月26日

平251006951399号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

中国の書論を読む

高校書道の教育実践にあたって，書論についてはあまり
触れられることはないように思われる。これは，教科書に取
り上げることが少ないことが理由であろうが，書論の多くは
漢文であるために，習得に時間がかかるためとも考えられ
東 賢司（教育学部教授）
る。一方，高校書道の教員免許を取得するためには，「書
論，鑑賞」の単位を取得する必要があるが，これは，書論に
書の本質や重大な歴史的事実が書かれることがあることに
よる。本講習は，受講生が，中国の書論数点を順番に輪読
し，その内容を理解する。

愛媛県松山市

6時間 平成25年6月22日

教諭

高等学校書道教
諭

6,000円

3人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051242号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

歌唱のための基礎知識と実践

発声の基本理論を概説し，理論と照らし合わせながら実習
を通して学ぶ。また，小学校や中学校で扱われる楽曲を用
いて，歌唱演習を行い，発声法や指導法のポイントについて
木村 勢津（教育学部教授）
考察を行う。本講習は，受講者自身が歌唱演習を通じて，発
声や歌声の変化を感得することに重点を置き，今後の指導
に役立てるヒントを提供したいと考えている。

愛媛県松山市

6時間 平成25年6月22日

教諭

小学校・中学校
音楽教諭

6,000円

20人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051243号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

評価に焦点をあてた学校改善のためには，評価データか
ら有用な知見を生成する「分析」と，分かりやすくなおかつ刺
Excelを活用した学校評価データ
激を与える「表現」が必要不可欠である。本講習では，教員 露口 健司（教育学部准教授）
分析入門
にとって最も身近なソフトであるExcelを使い，評価データの
効果的な分析・表現方法の基礎を習得する。

愛媛県松山市

6時間 平成25年6月22日

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

6,000円

50人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051244号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

三浦 猛（社会連携推進機構南予水産研究セン
愛媛県南宇和
ター教授）
三浦 智恵美（社会連携推進機構南予水産研究 郡愛南町
センター講師）

6時間 平成25年6月22日

教諭

中学校理科・高
等学校理科・高
等学校水産教諭

6,000円

10人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051245号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

教諭

小学校教諭

6,000円

40人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051246号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

6,000円

50人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051247号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

小学校・中学校
美術・高等学校
美術・高等学校
工芸教諭

6,000円

20人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051248号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

海洋生物教育の最前線１

海面養殖とは海洋環境を利用し海洋生物を育成する営み
である。養殖の効率化や，新しい生物種の養殖方法の確立
には，対象種の生物学的な特性を良く理解し，人為的に制
御する必要がある。本講習では，以下の養殖技術について
生命科学の視点から実習を交えて解説し，産業の発展に対
する生物学の重要性を考察する。
1． 種苗生産に関わる生物学
2． 養殖の成熟リスク
3． 飼料による魚病対策
4． 真珠養殖

学習理論からボールゲームをみ
なおす

ボールゲームには，ボールを操るテクニックばかりでなく，
ボールの位置，味方や相手の動きなどのゲーム状況から得
られるさまざまな情報からゲーム展開を予測し，どのように
プレーすればよいかを自分で判断する面白さがある。本講
田中 雅人（教育学部教授）
習では，「観て，考えて，動く」というボールゲームの本質的
な楽しさに触れるとともに，判断する力を育てるための学習
環境をどのようにデザインすればよいかを運動学習理論に
基づいて考える。

愛媛県松山市

6時間 平成25年6月29日

才能ある子どもの個性や能力を
伸長する教育

幼い頃より，身の回りの事物現象に強い関心を示したり，
驚くような抽象的で創造的な思考を示したりする子どもは少
なからず存在する。彼ら/彼女らは，通常学級での学習内
容・指導方法では不適応を示し，学習困難に陥ることもあ
る。本講習では，①才能豊かな児童生徒の特徴，②才能豊
隅田 学（教育学部准教授）
かな児童生徒のためのプログラム・カリキュラム開発，③才
能豊かな児童生徒に対する授業方法と教材，④才能豊かな
児童生徒の評価，の四点から，国内外の先端的な事例の紹
介を交え，教育実践の多様化・高度化の在り方について考
察を行う。

愛媛県松山市

6時間 平成25年6月29日

工作・工芸教育における道具の
取り扱い講座

本講習では，「木のスプーン」を制作する。制作の過程で，
のこぎりや小刀，彫刻刀などの道具の適切な使用方法を改
めて確認し，こうした道具を使用することの教育的意義を再
考する。また，本講習を通して身に付けた知識や技能をいか
福井 一真（教育学部講師）
し，子どもたちの造形活動をより安全に，より充実した内容
に発展させることをねらいとしている。そのため，刃物を中心
とした道具の取扱いに自信のない方にもご参加いただきた
い。

愛媛県松山市

6時間 平成25年6月29日

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

愛媛大学

本講習では，算数科において論理的な考えを指導するこ
とについて，理論的な考察と実践的な話題を提供する。論理
的な考えは算数教育では「筋道立てた考え」として，研究・実
践が行われて来たが，論理的考えとは何であるのか，明瞭
算数科における論理的考えの指 では無いというのが実情である。本講習では，「子どもにお
藤本 義明（教育学部教授）
ける論理的考えの実態」「論理的考えの研究動向」につい
導
て，ここ半世紀あたりの歴史を振り返りながら考察する。さら
に，最近の「読解力の育成」と関連した指導実践など「論理
的考えの指導の動向」「論理的考えの指導のポイント」を紹
介する。

愛媛県松山市

6時間 平成25年6月30日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051249号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

本講習では，電気エネルギーから力学的エネルギー（モー
タ），電気エネルギーから光エネルギー（発光ダイオード）な
どのエネルギー変換をものづくりを通じて考える。高速スイッ
ものづくりを取り入れた電気の利
チングによってこれらの機器を制御するパワーエレクトロニ
大西 義浩（教育学部准教授）
用 ～パワーエレクトロニクスと制
クスとの関連も取り扱い，省エネルギー技術についても考え
御～
る。主な受講対象者は小学校・中学校理科・中学校技術教
諭であるが，余裕がある場合は，中学校他教科・高等学校
教諭も受け入れる。

愛媛県松山市

6時間 平成25年6月30日

教諭

小学校・中学校
理科・中学校技
術教諭

6,000円

10人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051250号

089-927-9159

http://www.ehimeu.ac.jp/

歴史からみる簿記と会計の接点

簿記と会計との間には，経済活動体の経済活動等を対象
とする点で類似するが，どこに違いがあるのか。そこで，簿
記や会計はどのように発展変化してきたのかを経済社会の
歴史的変遷の中で取り上げることで，複式簿記と会計との関 西村 勝志（法文学部教授）
係について考察したい。さらに，バブル経済崩壊などによる
会計への影響を取り上げることで，今後の会計の方向性を
見出したい。

愛媛県松山市

6時間 平成25年6月30日

教諭

高等学校商業教
諭

6,000円

20人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051251号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

特別支援教育概論

特別支援教育について，その対象と対応について講習す
る。特別支援学校で学ぶ幼児児童生徒に加え，特別支援学
級や通常の学級で学ぶ特別な支援を必要とする幼児児童
樫木 暢子（教育学部講師）
生徒について，それぞれの専門領域・複合領域の視点か
ら，評価の方法や支援の方法を学ぶ。全教員を対象とする
ことから，特別支援教育の大枠について概論的な内容を含
む内容を取り扱う。

愛媛県新居浜
市

6時間 平成25年7月13日

6,000円

60人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051252号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

犯罪と刑罰：刑事法概論

本講習では，犯罪への制度的対応を概説しながら，刑事
法の意義，目的について考える。さらに，わが国の犯罪情勢
を概観するとともに，いくつかの犯罪学理論を紹介し，犯罪
問題への取り組み方（刑事政策）についても議論したい。裁 松原 英世（法文学部教授）
判員制度が始まった現在，犯罪問題はもはや他人事ではな
い。本講習を通じて，刑事裁判や犯罪問題を理解する基本
的な視角を提供できればと考えている。

愛媛県新居浜
市

6時間 平成25年7月13日

教諭

中学校社会・高
等学校公民教諭

6,000円

40人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051253号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

物理学最前線Ⅴ

本講習では2人の担当講師によって異なる話題が提供され
る。一つは，”光”に関する話題である。光の基本的な特性で
ある反射や屈折，偏光性は，光を電磁波として扱うことで理
解することができる。本講習では初歩的な電磁気学を通じて
近藤 久雄（大学院理工学研究科助教）
これらの現象を解説する。もう一つは「素粒子物理学最前
柏 太郎（大学院理工学研究科教授）
線」と題し，物質の起源を探る歴史を概観しつつ，その典型
である原子論の方法に沿ってミクロレベルでの性質に触れ
ながら，現代素粒子物理学の到達点である標準模型を解説
する。

愛媛県新居浜
市

6時間 平成25年7月13日

教諭

中学校理科・高
等学校理科教諭

6,000円

30人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051254号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

放射線の人体影響と防護

本講習は講義と実習等から成る。講義は，放射線の基礎
知識，放射線の人体への影響，放射線の防護等である。実
習は，放射線測定器による身の回りの放射線の測定，霧箱
による放射線飛跡の観察である。特に本講習では，自由な 増田 晴造（先端研究・学術推進機構総合科学
質疑応答の時間を多く作ることも予定している。教員は，福 研究支援センター講師）
島第1原発の事故以来，国民の関心が高くなっている放射
線について学習することで，学校で生徒達に放射線授業を
行うのに必要な知識等を習得する。

愛媛県松山市

6時間 平成25年7月13日

6,000円

100人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051255号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

愛媛大学

講習の名称

講習の概要

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

担当講師

講習の開催地

教育評価の最終的な目標は，子ども自身が自らを評価し，
それぞれの目標に向かって行動修正することができるように
なることである。毎日の授業でこのような自己評価能力を育
成し，学習内容の十分な定着を図るためには，子どもたちは
子どもの自己評価能力をはぐくむ 自らの学習をふり返り，友達と協同で学習を進めながら互い
富田 英司（教育学部准教授）
を高め合うことが必要である。本講習は，自己評価能力の力
モニタリング訓練法
を高めるための授業作りについて，メタ認知や評価，及び動
機づけに関する理論に基づいて，毎日の授業の中で活かせ
る具体的なワークシートの作り方や授業設計の方法などを
学ぶ。

愛媛県松山市

6時間 平成25年7月13日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051256号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛県松山市

6時間 平成25年7月13日

教諭

小学校・中学校
理科・高等学校
理科教諭

6,000円

30人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051257号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

30人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051258号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

生き物と地球の見方と調べ方

新学習指導要領に提示された小学校・中学校理科の「生
命」・「地球」を柱とした学習内容の教材構成と系統性につい
て解説する。また，いくつかの単元を題材にして，観察実験 日詰 雅博（教育学部教授）
などの実習を取り入れながら，授業づくりにつながる教材研 山﨑 哲司（教育学部教授）
究の方法，観察実験の理科学習における位置づけ，課題設 向 平和（教育学部准教授）
定，観察実験の結果の解釈と表現などについて学ぶ。教材
の内容については，植物と化石について観察しながら学ぶ。

愛媛大学

環境教育・ESD

新学習指導要領からすべての教科にESD（持続発展教育）
の理念が反映され，実践で具現化することが求められてい
る。本講習では，前半に，ESDの理念と環境教育の中での
生かし方について，国内外の動向を見ながら学ぶ。後半は，
小林 修（国際連携推進機構准教授）
授業活動に生かすことのできるグループワーク教材を例に
実践しながら学ぶ。また，教員のみなさんが行っている既存
の環境教育活動をESDの視点から捉え直す機会も設ける予
定である。

愛媛県新居浜
市

6時間 平成25年7月14日

教諭

小学校・中学校
理科・中学校社
会・高等学校理
科・高等学校地
理歴史・高等学
校公民・高等学
校農業・高等学
校水産・特別支
援学校教諭

愛媛大学

折り紙と数理パズルからみる算
数・数学の世界

折り紙や数理パズルといった遊びのなかにも算数・数学的
な考え方を必要とするものが多くある。
平田 浩一（教育学部教授）
本講習では折り紙や数理パズルの中にひそむ数学に着目
張間 忠人（教育学部准教授）
し，その数学的な背景を知るとともに，最近の数学研究との
関連についても紹介する。

愛媛県新居浜
市

6時間 平成25年7月14日

教諭

小学校・中学校
数学教諭

6,000円

40人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051259号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

英語圏文化の最新事情と英語教
育ⅠＡ

文学作品や映画の文化的発展を含むアメリカとイギリス文
化の最新の傾向について学ぶ。
Edward MARX (マークス・エドワード)（法文学部 愛媛県新居浜
また，ebookやオンラインコースのような最新の教育技術に
准教授）
市
ついての知識を深める。
なお，本講習で使用する言語は主に英語である。

6時間 平成25年7月14日

教諭

中学校英語・高
等学校英語教諭

6,000円

40人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051260号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

平成23年度から実施の学習指導要領において，小学校の
「伝統的な言語文化」が明示され，いわゆる古典が学習内容
に組み入れられた。本講習では，小学校の学習内容にふさ 三浦 和尚（教育学部教授）
小学校国語科教育の内容と方法 わしい古文・漢文を取り上げ，その内容についての理解を深 小助川 元太（教育学部准教授）
める。また，小学校における「伝統的な言語文化」の学習指 太田 亨（教育学部准教授）
導の在り方について，短歌・俳句も含め取り上げ，考察す
る。

愛媛県松山市

6時間 平成25年7月14日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051261号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛県松山市

6時間 平成25年7月14日

教諭

中学校数学・高
等学校数学・高
等学校情報教諭

6,000円

50人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051262号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛県松山市

6時間 平成25年7月14日

教諭

中学校保健体
育・高等学校保
健体育教諭

6,000円

50人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051263号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

次の3つの項目についてやさしく解説する。
1) 漸化式の解法：隣接2項間あるいは隣接3項間の線形の
漸化式，一次分数形の漸化式，連立の漸化式などの一般項
を求める方法を解説する。
内藤 学（大学院理工学研究科教授）
2) フィボナッチ数列：フィボナッチ数列は見かけの単純さに 内藤 雄基（大学院理工学研究科教授）
比べて実に多くの興味深い性質をもっている。それらのいく 柳 重則（大学院理工学研究科准教授）
つかを述べる。
3) 累乗和：ベルヌーイ数について分かりやすく解説し，応用
例として，自然数のべき乗和を求める公式を紹介する。

愛媛大学

数列（漸化式）・数列の和

愛媛大学

すべてのトレーニング方法や理論に，学術的な裏づけや根
拠があるわけではない。新興トレーニングの良し悪しを判断
するためにはトレーニングの原理・原則の基本に立ち返って
部活動に役立つ！？ トレーニン 考えることが重要だと考える。そのため，本講習では，トレー
山本 直史（教育学部講師）
グ理論
ニング理論の基本を再復習する。また，様々なトレーニング
メニューを部活動で活用できるように，実技も含めて実践し
ながら学ぶ。体育教諭以外の部活動顧問教諭も受け入れ
る。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

構成的学習指導のあり方

１．数学（算数）的概念の形成・理解について（構成の原理）
２．算数・数学の学習における他者との相互作用について
３．教師の役割
４．主体的な学習を促す教材・題材について
吉村 直道（教育学部准教授）
５．構成的な学習を目指した学習展開の工夫
この５つのテーマをもって，主体的な学習を促す教材開発や
学習展開について協議・検討する。構成的な学習指導の理
論を理解することによって，日頃の算数・数学の学習指導を
反省しよりよい実践につなげることができると考える。

愛媛県新居浜
市

6時間 平成25年7月20日

教諭

小学校・中学校
数学・高等学校
数学教諭

6,000円

60人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051264号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

小学校英語活動の進め方

「外国語活動」に関する基礎的研修を行う。具体的には，
(1) これまでの小学校英語活動の概観，(2) 「外国語活動」実
施上の留意点の解説，(3) 様々な英語活動の体験，(4) DVD
を活用した「外国語活動」授業の分析，(5) 楽しみながら行う
池野 修（教育学部教授）
英語発音講座の実施などを含んだ内容とする予定である。
本講習は，過去数年に愛媛県の教員研修会等で講師が
扱った内容と重なる部分があるので，その点も考えて受講を
検討されたい。

愛媛県新居浜
市

6時間 平成25年7月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051265号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

国文学：近代の文学

日本の近現代文学を対象に，近年の研究動向を踏まえな
がら文学テキストの解釈/分析方法について検討する。その
際には，昨今の学校教育や社会をめぐる話題についても，
文学研究や批評理論とともに触れることにしたい。本講習の
中根 隆行（法文学部准教授）
ねらいは，文学テキストをどう読むのかということとともに，そ
れを読む私たちを考えることにある。とりあげる文学テキスト
にかんしては，近代の短篇小説を主とするが，現代小説や
詩歌も考えている。

愛媛県新居浜
市

6時間 平成25年7月20日

教諭

中学校国語・高
等学校国語教諭

6,000円

40人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051266号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

聴覚障害の要因とその障害がある幼児児童生徒の教育
法について学ぶ。また，聴覚補償から情報保障までの考え
方について紹介するとともに，聴覚障害児教育における言
語指導法の変遷について概説し，代表的な言語指導法につ 高橋 信雄（教育学部教授）
特別支援教育（聴覚障害児教育）
いて紹介する。さらに，聴覚障害児教育における手話から人 立入 哉（教育学部教授）
工内耳による聴覚法までの多様なコミュニケーションモード
の違いと特性を学び，現在の聴覚障害における課題を考え
る。

愛媛県松山市

6時間 平成25年7月20日

6,000円

30人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051267号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

粘土鉱物の材料としての応用として，特に，現在問題と
なっているCsイオンに関する基礎知識や研究内容を学ぶ。
更に，生命活動を化学の視点から理解するため，DNA複製 内藤 俊雄（大学院理工学研究科教授）
生命科学，材料科学の最先端を
の際の変異の誘発機構について学ぶ。また，多くの物理現 佐藤 久子（大学院理工学研究科教授）
理科教育に取り入れる
象や化学変化の基本となる物質中の電子の挙動を，分子・ 紙谷 浩之（大学院理工学研究科教授）
原子同士の相互作用という観点から統一的に整理し，伝導
性や磁性を例にとって学ぶ。

愛媛県松山市

6時間 平成25年7月20日

教諭

中学校理科・高
等学校理科教諭

6,000円

50人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051268号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

子どもの問題行動とその背景

『生徒指導提要』(H.22.3 文部科学省発行)にある子どもの
問題行動のいくつかの事例を取り上げ，なぜそのような問題
行動が起きるのかその背景について考えたい。取り上げる
平松 義樹（教育学部附属教育実践総合セン
具体的事例としては，主として小学校と中学校である。都市
ター教授）
化や少子化，情報化などが進展する社会構造上の変化を視
野に入れながら，学校や家庭でどのような取り組みをしてい
けばよいか考える。

愛媛県松山市

6時間 平成25年7月20日

教諭

小学校・中学校
教諭

6,000円

50人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051269号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

スポーツの社会学

Ⅰ，総合型地域スポーツクラブと国体：総合型地域スポーツ
クラブの必要性（教育的機能・経済的機能・社会的機能）を
概説し，平成29年に愛媛県で開催される国体の現状と問題
堺 賢治（教育学部教授）
点を指摘し，優勝するためのプランを概説する。
藤原 誠（教育学部教授）
Ⅱ，生涯スポーツの現状と問題点を指摘し，生涯スポーツの
基盤となる子どものスポーツをめぐる現状と課題を概説す
る。

愛媛県新居浜
市

6時間 平成25年7月21日

教諭

小学校・中学校
保健体育・高等
学校保健体育教
諭

6,000円

80人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051270号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

歴史研究と歴史教育ⅡＡ

〈伊予国の古代史〉古代の伊予国についていくつかの視点
から検討を加え，歴史教育の具体的素材として提供する。具
体的には，以下の三点を中心とする。①七世紀後半に斉明
天皇が熟田津に来幸した理由を，当時の東アジア情勢と関 寺内 浩（法文学部教授）
連づけて考える。②租税，交通，文化などの面から，奈良・
平安時代の伊予国について考える。③藤原純友の乱を，平
将門の乱と比較しながら考える。

愛媛県新居浜
市

6時間 平成25年7月21日

教諭

中学校社会・高
等学校地理歴史
教諭

6,000円

40人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051271号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

電話番号

ＵＲＬ

講習の開催地

愛媛大学

講習の概要

時間数

担当講師

愛媛大学

講習の名称

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

環境と経済・経営

本講習は，環境問題を経済学的視点からアプローチするこ
とによって，環境問題に対する基本的認識をしっかり身に付
けることに主眼がおかれている。環境と経済のトレード・オフ
関係，新自由主義と経済のグローバル化，企業の環境経営
松井 隆幸（法文学部教授）
などを考察することで，環境問題の問題の所在を明らかにす
る。さらに我が国と欧州の環境政策を比較し，環境への取組
み姿勢と学校教育課程を含む環境教育の大切さを欧州に
学ぶ。

愛媛県新居浜
市

6時間 平成25年7月21日

教諭

高等学校商業教
諭

6,000円

20人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051272号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

これからの保育者に求められる
幼児理解と保育実践

現在の子どもをとりまく環境は急激に変化してきており，幼
稚園教育においても，新たな専門性がさまざまな側面から
要求されるようになってきた。本講習では，カウンセリング・
マインドと保育のあり方，特別な支援を必要とする幼児の理 青井 倫子（教育学部教授）
解と対応，共同的な学びを実現する保育実践，保育評価の 深田 昭三（教育学部教授）
方法，幼児教育における情報機器利用など，より深い幼児
理解を行い，新時代に求められる保育実践を行うための基
礎的な知識を学ぶ。

愛媛県松山市

6時間 平成25年7月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

70人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051273号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

社会経済情勢が大きく変化し，日々忙しい生活を送る中
で，人々は，毎日の「食」の大切さを忘れがちである。食生活
においては，栄養の偏り，不規則な食事，肥満や生活習慣
ライフステージに応じた食教育に 病の増加，過度の痩身志向等の問題に加え，「食」に関する
垣原 登志子（教育･学生支援機構助教）
情報が社会に氾濫する中で，人々は，食生活の改善の面
ついて
や，「食」の安全の確保の面からも，自ら「食」のあり方を学
ぶことが求められている。本講習では，「食」に関する問題を
様々な面から考えていく。

愛媛県松山市

6時間 平成25年7月21日

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

6,000円

100人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051274号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

身の回りには，必ずしも教材としては直接取り扱われては
いないが，非常に興味のある事物・現象が存在する。それら
身の回りの事物・現象の見方と調 をいくつか紹介するとともに，実際に実験を行って理解を深
めることを目的としてこの講習を行う。主なテーマとしては，
べ方
①物の動きの規則性，②くらしにおける電気とエネルギー，
③光と色，④色で判る化学実験を予定している。

愛媛県松山市

6時間 平成25年7月21日

小学校・中学校
理科教諭

6,000円

30人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051275号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

教育実践と教師 －私の教師生
活を振り返る－

愛媛県松山市

6時間 平成25年7月27日

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

6,000円

100人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051276号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

住宅・住生活は，少子高齢化の進展，暮らしの多様化複雑
化の中で大きく変容しつつある。家族・コミュニティ・環境とと
地域にねざした住まい・まちづくり もにある住宅・住生活を念頭に，地域にねざした住まい・ま
曲田 清維（教育学部教授）
学習
ちづくり学習のあり方を概説・紹介するとともに，ペーパーク
ラフトによる作業やミニ討論を通じて，新しい学習の方向性
をともに探る。

愛媛県松山市

6時間 平成25年7月27日

小学校・中学校
家庭・高等学校
家庭教諭

6,000円

30人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051277号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

幼児期から子どもの個性を伸ば
し可能性を拡げる科学体験活動

21世紀を迎えて，幼い子どもたちであっても科学的な有能
性を示す研究が世界中で報告されている。
我が国では，幼い子どもたちの興味・関心が大切にされ，
自発的な活動が重要視されているのが特徴である一方で，
同年齢段階の子どもたち向けの諸外国の科学カリキュラム
隅田 学（教育学部准教授）
の到達点から考えると，幼年期の素朴な知的好奇心を科学
的な探究や思考に十分橋渡しできていない可能性が高い。
本講習では，国内外の具体例を交え，環境や自然事象へ
の関わりを通した子どもの学びの深化や拡充について考察
を行う。

愛媛県松山市

6時間 平成25年7月27日

教諭 幼稚園・小学校・
養護教 特別支援学校教
諭
諭，養護教諭

6,000円

30人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051278号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

特別支援教育概論

特別支援教育について，その対象と対応について講習す
る。特別支援学校で学ぶ幼児児童生徒に加え，特別支援学
級や通常の学級で学ぶ特別な支援を必要とする幼児児童
吉松 靖文（教育学部准教授）
生徒について，それぞれの専門領域・複合領域の視点か
ら，評価の方法や支援の方法を学ぶ。全教員を対象とする
ことから，特別支援教育の大枠について概論的な内容を含
む内容を取り扱う。

愛媛県西予市

6時間 平成25年7月27日

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051279号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

愛媛大学

熊谷 隆至（教育学部准教授）
細田 宏樹（教育学部准教授）
大橋 淳史（教育学部准教授）
福山 隆雄（教育学部准教授）

教師としての専門的な力量を向上させるためには，省察
（リフレクション）という視点が必要不可欠である。本講習で
は，受講者自身の教師生活を振り返る作業をとおして教師 釜田 史（教育・学生支援機構講師）
生活に影響を与えた転機とは何か，その中で教育に対する 山﨑 哲司（教育学部教授）
見方がどのように変化してきたのかなどについて整理し，教
師生活を見通した今後の課題を設定する。

教諭

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

ことばの科学としての国語学Ⅰ

国語の授業を行うにあたっては，日本語の特質を理解して
おく必要がある。古典語から現代語における事象について，
具体的な事例を紹介し，国語の授業にどのように位置づけ
秋山 英治（法文学部准教授）
るかを考察する。日本語を客観的に捉えることで，日本語へ
の理解を深めるとともに，日本語への興味・関心を高めるこ
とを目標とする。

愛媛県西予市

6時間 平成25年7月27日

教諭

中学校国語・高
等学校国語教諭

6,000円

40人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051280号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

経済学の古典と現代社会

中学校社会及び高等学校公民で扱う経済学に関する内容
は，古典派経済学やケインズ経済学のごく一部である。担当
講師の専門である経済学史からこれらの経済学の位置を確
定し，受講者が経済学の体系的知識を身につけることに
赤間 道夫（法文学部教授）
よって，中学校及び高等学校での教科教育の内容充実に繋
げることを目的としている。中学校社会及び高等学校公民の
教科書を参照しつつ，経済学が果たす役割も同時に分析す
る。

愛媛県西予市

6時間 平成25年7月27日

教諭

中学校社会・高
等学校公民教諭

6,000円

40人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051281号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

対話と理解の心理学

昨今，社会状況が変化する中で心理的に不安感を抱く方
が増え，子どもや家族の問題も多様化・複雑化していると言
われている。本講習では，臨床心理学の視点から児童生徒
を取り巻く問題に焦点を合わせ，人のこころと「対話」し，「理
信原 孝司（大学院教育学研究科准教授）
解」することについて取り上げる予定である。具体的には，
不登校やいじめ問題，保護者対応等への理解を深め，対話
のための演習も用いながら，学級運営や教育相談活動に資
する内容にしたいと考えている。

愛媛県松山市

6時間 平成25年7月28日

6,000円

96人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051282号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

アートを媒介としたゲームの実践と教材研究を行う。子ども
たちにとってのアートとの出会いは，知識や技術が先にくる
ものではなく，目の前にある色や形，質感，空間・・・さまざま
なものを感じ，見立てや遊びの中にある。鑑賞学習において
アートゲーム －鑑賞学習のヒン
もアートとの出会いは同じである。本講習ではその出会いを 杉林 英彦（教育学部講師）
ト－
ゲームとして実践する方法を学び，教材を開発し実践する力
を身につける。また，アートゲームを介した子どもとのコミュ
ニケーションを取る方法を学び，子ども相互のコミュニケー
ションを促す力を身につける。

愛媛県松山市

6時間 平成25年7月28日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校美術・高
等学校美術・高
等学校工芸・特
別支援学校教諭

6,000円

40人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051283号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛県松山市

6時間 平成25年7月28日

教諭

高等学校工業・
高等学校情報教
諭

6,000円

40人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051284号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

本講習は，情報を活用していく技能・能力を養うことを目的
として，情報リテラシー分野における2つの内容（コンピュータ
および情報表現）を紹介します。
1つ目のコンピュータでは，①コンピュータアーキテクチャ，② 二宮 崇（大学院理工学研究科准教授）
OS，③言語処理系について解説します。
宇戸 寿幸（大学院理工学研究科准教授）
2つ目の情報表現では，①デジタル表現の基本となる2進
数，②MP3・JPEGに代表される音楽・画像ファイルについて
解説します。

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

電話番号

ＵＲＬ

講習の開催地

愛媛大学

講習の概要

時間数

担当講師

愛媛大学

講習の名称

愛媛大学

情報工学概説

愛媛大学

学習指導要領における国語科教育の学習内容は，基本的
に三領域（話すこと・聞くこと，書くこと，読むこと）と「伝統的
な言語文化と国語の特質に関する事項」の一事項から成り
佐藤 栄作(教育学部教授)
中学校・高等学校国語科教育の 立っている。
中西 淳(教育学部教授)
内容と方法
本講習は，それらを踏まえながら，国語科教育の方法につ
青木 亮人(教育学部准教授)
いて国語科教育学の視点から，国語科教育の内容について
国語科内容学（日本文学・日本語学）の視点から授業を展
開する。

愛媛県西予市

6時間 平成25年7月28日

教諭

中学校国語・高
等学校国語教諭

6,000円

50人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051285号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

本講習は北米（アメリカ及びカナダ）以外の英語圏を対象
とする。具体的には，英国（①イングランド，②スコットラン
ド），オセアニア（③オーストラリア，④ニュージーランド），ア
英語圏文化の最新事情と英語教 ジア（⑤シンガポール）の文化事情を取り上げる。これらの国
井上 彰（法文学部准教授）
育ⅠＢ
及び地域における過去5年間の現地調査の成果に基づき，
伝統的で固有の文化事情から変わりゆく最新の実情までを
紹介する。また，こうした文化事情をどのような形で英語教
育の中に取り組んでいくべきかを考察する。

愛媛県西予市

6時間 平成25年7月28日

教諭

中学校英語・高
等学校英語教諭

6,000円

40人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051286号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

ピアノ演奏の基礎的演習

本講習では，ブルグミューラーの演習と分析を通して，ピア
ノの演奏表現及び技術を習得し，作品の形式について学習
する。受講者は事前に「ブルグミューラー：25の練習曲
福富 彩子（教育学部講師）
Op.100」の楽譜を購入の上，任意の1曲を選択して演奏でき
るように準備しておくこと。なお，暗譜は，不要である。

愛媛県松山市

6時間 平成25年8月3日

教諭

小学校・中学校
音楽・高等学校
音楽教諭

6,000円

15人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051287号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

西洋史および東洋史について近年の新しい研究動向を紹
介するとともに，それをどのように教育に生かしたらよいかに
ついて考える。東洋史については古代中国史について概観 吉田 正広（法文学部教授）
する。西洋史については20世紀におけるヨーロッパの歴史 若江 賢三（法文学部教授）
について，画像史料を使った研究・教育の進め方の一例を
紹介する。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

http://www.ehimeu.ac.jp/

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

6,000円

30人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051289号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

6,000円

100人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051290号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

中学校社会・高
等学校公民教諭

6,000円

40人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051291号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

教諭

中学校英語・高
等学校英語教諭

6,000円

40人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051292号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051293号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

100人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051294号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

50人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051295号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

愛媛県松山市

6時間 平成25年8月3日

愛媛大学

日本では1年間で3万人以上の人が，うつ病を発症してい
る。これは交通事故死の4倍以上に該当する。また，潜在的
加藤 匡宏（教育学部附属教育実践総合セン
子ども・保護者・教師のメンタルヘ
抑うつ者はその10倍と報告されており，うつを理由に休職し
ター准教授）
ルス
ている現状が報告されている。本講習では，学校現場で発
生するうつの原因と対策について講義をする予定である。

愛媛県松山市

6時間 平成25年8月4日

保守主義とは何か

保守主義の多義性を理解しつつ，保守主義の意義に思い
及ぶこと。これが本講習の狙いである。
『保守主義とは何か』（野田裕久編，ナカニシヤ出版，2010
年）をテキストとして用いる。次の五つのテーマを取り上げ
る。
野田 裕久（法文学部教授）
1．「保守主義」の意味と用法
2．ヒュームとバークの保守主義倫理
3．イギリス保守主義の二大源流
4．トクヴィルと『アメリカにおける民主主義』
5．大戦間期オーストリアの保守思想と国民国家

愛媛県松山市

6時間 平成25年8月4日

教諭

多様な英語コミュニケーション活
動

「英語コミュニケーション活動（＝英語で考えや想いを伝え
合う活動）」をテーマとして，活動体験型の講習を行う。Story
Retelling，Chain Letters，様々なDiscussion活動，MicroDebateなどの活動を実際に体験しながら，また関連の授業
池野 修（教育学部教授）
実践をDVDで視聴することを通して，その背景にある教授原
理（e.g. コミュニケーションにおける意味の4つのレベル，効
果的な4技能統合）や実施上の留意点などについての理解
を深める。

愛媛県松山市

6時間 平成25年8月4日

子どもの健やかな成長を促す保
育実践

本講習では，幼稚園教育要領の改訂の背景となった社会
の変化や，それにともなう保育のあり方についてとりあげる。
担当者は現場経験者でもあり，多くの事例を取り入れながら
進めたい。
1．社会が大きく変わったがどのようになってきているの
児嶋 雅典（松山東雲短期大学教授）
か，その中で何を大切にするべきか。
菅田 栄子（松山東雲短期大学教授）
2．生活に必要なものがどのようにして作られるのかその
過程を知らない子どもたち。多くの人の苦労，時間，思いが
伝わらない時代。
3．人間は人とのかかわりの中でしか育たない。少子化の
中でどのように社会性を保障するのか。

愛媛県松山市

6時間 平成25年8月20日

特別支援教育（病弱教育）

特別支援教育の考え方，特別支援教育から障害を理解す
る，特別支援教育に関わる障害・病気の医学的理解，障害
や病気を持った人(子ども)の教育支援チームでの教員の支
援のあり方など，子どもがよりよく生きるための具体的支援 長尾 秀夫（教育学部教授）
について共に考える。本講習では自分の経験を基に講義内
容を理解する。対象児1例(障害の有無に関係なく，気になる
子ども）を事前に具体的にイメージしてくること。

愛媛県松山市

6時間 平成25年8月20日

材料学・加工学概論

大学の工学部機械工学系学科で開講している材料学・加
工学の基礎事項を講義する。材料学としては，主として金属
材料の結晶構造と特性を解説し，加工学としては，一般の鋳
造・切削・溶接加工以外の特殊加工学（放電加工，電子ビー 豊田 洋通（大学院理工学研究科准教授）
ム加工，イオン加工，プラズマ加工，レーザー加工）につい
て解説する。最新の生産・加工技術を理解し，自ら適応する
ための基礎知識を身につけることを目標とする。

愛媛県松山市

6時間 平成25年8月20日

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

ＵＲＬ

089-927-8103

五感を用いた観察の重要性および生命徴候を把握するの
に有効かつ簡便である呼吸・体温・脈拍・血圧・意識につい
ての基礎的な知識及び対象者の状況に合わせた的確な測
定技術について再確認することにより，児童・生徒及び職員
乗松 貞子（大学院医学系研究科教授）
バイタルサインの知識と測定技術
の身体の状態把握及び適切な対応に繋げる。水銀血圧計
や電子血圧計による血圧測定やパルスオキシメータを用い
た呼吸機能の測定，聴診器を用いた呼吸音や心音の測定も
行う。

愛媛大学

電話番号

平251007051288号

教諭

中学校社会・高
等学校地理歴史
教諭

認定番号

40人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

6時間 平成25年8月3日

歴史研究と歴史教育ⅡＢ

受講者募集期間

6,000円

愛媛県松山市

愛媛大学

受講料 受講人数

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

教諭

中学校技術・高
等学校工業教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

愛媛大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

本講習では，教育基本法や学校教育法，幼稚園教育要領
等の改正や改訂の背景となった社会状況の変化についてと
りあげる。
1．発達や学びの連続性－幼稚園と保育所や小学校との連
携を考える
高杉 展（松山東雲女子大学教授）
幼稚園の運営に関わる現代的な
2．幼稚園における学校評価－教育の特性，設置主体の多
亀﨑 美沙子（松山東雲短期大学講師）
諸問題
様性などを踏まえた学校評価について考える
3．幼稚園と家庭との連携－子どもの発達を中心にした連携
を考える
4．子育て支援や預かり保育のあり方－幼稚園の機能の拡
充を考える

私たちの身の回りにある題材を選び，中学・高校で学ぶ数
学が現実の社会でどのように使われているかを解説する。
主な話題としては，
(1) 「2の平方根」や「sin32.795」ってどうやって計算するの？ 土屋 卓也（大学院理工学研究科教授）
大塚 寛（大学院理工学研究科准教授）
(2) パラボラアンテナは，なぜ「パラボラ（放物線）」なの？
松浦 真也（大学院理工学研究科准教授）
(3) 折り紙にみる平面幾何
(4) 建築物や家具のデザインには，どんな数学的曲線が使
われているの？
などを予定している。

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

愛媛県松山市

6時間 平成25年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051296号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛県松山市

6時間 平成25年8月23日

教諭

中学校数学・高
等学校数学・高
等学校情報教諭

6,000円

50人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051297号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

30人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051298号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

20人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051299号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

100人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051300号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

私たちの社会の中の数学

愛媛大学

老いを身近に感じることが少なくなった若者にとって，老い
る意味を問い直すことは自分の生き方を考えるうえでも重要
であると考える。本講習では加齢によって生じる心身機能の
高齢者の心と体を知る －地域で 変化や障がい，そして高齢者の発達課題を理解することで，
陶山 啓子（大学院医学系研究科教授）
安心して暮しつづけるために－ お互いに支えあう暮らし方を考える。特に，児童の認知症高
齢者への理解を深めるための絵本を用いた取り組みなどを
紹介することで，地域に暮らす人々がお互いを理解すること
の必要性を学習する。

愛媛県松山市

6時間 平成25年8月23日

愛媛大学

金属工芸の中でも特に鋳金は，数ある金属加工技術の中
で，もっとも利用頻度の高い分野であり，身近にも多くの鋳
物製品が存在する。しかし，鋳物制作は作業工程が複雑で
鋳造表現の教材化への可能性を
高温の溶融金属を取り扱うなど，その特殊性から教育現場
原田 義明（教育学部教授）
探る －オリジナルアクセサリー
では教材として一般的ではない。そこで本講習では，初心者
の制作を通して－
でも取り扱いの容易な低融点金属（ピューター）とCO2プロセ
ス（ガス型法）を使ったオリジナルアクセサリーの制作を通し
て，鋳造表現の教材化への可能性を探る。

愛媛県松山市

6時間 平成25年9月21日

愛媛県松山市

6時間 平成25年9月21日

特別支援教育について，その対象と対応について講習す
る。特別支援学校で学ぶ幼児児童生徒に加え，特別支援学
級や通常の学級で学ぶ特別な支援を必要とする幼児児童
生徒について，それぞれの専門領域・複合領域の視点か
立入 哉（教育学部教授）
ら，評価の方法や支援の方法を学ぶ。全教員を対象とする
ことから，特別支援教育の大枠について概論的な内容を含
む内容を取り扱う。

対象職種 主な受講対象者

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

教諭

中学校美術・高
等学校美術・高
等学校工芸教諭

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

愛媛大学

特別支援教育概論

愛媛大学

最先端の食料生産の方法として注目を浴びている植物工
場について，植物工場の環境調節や養液に関する物理的・
植物工場による最先端の食料生 化学的な基礎知識やその応用について説明し，同時に中で
羽藤 堅治（農学部准教授）
産
生育する植物の応答を生物学的な知識から解析する方法に
ついての講義を行う。さらに，今後の食糧問題に対する解決
方法について探索する。

愛媛県松山市

6時間 平成25年9月21日

教諭

中学校理科・高
等学校理科・高
等学校農業教諭

6,000円

20人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051301号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

本講習では，単元を見通した体育の授業づくりについて，
講義とワークショップ（演習と模擬授業）を通じて理解を深め
ます。学習指導要領の分析と教材解釈のポイントを踏まえて
単元を見通した体育の授業づくり 指導内容を明確化させ，それに基づき具体的な単元を構想 日野 克博（教育学部准教授）
します。さらに，特定の場面の模擬授業を行い，教材配列や
学習過程をふり返り，体育科における「指導と評価」の計画
と実践について考察します。

愛媛県松山市

6時間 平成25年9月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051302号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛県松山市

6時間 平成25年9月22日

教諭

中学校国語・高
等学校国語教諭

6,000円

40人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051303号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

世界の言語と日本語

日本語の諸問題を考えるに当たり，ただ日本語・日本文化
の枠の中だけで考えるのではなく，広く世界に目を向け，日
本語とは異なる言語，異なる文化の知見を加味することで，
新たな視座の獲得が可能となる。本講習においては，単な 樋口 康一（法文学部教授）
る教育技術や抽象的な教科内容の伝授ではなく，幅広く応
用が可能で，生徒にも知的な刺激を与えることが可能とな
る，そのような視座の構築を企図している。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

身の周りのデータを用いて，統計処理ソフト「R」による資料
の活用方法を習得する。具体的には，いくつかの代表値の
河村 泰之（教育学部講師）
統計と計算：計算機を用いたデー
計算やヒストグラムの作成，サンプリングシミュレーションを
原本 博史（教育学部講師）
タ解析
行い，最終的には中心極限定理を復習して「資料の活用」の
授業に活かす技能を身につける。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

愛媛県松山市

6時間 平成25年9月22日

教諭

中学校数学・高
等学校数学教諭

6,000円

35人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051304号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

小学校社会科・授業力の向上

本講習では，広い視野から地域社会や我が国の国土に
対する理解を深め，国際社会で主体的に生きるための基盤
となる知識や技能を児童に学習させていくために，各種の基
礎的資料を効果的に活用したり，社会的事象の意味や働き
鴛原 進（教育学部准教授）
などについて考え，表現したりする力をより一層重視した新
福田 喜彦（教育学部准教授）
学習指導要領での社会科への改善点を踏まえて，小学校社
会科の授業力を高めるための具体的な指針を提示し，社会
科の新しい課題に対応した実践力の向上を図る講義・演習
などを実施する。

愛媛県松山市

6時間 平成25年11月16日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051305号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

音楽鑑賞のための教材研究・開
発

内容は以下の3点である。1．【「展覧会の絵」ラヴェルの管
弦楽法】ムソルグスキーのピアノ版とラヴェルの管弦楽編曲
を比較しながら，ラヴェルの楽器法と編曲の特徴を概説す
る。 2．【音楽と文化】 音楽鑑賞にあたり，理解を助ける，
岸 啓子（教育学部教授）
時代背景，音楽様式など音楽を取り巻き，音楽内部にまで
入り込んでいる文化的諸条件について考える。対象曲はサ
ン=サーンスの「動物の謝肉祭」，トルコマーチ。3．【バロック
音楽】通奏低音について。

愛媛県松山市

6時間 平成25年11月16日

教諭

中学校音楽・高
等学校音楽教諭

6,000円

30人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051306号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

岩石及び造岩鉱物の肉眼・偏光
顕微鏡による同定法

地殻（特に日本）を構成している主要岩石の成因，岩石学
的特徴について考える。偏向顕微鏡を使用し岩石の組織，
造岩鉱物の光学的特性について観察する。さらに，岩石標 皆川 鉄雄（大学院理工学研究科准教授）
本，造岩鉱物標本の肉眼的観察を行い，野外での実習能力
を強化する。

愛媛県松山市

6時間 平成25年11月16日

教諭

中学校理科・高
等学校理科教諭

6,000円

25人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051307号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

国際理解教育の進め方

本講習においては，学校教育の教育課程における国際理
解教育の進め方について講義する。20年に告示された学習
指導要領における国際理解教育の進め方についても解説
するとともに，今求められている国際理解教育のあり方につ 鴛原 進（教育学部准教授）
いて受講者間の討議を踏まえた演習を行う。それらを通し
て，学校における国際理解教育の実践的課題の解決の方
途を探求する。

愛媛県松山市

6時間 平成25年11月17日

6,000円

100人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051308号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

これからの中・高の数学教育において求められる「数学的
活動を通して，○○を育成する」という学習指導について，
参加者の先生方と協議し，それらを目指した教材研究にグ
ループワークの形態で取り組み考究する。本講習の内容と
しては，
数学的活動を積極的に取り入れ １．なぜ数学的活動か，数学的活動とは？
吉村 直道（教育学部准教授）
た授業構成について
２．活動をもとにした概念形成について
３．活用について
４．表現力
５．相互作用する力
６．事例研究
などの講義ならびに協議・演習を予定している。

愛媛県松山市

6時間 平成25年11月17日

教諭

中学校数学・高
等学校数学教諭

6,000円

50人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051309号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

食品には病気の予防や健康の増進などの生体調節機能
があり，その機能は特有の機能をもつ成分によって発揮さ
れる。期待される機能としては，生体防御，病気の予防，病
食品の機能性と安全性に関する 気からの回復，体調リズムの調節，老化抑制などがある。本
岡本 威明（教育学部講師）
学習と実験
講習では主に，柑橘成分の生体調節機能について概説する
とともに，栄養補助食品の安全性評価に関しても紹介する。
また，実験としては，味覚修飾をもたらすミラクルフルーツを
用いて味覚の面白さを体感させる。

愛媛県松山市

6時間 平成25年11月17日

教諭

小学校・中学校
家庭・高等学校
家庭教諭

6,000円

20人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051310号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

日本では1年間で3万人以上の人が，うつ病を発症してい
る。これは交通事故死の4倍以上に該当する。また，潜在的
子ども・保護者・教師のメンタルヘ
加藤 匡宏（教育学部附属教育実践総合セン
抑うつ者はその10倍と報告されており，うつを理由に休職し
ルス
ター准教授）
ている現状が報告されている。本講習では，学校現場で発
生するうつの原因と対策について講義をする予定である。

愛媛県西予市

6時間 平成25年11月23日

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051311号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

愛媛大学

教諭
全教諭，養護教
養護教
諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

愛媛大学

講習は次の3分野から展開する。歴史学の最新の研究成
果を踏まえて，新しい学習指導要領を具体化する時に教科
内容の上で留意すべき論点を整理し，歴史教育がめざすべ
き課題を論じる。地理学分野では最新情報を紹介し，身近な 川岡 勉（教育学部教授）
小学校社会科・教科内容の最新
地域の分析を通じて地域学習の意義と方法（特に地図）を考 張 貴民（教育学部教授）
情報
える。また，公民教育は公民的資質の育成と社会科学的認 壽 卓三（教育学部教授）
識との統合を目的とする。授業崩壊，子どもの規範意識の
喪失といった事態の中で，子どもたちの日常感覚に寄り添い
ながら「市民意識」を築き上げていく可能性を考える。

愛媛県西予市

6時間 平成25年11月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051312号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

1）解剖に用いられることの比較的少ないカイコやイカなど
の無脊椎動物を中心に，解剖の実践方法について詳述す
る。（福井） 2）細菌は，一般的に分解者としてよく知られて
いる。微生物学の歴史を紐解きつつ，細菌の生態系での役 福井 眞生子（大学院理工学研究科助教）
個体・個体群・生態系：その繋が
割や人間社会との関わりを解説する。（北村） 3）個体群・生 北村 真一（大学院理工学研究科准教授）
り
態系の生産について概観し，その基礎となる個体レベルの 大森 浩二（大学院理工学研究科准教授）
生産諸量＝エネルギー収支の推定における，個体内の器官
構成（体組織・血液・エネルギー貯蔵器官・生殖器官）のモ
デル構築による定量化について紹介する。（大森）

愛媛県西予市

6時間 平成25年11月23日

教諭

中学校理科・高
等学校理科教諭

6,000円

30人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051313号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛県西予市

6時間 平成25年11月24日

教諭

高等学校商業教
諭

6,000円

20人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051314号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛県西予市

6時間 平成25年11月24日

教諭

中学校社会・高
等学校地理歴史
教諭

6,000円

40人

平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051315号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

教諭

小学校・中学校
理科・中学校社
会・高等学校理
科・高等学校地
理歴史・高等学
校公民・高等学
校農業・高等学
校水産・特別支
援学校教諭

6,000円

30人 平成25年4月9日～
平成25年4月18日

平251007051316号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

12,550円

40人

平成25年3月16日～
平成25年4月8日

平257002351892号

0893-24-5176

http://ozu.niye.go.
jp/

6,000円

50人

平成25年5月15日～
平成25年6月15日

平258134051792号

03-3237-1957

http://www.youchien
-kikou.com/

マーケティングとは，製品やサービスが売れる仕組みを作
ることである。そしてそのために企業をはじめとする組織は，
顧客ニーズへの対応を念頭において，STP戦略（ターゲット
顧客の決定）やマーケティング・ミックス戦略（製品・ブランド 谷本 貴之（法文学部准教授）
戦略，価格戦略，流通戦略，プロモーション戦略）等を計画
し，実践している。本講習では，こうしたマーケティングの基
本的な知識や考え方について，事例も踏まえつつ学ぶ。

愛媛大学

マーケティング概論

愛媛大学

講習担当者の研究成果を踏まえつつ，講習内容は次のと
おりである。
①都市地理学：都市内部構造，都市群システム
②文化地理学：愛媛県の地産地消活動から世界の飲食文
化まで
寺谷 亮司（法文学部教授）
地理学研究の現在と地理教育Ⅰ
③地誌：南アフリカ共和国，モーリシャス，モザンビークなど
特に重視したい視点は，分析スケールによる地理的事象
の見え方の違い，アフリカ諸国などの第三世界の都市と文
化，自地域学習（まちづくり活動参加）と他地域研究（地誌的
地域理解）についてである。

愛媛大学

環境教育・ESD

新学習指導要領からすべての教科にESD（持続発展教育）
の理念が反映され，実践で具現化することが求められてい
る。本講習では，前半に，ESDの理念と環境教育の中での
生かし方について，国内外の動向を見ながら学ぶ。後半は，
小林 修（国際連携推進機構准教授）
授業活動に生かすことのできるグループワーク教材を例に
実践しながら学ぶ。また，教員のみなさんが行っている既存
の環境教育活動をESDの視点から捉え直す機会も設ける予
定である。

独立行政法人国 学級経営・教科指導に生かす体
立青少年教育振 験活動(国立大洲青少年交流の
興機構
家)

【１日目】
実習を通して、自然体験活動の指導技術を身に付け、体験
活動の重要性を認識し、学級経営に役立つ体験学習を活用
した指導法を学ぶ。「野外炊飯」の基礎技術と安全管理、学
級づくりに役立つ体験学習の実習・講義
【２日目】
地域を流れる河川で、「生活科」、「理科」、防災や環境を
テーマとした「総合的な学習の時間」を指導するために必要
な地学分野や生物分野の知識や技能を身に付ける。

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 保育現場での質を高める
教育研究機構

保育ニーズの多様化に伴い、幼稚園教諭に対する期待は
今まで以上に高まっている。その期待に応えていくため、
今、あらためて幼稚園教諭に必要な資質とは何かを考える。
また、幼稚園教諭自身の”折れない心”を柱とし、自己教育
力、保育者としての自信（保育者効力感）、仕事のやりがい
の関係性について学びとともに、保育の質についても見つめ
直す。

上田 謙（国立大洲青少年交流の家企画指導
専門職）
弘田 靖（国立大洲青少年交流の家企画指導
専門職）
木口 喜惣（国立大洲青少年交流の家企画指
導専門職）
床田 太郎（国立大洲青少年交流の家）
家山 博史（愛媛大学教育学部教授）
佐野 栄（愛媛大学教育学部教授）
高橋 治郎（愛媛大学教育学部教授）

川村高弘(前 愛媛女子短期大学（現 環太平
洋大学短期大学部）副学長、くらしき作陽大学
子ども教育学部准教授）
橋本正巳（兵庫教育大学大学院客員教授）

愛媛県西予市

6時間 平成25年11月24日

愛媛県大洲市

12時間

平成25年8月26日～
平成25年8月27日

教諭

小・中学校教諭

愛媛県松山市

6時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

教諭

幼稚園教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

星槎大学

教育安全上、災害時に学校全体で子どもたちの生命を守り
心身の安全を図ること、災害後はこころのケアや具体的支
援が迅速にできる事が求められている。そこで本講習では、
震災を超えた未来のために
細田 満和子（共生科学部教授）
～教育現場におけるリスクマネジ 東日本大震災の現場に身を置き、子どもたちの声を聴き、
吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
当事者として考え、伝えている方々をゲストに迎え、将来、遭
メント～
遇するであろう危機的状況の中で、教師・市民としてとるべ
き態度、知識、考え方を考察する手がかりを提示したい。

福岡県福岡市

星槎大学

発達障害児への支援

発達障害者支援法(政令)による「発達障害」の定義では、
「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、
学習障害、注意欠陥多動性障害他」と示されている。これら
の障害特性と支援について整理する。併せて、最近、増加し
ている不登校児の支援を取り上げる。不登校児の増加は、 寺山 千代子（共生科学部客員教授）
現代社会を反映しているものと思われる。しかし、不登校児
のなかには、発達障害を疑われるものもいると推測されるこ
とから、発達障害のアセスメントと合わせて支援のあり方を
検討する。

福岡県福岡市

星槎大学

発達障害をもつ児童生徒の指導

2007年度より全国で展開されている特別支援教育だが、大
きな観点として今までグレーゾーンと言われていたLD、
AD/HD、高機能自閉症等の発達障害に着目したことがあげ
岩澤 一美（共生科学部専任講師）
られる。この講座では、これらの発達障害について解説する
とともに、基本的な心理アセスメントや特性に合わせた指導
の方法について実例を挙げながら具体的に講義する。

個別の支援計画

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

19,000円

6時間 平成25年9月23日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

7,000円

福岡県福岡市

6時間 平成25年11月23日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

認知発達に遅れのある学習障害、ADHD、アスペルガー症
候群、高機能自閉症等発達障害がある子どもに対しては、
個人の認知発達とアセスメントを行い、苦手な部分と得意な
西永 堅（共生科学部准教授）
部分を把握した個別の指導計画の作成が重要である。本講
座では、アセスメントに沿った個別の指導計画の作成ならび
にそれに基づいた具体的な支援方法を学ぶ。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月15日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

福岡市教育委員
福岡市立学校養護教諭講習
会

福岡市立学校養護教諭を対象に，文部科学省が主催する
「健康教育行政担当者連絡協議会」での内容を伝達するとと
もに，児童生徒の養護をつかさどる専門性を刷新することを
河塚揚子（健康教育課指導主事）
ねらいとして，健康診断，疾病予防などの保健管理，健康教
育，健康相談活動，保健室経営，保健組織活動などについ
て最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月22日

養護教
養護教諭向け
諭

福岡市教育委員
福岡市立幼稚園教諭講習
会

福岡市立幼稚園教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，幼稚園教育の専門 北原涼子（学校指導課主任指導主事）
性を刷新することをねらいとして，「健康」「人間関係」「環境」
「言葉」「表現」の５領域における最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月22日

教諭

幼稚園教諭向け

0円

福岡市立特別支援学校教諭を対象に，文部科学省が主催
福岡市教育委員
する「全国主事会」での内容を伝達するとともに，障がいをも
福岡市立特別支援学校教諭講習
野口幸弘（西南大学教授）
会
つ児童生徒への指導の専門性を刷新することをねらいとし
て，特別支援教育に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月23日

教諭

特別支援学校教
諭，特別支援学
級教諭，通級学
級教諭向け

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 大野博史（学校指導課主任指導主事）
福岡市立小学校教諭講習（理科）
会
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 須藤貴文（研修課主任指導主事）
た理科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月24日

教諭

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 斉藤 啓一（学校指導課主任指導主事）
福岡市立小学校教諭講習（算数）
会
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 細川浩司（研修課主任指導主事）
た算数科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月24日

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 平島篤（学校指導課主任指導主事）
福岡市立小学校教諭講習（体育）
会
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 齋藤利近（研究支援課主任指導主事）
た体育科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 木下宏仁（学校指導課主任指導主事）
福岡市立小学校教諭講習（国語）
会
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 吉田裕子（研究支援課主任指導主事）
た国語科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

星槎大学

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

40人 平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752210号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

40人

平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752226号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

7,000円

40人

平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752232号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

7,000円

40人

平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752233号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

30人 平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651845号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

5人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651846号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

0円

80人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651847号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

80人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651848号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

80人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651849号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

6時間 平成25年7月24日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

80人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651850号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

6時間 平成25年7月24日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

80人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651851号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

18時間 平成25年7月30日～平
成25年8月1日

0円

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 北原涼子（学校指導課主任指導主事）
福岡市立小学校教諭講習（音楽）
会
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 樋口信一（研究支援課主任指導主事）
た音楽科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月25日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

80人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651852号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 山口猛虎（学校指導課主任指導主事）
福岡市立小学校教諭講習（社会）
会
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 小代尚由（研修課主任指導主事）
た社会科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月25日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

80人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651853号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員 福岡市立小学校教諭講習（外国 国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 峯田明子（学校指導課主任指導主事）
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 椎原良二（研修課主任指導主事）
会
語活動）
た外国語活動の指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月25日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

80人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651854号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 今林洋江（学校指導課主任指導主事）
福岡市立小学校教諭講習（家庭）
会
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 松園美和（教育支援課指導主事）
た家庭科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月25日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

80人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651855号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員 福岡市立小学校教諭講習（図画 国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 片山寛嗣（学校指導課主任指導主事）
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 宮野直哉（研修課主任指導主事）
会
工作）
た図画工作科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月26日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

80人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651856号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 中村政孝（学校指導課主任指導主事）
福岡市立小学校教諭講習（道徳）
会
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 吉村明（研修課指導主事）
た道徳の指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月26日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

80人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651857号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員 福岡市立小学校教諭講習（特別 国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 斉藤啓一（学校指導課主任指導主事）
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 柴田悦子（研修課指導主事）
会
活動）
た特別活動の指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月26日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

80人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651858号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専
福岡市教育委員 福岡市立小学校教諭講習（生活・
峯田明子（学校指導課主任指導主事）
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ
会
総合）
吉村明（研修課指導主事）
た生活科及び総合的な学習の時間の指導に関する最新の
情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月26日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

80人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651859号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 中村政孝（学校指導課主任指導主事）
福岡市立中学校教諭講習（道徳）
会
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 吉岡辰実（研修課指導主事）
た道徳の指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月29日

教諭

中学校・高等学
校・特別支援学
校（中学部・高等
部）教諭向け

0円

50人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651860号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員 福岡市立中学校教諭講習（特別 国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 泉敦哉（学校指導課主任指導主事）
会
活動）
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 柴田悦子（研修課指導主事）
た特別活動の指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月29日

教諭

中学校・高等学
校・特別支援学
校（中学部・高等
部）教諭向け

0円

50人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651861号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専
福岡市教育委員
吉瀬竜二（学校指導課主任指導主事）
福岡市立中学校教諭講習（総合） 門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ
会
吉村明（研修課指導主事）
た総合的な学習の時間の指導に関する最新の情報を提供
する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月29日

教諭

中学校・高等学
校・特別支援学
校（中学部・高等
部）教諭向け

0円

50人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651862号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 吉武光洋（学校指導課主任指導主事）
福岡市立中学校教諭講習（国語）
会
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 吉田祐子（研究支援課主任指導主事）
た国語科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月30日

教諭

中学校（国語）・
高等学校（国
語）・特別支援学
校（中学部・高等
部）教諭向け

0円

40人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651863号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 今村隆（学校指導課主任指導主事）
福岡市立中学校教諭講習（数学）
会
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 細川浩司（研修課主任指導主事）
た数学科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月30日

教諭

中学校（数学）・
高等学校（数
学）・特別支援学
校（中学部・高等
部）教諭向け

0円

40人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651864号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 志波宣和（学校指導課主任指導主事）
福岡市立中学校教諭講習（社会）
会
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 小代尚由（研修課主任指導主事）
た社会科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月30日

教諭

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 泊宏治（学校指導課主任指導主事）
福岡市立中学校教諭講習（理科）
会
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 須藤貴文（研修課主任指導主事）
た理科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月30日

教諭

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
羽広志信（学校指導課主任指導主事）
福岡市教育委員
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専
樋口信一（研究支援課主任指導主事）
福岡市立中学校教諭講習（音楽）
会
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ
た音楽科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月30日

教諭

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 片山寛嗣（学校指導課主任指導主事）
福岡市立中学校教諭講習（美術）
会
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 宮野直哉（研修課主任指導主事）
た美術科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月30日

教諭

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員 福岡市立中学校教諭講習（保健 国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 島居良法（学校指導課主任指導主事）
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 齋藤利近（研究支援課主任指導主事）
会
体育）
た保健体育科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月30日

教諭

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専
泉敦哉（学校指導課主任指導主事）
福岡市教育委員
福岡市立中学校教諭講習（技術） 門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ
会
た技術・家庭科（技術分野）学習指導に関する最新の情報を
提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月30日

教諭

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専
福岡市教育委員
福岡市立中学校教諭講習（家庭） 門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 松園美和（研究支援課指導主事）
会
た技術・家庭科（家庭分野）学習指導に関する最新の情報を
提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月30日

教諭

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の専 田中大三（学校指導課主任指導主事）
福岡市立中学校教諭講習（英語）
会
門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏まえ 椎原良二（研修課主任指導主事）
た英語科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年7月30日

福岡市立高等学校教諭を対象に，文部科学省が主催する
手島政則（学校指導課主任指導主事）
「全国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導
秦康男（学校指導課主任指導主事）
の専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏
椎原良二（研修課主任指導主事）
まえた総則等の指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

福岡市立学校(園)教諭を対象に，教科外の指導の専門性を
福岡市教育委員 福岡市立学校教諭講習（教科外 刷新することをねらいとして，「教育相談（グループエンカウ 堀内昌恵（教育相談課主任指導主事）
会
Ａ）
ンター初級）」及び「読書活動」に関する最新の情報を提供す 白根恵子（佐賀女子短期大学准教授）
る。

中学校（社会）・
高等学校（地理
歴史・公民）・
特別支援学校
（中学部・高等
部）教諭向け
中学校（理科）・
高等学校（理
科）・特別支援学
校（中学部・高等
部）教諭向け

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

40人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651865号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

0円

40人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651866号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

0円

20人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651867号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

0円

20人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651868号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

0円

40人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651869号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

0円

10人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651870号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

中学校（家庭）・
高等学校（家
庭）・特別支援学
校（中学部・高等
部）教諭向け

0円

10人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651871号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

教諭

中学校（英語）・
高等学校（英
語）・特別支援学
校（中学部・高等
部）教諭向け

0円

40人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651872号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

6時間 平成25年7月31日

教諭

高等学校教諭，
特別支援学校
（高等部）教諭向
け

0円

30人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651873号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡県福岡市

6時間 平成25年8月26日

教諭

全教諭

0円

70人 平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651874号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立学校(園)教諭を対象に，教科外の指導の専門性を
小泉 令三（福岡教育大学教授）
福岡市教育委員 福岡市立学校教諭講習（教科外 刷新することをねらいとして，「教育相談（ソーシャルスキルト
杉田洋（国立教育政策研究所教育課程研究セ
会
B）
レーニング）」及び「学級経営」に関する最新の情報を提供す
ンター教育課程調査官）
る。

福岡県福岡市

6時間 平成25年8月26日

教諭

全教諭

0円

70人 平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651875号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立学校(園)教諭を対象に，教科外の指導の専門性を 西山久子（福岡教育大学准教授）
福岡市教育委員 福岡市立学校教諭講習（教科外
刷新することをねらいとして，「教育相談（不登校教育相談）」 滝充（国立教育政策研究所生徒指導進路指導
会
Ｃ）
及び「生徒指導」に関する最新の情報を提供する。
研究センター総括研究官）

福岡県福岡市

6時間 平成25年8月26日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

0円

70人 平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651876号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立学校(園)教諭を対象に，教科外の指導の専門性を
小田隆弘（中村大学食物栄養学科教授）
福岡市教育委員 福岡市立学校教諭講習（教科外
福岡県福岡市
刷新することをねらいとして，「食育」及び「健康教育」に関す
会
Ｄ）
小清水孝子（福岡大学スポーツ科学部准教授）
る最新の情報を提供する。

6時間 平成25年8月26日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

0円

70人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651877号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立学校(園)教諭を対象に，教科外の指導の専門性を
福岡市教育委員 福岡市立学校教諭講習（教科外 刷新することをねらいとして，「教育相談（グループエンカウ 坂中正義（福岡教育大学教授）
ンター中級）」及び「保護者対応」に関する最新の情報を提 小林正幸（東京学芸大学教授）
会
Ｅ）
供する。

6時間 平成25年8月27日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

0円

70人 平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651878号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市教育委員
福岡市立高等学校教諭講習
会

福岡県福岡市

中学校（音楽）・
高等学校（音
楽）・特別支援学
校（中学部・高等
部）教諭向け
中学校（美術）・
高等学校（美術・
工芸）・特別支援
学校（中学部・高
等部）教諭向け
中学校（保健体
育）・高等学校
（保健体育）・特
別支援学校（中
学部・高等部）教
諭向け
中学校（技術）・
高等学校（工
業）・特別支援学
校（中学部・高等
部）教諭向け

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

福岡市立学校(園)教諭を対象に，教科外の指導の専門性を
福岡市教育委員 福岡市立学校教諭講習（教科外 刷新することをねらいとして，「教育相談（学級集団づくり，Ｑ 粕谷貴志（奈良教育大学准教授）
－Ｕの活用）」及び「人権教育指導方法の在り方」に関する 谷口研二（西南学院大学非常勤講師）
会
Ｆ）
最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年8月27日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

0円

70人 平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651879号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立学校(園)教諭を対象に，教科外の指導の専門性を
福岡市教育委員 福岡市立学校教諭講習（教科外 刷新することをねらいとして，「教育相談（子どもの発達状態 納富恵子（福岡教育大学教授）
の理解と支援）」及び「特別支援教育（発達障がいの理解と 遠矢浩一（九州大学大学院准教授）
会
Ｇ）
支援）」に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成25年8月27日

教諭
全教諭
養護教
養護教諭
諭

0円

70人 平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651880号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

原克彦（目白大学社会学部メディア表現学科教
福岡市立学校(園)教諭を対象に，教科外の指導の専門性を 授）
福岡市教育委員 福岡市立学校教諭講習（教科外
刷新することをねらいとして，「情報教育（情報モラル教育）」 水戸部修治（国立教育政策研究所教育課程研 福岡県福岡市
会
Ｈ）
究センター総括研究官教育課程調査官学力調
及び「言語活動」に関する最新の情報を提供する。
査官）

6時間 平成25年8月27日

0円

70人

平成25年3月18日～
平成25年5月10日

平255006651881号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

30人

平成25年4月1日～
平成25年6月4日

平258132551844号

03-3463-7721

http//www.nojokyoka
i.or.jp

財団法人全国学
農業実験・実習講習会『野菜』
校農場協会

効率的野菜生産の基盤となる各種技術を体験・習得するた
め、実験実習（複合環境制御のために光合成や環境の測
定、さらに、果実品質分析・測定、化学農薬に頼らない土壌
消毒法他）、講義（実験実習関連内容、イチゴの栽培整理・
育種他）、生産現場観察（野菜）を行う。
１．熱水土壌消毒について
２．イチゴの果実品質調査について
３．光合成等を含む環境調査について
４．九州沖縄農業研究センター施設案内及び説明
５．優良野菜栽培農家の視察

坂田 好輝（九州沖縄農業研究センター暖地野
菜花き研究調整監）
曽根 一純（九州沖縄農業研究センター上席研
福岡県久留米
究員）
沖村 誠（九州沖縄農業研究センター上席研究 市
員）
大和 陽一（九州沖縄農業研究センター上席研
究員）

18時間

平成25年8月5日～
平成25年8月9日

教諭

全教諭

教諭

中（技術・家庭
科）高（農業科・
家庭科）の教職
員

10,000円

熊本大学

国語科書写の実技と理論に関して学習する。その基礎・基
小学校教育の最前線（国語科書 本となる技能（書写力）の錬磨・向上と、授業理論・実践・指
導内容の理解を目指す。更に、発展的に芸術としての書道
写の実技と理論）
の悠久の歴史や楽しさを学ぶ。

神野 雄二（教育学部教授）

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月8日

教諭

小学校教諭及び
中学校国語科教
諭

6,000円

15人 平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751640号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

新学習指導要領の動向を踏まえたこれからの国語科学習
指導のあり方を、「読むこと」領域に渡って、授業作りを体験
国語科学習指導の最前線…「読 したり、ビデオ視聴を通して紹介し、それら実践を支える理論
河野 順子（教育学部教授）
をわかりやすく紹介します。「読むこと」では言語活動を重視
むこと」領域
し、「習得」「活用」を目指す授業づくりのための教材研究、授
業づくりのポイントを講義します。

熊本県熊本市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小学校教諭及び
中学校国語科教
諭

6,000円

60人 平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751641号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

新学習指導要領の動向を踏まえたこれからの国語科学習
指導のあり方を、「話すこと・聞くこと」領域に渡って、授業作
りを体験したり、ビデオ視聴を通して紹介し、それら実践を支
国語科学習指導の最前線…「話 える理論をわかりやすく紹介します。「話すこと・聞くこと」で
河野 順子（教育学部教授）
すこと・聞くこと」領域
は、基盤理論である相互作用モデルを解説し、指導方法や
事例を紹介します。また、言語活動を支える重要な領域です
ので、「読むこと」における「話すこと・聞くこと」をどのように
活用するのかについても事例を系統的に紹介します。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月24日

教諭

小学校教諭及び
中学校国語科教
諭

6,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751642号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

教育改革と学校マネジメント

「教育改革」の基本的な方向を提示した教育基本法第１３
条「学校、家庭、地域住民等の相互の連携協力」は、新学習
指導要領でもますます重要な課題となっている。講習では、
教育改革が必要となった背景（「教育問題」）、及び学校教育
古賀 倫嗣（教育学部教授）
の課題（「開かれた学校づくり」）を明らかにするとともに、「地
域と学校の連携・協働」の視点から、その解決・改善に向け
た手立て（「教育実践」）の取り組みを図る学校マネジメント
について、具体的な事例を紹介しながら講述する。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月5日

教諭 小学校教諭・中
養護教 学校教諭及び養
諭
護教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751643号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

小学校教育の最前線（社会・体
育）

（社会）社会科では地域産業や情報産業などを取り上げま
すが、これらの産業は時代とともに大きく変化してきていま
す。また、情報産業の進展は地域経済にも大きな影響力を
もっています。情報社会の現状と課題について具体的に考
山中 守（教育学部教授）
えるとともに、地域経済の新たな展開の可能性について考
則元 志郎（教育学部教授）
えます。
（体育）体育科教育における目的・目標、教科内容、教材、
授業づくりについて概説します。特に教科内容の精選と系統
化および授業づくりについて具体的に紹介します。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月25日

6,000円

30人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751644号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

教諭

小学校教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

熊本大学

小学校教育の最前線（社会・算
数）

（社会）子どもたちが自ら学び、考えるという理念に沿った活
動として重視されているのが「地域学習」です。講習では、身
近な地域を調べることの意義と方法について、熊本県の
春田 直紀（教育学部准教授）
フィールドも取り上げながら解説します。
佐々 祐之（教育学部准教授）
（算数）本質的学習環境とはどのような概念かを、体験的学
習を通して理解し、学習環境デザインの基本的な手法につ
いて解説します。

熊本県熊本市

6時間 平成25年10月5日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751645号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

小学校教育の最前線（家庭・算
数）

（家庭）小学校の食物教材について、その概要を把握し指導
上の課題について検討する。講義だけでなく演習活動で食
物の官能評価法を学び、児童の食育に活かせる指導力を習
沼田 貴美子（教育学部教授）
得する。
佐々 祐之（教育学部准教授）
（算数）本質的学習環境とはどのような概念かを、体験的学
習を通して理解し、学習環境デザインの基本的な手法を解
説する。

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月15日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751646号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

小学校教育の最前線（算数・体
育）

（算数）デザイン科学としての数学教育学の研究開発の成果
を中心に講習を行う。特に、ドイツの算数教科書の『数の本』
の学習体験を通して、学習環境デザインの基本的条件につ
山本 信也（教育学部教授）
いての理解を深める。
（体育）運動学習においては基礎・基本が重要であると言わ 錦井 利臣(教育学部教授）
れている。講習前半では「基礎・基本」を運動学的視点から
概説し、後半ではマット運動の指導法について演習形式で
認識を深める。

熊本県熊本市

6時間 平成25年9月14日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751647号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

小学校教育の最前線（算数・体
育）

（算数）デザイン科学としての数学教育学の研究開発の成果
を中心に講習を行う。特に、ドイツの算数教科書の『数の本』
の学習体験を通して、学習環境デザインの基本的条件につ
山本 信也（教育学部教授）
いての理解を深める。
（体育）体育における授業づくりについて概説する。学習者 坂下 玲子(教育学部教授）
が主体的に授業に取り組むための教材づくり、指導方法論
を中心に、関連するものとして目標設定、動機づけについて
も言及する。

熊本県天草市

6時間 平成25年10月5日

教諭

小学校教諭及び
中学校教諭

6,000円

30人 平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751648号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

小学校教育の最前線（理科）

子どもたちが学習内容を実生活と関連づけて実感を伴った
理解ができるようにするために、小学校理科の物理領域の 岸木 敬太（教育学部准教授）
内容と初等理科教育に関連するテーマについて、最近の研 飯野 直子（教育学部准教授）
究成果などを含めながら解説、紹介します。

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月8日

教諭

小学校教諭

6,000円

15人 平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751649号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

小学校教育の最前線（社会・理
科）

（社会）新学習指導要領の趣旨を踏まえた授業づくりの方法
について解説します。授業づくりの現状と課題を整理した上
で、子どもの思考力を高める授業づくりの基礎基本を具体的
に探ります。
藤瀬 泰司（教育学部准教授）
（理科）小学校理科の内容に関連する化学実験で取り扱う 村田 貴広（教育学部准教授）
薬品や器具などの特性や取り扱い方の初歩について解説し
ます。更に、簡単な化学実験を実際に行って、化学実験を安
全に行うための理解を深めます。

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月16日

教諭

小学校教諭

6,000円

15人 平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751650号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

輪唱を作ってみませんか／音楽
理論

カノンの一部である（輪唱）を実作する。小学生でも簡単な
ルールを覚えさえすれば、（作曲）できるものです。また、教
中山 孝史（教育学部教授）
育現場において必要な音楽倫理の実践と、その展開及び歌
國枝 春恵（教育学部教授）
唱共通教材の簡易な伴奏付けの実習をしながら、課題提出
と演奏を行います。

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月9日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751651号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

声楽実技とピアノ実技

学校現場の教育に役立てるため、演奏に必要な様々な技術
平和 孝嗣（教育学部教授）
の基本を改めて見直し、それらの理論と実践を通して各人
袴田 和泉（教育学部教授）
が習得することにより、音楽表現の向上を目指していく。

熊本県熊本市

6時間 平成25年7月28日

教諭

小学校教諭及び
中学校音楽科教
諭

6,000円

15人 平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751652号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

英語活動に効果的なさまざまなゲームを体験することによっ
て、授業で用いるゲームをどのように工夫すべきかを学ぶ。
小学校英語活動におけるゲーム
そして受講者は実際に英語を用いたゲームを考案し、紹介 スタン・ピダーソン（教育学部准教授）
の工夫と利用
する。評価は、主にグループによって考案されるゲームに基
づいてなされる。

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月30日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751653号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

小学校外国語活動と教室英語：
活動運営の実際

熊本県八代市

6時間 平成25年6月1日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751654号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

小学校外国語活動の基本理念の理解と方法について具体
的に学びます。特に、教師のみならず児童も使うことを目標
とした教室英語の運用について、ペアやグループ活動等を
高木 信之（教育学部教授）
通して実践的に学びます。中学校・高等学校等における伝
統的な英語科の授業との違いを体験的に学べるように、
様々な演習を展開しながらの啓発活動を中心に据えます。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

小学校外国語活動の基本理念の理解と方法について具体
的に学びます。特に、教師のみならず児童も使うことを目標
とした教室英語の運用について、ペアやグループ活動等を
高木 信之（教育学部教授）
通して実践的に学びます。中学校・高等学校等における伝
統的な英語科の授業との違いを体験的に学べるように、
様々な演習を展開しながらの啓発活動を中心に据えます。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6時間 平成25年9月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751655号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

幼児教育と小学校教育の円滑な接続を図るという今日的な
教育課題について、新しいカリキュラムづくりを中心に、理論
と実践の両面から迫る。本講習では、 「幼児教育と小学校
幼稚園・保育園と小学校をつなぐ での生活科・総合的な学習の共通点」と「幼児教育と小学校 中山 玄三（教育学部准教授）
熊本県天草市
教育全体をつなぐ一貫カリキュラムづくりに向けた教育実践 根本 まり子（熊本県立教育センター指導主事）
新しいカリキュラムづくり
上の課題 」の2つの講習テーマについて、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。

6時間 平成25年8月11日

教諭

幼稚園教諭及び
小学校教諭

6,000円

40人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751656号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

幼児教育と小学校教育の円滑な接続を図るという今日的な
教育課題について、新しいカリキュラムづくりを中心に、理論
と実践の両面から迫る。本講習では、 「幼児教育と小学校
幼稚園・保育園と小学校をつなぐ での生活科・総合的な学習の共通点」と「幼児教育と小学校 中山 玄三（教育学部准教授）
熊本県熊本市
教育全体をつなぐ一貫カリキュラムづくりに向けた教育実践 根本 まり子（熊本県立教育センター指導主事）
新しいカリキュラムづくり
上の課題 」の2つの講習テーマについて、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。

6時間 平成25年11月10日

教諭

幼稚園教諭及び
小学校教諭

6,000円

40人 平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751657号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

小学校外国語活動と教室英語：
活動運営の実際

熊本県人吉市

熊本大学

幼・小・中・高の共通テーマ: 「探
究する心と力」

新学習指導要領での「基礎的・基本的な知識・技能を活用し
て、課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力」
を中心とした、教員に求められる資質・能力の修得と今日的
な教育課題についての理解を深めることを目指す。本講習 中山 玄三（教育学部准教授）
では、特に答えが1つに決まらない問題を考える活動を通し
て、「探究する心と力」を育む意義・価値について理解を深め
る。

熊本大学

幼・小・中・高の共通テーマ: 「探
究する心と力」

新学習指導要領での「基礎的・基本的な知識・技能を活用し
て、課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力」
を中心とした、教員に求められる資質・能力の修得と今日的
な教育課題についての理解を深めることを目指す。本講習 中山 玄三（教育学部准教授）
では、特に答えが1つに決まらない問題を考える活動を通し
て、「探究する心と力」を育む意義・価値について理解を深め
る。

熊本県玉名市

6時間 平成25年9月21日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校及び高等
学校教諭

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751659号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

小学校教育の最前線（生活）

（午前）「身近な自然を観察する」「身近な自然を利用して遊
びや遊びに使う物を工夫してつくる」内容について、身の回
りの音を調べる等、音に対する気付きを通した学習指導の
在り方・留意点について、実践例を紹介するとともに演習を
行います。
（午後）「自然や物を使った遊び」で扱う「遊びに使う物を工
夫してつくること」の意義やその具体的な指導法・留意点に
ついて、実践例を通して理解を深めます。

山﨑 浩隆（教育学部講師）
田口 浩継（教育学部教授）

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月16日

教諭

小学校教諭

6,000円

15人 平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751660号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

日本の敬語表現と待遇表現

日本語の敬語表現（尊敬語・謙譲語Ⅰ・謙譲語Ⅱ・丁重語・
美化語）について、その語形・機能・適応について解説し、そ
れらに含まれる尊敬語・謙譲語Ⅰ・謙譲語Ⅱ・丁重語・美化
語の表現を語彙の面から詳しく取り上げて紹介する。合わせ
堀畑 正臣（教育学部教授）
て、敬語の誤用について例を示し、誤用の分析と解説を行
う。主に現代語を取り扱う。待遇表現や敬語を基にした表現
方法、方言の敬語、敬語使用に至る心理状況なども講義す
る。

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月29日

教諭

中学校及び高等
学校国語科教諭

6,000円

40人 平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751661号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

日本の文学

【古典文学】『竹取物語』や『徒然草』など、教科書によく採ら
れている古典文学作品を題材に、読解の際に必要となる知
識や文法事項などを意識しながら、古典文学の読みの面白
中野 貴文（教育学部准教授）
さをいかにして伝えるかについて講義する。
跡上 史郎（教育学部准教授）
【近代文学】中学校の教科書に採用されている太宰治「走れ
メロス」について、太宰前期の『晩年』等との関連性において
講義する。

熊本県熊本市

6時間 平成25年11月24日

教諭

中学校及び高等
学校国語科教諭

6,000円

50人

平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751662号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本県天草市

6時間 平成25年8月10日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校及び高等
学校教諭

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751658号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

新学習指導要領の実施に向け、法務省や法曹界・教育界の
連携による教材や実践が数多く紹介されている。しかし、実
際には法教育の目的・内容・担い手・方法をめぐってさまざ
ま立場があり、批判も寄せられている。本講習では、こうした
上田 理恵子（教育学部准教授）
法教育をめぐる複雑な現状について整理するとともに、身近
な地域である福岡や熊本の法曹界から実際の取り組みにつ
いて意見交換の場を設け、児童・生徒にとって望ましい法教
育を受講者が主体的に選択できる手がかりを模索したい。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月24日

教諭

小学校教諭・中
学校社会科及び
高等学校公民科
教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751663号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月20日

教諭

中学校及び高等
学校数学科教諭

6,000円

30人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751664号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

情報通信に潜む数学

「数学は必要か?」「数学は本当に社会に役に立っているの
か?」といった生徒が自然に抱く疑問に対し、教員はどのよう
に答えるだろうか。このような問いについて、各教員なりの
応えを持つためには、最低限教員自身が数学が社会にどの 籾原 幸二（教育学部講師）
ように応用されているかについて知る必要がある。本講習で
は、情報通信における数学の応用について、符号理論やア
ダマール行列といった応用数学の立場から講義を行う。

熊本県熊本市

6時間 平成25年7月6日

教諭

中学校及び高等
学校数学科教諭

6,000円

30人 平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751665号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

幾何の美しさ

中学校・高等学校の数学科教師に必要な素養としての幾何
学に関して、特にその美しさに着目して講義する。内容とし
ては、初等幾何・球面幾何・二次曲線・組み合わせ幾何の中
から興味深い話題について紹介する。特に、中学校の図形 伊藤 仁一（教育学部教授）
指導や高等学校の平面図形、中学校の二次関数や高等学
校の式と曲線との関連も意識しながら、それらの背後にある
幾何学の深い理解を目指す。

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月29日

教諭

中学校及び高
等学校数学科教
諭

6,000円

20人

平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751666号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

幾何の美しさ

中学校・高等学校の数学科教師に必要な素養としての幾何
学に関して、特にその美しさに着目して講義する。内容とし
ては、初等幾何・球面幾何・二次曲線・組み合わせ幾何の中
から興味深い話題について紹介する。特に、中学校の図形 伊藤 仁一（教育学部教授）
指導や高等学校の平面図形、中学校の二次関数や高等学
校の式と曲線との関連も意識しながら、それらの背後にある
幾何学の深い理解を目指す。

熊本県熊本市

6時間 平成25年10月5日

教諭

中学校及び高
等学校数学科教
諭

6,000円

20人

平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751667号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

解析学の楽しさ （簡単な微分方
程式モデル）

自然・社会現象を記述する微分方程式の数学モデル（例え
ば、人口問題、薬の吸収、放射性炭素、水の加熱と冷却、人
工腎臓器の数学モデル、ロケットの飛行、技術革新の普及、
谷川 智幸（教育学部准教授）
美術品の贋作、電気回路、力学的振動、糖尿病の検査な
ど）を解析しながら、高等学校において取り扱われる基礎解
析学（微分積分学の基礎）の有用性を学ぶ。

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月9日

教諭

高等学校数学科
教諭

6,000円

20人

平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751668号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

解析学の楽しさ （簡単な微分方
程式モデル）

自然・社会現象を記述する微分方程式の数学モデル（例え
ば、人口問題、薬の吸収、放射性炭素、水の加熱と冷却、人
工腎臓器の数学モデル、ロケットの飛行、技術革新の普及、
谷川 智幸（教育学部准教授）
美術品の贋作、電気回路、力学的振動、糖尿病の検査な
ど）を解析しながら、高等学校において取り扱われる基礎解
析学（微分積分学の基礎）の有用性を学ぶ。

熊本県熊本市

6時間 平成25年9月15日

教諭

高等学校数学科
教諭

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751669号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

新学習指導要領における重点課題である理科教育内容の
一貫性の重視、日常生活・社会との関連性の重視、科学的
な思考力・表現力の育成などを、理科学習において具体化
中学校理科学習のピントとヒント
する視点と方法について解説します。また、中学校生物領域 正元 和盛（教育学部教授）
－理科の授業づくりと第2分野生
の内容に関連したテーマについて、植物動物共通の機能に 渡邉 重義（教育学部准教授）
物領域における教材研究
着目しながら、最近の研究成果などを解説、紹介します。児
童生徒が統一的に生命活動を理解でき、かつ、簡易な実験
も受講者の方々に行ってもらいます。

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月15日

教諭

中学校理科教諭

6,000円

20人

平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751670号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

楽しい中学校理科（地学・生物）

子どもたちに科学を学ぶことの意義や有用性を実感する機
会を持たせ、科学への関心を高める観点から、中学校地学
宮縁 育夫（教育学部准教授）
および生物領域の内容に関連したテーマについて、日常生
田邊 力（教育学部教授）
活との関連が深い最近の研究成果などを含みながら解説、
紹介します。

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月8日

教諭

中学校理科教諭

6,000円

15人

平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751671号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

法教育の現状と課題

熊本大学

基本的な数学の概念である整数について、中学校や高等学
校において扱う内容に関係する部分を中心に考察する。こ
れらを新しい視点で解決・処理することにより数への見方や
中学校高等学校数学の背景と代 考え方を深める。例えば倍数・約数の関係についての実際
平峰 豊（教育学部教授）
の問題に触れたり、整数全体を正の整数で割った余りで類
数
別する方法を用いて身近にある数学的現象を解明する。こ
れらを通して数学の楽しさを実感し、かつ、その有用性につ
いての認識を深める。

熊本大学

熊本大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

熊本大学

人吉盆地には、地形・地質分野に関する教材研究を行うに
適した場所がたくさんあります。今まで開発した地質教材を
紹介し、教材化を行なうための視点や現地に行って実際の
人吉盆地の形成史と地学教材開
地層や断層・褶曲構造を観察して、子ども達に何を見せて何 田中 均（教育学部教授）
発
を考えさせたら良いのか等を解説します。また、子ども達の
考えるヒントとなる断層模型や堆積構造を観察するための実
験装置を紹介します。

熊本県人吉市

6時間 平成25年10月12日

教諭

中学校及び高等
学校理科教諭

6,000円

20人

平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751672号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

音楽の授業における言語活動の在り方について、それを活
性化するための題材の流れ及び学習過程における留意点
言語活動を取り入れた授業の在
を解説する。また、鑑賞、並びに音楽づくり・創作の学習につ 山﨑 浩隆（教育学部講師）
り方
いて、言語活動を取り入れた実践事例を紹介するとともに模
擬授業を行う。

熊本県熊本市

6時間 平成25年7月6日

教諭

小学校・中学校
及び高等学校音
楽科教諭

6,000円

30人

平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751673号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月15日

教諭

中学校及び高等
学校美術科教諭

6,000円

15人

平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751674号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

絵画と彫刻の実技

（絵画）人物画を水彩で描くことの基本を確認する。作品を完
成させる過程で、デッサン力、着彩法、水彩画材の使用法等
を確認し、制作を通した絵画研究を行う。
松永 拓己（教育学部准教授）
（彫刻）粘土による「手」の制作を通して、基本的表現方法及
緒方 信行（教育学部准教授）
び生徒への指導法を確認する。その過程と制作上のプロ
ポーションなど子ども達への指導のポイントを研究し、作品
の着彩方法等についても紹介する。

熊本大学

体育・スポーツの実践学

スポーツは教材であり、生活文化です。その社会的意味の
理解は教材としての有用性を高めます。地域社会とスポー
ツの関係について実践的事例を参考に考察します。また、ス 後藤 貴浩（教育学部准教授）
ポーツと骨格筋の関連について、最新の生理学的知見を取 大石 康晴（教育学部教授）
り入れながら、できるだけ現場に役立ち、知的興味を引き起
こすような講義を行います。

熊本県熊本市

6時間 平成25年9月29日

教諭

中学校教諭及び
高等学校体育科
教諭

6,000円

40人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751675号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

ストレスと体力の科学

（午前）現代社会では、ストレスを避けて生活をすることはで
きない。情報化社会は、更に新たなストレッサーを生み出し
つつある。ストレスの概念・学説についての基礎知識、ストレ
谷口 紘八（熊本大学非常勤講師）
スコーピングの実際、マネージメントなどについて学ぶ。
（午後）全国児童生徒の体力の低下が問題にされて久しい。 唐杉 敬（教育学部准教授）
熊本県の現状を分析し、子どもの日常・学校生活を見直し、
学校現場で体力向上の必要性を、カリキュラムに取り入れる
ための理論構築を目指す。

熊本県熊本市

6時間 平成25年9月7日

教諭

小学校及び中学
校・高等学校体
育科教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751676号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

からだの話題

本講習では、からだにまつわる幾つかのトピックスを取り上
げます。
（午前）「姿勢とからだのバランス」というテーマで、良い姿勢
井福 裕俊（教育学部教授）
とは何かを考え、姿勢やからだのバランスをチェックします。
齋藤 和也（教育学部准教授）
（午後）は「これだけはおさえておきたい救急の基礎知識」と
いうテーマで、学校現場ですぐに役立つ救急処置法につい
て考えて行きます。

熊本県熊本市

6時間 平成25年9月8日

教諭 小学校・中学校
養護教 及び高等学校教
諭
諭、養護教諭

6,000円

40人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751677号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

体育・スポーツの理論とレクリ
エーション

本講習では、体育・スポーツの理論と実践について考えま
す。
（午前）スポーツと脳の関わりについての最新の知見を紹介 坂本 将基(教育学部講師)
し、脳の変化を体験するための簡単な演習を行います。
小澤 雄二(教育学部准教授)
（午後）畳があるという柔道場の環境を活かし、楽しく安全な
レクリエーションを通して教育実践力の向上を図ります。

熊本県熊本市

6時間 平成25年11月16日

教諭

小学校・中学校
及び高等学校体
育科教諭

6,000円

35人 平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751678号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

福祉に関する話題と情報

本講習では、現代社会における福祉のトピックを取り上げま
す。
（午前）「現代社会と子ども家庭福祉」というテーマで、子ども
たちがおかれている現状や課題、今後の子ども・子育て支 山下 利恵子（教育学部講師）
援の方向性を考えます。
柿本 誠（九州看護福祉大学特任教授）
（午後）認知症になっても安心して地域や施設で暮らせるた
めの成年後見制度を講義と演習を通して実践的に学習しま
す。

熊本県熊本市

6時間 平成25年10月6日

教諭

小学校・中学校
及び高等学校教
諭

6,000円

40人 平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751679号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

ものづくりとマルチメディア

ものづくり教育の意義や歴史的な変遷について概観するとと
もに、最新のものづくり教育の実践事例等を紹介する。幾つ
かの題材の中から１つ選び、製作を行う。更に、今後のもの
づくり教育のあり方について検討する。マルチメディアの授 塚本 光夫（教育学部教授）
業では、最新情報と動画教材作成について講義・演習を行 田口 浩継（教育学部教授）
う。教材作成方法の実際を学習するとともに、受講者による
動画教材作成演習と発表を行う。なお、 USBメモリーを持参
すること。

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月9日

教諭

小学校教諭・中
学校技術及び高
等学校工業科教
諭

6,000円

15人 平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751680号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

熊本大学

熊本大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

熊本大学

木材の横圧縮加工のメカニズムと各工程について説明し、
木材の特性を活かしたこの加工技術の具体的な応用事例を
紹介し、中学校技術の授業で取り扱うことができる木材の形
木材加工とエネルギー教育の最 状記憶特性に関する指導要領を講習する。更に、木材の横 楊 萍（教育学部教授）
東 徹（教育学部教授）
圧縮加工技術による製作題材或いは教材を開発する。次
前線
に、エネルギーを身近に捉えかつ実感できるエネルギー環
境教育教材を開発するために必要な科学技術の基礎基本
を体験型学習にて学ぶ。

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月8日

教諭

小学校教諭・中
学校技術及び高
等学校工業科教
諭

6,000円

15人 平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751681号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

(家庭科教育学）家庭科において近年特に注目されつつあ
る、地域社会と家庭科教育の連携の在り方を取り上げる。具
体的には、スローフードや地域通貨等に関する動向をおさえ
た上で、これからの「豊かな」生活とは何かについて、また、
増田 仁（教育学部講師）
家庭科教育の最新事情（家庭科
どのように教えていくかについて講義を行っていく。
八幡 彩子（教育学部准教授）
教育学・家庭経営学）
（家庭経営学）小学校家庭科を例に「言語活動」のあり方を
考えるとともに、アメリカで開発されたマネーゲームを通し
て、収入と支出のバランスの取り方に関する経営プロセスを
修得する。

熊本県熊本市

6時間 平成25年11月16日

教諭

小学校教諭・中
学校及び高等学
校家庭科教諭

6,000円

40人 平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751682号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

（被服学）繊維製品に関する最新情報を提供することを目的
とし、ユニバーサルデザインの衣服を中心に、繊維製品のリ
サイクルの現状なども含めて取り上げる。
（家庭科教育学）国連「持続可能な開発のための教育の１０
雙田 珠己（教育学部教授）
家庭科教育の最新事情（被服学・
年」が、2005年からスタートした。新学習指導要領において、
宮瀬 美津子（教育学部准教授）
家庭科教育学）
家庭科では、「持続可能な社会の構築の観点から、資源や
環境に配慮したライフスタイルの確立」に関わる学習が重視
されている。家庭科では、具体的にどのような学習内容・方
法で展開していくのか検討する。

熊本県熊本市

6時間 平成25年10月27日

教諭

小学校教諭・中
学校及び高等学
校家庭科教諭

6,000円

30人

平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751683号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

最先端の教科内容学（英語学）

近年の第２言語習得研究の成果に基づいて文法指導の必
要性を再確認し、大学生を対象とした調査結果に見られる
英語学習者の文法知識の一般的傾向、および学習者特性
や英語習熟度との関係について検討する。また、ことばの使 登田 龍彦（教育学部教授）
われる場面と意味の関係について最新の英語学•言語学の 村里 泰昭（教育学部講師）
新知見を踏まえた考察を行ないながら、英文法指導の在り
方について議論し、教材研究並びに英文法指導の実践力を
向上させることを目的とする。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月19日

教諭

中学校及び高等
学校英語科教諭

6,000円

30人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751684号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

最先端の教科内容学（英語学）

近年の第２言語習得研究の成果に基づいて文法指導の必
要性を再確認し、大学生を対象とした調査結果に見られる
英語学習者の文法知識の一般的傾向、および学習者特性
や英語習熟度との関係について検討する。また、ことばの使 登田 龍彦（教育学部教授）
われる場面と意味の関係について最新の英語学•言語学の 村里 泰昭（教育学部講師）
新知見を踏まえた考察を行ないながら、英文法指導の在り
方について議論し、教材研究並びに英文法指導の実践力を
向上させることを目的とする。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月20日

教諭

中学校及び高等
学校英語科教諭

6,000円

30人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751685号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

特別支援教育基礎論１（特別支
援教育の歴史と展開）

この講習では、特別支援教育の基盤や実践に関する理解を
深めることを目的とする。
(午前） 今日の特別支援教育の基盤について学習を進め
る。具体的には、障がい児の教育の歴史、インクルーシブ教
育の理念、特別支援教育への転換について整理・検討す
古田 弘子(教育学部教授)
る。
藤原 志帆(教育学部准教授)
(午後) 音楽を用いた実践に焦点を当てて学習を進める。音
楽療法のアプローチを紹介し、特別支援学校や小・中学校
等における、音楽を活用した発達支援の展開について検討
する。

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月16日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人 平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751686号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

特別支援教育基礎論２（特別支
援学校教育課程とＡＡＣ）

この講習では、知的障害のある児童生徒への教育方法と支
援の実際について学ぶ。
(午前) 知的障害教育方法史を振り返るとともに、現在の特
大杉 成喜(教育学部講師)
別支援教育における教育課程編成や学校システム構築の
藤原 志帆(教育学部准教授)
意義について考究する。
(午後) 実践現場にて用いることが可能な種々の支援ツー
ルを紹介し、その効果や適用事例について紹介する。

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月29日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人 平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751687号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

熊本大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

講習の開催地

熊本大学

特別支援教育基礎論３（発達障
害の特性理解と指導法）

この講習では障害特性の理解を深め、具体的な指導法につ
いて習熟することを目標とする。
(午前) 障害特性に関する研究の最新動向として自閉症を
採り上げ、自閉症研究の歴史的経緯を踏まえて、今現在、 菊池 哲平(教育学部准教授)
干川 隆(教育学部教授)
自閉症研究はどこまで進んでいるのかを探る。
(午後) 発達援助法としての動作法についてその基本的な
理論を理解するとともに、これまでの指導事例を通じて動作
法の実際の様子について紹介する。

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月15日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人 平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751688号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

この講習では、通常学校に在籍する発達障害児への支援方
法の実際について習熟することを目標とする。
菊池 哲平(教育学部准教授)
特別支援教育基礎論４（心理アセ (午前) 発達障害児へのアセスメントとして最も用いられる
干川 隆(教育学部教授)
WISC-IVについての概要と基本的な分析について学ぶ。
スメントと学習指導）
(午後) アセスメントの結果を活用した学習支援の方法につ
いて学ぶ。

熊本県熊本市

6時間 平成25年6月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人

平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751689号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

子どもの心の健康問題は深刻な状況にあり、大学教育にお
いても、教員を目指す学生に対して、子どもの心の健康問題
に対処するための一次予防を中心とした心の健康教育に取
松田 芳子（教育学部教授）
アサーション・トレーニングと傾聴 り組んでいる。開発したアサーション・トレーニングソフトや傾
佐藤 伸子（教育学部講師）
聴トレーニングソフト、ロールプレイの演習システムを紹介
演習
塚本 光夫（教育学部教授）
し、これらの学習ソフトやロールプレイによる演習を通し、児
童生徒等のコミュニケーション能力の育成方法について考え
ることを目的とする。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月20日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

30人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751690号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

子どもの心の健康問題は深刻な状況にあり、大学教育にお
いても、教員を目指す学生に対して、子どもの心の健康問題
に対処するための一次予防を中心とした心の健康教育に取
松田 芳子（教育学部教授）
アサーション・トレーニングと傾聴 り組んでいる。開発したアサーション・トレーニングソフトや傾
佐藤 伸子（教育学部講師）
聴トレーニングソフト、ロールプレイの演習システムを紹介
演習
塚本 光夫（教育学部教授）
し、これらの学習ソフトやロールプレイによる演習を通し、児
童生徒等のコミュニケーション能力の育成方法について考え
ることを目的とする。

熊本県熊本市

6時間 平成25年10月19日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

30人 平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751691号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

（午前）一つは養護教諭の実践記録を分析検討し、養護教
諭の専門性に引き寄せて省察していくワークショップを通し
学校保健の現状と課題－実践の
山梨 八重子(教育学部准教授)
て、自ら実践の振り返り跡づけ、意味づけて捉えることを
省察と気付きを生かした調査法
入谷 仁士（教育学部准教授）
狙っている。
－
（午後）保健室での子どもとの対応の中での気付きを生かし
た調査法のあり方を学ぶ。

熊本県熊本市

6時間 平成25年9月28日

養護教
養護教諭
諭

6,000円

30人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751692号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

学校保健の現状と課題-保健統
計と若年肥満-

(午前）学校保健において欠かせない保健統計について、そ
のデータの基礎となる技術を学習し、自らデータの分析を行
うことができることを目指す。また、それらを学校現場での健
康課題への取り組みに対して応用することを考察する。
大益 史弘(教育学部准教授)
（午後）近年、将来の成人病の予備軍として問題となってい
後藤 知己(教育学部教授)
る児童・生徒の肥満を取り上げ、最近の肥満に関する新た
な知見を基に、肥満がいかに将来にわたる健康上の問題と
なるかを解説するとともに、食生活との関連についても論じ
る。

熊本県熊本市

6時間 平成25年10月27日

教諭
高等学校看護教
養護教
諭・養護教諭
諭

6,000円

30人 平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751693号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

現代における子どもの心と体の健康の現状、特に子どもが
学校保健の現状と課題-心身の 抱えるストレスの現状について解説し、子ども達を対象とし 永田 憲行(教育学部教授）
健康課題とストレスマネジメント- たストレスマネジメント教育の実際について演習を交えて体 本田 優子(教育学部准教授）
験的に実施する。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月24日

教諭
高等学校看護教
養護教
諭・養護教諭
諭

6,000円

35人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751694号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本県八代市

6時間 平成25年6月1日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人

平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751695号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本県阿蘇市

6時間 平成25年7月29日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人

平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751696号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

対人関係スキルアップ・トレーニ
ング

受講者のコミュニケーションスキルに焦点を当てながら、教
師のリーダーシップや対人関係力を向上するためのトレーニ
ングを実施する。
①集団を通して人間理解を図るグループダイナミックス（集 吉田 道雄（教育学部教授）
団力学）で得られた知見を提供する。
②グループワークを中心にして、学校で生かせる実践的な
リーダーシップ力を身につける。

熊本大学

対人関係スキルアップ・トレーニ
ング

受講者のコミュニケーションスキルに焦点を当てながら、教
師のリーダーシップや対人関係力を向上するためのトレーニ
ングを実施する。
①集団を通して人間理解を図るグループダイナミックス（集 吉田 道雄（教育学部教授）
団力学）で得られた知見を提供する。
②グループワークを中心にして、学校で生かせる実践的な
リーダーシップ力を身につける。

電話番号

ＵＲＬ

担当講師

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
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ＵＲＬ

熊本大学

対人関係スキルアップ・トレーニ
ング

受講者のコミュニケーションスキルに焦点を当てながら、教
師のリーダーシップや対人関係力を向上するためのトレーニ
ングを実施する。
①集団を通して人間理解を図るグループダイナミックス（集 吉田 道雄（教育学部教授）
団力学）で得られた知見を提供する。
②グループワークを中心にして、学校で生かせる実践的な
リーダーシップ力を身につける。

熊本県天草市

6時間 平成25年8月3日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751697号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

対人関係スキルアップ・トレーニ
ング

受講者のコミュニケーションスキルに焦点を当てながら、教
師のリーダーシップや対人関係力を向上するためのトレーニ
ングを実施する。
①集団を通して人間理解を図るグループダイナミックス（集 吉田 道雄（教育学部教授）
団力学）で得られた知見を提供する。
②グループワークを中心にして、学校で生かせる実践的な
リーダーシップ力を身につける。

熊本県人吉市

6時間 平成25年8月9日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751698号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

対人関係スキルアップ・トレーニ
ング

受講者のコミュニケーションスキルに焦点を当てながら、教
師のリーダーシップや対人関係力を向上するためのトレーニ
ングを実施する。
①集団を通して人間理解を図るグループダイナミックス（集 吉田 道雄（教育学部教授）
団力学）で得られた知見を提供する。
②グループワークを中心にして、学校で生かせる実践的な
リーダーシップ力を身につける。

熊本県玉名市

6時間 平成25年9月22日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751699号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

対人関係スキルアップ・トレーニ
ング

受講者のコミュニケーションスキルに焦点を当てながら、教
師のリーダーシップや対人関係力を向上するためのトレーニ
ングを実施する。
①集団を通して人間理解を図るグループダイナミックス（集 吉田 道雄（教育学部教授）
団力学）で得られた知見を提供する。
②グループワークを中心にして、学校で生かせる実践的な
リーダーシップ力を身につける。

熊本県熊本市

6時間 平成25年10月6日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人

平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751700号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

発達障害の理解と支援

本講習では、第一に発達障害についての基本的な説明や
関連事項について説明し、発達障害がある児童・生徒の心
理臨床学的視点からみた特性とその支援のあり方について 松原 弘治(八代市立代陽小学校教頭)
整理する。第二に、具体的な教育実践例について紹介・解 髙原 朗子(教育学部教授)
説し、発達障害がある児童・生徒に対する特別支援教育の
実際について整理する。

熊本県熊本市

6時間 平成25年9月14日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

40人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751701号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

子どもの発達に関する知識や今日的課題を理解した上で、
特別な支援が必要な児童・生徒の心理特性を理解する。そ
特別な支援が必要な児童・生徒 の上で、特別な支援が必要な児童・生徒への社会性を育む
への支援―社会性を育む心理劇 ために有効な支援技法であるモレノによって開発された心理 髙原 朗子(教育学部教授）
の理論と実際―
劇（サイコドラマ）の理論と実際を学ぶ。具体的内容は、心理
臨床学的視点から見た発達障害児に関する情報提供と心
理劇の演習（ワークショップ）から構成される。

熊本県阿蘇市

6時間 平成25年7月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

40人 平成25年3月27日～
平成25年4月8日

平251007751702号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

子どもの発達に関する知識や今日的課題を理解した上で、
特別な支援が必要な児童・生徒の心理特性を理解する。そ
特別な支援が必要な児童・生徒 の上で、特別な支援が必要な児童・生徒への社会性を育む
への支援―社会性を育む心理劇 ために有効な支援技法であるモレノによって開発された心理 髙原 朗子(教育学部教授）
の理論と実際―
劇（サイコドラマ）の理論と実際を学ぶ。具体的内容は、心理
臨床学的視点から見た発達障害児に関する情報提供と心
理劇の演習（ワークショップ）から構成される。

熊本県人吉市

6時間 平成25年8月6日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

40人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751703号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

植物は人間の生活の中に無意識、意識に共生している生き
物である。人は植物の花を見て綺麗だと感じ、植物の料理を
食べて美味しいと感じ心を動かす。また、新しい芽を観て命
を感じる。野菜・果物、薬用植物、有毒植物、雑草などが身
植物を通じて心と身体のバランス 近に存在する四季の植物の移り変わりに心を踊らせ身近な
矢原 正治(薬学部准教授）
を考える
植物を観察し、知ることで気が少しでも上向き、心身が元気
（元に気、体調）に近づくことができる。植物を通して、心と身
体のバランスを考えるとともに講習を通して道徳的意識や、
心の働きを豊かにするための情操教育に寄付することを目
的とする。

熊本県阿蘇市

6時間 平成25年10月12日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

60人 平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751704号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

児童生徒の理解と対応（特別支
援教育と生徒指導）

6時間 平成25年10月6日

教諭 小学校・中学校
養護教 及び高等学校教
諭
諭、養護教諭

6,000円

40人 平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751705号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

「生きる力」の育成を目指す上で、特別支援教育と生徒指導
は極めて重要な視点である。しかし、社会や教育環境の変
化などに伴い、その対応が大変困難な課題になることがあ
る。そこでその関わり方を多数の実例から考察するととも
に、演習や班別協議によって実践的指導力の向上を図る。

中村 立行(熊本市教育委員会総合支援課課長
補佐)
熊本県熊本市
桃﨑 剛寿(熊本市教育委員会総合支援課指導
主事)

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
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講習の開催地
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講習の期間
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電話番号

ＵＲＬ

ICTを活用した授業づくり

現代の教師には、情報機器の操作技能だけではなく、情報
機器やメディアの特性を生かした授業設計の力量が求めら
れている。そこで、本講習では、授業改善のためのICT活用
方法について具体的な事例や模擬授業を通して考えてい
く。また、児童生徒の情報活用能力を高めるための授業方 前田 康裕(熊本市教育センター指導主事）
略についても考察する。そのことによって、ICTを活用した授
業設計の力量向上をねらいとする。その後、実際にパソコン
とソフトを利用してプレゼンテーション資料を作成し発表す
る。

熊本県熊本市

6時間 平成25年10月27日

教諭

全教諭

6,000円

15人

平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751706号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

プレゼンテーション制作

授業においてはもちろんのこと、研究発表や保護者会など
発表する機会は多い。そこで、本講習では、わかりやすく効
果的なプレゼンテーションについて学習するとともに、実際に
プレゼンテーションソフトを利用して制作を行うことで、実践 塚本 光夫(教育学部教授）
的技能を獲得することができる。なお、本講習はパソコンで
既にプレゼンテーション活用を行っている教師を対象とした
もので、「中級程度」の内容である。

熊本県熊本市

6時間 平成25年9月7日

教諭

小学校・中学校
及び高等学校教
諭

6,000円

15人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751707号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

子どもの問題行動

学校現場における子どもの問題行動を、バイオ、サイコ、
ソーシャルな要因から考え、かつ、それにいかに対応すべき 藤中 隆久(教育学部准教授）
かを考える。子どもの問題行動としては、主に不登校、学級 上土井 貴子(医学部附属病院助教）
崩壊等を取り上げる。

熊本県熊本市

6時間 平成25年11月10日

教諭 小学校・中学校
養護教 及び高等学校教
諭、養護教諭
諭

6,000円

40人 平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751708号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

現代の子どもには社会変動や環境条件の変化等により、自
然生活体験や集団生活体験の必要性が増している。１日目
は新学習指導要領における体験活動の位置づけや効果に
ついて理解を図り、午後からはレクリエーションワークや野
体験活動の教育的意義と集団宿
外料理活動を通じ、技術指導や安全管理等、集団宿泊学習
泊学習における企画立案の実際
における指導方法を学ぶ。2日目は、福岡県の旧庄内町が
実施してきた「通学合宿」を例に事業の留意事項について学
び、午後は体験活動プログラムの立案及び作成を行い、今
後の体験活動にどのように活かしていくか検討する。

40人 平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751709号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

現代の社会と文化

それぞれの専門とする領域（文化人類学・社会学）から、公
民教育と関わりの深い研究成果を解説する。具体的には、
慶田 勝彦(文学部教授)
家族や労働といった観点から現代日本の諸問題について論
多田 光宏(文学部准教授)
じる。また、グローバリゼーションの観点から現代世界の文
化的諸相について論じる。

地理歴史

地理歴史教育に関する下記４つのテーマについて講習を行
う
(1)人類の発生から現代に至る歴史を、諸分野の研究成果を
基礎に統一的に理解する。
(2)荘園や荘園制、あるいは荘園公領制研究の最新の成果
について理解を深める。
(3)日本近代史における表象史料について説明し、その効果
的な利用法について講述する。
(4)広く学習されているケッペンの気候区分の地理学的意義
を、歴史的背景とともに理解する。

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

中川 保敬(教育学部教授）
古賀 倫嗣(教育学部教授）
古江 敏郎(国立阿蘇青少年交流の家事業推進
熊本県阿蘇市
室長）
井ノ上 正和(国立阿蘇青少年交流の家企画指
導専門職）

足立
稲葉
教授)
小松
寳月

12時間 平成25年11月2日～
平成25年11月3日

教諭

小学校及び中学
校教諭

12,000円

熊本県熊本市

6時間 平成25年11月24日

教諭

中学校及び高等
学校社会・公民
科教諭

6,000円

50人

平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751710号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月19日

教諭

中学校社会科及
び高等学校地理
歴史科教諭

6,000円

50人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751711号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

啓二(文学部教授)
継陽(文学部附属永青文庫研究センター
裕(文学部教授)
拓三(文学部教授)

国語教育へのアプローチ

それぞれの専門とする領域（日本語学・日本文学）から論じ
る。中学校・高等学校の国語教育について、近年の日本語 坂口 至(文学部教授)
学・日本文学における研究や調査からの最新の成果や知見 坂元 昌樹(文学部准教授)
を導入しながら、その指導法を検討することを目的とする。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校及び高等
学校国語科教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751712号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

現代社会と政治

現代社会において、政治というのはどのような機能を果たす
ことが求められているのか。或いは、またどのような機能を
果たすことが望ましいのか。この政治の守備範囲を確定す
る作業を、政治学の議論を検討しながら行っていきます。今
日の日本では、多くの社会的課題が政治の課題とされ、政 伊藤 洋典(法学部教授)
治家や官僚への要求も増大しています。しかし、政治という
のは、本来どのような守備範囲をもっているのでしょうか。そ
してどのような仕方で課題を解決することが望ましいのか。
こうした問題について考えてみることを目的としています。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月19日

教諭

中学校社会科及
び高等学校公民
科教諭

6,000円

50人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751713号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
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対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

法令読解の基礎知識

法律や政令、文部科学省令など条文の形式で書かれる法
規範は学校教育の場においても多く存在する。普段はこれ
らに接することはなくとも、思いがけず読まなければならない
ときもある。しかし、日本語で書かれているはずの条文は、
意外にも理解するのが困難である。そこで本講習では、法令 大脇 成昭(法学部准教授)
の条文を読んで理解するために不可欠な知識を身につける
ことを目的とする。また、その知識を前提として、公務員等の
服務に関する様々な規律の内容（秘密保持義務、職務専念
義務など）について考える。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校教諭及び
中学校･高等学校
教諭

6,000円

50人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751714号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

中国の経済改革と経営モデル

今日中国の経済発展は世界の注目の的になっている。経済
の発展を支える中国の経営活動を、その基盤をなす社会的
関係との関わりの視点から、日本型と比較しながら検討す
る。中国社会主義の「集団化強制型」経営モデルの特徴を 岩田 奇志(大学院社会文化科学研究科准教
明らかにし、その社会的基盤との不適合がもたらす非効率 授)
性、非効率性改善のために1970年代末に行われた政策原
理の転換の意味、更にその後に現れた今日の中国の経営
モデルの特徴を分析する。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校教諭及び
中学校・高等学
校社会・公民科
教諭

6,000円

50人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751715号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

『本日開店！数学ショップ』

数学を学び・教えるという行為の意義を再確認したいという
視点に立って、高校数学の履修範囲の題材から少し進んだ
内容を中心に、高校数学の背景などについて講習を行う。 濱名 裕治(大学院自然科学研究科教授)
数学という学問の広がり・展開について、一段高い視座から 加藤 文元(大学院自然科学研究科教授)
概観し、「学び・教える」ことへ何らかのフィードバックがもた
らされることを目標とする。

熊本県熊本市

6時間 平成25年11月9日

教諭

中学校及び高等
学校数学科教諭

6,000円

50人 平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751716号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

本日開店！理科ショップ-物理
学・生物学売場-

理科嫌いが叫ばれている昨今、子ども達に理科を楽しく学
習してもらうためにはどうしたらよいかを考える機会をつくろ
副島 顕子(大学院自然科学研究科教授)
うと考えています。
物理学では、ニュース等で聞かれる物理学に関する話題を 谷 時雄(大学院自然科学研究科教授)
市川 聡夫(大学院自然科学研究科教授)
実際の授業に役立てる方法を考察します。
生物では、親から子へ受け継がれる遺伝子について話をす
ると共に、植物の系統や進化について概説します。

熊本県熊本市

6時間 平成25年9月14日

教諭

中学校及び高等
学校理科教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751717号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

健康教育Ⅱ

生活習慣病を予防するために、食事や運動などライフスタイ
ルとの関連より、生徒の健康学習の必要性について教授す
る。食事については、栄養バランス、塩分など食事指導の内
花田 妙子(医学部保健学科教授)
容・方法を講義する。また、現在の子ども達が死をどのよう
福山 美季(医学部保健学科助教)
に捉えているかについて討論する。「死の準備教育」につい
て検討し、生きる力を育成するための望ましい教育を考え
る。

熊本県熊本市

6時間 平成25年10月19日

教諭
高等学校看護科
養護教
教諭・養護教諭
諭

6,000円

20人

平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751718号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

健康教育Ⅰ

私たちの生活の中には、ありとあらゆる潜在的なストレッ
サーがあり、完全に排除することはあり得ません。しかも、ス
トレス自体は必ずしも害を及ぼすとは限りません。12歳以上
の思春期のストレッサーは学習、将来の進路、友人関係な
上田 公代(医学部保健学科教授)
どが上位を占めています。そこで、思春期のストレスを理解
し、心理社会的ストレスモデルの理解と具体的なコーピング
スキル（コミュケーション、ピアカウンセリング）の習得を目指
します。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月27日

教諭
高等学校看護科
養護教
教諭・養護教諭
諭

6,000円

20人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751719号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

近年、高等学校で看護系科目を教える環境の中で、英語コ
ミュニケーション能力の必要性が以前にも増して高まってい
る。
そのため、看護・医療系英語の中でも、特に高等学校看護
看護系・医療系の英語ライティン
科レベルの授業において有用と思われる、ごく日常的で初 角田 俊治(医学部保健学科准教授)
グの基礎
歩的な病名や身体の部位に関する英語の語彙を使用して、
基本的で汎用性のあるライティングやスピーチの英文パター
ンを演習し、情報発信能力向上を目指す。（高校1年程度の
英語力のある方が望ましい。）

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月19日

教諭

高等学校看護科
教諭

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751720号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月23日

教諭

中学校及び高等
学校理科教諭

6,000円

30人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751721号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

熊本大学

熊本大学

元素戦略と環境・エネルギー

わが国の先端産業の多くは精緻な物質科学技術を基盤とす
るが、原料として稀少元素を大量に消費する。最近のレア
アース供給不安に代表されるように、鉱物資源をもたないわ
が国にとってこの問題は将来の死活問題にもなりかねな
い。そこで、稀少元素の節減あるいは代替のための物質科 町田 正人(大学院自然科学研究科教授)
学「元素戦略」の創出が強く求められている。本講習では、
今日の稀少元素の問題を概観するとともに、特にレアアース
や貴金属など触媒分野での取り組みを例に取り上げて「元
素戦略」の方法論について学ぶ。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

超伝導マグネットの開発に伴い、材料科学の分野では電磁
気作用を利用して材料の微細組織や機能を制御し、高性能
な新材料を創成しようとする研究が国内外で精力的に行わ
連川 貞弘(大学院自然科学研究科教授)
れるようになってきました。本講習では、強磁場下での凝
松田 元秀(大学院自然科学研究科教授)
固、相変態（相転移）、拡散、結晶配向などについて例を示
小塚 敏之(大学院自然科学研究科准教授)
しながら最新の情報を紹介するとともに、超伝導マグネットを
用いた簡単な実験を行います。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月27日

教諭

小学校教諭・中
学校及び高等学
校技術・工業科
教諭

6,000円

30人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751722号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月28日

教諭

小学校及び中学
校･高等学校物
理・数学科教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751723号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、災害への備
え・災害時の社会や地域の対応力・災害後の対策の重要性
を再認識させました。小学校においても実践的な防災・減災 山田 文彦(大学院自然科学研究科 附属減災
減災型地域社会を担う人材育成
熊本県熊本市
教育の充実が喫緊の課題となっています。本講習では、地 型社会システム実践研究教育センター教授)
と防災・減災教育
域の固有の災害の歴史を取り入れた防災・減災教育のあり 藤見 利夫(大学院自然科学研究科助教)
方について具体的な例を示しながら、自らで教材づくりを行
う実習形式で習得します。

6時間 平成25年8月25日

教諭

小学校教諭

6,000円

10人

平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751724号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

強磁場による材料の組織と機能
の制御

熊本大学

ロボット工学は機構運動学、センサ工学、制御工学などの広
範囲にわたる工学分野を基に成り立っているが、その基礎
は物理学および数学である。
(午前)ロボットの運動を例にあげ、物理学と数学がいかに工
学において重要な役割を示すかを学習する。さらに、実際の
原田 博之(大学院自然科学研究科教授)
ロボット工学の基礎と科学技術の
ロボットを用いた実験を通して、ロボットと人間の「学習能力」
中西 義孝(大学院自然科学研究科教授)
ウソ・ホント
の違いを理解する。
(午後)時事問題に登場する科学技術について、基本的な原
理や仕組みについて理解する。その科学技術が発展・推進
されることになった歴史的背景も見直し、ゼロベースで時事
問題を再考する。

熊本大学

ヨーロッパ都市建築紀行

西洋の都市と建築について、古代から現代まで簡単にその
歴史を概観するとともに、建築に関する基礎的な知識を学
ぶ。内容は、西洋の古代から近世までの主要な建物や都市
について専門的な解説を聞き、その後にその建築のスライド
伊藤 重剛(大学院自然科学研究科教授)
を見ながら視覚的に理解する（講義60分、スライド30分）。ま
た明治のレンガ造建築である熊本大学五高記念館の建物
などを実際に見学して、生きた知識として建築のことを学習
する。

熊本県熊本市

6時間 平成25年9月29日

教諭

小学校教諭及び
中学校･高等学校
世界史・美術科
教諭

6,000円

50人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751725号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

音とコンピュータ

音声・音楽という必要な音に加え騒音を含め、日常生活で”
音のない環境”は考えられません。この音を考えるには、物
理学としての振動現象に加え、心理学的側面からの音の知
覚・認知現象を理解する必要があります。更に、これらの音
宇佐川 毅(大学院自然科学研究科教授)
は、スマートフォーンや地上デジタル放送などに組み込まれ
苣木 禎史(大学院自然科学研究科准教授)
たコンピュータの存在なくてして、記録・操作・伝送・再生する
ことができません。ここでは、音の物理的・心理的性質につ
いて基礎的な議論を行った上で、コンピュータの関与につい
て体験的な実験を含めた形で講習をしてきます。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校及び高等
学校物理・情報
科教諭

6,000円

40人 平成25年5月16日～
平成25年6月3日

平251007751726号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

熊本大学

数理工学の展開

自然、社会における様々な現象の解析には、数学的方法が
用いられます。
(午前) 簡単な例を通して、幾つかの統計的データ解析法を
学習します。
高田 佳和(大学院自然科学研究科教授)
(午後) 自然現象の法則を数学的に表現・解析するための 和田 健志(大学院自然科学研究科准教授)
道具である微分方程式に関する基礎事項や簡単な応用に
ついて学習します。どちらの講習も計算機による実習を交え
ながら学びます。なお、ＵＳＢメモリーを持参すること。

熊本県熊本市

6時間 平成25年10月19日

教諭

高等学校数学科
教諭

6,000円

15人

平成25年7月29日～
平成25年8月5日

平251007751727号

096-342-2528

http://www.kumamoto
-u.ac.jp

星槎大学

教育安全上、災害時に学校全体で子どもたちの生命を守り
心身の安全を図ること、災害後はこころのケアや具体的支
震災を超えた未来のために
援が迅速にできる事が求められている。そこで本講習では、
細田 満和子（共生科学部教授）
～教育現場におけるリスクマネジ 東日本大震災の現場に身を置き、子どもたちの声を聴き、
吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
メント～
当事者として考え、伝えている方々をゲストに迎え、将来、遭
遇するであろう危機的状況の中で、教師・市民としてとるべ
き態度、知識、考え方を考察する手がかりを提示したい。

20人 平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752212号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

熊本大学

熊本大学

熊本県熊本市

18時間 平成25年7月30日～平
成25年8月1日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

19,000円

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

東海大学

講習の名称

講習の概要

本講座においては、発育発達期におけるこどもの身体的・
心理的特徴についての基礎知識を確認し、最新の研究につ
田中
いて紹介する。その中でも特に、こどもの運動と食事につい
植村
発育発達期のこどもの健康～運
て講習を行う。こどもにとっての食事が、栄養・心理・身体発
大川
動と食事について～
達に与える影響について確認する。運動を行うことの意義を
笠井
心理・生理学的側面から捉え、実際どのような運動を行うべ
きか、その例を具体的に挙げ、実技として実践する。

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

講習の開催地

靖久（総合経営学部講師）
隆志（総合経営学部助教）
康隆（総合経営学部助教）
妙美（阿蘇教養教育センター講師）

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月6日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校全教科教諭向
け

6,000円

30人 平成25年3月27日～
平成25年6月30日

平253019251579号

096-386-2622

http://www.utokai.ac.jp

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校全教科
教諭向け

6,000円

30人

平成25年3月27日～
平成25年6月30日

平253019251580号

096-386-2622

http://www.utokai.ac.jp

本講習では、初等中等教育でインターネットを利用した授業
を行う場合に、「生徒に対してどのような教育効果を及ぼす
ことが可能か」について実践例を交えて紹介すると共にホー
藤本 邦昭（産業工学部教授）
ムページを作るための最も標準的な言語であるHTMLを用い
大内 可人（産業工学部教授）
たWebページの作成とJavaScriptを用いたWeb教材の作成を
行う。また、教材作成時に注意すべき著作権や情報倫理に
ついても言及する。

電話番号

ＵＲＬ

担当講師

東海大学

Web教材の作成と情報倫理

東海大学

アメリカではハンバーガーが世界的に食されるまでのグロー
バル化の過程を追い、中国では茶との関わりから生まれる
特有の生活様式をその種類と作法の分類から考察し、最後
に南アジアのカレーが世界に広まる過程を夏目漱石の異文 奥山 甚一（総合経営学部教授）
異文化理解（アメリカ、中国、南ア
化体験を通して考察する。最新の文化研究のテーマである 高田 修平（総合経営学部教授）
ジアの食）
グローバル化とローカル化を通した文化変容のダイナミズム 顧 ウェン（総合経営学部教授）
を食の世界から考える。この講習内容は、社会科の授業に
おいて、アメリカ、中国、南アジアの食を通して、各地域の歴
史や文化を深く理解させるのに役立つ。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校社会科
教諭向け

6,000円

30人 平成25年3月27日～
平成25年6月30日

平253019251581号

096-386-2622

http://www.utokai.ac.jp

東海大学

発酵から学ぶ食と健康

食に対する関心が高まるなか、発酵食品には疾病予防に効
果的な機能性成分が含まれていることが次々と明らかとな
り、発酵食品と健康の関わりが注目されている。本講習で
は、乳発酵食品の製造方法や健康保健効果ならびに発酵・
醸造食品の製造工程に関わる微生物の役割について最新
の話題を交えながら分かりやすく講述するとともに、代表的
な乳発酵食品の一つであるフレッシュチーズの製造を実際
に体験していただく。

熊本県阿蘇郡
南阿蘇村

6時間 平成25年8月9日

教諭

高等学校農業お
よび中学校・高等
学校理科教諭向
け

6,000円

30人 平成25年3月27日～
平成25年6月30日

平253019251582号

0967-67-3902

http://www.utokai.ac.jp

熊本学園大学

本講習は「現代ビジネスの風を読む」というテーマで、経
宇野史郎（商学部教授）
現代ビジネスの風を読む-経営・ 営・流通・マーケティング・金融の幅広い領域において新しい 勝部伸夫（商学部教授）
流通・マーケティング・金融の新し 理論・実態の状況を解説する。現代経営の新地平、インター 吉村純一（商学部教授）
い動きネットと流通・マーケティング、第1次産業のブランド・マーケ 波積真理（商学部教授）
ティング、金融機関の経営課題などを中心に行う。
安田嘉明（商学部教授）

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月7日

教諭

高等学校の
商業科教員

6,000円

20人 平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253059451163号

096-364-5161
(内線1161）

http://www.kumagaku
.ac.jp/

熊本学園大学

英語科教育の実際

英語指導の実践において有効と思える知識と考え方を、幅
広い見地から学ぶ。 以下の内容で構成される。
1. コンピュータ支援語学学習
2. 英語授業での異文化教育
3. 英米文化を背景とした英語教育
4. 動機づけ観点で英文法を考える

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校・
高等学校の
英語科教員

6,000円

30人 平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253059451164号

096-364-5161
(内線1161）

http://www.kumagaku
.ac.jp/

熊本学園大学

幼児期における運動遊びの再考

子どもの運動能力の２極化・体力低下が叫ばれて久しい。
誰もが比較的容易に取り組むことができる運動遊びや
栗原武志（社会福祉学部専任講師）
ニュースポーツを取り上げ、体を動かす楽しさや喜びを通し
て幼児期の運動遊びのあり方について考察を深める。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月7日

教諭

幼稚園教員

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253059451165号

096-364-5161
(内線1161）

http://www.kumagaku
.ac.jp/

熊本学園大学

もう一度学ぶ造形の基礎

この講習では、紙と鉛筆を使って絵を描いてみます。絵は
ちょっと？という人のための講習です。生活の中で美しいも
伊東浩一（社会福祉学部教授）
のにふれたとき、それをどう表現するかということを、6時間
のなかで絵を描きながら学んでゆきたいと思います。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月8日

教諭

幼稚園教員

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253059451166号

096-364-5161
(内線1161）

http://www.kumagaku
.ac.jp/

発声法の基礎と歌の楽しみ

発声のしくみ、腹式呼吸について再確認し、無理が無く、且
つ響きを持った発声法を習得します。この事は、指導現場で
の喉の負担を軽減する事にも効果があります。また、歌の発
音、音楽的表現など理論を踏まえた実践でのスキルアップ 河添富士子（子ども家庭福祉福祉学科非常勤
により歌の楽しさをより深く味わう事を目指します。小編成で 講師）
の歌によるアンサンブルも行い、ハーモニー作りや音楽的創
造の過程を指導者自身が体験することで豊かな音楽指導の
向上をねらいます。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月9日

教諭

幼稚園教員・小
学校教員・特別
支援学校教員

6,000円

25人 平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253059451167号

096-364-5161
(内線1161）

http://www.kumagaku
.ac.jp/

熊本学園大学

井越
長野
岡本
山下
多賀

敬司（農学部教授）
克也（農学部教授）
智伸（農学部教授）
秀次（農学部教授）
直彦（農学部講師）

米岡ジュリ（外国語学部教授）
吉田良夫（外国語学部教授）
林日出男（外国語学部教授）
トウメイ ジョセフ（外国語学部准教授）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

星槎大学

教育安全上、災害時に学校全体で子どもたちの生命を守り
心身の安全を図ること、災害後はこころのケアや具体的支
援が迅速にできる事が求められている。そこで本講習では、
震災を超えた未来のために
細田 満和子（共生科学部教授）
～教育現場におけるリスクマネジ 東日本大震災の現場に身を置き、子どもたちの声を聴き、
吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
当事者として考え、伝えている方々をゲストに迎え、将来、遭
メント～
遇するであろう危機的状況の中で、教師・市民としてとるべ
き態度、知識、考え方を考察する手がかりを提示したい。

大分県大分市

宮崎大学

学校保健での養護教諭の担う役割は大きく、また特殊であ
る。養護教諭の役割に鑑みると、養護教諭とは、児童･生徒
の生活支援者であるといえる。一方で、他の学校教職員が
養護教諭の立場に立脚した学校 養護教諭の役割を充分に理解せねば、学校保健の本質的
玉江 和義(大分大学教育福祉科学部准教授)
推進は困難である。本講座では、「養護教諭の役割とその本
保健活動
質」という視点に立脚して養護教諭による学校保健の内容な
どを概説し、養護教諭と教諭の有機的連携に基づいた学校
保健の在り方を検討する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月19日

宮崎大学

「木育」とは平成16年頃から活動が始まったもので、樹木・木
材を通して人及び社会を育てるという教育活動である。ここ
では、生活科における環境教育への木育の導入に関して、
木材利用と地球環境保全との関係、木材の特性および日本
藤元 嘉安（教育文化学部教授）
生活科における環境教育と木育
における森林・林業の現状等を通して、木材利用の意義に
ついて解説する。また、「ものづくり」や「あそび」を通しての
事例を通して、木育の生活科への具体的な導入方法につい
て解説する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月20日

教諭

宮崎大学

算数教育の基本的課題

(午前：問題解決)多くの算数の授業において、問題を提示
し、個人解決、集団解決という流れの問題解決型の授業が
行われている。しかし、この問題解決型の授業は、本当に有
効なのだろうか。留意点とともに、その目的、内容、方法、評
添田 佳伸(教育文化学部教授)
価等について再検討する。(担当：添田)
木根 主税(教育学研究科准教授)
(午後：概念形成)算数の学習において理解がよく話題とな
る。この理解の問題を概念形成と捉え、算数学習における
様々な概念(数概念、図形概念等)の定義と概念形成に関わ
る内容について、数学的背景と教授学の立場から講義・演
習する。(担当：木根)

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月20日

宮崎大学

今日では半ば自明視される「近代国家」が、ヨーロッパでど
のように創られていったかを検討する。特に、王権による広
域支配が確立していく中世から近世への移行期のフランス
ヨーロッパにおける「近代国家」の
を中心に、封建制・宮廷・司法・財政・戦争・領邦等をキー
中堀 博司(教育文化学部准教授)
生成過程
ワードとして考察する。欧米の研究動向を踏まえた上で、現
代社会の成り立ちを理解するためにも重要な世界史上の大
転換期(14～16世紀)に注目する。

宮崎県宮崎市

宮崎大学

環境・エネルギー教育学概論

環境及びエネルギー資源に関する教育の指導方法につい
て、教材や資料等を活用し、教育カリキュラムや教材などの
紹介事例を踏まえて教育現場にて即活用ができるよう、実
湯地 敏史(教育文化学部准教授)
践的な講習を行なう。講習内では、いろいろな環境やエネル
ギーに対する様々な疑問や課題について質問も受け付け
る。

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

19,000円

20人 平成25年3月18日～
平成25年5月6日

平253000752211号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

6,000円

80人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950803号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

小学校教諭、中
学校（技術）教諭

6,000円

30人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950804号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950805号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成25年8月20日

教諭

高等学校(地理歴
史・公民)教諭

6,000円

40人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950806号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月20日

教諭

小学校教諭、
中学校(技術・理
科・社会)教諭、
高等学校(工業)
教諭

6,000円

30人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950807号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

本講習は講義と施設見学を行います。講義では、慢性疾患
(先天性心疾患、腎疾患、神経疾患、アレルギー疾患、代謝
性疾患、小児がん)をもつ児童・生徒の治療や入院生活、子
慢性疾患をもつ子どもの学童期・ ども自身が行う健康維持のための活動、家族を含めた心理
野間口 千香穂(医学部教授)
思春期－健康・生活・発達－
社会的影響について理解を深めます。また、病院や障害児
施設の小児病棟を見学し、入院生活環境を知ることを通して
退院後の学校生活の支援や指導について、医療と教育、福
祉との協働について考察します。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月20日

小学校教諭、
教諭
中学校教諭、
養護教
高等学校教諭、
諭
養護教諭

6,000円

30人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950808号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

ヘルスプロモーションとは、人々が自らの健康とその決定要
因をコントロールし、改善することができるようにするプロセ
スと定義される。この理念を充分に盛り込んだ健康教育の
学校ヘルスプロモーションの具体
実践が、学校教育全般や児童･生徒の予後の人生において 玉江 和義(大分大学教育福祉科学部准教授)
的な推進法
極めて有益であるとされている。本講座では、学校教育の立
場から、子どもの二大生活圏（家庭と学校）におけるヘルス
プロモーションのあり方についての説明と検討を述べる。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月20日

小学校教諭、
教諭
中学校教諭、
養護教
高等学校教諭、
諭
養護教諭

6,000円

80人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950809号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

18時間 平成25年7月30日～平
成25年8月1日

教諭
教諭
養護教
養護教諭
諭

受講料 受講人数

小学校教諭、
教諭
中学校教諭、
養護教
高等学校教諭、
諭
養護教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

楽しい外国語活動を作るために

外国語活動では，相手と真摯に向き合って，誠意ある対話
をする姿勢を重視したいものです。人と関わることが楽しいと
子どもに実感させる授業はどのようにつくればよいでしょう
か。この講座では，「コミュニケーション」について学び，外国
語活動に「伝え合う」楽しさをちょっと付け加えるには，どの アダチ 徹子(教育文化学部准教授)
ように授業を「仕組む」とよいのかについて考察します。主と
して小学校教諭を対象としますが，中高の英語教諭で外国
語活動への理解を深めたい人や，外国語活動に参加してい
る人も歓迎します。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950810号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

算数教育の基本的課題

(午前：問題解決)多くの算数の授業において、問題を提示
し、個人解決、集団解決という流れの問題解決型の授業が
行われている。しかし、この問題解決型の授業は、本当に有
効なのだろうか。留意点とともに、その目的、内容、方法、評
添田 佳伸(教育文化学部教授)
価等について再検討する。(担当：添田)
木根 主税(教育学研究科准教授)
(午後：概念形成)算数の学習において理解がよく話題とな
る。この理解の問題を概念形成と捉え、算数学習における
様々な概念(数概念、図形概念等)の定義と概念形成に関わ
る内容について、数学的背景と教授学の立場から講義・演
習する。(担当：木根)

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950811号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

小学校社会科授業の課題

小学校社会科授業実践の基本的な課題を「子どもが考える
ことのできる社会科授業」の観点から整理し、新学習指導要
領における改訂点、及び、近年の社会科授業論や学習論の
兒玉 修(教育文化学部教授)
動向等をふまえたうえで、「子どもが考えることのできる社会
科授業」の構成方法や授業における指導の在り方について
検討する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

35人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950812号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

特別支援教育の理論と指導法

本講習では、特別な教育的支援を必要とする子どもの障害
特性及び彼らの抱える発達的・心理的・社会的課題につい
安東 末廣(教育文化学部教授)
て考える。さらに、特別支援教育の実践に必要な基礎理論
戸ヶ﨑 泰子(教育文化学部准教授)
を再確認した上で、指導方法について学ぶ。
なお、本講習は特別支援学校教諭向けの内容である。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月21日

教諭

特別支援学校教
諭

6,000円

50人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950813号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

中等社会系教科(社会科、地理歴史科、公民科)授業実践の
基本的な問題を生徒の思考の観点から整理し、近年におけ
る新たな中学校社会科授業論の動向、高等学校地理歴史
中等社会系教科の授業論と実践
科・公民科の実践的動向、及び、新学習指導要領における 吉村 功太郎(教育学研究科准教授)
的課題
授業や学習に対する新たな視点を踏まえたうえで、「考える
社会科(地理歴史科・公民科)授業」の構成方法について、模
擬的な授業づくりを通して検討する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校(社会)教
諭、
高等学校(地理歴
史・公民)教諭

6,000円

40人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950814号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

数学教材のバックグランド

整数の話の中でも興味ある「部屋割り論法(鳩の巣箱の原理
ともいう)」を扱い、整数の世界に対する認識をより豊かにす
る。また、「本の積み重ね問題」を題材として扱い、日常の話 谷本 洋(教育文化学部教授)
題に極限を絡めることで、どのような不思議が誕生してくる 北 直泰(教育文化学部准教授)
のか観察する。なお、宮崎大学で行われる「数学教材のバッ
クグランドⅡ」とは講習内容が異なる。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校・高等学
校(数学)教諭

6,000円

60人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950815号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

中等理科教育研究

国際理科教育動向調査(TIMSS)、またはOECD・PISAの調査
結果が示す教育課題、中央教育審議会答申と新しい学習指
導要領が示す新しい理科の教育課程の方向性、生徒の素 中山 迅(教育学研究科教授)
朴概念、生徒自身が問題意識を持ち、思考力・判断力・表現 山本 智一(教育文化学部准教授)
力を育成する授業のあり方などについて、講義および概念
地図作成の演習を行う。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校・高等学
校(理科)教諭

6,000円

40人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950816号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

中学校及び高等学校で使用される教材を用いて、音楽的内
容が深まるピアノ伴奏に関する実技指導を行う。受講者は
歌唱教材・鑑賞教材(歌唱)を用い
教科書に掲載されている楽曲のうち、自由に選択した１曲を 阪本 幹子(教育文化学部准教授)
たピアノ伴奏法
予め練習して講習に臨み、本講習をとおしてピアノ伴奏能力
の更なる向上を目指す。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校・高等学
校(音楽)教諭

6,000円

20人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950817号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

造形表現を楽しむためには造形表現力が必要であり、生徒
の造形表現力を育てるためには教員自身が造形表現力をも
ち造形表現を楽しんでいることが不可欠であると考える。本
講座は、美術教員の平面分野での造形表現力の向上を目 大泉 佳広(教育文化学部准教授)
指します。自身の「造形表現力」を向上させることによって造
形表現の楽しさを再認識し実技指導力の向上を目指しま
す。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校・高等学
校(美術)教諭

6,000円

15人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950818号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

宮崎大学

平面造形研究

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

生涯スポーツの理論と実技

生涯スポーツの普及・発展は、基本的人権の保障という観
点から重要であるばかりでなく、今日の社会問題への有効
な対処手段として価値を有する。本講義では生涯スポーツ
の実践例を通して社会的機能や法的根拠、構成要素などに 秦泉寺 尚(教育文化学部准教授)
ついて概説するとともに、学校体育における生涯スポーツの
視点の取り入れ方やニュースポーツ学習の機会を提供す
る。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校・高等学
校(保健体育)教
諭

6,000円

30人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950819号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

食物領域の教育内容と実践

1)我が国における健康づくり政策の変遷と今日の食に関す
る課題について理解を深める。
2)新学習指導要領を踏まえて小学校・中学校における「家
庭｣食物領域における食育のあり方・進め方や効果的な教
篠原 久枝(教育文化学部准教授)
材・教具や情報について参加者と共に考える。
3)学校における「食育」のあり方の一つとして、フランスやイ
タリアの「味覚教育」の紹介と、我が国における「味覚教育」
の可能性を探る。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校教諭、
中学校(家庭)教
諭

6,000円

15人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950820号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

小学校における国語科授業力を、教材把握力・授業構想
小学校における国語科授業力の 力・授業実践力・授業評価力の観点から分析・検討する。ま
楢原 義顕（教育学研究科准教授）
た、現行の学習指導要領に基づく国語科授業の課題を達成
課題
する授業力の在り方を実践的・臨床的に探究する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

65人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950821号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

初等理科教育研究

国際理科教育動向調査(TIMSS)、またはOECD・PISAの調査
結果が示す教育課題、中央教育審議会答申と新しい学習指
導要領が示す新しい理科の教育課程の方向性、児童の素 中山 迅(教育学研究科教授)
朴概念、児童自身が問題意識を持ち、思考力・判断力・表現 山本 智一(教育文化学部准教授)
力を育成する授業の在り方などについて、講義および概念
地図作成の演習を行う。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950822号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

子どもが運動をできるようになる
ための指導について考える

本講習では、複数の運動領域を取り上げ、各領域において
指導すべき中核的な内容は何かを確認し、それを子どもに
指導する上で起こっている問題を分析する。そして、この問
三輪 佳見(教育学研究科教授)
題解決に向けて、子どもの乳幼児期からの運動発達・運動
経験を把握した上で、指導をどのような課題から始め、どの
ような方法で指導していけるか検討する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950823号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

数学教育の基本的課題

(午前：問題解決)多くの数学の授業において、問題を提示
し、個人解決、集団解決という流れの問題解決型の授業が
行われている。しかし、この問題解決型の授業は、本当に有
効なのだろうか。留意点とともに、その目的、内容、方法、評
価等について再検討する。(担当：添田)
添田 佳伸(教育文化学部教授)
(午後：概念形成)数学の学習において理解がよく話題とな
木根 主税(教育学研究科准教授)
る。この理解の問題を概念形成と捉え、数学学習における
様々な概念(数概念、図形概念等)の定義と概念形成に関わ
る内容について、数学的背景と教授学の立場から講義・演
習する。(担当：木根)

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中学校・高等学
校(数学)教諭

6,000円

50人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950824号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

「わかりやすさ」を追求する指揮
法講座

受講生から成る小編成のアンサンブル(初見演奏が可能な
程度の作品)を指揮し、指揮の基本的な技法を確認する。ま
た、ディスカッションを通じて相互に助言を与え合い、「わか 浦 雄一(教育文化学部講師)
りやすい指揮」の重要性をあらためて学ぶとともに、それを
活かした実践力を養う。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中学校・高等学
校(音楽)教諭

6,000円

20人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950825号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

立体造形研究

近年、美術の表現題材としてコンピューター等の新領域が加
わり視覚的な表現の幅が広がってきました。一方で、立体造
形における触覚的な表現は、手と脳の関係からみても非常
に重要であり、材料にじかに触れながら自分の手で形づくる
体験は、今後ますます見直されてくると思います。講習で
大野 匠(教育文化学部講師)
は、素材と向き合い、制作を楽しみながら自己表現できる授
業づくりのための指導方法を探るとともに、立体造形教材を
用いた実習を行い、立体表現の実技指導力の向上を図りま
す。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校教諭、
中学校高等学校
(美術)教諭

6,000円

15人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950826号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

保健体育授業における運動実践やその指導に利用可能な
「運動や不活動に伴う身体活動量の変化と身体機能適応の
「保健体育授業」への運動生理学
仕組み」について、運動生理学的に概説する。主に、(1)体脂 松永 智(教育文化学部教授)
的アプローチ
肪とその利用、(2)筋疲労と乳酸、(3)筋の収縮特性、(4)運動
処方に着目し講義を展開する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中学校・高等学
校(保健体育)教
諭

6,000円

40人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950827号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

近年は合成繊維物による被服が多く、衣生活教育において
は、天然性だけでなく合成繊維の性質を理解させることが必
要である。本講では、心理的・生理的快適性の基本的要因 岡村 好美(教育文化学部教授)
である被服素材の理解と、製作における基本的技術の習得
を目的として、ものつくり実習を行う。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校教諭、
中学校・高等学
校(家庭)教諭

6,000円

15人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950828号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中学校・高等学
校(英語)教諭

6,000円

20人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950829号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

生徒指導・学校安全の理論と実
践

子どもを取り巻く環境は大きく変化し、生徒指導・学校安全
のあり方も児童生徒や保護者、地域の実態に応じた適切な
対応が求められている。そこで、生徒指導・学校安全に関す
る理論について認識を深めるとともに、講義や協議、演習等 外山 宏幸(宮崎県教育庁学校政策課 生徒指
宮崎県宮崎市
を通して、生徒指導・学校安全の現状と課題をもとにした具 導・安全担当副主幹)
体的な対応のあり方や指導方法について実践力を高め、今
後の生徒指導や学校安全への取組にどのように生かしてい
くか考える。

6時間 平成25年8月22日

小学校教諭、
教諭
中学校教諭、
養護教
高等学校教諭、
諭
養護教諭

6,000円

60人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950830号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

「英語が苦手」という小学校の先
生の英語講座

「外国語活動は英語の授業ではありません。」そう言われて
もやっぱり英語が不安。発音も自信ないし。そこでこの講座
では，英語の発音や教室英語について学び，外国語活動の
授業改善にどのように役立てれば良いかについて考察しま
す。一般的な英語を学ぶものではなく，あくまで外国語活動
アダチ 徹子(教育文化学部准教授)
をできるだけストレスなしで行うための英語について扱いま
す。英会話を学びたい人や，中高の英語教諭など英語が苦
手でない人はお断りします。外国語活動全般について知り
たい場合は，「楽しい外国語活動をつくるために」の方を受
講してください。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950831号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

初等理科教育研究

国際理科教育動向調査(TIMSS)、またはOECD・PISAの調査
結果が示す教育課題、中央教育審議会答申と新しい学習指
導要領が示す新しい理科の教育課程の方向性、児童の素 中山 迅(教育学研究科教授)
朴概念、児童自身が問題意識を持ち、思考力・判断力・表現 山本 智一(教育文化学部准教授)
力を育成する授業の在り方などについて、講義および概念
地図作成の演習を行う。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950832号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

算数教育の基本的課題

(午前：問題解決)多くの算数の授業において、問題を提示
し、個人解決、集団解決という流れの問題解決型の授業が
行われている。しかし、この問題解決型の授業は、本当に有
効なのだろうか。留意点とともに、その目的、内容、方法、評
価等について再検討する。(担当：添田)
添田 佳伸(教育文化学部教授)
(午後：概念形成)算数の学習において理解がよく話題とな
木根 主税(教育学研究科准教授)
る。この理解の問題を概念形成と捉え、算数学習における
様々な概念(数概念、図形概念等)の定義と概念形成に関わ
る内容について、数学的背景と教授学の立場から講義・演
習する。(担当：木根)

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950833号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

今日、地域経済は、グローバル化・人口減少・高齢化・過疎
化などにより大きな転換期にあり、全国の先進的なまちづく
りや地域づくりから学ぶ意義は大きい。照葉樹林と産業観光
によるまちづくりを進める宮崎県綾町、木材の生産・加工・産
全国の地域経済活性化の取組み
直住宅(販売)のシステムを構築している宮崎県諸塚村、自 入谷 貴夫(教育文化学部教授)
から学ぶ
然エネルギーによるまちづくりを推進している高知県梼原
町、中小企業振興基本条例を制定し中小企業振興と産業振
興を開始した北海道帯広市の取組みをみる中で教訓を考察
する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月23日

教諭

中学校(社会)教
諭、
高等学校(公民)
教諭

6,000円

50人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950834号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

「わかりやすさ」を追求する指揮
法講座

受講生から成る小編成のアンサンブル(初見演奏が可能な
程度の作品)を指揮し、指揮の基本的な技法を確認する。ま
た、ディスカッションを通じて相互に助言を与え合い、「わか 浦 雄一(教育文化学部講師)
りやすい指揮」の重要性をあらためて学ぶとともに、それを
活かした実践力を養う。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月23日

教諭

中学校・高等学
校(音楽)教諭

6,000円

20人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950835号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

中・高等学校のダンス

小学校の体育で取り扱う内容(ダンス学習の基礎・基本)を踏
まえ、学習指導要領に示された中・高等学校の「ダンス」の
内容(創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダンス)
について確認する。また、テレビなどではめったに見ることの 高橋 るみ子(教育文化学部准教授)
ないコンテンポラリー・ダンスを鑑賞し、ダンスがスポーツと
芸術の境界域で生徒の身体の可能性を拓く学習であること
を理解する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月23日

教諭

中学校・高等学
校(保健体育)教
諭

6,000円

30人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950836号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

被服素材の理解方法について

宮崎大学

本講習では、Charles A. Curran、Gattegno、およびLozanov
の理論と実践を扱う。日本の初等教育と中等教育での外国
Sharing insights from three major
語教育に、これら3名の教育理論をどのように応用すること
Amanda Bradley(教育文化学部招聘准教授)
contributors to languageができるかを考える。これにより、英語教育を生徒中心の指
teaching pedagogy
導法で行うことができるようになることを目指す。講習は英語
で行われる。

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

英語の発音指導法

英語と日本語の対照分析に基づき、日本語を母語とする英
語話者にとって難しいとされる英語の発音練習と発音指導
法を学習する。さらに発音指導を通して、リスニングにおける 伊勢野 薫(教育学研究科教授)
困難点を予測し、生徒のリスニング能力の向上を図る指導
法を体験学習する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月23日

宮崎大学

児童・思春期のメンタルヘルスと
安全管理

1)主に児童思春期領域における精神疾患について、症状・
病態・診断・治療を概説する。また関連した虐待等の諸問題
についての現況を学ぶ。その上で精神障害者の日常生活に
おける困難さを理解し、学校や家庭での適切な援助につい 武田 龍一郎(医学部講師)
石田 康(医学部教授)
て、具体的に工夫できる力を養うことを目標とする。
2)医療現場では、安全･安心な医療のため「医療事故の未然 甲斐 由紀子(医学部教授)
防止活動」を行っている。講習では、それらの経験に基づい
て教育現場である学校で役立つ「ヒューマンエラー、コミュニ
ケーション、５Ｓ」に注目し安全管理について講義する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月23日

宮崎大学

小学校における国語科授業力を、教材把握力・授業構想
小学校における国語科授業力の 力・授業実践力・授業評価力の観点から分析・検討する。ま
楢原 義顕（教育学研究科准教授）
た、現行の学習指導要領に基づく国語科授業の課題を達成
課題
する授業力の在り方を実践的・臨床的に探究する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月26日

教諭

宮崎大学

子どもの学びの視点にたった小
学校家庭科の授業づくり

作って楽しい、食べて楽しいだけで家庭科の授業が終わっ
てしまわないよう、子どもたちが自らの暮らしを見つめられる
伊波 富久美(教育学研究科准教授)
場として家庭科の授業を構想する。そのために、子どもの学
びの過程に着目し、その視点から授業づくりを考える。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月26日

宮崎大学

子どもが運動をできるようになる
ための指導について考える

本講習では、複数の運動領域を取り上げ、各領域において
指導すべき中核的な内容は何かを確認し、それを子どもに
指導する上で起こっている問題を分析する。そして、この問
三輪 佳見(教育学研究科教授)
題解決に向けて、子どもの乳幼児期からの運動発達・運動
経験を把握した上で、指導をどのような課題から始め、どの
ような方法で指導していけるか検討する。

宮崎県宮崎市

宮崎大学

小中一貫教育の理論と実践

小中一貫教育が県内外の市区町村で進められている。その
理論と実践を理解することにより、各学校において推進の担
い手になりうる実践的指導力の基礎を身につけることをめざ
す。具体的には、１）小中一貫教育の理論的・実践的基礎
（導入の必要性、実施経緯、カリキュラム編成上の特質な
ど）、２）地域学習を中心とする小中一貫教育の実践、３）外
国語活動・英語を中心とする小中一貫教育の実践、４）小中
一貫教育の史的基盤、について理解する。

宮崎大学

本講義では、漢文をより生徒にとって身近なものにするため
に何が必要なのかをテーマとし、漢文教育の目的や意義を
現代社会と結びつけて考察してみる。特に「アジアの共通言
語としての漢文」という観点について最新の研究を紹介す
親しみがもてる漢文－アジアの共
る。そして、我々現代の日本人が漢文の世界をどう楽しむこ 上原 徳子（教育文化学部准教授）
通言語として
とができるかを改めて考える。特に、「親しみ」の本質にせま
るため、各受講者とそれぞれの経験や現状について話し合
い、問題意識を共有したい。受講者も積極的に発言すること
を求めたい。

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

中学校・高等学
校(英語)教諭

6,000円

20人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950837号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

小学校教諭、
教諭
中学校教諭、
養護教
高等学校教諭、
諭
養護教諭

6,000円

60人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950838号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

小学校教諭

6,000円

65人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950839号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950840号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成25年8月26日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950841号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月26日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

6,000円

50人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950842号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月26日

教諭

中学校・高等学
校(国語)教諭

6,000円

30人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950843号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

文書教材開発のためのプログラ
ミング言語の活用法

学習指導要領で、中学校教科「技術・家庭」技術分野におけ
る教育内容の１つとして「情報処理の手順を考え、簡単なプ
ログラムが作成できること」という項目があげられている。本
講習では、文書教材を作成するためのプログラミング言語の
活用法の基礎を学びます。これまで、プログラミングは経験 佐野 順一(教育文化学部准教授)
がないけれども、図を描いたりテキスト処理や文書整形を行
うためのプログラミング言語に興味と関心があって、これか
ら学びたいという小・中（技術、数学、理科）・高等学校教諭
が主な受講対象者です。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月26日

教諭

小学校教諭、
中学校(技術･数
学・理科)教諭、
高等学校教諭

6,000円

30人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950844号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

文学を(英語で)もう一度

米文学の短篇(原文)に目を通していただいた上で、さまざま
な「読み」の可能性を探っていく試みを行う。少し学生に戻っ
た気分で、原文で小説を解きほぐしていく楽しみを再認識し
井崎 浩(教育文化学部准教授)
ていただくとともに、英語力のブラッシュアップをも目指す。ま
た、学校現場でのリーディング指導に活かしていく方策を考
える。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月26日

教諭

中学校・高等学
校(英語)教諭

6,000円

30人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950845号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

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)
吉村 功太郎(教育文化学部准教授)
アダチ 徹子(教育文化学部准教授)

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

宮崎大学

運動器の構造、役割や傷害との
対処法及び保健活動で求められ
る救急・スポーツ医学の考え方と
対処法について

１)運動器の構造、役割や傷害について概説する。(①運動
器(骨、関節、筋肉など)のしくみと役割、成長に伴う身体特
性、発達を含め必要な栄養の基礎、②現代のこどもの体力
帖佐 悦男(医学部教授)
の実態把握、体力向上やスポーツ上達法、③学校における
落合 秀信(医学部教授併附属病院救命救急セ 宮崎県宮崎市
外傷(外傷・障害)の実態と対処法。④肥満、メタボリック症候
ンター長)
群の予防としての運動の重要性をそれぞれ学習する。
２)学校保健活動で必要とされる応急・救急処置について概
説する。

6時間 平成25年8月26日

宮崎大学

小学校社会科授業の課題

小学校社会科授業実践の基本的な課題を「子どもが考える
ことのできる社会科授業」の観点から整理し、新学習指導要
領における改訂点、及び、近年の社会科授業論や学習論の
兒玉 修(教育文化学部教授)
動向等をふまえたうえで、「子どもが考えることのできる社会
科授業」の構成方法や授業における指導の在り方について
検討する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月27日

教諭

宮崎大学

図画工作科内容開発研究

小学校図画工作科について、意義と可能性を考察していき
ます。また教科内容について「A表現(１)造形遊び」、「A表現
(２)」、「B鑑賞」の相互の関連も視野に入れながら、演習を通 幸 秀樹(教育文化学部教授)
じて教材を開発する能力の向上を図ります。指導案作成や
教材の開発を実施し教材の開発論を考察します。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月27日

宮崎大学

数学教材のバックグランドⅡ

新学習指導要領において、小・中・高等学校で取り扱われる
統計的な内容が大幅に増加した。この講義では、今回の改
訂において変更された内容やその背景を詳しく解説するとと
藤井 良宜(教育文化学部教授)
もに、問題解決を目指した統計資料の活用の方法や基本的
な考え方について解説する。
なお、「数学教材のバックグランド」とは講習内容が異なる。

宮崎県宮崎市

宮崎大学

子どもの学びの視点にたった中
高・家庭科の授業づくり

子どもたちが自らの暮らしをタテマエではなく、ホンネで語
り、見つめることができる場として、家庭科の授業を位置づ
け、その具体的な授業づくりを子どもの学びの視点から考え
伊波 富久美(教育学研究科准教授)
る。
＊中学校及び高校の家庭科教員だけでなく免許教科外教
員として家庭科を担当している中学校教員も受講可能。

宮崎大学

英語で伝え合う経験を増やす授
業を作ろう

中学校・高校とも、生徒がより「英語を使う」ことにより、英語
に習熟させる授業が求められています。英語でメールを書い
た、英語で自分の考えを述べた…そんな経験が、英語を使
うことへの自信や、もっと上手になりたいという意欲につなが
アダチ 徹子(教育文化学部准教授)
るのではないでしょうか。四技能を統合的に使用し、相手を
意識しながらコミュニケーションをする活動を、授業の中に今
よりちょっとだけ増やすにはどうしたらよいでしょうか。アイデ
アを分け合い、授業改善の方法について考察します。

宮崎大学

水産業の現状を漁業および養殖業について説明し、将来の
展望について解説する。さらに、水産業の6次産業化を含め
水産業の現状と水産物の栄養と た水産物の販売の取り組みについて考察する。 また、水産 幡手 英雄(農学部教授)
機能性
物の栄養成分および機能性を解説し、水産物由来の廃棄
吉田 照豊(農学部教授)
物、特にウニ殻等からの有効成分の同定とその利用に関す
る最新知見を紹介する。

小学校教諭、
教諭
中学校教諭、
養護教
高等学校教諭、
諭
養護教諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

60人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950846号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

小学校教諭

6,000円

35人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950847号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

教諭

小学校教諭

6,000円

20人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950848号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成25年8月27日

教諭

中学校・高等学
校(数学)教諭

6,000円

60人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950849号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月27日

教諭

中学校・高等学
校(家庭)教諭

6,000円

15人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950850号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月27日

教諭

中学校・高等学
校(英語)教諭

6,000円

30人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950851号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月27日

教諭

高等学校(水産)
教諭

6,000円

15人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950852号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

特別支援学校において具体的に指導する際に、把握してお
くべき内容について講習を行う。具体的には特別支援教育 酒井 裕市(宮崎県教育庁特別支援教育室主
特別支援教育における具体的な の基本的な考え方、複数の障がいへの対応をはじめとする 幹)
宮崎県宮崎市
指導の在り方
特別支援学校における教育の考え方、学習指導要領に即し 山之口 義弘(宮崎県教育庁特別支援教育室指
た教育課程等の内容をどのように実践していくかなどについ 導主事)
て講義を行う。

6時間 平成25年8月27日

6,000円

60人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950853号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

新しい学習指導要領のもと、新教科書などに基づいて教育
をする中で、どのような課題があるのか、アメリカのテキスト
音楽科教育の現代的課題とその などを参考にしながら、今後の音楽科教育の望ましい在り方
竹井 成美(教育文化学部教授)
対策
を考えることと、その実現に向けて、とくに「音づくり・創作」の
演習を通して、その評価の在り方などを考える。小学校ある
いは中学校の音楽に対応。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月28日

教諭

小学校教諭、
中学校(音楽)教
諭

6,000円

55人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950854号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

図画工作科教材開発演習

小学校の現場で役立つ実用的な図画工作科教材につい
て、演習を通して考察していきます。とくに造形的なイメージ
生産に関する視点や制作上の実際的ポイント等を考慮する 樺島 優子(教育文化学部講師)
ことで、指導案の作成や指導上の留意点について具体的に
考えていきたいと思います。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月28日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950855号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

教諭 特別支援教育に
養護教 従事する教諭、
諭
養護教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

宮崎大学

幼保小連携においては、幼稚園・保育所在籍時の子どもの
行動傾向の情報、小学校入学後の子どもの行動傾向の発
幼保小連携のための行動評価と 達的変化の情報を相互に伝達し、指導に役立てることが重
立元 真(教育文化学部准教授)
要である。この講習では、子どもの行動傾向の測定、およ
指導の技法
び、測定情報を活かした指導の方法についての技術を提供
する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月28日

宮崎大学

古典は生きている

古典は、今となっては役に立たない、古くさいものではない。
例えば結婚式のスピーチでは、「別れる・切れる」等の用語
が避けられるが、全く同じことは、「言忌み」として古典でも行
われている。このように、古典の知識は、まだまだ死んでは
いないのであり、そのことに気づかせれば、もっと古典に興 山田 利博(教育文化学部教授)
味を持つ生徒は増えると思われる。本講義は、特定の作品
を読むのではなく、そのような、現代に生きる古典を意識化
することにより、より良い古典指導法について考究するもの
である。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月28日

教諭

エネルギーの視点からの中学
校・高等学校理科(物理分野)

理科の学習指導要領ではエネルギーの視点が重視されて
いる。また現代社会において最も重要な概念の一つでもあ
るが、抽象的で分かりにくい面がある。本講習では小・中・
高・大学での理科(物理分野)の教育内容を、エネルギーの
視点から考えてみる。仕事、力学的エネルギー、電気・磁気 作田 俊美(教育文化学部教授)
のエネルギー、熱エネルギー、原子核エネルギーなどを中
心に、教育内容を鳥瞰する。各学校種でのエネルギーの扱
いと深化を確認し、それぞれの学校での教育活動に活かさ
れることを期待する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月28日

英語の構文構造を探る

認知言語学の観点から、英語の構文表現を対応する日本語
表現と対照し、具体例を挙げながら演習を交えて講義を行
う。受動態、二重目的語(SVOO)構文、使役構文など高等学
小熊 猛(教育文化学部准教授)
校で教授する文法的内容を見つめ直し、英語の構文構造の
基本的性質について理解を深めることで、学校現場での構
文指導をより実りあるものにするアプローチを考察する。

宮崎県宮崎市

花色の科学と新品種の開発

植物科学の中で花色の研究は最も進んでいる分野の1つで
あり、その発現機構の解明は新品種を開発するためにも極
めて重要である。そこで、花色素の種類、最も重要な色素で
あるアントシアニン単独または他の色素等との相互作用に
藪谷 勤(農学部教授)
よる多彩な花色発現メカニズムとアントシアニンの安定性お
よびアントシアニン生合成に関する知見を紹介し、その知見
が新品種の開発に如何に応用されているかについて考察す
る。

宮崎大学

廃棄物管理工学

持続的発展のために、資源循環型社会の構築が重要であ
る。本講習では、持続的発展と資源循環型社会との関連を
理解する。さらには、循環型社会と廃棄物問題との関係を考
える。また、循環型社会を支える法的な仕組みおよび技術に
土手 裕(工学教育研究部教授)
ついて理解を深める。循環型社会構築のためには一般市民
の協力が必要不可欠であり、生徒に対して、なぜ循環型社
会が必要であるかを理解させるために必要な知識・考え方
を学ぶ。

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

教諭 幼稚園教諭、
養護教 小学校教諭、
養護教諭
諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

50人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950856号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

小学校教諭、
中学校・高等学
校（国語）教諭

6,000円

60人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950857号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

教諭

中学校・高等学
校(理科)教諭

6,000円

35人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950858号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成25年8月28日

教諭

高等学校(英語)
教諭

6,000円

30人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950859号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月28日

教諭

高等学校(理科・
農業)教諭

6,000円

20人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950860号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月28日

教諭

高等学校（理科・
工業）教諭

6,000円

20人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950861号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

中高一貫のキャリア教育

キャリア教育についての概念全体から、中学校や高等学校 酒匂 慎一郎(宮崎県教育研修センター指導主
におけるキャリア教育推進の在り方、取り組みの内容、実践 事)
宮崎県宮崎市
の具体例などを簡単な演習を交えながら講習を行う。
鎌田 雄一(宮崎県教育研修センター指導主事)

6時間 平成25年8月28日

6,000円

60人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950862号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

小学校・国語科における文章表
現力の諸問題

児童の文章表現力を分析し、その実態を把握するとともに、
国語科授業における書くことの実際とその諸問題を明らか
にする。また、学力の問題を表現力の観点から再検討し、現 楢原 義顕(教育学研究科准教授)
行の学習指導要領に示された課題への取り組みを構想・検
討する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月29日

教諭

小学校教諭

6,000円

70人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950863号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

国語とは何か

本講習では、そもそも「国語」とは何なのかを考察したい。日
本は、幕末以降、近代国民国家たらんとして「国語」の確立
を目指し、また、学校教育においても教科としての「国語」を
設置したが、政府にとって、これは何のためのもので、また、 藤井 久美子(教育文化学部准教授)
日本の歴史にはどのような影響を与えたのであろうか。隣国
中国にもあった「国語」との関係や、欧州で先行した国家語
制定の動きなどとも関連させて検討する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月29日

教諭

中学校・高等学
校(国語)教諭

6,000円

50人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950864号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

中学校教諭、高
教諭
等学校教諭、特
養護教
別支援学校教
諭
諭、養護教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

宮崎大学

地域理解を深める地理学習

本講習では、中学校社会科・高校地理歴史科(地理分野)で
扱う「地域」の理解を深めるために有効な視点や学習方法に
ついて検討する。具体的には、地形図・空中写真の判読、統
計資料とGIS(地理情報システム)を利用した主題図作成、ス 中村 周作(教育文化学部教授)
ケールに応じた地域学習・郷土学習(身近な地域の産業・文 大平 明夫(教育学研究科准教授)
化などに関する学習)、地理学的な野外調査(巡検)について
取り上げ、それらの地域理解に対する有効性や教育現場で
の実践例について解説する。

宮崎大学

文学を英語の授業に取り入れる

中学・高校時代という感性の鋭い時期に、質の高い文学に
触れることの意味は計り知れない。英語の授業に文学を取
り入れることにより、生徒の英語に対する興味は深まるはず 新名 桂子(教育文化学部准教授)
である。無理のないテキストを選び、どのように授業に取り
入れることができるかを考える。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月29日

教諭

中学校・高等学
校(英語)教諭

6,000円

30人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950866号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県の森林・水資源と気候温
暖化の影響

宮崎県内の主要河川流域の森林資源および水資源につい
て、その特徴などを紹介する。そして、現在予測されている
地球温暖化について、とくに宮崎県内の気温予測、降水予
測結果などを示し、これが県内の森林資源、水資源に与え
竹下 伸一(農学部准教授)
る影響について現在報告されている内容を紹介する。また、
伊藤 哲(農学部教授)
水源域の森林が蒸発散および流出に与える影響を概説し、
水源涵養機能を高める森林管理の事例を紹介する。一部、
代表的な流域をピックアップして、実際に水資源の計算を行
うなど演習を通して理解を深める。中学校教諭も受講可能

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月29日

教諭

中学校教諭、
高等学校(理科・
農業)教諭

6,000円

20人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950867号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

プラズマと環境

地球規模での環境破壊が進んでおり、温暖化現象などその
影響はますます深刻化している。本講習では、常温におい
ても様々な化学反応を誘起することのできるプラズマを用い
た気相、液相の環境浄化技術を考える。また、食の安全へ
の関心が近年高まっており、より安全な食品供給のための 迫田 達也(工学教育研究部教授)
滅菌技術が注目されている。ローテクノロジーのように見え
る簡単なプラズマ発生装置がハイテク製品と成り得る新しい
応用技術等、高等学校で扱っている静電気や放電現象の先
端技術を考える。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月29日

教諭

中学校教諭、
高等学校(工業)
教諭

6,000円

20人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950868号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

漢字文化表現論

国語科教諭を対象に現代日本における漢字文化について
説明する。また、漢字がどのように発展変化して表現されて
山元 宣宏(教育文化学部講師)
きたのかを伝統的な中国古典資料を読み解くことによって、
その歴史的な背景を解説する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年9月7日

教諭

小学校教諭、
中学校・高等学
校(国語)教諭

6,000円

55人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950869号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年9月7日

教諭

中学校(理科)教
諭、
高等学校(理科・
工業)教諭

6,000円

15人 平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950870号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年9月8日

教諭

小学校教諭、
中学校(国語)教
諭

6,000円

25人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950871号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

教諭 中学校教諭、高
養護教 等学校教諭、養
諭
護教諭

18,000円

30人

平成25年4月22日～
平成25年7月17日

平253060851774号

099-812-8503

http://www.shigakuk
an.ac.jp

宮崎大学

宮崎県宮崎市

6時間 平成25年8月29日

教諭

中学校(社会)教
諭、
高等学校(地理歴
史)教諭

6,000円

15人

平成25年4月20日～
平成25年5月17日

平251007950865号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

１．真空蒸着による半導体薄膜の作製
最初に真空装置と真空中の薄膜作製方法の概要について
説明する。その後、真空蒸着装置を用いて、半導体薄膜の
作製を行う。併行して、その他の真空装置と産業界における
真空利用などについて説明する。
宮崎大学

薄膜の作製と光学特性

齋藤 順雄（工学教育研究部教授）
２．分光光度計による薄膜の光学特性の測定
最初に分光光度計の測定原理について説明する。その後、
分光光度計を用いて、透過率・反射率の測定を行う。更に表
面粗さ計を用いて膜厚を測定する。これらのデータを用いた
薄膜の屈折率の算定方法などについて説明する。
小学校並びに中学校の国語科教諭を対象に、国語科書写
教育の内容の範囲で、実技と理論を中心として講義を行う。
国語科書写教育の内容の範囲を想定しているが、発展的に 山元 宣宏(教育文化学部講師)
書芸術として広義にとらえ、書道の悠久な歴史と文化にも言
及する。

宮崎大学

書写指導

志學館大学

適応上の困難を示す生徒への支援を含め、学校教育場面
に資すると考えられるさまざまな心理学的アプローチがあ
る。本講習では、対象となる生徒の捉え方と直接的支援の
あり方、集団を介した支援、家族に対する支援、また教師へ
学校現場で役立つ心理学の基礎
の支援など、多様な視点を紹介しながら、現場で適用可能な
技法や関わり方、及びこれらを支える理論的背景などにつ
いて、講義や演習を通じて学ぶ。主たる受講対象者は、中学
校・高校教諭とするが、小学校教諭も受講可能。

片平
神薗
鈴木
大島
野上
石井

眞理（人間関係学部教授）
紀幸（人間関係学部准教授）
雄清（人間関係学部准教授）
英世（人間関係学部講師）
真（人間関係学部講師）
佳世（人間関係学部講師）

鹿児島県鹿児
島市

18時間

平成25年7月31日～
平成25年8月2日

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

志學館大学

志學館大学

志學館大学

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

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

歴史研究の現在

日本史と世界史、それぞれの立場から歴史を論ずる。日本
史については、世界史との関連を重視し、システム論として
捉えたうえで、特に薩摩という地域と世界との結びつきにつ 原口 泉（人間関係学部教授）
いて考える。世界史については、グローバル・ヒストリーなど 溝上 宏美（人間関係学部講師）
近年の新しい潮流について紹介し、時代による歴史のとらえ
方の変化の問題について検討する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校教諭(社
会）、高等学校教
諭（地歴）

6,000円

30人 平成25年4月22日～
平成25年7月26日

平253060851775号

099-812-8503

http://www.shigakuk
an.ac.jp

ICTを利用した英語教育

本講習では、デジタル教科書やCALL（Computer-Assisted
Language Learning）システムの利用について、現状、理論的
背景への理解を深めるとともに、実際に体験しながらその教
入江 公啓(人間関係学部准教授)
育効果の考察を行います。また、iPod, Nintendo DS, CMS
(Course Management System) などを利用した最新の学習
方法についても理解を深めます。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成25年8月20日

教諭

中学校教諭（英
語）、高等学校教
諭（英語）

6,000円

30人 平成25年4月22日～
平成25年8月6日

平253060851776号

099-812-8503

http://www.shigakuk
an.ac.jp

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成25年8月8日

幼稚園教諭，小
教諭
学校教諭，中学
養護教
校教諭，養護教
諭
諭

6,000円

30人 平成25年4月22日～
平成25年7月25日

平253060851777号

099-812-8503

http://www.shigakuk
an.ac.jp

本講座では、適応支援の指導領域となる音楽療法につい
て、脳科学との関連に基づいて考えていく。
前半では、音楽療法と脳科学との関連から、適応支援（特
別支援教育を含む）に音楽療法的手法を用いることの有効
適応支援に向けた指導法
野浪 俊子（人間関係学部准教授）
～音楽療法と脳科学の関連に基 性について理論的背景を中心に講じる。
後半は、音楽療法と脳科学との関連に基づき、適応支援（特
づいて～
別支援教育を含む）に音楽療法的手法をどのように活かし
ていくのか実践的方法について演習を交えながら講じる。

航空機の歴史と新鋭機の動向

飛行機及びヘリコプタの歴史についてビデオを交えて解説
中村愼悟（工学部教授）
すると共に、最近の新鋭機の動向について講義を行う。ま
た、飛行機が飛ぶ物理的な理由とそれを理論化する手法(揚 酒井謙二（工学部教授）
力線理論)について解説すると共に、飛行機の安定性につい
て講義を行う。

鹿児島県霧島
市

6時間 平成25年8月1日

教諭

中学校「理科」
「技術」教諭，高
等学校「理科」
「工業」教諭

6,000円

30人

平成25年3月16日～
平成25年5月31日

平253060951583号

0995-45-0640

http://www.daiichikoudai.ac.jp/

社会基盤の建設技術

建設事業は、社会資本整備に欠かすことのできない基幹産
業であるが、公共事業の削減等にともなって若者の建設事
徳山ミョーキン（工学部教授）
業離れが深刻である。職業観や勤労観の涵養を図る中学・
礒貝 滋（工学部教授）
高校におけるキャリア教育の資料提供のために土木工学と
難波礼治（工学部講師）
社会との関わりについて解説する。更に鉄筋コンクリート構
造・鋼構造・風工学等に関する新しい技術紹介やトピックス
の講義も行う。

鹿児島県霧島
市

6時間 平成25年8月2日

教諭

中学校「技術」教
諭，高等学校「工
業」教諭

6,000円

10人

平成25年3月16日～
平成25年5月31日

平253060951584号

0995-45-0640

http://www.daiichikoudai.ac.jp/

環境浄化技術

海洋における赤潮発生の問題や地球温暖化による北極圏
の氷河後退などはグローバルな課題である。これらを解決
するリモートセンシング等の先端技術について紹介する。ま
羽野 暁（工学部助教）
た、身近な課題に関しては、自然環境との共生が志向され
田中龍児（工学部准教授）
ている公共事業における緑地環境整備の考え方を解説し、
吉田清司（工学部教授）
その実践事例を紹介する。さらに、河川汚濁水の処理技術
や技術開発に伴うトピック的な派生技術についても紹介す
る。

鹿児島県霧島
市

6時間 平成25年8月5日

教諭

中学校「技術」教
諭，高等学校「工
業」教諭

6,000円

10人 平成25年3月16日～
平成25年5月31日

平253060951585号

0995-45-0640

http://www.daiichikoudai.ac.jp/

第一工業大学

新しい建築技術の動向（耐震技
術等について）

1981年(昭和56年)、我が国の耐震規定は大地震を前提とし
た新耐震基準へと法体系が大きく変わった。その後も、地震
被害や耐震偽装事件を教訓に法体系はますます精緻を極
め、対「地震デバイス」も高度化を続けている。この様に進歩
福島順一（工学部教授）
の激しい耐震技術の「今」を、①～③の切り口で分かり易く
古田智基（工学部教授）
講義する。
位田達哉（工学部講師）
①耐震設計技術・耐震診断技術の「今」を知る。
②制震技術・免震技術の最前線を知る。
③スクラップ&ビルドからストックの時代へ。建築材料・改修
技術の最前線を知る。

鹿児島県霧島
市

6時間 平成25年8月6日～
平成25年8月7日

教諭

中学校「技術」、
高等学校「工業」
教諭

6,000円

30人 平成25年3月16日～
平成25年5月31日

平253060951586号

0995-45-0640

http://www.daiichikoudai.ac.jp/

第一工業大学

近年におけるまちづくりは、「環境、景観、歴史・文化、福祉、
中心市街地の再生等」多様に展開され、住民や専門家の参
加、ＮＰＯや行政等の関係主体と協働などが全国的に行わ
西嶋啓一郎（工学部教授）
新しい建築技術の動向（新しいま れている。まちづくりは建築と密接な関係があり、建築専門
河原洋子（工学部准教授）
ちづくり）
家として知っておくべき様々な事項がある。ここでは、近年の
根本修平（工学部講師）
まちづくりに関するキーワードを押さえながら、基本事項を説
明する。①水と緑のまちづくり、②歴史と文化のまちづくり、
③福祉のまちづくり

鹿児島県霧島
市

6時間 平成25年8月6日～
平成25年8月7日

教諭

中学校「技術」、
高等学校「工業」
教諭

6,000円

30人 平成25年3月16日～
平成25年5月31日

平253060951587号

0995-45-0640

http://www.daiichikoudai.ac.jp/

第一工業大学

第一工業大学

第一工業大学
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ＵＲＬ

第一工業大学

化石燃料を主体とした現代の機械技術の見直しは、世界的
な緊急課題となっている。地球温暖化の原因と現状及び省
エネルギー、脱エネルギー技術の動向を紹介し、その中で
低炭素社会における次世代自動 用いられる自動車技術に注目する。自動車は「走る機械」か 板倉 朗（工学部准教授）
ら、安全・環境・快適をカバーする「電子・情報機器」へと変 仮屋孝二（工学部講師）
車
貌をとげつつある。本講習では、自動車工学を支えている運
動機構、動力伝達、熱エネルギーの基礎を学習するとともに
自動車における電子化と新世代技術などを紹介する。

鹿児島県霧島
市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中学校「理科」
「技術」教諭，高
等学校「理科」
「工業」教諭

6,000円

20人

平成25年3月16日～
平成25年5月31日

平253060951588号

0995-45-0640

http://www.daiichikoudai.ac.jp/

第一工業大学

近年、多くの商品の商品寿命が以前の約半分ほどに変化し
てきているが、この大きな要因としてインターネットに代表さ
れる情報化社会の進展が考えられる。本講義ではこの観点
情報化社会の進展と産業構造の から、情報技術の進展と産業の関係について述べる。特に 當金一郎（工学部教授）
重要なのは、「技術」や「製品」、「市場」といった「経済を取り 山田猛矢（工学部講師）
変革
巻く」要素における「スピード」に対する意識の変化であり、
「利益＝価値」を生み出す為に産業構造が垂直統合型から
水平分業型となってきている現状とその要因を解説する。

鹿児島県霧島
市

6時間 平成25年8月26日

教諭

中学校「技術」教
諭，高等学校「工
業」教諭

6,000円

10人

平成25年3月16日～
平成25年5月31日

平253060951589号

0995-45-0640

http://www.daiichikoudai.ac.jp/

18時間 平成25年8月7日～
平成25年8月9日

教諭

小・中学校教諭

21,300円

50人 平成25年5月1日～
平成25年7月10日

平257002351899号

0994-46-2222

http://osumi.niye.g
o.jp/

6時間 平成25年8月3日

教諭

小・中・高等学校
教諭

7,000円

40人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252359号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

地域教材、国際
理解教育、参加
型学習に関心を
もつ教員または
担当者

14,000円

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252360号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

独立行政法人国
教員免許状更新講習
立青少年教育振
（国立大隅青少年自然の家）
興機構

琉球大学

教員が体験活動の意義について理解するとともに、児童・
生徒の集団宿泊学習等を効果的に実施するための基本的
な体験活動の指導技術を身に付ける。また、学習指導要領
における体験活動の取り扱いについて理解し、教育活動に
おける体験活動の取り入れ方を講義及び実習を通して修得
する。

福満 博隆（鹿児島大学教育学部准教授）
金子 満（鹿児島大学教育学部准教授）
鹿児島県鹿屋
坂本 昌弥（鹿児島県立博物館学芸主事）
市
工藤 智徳（人財科学研究所代表）
沖 敦（国立大隅青少年自然の家主任企画指
導専門職）

主に小中学校・高等学校における学校教育との関わりの中
で博物館の諸機能を整理し、今日の博物館の現状と教育プ
博物館で学ぼう－学校教育にお
ログラムを理解する。さらに博物館を活用した学校教育のあ 後藤 雅彦（琉球大学法文学部准教授）
ける博物館の利用
り方について、全国や沖縄の事例をふまえ、博物館の実践
的な利用方法と今後の課題を講義する。
この授業では、地域に根ざした国際理解教育の主旨と方法
について学ぶ。宮古島で開講することのメリットを最大限に
生かして、台湾との結びつきという視点から見えてくる地域
の歴史と現在について授業し、実際にその現場を見て歩く
フィールドワークを取り入れる。台湾系住民が経営する商店 野入直美（琉球大学法文学部准教授）
などを訪問し、地域ならではの学びを企画するための手法を
伝授する。2日目は、受講生による模擬授業とワークショップ
を行い、成績判定の資料とするとともに、受講生どうしの学
び合いを促す。

沖縄県中頭郡
西原町

沖縄県宮古島
市

12時間

平成25年8月12日～
平成25年8月13日

20人

琉球大学

地域に根ざした国際理解教育

琉球大学

この講習では、ホリスティック教育の分野で提示されている
人間観に基づき、子どものとらえ方、授業のあり方などにつ
いて考える。そのことを通して、ホリスティックな観点から捉
子どものとらえ方Ⅰ－ホリスティッ えることの重要性、そしてそのような人間観の有効性を確認
寺石悦章（琉球大学法文学部教授）
クな人間観－
したい。なお「子どものとらえ方Ⅰ」（本講習）は誕生から小
学校入学前の子ども、「子どものとらえ方Ⅱ」は小・中学校く
らいの子どもを主な対象としている。（一方のみの受講も歓
迎。）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月27日

教諭 幼稚園教諭、小
養護教 学校教諭、養護
諭
教諭

7,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252361号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

この講習では、ホリスティック教育の分野で提示されている
人間観に基づき、子どものとらえ方、授業のあり方などにつ
いて考える。そのことを通して、ホリスティックな観点から捉
子どものとらえ方Ⅰ－ホリスティッ えることの重要性、そしてそのような人間観の有効性を確認
寺石悦章（琉球大学法文学部教授）
クな人間観－
したい。なお「子どものとらえ方Ⅰ」（本講習）は誕生から小
学校入学前の子ども、「子どものとらえ方Ⅱ」は小・中学校く
らいの子どもを主な対象としている。（一方のみの受講も歓
迎。）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月28日

教諭 幼稚園教諭、小
養護教 学校教諭、養護
諭
教諭

7,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252362号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

この講習では、ホリスティック教育の分野で提示されている
人間観に基づき、子どものとらえ方、授業のあり方などにつ
いて考える。そのことを通して、ホリスティックな観点から捉
子どものとらえ方Ⅱ－ホリスティッ えることの重要性、そしてそのような人間観の有効性を確認
寺石悦章（琉球大学法文学部教授）
クな人間観－
したい。なお「子どものとらえ方Ⅰ」は誕生から小学校入学前
の子ども、「子どものとらえ方Ⅱ」（本講習）は小・中学校くら
いの子どもを主な対象としている。（一方のみの受講も歓
迎。）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月3日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

7,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252363号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/
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担当講師

この講習では、ホリスティック教育の分野で提示されている
人間観に基づき、子どものとらえ方、授業のあり方などにつ
いて考える。そのことを通して、ホリスティックな観点から捉
子どものとらえ方Ⅱ－ホリスティッ えることの重要性、そしてそのような人間観の有効性を確認
寺石悦章（琉球大学法文学部教授）
したい。なお「子どものとらえ方Ⅰ」は誕生から小学校入学前
クな人間観－
の子ども、「子どものとらえ方Ⅱ」（本講習）は小・中学校くら
いの子どもを主な対象としている。（一方のみの受講も歓
迎。）

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

7,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252364号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

社会科・公民科
担当の教諭、高
等学校において
進路指導を担当
する教諭

7,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252365号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭
養護教 教諭、養護教諭
諭

7,000円

12人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252366号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

中・高校教諭・英
語担当教諭

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252367号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

小学校、中学校
国語、高等学校
国語

7,000円

50人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252368号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成25年7月24日

教諭

小学校、中学校
国語、高等学校
国語

7,000円

50人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252369号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県石垣市

6時間 平成25年8月9日

教諭

幼稚園、小学校
教諭

7,000円

50人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252370号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

『グローバル・クラスルーム〜教室と地球をつなぐアクティビ
ティ教材集』（明石書店）からいくつかのアクティビティを選
グローバル・クラスルーム〜教室
び、実際に体験する事により、世界志向・生徒中心のグロー 星野英一（琉球大学法文学部教授）
と地球をつなぐアクティビティ〜
バル教育について理解を深め、授業への導入法について考
える。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月16日

教諭

小学校教諭、中
学校社会担当教
諭

7,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252371号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

戦前や復帰前の沖縄経済の特徴を概説し、なぜ沖縄が多く
の移民を出したのか等について講義する。また戦後の基地
経済の姿について学習し、なぜ沖縄中南部に人口や産業が 大城郁寛（琉球大学法文学部教授）
集積したのか講義する。復帰後40年続いた沖縄振興開発事
業が沖縄経済をどのように変えたのか講義する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月17日

教諭

中学校・高校の
社会の教諭

7,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252372号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成25年8月4日

労働法の基礎知識と就職後のト
ラブル対策

労働法における基本的知識を学び、教科及び生徒の就職指
導等に活かせるようにする。講義前半においては、労働法
がどのようなものなのか、民間企業における労働契約及び
公務員の任用関係について、必要に応じて教育職公務員の 戸谷義治（琉球大学法文学部専任講師）
特殊性にも触れつつ入門的な話をする。後半は、生徒が就
職後に遭遇しうる職場のトラブル等を念頭に置いて、労働組
合や労働関係行政機関の役割を中心に解説する。

沖縄県石垣市

6時間 平成25年7月25日

琉球大学

プレイバックシアター

プレイバックシアターは、批判なく人の話に耳を傾けたり、集
団の中で自発的に行動できたり、心を大きく開いたりする目
的で行われる。この講習では、児童生徒に対する敏感な感
受性や深い洞察力、集団の動きを理解したり効果的に対応
水野良也（琉球大学法文学部教授）
する力、また指導者としてのコミュニケーション能力や表現
力、人間的基盤の涵養などにつながることを視野に入れな
がら、即興劇を活用したプレイバックシアターを実際に楽しく
体験しその可能性を学ぶ。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月30日

琉球大学

英語スピーチの基礎と応用

西洋の歴史と伝統に根ざしたパブリック・スピーキングの基
本を学び、効果的な英語スピーチの作成と発表に必要なス
キルを学ぶ。そのスキルを英語授業に応用し、生徒達が自 宮平勝行（琉球大学法文学部教授）
信をもって建設的に相手と英語で対話できるようなスピーキ
ング能力の向上のための教授法について考察する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月4日

教諭

琉球大学

昭和22年指導要領で「方言やなまりをなおして、標準語に近
づけるようにする」としたが、43年指導要領では「共通語と方
言とで違いがあることを理解し、必要な場合には共通語で話
ことばの指導としての沖縄方言教
す」と説く。43年以降の教科書には「方言には土地土地の風 狩俣繁久（琉球大学法文学部教授）
育
土になじんだいいことばがたくさんあるのです。無理にやめ
てしまう必要はない（日書）」とある。方言と標準語の教育を
共存させながら言語教育として方言指導を具体的に考える。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月31日

琉球大学

昭和22年指導要領で「方言やなまりをなおして、標準語に近
づけるようにする」としたが、43年指導要領では「共通語と方
言とで違いがあることを理解し、必要な場合には共通語で話
ことばの指導としての宮古方言教
す」と説く。43年以降の教科書には「方言には土地土地の風 狩俣繁久（琉球大学法文学部教授）
育
土になじんだいいことばがたくさんあるのです。無理にやめ
てしまう必要はない（日書）」とある。方言と標準語の教育を
共存させながら言語教育として方言指導を具体的に考える。

沖縄県宮古島
市

琉球大学

入門期の文字指導

小学校入学以前にかな文字４７文字を習得している児童で
あっても入学後に復習を兼ねながら体系的な指導を行なっ
て幼児的発音の残る児童の発音指導が可能である。体系的
なかな文字指導は高学年のローマ字教育の基礎となる。50
狩俣繁久（琉球大学法文学部教授）
音図の構造と体系の指導は、日本語の持つ体系性に児童
の目を開かせ、言葉への関心を喚起させる。かな文字指導
が様々な指導の基礎になることを平仮名、片仮名のきめこ
かな指導とともに考える。

琉球大学

琉球大学

沖縄の経済

琉球大学

受講者募集期間

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教
校教諭、養護教
諭
諭

沖縄県中頭郡
西原町

琉球大学

受講料 受講人数

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

琉球大学

小中高を通して英語力を伸ばしていくためのコミュニケーショ
ン活動について、その種類や特性、可能性を、実際にアク
英語コミュニケーションを促進す ティビティを行なったり、考えたりしながら体感してもらう。講
る活動と教材～小中高の連携を 義は有効な教材を作成する視点や、学習者を時系列でとら 東矢 光代（琉球大学法文学部教授）
える枠組みについて行い、その内容理解を元に、自他のア
意識して～
クティビティ（持ち寄ってプレゼンテーション）を分析・評価して
もらう。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月14日

教諭

小学校の英語担
当者および中高
の英語担当教諭

7,000円

15人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252373号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

「戦争と平和」に関する諸問題を扱う。具体的には、「戦争を
防ぎ平和を達成するためには、どうすればよいか？」という
現代国際関係の諸問題とその分 命題に対して、国際関係論が提示してきたさまざまな「アイ
金 成浩（琉球大学法文学部教授）
デア」を紹介する。また、冷戦後の世界秩序の変容、東アジ
析
アの国際関係についても具体的な話をまじえながら、解説す
る。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月25日

教諭

小・中・高校社会
担当教諭、その
他関心のある者
受講可

7,000円

50人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252374号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

児童虐待の理解と対応

児童虐待の種類やその影響を、他児とのトラブルや教員に
対する試し行動等、学齢期における具体的「問題行動」との
関連で説明し、そのような行動を示す児童との具体的関わり
方に関して、ロールプレイ等により学ぶ。また、不適切な養
本村 真（琉球大学法文学部准教授）
育を行う保護者に関して、そのような保護者に対する適切な
かかわり方の基礎についてロールプレイを通して学ぶ。加え
て、児童相談所等の関連相談機関の概要についての情報も
提供する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月9日

教諭
小学校教諭・小
養護教
学校養護教諭
諭

7,000円

15人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252375号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

児童虐待の理解と対応

児童虐待の種類やその影響を、他児とのトラブルや教員に
対する試し行動等、学齢期における具体的「問題行動」との
関連で説明し、そのような行動を示す児童との具体的関わり
方に関して、ロールプレイ等により学ぶ。また、不適切な養
本村 真（琉球大学法文学部准教授）
育を行う保護者に関して、そのような保護者に対する適切な
かかわり方の基礎についてロールプレイを通して学ぶ。加え
て、児童相談所等の関連相談機関の概要についての情報も
提供する。

沖縄県宮古島
市

6時間 平成25年7月29日

教諭
小学校教諭・小
養護教
学校養護教諭
諭

7,000円

15人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252376号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

地域の学習には地図や画像は欠かせない。本講習では新
旧の地形図や空中写真の入手の方法から簡単な活用方法
までをわかりやすく解説する。また、近年、GIS（地理情報シ
地域学習で活用できる地図画像
ステム）が新たなツールとして注目されている。GISとはなに 宮内久光（琉球大学法文学部教授）
入門
か、それを用いて何ができるのか、ということを解説する。そ
の他、無料のGISソフトと現実のデータをインターネットから
入手をして、実際に受講生がパソコン上でGISを体験する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月3日

琉球大学

地域の学習には地図や画像は欠かせない。本講習では新
旧の地形図や空中写真の入手の方法から簡単な活用方法
までをわかりやすく解説する。また、近年、GIS（地理情報シ
地域学習で活用できる地図画像
ステム）が新たなツールとして注目されている。GISとはなに 宮内久光（琉球大学法文学部教授）
入門
か、それを用いて何ができるのか、ということを解説する。そ
の他、無料のGISソフトと現実のデータをインターネットから
入手をして、実際に受講生がパソコン上でGISを体験する。

沖縄県宮古島
市

琉球大学

既にIFRSを導入しているJTの有価証券報告書を参考に、会
計実務に対応した講義を行う予定である。日本基準との数
商業高校における会計学－国際 値的相異が表示されているため、受講者にとっても有用な 桑原 和典（琉球大学観光産業科学部産業経
会計基準導入の影響
情報であり、より理解が深まると考えられる。この講習を通じ 営学科准教授）
て、より実務に対応した会計教育の充実を図ることができる
と考えられる。

琉球大学

スポーツマーケティング

スポーツチームをサービスとして捉え、マーケティングの側
面から解説する。午前中はスポーツをサービスとして捉え特
徴をつかむことを目標とする。午後に入り、スポーツファンに 辻 洋右（琉球大学観光産業科学部産業経営
注目し、消費者行動の観点から分析する。3時限目はスポー 学科准教授）
ツスポンサーシップを広告分析を応用し理解することに努め
る。

琉球大学

未来をつくる力を育むESD（持続
発展教育）

琉球大学

教諭

地図画像を地域
学習などで扱う機
会のある教諭、エ
クセルの基本的
な操作ができるこ
と

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252377号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成25年7月30日

教諭

地図画像を地域
学習などで扱う機
会のある教諭、エ
クセルの基本的
な操作ができるこ
と

7,000円

10人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252378号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月24日

教諭

商業高校、会計
学に携わる講義
を担当している方
が望ましい

7,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252379号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月16日

教諭

商業高校：マーケ
ティング担当者

7,000円

15人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252380号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教育基本法17条を踏まえて策定された教育振興基本計画
（平成20年7月）において、わが国教育の重要政策の一つに
盛り込まれたESD（持続発展教育）について、正しく理解し、
沖縄県中頭郡
持続可能な社会づくりをテーマとした実践的な問題解決型且 大島 順子（琉球大学観光産業科学部准教授）
西原町
つ参加体験型の学びの方法について、全国の実践事例やｸﾞ
ﾙｰﾌﾟﾜｰｸを通して学びます。また、沖縄観光を素材にした
ESDの取組み方についても理解を深めます。

6時間 平成25年8月12日

教諭

小・中・高等学校
教諭、特に「総合
的な学習の時間」
の進め方に興味・
関心を持つ受講
者

7,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252381号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

教育基本法17条を踏まえて策定された教育振興基本計画
（平成20年7月）において、わが国教育の重要政策の一つに
盛り込まれたESD（持続発展教育）について、正しく理解し、
持続可能な社会づくりをテーマとした実践的な問題解決型且 大島 順子（琉球大学観光産業科学部准教授） 沖縄県石垣市
つ参加体験型の学びの方法について、全国の実践事例やｸﾞ
ﾙｰﾌﾟﾜｰｸを通して学びます。また、沖縄観光を素材にした
ESDの取組み方についても理解を深めます。

琉球大学

未来をつくる力を育むESD（持続
発展教育）

琉球大学

免許更新に当たって、単なる関連の知識や情報の入手に終
わるのではなく、各自の次なるステップ（職階上も含む）にお
望まれる「学社融合」の取り組み いて求められる課題、とりわけ学校と地域の関係づくり（コ
～学校と地域の教育力をいかに ミュニティ・スクール、学校支援地域本部事業、放課後子ども 井上 講四（琉球大学教育学部教授）
教室等を含む）においての現状と課題の理解と、その解決
組み合わせればいいか?!～
方策の検討を、各自の意識啓発・職能向上という観点から、
講義と演習（熟議方式）を組み合わせて行う。

琉球大学

マイコンを用いたおもちゃ作り

はじめに、マイコンの基本的な仕組みを理解するともに、簡
単なプログラミングを行う。
実習では、マブチモーターを使った簡単なおもちゃの製作
と、それを制御するためのプログラミングを行う。
最後にプログラミングの実技試験を行う。

琉球大学

マイコンを用いたおもちゃ作り

はじめに、マイコンの基本的な仕組みを理解するともに、簡
単なプログラミングを行う。
実習では、マブチモーターを使った簡単なおもちゃの製作
と、それを制御するためのプログラミングを行う。
最後にプログラミングの実技試験を行う。

琉球大学

漢字学入門

漢字の成立と発展、それに受容の状況を跡づけ、漢字の本
義を考察する方法論とその問題点について解説する。それ
に加えて、日本人が漢字とどのように付き合ってきたか、ま
た、日本人が漢字を使うことにまつわる諸問題を論じる。本 水上雅晴（琉球大学教育学部准教授）
講座は、漢字教育の実践的な方法論を扱うのではなく、漢
字を教えるための基礎や背景となる知識を深めるためのも
のであることに留意されたい。

琉球大学

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成25年8月23日

小・中・高等学校
教諭、特に「総合
的な学習の時間」
の進め方に興味・
関心を持つ受講
者

7,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252382号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭、養護教諭
教諭 （あくまでも学校と
養護教 地域の関係づくり
に関心のある人
諭
を期待）

7,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252383号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月1日

新垣 学（琉球大学教育学部講師）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月15日

教諭

主として中学校技
術を担当している
者

7,000円

8人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252384号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

新垣 学（琉球大学教育学部講師）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月22日

教諭

小・中・高等学校
教諭（主として中
学校技術を担当
している者）

7,000円

8人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252385号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月12日

教諭

小中高校におい
て漢字を扱う授業
に携わる教員

7,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252386号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

午前中は学習指導要領の変遷や、新学習指導要領におけ
学習指導要領と国語科教育の方 る国語科の目標や改訂箇所等について、講義形式で学習す
大城貞俊（琉球大学教育学部教授）
る。午後は、国語科教育の具体的な方法や工夫など実践例
法
を体験しながら考えていく。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月13日

教諭

中学校・高等学
校国語教諭

7,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252387号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

主に小学校における50音図の指導、助詞「はへを」の指導
等の背景となる知識を深めます。例えば、母音と子音の違い
は何でしょうか。50音図の段の配列と行の配列はどのような
小学校教員のための日本語音声 順序によるものなのでしょうか。このような疑問について音
中本 謙（琉球大学教育学部准教授）
と表記－５０音図を中心に－
声学的にみていきます。また、「通り（とおり）」と「応用（おう
よう）」のようになぜオ段長音は、書き分けられるのか等、日
本語の表記の規則についても日本語の音声の歴史を踏ま
えながら講義します。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校教諭

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252388号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

『万葉集』については「万葉仮名」の世界に楽しく触れさせる
授業を、『竹取物語』については絵本「かぐやひめ」を比較し
ながら原作の物語に迫る授業を、ワークショップ形式で体感
「伝統的な言語文化」の授業レッ してもらい、講師が理論付けします。
萩野敦子（琉球大学教育学部教授）
スン
「伝統芸能」については、沖縄県内ではなかなか接すること
のできない、しかし新しい小・中学校の国語教科書で積極的
に取り上げられている能・狂言・人形浄瑠璃・歌舞伎をビデ
オで紹介し、概要を解説します。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校教諭、中
学校国語教諭を
主たる対象とする
が高等学校国語
教諭も受講可能

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252389号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

前半は、外国籍および日本語を母語としない児童生徒の学
校教育における現状と課題、子どもたちの言語能力に関わ
外国籍児童生徒への日本語支援 る理論、そして子どもたちへの具体的な指導方法について 高橋美奈子（琉球大学教育学部准教授）
講義を行う。後半は、前半の講義内容を踏まえ、日本語を母
語としない児童生徒を対象にした教科書分析を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月12日

教諭

幼稚園、小学校、
中学校教諭

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252390号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

小学校や中学校の理科実験で利用するガラス器具を実際
に加工する作業をとおして、理科実験に必要となる簡単なガ
理科教員のためのガラス細工入
ラス細工を学ぶ。また、子どもたちが壊したガラス器具のう 吉田 安規良（琉球大学教育学部准教授）
門
ち、軽微な破損状況のものを簡単に修理・修復して使えるよ
うにする方法を学ぶ。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月14日

教諭

中学校理科教
諭・小学校理科
専科教諭

7,000円

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252391号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

8人

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

小学校5・6年生の理科の授業でよく行われる実験（教科書
教材実験等）を授業の中に取り入れるためには、授業者自
らがそれらの実験に慣れ親しみ、的確な実験準備を行うこと
理科が苦手な小学校の先生のた
が必要不可欠である。この講習では、実際に代表的な実験
吉田 安規良（琉球大学教育学部准教授）
めの小学校5・6年の理科（化学）
を行いながら、その背景にある基礎的な原理や実験準備方
実験研究
法等を再確認し、授業に取り入れる際の注意事項や教材実
験の活用法について学ぶ。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月13日

教諭

小学校の教諭で
理科に苦手意識
がある者

7,000円

24人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252392号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

授業のリフレクションを通じて自
己成長を試みる

現代において高度な専門職である教員には、自己成長する
資質能力が求められており、そのためには、自身の普段の
教育活動でのリフレクションが有効である。そこで、本講義に
おいては、その教育活動を授業に特化した上でリフレクショ 小林稔（京都教育大学准教授、琉球大学教員
ンを試みる。つまり具体的には、①大学生の模擬授業を実 免許状更新講習実施室非常勤講師）
際に観察し、評価する。②参加者により模擬授業の良かった
点、改善すべき点を討論する。③より良い、授業を実践する
ための学習指導案を作成する。の順に講義を進める。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月22日

教諭

小・中・高等学校
教諭

7,000円

24人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252393号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

授業のリフレクションを通じて自
己成長を試みる

現代において高度な専門職である教員には、自己成長する
資質能力が求められており、そのためには、自身の普段の
教育活動でのリフレクションが有効である。そこで、本講義に
おいては、その教育活動を授業に特化した上でリフレクショ 小林稔（京都教育大学准教授、琉球大学教員
ンを試みる。つまり具体的には、①大学生の模擬授業を実 免許状更新講習実施室非常勤講師）
際に観察し、評価する。②参加者により模擬授業の良かった
点、改善すべき点を討論する。③より良い、授業を実践する
ための学習指導案を作成する。の順に講義を進める。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・高等学校
教諭

7,000円

24人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252394号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

くらしを楽しむ・考える

衣・食・住を通し身近な事柄に対する思い込み、思い違い、
偏見などについて考えてみる。さらに実験を通して実感して
みる。次に、異文化体験としてミャンマー料理を体験する。他
国の日常食を調理してみることで、自分自身の文化やくらし
浅井玲子（琉球大学教育学部教授）
を見直すことにもつながる。絶対的な正解をもたないくらしに
ついて互いに認めあい、丁寧に営み、よりよく大切にしていく
ことが、教師にとっても児童にとっても重要な事である事に
気づくようにする。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月14日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

7,000円

15人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252395号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

くらしを楽しむ・考える

衣・食・住を通し身近な事柄に対する思い込み、思い違い、
偏見などについて考えてみる。さらに実験を通して実感して
みる。次に、異文化体験としてミャンマー料理を体験する。他
国の日常食を調理してみることで、自分自身の文化やくらし
浅井玲子（琉球大学教育学部教授）
を見直すことにもつながる。絶対的な正解をもたないくらしに
ついて互いに認めあい、丁寧に営み、よりよく大切にしていく
ことが、教師にとっても児童にとっても重要な事である事に
気づくようにする。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月15日

教諭

中・高等学校教
諭

7,000円

15人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252396号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

小学校算数、中学校数学の教科書の中から幾つかのテー
マを選び、場合によっては高校の過程にまで踏み込んで解
超初等整数論(整数、分数、小数
説し、関連の演習問題を解いて頂きます。「分数｣、「整数の 加藤満生（琉球大学教育学部教授）
の話)
割り算」、「小数の計算」、「分数と循環小数」などにつき話し
ます。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月12日

教諭

小学校算数、中
学校数学担当教
諭、その他も受講
可

7,000円

60人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252397号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

講習の1日目は、甚平の上身頃製作を通して、和裁の基礎
手拭い3本から幼児用甚平の製 的な知識と技術を習得する。2日目は、股上から縫い始める
作ー股上から縫い始める簡単パ 簡単につくれるパンツを製作する。４コマ目に「日本手拭いに 富士栄登美子（琉球大学教育学部教授）
ンツの製作
みる江戸歌舞伎役者文様」のプレゼンテーションをとおして、
和の文化を学ぶ。

沖縄県中頭郡
西原町

教諭

中学校及び高等
学校家庭科教諭
で、授業で実践し 14,000円
て下さる方を望み
ます

6人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252398号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

午前中は、子供のこころとからだの発育発達およびスポーツ
心理学・生理学の基礎理論についてアップ・ツー・デートな話
題を交えた講義を行う。午後は、子供を対象とするスポー
遠藤洋志（琉球大学教育学部教授）
子供のスポーツ医科学最新事情 ツ・運動指導の現場で活用可能なスポーツ心理学・生理学
宮城政也（琉球大学教育学部准教授）
分野の実験・演習（メンタルトレーニング、運動時の心身の
疲労度、熱中症や過呼吸への対応など）を行い、科学データ
に基づくスポーツ・運動指導の在り方について協議する。

沖縄県中頭郡
西原町

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252399号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

12時間

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

6時間 平成25年8月12日

教諭
小学校教諭（養
養護教
護教諭含む）
諭

7,000円

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

琉球大学

午前中は、子供のこころとからだの発育発達およびスポーツ
心理学・生理学の基礎理論についてアップ・ツー・デートな話
題を交えた講義を行う。午後は、子供を対象とするスポー
遠藤洋志（琉球大学教育学部教授）
子供のスポーツ医科学最新事情 ツ・運動指導の現場で活用可能なスポーツ心理学・生理学
宮城政也（琉球大学教育学部准教授）
分野の実験・演習（メンタルトレーニング、運動時の心身の
疲労度、熱中症や過呼吸への対応など）を行い、科学データ
に基づくスポーツ・運動指導の在り方について協議する。

琉球大学

やさしい柔道授業

1日目の午前中は柔道論および学習指導要領と授業計画に
関する講義を行い、午後は礼法・受身のほか投技の実技指
導を行う。2日目は、午前中に投技の練習法の紹介と固技の
実技指導を行い、午後は固技の練習法の紹介を行う。

遠藤洋志（琉球大学教育学部准教授）
沖縄県中頭郡
與儀幸朝（琉球大学教育学部附属中学校教
諭、琉球大学教員免許状更新講習実施室非常 西原町
勤講師）

琉球大学

水泳指導と水辺での安全対策

講義では、１）児童を対象とした水泳授業の指導計画につい
て学習指導要領をもとに解説し、さらに、２）プールでの水泳
を含む水辺活動時の安全対策のほか、津波や離岸流など
自然環境での危険への対処行動について紹介する。実習で
は、１）基礎泳法（ふし浮、けのび、クロール、平泳ぎなど）に
加え、２）着衣泳の実技講習を行う。

遠藤洋志（琉球大学教育学部教授）
小林稔（京都教育大学教育支援センター准教
授、琉球大学教員免許状更新講習非常勤講
師）

沖縄県中頭郡
西原町

琉球大学

水泳指導と水辺での安全対策

講義では、１）児童を対象とした水泳授業の指導計画につい
て学習指導要領をもとに解説し、さらに、２）プールでの水泳
を含む水辺活動時の安全対策のほか、津波や離岸流など
自然環境での危険への対処行動について紹介する。実習で
は、１）基礎泳法（ふし浮、けのび、クロール、平泳ぎなど）に
加え、２）着衣泳の実技講習を行う。

遠藤洋志（琉球大学教育学部教授）
小林稔（京都教育大学教育支援センター准教
授、琉球大学教員免許状更新講習非常勤講
師）

沖縄県中頭郡
西原町

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

沖縄県中頭郡
西原町

時間数

講習の期間

6時間 平成25年8月13日

対象職種 主な受講対象者

教諭
小学校教諭（養
養護教
護教諭含む）
諭

受講料 受講人数

7,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252400号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252401号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

中学校および高
等学校保健体育
担当教諭

6時間 平成25年8月15日

教諭

小学校教諭

7,000円

16人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252402号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成25年8月16日

教諭

小学校教諭

7,000円

16人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252403号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

算数科授業研究第１～３学年

国内における小学校第１～３学年における算数科の授業熟
練者の授業ビデオを視聴することで、算数科のよい授業が
備える要件を検討していきます。また、合わせて県内の見識
ある授業実践者である、指導主事や附属教諭などによる授 石井 勉（文教大学教育学部准教授、琉球大学 沖縄県中頭郡
西原町
業の解説ビデオを視聴し、授業の見方を深めていきます。そ 教員免許状更新講習実施室非常勤講師）
して、授業者へのインタビュービデオを視聴することで、授業
づくりの細部を明らかにしていきます。合わせて、各ビデオ
視聴の間に小グループによる学び合いを設定します。

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校教諭

7,000円

40人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252404号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

算数科授業研究第４～６学年

国内における小学校第４～６学年における算数科の授業熟
練者の授業ビデオを視聴することで、算数科のよい授業が
備える要件を検討していきます。また、合わせて県内の見識
ある授業実践者である、指導主事や附属教諭などによる授 石井 勉（文教大学教育学部准教授、琉球大学 沖縄県中頭郡
業の解説ビデオを視聴し、授業の見方を深めていきます。そ 教員免許状更新講習実施室非常勤講師）
西原町
して、授業者へのインタビュービデオを視聴することで、授業
づくりの細部を明らかにしていきます。合わせて、各ビデオ
視聴の間に小グループによる学び合いを設定します。

6時間 平成25年8月10日

教諭

小学校教諭

7,000円

40人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252405号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

小中学校国語科授業研究

国内における小・中学校における国語科の授業熟練者の授
業ビデオを視聴することで、国語科のよい授業が備える要件
を検討していきます。また、合わせて県内の見識ある授業実
践者である、指導主事や附属教諭などによる授業の解説ビ 石井 勉（文教大学教育学部准教授、琉球大学 沖縄県中頭郡
デオを視聴し、授業の見方を深めていきます。そして、授業 教員免許状更新講習実施室非常勤講師）
西原町
者へのインタビュービデオを視聴することで、授業づくりの細
部を明らかにしていきます。合わせて、各ビデオ視聴の間に
小グループによる学び合いを設定します。

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校教諭、中
学校国語担当教
諭、高等学校国
語担当教諭

7,000円

40人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252406号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

中高等学校数学科授業研究

国内における中・高等学校における数学科の授業熟練者の
授業ビデオを視聴することで、数学科のよい授業が備える要
件を検討していきます。また、合わせて県内の見識ある授業
実践者である、指導主事や附属教諭などによる授業の解説 石井 勉（文教大学教育学部准教授、琉球大学 沖縄県中頭郡
ビデオを視聴し、授業の見方を深めていきます。そして、授 教員免許状更新講習実施室非常勤講師）
西原町
業者へのインタビュービデオを視聴することで、授業づくりの
細部を明らかにしていきます。合わせて、各ビデオ視聴の間
に小グループによる学び合いを設定します。

6時間 平成25年8月8日

教諭

中学校数学担当
教諭、高等学校
数学担当教諭、
小学校教諭

7,000円

40人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252407号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

12時間

平成25年9月7日～
平成25年9月8日

14,000円

20人

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

琉球大学

沖縄こどもの国で学ぶうんち学

私たちを含めた動物が生きる基本である「食」について、そ
の過程の最終産物である「うんち」から読み解く術を紹介す
る。私たち日本人には「うんち」は忌むべきものであるような
風潮があるが、実際には私たちの健康管理に欠かせない重
要なバロメーターである。ゾウを例に飼育におけるフンチェッ
クの重要性、他の様々な動物のフンの比較、さらに人間のう
んちの状態と健康状態の関係について、いくつかの実習を
交えた講義を行う。

吉岡由恵（公益財団法人沖縄こどもの国職員、
琉球大学教員免許状更新講習実施室非常勤講
沖縄県沖縄市
師）
島袋洋次（公益財団法人沖縄こどもの国職員）
井上あや（公益財団法人沖縄こどもの国職員）

6時間 平成25年8月15日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭（理科、生活
科、特別活動）

7,500円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252408号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

沖縄の自然、また在来の生き物と外来の生き物についての
講義を行い、その後、実際に沖縄の外来生物であるオオヒ
カエルの骨格標本作成と骨格標 キガエルを解剖し、胃内容物などを調べて何を食べている
か調べ、在来の生き物におよぼす影響を考える。そして、カ
本の教材化
エルの体の構造を、骨格標本にすることによってよりよく理
解する。

吉岡 由恵（公益財団法人沖縄こどもの国職
員、琉球大学教員免許状更新講習実施室非常
勤講師）
沖縄県沖縄市
中村 智映（公益財団法人沖縄こどもの国職
員、琉球大学教員免許状更新講習実施室非常
勤講師）

6時間 平成25年9月14日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭（理科、
生活科、特別活
動）

7,000円

15人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252409号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄こどもの国で学ぶ動物のふ
れあい方法と小動物の飼い方

学校教育で行われる、理科、生活科その他自然に関する探
究的な学習、特別活動を推進するに際し、学外社会教育施
設との連携について学び、また教科（領域）内容の知識の深
化を図る。
午前中は沖縄こどもの国の歴史、沖縄の身近ないきものに
ついての講義。また、モルモット、ウサギなどの小動物のふ
れあい方や飼育方法を講義し、参加者にも実際にふれあっ
てもらう。午後は、沖縄在来家畜についての講義と在来馬の
活用方法、馬との接し方乗馬を行い「思いやり」の心を実際
に体験してもらう。

吉岡由恵（公益財団法人沖縄こどもの国職員、
琉球大学教員免許状更新講習実施室非常勤講
師）
新城 あかり（公益財団法人沖縄こどもの国職
員、琉球大学教員免許状更新講習実施室非常 沖縄県沖縄市
勤講師）
山下 幸成（公益財団法人沖縄こどもの国職
員、琉球大学教員免許状更新講習実施室非常
勤講師）

6時間 平成25年7月30日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科、
生活科、特別活
動）

7,500円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252410号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄こどもの国で学ぶ動物のふ
れあい方法と小動物の飼い方

学校教育で行われる、理科、生活科その他自然に関する探
究的な学習、特別活動を推進するに際し、学外社会教育施
設との連携について学び、また教科（領域）内容の知識の深
化を図る。
午前中は沖縄こどもの国の歴史、沖縄の身近ないきものに
ついての講義。また、モルモット、ウサギなどの小動物のふ
れあい方や飼育方法を講義し、参加者にも実際にふれあっ
てもらう。午後は、沖縄在来家畜についての講義と在来馬の
活用方法、馬との接し方乗馬を行い「思いやり」の心を実際
に体験してもらう。

吉岡由恵（公益財団法人沖縄こどもの国職員、
琉球大学教員免許状更新講習実施室非常勤講
師）
新城 あかり（公益財団法人沖縄こどもの国職
員、琉球大学教員免許状更新講習実施室非常 沖縄県沖縄市
勤講師）
山下 幸成（公益財団法人沖縄こどもの国職
員、琉球大学教員免許状更新講習実施室非常
勤講師）

6時間 平成25年8月13日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科、
生活科、特別活
動）

7,500円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252411号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

沖縄こどもの国で学ぶ自然と科
学

吉岡由恵（公益財団法人沖縄こどもの国職員、
琉球大学教員免許状更新講習実施室非常勤講
師）
前半は、沖縄の身近な自然や野生動物について、またその
髙江洲 義尚（公益財団法人沖縄こどもの国職
置かれている現状をどう授業に活かすことができるのかを一
員）
部実習を通しながら口述する。後半は、沖縄こどもの国が県
翁長 朝（公益財団法人沖縄こどもの国職員、 沖縄県沖縄市
や市からの委託によって行っている、科学の実験を学校現
琉球大学教員免許状更新講習実施室非常勤講
場で使えるような方法も交えながら講義・実習を行う。最後
師）
に沖縄こどもの国の活用法についての論述試験を行う。
高田 勝（公益財団法人沖縄こどもの国職員、
琉球大学教員免許状更新講習実施室非常勤講
師）

6時間 平成25年10月13日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭（理科、特
別活動）

7,500円

20人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252412号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

沖縄の身近な自然や野生動物について、またその置かれて
いる現状をどう授業に活かすことができるのかを一部実習を
通しながら口述する。今回は、オオコウモリをテーマとし、動
物と自然のつながりを学び、どう学校教育に活かせるか考え
沖縄こどもの国で学ぶ沖縄の野
る。また、沖縄在来家畜での講義では、黒糖作り体験を行い
生生物と家畜～黒糖作り体験～
ながら長い間培われてきた先人の知恵を学び、現在少なく
なってきてしまった在来家畜の有用性と今後の活用法につ
いて検討しする。最後に沖縄こどもの国の活用法について
の論述試験を行う。

6時間 平成25年12月7日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭及び、
中学校教諭（理
科、特別活動）

7,500円

30人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252413号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球大学

高田 勝（公益財団法人沖縄こどもの国職員、
琉球大学教員免許状更新講習実施室非常勤講
師）
比嘉 源和（公益財団法人沖縄こどもの国職
員、琉球大学教員免許状更新講習実施室非常 沖縄県沖縄市
勤講師）
吉岡 由恵（公益財団法人沖縄こどもの国職
員、琉球大学教員免許状更新講習実施室非常
勤講師）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

沖縄こどもの国で学ぶ沖縄学ー
自然科学ー

沖縄の身近な自然や野生生物に対して、またその置かれて
いる現状を伝えるために、どう授業において活かすことがで
きるのか、一部実習を行いながら口述する。今回は身近な
いきものであるオオコウモリをテーマとし、また、園内の動
物・植物をとおし生物と自然とのつながりを伝え、どう学校教
育に反映させるか考える。また、植物葉脈標本作り、リュウ
キュウアイによる藍染め実習体験等を行いながら長い歴史
の間培われてきた先人の知恵を学び、自然と科学のつなが
りを考察する。最後に沖縄こどもの国の活用法について論
述試験を行う。

高田 勝（公益財団法人沖縄こどもの国職員、
琉球大学教員免許状更新講習実施室非常勤講
師）
比嘉 源和（公益財団法人沖縄こどもの国職
員、琉球大学教員免許状更新講習実施室非常
勤講師）
吉岡 由恵（公益財団法人沖縄こどもの国職
員、琉球大学教員免許状更新講習実施室非常
沖縄県沖縄市
勤講師）
中村 智映（公益財団法人沖縄こどもの国職
員、琉球大学教員免許状更新講習実施室非常
勤講師）
藤根 誠道（公益財団法人沖縄こどもの国職
員、琉球大学教員免許状更新講習実施室非常
勤講師）
新垣 志保（琉球大学教員免許状更新講習実
施室非常勤講師）

沖縄こどもの国で学ぶ夜の生き
物と星空（夏編）

学校教育で行われる、理科、生活科その他自然に関する探
究的な学習、特別活動を推進するに際し、学外社会教育施
設との連携について学び、また教科（領域）内容の知識の深
化を図る。
夏の星空についてプラネタリウムを使用しながら講話し、そ
の後は夜に観察できる生き物やフィールドワークの注意点
についての講話。日没後に沖縄こどもの国の園内を散策し
ながら、身近な自然とそこに生息する夜の野生生物の姿を
観察する。また、天気によるが、事前に勉強した夜の星空に
ついても実際に見る。

中村智映（公益財団法人沖縄こどもの国職員、
琉球大学教員免許状更新講習実施室非常勤講
師）
藤根誠道（公益財団法人沖縄こどもの国職員、 沖縄県沖縄市
琉球大学教員免許状更新講習実施室非常勤講
師）
井上あや（公益財団法人沖縄こどもの国職員）

琉球大学

沖縄こどもの国で学ぶ夜の生き
物と星空（冬編）

学校教育で行われる、理科、生活科その他自然に関する探
究的な学習、特別活動を推進するに際し、学外社会教育施
設との連携について学び、また教科（領域）内容の知識の深
化を図る。
秋と冬の星空についてプラネタリウムを使用しながら講話
し、その後は夜に観察できる生き物やフィールドワークの注
意点についての講話。日没後に沖縄こどもの国の園内を散
策しながら、身近な自然とそこに生息する夜の野生生物の
姿を観察する。また、天気によるが、事前に勉強した夜の星
空についても実際に見る。

中村智映（公益財団法人沖縄こどもの国職員、
琉球大学教員免許状更新講習実施室非常勤講
師）
藤根誠道（公益財団法人沖縄こどもの国職員、 沖縄県沖縄市
琉球大学教員免許状更新講習実施室非常勤講
師）
井上あや（公益財団法人沖縄こどもの国職員）

琉球大学

小中高校の音楽における独唱・
重唱・合唱のための呼吸法、発
声法、指揮法、伴奏法

洋楽もしくは洋楽を基盤とした声楽作品（独唱・重唱・合唱作
品）の演奏とその教育において必要とされる呼吸法・発声法
の基礎的技術とそのコンセプトを解説、受講生自らもインス
トラクトに従って実習し、それらの基礎技術をどのように歌唱 服部洋一（琉球大学教育学部准教授）
に生かしていくか、またその技術や演奏者の持てる力を引き
出すための教授法、指揮法、伴奏法について概説し受講生
もこれを実習する。

琉球大学

指揮法

琉球大学

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭及び中
14,500円
学校教諭（理科、
特別活動）

30人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252414号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成25年7月31日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭（理科、生活
科、特別活動）

7,500円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252415号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成25年11月9日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭（理科、生活
科、特別活動）

7,500円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252416号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校教諭、中
高音楽教諭

7,000円

40人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252417号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

午前中は、各拍子がどのような指揮図系で表され、そしてそ
れはどのような意味合いを持ち、音楽表現に関わっているか
ということの指揮の根幹を、基本的な論述と技法で学ぶ。午 糸数 武博（琉球大学教育学部教授）
後はさらに音楽表現の幅を広げ、ワルツ打法などを取り入
れ、音楽の多様性を実際の指揮の中から感じさせていく。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月15日

教諭

小学校教諭、中
学・高校音楽教
諭

7,000円

10人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252418号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

指揮法

午前中は、各拍子がどのような指揮図系で表され、そしてそ
れはどのような意味合いを持ち、音楽表現に関わっているか
ということの指揮の根幹を、基本的な論述と技法で学ぶ。午 糸数 武博（琉球大学教育学部教授）
後はさらに音楽表現の幅を広げ、ワルツ打法などを取り入
れ、音楽の多様性を実際の指揮の中から感じさせていく。

沖縄県石垣市

6時間 平成25年8月17日

教諭

小学校教諭、中
学・高校音楽教
諭

7,000円

10人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252419号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

小学校教諭の為のリコーダー指
導法

ソプラノリコーダーの基本的指導法を学び、自らもソロ演奏
やアンサンブル演奏ができるようにする。

仲本朝昭（琉球大学教員免許状更新講習実施
室非常勤講師）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月13日

教諭

小学校教諭でソプラ
ノリコーダーを指導す
るにあたって指導の
基礎基本を再確認し
演奏の技術を高めた
い方

7,000円

40人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252420号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

中学校音楽教諭の為のリコー
ダー指導法

アルトリコーダーの基礎指導法を学び、自らの演奏をするこ 仲本朝昭（琉球大学教員免許状更新講習実施
とができるようにする。
室非常勤講師）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月14日

教諭

7,000円

40人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252421号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球大学

12時間

平成25年7月23日～
平成25年7月24日

アルトリコーダー
を指導する事の
ある教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
講習の期間

対象職種 主な受講対象者

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月12日

幼稚園や障害の
教諭 ある子供たちを指
養護教 導している特別支
援学校の教諭を
諭
対象とする

途上国の人々の暮らしを知るた
めに～基本アクティビティを使っ
てみよう

講師は、自らの国際協力の現場での体験と学びを共有しつ
つ、受講者（参加者）である教師とともに、教室ではどのよう
にすれば生徒が類似の学びを得るようにファシリテートでき
るか、その方法を共に探る。参加者は、ワークショップに生
鶴田厚子（㈱国際開発センター主任研究員）
徒の気持ちで臨み、自ら「気づき」を経験することにより、そ
れらの手法の有効性を検証し、振り返る。さらに、参加者は
自分の授業でそれらの方法をどのように使うか具体的なプ
ランを作成し、グループで話し合う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月29日

教諭

エネルギー教育の基礎とエネル
ギー変換教材の製作

学習指導要領の改訂に伴い、小・中学校全体のカリキュラ
ムを通して、知識と技能の習得、環境や安全に関する学習
を充実させることが求められている。特に中学校技術科では
エネルギー変換分野の学習が必修となった。本講習では、
年齢に応じたエネルギー教育を行うにあたり、教員がもつべ 清水洋一（琉球大学教育学部教授）
き知識と技能の強化を目的としている。午前中の部で県内 岡本牧子（琉球大学教育学部講師）
外のエネルギー事情とエネルギー教育の意義を理解し、エ
ネルギーや変換効率を求める基礎を学ぶ。午後の部では実
際にエネルギー変換に関連する教材を製作し、自ら教材開
発ができる技能を学ぶ。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月22日

教諭

道徳授業を創る

従来の道徳授業（読み物資料を用いて登場人物の心情を考
えさせ、ねらいとする価値を教える授業）の問題点を検討し、
モラルジレンマ授業の意義と限界を明らかにした上で、「考
えること」と「話し合うこと」を中核にした道徳授業（「考え・話 上地 完治（琉球大学教育学部教授）
し合う」道徳授業）のねらいとその重要性を説明し、最後にこ
うした道徳授業のあり方について理論的・実践的な両側面
から受講者全員で検討を加える。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月2日

琉球大学

道徳授業を創る

従来の道徳授業（読み物資料を用いて登場人物の心情を考
えさせ、ねらいとする価値を教える授業）の問題点を検討し、
モラルジレンマ授業の意義と限界を明らかにした上で、「考
えること」と「話し合うこと」を中核にした道徳授業（「考え・話 上地 完治（琉球大学教育学部教授）
し合う」道徳授業）のねらいとその重要性を説明し、最後にこ
うした道徳授業のあり方について理論的・実践的な両側面
から受講者全員で検討を加える。

沖縄県石垣市

6時間 平成25年7月26日

琉球大学

琉球の歴史を、山下洞人や港川人等の旧石器時代から、琉
球王朝の王統史を経て、薩摩に支配された近代まで概説
し、併せてオモロやクエーナ、ユンタ、ジラバクイチャー、アヤ
琉球の音楽と歴史(古謡から民謡 グ等の琉球古謡やわらべ歌、琉球古典音楽等の座敷歌、エ
泉 惠得(琉球大学教育学部教授)
まで)
イサーやウスデーク等の踊り歌、そして明治以降の島唄など
の特徴や演奏様式、又、生活儀礼との係わりを講義する。
又、いろんなジャンルの琉球音楽を実際に合唱してみること
によって、その素晴らしさを体感する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月16日

教諭

琉球大学

琉球の歴史を、山下洞人や港川人等の旧石器時代から、琉
球王朝の王統史を経て、薩摩に支配された近代まで概説
し、併せてオモロやクエーナ、ユンタ、ジラバクイチャー、アヤ
琉球の音楽と歴史(古謡から民謡 グ等の琉球古謡やわらべ歌、琉球古典音楽等の座敷歌、エ
泉 惠得(琉球大学教育学部教授)
まで)
イサーやウスデーク等の踊り歌、そして明治以降の島唄など
の特徴や演奏様式、又、生活儀礼との係わりを講義する。
又、いろんなジャンルの琉球音楽を実際に合唱してみること
によって、その素晴らしさを体感する。

沖縄県宮古島
市

6時間 平成25年8月7日

教諭

琉球大学

子どもの心と脳の発達について、乳幼児期・児童期、青年期
の特徴に以下の点から解説する。発達の観点から、脳の構
特別支援教育のための「心理学」 造と機能について説明し、さらに、社会性、認知、感情の機
富永大介（琉球大学教育学部教授）
「脳科学」入門
能の発達について概観し、その障害についても講義する。さ
らに、LD、ADHD、自閉症児の特徴について、脳と心の発達
の観点から概観する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月6日

開設者名

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

特別支援教育における音楽活動で、わらべ歌をどのように
活用するかを講述する。実習では、各種わらべ歌遊び（お手
特別支援学校と幼稚園教諭の為 玉、縄跳び、まりつき等）を体験しながら、わらべ歌の中に含 北村浩子（琉球大学教員免許状更新講習実施
まれる音楽療法的要素について考察する。最後に、特別支 室非常勤講師）
のわらべうた指導法
援教育におけるわらべ歌の活用についての筆記試験を行な
う。

講習の開催地

時間数

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252422号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

小・中学校教諭

7,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252423号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

中学校技術科・
理科教諭、小学
校教諭、高校理
科教諭

7,000円

10人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252424号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭 小・中学校教諭
養護教 （幼稚園、高校も
可）、養護教諭
諭

7,000円

40人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252425号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭 小・中学校教諭
養護教 （幼稚園、高校も
諭
可）、養護教諭

7,000円

40人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252426号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

小・中・高等学校
の音楽担当教
諭、及びテーマに
興味がある者

7,000円

40人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252427号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

小・中・高等学校
の音楽担当教
諭、及びテーマに
興味がある者

7,000円

40人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252428号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

50人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252429号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭
養護教 教諭、養護教諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

子どもを理解するための手段として、「心」についての基礎科
学を学ぶことはとても有意義である。しかし、「心」は形のな
い複雑な概念であり、一面からでは捉えられない。そこで、
本講習では、心理臨床科学コースの教員を中心に、様々な
角度から「心」の多面的理解を促進する事を目的としたい。
具体的には、子どもの多面的理解、保護者から見た子ども
理解を促進するため、「身体」「脳」「認知」「感性」「発達」の5
側面からアプローチする。いずれの講義も実習を交えたなじ
みやすい講習を展開する予定である。

担当講師

富永大介（琉球大学教育学部教授）
伊藤義徳（琉球大学教育学部准教授）
金城志麻（琉球大学教育学部講師）
金城昇（琉球大学教育学部教授）
服部洋一（琉球大学教育学部准教授）
シャイヤステ榮子（琉球大学教育学部准教授）

琉球大学

心の臨床アラカルト「子ども理解
のための科学と実践」

琉球大学

近年、学校現場では不登校や発達障がい等の個々に応じ
た対応が求められている。その際に、児童・生徒だけでなく
保護者との連携が不可欠である。しかし、実際には、モンス
カウンセリングマインドを生かした
ターペアレンツ等といった保護者への対応に苦慮する場合も 金城志麻（琉球大学教育学部専任講師）
保護者対応
少なくない。そこで、本講習では保護者の心理について概説
するとともに、カウンセリングマインドを用いた保護者対応の
あり方について講習を行う。

琉球大学

ヘルダーの不等式とミンコフス
キーの不等式について

琉球大学

方程式の話

琉球大学

確率や統計は日常よく用いられているが、勘違いしているこ
ともまま見受けられる。
この講習では、条件つき確率を中心とした確率統計に関す
確率統計の話題から -高校数学
るいくつかの話題を選んで、それは正しいのか、あるいはど 杉浦 誠（琉球大学理学部准教授）
I，Aに関連した話題を中心にのような仮定をおけば正しいのか、また何を意味しているか
などを、数式を実際に計算して調べていく。
受講者は電卓を必ず持参してください。

琉球大学

琉球大学

琉球大学

講習の開催地

沖縄県中頭郡
西原町

時間数

講習の期間

12時間 平成25年8月12日～
平成25年8月13日

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月3日

線形空間に絶対値のようなものノルムを定義することがある
が、その際に、ミンコフスキーの不等式が必要となる。本講
習では、具体的な線形空間を考え、その線形空間にノルム
を定める際に必要となるミンコフスキーの不等式、そのため 小高一則（琉球大学理学部教授）
の準備で必要になるヘルダーの不等式について述べ、その
証明の仕方を考える。それを通して、中学、高校などで数学
を教える際の基本となる事柄について再確認する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月28日

方程式と呼ばれるものの種類、 (代数)方程式と関数の関
係、方程式の解法と数学の発展(数体系の拡大)の歴史、代
数方程式の根と係数の関係を述べた後、3次方程式の代数 菅修一（琉球大学理学部准教授）
的解法を解説し、その意味やなぜこれが中等教育で教えら
れないかの理由を述べる。

沖縄県宮古島
市

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

教諭
小・中・高等学校
養護教
教諭、養護教諭
諭

14,000円

教諭
小・中・高等学校
養護教
教諭、養護教諭
諭

7,000円

50人

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

50人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252430号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252431号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

中学校、高校の
数学教員

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252432号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成25年8月3日

教諭

中学・高校の数
学教員を想定す
るが、中学３年生
程度の数式運用
能力があれば、
他教科の人も理
解可能です

7,000円

40人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252433号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県石垣市

6時間 平成25年8月24日

教諭

中学校、高等学
校の数学科教員

7,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252434号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

平面幾何と複素数

複素数の基本的な性質の復習からはじめて、複素数による
平面直線の表示、複素数による初等幾何の定理の証明を
扱う。こういった内容は高校、大学いずれにおいても講義で
佃 修一（琉球大学理学部准教授）
とりあげられることは稀であるが、ある種の初等幾何の問題
には強力な方法であるのみならず、複素数に親しむための
題材としてもおもしろいものであろう。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月26日

教諭

中・高等学校数
学教諭. その他の
教諭も受講可

7,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252435号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

振り子の運動と楕円関数

古典力学は日常的なレベルでの物体の運動を記述する法
則であり、科目でいえば理科の内容になるがその定式化自
体は数学的に微分方程式を用いてなされる。まず初等関
数、特に三角関数および逆三角関数についてその性質を復
眞野智行（琉球大学理学部准教授）
習する。三角関数の性質を基にその一部を拡張することに
より楕円関数が導入される。楕円関数の諸性質を述べた
後、その応用として振り子の運動が楕円関数を用いて記述
されることを解説する。

沖縄県石垣市

6時間 平成25年8月16日

教諭

中学校及び高校
の数学担当教諭

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252436号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

時間・空間・量子とその応用

物理学の基本的な概念である「時間、空間、量子」につい
て、多くの例をあげながら、わかりやすく概説する。最初に、
時間空間の考え方を根本的に変更した「相対論」とミクロの
賀数 清孝（琉球大学理学部教授）
世界を解き明かした「量子論」について講義する。その応用
堺 英二郎（琉球大学理学部准教授）
として、量子情報、物質の成り立ち、物質の個性（金属の色
眞榮平 孝裕（琉球大学理学部准教授）
や硬さ、電流の流れ易さ）の違いなどを説明する。また、物
理学の重要な成果の一つである携帯電話や家電製品にも
触れる。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校、中学校、
高等学校理科担
当教諭、その他も
受講可

7,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252437号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

パソコンを用いた理科教育の基礎となるスキルを、実際にパ
ソコン実習を取り入れることにより向上させる。受講者が通
常の教育環境でも実行できるように、標準的なパソコン環境
稲岡 毅（琉球大学理学部教授）
に制限した実習を行う。具体的には、エクセルを用いて日常
瓜生 康史（琉球大学理学部准教授）
生活で見られる物理現象に関する学習素材を作成する。ま
安田 千寿（琉球大学理学部准教授）
た、インターネットを活用して、物理に関する学習資料や情
報を収集する方法を実践的に学ぶ。パソコン実習では、初
心者でも操作できるように指導する。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月21日

教諭

高等学校・中学
校の理科教員を
主な対象とする

7,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252438号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

東日本大震災の発生を受け、これまでの防災の常識が見
直されつつある。本講習では、地震・津波・地辷り・台風・高
潮など、沖縄県に特有且つ頻発する自然災害について、最
災害に強い沖縄を目指して―自 近の事例を紹介し、それらの特性を踏まえた上で、担当学
然災害の正しい理解のための教 校種・学年に応じた新しい防災教育のための教材を開発す 松本 剛（琉球大学理学部教授）
る。作成した教材案をもとに、受講者が教師役・生徒役に分
材作りの実践
かれて模擬授業を行い、その結果を全員で討議する。最後
に、模擬授業での講評をもとに、教材案の最終版を作成し、
提出する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月21日

教諭

小・中・高校（特
別支援学校含
む）理科、社会
科、家庭科教諭

7,000円

10人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252439号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

東日本大震災の発生を受け、これまでの防災の常識が見直
されつつある。本講習では、地震・津波・地辷り・台風・高潮
など、沖縄県に特有且つ頻発する自然災害について、最近
災害に強い沖縄を目指して―自 の事例を紹介し、それらの特性を踏まえた上で、担当学校
然災害の正しい理解のための教 種・学年に応じた新しい防災教育のための教材を開発する。 松本 剛（琉球大学理学部教授）
作成した教材案をもとに、受講者が教師役・生徒役に分か
材作りの実践
れて模擬授業を行い、その結果を全員で討議する。最後に、
模擬授業での講評をもとに、教材案の最終版を作成し、提
出する。

沖縄県宮古島
市

6時間 平成25年7月28日

教諭

小・中・高校（特
別支援学校含
む）理科、社会
科、家庭科教諭

7,000円

10人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252440号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球列島の成り立ち（野外地質
巡検）

琉球列島の島々がどのようにして形成されたのかについ
て、代表的な地層や地形を観察しながら解説する。特に (1)
沖縄本島中南部地域に分布する地層（泥岩や石灰岩）から
藤田 和彦（琉球大学理学部准教授）
読み取れる沖縄島の形成過程と、(2) 海岸地形から読み取
れる沖縄の沿岸環境の変遷について勉強する。最後に筆記
試験を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年9月21日

教諭

生活・理科に関す
る授業や環境教
育を担当する教
諭を主な対象とす
る

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252441号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

水の科学：海水から水道水

水は身近で、ありふれた物質であることから、教材として使
用されることが多い。そこで、全ての教科で教材として活用
するための基礎知識としての水の科学像について概説す
る。さらに、海水から水道水にいたる各種の天然水の化学
大出 茂（琉球大学理学部教授）
組成を解説し、沖縄の水道水および鍾乳洞の地下水中のカ
ルシウムを化学分析し、沖縄の水道水中にカルシウムが多
量に存在する理由について考察し、ワークシートを作成す
る。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月9日

教諭

小・中・高等学校
理科担当教諭、
または関心のあ
る者

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252442号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

高校で化学を担当している教員を対象とし、高校生により良
く高校化学の内容を理解させるための基礎知識を概説す
る。大学教養課程レベルの内容（化学オリンピックの出題レ
高校化学担当者のための基礎化
ベル、オービタルやエントロピーはかつて日本の高校化学で 堀内敬三（琉球大学理学部教授）
学
もとりあげられていた）であるが、高校で教えている化学の
内容を学生により良く理解させるためには、化学的知識の
バックグラウンドとして必須な内容である。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月15日

教諭

高等学校理科教
諭

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252443号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

中学校理科一分野の重要なテーマの一つは、物質が原子
や分子からできているという事実に基づいて、自然現象が如
中学校理科教諭のための物質科 何に明快に理解できるかを学生に認識させることである。午
堀内敬三（琉球大学理学部教授）
学入門
前中に行う講義の内容は少しレベルが高いが、中学校理科
教員がこの物質像をより深く理解し、物質科学全般に関する
知識を広めるのに役立つ内容である。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月16日

教諭

中学校理科教諭

7,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252444号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月15日

教諭

小・中・高校の理
科担当教諭およ
び本講習の内容
（光や色）に興味
がある者

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252445号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

パソコンで学ぶ物理学

琉球大学

光と物質 ―色と化学変化―

私達のまわりには、物質と光の相互作用によって起こる事
柄（色や化学変化など）が数多く存在する。「光化学」は、こ
のような様々な現象を理解するための有力な道筋や方法を
提供しており、自然科学において重要な位置を占めている。
漢那 洋子（琉球大学理学部准教授）
本講習では「光化学」の領域・現象・特徴を紹介し、これらを
題材に受講者に科学的思考を学んでもらい、更に理科・化
学教育などにおける位置づけや教材の探索及びその取扱
いや展開を考えてもらう。

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

琉球大学

生物の多様性と保全

豊かな自然に恵まれた沖縄では、生物の多様性とその保全
についての理解は重要である。しかし、誤った理解から保全
を目指した活動が生物多様性を撹乱してしまう事態も生じて
いる。本講習では教員が生物多様性と保全について、児童 広瀬裕一（琉球大学理学部教授）
生徒に（生物学的に）正しい考え方を指導するための基礎知
識を、主に沖縄の自然を事例として取り上げる。また、見過
ごされている小さな動物についての標本観察も行う。

琉球大学

細胞、遺伝子、ゲノム

細胞質の遺伝、体の模様にかかわる発生、これらに関わる
遺伝子について、これまでの知見を解説する

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月13日

教諭

理科を教えている
教員

7,000円

10人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252447号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

講師が専門とする、沖縄の魚類、スナギンチャク、藻類など 須田彰一郎（琉球大学理学部教授）
沖縄県中頭郡
沖縄の水生生物の資源、保全お について、その資源、保全、利用などについて解説する、特 立原一憲（琉球大学理学部准教授）
に、沖縄で容易に観察できる材料や、身近に食卓に上る材 ライマー ジェイムス デービス（琉球大学理学 西原町
よび利用
部准教授）
料などを題材に、できるだけ分かりやすく解説する。

6時間 平成25年7月27日

教諭

中学校理科、高
校生物、高校水
産

7,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252448号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成25年7月21日

教諭

小・中・高等学校
理科教諭、テーマ
に興味がある者
受講可

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252449号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

小・中・高等学校
理科教諭、テーマ
に興味がある者
受講可

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252450号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

中村宗一（琉球大学理学部教授）
大瀧丈二（琉球大学理学部准教授）

沖縄県宮古島
市

6時間 平成25年8月4日

教諭

小学校・中学校
理科・高等学校
理科

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252446号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

生物の多様性と保全

教員が生物多様性と保全について、児童生徒に（生物学的
に）正しい考え方を指導するための基礎知識を、主に沖縄の
自然を事例として取り上げる。例えば「ハブは人にとっても危
中西 希（琉球大学教員免許状更新講習実施
険な動物なので積極的に駆除して絶滅させるべきだ」といっ
室非常勤講師）
た考えに対して、生物学の視点からどう説明・指導するかを
考えながら講義を進める。試験では具体的な問題について
どう説明するかを小論文としてまとめる。

生物の多様性と保全

教員が生物多様性と保全について、児童生徒に（生物学的
に）正しい考え方を指導するための基礎知識を、主に沖縄の
自然を事例として取り上げる。例えば「ハブは人にとっても危
中本 敦（琉球大学大学教育センター非常勤講 沖縄県中頭郡
険な動物なので積極的に駆除して絶滅させるべきだ」といっ
師）
西原町
た考えに対して、生物学の視点からどう説明・指導するかを
考えながら講義を進める。試験では具体的な問題について
どう説明するかを小論文としてまとめる。

6時間 平成25年8月4日

保健室経営を見直そう

学校教育活動における学校保健計画の立案や実践に、養
護教諭としてこれまでどのように関与してきたかを振り返る
機会とする。講義内容としては、「学校保健計画」と「保健室 和氣則江（琉球大学医学部講師）
経営計画」との関連や違い、保健室の運営を効果的に行う 喜久川美沢（琉球大学教員免許状更新講習非
ための計画・評価の仕方等である。また、各自が勤務してい 常勤講師）
る学校の「学校保健計画」「保健室経営計画」を基に情報交
換を行い、実践に役立つものとする。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月13日

小・中・高等学
養護教
校・特別支援学
諭
校の養護教諭

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252451号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

小児の健康の維持、増進

午前中は、乳幼児期及び学童期の成長発達に関する講義
を行う。
午後は、小児のバイタルサインの特徴について講義し、その
儀間繼子（琉球大学医学部保健学科助教）
後測定方法の実際について演習を行う。
参加者を小グループに分け、小児の人形（乳児、幼児、学
童、バイタルサイン測定人形）を用いて、講義・演習を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月17日

教諭
養護教諭及び幼・
養護教
小中学校教諭
諭

7,000円

10人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252452号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

金属腐食の基礎

腐食は、金属材料がその置かれた環境との化学的相互作
用により劣化する現象である。腐食反応の基本であるアノー
押川 渡（琉球大学工学部准教授）
ド反応、カソード反応について概説し、種々の材料における
腐食形態（均一腐食および局部腐食）について講義する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月23日

教諭

工業高校教諭

7,000円

10人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252453号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

身近な現象で流体力学を考える

流体力学という一見難しい分野を、身の回りの現象を通して
見つめ直し、工学的な観点からその応用を紹介する。その
過程を通して物理と数学のつながりの重要性を考える。さら 屋我実（琉球大学工学部教授）
に最近よく話題になるコンピュータを通した現象の解明につ
いても解説する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月14日

教諭

理科、技術、工業
担当教諭

7,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252454号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

小型移動ロボットのプログラミン
グ入門

ロボットの構成（マイクロコンピュータ、センサ、アクチュエー
タ）、プログラム開発環境、プログラミング法について講義す
大城 尚紀（琉球大学工学部准教授）
る。その後いくつかの課題を設定し、ロボットを実際に動か
すためのプログラミングの実習を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月15日

教諭

7,000円

10人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252455号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

沖縄の建築文化

12世紀のグスク時代から現代に至る沖縄建築の歴史にお
いて主要な様式とその成立背景、及び技術的特色について 小倉暢之（琉球大学工学部教授）
講述する。

沖縄県宮古島
市

6時間 平成25年8月9日

教諭

7,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252456号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球大学

琉球大学

沖縄県中頭郡
西原町

主として中学校
技術家庭（計測と
制御）、高校工業
を担当する教諭
小学校教諭、中
学校社会担当教
諭、工業高校建
築担当教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

琉球大学

アインシュタインの相対性理論が現れるまでの科学的考え
方の概要を説明する。なぜ、アインシュタインのような考え方
が現れたかを説明する。
相対性理論が構築される過程に現れる様々な思考法を説
アインシュタインの相対性理論に
明する。受講者との議論を交え、相対性理論が容易に理解 仲座栄三（琉球大学工学部教授）
学ぶ科学的思考法
できるよう説明をおこなう。
ここまでに現れた問題解決策や科学的思考法の整理を行
い、今後の教師活動にここで得た思考法をいかように活かし
ていくかの議論を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月10日

教諭

小・中・高の算
数・数学、理科の
担当教諭（その他
の教諭も受講可）

7,000円

50人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252457号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

アインシュタインの相対性理論が現れるまでの科学的考え
方の概要を説明する。なぜ、アインシュタインのような考え方
が現れたかを説明する。
相対性理論が構築される過程に現れる様々な思考法を説
アインシュタインの相対性理論に
明する。受講者との議論を交え、相対性理論が容易に理解 仲座栄三（琉球大学工学部教授）
学ぶ科学的思考法
できるよう説明をおこなう。
ここまでに現れた問題解決策や科学的思考法の整理を行
い、今後の教師活動にここで得た思考法をいかように活かし
ていくかの議論を行う。

沖縄県宮古島
市

6時間 平成25年7月31日

教諭

小・中・高の算
数・数学、理科の
担当教諭（その他
の教諭も受講可）

7,000円

50人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252458号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

おもしろ話しことばの実験室

音声の物理的、生理的、心理的、言語的各側面について、
生徒の関心を引きそうな話題を提供する。講義はできるだけ
実験を実演することにより行う。テーマは以下の通り。芭蕉
の世界と静けさの音、美しい歌声とは、気管と食道がつな
高良 富夫(琉球大学工学部教授)
がっているおかげで、沖縄県は言語のガラパゴス諸島、2通
りに聞こえる奇妙な声、古い話しことばを再現する、言語獲
得のモデル、琉球語やアジアの言葉の音声合成、自分で進
化していく機械。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月3日

教諭

中学校、高等学
校の国語、英語、
理科、情報、技術

7,000円

40人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252459号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

マルチメディア教材のつくりかた

実際にフリーソフトをPCにインストールし、マルチメディア（音
声、画像、動画）の編集方法を説明する。参加者は教材の
姜 東植（琉球大学工学部准教授）
テーマを設定し、作成を行う。また、作成した教材を発表形
式で参加者相互に紹介し、意見交換を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月27日

教諭

全教諭

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252460号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

マルチメディア教材のつくりかた

実際にフリーソフトをPCにインストールし、マルチメディア（音
声、画像、動画）の編集方法を説明する。参加者は教材の
姜 東植（琉球大学工学部准教授）
テーマを設定し、作成を行う。また、作成した教材を発表形
式で参加者相互に紹介し、意見交換を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月23日

教諭

全教諭

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252461号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

生体と福祉に関する工学入門

生体工学の一分野である「機能的電気刺激」を中心に、電
気電子技術を医療分野に応用した事例をとりあげ、人と電
気の関係について考える。また広く利用されている生活支援 比嘉 広樹（琉球大学工学部准教授）
機器の事例をあげ、人々の生活の質（QOL）向上に寄与した
福祉機器について概説する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月23日

教諭

中・高校理科担
当教諭、工業高
校教諭、障がい
児教育に関心の
ある教諭

7,000円

30人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252462号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

プラズマ工学入門

午前中は、プラズマの定義や特性などについて、高校で学
ぶ電磁気学などを用いて説明行う。午後は、実際に簡単な
プラズマ生成装置を用いてプラズマを生成し、プラズマから
米須 章（琉球大学工学部教授）
の光を分光器などを用いて観測する。さらに、プラズマのエ
ネルギー、バイオ、環境、ナノテクノロジーなどへの応用例に
ついて講義する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年9月7日

教諭

中学、高校理科
担当教諭、工業
高校教諭

7,000円

10人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252463号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

沖縄にはオープンスペース型校舎が中南部に集中していま
す。しかし、現在のゆとり教育が学力低下を招いたことを受
けてこれまでの詰め込み式の教育制度に変わってきていま
音環境教育を教育現場に取り入 す。学校施設は児童、生徒が学ぶための場所であるため質
渡嘉敷 健（琉球大学工学部准教授）
れる
の高い学びを提供する教室の性能を高める必要もあると考
えます。そのため音環境も重要と考えています。現場で生徒
と接している先生方の経験もうかがいながら双方向の講習
にして行きたいと考えています。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月23日

教諭

小・中・高の理科
担当教諭及び、
技術・工業の担
当教諭（その他の
教諭も受講可）

7,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252464号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月23日

7,000円

60人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252465号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

心がつくる人生

社会人として幸福になり成功してゆくための倫理道徳の実
行の大切さを、解説し、人生に対する大きな指針を与える。
教員対象であるので、新教育基本法をとりあげ、教員向け
の内容に重きを置く。テーマは以下のとおり、
教師の人間性、教師としての心構え、教師の道徳性
自他を生かす道、人生は選択の連続、
自己責任、リーダーとは、成功者になるより成長者になる

穂苅 満雄（琉球大学教員免許状更新講習実
施室非常勤講師）

教諭
養護教 教諭・養護教諭
諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

琉球大学

琉球大学

講習の名称

心がつくる人生

心がつくる人生

講習の概要

社会人として幸福になり成功してゆくための倫理道徳の実
行の大切さを、解説し、人生に対する大きな指針を与える。
教員対象であるので、新教育基本法をとりあげ、教員向け
の内容に重きを置く。テーマは以下のとおり、
教師の人間性、教師としての心構え、教師の道徳性
自他を生かす道、人生は選択の連続、
自己責任、リーダーとは、成功者になるより成長者になる

社会人として幸福になり成功してゆくための倫理道徳の実
行の大切さを、解説し、人生に対する大きな指針を与える。
教員対象であるので、新教育基本法をとりあげ、教員向け
の内容に重きを置く。テーマは以下のとおり、
教師の人間性、教師としての心構え、教師の道徳性
自他を生かす道、人生は選択の連続、
自己責任、リーダーとは、成功者になるより成長者になる

講師①（西本裕輝）：全国学力テストと、沖縄の子供たちの
学力問題。家庭生活、しつけ、道徳教育の重要性。
講師②（細川勝紀）：道徳授業を豊かにする教師の感性、道
徳授業の周辺を耕す教師の道徳性、道徳授業を深める教
師の人間性。
講師③（穂苅満雄）：教師の人間性、教師としての心構え、
教師の道徳性に関する講義。
新教育基本法の復習と、犠牲を払える教師への心づくり。

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

穂苅 満雄（琉球大学教員免許状更新講習実
施室非常勤講師）

沖縄県石垣市

6時間 平成25年7月24日

教諭
養護教 教諭・養護教諭
諭

7,000円

50人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252466号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

穂苅 満雄（琉球大学教員免許状更新講習実
施室非常勤講師）

沖縄県宮古島
市

6時間 平成25年7月26日

教諭
養護教 教諭・養護教諭
諭

7,000円

50人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252467号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

細川 勝紀（琉球大学教員免許状更新講習実
施室非常勤講師）
穂苅 満雄（琉球大学教員免許状更新講習実
施室非常勤講師）
西本 裕輝（琉球大学大学教育センター准教
授）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月22日

教諭
養護教 教諭・養護教諭
諭

7,000円

60人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252468号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

思いやりの心を育てる道徳授業

琉球大学

食農環境論

経済社会のグローバル化が著しく進展した今日における食
料・農業・環境の現状と課題について次のテーマで講述す
内藤重之（琉球大学農学部教授）
る。①森林資源の利用と保全のあり方、②風水思想に基づく
仲間勇栄（琉球大学農学部教授）
沖縄の伝統集落景観、③わが国における食料・農産物の需
木島真志（琉球大学農学部准教授）
給動向と流通構造、②1972年の日本復帰以降における沖
縄農業の構造変化と現段階について講義する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校教諭、中
学校社会担当教
諭、高等学校社
会・農業担当教
諭

7,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252469号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

畜産食品加工の理論と技術

講義において、沖縄の牛、豚、鶏肉等の食肉生産の現状を
概説する。次に、基本的な速肉加工技術とその原理を説明 伊村 嘉美（琉球大学農学部准教授）
する。さらに、代表的な食肉加工品であるハム、ソーセージ 上地 俊徳（琉球大学農学部准教授）
及びベーコンの加工実習を行い、畜産食肉加工の理論と技 川本 康博（琉球大学農学部教授）
術を習得する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月17日

教諭

高校農業及び小・
中・高校理科担
当

7,000円

10人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252470号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球列島には琉球石灰岩と呼ばれる非常に多孔質の地層
が分布している。この地域では、降水は河川をつくらない。
地下に浸透して地下水となり、海岸部で湧水となって海へ流
琉球列島における水資源の開発
出する。この海に流出して行く地下水が利用できれば、長年 黒田 登美雄（琉球大学農学部教授）
と保全
干ばつに苦しめられてきた島民を救うことができる。こういっ
た風土から見た、水資源の開発と保全について正しい考え
方を指導する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月26日

教諭

小・中・高校理科
担当教諭

7,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252471号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

現在は、地質時代でいうと約170万年前から始まる第四紀と
よばれる人類の時代である。この時代の特徴は、氷期・間氷
期の繰り返しによって気候が大きく変動した時代である。地
世界的な気候変動と琉球列島の
球は過去100万年の間に、少なくとも各4回の氷河期と間氷 黒田 登美雄（琉球大学農学部教授）
古気候
期を経験したといわれている。これらの気候変動と環境変化
の要因について正しい考え方を指導するための基礎知識に
ついて解説する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月22日

教諭

小・中・高理科及
び地理担当教諭

7,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252472号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

午前中の１限は、沖縄の農業と農村の状況について説明
し、我が国の農業・食料状況を踏まえた世界的な食料需要・
供給と課題について講義を行う。午前２限は、沖縄の農業を
含めた水利用と水環境の現状・課題を説明し、気候変動に
沖縄島嶼部から食料と水環境問
よる世界的な水不足・水質汚濁・洪水発生等の水環境を巡 中野拓冶（琉球大学農学部教授）
題を考える
る状況と課題について講義を行う。午後は、午前中の講義を
踏まえ、学校現場や普段の身近な取組等による事例を取り
上げながら、食料と水環境問題の把握と解決策を演習・討
論形式による参加者相互の協議により考究する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月5日

教諭

総合的学習また
は理科・社会科
担当教諭

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252473号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

琉球大学

午前中の１限は、沖縄の歴史・風土と農業農村状況につい
て説明し、我が国の農業・食料状況を踏まえた課題につい
て講義を行う。午前２限は、沖縄の農業を含めた水利用と水
沖縄島嶼部から食料と食育問題 環境の現状・課題を説明し、沖縄と世界の食料問題と食育
中野拓冶（琉球大学農学部教授）
活動について講義を行う。午後は、午前中の講義を踏まえ、
を考える
学校現場や普段の身近な取組等による事例を取り上げなが
ら、沖縄の地域振興活動や食育活動を通じた解決策を演
習・討論形式による参加者相互の協議により考究する。

琉球大学

生命科学実験

琉球大学

「植物は光合成を行う独立栄養生物で、酸素、二酸化炭素、
水、無機養分を取り込む必要がある」ことだけを前提に、水
中から陸上へ、地表から空中へと移動すると、どの点で有利
樹木のかたちとつくり―陸上を森
になり、どのような障害が待ち受けているか、樹木をみなが
亀山統一（琉球大学農学部助教）
がおおい、木造建築が千年もつ
ら考える。実際の樹木の形やその繁栄ぶりと、それらの条件
背景を考える―
への対応との関係を考える。さらに、それと、樹木の病虫害
や、材や樹皮の性質との関係にまで、講義と質疑応答を通
じて理解を発展させる。

琉球大学

私たちが今日のインターネット社会を生きぬき、この利便
性を享受する上で身につけておくべき考え方や態度を、安全
教育（危険回避）の側面から学習する。様々な情報環境・場
体験学習によるインターネット社
面での的確な判断力を養うために、体系的なインターネット 谷口祐治（琉球大学総合情報処理センター准教 沖縄県中頭郡
会の安全対策とその教育へのア
西原町
の要素技術の概要を学び、更に、情報社会で安全に生活す 授）
プローチ
るための危険回避の方法の理解や情報セキュリティの知
識・技能及び指導のあり方を、講義と実習により身につける
ことを目的とする。

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月26日

教諭

総合的学習また
は理科・社会科
担当教諭

7,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252474号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月23日

教諭

中・高校理科担
当教諭

7,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252475号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月9日

教諭

理科・農業または
これに関連する
科目を担当する
中学校．高等学
校の教諭

7,000円

30人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252476号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成25年8月15日

校務等で日常的
教諭
にパソコン・イン
養護教
ターネット環境を
諭
活用している教員

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252477号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

私たちが今日のインターネット社会を生きぬき、この利便
性を享受する上で身につけておくべき考え方や態度を、安全
教育（危険回避）の側面から学習する。様々な情報環境・場
体験学習によるインターネット社
面での的確な判断力を養うために、体系的なインターネット 谷口祐治（琉球大学総合情報処理センター准教 沖縄県中頭郡
会の安全対策とその教育へのア
西原町
の要素技術の概要を学び、更に、情報社会で安全に生活す 授）
プローチ
るための危険回避の方法の理解や情報セキュリティの知
識・技能及び指導のあり方を、講義と実習により身につける
ことを目的とする。

6時間 平成25年8月22日

校務等で日常的
教諭
にパソコン・イン
養護教
ターネット環境を
諭
活用している教員

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252478号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

私たちが今日のインターネット社会を生きぬき、この利便
性を享受する上で身につけておくべき考え方や態度を、安全
教育（危険回避）の側面から学習する。様々な情報環境・場
体験学習によるインターネット社
面での的確な判断力を養うために、体系的なインターネット 谷口祐治（琉球大学総合情報処理センター准教 沖縄県中頭郡
会の安全対策とその教育へのア
の要素技術の概要を学び、更に、情報社会で安全に生活す 授）
西原町
プローチ
るための危険回避の方法の理解や情報セキュリティの知
識・技能及び指導のあり方を、講義と実習により身につける
ことを目的とする。

6時間 平成25年8月29日

校務等で日常的
教諭
にパソコン・イン
養護教
ターネット環境を
諭
活用している教員

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252479号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

人間の声の不思議

人間の声の発声メカニズムとその特徴ならびに、声にまつ
わる不思議な事象について講義を行う。さらに、Skypeや
舟木慶一（琉球大学総合情報処理センター講
ボーカロイドに使われている技術の説明も行う。また、PCを
師）
用いた演習を行い、音声のスペクトルの性質について理解
を深める。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月14日

情報、工業、技術
の教諭または人
間の声に関心の
ある者

7,000円

20人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252480号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄の低学力問題

沖縄県の子どもたちの学力は、全国最下位である。文部科
学省が2007年から実施している「全国学力・学習状況調査」
によると、沖縄県の小中学生の学力は、５年連続で47都道
府県中、最下位となっている。特に2012年度は、全10科目で 西本裕輝（琉球大学大学教育センター准教授）
最下位となっている。この講習では、沖縄の子どもたちの学
力向上のために何をするべきなのか、基本的生活習慣や保
護者の教育意識に焦点をあてながら考察する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月29日

教諭
全教員（教諭、養
養護教
護教諭）
諭

7,000円

40人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252481号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄の低学力問題

沖縄県の子どもたちの学力は、全国最下位である。文部科
学省が2007年から実施している「全国学力・学習状況調査」
によると、沖縄県の小中学生の学力は、５年連続で47都道
府県中、最下位となっている。特に2012年度は、全10科目で 西本裕輝（琉球大学大学教育センター准教授）
最下位となっている。この講習では、沖縄の子どもたちの学
力向上のために何をするべきなのか、基本的生活習慣や保
護者の教育意識に焦点をあてながら考察する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月30日

教諭
全教員（教諭、養
養護教
護教諭）
諭

7,000円

40人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252482号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球大学

午前中は、主にたんぱく質の検出（定性）・定量反応を実地
に習得し、さらに酵素によって起こる反応を観察しながら反 外山博英（琉球大学農学部教授）
応量の評価法を身につける。午後は、核酸の定性・定量反 平良東紀（琉球大学農学部准教授）
応を実地に行う。いずれの実験も、講師の指導のもとで質疑 渡邉泰祐（琉球大学農学部助教）
応答しながら進めて行く。

教諭

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

琉球大学

琉球大学

琉球大学

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

対象職種 主な受講対象者

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

沖縄の低学力問題

沖縄県の子どもたちの学力は、全国最下位である。文部科
学省が2007年から実施している「全国学力・学習状況調査」
によると、沖縄県の小中学生の学力は、５年連続で47都道
府県中、最下位となっている。特に2012年度は、全10科目で 西本裕輝（琉球大学大学教育センター准教授）
最下位となっている。この講習では、沖縄の子どもたちの学
力向上のために何をするべきなのか、基本的生活習慣や保
護者の教育意識に焦点をあてながら考察する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年7月31日

教諭
全教員（教諭、養
養護教
護教諭）
諭

7,000円

40人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252483号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄の低学力問題

沖縄県の子どもたちの学力は、全国最下位である。文部科
学省が2007年から実施している「全国学力・学習状況調査」
によると、沖縄県の小中学生の学力は、５年連続で47都道
府県中、最下位となっている。特に2012年度は、全10科目で 西本裕輝（琉球大学大学教育センター准教授）
最下位となっている。この講習では、沖縄の子どもたちの学
力向上のために何をするべきなのか、基本的生活習慣や保
護者の教育意識に焦点をあてながら考察する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月1日

教諭
全教員（教諭、養
養護教
護教諭）
諭

7,000円

40人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252484号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄の低学力問題

沖縄県の子どもたちの学力は、全国最下位である。文部科
学省が2007年から実施している「全国学力・学習状況調査」
によると、沖縄県の小中学生の学力は、５年連続で47都道
府県中、最下位となっている。特に2012年度は、全10科目で 西本裕輝（琉球大学大学教育センター准教授）
最下位となっている。この講習では、沖縄の子どもたちの学
力向上のために何をするべきなのか、基本的生活習慣や保
護者の教育意識に焦点をあてながら考察する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月2日

教諭
全教員（教諭、養
養護教
護教諭）
諭

7,000円

40人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252485号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

小・中・高校の理
科・社会科担当
教諭、その他も受
講可

7,000円

15人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252486号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

動植物を中心とした、沖縄の自然環境に関する特性や自然
琉球大学

受講料 受講人数

と人との関わりについて、パワーポイントによる講義を実施
佐々木健志（琉球大学資料館教務職員（博物館 沖縄県中頭郡
大学博物館で学ぶ沖縄の自然と
する。また、当館の収蔵資料や併設されている学校ビオトー
学芸員）、琉球大学法文学部非常勤講師）
西原町
文化
プ見本園を用いて、博物館資料の教材としての活用方法や
ビオトープでの自然観察の指導方法等について実習する。

6時間 平成25年7月23日

琉球大学

臨床動作法は、「自立活動」の方法の一つとして、全国の
特別支援学校で用いられている教育方法です。本講座は、
事前研修1日、5泊6日の集団宿泊形式で「肢体不自由」「知
特別支援教育の実際（臨床動作 的・情緒障害」「心理的障害」の3領域（3科目6単位相当）を
古川 卓（琉球大学保健管理センター教授）
一括して開講します。また、期間中、受講者5～6名が1グ
法）
ループとなり、専門家の指導のもと、特別支援教育の対象と
なる幼児・児童・生徒・成人のうち1名の専属指導者として臨
床研修に従事します。

琉球大学

臨床動作法は、「自立活動」の方法の一つとして、全国の
特別支援学校で用いられている教育方法です。本講座は、
事前研修1日、5泊6日の集団宿泊形式で「肢体不自由」「知
特別支援教育の実際（臨床動作 的・情緒障害」「心理的障害」の3領域（3科目6単位相当）を
法）
一括して開講します。また、期間中、受講者5～6名が1グ
ループとなり、専門家の指導のもと、特別支援教育の対象と
なる幼児・児童・生徒・成人のうち1名の専属指導者として臨
床研修に従事します。

琉球大学

中国語・韓国語・ベトナム語にお
ける漢字語彙と日本語における
漢字語彙の対照

日本語、中国語、韓国語、ベトナム語が使われる国や地域
は「漢字文化圏」と一括されるが、それぞれの言語における
漢字の役割は同じではない。これらの言語と対比しつつ日
本語の漢字語彙の特色を概観する。また、近代化のために
石原 嘉人（琉球大学留学生センター准教授）
西欧語から翻訳された｢経済」「発展」等の語彙について、こ
れらの国々で共有されるようになった歴史的経緯を紹介し、
外国語として習得する際に役立つ点と誤解されやすい点に
ついても説明する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月3日

琉球大学

発声（発話・歌唱）の基礎と実習

本講習は歌唱における身体の使い方、及び授業を響きのあ
る疲れない声で行う方法の習得を目的とする。先ず初めに、
発声のメカニズムを生理学的な視点から学び、その知識を
自らの身体に組み込むためのトレーニングを呼吸の観点か 豊田喜代美（沖縄県立芸術大学教授）
ら行います。そして母音を使って発声する方法で、呼吸と発
声の関係を実習で学びます。そして、詩の朗読と平易な歌曲
を使って、明晰な日本語の発音の訓練を行います。

沖縄県那覇市

琉球大学

琉球舞踊の概論と実技（初級）

沖縄伝統芸能の歴史や文化を理解し、実技を通して琉球舞 比嘉いずみ（沖縄県立芸術大学音楽学部准教
踊の特徴や面白さを学び、教育現場で活かせるようにする。 授）

沖縄県那覇市

沖縄県石垣市

古川 卓（琉球大学保健管理センター教授）
平山 篤史（沖縄国際大学総合文化学部准教 沖縄県中頭郡
授、琉球大学教員免許状更新講習実施室非常 西原町
勤講師）

教諭

36時間 平成25年7月29日～
平成25年8月4日

特別支援学校教
教諭
諭、特別支援学
養護教
級担当教諭、養
諭
護教諭

33,000円

10人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252487号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

36時間 平成25年8月5日～
平成25年8月11日

特別支援学校教
教諭
諭、特別支援学
養護教
級担当教諭、養
諭
護教諭

33,000円

10人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252488号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

中学又は高校の
国語担当教諭

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252489号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成25年8月16日

教諭

幼稚園、小・中・
高等学校、音楽
担当教諭。その
他も受講可

7,000円

12人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252490号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成25年8月5日

教諭

体育の授業でダ
ンスを指導する教
諭または課外活
動等で琉球舞踊
を指導する教諭

7,000円

10人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252491号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成25年8月26日

教諭

体育の授業でダ
ンスを指導する教
諭、または課外
活動等で琉球舞
踊を指導する教
諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

7,000円

10人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252492号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

電話番号

ＵＲＬ

琉球大学

琉球舞踊の概論と実技（上級）

ダンスの授業または課外活動等で琉球舞踊を導入できるよ
うにする。1時間半で、琉球舞踊の概論を講義形式で行い、
その後実技に入る。琉球舞踊の基本動作、扇子の扱い方等 島袋君子（沖縄県立芸術大学教授）
を導入として取り入れ、演目「かぎやで風」を習得できるよう
にする。

琉球大学

歌三線の実技

沖縄の伝統楽器である三線（さんしん）の初歩的な演奏法を
習得する。三線の演奏は楽器を弾くだけでなく歌うことも同
仲嶺伸吾（沖縄県立芸術大学音楽学部准教授）
時に行うのが基本的な演奏スタイルである。弾き手と歌い手
山内昌也（沖縄県立芸術大学音楽学部准教授） 沖縄県那覇市
が分業していない。三線演奏により、琉球音楽の特徴、その
新垣俊道（沖縄県立芸術大学音楽学部助教）
音楽性について理解し、音楽教育の中で、あるいは課外活
動に役立てるようにする。

6時間 平成25年8月8日

教諭

初心者で音楽・課
外活動等で歌三
線を取り入れよう
としている教諭

7,000円

15人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252493号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

歌三線の実技

沖縄の伝統楽器である三線（さんしん）の初歩的な演奏法を
習得する。三線の演奏は楽器を弾くだけでなく歌うことも同
仲嶺伸吾（沖縄県立芸術大学音楽学部准教授）
時に行うのが基本的な演奏スタイルである。弾き手と歌い手
山内昌也（沖縄県立芸術大学音楽学部准教授） 沖縄県那覇市
が分業していない。三線演奏により、琉球音楽の特徴、その
新垣俊道（沖縄県立芸術大学音楽学部助教）
音楽性について理解し、音楽教育の中で、あるいは課外活
動に役立てるようにする。

6時間 平成25年8月9日

教諭

初心者で音楽・課
外活動等で歌三
線を取り入れよう
としている教諭

7,000円

15人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252494号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

円滑な対人関係を進めていくために、社会的スキルを児童・
生徒にどのように身につけさせるか。ワークショップ形式で
講習を行う。教師自ら学級経営に生かす授業づくりに役立て
るような、対人コミュニケーションのあり方や、自己主張の仕 新里 健（沖縄県立芸術大学教授）
学級経営に生かす社会的スキル
方などのワークを通して指導の方法を学ぶ。また、養護教諭 島袋有子（琉球大学保健管理センター非常勤講 沖縄県那覇市
訓練
もスキル訓練を受けることによって、学校不適応児への対応 師）
の仕方を学ぶことができる。同時に担任教師と共同での心
理教育授業も行うことができる。試験は、講習を通して自ら
の学級に生かす指導案を作成させる。

6時間 平成25年8月15日

教諭 幼・小・中・高等
養護教 学校教諭・養護
教諭
諭

7,000円

40人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252495号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

円滑な対人関係を進めていくために、社会的スキルを児童・
生徒にどのように身につけさせるか。ワークショップ形式で
講習を行う。教師自ら学級経営に生かす授業づくりに役立て
るような、対人コミュニケーションのあり方や、自己主張の仕 新里 健（沖縄県立芸術大学教授）
学級経営に生かす社会的スキル
方などのワークを通して指導の方法を学ぶ。また、養護教諭 島袋有子（琉球大学保健管理センター非常勤講 沖縄県那覇市
訓練
もスキル訓練を受けることによって、学校不適応児への対応 師）
の仕方を学ぶことができる。同時に担任教師と共同での心
理教育授業も行うことができる。試験は、講習を通して自ら
の学級に生かす指導案を作成させる。

6時間 平成25年8月16日

教諭 幼・小・中・高等
養護教 学校教諭・養護
教諭
諭

7,000円

40人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252496号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球大学

琉球大学

岐阜女子大学

沖縄県那覇市

組踊の概論と実技

組踊を教材に取り入れるための基礎となる知識の概論と実
習を行う。組踊の歴史・形式・台本の読み方、唱え法（吟使
い）、古典組踊・創作組踊のビデオ鑑賞。台本（琉球古語）発 阿嘉 修（沖縄県立芸術大学音楽学部琉球芸
声法・抑揚を修得する。組踊で使われる小道具の説明、小 能専攻）
道具の使い方、古典音楽に合わせて歩み、組踊の基本を行
う。実習後半では、ペアを組み、組踊抜粋を実践する。

沖縄県那覇市

6時間 平成25年8月2日

教諭

小・中・高等学校
（国語・音楽・社
会・体育教科）

7,000円

10人

平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252497号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

作って歌う沖縄民謡の旋律

八重山諸島の民謡ユンタの独特な唱法である「交互唱」を学
び、また、即興的に歌詞を作る方法を学び、いっしょに歌って
みて、ユンタの楽しさを体験する。 沖縄音楽に独特な「琉球
金城厚（沖縄県立芸術大学音楽学部教授）
音階」のしくみを学ぶ。また、琉歌形式の歌詞（八八八六）の
当てはめ方を学び、その規則に沿って、沖縄らしさにあふれ
る歌を実作する。

沖縄県那覇市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校の高学年
から中学・高校の
音楽科教員を主
たる対象とする

7,000円

20人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252498号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄三線音楽の歴史と鑑賞法

琉球芸能はどのように形成されてきたかについて、王国の
歴史との結びつきの観点から説明する。三線の楽器として
の特性を考え、この楽器がアジアと日本の音楽の架け橋と
なっていることを説明する。三線音楽を４つの様式「御前風、
金城 厚（沖縄県立芸術大学音楽学部教授）
昔節、二揚、口説」に分け、それぞれの特徴と、鑑賞のポイ
ントを説明する。琉球舞踊の動き方と音楽の構造との関係、
また、組踊の場面展開と音楽のスタイルとの結びつきを説明
する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成25年8月7日

教諭

中・高校教員。
音楽科を中心に、
国語・社会・他教
科も含む

7,000円

40人 平成25年4月17日～
平成25年5月10日

平251008252499号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

地域の文化・教育施設の活用と
著作権等について考える

地域の文化・教育施設としての博物館等には多くの文化情
報が集積・保存されている。その情報を学習に活用すること
により青少年の目を世界に向けさせることが、国際化・情報
井上 透（特別客員教授）
化が進む現代社会には必須である。博物館等の基本的機
坂井知志（常磐大学コミュニティ振興学部教授） 沖縄県那覇市
能を理解するとともに、その活用方法について考察する。ま
久世 均（文化創造学部教授）
た、肖像権や個人情報とともに、人の権利を守る意味や教
育活動を進めるうえでの著作権問題についての基本的な理
解を図る。

6時間 平成25年8月4日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教員
向け

6,000円

20人 平成25年4月8日～
平成25年6月14日

平253032551736号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

岐阜女子大学

岐阜女子大学

講習の名称

地域の自然・文化を教育に活か
す方法について考える

講習の概要

新教育課程では、基礎的・基本的な知識、技能の習得と
課題解決のために必要な思考力、判断力、表現力等を育成
することが重視されている。地域の自然・文化を教育に活か 下野 洋（文化創造学部教授）
す意義とその教材化を進めるに当たっての考え方を理解し、 高良倉吉（琉球大学法文学部教授）
具体的な地域素材を活用した観察や実験を通して、ものの 齋藤陽子（文化創造学部准教授）
見方・考え方、表現力育成の背景となる考え方、伝統・文化
の素材収集方法や教材化などへの理解を深める。

新しい学習指導要領が目指すものは、知性（確かな学力）
を基盤とした総合的人間力（生きる力）を児童生徒に培うこと
である。そのためには、新教育基本法の教育の理念や教育
の目標の達成に向けて、知識基盤社会における新しい視点
新しい教育課程への対応につい
に立つ教育課程づくりが必要である。学校の教育環境や地
て考える
域の伝統文化を活用した体験的な活動を取り入れたり、言
葉の力を育てる活動を多くしたりするなど、より具体的な教
育課程の編成の在り方について習熟する。

子どもたちに「生きる力」をはぐくむためには、自然や社会
独立行政法人国 教員免許状更新講習～自然から の現実に触れる実際の体験「体験活動」が必要である。体
立青少年教育振 の学びを子どもの生きる力に～ 験活動の教育的意義やその指導法、安全管理の方法など
を、講義と渡嘉敷島の大自然を活かした実習をとおして学
(国立沖縄青少年交流の家）
興機構
び、指導力を向上させる。

北海道情報大学

北海道情報大学

北海道情報大学

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

沖縄県那覇市

6時間 平成25年8月17日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教員
向け

6,000円

20人 平成25年4月8日～
平成25年6月14日

平253032551738号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

梶田 叡一（学校法人奈良学園常勤理事（高等
教育担当）
三宅茜巳（文化創造学部教授）
谷 里佐（文化創造学部准教授）

沖縄県那覇市

6時間 平成25年8月18日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教員
向け

6,000円

20人 平成25年4月8日～
平成25年6月14日

平253032551740号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

北見靖直（独立行政法人青少年教育振興機構
指導主幹）
田山宗則（国立沖縄青少年交流の家次長）

沖縄県渡嘉敷
村

教諭

小学校教諭（中
学校教諭及び高 26,000円
等学校教諭も可）

平成25年4月8日～
平成25年4月27日

平257002351893号

098-987-2306

http://okinawa.niye
.go.jp/

手書きで作成された教材は、趣もあり受講するものにとって
暖かい感じを受けます。しかし、教材の活用や教材作成の
労力削減にはほど遠い状況です。コンピュータを利用して作
成した教材ならば、労力の削減や広い意味での活用が図れ
ます。
高井 那美(経営情報学部 准教授)
その為に、マイクロソフト社のオペレーティングシステムであ
るWindowsの基本的なマシン操作、アプリケーションソフトの
代表格である「Word 2002」と「Excel 2002」の初級レベルを
学びます。試験は、筆記試験で行います。

18時間

平成25年8月14日～
平成25年8月16日

28人

インターネット

平成25年4月15日～平
6時間 成26年1月25日

教諭

小中高教諭

平255,000円 上限なし 平成25年3月18日～平 30021成25年12月20日
51429号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

情報リテラシー(MSOffice2002)
（中級編）

文字だけの教材から、ビジュアルに訴える教材や、取得した
データを単純に表にした形から、数に操作を加えて意味のあ
る数値にする事により理解を深める事が出来ます。この講
習では、テーマごとのマシン実習により確実に身につくように
構成されています。
高井 那美(経営情報学部 准教授)
その為に、アプリケーションソフトの代表格である「Word
2002」と「Excel 2002」の中級レベルの操作を身につけます。
この講習は、「情報リテラシー(MSOffice2002)（初級編）」を
学習済みのレベルを必要とします。
試験は、筆記試験で行います。

インターネット

平成25年4月15日～平
6時間 成26年1月25日

教諭

小中高教諭

5,000円 上限なし

平25平成25年3月18日～平
30021成25年12月20日
51430号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

情報リテラシー(MSOffice2002)
（上級編）

データの表を教材で提示する場合、グラフにする方がより理
解を深めます。上級編ではグラフ作り等の知識を身に付け
ます。
この為に、アプリケーションソフトの代表格である「Word
2002」と「Excel 2002」の上級レベルの操作を身につけます。
高井 那美(経営情報学部 准教授)
「ワード」に関しては、差し込み印刷を、「エクセル」では、グラ
フの表示やデータベースの手法を学びます。
この講習は、「情報リテラシー(MSOffice2002)（中級編）」を
学習済みのレベルを必要とします。
試験は、筆記試験で行います。

インターネット

平成25年4月15日～平
6時間 成26年1月25日

教諭

小中高教諭

平255,000円 上限なし 平成25年3月18日～平 30021成25年12月20日
51431号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

生徒と日々接していく上において、コミュニケーションのとり
方が非常に大切な要素となってきます。生徒の本当の気持
ちを汲み取るには、まず自ら積極的に心を開いて相手と向き
合わねばなりません。その自分の本心を相手に伝える「自 恵藤 健二 （通信教育部 非常勤講師、（学）
己開示」の意義、ねらい、本質について検討を加えていきま 電子開発学園九州メディア教育センター セン
す。そして、「自己開示」と本質的には異なる概念に「自己呈 ター長）
示」というものがありますが、この概念についても生徒の行
動パターンを知る上において有効なものであり、合わせて考
察していきます。試験は、筆記試験で行います。

インターネット

平成25年4月15日～平
6時間 成26年1月25日

教諭

小中高教諭

平255,000円 上限なし 平成25年3月18日～平 30021成25年12月20日
51432号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

情報リテラシー(MSOffice2002)
（初級編）

北海道情報大学 コミュニケーション概論１

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道情報大学 コミュニケーション概論２

生徒の本心を把握するためには、ときとして言葉以外の要
素から相手の気持ちを見抜く必要があります。生徒の何気
ないしぐさ、つまり「非言語コミュニケーション」の中に、その
本質が隠されているわけです。彼らから発せられた無言の 恵藤 健二 （通信教育部 非常勤講師、（学）
メッセージは、注意深く観察することによって見えてくるもの 電子開発学園九州メディア教育センター セン
です。また、生徒のなかには、言葉によるコミュニケーション ター長）
を苦手とする子もいるので、彼らとの相互理解を果たすのに
も「非言語コミュニケーション」の理解が役立ちます。試験
は、筆記試験で行います。

インターネット

平成25年4月15日～平
6時間 成26年1月25日

教諭

小中高教諭

5,000円 上限なし

平25平成25年3月18日～平
30021成25年12月20日
51433号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

北海道情報大学 コミュニケーション概論３

インターネットによるコミュニケーションが急速に普及してお
り、その発展に追いついていない学校現場の現状が浮彫り
となっています。ネット詐欺、不法請求、掲示板による誹謗中
傷、出会い系サイトに絡む犯罪、ウィルスのばらまき、著作
恵藤 健二 （通信教育部 非常勤講師、（学）
権の侵害等々、大きな社会問題です。このような事件の当
電子開発学園九州メディア教育センター セン
事者とならないためにも、正確な情報モラルの教育が必要
ター長）
不可欠となっています。ここでは、ネットコミュニケーションの
現状と聴衆を前にして説得力のあるプレゼンテーションを行
うテクニックについて紹介します。試験は、筆記試験で行い
ます。

インターネット

平成25年4月15日～平
6時間 成26年1月25日

教諭

小中高教諭

平255,000円 上限なし 平成25年3月18日～平 30021成25年12月20日
51434号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

北海道情報大学 コンピュータアーキテクチャ１

コンピュータのハードウェアについて、情報処理技術を修得
するに当たって必要となる基礎的な知識を学習します。学習
宮永 喜一（通信教育部 非常勤講師、北海道
テーマには、「情報の科学」、「計算機械とコンピュータ」、「０
大学大学院 教授）
と１の世界の数値と文字」、「演算回路」を用意しています。
試験は、筆記試験で行います。

インターネット

平成25年4月15日～平
6時間 成26年1月25日

教諭

高等学校教諭
（情報）

5,000円 上限なし

平25平成25年3月18日～平
30021成25年12月20日
51435号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

北海道情報大学 コンピュータアーキテクチャ２

コンピュータのハードウェアについて、情報処理技術を修得
するに当たって必要となる基礎的な知識を学習します。学習
宮永 喜一（通信教育部 非常勤講師、北海道
テーマには、「制御回路」、「システムアーキテクチャ」、「メモ
大学大学院 教授）
リ」、「入出力装置」等のコンピュータの基本構成要素に関す
る内容を用意しています。試験は、筆記試験で行います。

インターネット

平成25年4月15日～平
6時間 成26年1月25日

教諭

高等学校教諭
（情報）

平255,000円 上限なし 平成25年3月18日～平 30021成25年12月20日
51436号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

インターネット

平成25年4月15日～平
6時間 成26年1月25日

教諭

高等学校教諭
（情報）

平255,000円 上限なし 平成25年3月18日～平 30021成25年12月20日
51437号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

インターネット

平成25年4月15日～平
6時間 成26年1月25日

教諭

小中高教諭

5,000円 上限なし

平25平成25年3月18日～平
30021成25年12月20日
51438号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

北海道情報大学 コンピュータアーキテクチャ３

北海道情報大学

情報リテラシー(MSOffice2007)
（Word編）

コンピュータのハードウェアについて、情報処理技術を修得
するに当たって必要となる基礎的な知識を学習します。学習
テーマには、「ネットワークの通信技術」、「サイバースペー 宮永 喜一（通信教育部 非常勤講師、北海道
ス」、「チューリングマシンとＶＬＳＩ」等を用意しています。試験 大学大学院 教授）
は、筆記試験で行います。
手書きで作成された教材は、趣もあり受講するものにとって
暖かい感じを受けます。しかし、教材の活用や教材作成の
労力削減にはほど遠い状況です。コンピュータを利用して作
成した教材ならば、労力の削減や広い意味での活用が図れ
ます。
高井 那美(経営情報学部 准教授)
その為に、ワープロソフトの代表格である「Word 2007」を、初
歩から図表等や差し込み印刷を扱う上級レベルまで学びま
す。試験は、筆記試験で行います。

情報リテラシー(MSOffice2007)
北海道情報大学
（Excel編）

取得したデータは、単純な表の形よりも、数に操作を加えて
意味のある数値や表示形式にする事により理解を深める事
が出来ます。教材の作成だけでなく、学生の成績の分析、予
算・決算書の作成等、授業や学校運営全般に役立ちます。 高井 那美(経営情報学部 准教授)
その為に、表計算ソフトの代表格である「Excel 2007」を、初
歩からグラフやデータベース機能を扱う上級レベルまで学び
ます。試験は、筆記試験で行います。

インターネット

平成25年4月15日～平
6時間 成26年1月25日

教諭

小中高教諭

平255,000円 上限なし 平成25年3月18日～平 30021成25年12月20日
51439号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

情報リテラシー(MSOffice2007)
（Web編）

今日の情報社会では、情報を適切な形に編集し、発信する
方法を教える必要があります。また、学校の広報活動にお
いても、Webページは重要な位置を占めています。
その為に、Webページを、マークアップ言語XHTMLとスタイル
高井 那美(経営情報学部 准教授)
シート言語CSSを用いて作成する手法を学びます。また、イ
ンターネットを利用して情報をやり取りする際の注意点など
についても知識を深めていきます。試験は、筆記試験で行い
ます。

インターネット

平成25年4月15日～平
6時間 成26年1月25日

教諭

小中高教諭

5,000円 上限なし

平25平成25年3月18日～平
30021成25年12月20日
51440号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

北海道情報大学

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

情報リテラシー(MSOffice2007)
北海道情報大学
（Word,Excel編）

講習の概要

担当講師

資料の活用や作成労力の削減、より理解しやすい形での
データの提供等、アプリケーションソフトを用いた教材制作・
学校運営の恩恵は計り知れないものがあります。
高井 那美(経営情報学部 准教授)
その為に、アプリケーションソフトの代表格である
「Word2007」と「Excel2007」を、初級から図表やグラフを駆使
する上級レベルまで学びます。
試験は、筆記試験で行います。

本講習ではデータの表現を中心に，コンピュータ内でどのよ
うにデータが表現され，どのように処理されているかを概観
する。
次のテキストをもとに講義を進める。コンピュータの基礎的な
コンピュータサイエンス入門（初級 知識を持っていない場合は，テキストを入手することをお勧
遠藤 雄一（経営情報学部 講師）
北海道情報大学
めしたい。
編）
テキスト「コンピュータシステムの基礎（情報処理基礎講
座）」，第4版もしくは第3版，SCC出版局編。
演習解答時間も含めて，６時間講習とする。試験は、筆記試
験で行う。
本講習では，CPUの動作を中心に補助記憶装置及び入出
力装置を説明する。
なおデータの表現や五大装置の仕組みは理解していること
を前提にしている。
次のテキストをもとに講義を進める。コンピュータの基礎的な
コンピュータサイエンス入門（中級 知識を持っていない場合は，テキストを入手することをお勧
遠藤 雄一（経営情報学部 講師）
北海道情報大学
めしたい。
編）
テキスト「コンピュータシステムの基礎（情報処理基礎講
座）」，第4版もしくは第3版，SCC出版局編。
演習解答時間も含めて，６時間講習とする。試験は、筆記試
験で行う。

本講習ではプログラム開発，オペレーティングシステムの役
割を中心に説明する。
なおハードウェア関連の知識や仕組みを理解していることを
前提としている。
次のテキストをもとに講義を進める。コンピュータの基礎的な
コンピュータサイエンス入門（上級
知識を持っていない場合は，テキストを入手することをお勧 遠藤 雄一（経営情報学部 講師）
北海道情報大学
編）
めしたい。
テキスト「コンピュータシステムの基礎（情報処理基礎講
座）」，第4版もしくは第3版，SCC出版局編。
演習解答時間も含めて，６時間講習とする。試験は、筆記試
験で行う。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

インターネット

平成25年4月15日～平
18時間 成26年1月25日

教諭

小中高教諭

インターネット

平成25年4月15日～平
6時間 成26年1月25日

教諭

インターネット

平成25年4月15日～平
6時間 成26年1月25日

インターネット

平成25年4月15日～平
6時間 成26年1月25日

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平25平成25年3月18日～平
30021成25年12月20日
51441号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

高等学校教諭
（情報）

平255,000円 上限なし 平成25年3月18日～平 30021成25年12月20日
51442号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

教諭

高等学校教諭
（情報）

平255,000円 上限なし 平成25年3月18日～平 30021成25年12月20日
51443号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

教諭

高等学校教諭
（情報）

5,000円 上限なし

平25平成25年3月18日～平
30021成25年12月20日
51444号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

15,000円 上限なし

人間総合科学大
心身健康科学概論
学

こころとからだの働きを相互に関連付けている法則性を客観
的に理解、洞察するため、心身相関をキーコンセプトとした
理論体系的に修得する。これにより、こころとからだを結ぶメ 久住 武（人間科学部学部長、人間科学部教
カニズムを概観したうえで、生命の誕生から死までを連続し 授）
て考察するなか、脳とこころ・健康について理解を高め、教
育現場に生かすことを目標とする。

通信教育

18時間 平成25年4月16日～
平成25年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

18,730円

80人 平成25年3月16日～
平成25年8月1日

平253010351793号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

人間総合科学大
ストレスと健康
学

学校や社会におけるストレスの特徴やストレスとどのように
つきあうかなど、ストレスを取り巻く諸問題やストレスの基礎
的科学的メカニズムを学ぶ。また最新の脳科学やストレスに
鈴木 はる江（人間科学部教授）
対する生体反応、メンタルヘルスとストレスマネージメント、
ストレスによる健康障害と対処法について理解を高めること
で、教育現場に生かすことを目標とする。

通信教育

18時間

平成25年4月16日～
平成25年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

18,100円

80人

平成25年3月16日～
平成25年8月1日

平253010351794号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

人間総合科学大
心身医学
学

新しい健康理論である健康生成論やポジティブな生き方の
問題に触れ、子どもに「よりよく生きる方法」を学ばせるた
め、心身症･不安障害・軽傷うつ病などストレス性健康障害 矢吹 弘子（人間科学部教授）
についての概要を学び、心身の健康の重要性について理解
を高めることで、教育現場に生かすことを目標とする。

通信教育

18時間 平成25年4月16日～
平成25年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

18,100円

80人 平成25年3月16日～
平成25年8月1日

平253010351795号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

人間総合科学大
行動科学概論
学

人間のこころと行動の法則性について重点をおき、人間の
心と意識、そのさまざまな問題解決のために何が必要か、
諸学科（心理学・社会学・生理学eｔｃ）を網羅した手法で人間
の行動の原理を修得していく。これにより、心身のストレスと 矢吹 弘子（人間科学部教授）
行動、個人行動の理解、ひとの行動の形成と変容について
の理解を高めることにより、教育現場に生かすことを目標と
する。

通信教育

18時間

平成25年4月16日～
平成25年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

18,100円

80人

平成25年3月16日～
平成25年8月1日

平253010351796号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

人間総合科学大
生命科学概論
学

生命とは何か、人類の進化、身体の基本的構造など人間の
持つ多面性～生物学的、精神的、社会的文化的～について
総合的に理解修得する。更に脳の性分化―女らしさ・男らし
庄子 和夫（人間科学部准教授）
さについて脳科学の分野から取り上げ、家庭での育て方・社
会での教育について考察することで、教育現場に生かすこと
を目標とする。

通信教育

18時間 平成25年4月16日～
平成25年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

18,100円

80人 平成25年3月16日～
平成25年8月1日

平253010351797号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

人間総合科学大
生命倫理学
学

科学技術･医療技術の進歩は、人間の生存に対してさまざ
まな問題を提起している。これらの諸問題に対して生命倫理
の果たす役割・諸問題、いのち･倫理などの基礎知識を修得
青木 清（副学長、人間科学部教授）
する。これにより生命倫理の根底のある、人間の尊厳、生命
の尊厳についての理解を高めることにより、教育現場に生
かすことを目標とする。

通信教育

18時間 平成25年4月16日～
平成25年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

18,100円

80人 平成25年3月16日～
平成25年8月1日

平253010351798号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

人間総合科学大
発達心理学
学

人が人間らしく成長するためにはどのような条件が必要かに
ついて、「こころの健康」に関係が深いと思われる情緒的側
面を中心に考察する。また愛着、虐待等こころの発達に大き
中野 博子（人間科学部教授）
く関連する問題を考察する中、次第に困難になりつつある子
どものこころを理解することで、教育現場に生かすことを目
標とする。

通信教育

18時間 平成25年4月16日～
平成25年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

18,100円

80人 平成25年3月16日～
平成25年8月1日

平253010351799号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

人間総合科学大
青年期心理学
学

身体的には第二次性徴が開始し、一方でこころは身体発達
とアンバランスになりやすい思春期以降の青年期を心理学
的に理解することを目的とする。青年期の心理的特徴、青年
の自我の確立、親との関係(大人との関係)などから現在の
中野 博子（人間科学部教授）
青年期を生涯発達の視点から理解し支援するために何が必
要かを学ぶ。時代の中で常に揺れ動く青年期についての普
遍的な意味を理解することで、教育現場に生かすことを目標
とする。

通信教育

18時間 平成25年4月16日～
平成25年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

18,100円

80人 平成25年3月16日～
平成25年8月1日

平253010351800号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

人間総合科学大
現代家族論
学

現代社会における、家庭の機能不全がいわれている中、家
庭或いは家族に求められる機能について再考し、回復のた
めの見通しの立て方、介入方法や、精神分析における発達
島田 凉子（人間科学部教授）
理論・交流分析の理論において、子どもが受ける養育の影
響について学ぶことにより、教育現場に生かすことを目標と
する。

通信教育

18時間 平成25年4月16日～
平成25年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

18,100円

80人 平成25年3月16日～
平成25年8月1日

平253010351801号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

人間総合科学大
保健学
学

集団の健康増進・疾病予防についての基本的な知識修得を
図る。これにより学童の健康管理や保健についての広く正し
丸井 英二（人間科学部教授）
い情報を提供できるようにすることで、教育現場に生かすこ
とを目標とする。

通信教育

18時間 平成25年4月16日～
平成25年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

18,100円

80人 平成25年3月16日～
平成25年8月1日

平253010351802号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

岐阜女子大学

教育の歴史から見える現代の教
育課題

時代や社会の進展に伴い、国民が期待する学校教育の在
り方も大きく変化している。現代社会の様々な教育課題につ
いて、我が国の教育の歴史から学び考察する。
①教科書制度、教科書観の変遷と今日的課題、 ②教育
委員会制度の歩みと今日的課題、 ③教育行政における
国、各教育委員会及び学校の役割、 ④改正教育基本法の
趣旨と概要

梶山雅史（文化創造学部教授）
服部 晃（文化創造学部教授

通信教育

6時間 平成25年5月27日～
平成25年7月28日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教員
向け

6,000円 上限なし 平成25年4月8日～
平成25年5月17日

平253032551743号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

岐阜女子大学

時代や社会の進展に伴い、国民が期待する学校教育の在
り方も大きく変化している。現代社会の様々な教育課題につ
いて、我が国の教育の歴史から学び考察する。
教育の歴史から見える現代の教
①教科書制度、教科書観の変遷と今日的課題、 ②教育
育課題
委員会制度の歩みと今日的課題、 ③教育行政における
国、各教育委員会及び学校の役割、 ④改正教育基本法の
趣旨と概要

梶山雅史（文化創造学部教授）
服部 晃（文化創造学部教授

通信教育

6時間 平成25年6月24日～
平成25年8月25日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教員
向け

6,000円 上限なし 平成25年5月7日～
平成25年6月14日

平253032551744号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

岐阜女子大学

時代や社会の進展に伴い、国民が期待する学校教育の在
り方も大きく変化している。現代社会の様々な教育課題につ
いて、我が国の教育の歴史から学び考察する。
教育の歴史から見える現代の教
①教科書制度、教科書観の変遷と今日的課題、 ②教育
育課題
委員会制度の歩みと今日的課題、 ③教育行政における
国、各教育委員会及び学校の役割、 ④改正教育基本法の
趣旨と概要

梶山雅史（文化創造学部教授）
服部 晃（文化創造学部教授

通信教育

6時間 平成25年9月24日～
平成25年11月24日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教員
向け

6,000円 上限なし 平成25年8月19日～
平成25年9月17日

平253032551745号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

伝統文化

岐阜・富山に残る世界遺産「白川郷・五箇山の合掌造り集
落」や沖縄のエイサー、その他関連した地域の伝統文化の
成立・継承の学習を通して、①日本の伝統文化について学
ぶとともに ②伝統や文化を尊重する態度 ③わが国と郷土
を愛する心 ④他国の伝統文化を尊重する態度 ⑤国際社
会の平和と発展に寄与する態度 ⑥自他文化を偏見なく等
しく尊ぶ態度・習慣 を育成するための教材作成・活用につ
いて考察する。

和田正人（和田家博物館館長・特別客員教授）
谷 里佐 （文化創造学部准教授)
通信教育
三宅茜巳（文化創造学部教授)
長尾順子（沖縄県中頭郡西原町立西原小学校
教頭）

6時間 平成25年5月27日～
平成25年7月28日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教員
向け

6,000円 上限なし 平成25年4月8日～
平成25年5月17日

平253032551746号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

伝統文化

岐阜・富山に残る世界遺産「白川郷・五箇山の合掌造り集
落」や沖縄のエイサー、その他関連した地域の伝統文化の
成立・継承の学習を通して、①日本の伝統文化について学
ぶとともに ②伝統や文化を尊重する態度 ③わが国と郷土
を愛する心 ④他国の伝統文化を尊重する態度 ⑤国際社
会の平和と発展に寄与する態度 ⑥自他文化を偏見なく等
しく尊ぶ態度・習慣 を育成するための教材作成・活用につ
いて考察する。

和田正人（和田家博物館館長・特別客員教授）
谷 里佐 （文化創造学部准教授)
通信教育
三宅茜巳（文化創造学部教授)
長尾順子（沖縄県中頭郡西原町立西原小学校
教頭）

6時間 平成25年6月24日～
平成25年8月25日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教員
向け

6,000円 上限なし 平成25年5月7日～
平成25年6月14日

平253032551747号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

伝統文化

岐阜・富山に残る世界遺産「白川郷・五箇山の合掌造り集
落」や沖縄のエイサー、その他関連した地域の伝統文化の
成立・継承の学習を通して、①日本の伝統文化について学
ぶとともに ②伝統や文化を尊重する態度 ③わが国と郷土
を愛する心 ④他国の伝統文化を尊重する態度 ⑤国際社
会の平和と発展に寄与する態度 ⑥自他文化を偏見なく等
しく尊ぶ態度・習慣 を育成するための教材作成・活用につ
いて考察する。

和田正人（和田家博物館館長・特別客員教授）
谷 里佐 （文化創造学部准教授)
通信教育
三宅茜巳（文化創造学部教授)
長尾順子（沖縄県中頭郡西原町立西原小学校
教頭）

6時間 平成25年9月24日～
平成25年11月24日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教員
向け

6,000円 上限なし 平成25年8月19日～
平成25年9月17日

平253032551748号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

地域と教育

家庭・地域の教育資源や教育力を学校教育に活かすため
にはどのようにすればよいかについて、教師・教育長等の経
験をとおして考察する。
また社会の情報化に対応した教育の課題について、学校・
学級経営、教材開発、学習指導の面から具体的事例を紹介
し、解決すべき方法について考察する。とくに、学校における
プライバシーと情報開放の課題、デジタル・アーカイブの発
展にともなう新しい教材開発の課題、情報化による指導教
材の問題など、注意すべき点を説明する。

森瀬一幸（文化創造学部教授）
後藤忠彦（学長）
久世 均 （文化創造学部教授）
佐藤正明（文化創造学部教授）

通信教育

6時間 平成25年5月27日～
平成25年7月28日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教員
向け

6,000円 上限なし 平成25年4月8日～
平成25年5月17日

平253032551749号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

地域と教育

家庭・地域の教育資源や教育力を学校教育に活かすため
にはどのようにすればよいかについて、教師・教育長等の経
験をとおして考察する。
また社会の情報化に対応した教育の課題について、学校・
学級経営、教材開発、学習指導の面から具体的事例を紹介
し、解決すべき方法について考察する。とくに、学校における
プライバシーと情報開放の課題、デジタル・アーカイブの発
展にともなう新しい教材開発の課題、情報化による指導教
材の問題など、注意すべき点を説明する。

森瀬一幸（文化創造学部教授）
後藤忠彦（学長）
久世 均 （文化創造学部教授）
佐藤正明（文化創造学部教授）

通信教育

6時間 平成25年6月24日～
平成25年8月25日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教員
向け

6,000円 上限なし 平成25年5月7日～
平成25年6月14日

平253032551750号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

岐阜女子大学

地域と教育

家庭・地域の教育資源や教育力を学校教育に活かすため
にはどのようにすればよいかについて、教師・教育長等の経
験をとおして考察する。
また社会の情報化に対応した教育の課題について、学校・
学級経営、教材開発、学習指導の面から具体的事例を紹介
し、解決すべき方法について考察する。とくに、学校における
プライバシーと情報開放の課題、デジタル・アーカイブの発
展にともなう新しい教材開発の課題、情報化による指導教
材の問題など、注意すべき点を説明する。

森瀬一幸（文化創造学部教授）
後藤忠彦（学長）
久世 均 （文化創造学部教授）
佐藤正明（文化創造学部教授）

通信教育

6時間 平成25年9月24日～
平成25年11月24日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教員
向け

6,000円 上限なし 平成25年8月19日～
平成25年9月17日

平253032551751号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

放送大学

スクールカウンセリング

児童生徒のこころの健康と、保護者への支援、先生方との
連携を目指して、スクールカウンセラーは活動している。
本講義では、教師に身につけてもらいたいカウンセリング
マインド、スクールカウンセリング活動についての理解、教師
とスクールカウンセラーの連携などについて紹介する。

滝口俊子（放送大学名誉教授）
嘉嶋領子（臨床心理士、スクールカウンセラー） 放送
香川克（京都文教大学准教授）
（インターネット
坂上頼子（臨床心理士、スクールカウンセラー、 視聴可）
保育カウンセラー）

平成25年4月15日～
平成25年5月31日

平253061451752号

043‐2765111(代）

http://www.ouj.ac.j
p

岐阜女子大学

岐阜女子大学

岐阜女子大学

岐阜女子大学

岐阜女子大学

平成25年7月12日～
平成25年8月20日
6時間 ※試験は平成25年8月
24日又は平成25年8月
25日のいずれかを選択

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

3,500人

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

放送大学

放送大学

放送大学

放送大学

放送大学

放送大学

放送大学

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

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成26年2月1日～
平成26年2月18日
6時間 ※試験は平成26年2月
22日又は平成26年2月
23日のいずれかを選択

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

3,500人

平成25年11月1日～
平成25年11月30日

平253061451753号

043‐2765111(代）

http://www.ouj.ac.j
p

平成25年7月12日～
平成25年8月20日
6時間 ※試験は平成25年8月
24日又は平成25年8月
25日のいずれかを選択

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

3,500人

平成25年4月15日～
平成25年5月31日

平253061451754号

043‐2765111(代）

http://www.ouj.ac.j
p

平成26年2月1日～
平成26年2月18日
6時間 ※試験は平成26年2月
22日又は平成26年2月
23日のいずれかを選択

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

3,500人

平成25年11月1日～
平成25年11月30日

平253061451755号

043‐2765111(代）

http://www.ouj.ac.j
p

環境教育の実践

環境教育とは、今の地球の変わりゆく状況を学び、未来の
地球の姿を共有し、どのように生きるかを考えるという人間
を育成するという「生き方教育」であるとも言える。
放送
環境問題は、広い視野でとらえなくてはならないから、学校 河合明宣（教授）
（インターネット
教育では総合的な学習の時間をはじめ理科や社会科など 大島修（群馬県太田市立尾島中学校教頭）
の横断的・総合的な内容としてとらえなくてはならない。そこ 中島啓治（元・群馬県立自然史博物館副館長） 視聴可）
で、環境教育のあり方や発達段階における進め方等を中心
に、具体的な実践事例を紹介し、学校での進め方を考えて
いく。

平成25年7月12日～
平成25年8月20日
6時間 ※試験は平成25年8月
24日又は平成25年8月
25日のいずれかを選択

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

3,500人 平成25年4月15日～
平成25年5月31日

平253061451756号

043‐2765111(代）

http://www.ouj.ac.j
p

環境教育の実践

環境教育とは、今の地球の変わりゆく状況を学び、未来の
地球の姿を共有し、どのように生きるかを考えるという人間
を育成するという「生き方教育」であるとも言える。
環境問題は、広い視野でとらえなくてはならないから、学校 河合明宣（教授）
放送
教育では総合的な学習の時間をはじめ理科や社会科など 大島修（群馬県太田市立尾島中学校教頭）
（インターネット
の横断的・総合的な内容としてとらえなくてはならない。そこ 中島啓治（元・群馬県立自然史博物館副館長） 視聴可）
で、環境教育のあり方や発達段階における進め方等を中心
に、具体的な実践事例を紹介し、学校での進め方を考えて
いく。

平成26年2月1日～
平成26年2月18日
6時間 ※試験は平成26年2月
22日又は平成26年2月
23日のいずれかを選択

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

3,500人 平成25年11月1日～
平成25年11月30日

平253061451757号

043‐2765111(代）

http://www.ouj.ac.j
p

情報社会に対応した学校教育

児童生徒を取り巻く今日の社会の情報環境の中で、学校教
育もそれらを無視することは出来ない。この講義では、情報
社会全体を把握した上で、授業・生徒指導における情報手
段の活用の考え方と事例、初等中等教育段階での情報教 川合慧（教授）
育・情報モラル教育・養護教諭等による心のケア、校務の情 中川一史（教授）
報化、そして教育行政の動向という視点から情報社会に対 堀田龍也（玉川大学教授）
応した学校教育・生徒指導について学ぶ。
情報社会の中での学校教育・生徒指導についての観点か
ら養護教諭等も対象となる。

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
6時間 ※試験は平成25年8月
24日又は平成25年8月
25日のいずれかを選択

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

3,500人 平成25年4月15日～
平成25年5月31日

平253061451758号

043‐2765111(代）

http://www.ouj.ac.j
p

情報社会に対応した学校教育

児童生徒を取り巻く今日の社会の情報環境の中で、学校教
育もそれらを無視することは出来ない。この講義では、情報
社会全体を把握した上で、授業・生徒指導における情報手
段の活用の考え方と事例、初等中等教育段階での情報教 川合慧（教授）
育・情報モラル教育・養護教諭等による心のケア、校務の情 中川一史（教授）
報化、そして教育行政の動向という視点から情報社会に対 堀田龍也（玉川大学教授）
応した学校教育・生徒指導について学ぶ。
情報社会の中での学校教育・生徒指導についての観点か
ら養護教諭等も対象となる。

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
6時間 ※試験は平成26年2月
22日又は平成26年2月
23日のいずれかを選択

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

3,500人 平成25年11月1日～
平成25年11月30日

平253061451759号

043‐2765111(代）

http://www.ouj.ac.j
p

スクールカウンセリング

児童生徒のこころの健康と、保護者への支援、先生方との
連携を目指して、スクールカウンセラーは活動している。
本講義では、教師に身につけてもらいたいカウンセリング
マインド、スクールカウンセリング活動についての理解、教師
とスクールカウンセラーの連携などについて紹介する。

学校経営

学校経営における学校組織・意思決定のあり方の検討、近
年取り組みの進んでいる学校評価・カリキュラムマネジメント
の現状について理解する。また、学校に関連する法規・制度
や、学校運営協議会・地域連携・危機管理についての取り
組みを進めていくための実践的要点、事例や知識について
学んでいく。学校としての意思決定・学校評価など学校全体
としての内容であり、健康的な学校づくりの観点からも、養
護教諭も受講対象となる。

学校経営

学校経営における学校組織・意思決定のあり方の検討、近
年取り組みの進んでいる学校評価・カリキュラムマネジメント
の現状について理解する。また、学校に関連する法規・制度
や、学校運営協議会・地域連携・危機管理についての取り
組みを進めていくための実践的要点、事例や知識について
学んでいく。学校としての意思決定・学校評価など学校全体
としての内容であり、健康的な学校づくりの観点からも、養
護教諭も受講対象となる。

滝口俊子（放送大学名誉教授）
嘉嶋領子（臨床心理士、スクールカウンセラー） 放送
（インターネット
香川克（京都文教大学准教授）
坂上頼子（臨床心理士、スクールカウンセラー、 視聴可）
保育カウンセラー）

天笠 茂（千葉大学教授）
岡田加奈子（千葉大学教授）
放送
本多 正人（国立教育政策研究所総括研究官）
（インターネット
濱田 博文（筑波大学教授）
視聴可）
星 幸広（元千葉大学大学院非常勤講師）

天笠 茂（千葉大学教授）
岡田加奈子（千葉大学教授）
放送
本多 正人（国立教育政策研究所総括研究官）
（インターネット
濱田 博文（筑波大学教授）
視聴可）
星 幸広（元千葉大学大学院非常勤講師）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の概要

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

講習の開催地

放送大学

小学校における英語活動と中学以後の英語科の指導の違
いを理解した上で、小学校英語活動の現状と導入に向けた
課題を理解する。
小学校外国語活動（英語活動）概 各回、具体的な指導現場の現状を示すために現場でのレ
ポートやインタビューを挿入し、講義の最後には実際に模擬
論
レッスンを入れ、具体的な指導事例を示す。これにより、わ
が国の将来を担い、国際化する日本の運命を任される子ど
もたちの指導者に何が求められているのかを示す。

吉田研作（上智大学教授）
松香洋子（元・玉川大学言語情報研究センター
特別研究員）
吉田博彦（教育支援協会代表理事）

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
6時間 ※試験は平成25年8月
24日又は平成25年8月
25日のいずれかを選択

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭、及び
中学・高校の英
語教諭向け

6,000円

3,500人

平成25年4月15日～
平成25年5月31日

平253061451760号

043‐2765111(代）

http://www.ouj.ac.j
p

放送大学

小学校における英語活動と中学以後の英語科の指導の違
いを理解した上で、小学校英語活動の現状と導入に向けた
課題を理解する。
小学校外国語活動（英語活動）概 各回、具体的な指導現場の現状を示すために現場でのレ
ポートやインタビューを挿入し、講義の最後には実際に模擬
論
レッスンを入れ、具体的な指導事例を示す。これにより、わ
が国の将来を担い、国際化する日本の運命を任される子ど
もたちの指導者に何が求められているのかを示す。

吉田研作（上智大学教授）
松香洋子（元・玉川大学言語情報研究センター
特別研究員）
吉田博彦（教育支援協会代表理事）

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
6時間 ※試験は平成26年2月
22日又は平成26年2月
23日のいずれかを選択

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭、及び
中学・高校の英
語教諭向け

6,000円

3,500人

平成25年11月1日～
平成25年11月30日

平253061451761号

043‐2765111(代）

http://www.ouj.ac.j
p

現代の生徒指導

児童・生徒を指導していく上での基本である児童・生徒の
考え方や行動、生活実態について正確に理解すること、児
童・生徒の家庭環境、学校生活での人間関係等の実態や影
響、携帯の普及による情報メディアでのリスク管理指導につ 住田 正樹（教授）
いて、また、子どもたちの心身の発達や親の不安、学校・学 今津 孝次郎（名古屋大学名誉教授）
伊藤 亜矢子（お茶の水女子大学准教授）
級の子どもの心に与える影響などについて考察する。
加えて、スクール・ソーシャルワークについての目的・内
容・方法を検討をすることにより変動の時代の生徒指導を検
討する。

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
6時間 ※試験は平成25年8月
24日又は平成25年8月
25日のいずれかを選択

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

3,500人 平成25年4月15日～
平成25年5月31日

平253061451762号

043‐2765111(代）

http://www.ouj.ac.j
p

放送大学

現代の生徒指導

児童・生徒を指導していく上での基本である児童・生徒の
考え方や行動、生活実態について正確に理解すること、児
童・生徒の家庭環境、学校生活での人間関係等の実態や影
響、携帯の普及による情報メディアでのリスク管理指導につ 住田 正樹（教授）
いて、また、子どもたちの心身の発達や親の不安、学校・学 今津 孝次郎（名古屋大学名誉教授）
伊藤 亜矢子（お茶の水女子大学准教授）
級の子どもの心に与える影響などについて考察する。
加えて、スクール・ソーシャルワークについての目的・内
容・方法を検討をすることにより変動の時代の生徒指導を検
討する。

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
6時間 ※試験は平成26年2月
22日又は平成26年2月
23日のいずれかを選択

教諭
全教諭、養護教
養護教
諭
諭

6,000円

3,500人 平成25年11月1日～
平成25年11月30日

平253061451763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

学校でしかできない不登校未然
防止と登校支援

学校で教師にしかできない不登校の未然防止、早期発
見、早期対応、および本格化した不登校問題の形成、維持
の理論を学び、それぞれの具体的な対応について学ぶ。以 小林正幸（東京学芸大学教育学部教授）
上を通して、学校教育が本来果たさねばならない意義と役
割について考えることにします。

インターネット

6時間

平成25年6月17日～
平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭 小、中、高等学校
養護教 全教科教諭
諭
養護教諭

6,000円

3,000人

平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050463号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

発達障害の子どもたちの理解と
支援

LD（学習障害）、ADHD（注意欠陥多動性障害）、ASD（自
閉症スペクトラム障害）などの発達障害の特徴と学級の中で
起こる学習やコミュニケーションの困難との関係について概 藤野 博 (東京学芸大学教育学部教授)
説する。それらの理解を踏まえ、発達障害のある児童・生徒 小池 敏英（東京学芸大学教育学部教授）
の教科学習とコミュニケーションをサポートするための考え
方と具体的な方法について学ぶ。

インターネット

平成25年6月17日～
6時間 平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭 小、中、高等学校
養護教 全教科教諭
諭
養護教諭

6,000円

3,000人 平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050464号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

「道徳」教育・「倫理」教育と中国
思想

中国思想が小・中・高の教育にどのような影響を与えてき
たのかを、小・中学校の「道徳」と高校の「倫理」を通じて考
察する。小・中学校の「道徳」については、東アジアにおける
中国思想の影響と今日の「道徳」授業の成立までの経緯と
井ノ口哲也（東京学芸大学教育学部准教授）
の関係を確認し、その今日的意義を考察する。高校の「倫
理」については、高校生が教科書から中国思想の専門的な
知識をどの程度獲得できるのかを明らかにし、その意義や
問題点を考察する。

インターネット

平成25年6月17日～
6時間 平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人 平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050465号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

本講義では，国語教材の漢詩などを中国語で音読するた
漢詩朗読のための中国語発音基
めの現代中国語の発音の基礎知識を講義する。併せて漢
礎講座
詩の形式や押韻などを講じる。

インターネット

平成25年6月17日～
6時間 平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小学校教諭、
中、高等学校国
語科教諭

6,000円

3,000人 平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050466号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

松岡 榮志（東京学芸大学教育学部教授）
木村
守（東京学芸大学教育学部准教授）

電話番号

ＵＲＬ

担当講師

放送大学

講習の名称

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

平成元年の学習指導要領の改訂で、小学校低学年の社
会科・理科が廃止され、新設された生活科について理解を
深める。
本講習では、生活科新設までの経緯や学習指導要領の目
野田敦敬（愛知教育大学教育学部教授）
標や内容の解説を実践事例をあげながら講義する。特に、
平成20年の学習指導要領改訂時の「改善の基本方針」、新
内容や新たな配慮事項、生活科の評価の在り方などについ
て詳しく取り上げる。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

インターネット

平成25年6月17日～
6時間 平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

幼稚園、小学校
全教科教諭

6,000円

3,000人 平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050467号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

インターネット

平成25年6月17日～
6時間 平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小学校教諭、中・
高等学校科音楽
科教諭

6,000円

3,000人 平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050468号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

生活環境・生活習慣の変化を踏
まえた生徒指導

社会の急速な変化の中で私たちの生活環境や生活習慣
は多様化しており、それに伴って様々な健康上の問題が生
後藤ひとみ（愛知教育大学教育学部教授）
じている。
本講座では、近年集積された科学的知見に依拠して、子ど 久永直見（愛知教育大学保健環境センター教
もの生活環境や生活習慣にかかわって生じている健康問題 授）
を捉え直し、「生活」「環境」「からだ」に重点をおいた生徒指
導のあり方について、具体的な事例をもとに学ぶ。

インターネット

平成25年6月17日～
6時間 平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭 小、中、高等学校
養護教 全教科教諭
養護教諭
諭

6,000円

3,000人 平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050469号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

子どもとケータイ・ネット社会

現在、安全の観点からケータイを子どもに持たせる事の利
点に相反し，子どもを無防備のまま大人のネット社会に投げ
出してしまっている。学校裏サイト・プロフ問題等，対応策が
計られているものの、問題解消後、新たな問題が出てきてい
竹田尚彦（愛知教育大学教育学部教授）
る。根本的な問題は，大人側がネット社会の特性を十分認
識せず，倫理観を持ってネット社会に接していない点であ
る。本講座は，直近の報道や実例等により，教員の情報倫
理観はどうあるべきについて学ぶ。

インターネット

6時間

平成25年6月17日～
平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭 小、中、高等学校
養護教 全教科教諭
養護教諭
諭

6,000円

3,000人

平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050470号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

子どもの権利のための学校と地
域の協働

日本は1994年に子どもの権利条約を批准した後、条約44
条の報告審査義務に基づいて２回の報告書を提出した。し
かし、その第２回審査において、厳しく批判されている。しか
し、子どもの権利を保障し、実現するためには、国の施策を
待つのではなく、子どもの生活現場に直接責任を持つ地域・
家庭・学校関係者の役割が重要である。
本講習では，子どもの権利保障の諸問題を、豊田市にお
ける実践を通して明らかにし、子どもが育つ地域環境を実現
するための課題について学習する。

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

「第二の地球」はあるか？

天文分野の基礎的な概念や知識（中学・高校レベル）を学
習し、宇宙から眺める視点で「地球環境」について考える。ま
た、地球以外の太陽系惑星や、系外惑星（他の恒星の惑
星）についての最新像を理解することで、地球誕生や生命誕
生の謎に挑戦する。地球に生命が存在するのは単なる偶然 高橋真聡（愛知教育大学教育学部教授）
なのか、それとも宇宙ではごく自然のことなのか、「人類」の
存在についても考察する。
これらの議論を、物理学・化学・生物学の知識も積極的に
取り込んで、科学的手法によって展開する。

インターネット

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

国際理解教育は、環境教育と共に重要な教育課題であ
る。このねらいは、様々文化的背景を有する人々と平和で友
好的な関係を形成し、発展させる資質と能力を育成していく
ことである。
総合的な学習の時間における国
そこで、総合的な学習の時間において、国際理解教育の 立川義政（愛知教育大学教育学部非常勤講師） インターネット
際理解教育
具体的な学習活動を、どのように教科、道徳、特別活動との
関連を図りながら構成していくか、教材化を図るために事例
を通して、考え方・見方、更に児童生徒に培いたい力につい
て学習する。

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

生活科への理解

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

音楽科の場合、現実には学習指導要領の内容を限られた
授業時数内に消化することが難しい。それにも拘わらず「費
用対効果」の言葉の下、子ども達の目線でも分かる具体的
音楽科授業の活性化に効果的な
な結果や成長を残すことが求められている。この解決のた 新山王政和（愛知教育大学教育学部教授）
方策と使える指導スキル
め、予め授業内容を整理した上で、ある程度システム化した
指導・活動とともに、授業場面でも計画的臨機応変に対応で
きることが必要。その一助になるよう、各種方策を紹介する。

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

大村 惠（愛知教育大学教育学部教授）
岩崎克司（DCI日本支部役員，日本福祉大学非
インターネット
常勤講師）
二井紀美子（愛知教育大学教育学部准教授）

平成25年6月17日～
6時間 平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人 平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050471号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

6時間

平成25年6月17日～
平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

中学校理科教
諭，高等学校理
科教諭

6,000円

3,000人

平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050472号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

6時間

平成25年6月17日～
平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人

平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050473号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

近年、学習指導要領に示されている「子どもの発育・福祉」
などヒトの発生と栄養に関する内容は研究が進んでいる。特
成長・発達とビタミン ～葉酸を中 にビタミン類は、不足のみでなく過剰摂取や効果的な摂取時
期についても解明されてきた。そのため、ヒトの発生、栄養と
心に～
先天異常、体内での栄養素の働き、ビタミンの摂取不足・過
剰摂取、学校での教育状況を本講習で講義する。

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

実社会で活躍する情報技術者に求められる関連事項は、
基本情報処理対策等資格試験に集約されることが多い。一
方で、教科「情報」の学習内容は、断片的な扱いになる傾向
情報技術者育成のための基本情 が強い。生徒が将来情報系分野を希望する場合、教科「情 小松川浩（千歳科学技術大学 総合光科学部
報」においては、基本情報処理資格対策の流れを意識した 教授）
報処理
授業設計を図っていくことは重要となる。
本講義では，基本情報処理資格試験に準拠して、教科「情
報」に関連する内容について学習していく。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

小、中、高等学校
教諭
生物・保健・家庭
養護教
科・教諭
諭
養護教諭

6時間

平成25年6月17日～
平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

インターネット

6時間

平成25年6月17日～
平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

ICTを活用した数学授業実践

eラーニング等のインターネットを利用した学習方法、電子
黒板やデジタルペンといった学習用ディバイス、グラフィック
スやアニメーションを使った学習コンテンツ等、ICTを活用し
た授業の取り組みは、生徒の興味関心を高め、学力を向上 今井順一（千歳科学技術大学総合光科学部准
教授）
させることが期待されている。
本講習では，ICT活用により開発した「eラーニング」や「授
業支援型学習コンテンツ」による授業実践を通じ、効果的な
授業デザインの習得とICT活用指導力の向上を目指す。

インターネット

6時間

平成25年6月17日～
平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

光科学の基礎と応用への招待

今日、光は、我々の生活のいたる所で使われている。また
新しい応用の開拓が精力的に行われ、その進展は目覚し
い。中学・高校で学ぶ理科は広範囲で、全てを扱うことは難
しい。
吉田淳一（千歳科学技術大学 総合光科学部
本講座ではその理科のなかでも、「波」を中心に学習する。
教授）
学習項目は、波の基本・音波・光波が主である。基本を学習
するばかりでなく、応用例として、光ファイバ・色・発光ダイ
オード・太陽電池を紹介し、学習内容と実際の応用を対応し
ながら理解を深める。

インターネット

6時間

基本的人権の現在

本講習は、教職科目である「日本国憲法」の知識を最新の
ものにすることを目的とする。基本的人権に関する判例と主
要な学説とともに、ここ10年ほどの間に最高裁判所が新しく
出した判決（例：国籍法事件、空知太神社訴訟など）を取り 岩本一郎（北星学園大学経済学部教授）
上げ、基本的人権をめぐる最近の動向について学習する。
近年、最高裁判所が積極的に違憲判断を行っている現状を
知ることができる。

インターネット

6時間

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

心理学入門 ～人間の記憶・言
語・思考のふしぎを探る～

教室での学習の場面で、例えば「なぜ生徒によってこんな
にも理解が違うの？」と感じたことはありませんか。同じ説明
をしても、それを受け取る生徒の理解はさまざまです。人が
文字を読み（話を聞き）、記憶し、思考し、理解する心の働き
とはそもそもどのようなものなのでしょうか。
中嶋輝明（北星学園大学文学部准教授）
本講習では、心理学の諸分野の中から記憶、言語、思考、
注意といったテーマについて心理学的な諸現象やそれを説
明するモデルについて学習し、学習場面での生徒の振るま
いを理解する一助とします。

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

福田博美（愛知教育大学教育学部准教授）
松尾拓哉（近畿大学医学部情報システムセン
インターネット
ター講師）
篠崎圭子（愛知教育大学教育学部非常勤講師）

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

3,000人

平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050474号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

高等学校教科
「情報」教諭

6,000円

3,000人

平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050475号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

教諭

中，高等学校教
科「数学」教諭

6,000円

3,000人

平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050476号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

平成25年6月17日～
平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

中・高等学校理
科教諭

6,000円

3,000人

平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050477号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

平成25年6月17日～
平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人

平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050478号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

インターネット

平成25年6月17日～
6時間 平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人 平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050479号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

教師にとってPCは教育になくてはならないツールとなって
いるが、新しいものを活用する時間がなかなか取れない実
状がある。表計算ソフトExcelは2007に変わり、リボンが採用
教師のための表計算入門（Excel
松本豊司（金沢大学 総合メディア基盤センター
されるなど見た目が大幅に変更され、便利な機能が追加さ
2007）
准教授）
れている。本講習では、Windows Vista環境におけるExcel
2007の使い方を学習し、それを各自の教育に活用する材料
を提供することを目標とする。

インターネット

6時間

平成25年6月17日～
平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人

平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050480号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

教師にとってPCは教育になくてはならないツールとなって
いるが、新しいものを活用する時間がなかなか取れない実
状がある。文章処理ソフトWordは2007に変わり、リボンが採
用されるなど見た目が大幅に変更され、便利な機能が追加 松本豊司（金沢大学総合メディア基盤センター
されている。
准教授）
本講習では、Windows Vista環境におけるWord 2007の使
い方を学習し、それを各自の教育に活用する材料を提供す
ることを目標とする。

インターネット

平成25年6月17日～
6時間 平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人 平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050481号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

教師のための文章処理入門
（Word 2007）

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

Webとその作成

Webは電子メールと並んでインターネットにおいて最も頻繁
に利用されるツールであり、学校における教育および業務に
おいても利用価値の高いものである．この講座ではWebの 井町智彦（金沢大学総合メディア基盤センター
仕組みと作成方法について解説し、Webシステムについての 准教授）
正しい理解とページ作成に当たり必要となる実践的知識の
習得を目指す．

インターネット

平成25年6月17日～
6時間 平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人 平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050482号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

宇宙と素粒子

われわれの存在しているこの宇宙を現代の物理学はどの
ように理解しているのか、そしてわれわれを作っている原
子、素粒子の世界はどのようになっているのかを学ぶ。特
に、宇宙全体の姿とミクロの素粒子は実は深く結びついてお
り、宇宙の研究から素粒子が予言され、素粒子の研究から
宇宙の過去・現在・未来が予言されることを学び、現代の自
然観の全貌を俯瞰する。

インターネット

6時間

平成25年6月17日～
平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小学校教諭
中・高等学校理
科教諭

6,000円

3,000人

平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050483号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

成績評価のための統計学講座

生徒の成績評価は、教員にとっても最も重要な仕事の一
つである。そこでは、生徒1人1人への絶対的な評価と共にク
ラス全体、学年全体の中での相対的な評価も必要となる。
鈴木恒雄（金沢大学名誉教授）
本講習では、多くのデータについて検討・評価する統計学を
森 祥寛（金沢大学総合メディア基盤センター助 インターネット
成績評価という点から学習し、平均、分散、標準偏差、偏差
教）
値等の意味を知り、その計算方法について習得する。これ
によって改めて、成績評価について検討させることを目標と
する。

平成25年6月17日～
6時間 平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人 平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050484号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

高校数学のつぼ

高校数学IＡからIIIＣまでの範囲で、生徒に理解をさせるこ
とが困難な点をポイント的に抜き出し、どのように教えれば
最も効果的かを３０年以上のベテラン教師が講義する。６時
鈴木恒雄（金沢大学名誉教授）
間の講義では、十分でないので、どの教師にも対応する共
鈴木譲二（元兵庫県立宝塚西高等学校教諭，
通内容の部分と必要度に応じて選べる選択部分を提供す
関西学院大学非常勤講師）
る。例えば、数学IIICでは、「関数の連続性と微分可能」「近
似計算」「極限値」「不等式の証明」「二次曲線と極方程式」
「Ａn問題」などを扱う。

インターネット

平成25年6月17日～
6時間 平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

高等学校理数系
教科教諭

6,000円

3,000人 平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050485号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

雇用のルール

人は、人生80年の半分以上の期間は労働に関わりを持
ち、かつその労働は他人に雇われての労働が圧倒的に多
い。雇用に関するルールを定めているのが労働法である
が、生徒・学生たちはその雇用のルールについての法律知
前田達男（金沢大学名誉教授）
識も不十分なままに雇用社会に送り出されているのが現実
である。この講習では、他人に雇われて働く人にはこの程度
の法律知識は持ってほしい、また教えておいてほしいと思わ
れる、基本的な雇用のルールを学習する。

インターネット

6時間

平成25年6月17日～
平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小学校教諭
中学校社会科教
諭
高等学校公民科
教諭

6,000円

3,000人

平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050486号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

バイオへの誘い

２１世紀はヒトゲノム配列の決定で明けました。ゲノムを調
べて、個人に相応しいオーダーメイドの医療と健康法、感染
症や遺伝病の治療、臓器の移植と構築等々、素晴らしい
Quality of Lifeが待ち構えていることでしょう。このような時代
に身体を作っている物質とその反応を把握することが大切で
鈴木健之（元金沢大学理学部教授）
す。
本講義ではバイオの基礎を紹介します。各回の学習内容
は次のとおりです。
(1)生命とは何か、 (2)と(3)タンパク質、 (4)糖と生体エネ
ルギー、 (5)と(6)核酸、 (7)生体防御反応

インターネット

平成25年6月17日～
6時間 平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小学校教諭、
中、高等学校理
科教諭

6,000円

3,000人 平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050487号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

放射能と放射線の基礎知識

本講習では，放射性物質・放射能・放射線に関する基礎知
識や放射線の性質・作用と放射線測定法の原理を習得し，
放射線の性質に基づいて生体への影響のしくみと放射線防
護について考える。また，放射性物質と放射線の種々の利
用､原子力利用についても学習する。これによって，放射性
物質・放射能と放射線に関する正しい知識が小学生から中・
高生の教育に活用され，広く社会に普及することを目的とす
る。

中西 孝（金沢大学名誉教授）
静間 清（広島大学大学院工学研究院教授）
インターネット
高田 純（札幌医科大学医療人育成センター教
授）

平成25年6月17日～
6時間 平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人 平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050488号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

最新のITセンサー（力・距離・加速度センサーなど）を活用
して、力学現象を分析・解析する力学の授業法を実演・講義
する。ホバーサッカーを空中に浮揚させる方法や、超軽量力
ＩＣＴを活用した「アクティブ・ラーニ 学台車と携帯扇風機を用いる方法などで、手軽に摩擦抵抗 小林昭三（新潟大学名誉教授，人文社会・教育
インターネット
ング型」力学授業法
を無視できる世界を実現し、運動の法則の鍵概念を効果的 科学系フェロー）
に形成する授業法を展開する。また、空気抵抗や水の粘性
抵抗などが支配的な空中や水中の運動を予想し検証して摩
擦の支配的な日常世界も解明する。

平成25年6月17日～
平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

中、高等学校理
数系教科教諭

6,000円

3,000人

平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050489号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

青木健一（金沢大学理工研究域数物科学系教
授）
末松大二郎（金沢大学理工研究域数物科学系
教授）

6時間

平成２５年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

論語が漢字文化圏で果たしてきた役割は大きい。聖書や
コーラン、あるいは仏典と並ぶ重要な書物であることは言を
俟たない。今日その論語を原典で読むことが少なくなって来
ている。そうした状況を勘案して、その論語を読むことを通じ 安本 博（愛知大学名誉教授）
て、古代中国の思想の問題だけでなく、漢字や漢文訓読の
問題にも理解を深め、漢文訓読によって培われた日本語の
問題についても理解を深めることがこの科目の目的である。

講習の開催地

時間数

講習の期間

インターネット

平成25年6月17日～
12時間 平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

児童期・思春期は心理的・社会的発達に大切な時期であ
り、特に思春期は身体的・心理的・社会的にも変動の著しい
時期であり、その中で自己を確立していく大きな課題をもっ
ている。しかし、学校場面では増加し続ける不登校、深刻な 小山善子（金城大学医療健康学部教授）
やさしい児童期・思春期の精神医
鈴木健一（名古屋大学保健管理センター准教
問題行動等が、社会全体の問題となっている。
学～その深層心理と心の病気～
また、この時期は様々なタイプの神経症性障害の好発時 授）
期でもあり、学校の精神保健が重要課題となる。
この講座では子どもたちの深層心理と心の病気を学習す
る。

インターネット

平成25年6月17日～
6時間 平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

授業は広義でのプレゼンテーションの一種として捉えられ
る。である以上は、「ティーチング」「コーチング」「問題提起」
といった目的を明確に持つ必要がある。その目的を達成す
るためにより効果的なプレゼンテーションを行うための心構 城田比佐子（ＮＰＯ法人国際社会貢献センター
授業に活かすプレゼンテーション
活動会員）
えと技術について学習する。
特にプレゼンテーションのツールとして広く使われているパ
ワーポイントを利用して、効果的なシートを作るポイントを学
ぶ。

インターネット

平成25年6月17日～
6時間 平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

お母さんと語る環境問題

日常生活の中で環境改善のために努力している先生方、
ちょっと立ち止まってご一緒に考えてみませんか。環境問題
も、真実を見分ける目で、「科学の心」で捉えることが大切で
坂東昌子（愛知大学名誉教授）
す。
前 直弘（関西大学理工学教育開発センター准
本講座では、地球温暖化・オゾンホール・排気ガス問題・廃
教授）
棄物問題・資源エネルギー問題等を、解説したいと思いま
す。素朴な疑問の「なぜ」を考えることによって始まった環境
問題への取組の歴史は、色々の事を私達に教えてくれま
す。一緒に考えましょう。

インターネット

6時間

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

最近、資源とエネルギーの話がたくさん出るようになりまし
た。これに伴い、エネルギーとは何か、未来の資源はどうな
るのか、と言うことを色々な角度から正しい知識と考え方を
坂東昌子（愛知大学名誉教授）
持って、理解していくことが必要になってきました。例えば、
子ども達と一緒に語る資源とエネ
前 直弘（関西大学理工学教育開発センター准
資源節約の為の３Ｒ運動は、資源の性質を見極めないと、
ルギー
教授）
本当に環境に優しいのか、資源の節約になるのかが分かり
ません。
本講義では、日常生活の色々な議論を考え、まとめてみま
す。

インターネット

6時間

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

論語を読む

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

電磁気お役立ちメニュー

風景のサイエンス

小学校から大学まで一貫して学ぶ電磁気は、社会生活と
も密接につながっています。この授業では、電気と磁気とい
坂東昌子（愛知大学名誉教授）
う２つの異なった現象が、どのように統一されたかを解説し、
松林 昭（滋賀学園中学・高等学校理科特任講
電磁気を具体的かつイメージ豊かに捉えるメニュー、素材、
インターネット
師，
好奇心を引き出す工夫、発展的な教材の紹介などを盛り込
京都教育大学非常勤講師）
みました。電磁気の基礎概念として、しっかり捉えることが大
切です。きっと新しい発見ができます。
心を静めて戸外の環境に目を凝らすと、空の様子、遠くの
山の見え方、水面等、同じものであっても、その色や見え方
は千変万化する。この現象への小中高生の気付きは理科の
芽の一つであり、生徒への適切な対応が求められる。この
一見複雑な現象は二十世紀に解明された気候、原子・分
佐藤文隆（京都大学名誉教授，甲南大学教授） インターネット
子、光の科学で読み解くことができ、本講義では、水蒸気や
チリのわずかな配合の具合で風景は驚くほど変貌すること
等を学ぶ。

対象職種 主な受講対象者

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

12,000円

3,000人 平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050490号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

教諭 小、中、高等学校
養護教 全教科教諭
養護教諭
諭

6,000円

3,000人 平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050491号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人 平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050492号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

平成25年6月17日～
平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人

平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050493号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

平成25年6月17日～
平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人

平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050494号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

平成25年6月17日～
6時間 平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小学校教諭、中、
高等学校理科教
諭

6,000円

3,000人 平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050495号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

平成25年6月17日～
平成25年8月24日
（試験日平成25年8月
24日）

教諭

小学校教諭
中，高等学校教
科理科教諭

6,000円

3,000人

平成25年3月25日～
平成25年6月 7日

平259481050496号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

6時間

教諭

小学校教諭
中・高等学校国
語科教諭

受講料 受講人数

