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平成２５年度（第４回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び
学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
（必修領域）

平成２５年度（第４回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

この講習は、札幌圏教職課程コンソーシアム（協定校：札幌
大学、札幌学院大学、酪農学園大学、北星学園大学）のよっ
て開催される講習です。『教育の最新事情』の４分野『教職に
ついての省察』、『子どもの変化についての理解』、『教育政
策の動向についての理解』、『学校の内外における連携協力
についての理解』について、４名の講師が担当します。

鈴木
田実
高杉
古谷

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

12,000円

200人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253001600672号

011-891-2731

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園をめぐる教育の最新事情
教育研究機構

「子どもの変化についての理解」、「教職についての省察」、
「教育政策の動向理解」、「学校の内外の連携についての理
解」の4項目について、教員に求められる最新の知識の修得
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。
また、幼稚園教諭免許状の更新者に焦点を当てた内容として
いる。

星 信子（札幌大谷大学短期大学部保育科教
授）
平野 良明（札幌国際大学人文学部心理学科教
授）
北海道札幌市
吾田 富士子（藤女子大学人間生活学部保育学
科准教授）
鈴木 傑（光塩学園女子短期大学非常勤講師
苫小牧マーガレット幼稚園理事長）

12時間

平成25年7月30日～
平成25年7月31日

12,000円

150人

平成25年5月16日～
平成25年5月24日

平258134000631号

03-3237-1957

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園をめぐる教育の最新事情
教育研究機構

「子どもの変化についての理解」、「教職についての省察」、
「教育政策の動向理解」、「学校の内外の連携についての理
解」の4項目について、教員に求められる最新の知識の修得
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。
また、幼稚園教諭免許状の更新者に焦点を当てた内容として
いる。

大滝 まり子（北海道文教大学人間科学部子ど
も発達学科教授）
小山 充道（藤女子大学人間生活学部保育学科
教授）
北海道札幌市
井上 大樹（北海道文教大学人間科学部子ども
発達学科講師）
佐藤 公文（北海道教育大学教育学部旭川校非
常勤講師わかば幼稚園園長）

平成26年1月9日～
12時間
平成26年1月10日

12,000円

平成25年10月21日～
100人
平成25年11月1日

平258134000632号

03-3237-1957

北星学園大学

教育の最新事情

学校教育の今日的な諸課題について、その背景や動向、解
明策について多岐にわたって研修する。研修内容の基底に
教職のあるべき姿についての省察を据え、教員としての資質
青森明の星短期 学校教育の今日的な課題に関わ 向上を目指す。
大学
る研修講座
１ キャリア教育の今日的な意義と展開、２ 学力向上と思考
力･判断力・表現力の育成及びその指導法、３通常学級にお
ける障害のある子どもの指導、４学校の危機管理と地域や関
係機関との連携

剛（文学部教授）
潔（社会福祉学部教授）
巴彦（文学部教授）
次郎（経済学部准教授）

久保富男（青森中央短期大学教授）
油川勝治（青森明の星中学高等学校参事）
小沼順子（青森県総合学校教育センター特別支
青森県青森市
援教育課指導主事）
平井順治（青森明の星中学高等学校参事）

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

12,000円

80人

平成25年5月16日～
平成25年8月18日

平253501900642号

017-741-0123

岩手県教育委員
最新の教育事情
会

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携協
力についての理解」の４つの事項について、その領域の専門
家の講義を通して、教員に求められる最新の知識・技能の修
得と今日的な教育課題についての理解を深めることを目指
す。

菅野洋樹（岩手県教育委員会教育長）
清水幹裕（清水法律事務所所長）
佐藤愼二（植草学園短期大学教授）
立花正男（岩手大学准教授）
佐々木宏（学習コーチアカデミー主任研究員）
髙坂節三（東京都教育委員）
中原美恵（東洋大学教授）

岩手県盛岡市

12時間

平成25年7月29日～
平成25年7月30日

0円

500人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000300721号

019-629-6121

岩手県教育委員
最新の教育事情
会

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携協
力についての理解」の４つの事項について、その領域の専門
家の講義を通して、教員に求められる最新の知識・技能の修
得と今日的な教育課題についての理解を深めることを目指
す。

菅野洋樹（岩手県教育委員会教育長）
清水幹裕（清水法律事務所所長）
佐藤愼二（植草学園短期大学教授）
立花正男（岩手大学准教授）
佐々木宏（学習コーチアカデミー主任研究員）
髙坂節三（東京都教育委員）
中原美恵（東洋大学教授）

岩手県盛岡市

12時間

平成26年1月7日～
平成26年1月8日

0円

500人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000300722号

019-629-6121

東北学院大学

神林
氏家
「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
加藤
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携協
小林
力についての理解」の各事項について、教員に求められる最
堀毛
新の教育学的・心理学的・社会学的知識の習得および教員
八幡
の今日的課題の実践的な理解をめざして、講義形式で実施
渡辺
する。
水谷
大山

宮城県仙台市

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

12,000円

200人

平成25年5月16日～
平成25年6月8日

平253004000641号

022-264-6397

宮前 貢(保育科第二部教授)
遠藤盛男(保育科第二部非常勤講師)
香山雪彦(福島学院大学福祉学部教授)
末廣晃二(福島学院大学福祉学部教授)
福島県福島市
黒津康司(福島学院大学福祉学部准教授)
佐々木美恵(福島学院大学福祉学部講師)
増子恵美子(学校法人福島学院認定こども園長)
古渡一秀(認定子ども園まゆみ学園園長)

13時間

平成25年7月26日～
平成25年7月27日

12,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253504100695号

024-553-3221

教育の最新事情

幼稚園教諭の養成校として幼児教育に特化した分かりやす
い講習を開設する。
認定基準に則って｢社会の変化とこれからの就学前教育・保
福島学院大学短 福島学院大学教員免許状更新講 育｣｢発達障害(LD・ADHDなどを含む)のある幼児の指導｣｢幼
期大学部
習〔必修領域〕
児の生活の変化とカウンセリング｣等最新の教育事情に基づ
く9科目12時間の講習のほか、1時間の試験を実施する。認
定課程担当教員3名と、併設の学部でLD・ADHDやカウンセリ
ングを専門とする教授を中心に担当する。

博史
重信
健二
裕
裕子
恵
通子
修
芳宏

(教養学部准教授）
(教養学部教授）
(教養学部教授）
(教養学部教授）
(教養学部教授）
(教養学部准教授）
(教養学部准教授）
(教養学部教授）
(教養学部非常勤講師）
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平成２５年度（第４回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園をめぐる教育の最新事情
教育研究機構

幼稚園教諭を対象とし、教職についての省察並びに子どもの
変化についての理解、教育政策の動向及び学校の内外にお
ける連携協力についての理解、に関して今日求められている
幼稚園教育の課題をふまえて、幼稚園や教員が果たすべき
役割について考察する。

筑波技術大学

流通経済大学

足利工業大学

担当講師

講習の開催地

関 章信（福島めばえ幼稚園理事長・園長、元福
島大学講師、元福島学院大学講師）
井上 孝之（岩手県立大学社会福祉学部福祉臨
床学科准教授）
福島県西郷村
高橋 昇（原釜幼稚園園長、近畿大学豊岡短期
大学通信教育部非常勤講師）
賀門 康博（郡山女子大学附属幼稚園主事、郡
山女子大学短期大学部非常勤講師）

時間数

講習の期間

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

12時間

平成25年7月26日～
平成25年7月27日

15,000円

40人

平成25年6月14日～
平成25年6月21日

平258134000633号

03-3237-1957

教育の最新事情

加藤 宏(障害者高等教育研究支援センター教
授)
佐藤 正幸(障害者高等教育研究支援センター
教授)
「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
一木 玲子(障害者高等教育研究支援センター
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携協
准教授)
力についての理解」の４つの事項について、教員に求められ
茨城県つくば市
長南浩人(障害者高等教育研究支援センター准
る最新の知識・技能の修得、教育相談、ICT活用等の今日的
教授)
な教育課題についての理解を深めることを目指す。
河原 正治(保健科学部准教授)
佐々木恵美(保健科学部准教授)
宇内一文(立教女学院短期大学幼児教育科専任
講師）

12時間

平成25年8月20日～
平成25年8月21日

12,000円

20人

平成25年6月17日～
平成25年7月12日

平251001700708号

029-858-9329

教育の最新事情

教員が教育の今日的課題を理解し、教育への視点と展望を
持って豊かな教員生活を営んでもらうことをねらいとします。
講習内容は、教職についての省察、子どもの変化についての
理解、教育政策の動向についての理解、学校の内外におけ
る連携協力についての理解です。講習対象は、小学校、中学
校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の教員としま
す。講習評価は、講習の各時間の終わりに筆記試験を実施
し、各試験を総合して行います。

渡部芳樹（経済学部講師）
福ヶ迫善彦（愛知教育大学教育学部創造科学系
准教授）
山岸直基（流通情報学部准教授）
茨城県龍ケ崎
松田哲（ｽﾎﾟｰﾂ健康科学部教授）
市
鈴木麻里子（ｽﾎﾟｰﾂ健康科学部准教授）
大金文郎（経済学部講師）
柴田一浩（ｽﾎﾟｰﾂ健康科学部准教授）

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

12,000円

80人

平成25年6月1日～
平成25年6月8日

平253006300622号

0297-60-1155

教育の最新事情

必修領域として示されている４事項について理解を深める。
１．教職についての省察
２．子どもの変化についての理解
３．教育政策の動向についての理解
４．学校の内外における連携協力についての理解

麻生 千明（教授）
森 慶輔（准教授）
両角 章（元栃木県立宇都宮女子高等学校校
長）
鈴木 健一（宇都宮共和大学教授）

栃木県足利市

12時間

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

12,000円

70人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253006400671号

0284-62-0950

栃木県栃木市

12時間

平成25年7月30日
平成25年8月3日

12,000円

150人

平成25年5月16日～
平成25年5月30日

平253504900626号

0282-24-7914

國學院大學栃木
教育の最新事情
短期大学

｢教職についての省察｣「子どもの変化についての理解｣「教育
坂口
政策の動向についての理解｣「学校の内外における連携協力
勝浦
についての理解｣の４つの事項について、教員に求められる
小川
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
後藤
解を深めることを目指す。

共愛学園前橋国
教育の最新事情
際大学

本講座は、学問研究と現場実践とが相互に共同性を発揮し
て、教育をめぐる今日的な課題に、教育学および心理学の知
見を共有することによってアプローチしようとするものである。
教育の政策動向、学校や子どもの置かれた状況変化、子ど
もへの理解を深め、学問研究や教育実践のあり方を考察す
る。

平岡 さつき（国際社会学部教授）
結城 初穂（小平市教育相談室相談員）
大野 稔（群馬県教育委員会中部教育事務所所
長）
群馬県前橋市
瀬下 肇（群馬大学教育学部客員教授）
大谷 葉月（群馬県教育委員会中部教育事務所
指導主事）

12時間

平成25年8月7日～
平成25年8月8日

12,000円

70人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253007300665号

027-266-7575

必修領域に示されている4項目について各専門分野のスタッ
フが分担して開講する。各項目に示されている細目に関する
内容を取り上げ、学校教育の今日的課題を踏まえるとともに
最新の情報も加味しながら解説し、受講者の理解を深める。

鈴木 路子（教育学部長 教授、大学院教育学研
究科長 教授）
市川 直道（教育学部教授）
群馬県伊勢崎
池田 芳和（教育学部教授）
市
菅原 健次（教育学部教授）
松浦 直己（大学院教育学研究科教授）
石﨑 達也（教育学部助教）

12時間

平成25年8月2日～
平成25年8月3日

12,000円

150人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253021400621号

0270-40-4451

大佐古 紀雄（准教授）
堤 大輔（教授）
栗山 宣夫（准教授）
柳 晋（教授）

12時間

平成25年8月12日～
平成25年8月13日

12,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253505200663号

027-352-1981

東京福祉大学

育英短期大学

教育の最新事情

「教職についての省察」，「子どもの変化についての理解」，
育英短期大学 幼稚園教育の最 「教育政策の動向についての理解」及び「学校の内外での連
新事情
携協力についての理解」の４領域に関する理解を深めると共
に，これからの幼稚園教育において新たに必要となる事項に
ついての最新情報を含めながら講義を行う。

耕史（人間教育学科教授）
範子（人間教育学科教授）
澄江（人間教育学科教授）
正人（人間教育学科教授）

群馬県高崎市
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平成２５年度（第４回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

星槎大学

城西大学

日本工業大学

千葉大学

千葉大学

千葉大学

千葉大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

教育の最新事情

天野 一哉（共生科学部准教授）
西永 堅（共生科学部准教授）
平 雅夫（共生科学部非常勤講師）
伊藤 一美（共生科学部准教授）
白鳥 絢也（共生科学部専任講師）
仲 久徳（共生科学部准教授）
教育改革の背景や学習指導要領改訂の動向、学校を巡る状 長井 梢（共生科学部教授）
況の変化、子どもの変化と適切な対応、学校内外での連携 金子 肇（共生科学部教授）
協力の在り方等を中心に、これからの学校教育の在り方や専 木川田 光弘（共生科学部准教授）
門職としての教員の役割について、基本的な知識の確認とと 福島 紘（共生科学部准教授）
もに、実践的な理解を深めることを目的とする。あわせて、教 斎藤 やす子（共生科学部専任講師）
育現場で必要とされる発達障害に関する内容も取り上げる。 野口 桂子（共生科学部特任准教授）
伊東 健（共生科学部非常勤講師）
市澤 豊（共生科学部客員教授）
小松 栄生（共生科学部特任講師）
日高 義治（共生科学部特任講師）
府川 陽一（共生科学部特任講師）
中村 邦夫（共生科学部特任講師）

教育の最新事情について

教育の最新事情について、以下の六つの講座を設ける。
「A．教育政策の動向と学習指導要領」「B．学校をめぐる状況
の変化と教職の専門性」「Ｃ．組織の危機管理とﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾏｲ
ﾝﾄﾞ」
「Ｄ．子どもの指導援助とｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ・ﾏｲﾝﾄﾞ」「Ｅ．発達障害と
特別支援教育」 「F．子どもの発達課題と小児科学」
C、Fについては,それぞれ経営学ないしは医学の専門家によ
る講義を含む。またDについては、講義とともに、小グループ
に分かれ課題について討議をする形ですすめる。

教育の最新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携協
力についての理解」の４事項について、教員に求められる最
新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理解
を深めることを目指す。

教育の最新事情Ｃ

本講習ではテキストを用いて、「教職についての省察」「子ど
もの変化についての理解」「教育政策の動向についての理
解」「学校の内外における連携協力についての理解」の４つ 長根光男（教育学部教授）
の事項について、教員に求められる最新の知識・技能の修得
と今日的な教育課題についての理解を深めることを目指す。

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

12時間

平成25年7月22日～
平成25年7月23日

13,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253000700668号

045-972-3296

小林 順（薬学部教授）
新井 浅浩（経営学部教授）
森平 直子（経済学部准教授）
木内 正光(経営学准教授）
埼玉県坂戸市
青木 秀夫（理学部非常勤講師）
後藤 顕一（文部科学省国立教育政策研究所教
育課程研究センター総括研究官）

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

12,000円

60人

平成25年5月23日～
平成25年7月5日

平253008900657号

049-271-7723

原田 昭 （工業教育研究所教授）
小山 実 （教職教育センター教授）
渡辺 勉 （工業教育研究所教授）
瀧ヶ﨑 隆司 （共通教育系教授）
浦岡 勉 （非常勤講師）
関水 しのぶ （非常勤講師）
近藤 育代 （非常勤講師）

埼玉県宮代町

12時間

平成25年7月29日～
平成25年7月30日

12,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253010000723号

0480-33-7737

千葉県千葉市

12時間

平成25年8月22日,
平成25年8月23日

13,500円

75人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002100645号

043-290-2529

教育の最新事情Ｄ

本講習ではテキストを用いて、「教職についての省察」「子ど
もの変化についての理解」「教育政策の動向についての理
解」「学校の内外における連携協力についての理解」の４つ 蘭 千壽（教育学部教授）
の事項について、教員に求められる最新の知識・技能の修得
と今日的な教育課題についての理解を深めることを目指す。

千葉県千葉市

平成25年8月22日,
12時間
平成25年8月23日

13,500円

平成25年6月18日～
75人
平成25年7月3日

平251002100646号

043-290-2529

教育の最新事情Ｅ

幼稚園教育を中心に子どもの変化、教育政策の動向、学校
間の連携等、教職に関わる最近の話題について、以下のよう
な視点から取り上げる。子どもの発達の現状や子ども理解の
視点またそれをふまえた幼小連携教育のあり方、発達につま
づきのある子どもたちへの対応や保育や教育におけるカウン
セリング、新しい教育要領に対応した実践の工夫、子どもに
対する音楽や表現の指導のあり方等。
なお、本講習は幼稚園、小学校教諭を対象に開講します。

千葉県千葉市

12時間

平成25年8月5日,
平成25年8月6日

13,500円

50人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002100647号

043-290-2529

教育の最新事情Ｆ

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

千葉県千葉市

12時間

平成25年8月19日,
平成25年8月20日

13,500円

75人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002100648号

043-290-2529

中澤
冨田
砂上
岡部

潤（教育学部教授）
久枝（教育学部教授）
史子（教育学部准教授）
裕美（教育学部助教）

埼玉県さいたま
市
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開設者名

千葉大学

江戸川大学

国際武道大学

城西国際大学

城西国際大学

千葉科学大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

教育の最新事情Ｇ

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

千葉県千葉市

12時間

平成25年8月21日,
平成25年8月22日

13,500円

75人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002100649号

043-290-2529

教育の最新事情

山路 進（日本私学教育研究所主任研究員、日
本大学法学部非常勤講師）
「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
宮崎孝治（社会学部教授）
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携協
木村文香（社会学部講師）
力についての理 解」の4つの事項について、教員に求められ
千葉県流山市
堀切忠和（日本大学法学部第一部法律学科准
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
教授、弁護士）
理解を深めることを目指す。
波多野和彦（メディアコミュニケーション学部教
授）

12時間

平成25年8月24日～
平成25年8月25日

12,000円

50人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253011100656号

04-7152-9615

教育の最新事情

髙見
髙木
「教職についての省察」、「子どもの変化についての理解」、 佐藤
「教育政策の動向についての理解」、「学校の内外における 中島
連携協力についての理解」の４つの事項について、これまで 魚住
の研究によって得られた知見に基づいて講義する。
多田
立木
井下

令英（体育学部教授）
誠一（体育学部准教授）
記道（体育学部准教授）
一郎（体育学部教授）
孝至（体育学部教授）
寿康（体育学部准教授）
幸敏（体育学部准教授）
佳織（体育学部助教）

千葉県勝浦市

12時間

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

12,000円

50人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253011600650号

0470-73-4111

教育の最新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校内外での連携協力」の 東谷
４事項について、最新の知識・技能の習得と今日的教育課題 井上
に関する理解を目的とし、講義をおこなう。現在、学校が抱え 岩田
る問題や地域との連携が多様化・複雑化するなか、社会の尊 阿部
敬と信頼を得る教員・学校作りを考察していく。

仁（国際人文学部教授）
敏博（経営情報学部教授）
泉（福祉総合学部教授）
信太郎（経営情報学部准教授）

千葉県東金市

12時間

平成25年8月2日～
平成25年8月3日

12,000円

90人

平成25年5月16日～
平成25年5月21日

平253012000654号

0475-55-8842

教育の最新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校内外での連携協力」の 東谷
４事項について、最新の知識・技能の習得と今日的教育課題 井上
に関する理解を目的とし、講義をおこなう。現在、学校が抱え 岩田
る問題や地域との連携が多様化・複雑化するなか、社会の尊 阿部
敬と信頼を得る教員・学校作りを考察していく。

仁（国際人文学部教授）
敏博（経営情報学部教授）
泉（福祉総合学部教授）
信太郎（経営情報学部准教授）

千葉県鴨川市

12時間

平成25年8月2日～
平成25年8月3日

12,000円

90人

平成25年5月16日～
平成25年5月21日

平253012000655号

0475-55-8842

教育の最新事情

本講習ではテキストを用いて、以下の内容を取り扱う。
・学校をめぐる状況・専門職たる教員の役割
・子どもの発達に関する課題
・子どもの生活の変化（ネットいじめの理解と対応等）
・学習指導要領改訂等の動向
・その他教育改革の動向
・各種課題に対する組織的対応の在り方（学校における緊急
支援等）
・学校における危機管理上の課題
本講習は地域教育委員会の要請で千葉科学大学が千葉大
学の協力を得て募集する。

陽児(千葉大学教育学部教授）
亨(千葉大学教育学部教授）
雅巳(千葉大学教育学部教授）
孝久(千葉大学教育学部准教授）
一生(千葉大学教育学部准教授）
洋子(千葉大学教育学部教授）
正恭（危機管理学部教授）
彰（教職課程教授）

千葉県銚子市

12時間

平成25年8月3日～
平成25年8月4日

13,500円

120人

平成25年5月16日～
平成25年5月29日

平253012300651号

0479-30-4506

1日目の「教職についての省察」では、学校をめぐる状況変化
と子ども観・教育観について、「子どもの変化についての理
原 信夫(准教授）
解」では、LDやADHD等の特別支援教育に関する新たな課題 安藤 昭之（非常勤講師）
と、最新の知見に基づく子どもの発達について、およびカウン 加藤 恵子（鴨川市立曽呂小学校教頭）
セリングや相談理解について講義する。
江津 和也（専任講師）
2日目の「教育政策の動向」では、学習指導要領の改訂やそ 榎本 良和（君津市立中小学校校長）
の他の教育改革についての動向について、「学校の内外の 宝剱 純一郎（清和大学教授）
連携教育」では、校内外の安全確保や情報セキュリティ、また
対人関係とコミュニケーションについて講義する。

千葉県木更津
市

12時間

平成25年10月12日
平成25年10月19日

12,000円

50人

平成25年6月25日～
平成25年7月11日

平253508000640号

0438-30-5522

清和大学短期大
教育の最新事情
学部

伏見
保坂
吉田
笠井
佐瀬
片岡
宮林
上北
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

教育の最新事情を掴む

近年劇的に進行している学校教育改革に焦点を当て、その
動向のポイントを掴み、教員に求められている対応のあり方
を理解する。(1)子どもたちそのものの変化に対応しなければ
林 幹夫(文芸学部 教授)
ならない教員の資質や技能として、どのようなものが求めら
高木 克（文京学院大学 特任教授）
れているか、(2)多様化する学校運営において、その整備充
西村史子(国際学部 准教授)
実を効率的に達成するため、ツールをどのように活用すべき
川崎知己（杉並区立荻窪小学校 校長）
か、(3)統一学力テストの結果や学習指導要領の改訂を受け
て、どのようなカリキュラム編成や教育方法が求められている
か、等々の具体的課題について講義する。

教育の最新事情を学ぶ

内山 宗昭（基礎・教養教育部門准教授）
教育の最新動向について４つの領域にわたって学ぶととも
尾高 進（基礎・教養教育部門准教授）
に、それを教育実践の課題として主体的に受けとめ実践に立 岩田 泉（城西国際大学福祉総合学部福祉総合 東京都新宿区
ち向かう方策等について考察する。
学科教授）
石井 英穂（非常勤講師）

教育の最新事情

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

東京都千代田
区

「教育の最新事情」

「教育の最新事情」
教育基本法や学校教育法の改正、学習指導要領の改訂を
はじめとした教育改革が進行している。教育改革を着実に進
めていくために、実効性のある取り組みが求められている。
本講習では、教育改革の背景や学習指導要領改訂の動
向、学校を巡る状況の変化、子どもの変化と適切な対応、学
校内外での連携協力の在り方等を中心に、これからの学校
教育の在り方や専門職としての教員の役割について、実践
的な理解を深めることとする。

緑川
熊澤
鈴木
渡部

教育の最新事情

学校や子どもを取りまく環境等の変化を踏まえて，受講生の
教育経験や教育観を振り返る機会を提供する。また，ＬＤやＡ
ＤＨＤを含む発達障害の新しい知見を臨床心理学的に概説
する。保護者，地域社会との連携，対人関係等日常的なコ
ミュニケーションの重要性を考察する。さらに，子どもの実態
を踏まえた道徳，特別活動の指導，法令改正の概略やその
方向性についても触れる。参加型の講習を展開するため，
ディスカッション，プレゼンテーション等を適宜取り入れる。

教育の最新事情に関する事項

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

12,000円

90人

平成25年5月16日～
平成25年6月11日

平253014800660号

03-3237-2539

平成 25年8月1日～
12時間
平成 25年 8月2日

12,000円

平成 25年5月16日～
80人
平成 25年7月15日

平253015400644号

03-3340-0947

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

12,000円

200人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016600658号

03-3238-3520

東京都世田谷
区

12時間

平成25年8月6日～
平成25年8月7日

12,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年7月9日

平253021300677号

03-5477-2512

佐藤晴雄（文理学部教授）
篠竹利和（文理学部教授）
関川悦雄（文理学部教授）
杉森知也（文理学部准教授）
齋藤慶典（東海大学短期大学部児童教育科准
教授）

東京都世田谷
区

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

12,000円

200人

平成25年5月16日～
平成25年7月1日

平253022400697号

03-5317-8496

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策動向についての理解」「学校の内外における連携協力
についての理解」の４項目について、学校を巡る近年の状況
変化や、専門職たる教員の役割などを踏まえ、教師にとって
自らの資質や力量を見直す機会になり、今後の教育実践に
十分に役立つような体系的な講義を行う。

小泉博明（外国語学部教授）
渡邉寛治（外国語学部客員教授）
高木克（特任教授）
林幸範（非常勤講師）

東京都文京区

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

12,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年6月7日

平253023900675号

03-5684-4899

有明教育芸術短
教育の最新情報
期大学

幼稚園教諭及び小中学校教員を主たる対象とし、「教職につ
いての省察」「子どもの変化についての理解」「教育政策の動
向についての理解」「学校の内外における連携協力について
の理解」の項目に関して基本的な知識の確認を行うとともに、
今日さまざまに語られる教育の問題や課題について理解を
深めてもらい、教員として問題や課題にどのように対応すべ
きかについて講義を行う。

原 聡介（子ども教育学科非常勤講師）
氏森 英亞（子ども教育学科非常勤講師）
羽田 紘一（子ども教育学科教授）
日暮 トモ子（子ども教育学科准教授）

東京都江東区

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

12,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253509000664号

03-5579-6211

鶴川女子短期大 新幼稚園教育要領と教育史から
学
幼児理解と子育て支援

新幼稚園教育要領を踏まえ、幼児教育を中心とした教育史を
振り返ります。そこから在るべき道徳教育の姿を導き出しま
す。あわせて、子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた幼児
教育のあり方を探り具体的な子育て支援について考察しま
す。

12,000円

30人

平成25年6月18日～
平成25年6月19日

平253510900624号

044-988-1128

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園をめぐる教育の最新事情
教育研究機構

本講習は、「教職についての省察」「子どもの変化についての
理解」「教育政策の動向についての理解」「学校内外における
連携協力についての理解」の４つの事項について、教員に求
められる最新の知識・技能の習得と今日的な教育課題につ
いての理解を深めることを目指す。

12,000円

160人

平成25年6月20日～
平成25年6月27日

平258134000639号

03-3237-1957

共立女子大学

工学院大学

上智大学

東京農業大学

日本大学

文京学院大学

哲夫（教職課程教授）
恵里子（教職課程教授）
聡志（教職課程准教授）
邦雄（客員教授）

福地昭輝（幼児教育学科
加藤紀子（幼児教育学科
関根久美（幼児教育学科
嶌田貞子(幼児教育学科
古徳麗子(幼児教育学科

教授）
教授）
常勤講師）
常勤講師)
特任教授)

青木久子(青木教育研究所主宰)
鈴木みゆき(和洋女子大学教授)
小林紀子(青山学院大学教授)
篠原孝子(聖徳大学教授)

東京都千代田
区

東京都町田市

東京都千代田
区
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12時間

平成25年8月1日,
平成25年8月5日

平成25年8月1日、平成
25年8月2日、平成25年
12時間 8月3日、平成25年8月5
日

12時間

平成25年8月4日～
平成25年8月5日

平成２５年度（第４回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

星槎大学

星槎大学

星槎大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

教育の最新事情

天野 一哉（共生科学部准教授）
西永 堅（共生科学部准教授）
平 雅夫（共生科学部非常勤講師）
伊藤 一美（共生科学部准教授）
白鳥 絢也（共生科学部専任講師）
仲 久徳（共生科学部准教授）
教育改革の背景や学習指導要領改訂の動向、学校を巡る状 長井 梢（共生科学部教授）
況の変化、子どもの変化と適切な対応、学校内外での連携 金子 肇（共生科学部教授）
協力の在り方等を中心に、これからの学校教育の在り方や専 木川田 光弘（共生科学部准教授）
門職としての教員の役割について、基本的な知識の確認とと 福島 紘（共生科学部准教授）
もに、実践的な理解を深めることを目的とする。あわせて、教 斎藤 やす子（共生科学部専任講師）
育現場で必要とされる発達障害に関する内容も取り上げる。 野口 桂子（共生科学部特任准教授）
伊東 健（共生科学部非常勤講師）
市澤 豊（共生科学部客員教授）
小松 栄生（共生科学部特任講師）
日高 義治（共生科学部特任講師）
府川 陽一（共生科学部特任講師）
中村 邦夫（共生科学部特任講師）

神奈川県横須
賀市

12時間

平成25年7月22日～
平成25年7月23日

13,000円

100人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253000700666号

045-972-3296

教育の最新事情

天野 一哉（共生科学部准教授）
西永 堅（共生科学部准教授）
平 雅夫（共生科学部非常勤講師）
伊藤 一美（共生科学部准教授）
白鳥 絢也（共生科学部専任講師）
仲 久徳（共生科学部准教授）
教育改革の背景や学習指導要領改訂の動向、学校を巡る状 長井 梢（共生科学部教授）
況の変化、子どもの変化と適切な対応、学校内外での連携 金子 肇（共生科学部教授）
協力の在り方等を中心に、これからの学校教育の在り方や専 木川田 光弘（共生科学部准教授）
門職としての教員の役割について、基本的な知識の確認とと 福島 紘（共生科学部准教授）
もに、実践的な理解を深めることを目的とする。あわせて、教 斎藤 やす子（共生科学部専任講師）
育現場で必要とされる発達障害に関する内容も取り上げる。 野口 桂子（共生科学部特任准教授）
伊東 健（共生科学部非常勤講師）
市澤 豊（共生科学部客員教授）
小松 栄生（共生科学部特任講師）
日高 義治（共生科学部特任講師）
府川 陽一（共生科学部特任講師）
中村 邦夫（共生科学部特任講師）

神奈川県小田
原市

12時間

平成25年7月22日～
平成25年7月23日

13,000円

25人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253000700667号

045-972-3296

教育の最新事情

天野 一哉（共生科学部准教授）
西永 堅（共生科学部准教授）
平 雅夫（共生科学部非常勤講師）
伊藤 一美（共生科学部准教授）
白鳥 絢也（共生科学部専任講師）
仲 久徳（共生科学部准教授）
教育改革の背景や学習指導要領改訂の動向、学校を巡る状 長井 梢（共生科学部教授）
況の変化、子どもの変化と適切な対応、学校内外での連携 金子 肇（共生科学部教授）
協力の在り方等を中心に、これからの学校教育の在り方や専 木川田 光弘（共生科学部准教授）
門職としての教員の役割について、基本的な知識の確認とと 福島 紘（共生科学部准教授）
もに、実践的な理解を深めることを目的とする。あわせて、教 斎藤 やす子（共生科学部専任講師）
育現場で必要とされる発達障害に関する内容も取り上げる。 野口 桂子（共生科学部特任准教授）
伊東 健（共生科学部非常勤講師）
市澤 豊（共生科学部客員教授）
小松 栄生（共生科学部特任講師）
日高 義治（共生科学部特任講師）
府川 陽一（共生科学部特任講師）
中村 邦夫（共生科学部特任講師）

神奈川県横浜
市

12時間

平成25年9月14日～
平成25年9月15日

13,000円

120人

平成25年5月20日～
平成25年7月31日

平253000700669号

045-972-3296
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平成２５年度（第４回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

星槎大学

明治学院大学

相模女子大学

横浜商科大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

教育の最新事情

天野 一哉（共生科学部准教授）
西永 堅（共生科学部准教授）
平 雅夫（共生科学部非常勤講師）
伊藤 一美（共生科学部准教授）
白鳥 絢也（共生科学部専任講師）
仲 久徳（共生科学部准教授）
教育改革の背景や学習指導要領改訂の動向、学校を巡る状 長井 梢（共生科学部教授）
況の変化、子どもの変化と適切な対応、学校内外での連携 金子 肇（共生科学部教授）
協力の在り方等を中心に、これからの学校教育の在り方や専 木川田 光弘（共生科学部准教授）
門職としての教員の役割について、基本的な知識の確認とと 福島 紘（共生科学部准教授）
もに、実践的な理解を深めることを目的とする。あわせて、教 斎藤 やす子（共生科学部専任講師）
育現場で必要とされる発達障害に関する内容も取り上げる。 野口 桂子（共生科学部特任准教授）
伊東 健（共生科学部非常勤講師）
市澤 豊（共生科学部客員教授）
小松 栄生（共生科学部特任講師）
日高 義治（共生科学部特任講師）
府川 陽一（共生科学部特任講師）
中村 邦夫（共生科学部特任講師）

神奈川県川崎
市

12時間

平成25年12月21日～
平成25年12月22日

13,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年10月31日

平253000700670号

045-972-3296

最新の教育事情

「教育についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携協
力についての理解」の４つの事情について、教員に求められ
る識見と方法（技能）を高め、今日の教育問題に理解を深め
ることを目指す。

神奈川県横浜
市

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

12,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年6月14日

平253024800711号

03-5421-5149

教育の最新事情

福田 須美子(学芸学部教授)
佐藤 道幸(学芸学部教授)
「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教 後藤 学（学芸学部講師）
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携協 河尾 豊司（学芸学部准教授）
力についての理解」の４つの事項について、教員に求められ 金井 智恵子（学芸学部講師）
る最新の情報，知識・技能の修得と今日的な教育課題につい 吉岡 日三雄（相模女子大学小学部校長）
ての理解を深めることを目標とする。
七海 陽（学芸学部講師）
池田 仁人（学芸学部准教授）
久保田 力（学芸学部教授）

神奈川県相模
原市

平成25年8月19日～
12時間
平成25年8月20日

12,000円

平成25年5月16日～
100人
平成25年6月14日

平253026600707号

042-713-5080

教育の最新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校内外における連携協力
についての理解」の4事項について、中・高教員に求められる
最新の知識・技能の習得と今日的な教育課題についての理
解を深める。特に、「学習指導」、「LD,ADHD等」を含む心の健
康問題、「対人関係、日常的コミュニケーション」「情報セキュ
リティ」については、実践的で課題解決に結びつく内容を共に
考える事を目指す。

平成25年 8月22日～
平成25年 8月23日

12,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年7月15日

平253028200709号

045-571-3901

12,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年5月23日

平258134000634号

03-3237-1957

播本 秀史（文学部教授）
望月重信（名誉教授・非常勤講師）
石井久雄（文学部教授）
世良正浩（文学部教授）
岡明秀忠（文学部教授）

高橋 浩（商学部 教授）
徳田 英明（商学部 教授）
阪内 宏一（財団法人 全国退職教職員生きがい
支援協会理事、元 教員研修センター理事）
神奈川県横浜
斉藤 博厚（独立行政法人 教員研修センター主 市
任指導主事）
松嵜 くみ子（跡見学園女子大学 教授）
柳田 義継（商学部 准教授）

12時間

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園をめぐる教育の最新事情
教育研究機構

幼児教育の現場において、現代的社会の変化と幼児の不変
的発達の間で多様なニーズが求められています。その中で
現場保育者として、幼児の発達をいろいろな側面から捉え① 大豆生田 啓友（玉川大学教育学部乳幼児発達 神奈川県横浜
子どもの発達と子育ての状況を理解し②保育の環境及び保 学科准教授）
市
育者の適切な援助を考え③保育者の資質向上を考えていき
たいと思います。

平成25年6月25日,平成
25年7月9日,平成25年9
12時間 月3日,平成25年10月29
日,平成25年11月19日,
平成25年12月3日

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園をめぐる教育の最新事情
教育研究機構

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携協
力についての理解」の４つの事項について、教員に求められ
る最新の知識・技能の習得と今日的な教育課題についての
理解を深めることを目指す。

佐藤
吉岡
平山
若月

康富(鎌倉女子大学教授)
昌紀(清泉女子大学教授)
許江(文教学院大学教授)
芳浩(玉川大学教授)

神奈川県横浜
市

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

12,000円

180人

平成25年6月1日～
平成25年6月15日

平258134000638号

03-3237-1957

中島
遠山
師）
小川
佐野

純（経営情報学部教授）
孝司（新潟医療福祉大学健康科学部講

新潟経営大学

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携協
力についての理解」の4つの事項について、教員に求められ
る最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての
理解を深めることを目指す。

新潟県加茂市

12時間

平成25年8月10日～
平成25年8月11日

12,000円

140人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253029200652号

0256-53-3000

教育の最新事情関係

崇（新潟中央短期大学准教授）
浩（経営情報学部准教授）
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平成２５年度（第４回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

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

担当講師

早川
生田
齋藤
松原
松川
服部

講習の開催地

信夫（ＮＨＫ解説委員）
孝至（新潟大学副学長）
陽子（文化創造学部准教授）
達哉（東京福祉大学学長）
禮子（岐阜県教育長）
晃（文化創造学部教授）

時間数

講習の期間

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

新潟県南魚沼
郡湯沢町

12時間

平成25年8月3日、
平成25年8月11日

12,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月14日

平253032500674号

058-229-2211

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園をめぐる教育の最新事情
教育研究機構

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「幼稚園内外における連携協
力についての理解」の４つの事項について、教員に求められ
ている最新の知識・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。

田中 雅道(財団法人全日本私立幼稚園幼児教
育研究機構 理事長)
安達 譲（財団法人全日本私立幼稚園幼児教育
石川県金沢市
研究機構研究研修委員長、大阪教育大学非常
勤講師、学校法人ひじり学園せんりひじり幼稚園
園長）

12時間

平成25年8月6日～
平成25年8月7日

12,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月23日

平258134000635号

03-3237-1957

長野大学

学校教育をめぐる状況変化、専門職である教員の使命と責
任、子どもの発達に関する最新の脳科学と心理学の知見、
子どもの生活習慣の変化への対応、教育政策（学習指導要
領の改訂などを含む）と国の審議会の審議動向、学校の内
外における連携協力関係の構築、学校における危機管理上
の課題の理解を促す講義を行う。学校教育が直面している諸
課題に対応する教員の意欲と態度を啓発し、教育実践の原
動力となる科学的知識の理解を促す。

早坂
神尾
祐成
稲木
高木
森重
授）

長野県上田市

12時間

平成25年8月7日～
平成25年8月8日

12,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年6月16日

平253031900684号

0268-39-0017

次の6つの分野から構成する。「現代社会と学校」は、学校を
取り巻く社会状況や教育課題、地域社会との連携や危機管
理、教職の現代的専門性を、「教育における測定と評価」は
測定と評価の基本的な概念を、「特別支援教育」は、発達障
害や学習障害等の実態と指導の実際を扱う。「学校心理学Ⅰ
ⅡⅢ」は、心理学研究の成果を踏まえた学習指導、生徒指
導、学級指導等のあり方や、学校内の対人関係の重要性を
学ぶ。

西山 薫（清泉女学院短期大学幼児教育科教
授）
田中 秀明（清泉女学院短期大学幼児教育科准
教授）
中村 洋一（清泉女学院短期大学国際コミュニ
ケーション科教授）
田村 俊輔（清泉女学院大学人間学部教授）
長野県長野市
中澤 保生（清泉女学院大学人間学部教授）
寺門 正顕（清泉女学院大学人間学部教授）
眞榮城 和美（清泉女学院大学人間学部准教
授）
佐野 予理子（清泉女学院大学人間学部専任講
師）

12時間

平成25年7月27日～
平成25年7月28日

12,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年6月21日

平259201000705号

026-295-1312

角替
渋谷
鈴木
猿田
大平

弘志（教育学部教授）
恵（教育学部教授）
三平（教育学部教授）
真嗣（教育学部教授）
典明（教育学部教授）

静岡県静岡市

12時間

平成25年8月12日～
平成25年8月13日

12,000円

100人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033500681号

054-261-1707

角替
渋谷
鈴木
猿田
大平

弘志（教育学部教授）
恵（教育学部教授）
三平（教育学部教授）
真嗣（教育学部教授）
典明（教育学部教授）

静岡県三島市

12時間

平成25年8月12日～
平成25年8月13日

12,000円

100人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033500682号

054-261-1707

角替
渋谷
鈴木
猿田
大平

弘志（教育学部教授）
恵（教育学部教授）
三平（教育学部教授）
真嗣（教育学部教授）
典明（教育学部教授）

静岡県静岡市

12時間

平成25年8月15日～
平成25年8月16日

12,000円

120人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033500683号

054-261-1707

岐阜女子大学

教育の最新事情

清泉女学院大学・
清泉女学院短期 教育の最新事情
大学

常葉大学

常葉大学

常葉大学

教育の最新事情

教育の最新事情

教育の最新事情

法令改正及び国の審議会の状況を把握し、今日の教育制度
の課題について理解する。現行学習指導要領の趣旨並びに
特別活動・総合的な学習の時間等の取り扱いについて理解
を深めるとともに、今日の学校を取り巻く諸課題と組織的対
応について、地域連携や危機対応の在り方を含めて考察す
る。また子供の発達に関する心理学等における最新の知見
（特別支援教育も含む）について把握する。 対象：小学校
教諭 100名、 講習方法：講義を中心とする。

法令改正及び国の審議会の状況を把握し、今日の教育制度
の課題について理解する。現行学習指導要領の趣旨並びに
特別活動・総合的な学習の時間等の取り扱いについて理解
を深めるとともに、今日の学校を取り巻く諸課題と組織的対
応について、地域連携や危機対応の在り方を含めて考察す
る。また子供の発達に関する心理学等における最新の知見
（特別支援教育も含む）について把握する。 対象：小学校
教諭 100名、 講習方法：講義を中心とする。

法令改正及び国の審議会の状況を把握し、今日の教育制度
の課題について理解する。現行学習指導要領の趣旨並びに
特別活動・総合的な学習の時間等の取り扱いについて理解
を深めるとともに、今日の学校を取り巻く諸課題と組織的対
応について、地域連携や危機対応の在り方を含めて考察す
る。また子供の発達に関する心理学等における最新の知見
（特別支援教育も含む）について把握する。 対象：中学校
国語・数学・理科・保健体育教諭各20名、中高英語教諭40名
計120名 講習方法：講義を中心とする。

淳（社会福祉学部准教授）
裕治（社会福祉学部教授）
哲（社会福祉学部教授）
康一郎（社会福祉学部教授）
潤野（社会福祉学部講師）
俊幸（中京学院大学中京短期大学部教
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平成２５年度（第４回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

東海大学短期大
教育の最新事情
学部

本講習は幼・小の教諭を主な対象とし、「子どもの変化につい
ての理解」では、子どもの発達について最新の心理学的知見
を紹介し教育場面への適用について考える。「教職について
の省察」「教育政策の動向についての理解」では、教育・教師
について考えると共に、教育を巡る近年の状況変化とそれに
対する改革等を取り上げる。「学校の内外における連携協力
についての理解」では、教育目標を実現させるための組織運
営、教育課程の編成、学級経営及びその実践を省察し、今後
の学校教育の参画に生かす。

望月
鈴木
臧
齋藤
岩本
大森

浜松学院大学・浜
松学院大学短期 教育の最新事情
大学部

「幼稚園」教員向け
本講習では、「教職についての省察」、「子どもの変化につい
ての理解」、「教育政策の動向についての理解」および「学校
の内外における連携協力についての理解」を取り扱う。特に、
幼稚園の独自性に注意を払いながら、近年の教育動向等に
ついて講義する。

名倉一美（現代コミュニケーション学部専任講
師）
太町 智（短期大学部専任講師）
芳賀亜希子（短期大学部教授）
福永博文（短期大学部教授）

愛知学院大学

みどり（児童教育学科 教授）
功一（同 教授）
俐（同 准教授）
慶典（同 非常勤講師）
俊郎（同 非常勤講師）
馨子（同 非常勤講師）

時間数

講習の期間

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

静岡県静岡市
葵区宮前町

12時間

平成25年8月26日～
平成25年8月27日

12,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253511400643号

054-261-6321

静岡県浜松市

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

12,000円

80人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平259221000673号

053-450-7000

教育の最新事情

教育をめぐる諸問題、教育の現場で児童・生徒のために努力
されている先生方とその問題の本質を共に考えていただく機 竹市 良成 （総合政策学部教授）
会を提供したいと考えます。子ども理解の理論と方法原理、 二宮 克美 （総合政策学部教授）
教育改革や政策のねらい、家庭・社会との協力のあり方につ 山口 拓史 （教養部准教授）
いてのお役に立つ知見を提供したいと考えています。

愛知県日進市

12時間

平成25年8月7日～
平成25年8月8日

12,000円

100人

平成25年5月20日～
平成25年6月21日

平253034200630号

0561-73-1111

愛知産業大学

教育の最新事情と今日的課題

教育現場における諸問題とその背景に関して、学術的な研究
今井 昌彦（経営学部教授）
成果を裏づけとした広い視野から考察する。
米村 まろか（造形学部准教授）
学習指導要領など最新の法改正に伴う学校運営や学習指導
髙野 盛光（愛知産業大学短期大学准教授）
など、解説と改善方法について同様の視点から論述する。

愛知県岡崎市

12時間

平成25年8月7日～
平成25年8月8日

12,000円

20人

平成25年6月1日～
平成25年6月30日

平253034600616号

0564-48-4801

愛知文教大学

教職についての省察並びに子ど
もの変化、教育政策の動向及び
学校の内外における連携協力に
ついての理解

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携協
力についての理解」の４つの事項について、更新講習にふさ 副島 孝(人文学部教授)
わしい日常の授業改善にも通じる実践的な方法を用いて、教 山川 法子(人文学部講師)
員に求められる最新の知識・技能の習得と今日的な教育課
題についての理解を深めることを目指す。

愛知県小牧市

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

12,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年7月19日

平253035000713号

0568-78-2211

幼小を中心とする近年の教育事
情

竹内通夫（文学部・大学院人文科学研究科教
授）
荒川志津代（文学部・大学院人文科学研究科教
授）
本講習は、対象を小学校教員免許及び幼稚園教諭免許保持 塩見剛一（文学部講師）
者に限定し、児童・幼児教育に携わる者にとって必要な教職 吉村智恵子（文学部・大学院人文科学研究科准
についての省察、並びに子どもの変化、教育政策の動向及 教授）
愛知県名古屋
び学校の内外における連携協力に関する理解を深めることを 氏原陽子（文学部講師)
市
目指す。講座内容によっては、児童教育と幼児教育の講座を 川上輝昭（文学部・大学院人文科学研究科教
分離して実施するものである。
授）
伊藤勝康（文学部講師)
桝川知（文学部講師）
加藤利彦（文学部講師)
宮原悟（文学部教授)

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

12,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平253037400696号

052(801)-4903

教育の最新事情

教育ということの意味、使命、役割、子どもの理解、教育改
革の動向と教育課程、学校内外の連携・協力、という各テー 川口 雅昭(教授)
マについて、教育学的、心理学的観点から考察する。 とりわ 坪井 裕子(教授)
け、本講義においては、校種、学校レベルなどにより、固定化 小宮山 道夫(広島大学文書館准教授)
されつつあると思われる、教員の教育観、児童、生徒観の考
察を中心とする。

愛知県岡崎市

12時間

平成25年8月9日～
平成25年8月10日

12,000円

100人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253038000710号

0564-48-7811

教育の最新事情

近年における学校及び子どもの状況の変化、教師の置かれ
ている環境の変化、発達研究の動向、学習指導要領改定な
らびに教育政策の動向、さらには学校内外における連携の
在り方等について、基本的知識の習得と理解を深めることを
通して、今日教師に課せられている課題についての認識と自
覚を深めることを目指す。

酒井
宮嶋
神谷
畑中
木岡
片山

愛知県名古屋
市

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

12,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253038200623号

052-838-2026

幼児教育分野の中でも、①子どもの生活の変化を踏まえた
発達や支援の課題、②学校・家庭・地域の連携協力の理解、
③子ども・子育て関連三法案など教育政策の動向と課題、④
子ども観・教育観の省察／幼稚園を巡る近年の状況の４項
目を主に検討し、教育の最新事情と今日的な課題について
の理解を深めることを目指す。

中田基昭（幼児教育学科特任教授）
小原倫子（幼児教育学科准教授）
矢藤誠慈郎（愛知東邦大学教授）
鈴木恒一（中部学院大学短期大学部、岡崎女子 愛知県岡崎市
短期大学非常勤講師）
牧原東吾（牧原学園理事長・あさひこ幼稚園長、
岡崎女子短期大学非常勤講師）

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

12,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年6月14日

平253520100627号

(0564)28-3315

名古屋女子大学

人間環境大学

名城大学

岡崎女子短期大
幼児教育の最新事情
学

博世(教職センター教授)
秀光(人間学部人間学科教授)
俊次(人間学部人間学科教授)
美穂(人間学部人間学科准教授)
一明(大学・学校づくり研究科教授)
信吾(教職センター准教授)
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平成２５年度（第４回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

桜花学園大学・名
教育の最新事情
古屋短期大学

幼児期の教育を主たる対象として、①教育専門職に求めら
れる課題、②子どもの変化をふまえた発達や支援の課題、③
幼稚園教育要領の改正など教育政策の動向と課題、④学
校・家庭・地域の連携協力の課題の4項目を主に検討し、教
育の最新事情と今日的な課題についての理解を深めることを
目指す。

京都府立大学

教育の最新事情

必修講習の４つの事項（①教職についての省察、 ②子どもの
吉岡真佐樹（公共施策学部教授）
変化についての理解、 ③教育政策の動向についての理解、
宮嶋邦明（京都橘大学人間発達学部教授）
④学校の内外での連携協力についての理解）について、最新
服部敬子（公共施策学部准教授）
の「教育問題」、「学校問題」、心理学研究、教育改革の動向
長谷川豊（公共施策学部准教授）
などを通して学ぶ。

豊田
今野
橋本
岡林

和子（桜花学園大学保育学部教授）
正良（桜花学園大学保育学部教授）
洋治（名古屋短期大学保育科准教授）
恭子（名古屋短期大学保育科教授）

時間数

講習の期間

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

愛知県豊明市

12時間

平成25年8月23日
平成25年8月26日

12,000円

75人

平成25年6月3日～
平成25年7月5日

平259232000678号

0562-97-1306

京都府京都市

12時間

平成25年8月20日～
平成25年8月21日

12,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年6月30日

平252004900692号

075-703-5118

教育の最新事情（中等教育）

「教職についての省察」、「子どもの変化についての理解」、
「教育政策の動向についての理解」、「学校の内外での連携
協力についての理解」の4つの領域に関する教育課題につい
て、最新の状況や動向を元に、学校教育全体からの視点と
中学校・高等学校の現場に絞った専門的視点から読み解く。
主な受講対象者は中学校及び高等学校教諭とする。

中村 博幸（臨床心理学部臨床心理学科教授）
竹口 等（臨床心理学部臨床心理学科教授）
松田 美枝（臨床心理学部臨床心理学科講師）
京都府宇治市
島田 香（臨床心理学部臨床心理学科講師）
田中 亨胤（兵庫教育大学名誉教授、京都文教
短期大学非常勤講師）

12時間

平成25年7月27日～
平成25年7月28日

12,000円

150人

平成25年6月2日～
平成25年6月12日

平253040900679号

0774-25-2433

教育の最新事情（初等教育）

「教職についての省察」、「子どもの変化についての理解」、
「教育政策の動向についての理解」、「学校の内外での連携
協力についての理解」の4つの領域に関する教育課題につい
て、最新の状況や動向を元に、学校教育全体からの視点と
幼稚園・小学校の現場に絞った専門的視点から読み解く。主
な受講対象者は幼稚園及び小学校教諭とする。

中村 博幸（臨床心理学部臨床心理学科教授）
竹口 等（臨床心理学部臨床心理学科教授）
田中 亨胤（兵庫教育大学名誉教授、京都文教
短期大学非常勤講師）
京都府宇治市
張 貞京（京都文教短期大学幼児教育学科講
師）
河合 由里（京都文教短期大学幼児教育学科講
師）

12時間

平成25年7月27日～
平成25年7月28日

12,000円

150人

平成25年6月2日～
平成25年6月12日

平253040900680号

0774-25-2433

同志社大学

教育の最新事情

教職についての省察、特別支援教育に関する新たな課題、
子どもの生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方、子ども
の発達に関する脳科学、心理学等の最新知見、教育政策の
動向について学習指導要領改訂等やその他教育改革の動
向、学校の内外での連携協力について、学校における危機
管理や連携指導にかかわる諸課題と組織的対応に関する事
項について、12時間の講習を行う。

金子 邦秀（社会学部教授）
井上 智義（社会学部教授）
神山 貴弥（心理学部教授）
山路 進（財団法人 日本私学教育研究所 主任
京都府京都市
研究員）
上京区
山崎 吉朗（財団法人 日本私学教育研究所 専
任研究員）
波多野 和彦（江戸川大学メディアコミュニケー
ション学部教授）

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

12,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年5月23日

平253041300614号

075-251-3208

大阪大学

自らの教師経験を振りかえりつつ、学校教育に関する新た
教師に必要な新たな気づきと元気 な知見や気づきを、さまざまな媒体・資料を通して獲得し、か
の共有
つ実践的な演習を通して、具体的な実践的力量をはぐくみ、
明日からの教師生活に有益な元気と活力の育成を目指す。

小野田 正利（人間科学研究科 教授）
志水 宏吉（人間科学研究科 教授）
藤川 信夫（人間科学研究科 教授）
西森 年寿（人間科学研究科 准教授）
大前 玲子（医学系研究科 特任講師）
森 秀樹（人間科学研究科 助教）

大阪府吹田市

12時間

平成25年 7月20日～
平成25年 7月21日

12,000円

30人

平成25年 5月24日～
平成25年 6月 4日

平251005500702号

06-6879-4827

大阪大学

自らの教師経験を振りかえりつつ、学校教育に関する新た
教師に必要な新たな気づきと元気 な知見や気づきを、さまざまな媒体・資料を通して獲得し、か
の共有
つ実践的な演習を通して、具体的な実践的力量をはぐくみ、
明日からの教師生活に有益な元気と活力の育成を目指す。

小野田 正利（人間科学研究科 教授）
志水 宏吉（人間科学研究科 教授）
藤川 信夫（人間科学研究科 教授）
西森 年寿（人間科学研究科 准教授）
大前 玲子（医学系研究科 特任講師）
森 秀樹（人間科学研究科 助教）

大阪府吹田市

平成25年12月21日～
12時間
平成25年12月22日

12,000円

平成25年10月25日～
30人
平成25年11月 5日

平251005500703号

06-6879-4827

大阪府大阪市

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

12,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016600659号

03-3238-3520

小田 豊（独立行政法人国立特別支援教育総合
研究所理事長）
大阪府大阪市
善野 八千子（奈良文化女子短期大学幼児教育
学科長、教授）

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

12,000円

100人

平成25年5月28日～
平成25年6月4日

平258134000636号

03-3237-1957

京都文教大学

京都文教大学

上智大学

教育の最新事情（2）

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園をめぐる教育の最新事情
教育研究機構

各講習項目の基礎的・基本的内容に加えて、格差社会と教
育的平等の保障、特別支援教育の発達心理学的基礎、新学
習指導要領で求められる習得・活用・探求の学力論と授業づ
奈須 正裕（総合人間科学部教授）
くりの実際、外国人児童・生徒への対応と多文化共生の学校
荻野 美佐子（総合人間科学部教授）
づくりなど、教師と学校が直面している今日的な課題を数多く
澤田 稔（総合人間科学部准教授）
取り上げ、最新の知見に基づき理論的、実践的に検討するこ
とで、明日からの教育実践の確かな拠り所となる資質・能力
の育成を目指す。
本講習では「教職についての省察」「子どもの変化について
の理解」「教育政策の動向についての理解」「幼稚園内外に
おける連携協力についての理解」の４つの事項について、教
員に求められている最新の知識・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。
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

常磐会短期大学・
教育の最新事情
常磐会学園大学

高橋 一夫（幼児教育科 講師）
今井 博（国際こども教育学部 准教授）
本講習は、「教職についての省察」「子どもの変化についての
堀 智晴（国際こども教育学部 教授）
理解」「教育政策の動向についての理解」「学校の内外にお
岡本 和惠（幼児教育科 准教授）
ける連携協力についての理解」の４つの事項について、教員
ト田 真一郎（幼児教育科 教授）
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
中村 清一（国際こども教育学部 教授）
についての理解を深めることを目指す。
佐谷 力（国際こども教育学部 教授）
美濃 守隆（国際こども教育学部 教授）

大阪府大阪市

12時間

平成25年8月16日～
平成25年8月17日

12,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年6月30日

平259271000706号

06-6709-3170

神戸学院大学

教育の最新事情

わが国における近年の社会状況の変化や教育改革の動向を
今西
踏まえ、「教職についての省察」、「子どもの変化についての
水谷
理解」、「教育政策の動向についての理解」及び「学校内外に
清水
おける連携協力のあり方」等の問題について、最新の情報を
道城
もとに理解を深める。

兵庫県神戸市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

12,000円

200人

平成25年5月20日～
平成25年5月30日

平253048300615号

078-974-1551

教育の最新事情

過去30年近くにわたって、「生きる力」を育むために「個に応
じた指導」「ティーム・ティーチング」「少人数指導」や「総合的
な学習の時間」など教育方法・内容の改善に努めてきた学会
の蓄積や多様な講師を利用して、教員に必要とされる共通の
最新の知識・技能を講習する。具体的には、子ども理解や教
育方法・技術に関する最新の知識・技能、キャリア教育やカ
ウンセリング法などに関する最新の知識・技能、対人関係や
学級経営などに関する最新の知識・技能を講習する。

兵庫県神戸市

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

12,000円

100人

平成25年5月27日～
平成25年6月7日

平253048500693号

078-845-3500

神戸松蔭女子学
教育の最新事情
院大学

新しい学習指導要領の目標、内容、指導事項等の改訂点を
理解し、教育改善の手立てを体験的に学ぶ「新学習指導要
領の展開」、最新の発達心理学・脳科学および臨床心理学の
知見を学び、発達障害や集団不適応についての理解を深め
る「心の発達と適応」、表現することと日常の生活との関連性
について討議し探求する「アートが人間の生活に寄与する可
能性」、多文化教育や国際理解教育について諸外国の事例
から学ぶ「多文化に生きる子どもたち」。これらの観点から子
どもの学習環境を理解し、主に小学生の成長への介入方法
を検討します。

兵庫県神戸市

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

12,000円

50人

平成25年6月3日～
平成25年6月14日

平253048700661号

078-882-6133

兵庫県姫路市

12時間

平成25年7月27日～
平成25年7月28日

12,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平253050100653号

079-223-6504

神戸国際大学

学校教育の現場で教育実践の生きた力となりうる幅広くかつ
深い学びをめざす。子どもを取り巻く状況の把握とその上に
たった教育指導上の知識と技能の修得を中心に、最新の学
問の成果を踏まえて各分野を扱う。形式は講義の他、討論や
ロールプレイ等も含み、日々の実践上の課題にもアプローチ
出来るよう工夫する。

幸蔵（人文学部教授）
勇（人文学部教授）
寛之（人文学部教授）
裕貴（人文学部講師）

鈴木正幸（関西学院大学非常勤講師）
辻村哲夫（共立学園専務理事）
五百住満（関西学院大学准教授）
谷口育史（近大姫路大学非准教授）
栢木隆太郎（関西国際大学教授）
山本克典（神戸国際大学教授）

奥 美佐子 （人間科学部
授）
尾崎
多 （人間科学部
授）
松岡
靖 （人間科学部
教授）
久津木 文 （人間科学部
黒崎 優美 （人間科学部

上寺
田中
平岡
島崎
江原
中嶋
森脇

子ども発達学科 教
子ども発達学科 教
子ども発達学科 准
心理学科 講師）
心理学科 講師）

常和（医療保健学部教授）
亨胤（近大姫路大学教授）
清志（外国語学部教授）
保（医療保健学部教授）
千恵（医療保健学部准教授）
佐恵子（外国語学部准教授）
裕美子（医療保健学部講師）

姫路獨協大学

教育の最新事情

岡山大学

①学校を巡る状況変化等に関する「教職についての省察」，
②子どもの発達に関する心理学等の最新の知見等に関する
「子どもの変化についての理解」，③学習指導要領改訂等に
教育の最新事情（2013年度講習） 関する「教育政策の動向に関する理解」，④様々な問題に対
する学校の組織的対応のあり方に関する「学校の内外にお
ける連携協力についての理解」に関する最新の教育課題、学
問成果をふまえた講習を行う。

尾上 雅信（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
寺澤 孝文（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
岡山県岡山市
住野 好久（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
熊谷 慎之輔（大学院教育学研究科准教授、教
育学部准教授）

12時間

平成25年7月20日～
平成25年7月21日

12,000円

250人

平成25年6月2日～
平成25年6月30日

平251006400714号

086-251-7588

岡山大学

①学校を巡る状況変化等に関する「教職についての省察」，
②子どもの発達に関する心理学等の最新の知見等に関する
「子どもの変化についての理解」，③学習指導要領改訂等に
教育の最新事情（2013年度講習） 関する「教育政策の動向に関する理解」，④様々な問題に対
する学校の組織的対応のあり方に関する「学校の内外にお
ける連携協力についての理解」に関する最新の教育課題、学
問成果をふまえた講習を行う。

山中 芳和（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
高瀬 淳（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）
岡山県岡山市
金川 舞貴子（大学院教育学研究科講師、教育
学部講師）
大橋 康宏（山陽学園短期大学教授）

12時間

平成25年7月27日～
平成25年7月28日

12,000円

250人

平成25年6月9日～
平成25年7月7日

平251006400715号

086-251-7588

岡山大学

①学校を巡る状況変化等に関する「教職についての省察」，
②子どもの発達に関する心理学等の最新の知見等に関する
「子どもの変化についての理解」，③学習指導要領改訂等に
教育の最新事情（2013年度講習） 関する「教育政策の動向に関する理解」，④様々な問題に対
する学校の組織的対応のあり方に関する「学校の内外にお
ける連携協力についての理解」に関する最新の教育課題、学
問成果をふまえた講習を行う。

高木 亮（中国学園大学講師）
水野 正憲（岡山大学教育学部非常勤講師）
尾島 卓（大学院教育学研究科准教授、教育
岡山県岡山市
学部准教授）
金川 舞貴子（大学院教育学研究科講師、教育
学部講師）

12時間

平成25年8月17日～
平成25年8月18日

12,000円

250人

平成25年6月30日～
平成25年7月28日

平251006400716号

086-251-7588
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平成２５年度（第４回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

岡山大学

①学校を巡る状況変化等に関する「教職についての省察」，
②子どもの発達に関する心理学等の最新の知見等に関する
「子どもの変化についての理解」，③学習指導要領改訂等に
教育の最新事情（2013年度講習） 関する「教育政策の動向に関する理解」，④様々な問題に対
する学校の組織的対応のあり方に関する「学校の内外にお
ける連携協力についての理解」に関する最新の教育課題、学
問成果をふまえた講習を行う。

尾上 雅信（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
三宅 幹子（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）
岡山県岡山市
高瀬 淳（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）
高木 亮（中国学園大学講師）

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

12,000円

250人

平成25年7月7日～
平成25年8月4日

平251006400717号

086-251-7588

岡山大学

①学校を巡る状況変化等に関する「教職についての省察」，
②子どもの発達に関する心理学等の最新の知見等に関する
「子どもの変化についての理解」，③学習指導要領改訂等に
教育の最新事情（2013年度講習） 関する「教育政策の動向に関する理解」，④様々な問題に対
する学校の組織的対応のあり方に関する「学校の内外にお
ける連携協力についての理解」に関する最新の教育課題、学
問成果をふまえた講習を行う。

山中 芳和（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
寺澤 孝文（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
岡山県岡山市
住野 好久（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
山口 健二（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）

12時間

平成25年8月21日～
平成25年8月22日

12,000円

250人

平成25年7月7日～
平成25年8月4日

平251006400718号

086-251-7588

岡山大学

①学校を巡る状況変化等に関する「教職についての省察」，
②子どもの発達に関する心理学等の最新の知見等に関する
「子どもの変化についての理解」，③学習指導要領改訂等に
教育の最新事情（2013年度講習） 関する「教育政策の動向に関する理解」，④様々な問題に対
する学校の組織的対応のあり方に関する「学校の内外にお
ける連携協力についての理解」に関する最新の教育課題、学
問成果をふまえた講習を行う。

髙旗 浩志（教師教育開発センター准教授、大学
院教育学研究科准教授、教育学部准教授）
古市 裕一（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
岡山県岡山市
宮本 浩治（武庫川女子大学文学部講師）
熊谷 慎之輔（大学院教育学研究科准教授、教
育学部准教授）

平成25年12月14日～
12時間
平成25年12月15日

12,000円

平成25年10月27日～
250人
平成25年11月24日

平251006400719号

086-251-7588

岡山大学

①学校を巡る状況変化等に関する「教職についての省察」，
②子どもの発達に関する心理学等の最新の知見等に関する
「子どもの変化についての理解」，③学習指導要領改訂等に
教育の最新事情（2013年度講習） 関する「教育政策の動向に関する理解」，④様々な問題に対
する学校の組織的対応のあり方に関する「学校の内外にお
ける連携協力についての理解」に関する最新の教育課題、学
問成果をふまえた講習を行う。

尾上 雅信（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
山田 剛史（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）
岡山県岡山市
宮本 浩治（武庫川女子大学文学部講師）
山口 健二（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）

12時間

平成25年12月21日～
平成25年12月22日

12,000円

250人

平成25年11月3日～
平成25年12月1日

平251006400720号

086-251-7588

美作大学

広島修道大学

福山大学

教育の最新事情

①学校を巡る近年の状況変化および子ども観、教育観等に
ついての省察、②子どもの発達に関する脳科学，心理学等に 中野
おける最新の知見（特別支援教育に関するものを含む）、③ 妻藤
子どもの生活の変化を踏まえた課題、④国の審議会の状況 岡﨑
に基づく学習指導要領の改訂の動向、⑤学校における危機 渡邉
管理などに対する組織的対応、以上に関する最新の話題、 平田
研究成果についての講習を行う。

和光（美作大学大学院 教授）
真彦（美作大学大学院 教授）
明宏（美作大学生活科学部 准教授）
淳一（美作大学生活科学部 教授）
仁胤（美作大学生活科学部 講師）

岡山県津山市

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

12,000円

150人

平成25年6月10日～
平成25年7月19日

平253052700662号

0868-22-7718

教育の最新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携協
力についての理解」の4項目について、最新のデータや研究
成果をもとに講義する。小学校、中学校、高等学校の教諭が
受講対象。

徹（人文学部教授）
宣尊（人文学部教授）
省二（人文学部教授）
泰代（人文学部准教授）
緑（エリザベト音楽大学音楽学部講師）

広島県広島市

12時間

平成25年8月2日～
平成25年8月3日

12,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年6月16日

平253053500625号

082-830-1122

教育の最新情報

｢教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携協
荒木 紀幸(大学教育センター 教授)
力についての理解」の４つの項目について、教員に求められ
日下部 典子(人間文化学部 准教授)
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
内垣戸 貴之(人間文化学部 講師)
理解を深めることを目指す。中学校・高等学校の教員を対象
とする。

広島県福山市

12時間

平成25年8月7日～
平成25年8月8日

12,000円

50人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054000698号

084-936-2111(内
線2210)

岡本
大庭
笹尾
西野
金沢
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平成２５年度（第４回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園をめぐる教育の最新事情
教育研究機構

安家 周一（財団法人全日本私立幼稚園幼児教
育研究機構 副理事長、梅花女子大学心理こど
も学科教授、大阪教育大学幼児教育学科特講
講師、学校法人あけぼの学園理事長・あけぼの
幼稚園園長）
安達 譲（財団法人全日本私立幼稚園幼児教育
本講習は、「教職についての省察」「子どもの変化について
研究機構研究研修委員長、大阪教育大学非常
の理解」「教育政策の動向についての理解」「学校の内外に
勤講師、学校法人ひじり学園せんりひじり幼稚園
おける連携協力についての理解」の４つの事項について、教
広島県広島市
園長）
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
黒田 秀樹（財団法人全日本私立幼稚園幼児教
題についての理解を深めることを目指す。
育研究機構 研究研修副委員長、東筑紫短期大
学講師、西南学院大学短期大学部非常勤講師、
学校法人黒田学園きらきら星幼稚園理事長・園
長）
田中 雅道（財団法人全日本私立幼稚園幼児教
育研究機構 理事長）

12時間

広島文化学園大
学・広島文化学園 教育の最新事情
短期大学

古矢千雪（広島文化学園大学教授）
田頭伸子（保育学科教授）
幼稚園教諭を対象として、「教職についての省察」「子ども
松元健治（保育学科教授）
の変化についての理解」「教育政策の動向についての理解」
神田利和（保育学科非常勤講師）
「学校の内外における連携協力についての理解」の４つの事
堀内德子（保育学科非常勤講師）
項について、教員に求められる最新の知識・技能の修得と今
時津啓（広島文化学園大学講師）
日的な教育課題についての理解を深めることをめざす。
林よし恵（保育学科非常勤講師）
宮田保江（保育学科非常勤講師）

広島県広島市

平成25年8月19日～
12時間
平成25年8月20日

岩国短期大学

幼児教育の最新事情

教育政策の変化に対応した教育内容の改善と校内外の危機
管理のあり方について、また、発達心理学・特別支援教育に
関する最新知見、保護者・地域社会との連携、そして、新しい
子供観と教育観の構築を模索する実践例の紹介、情報セ
キュリティに関する講習などを行う予定である。

米田 香代子（非常勤講師）
伊藤 己知代（非常勤講師）
中邑 隆哉 （非常勤講師）
中川 伸子（幼児教育科教授）
正長 清志（幼児教育科教授）
竹野博信（幼児教育科准教授）

山口県岩国市

12時間

学校教育の現状と教職の課題

急激な社会変化の下での教職の本質に関する省察とその理
解を深化させることを目的とする。そうした視点に基づき子ど
もの変化に関しての理解および最新の心理学の知見に基づ
く児童・生徒への適切な指導方法等の理解や活用方法の知
見を獲得することを目標とする。さらに、教育政策に関する構
造的理解の深化を踏まえた、地域社会との連携および学校
運営や管理の新たな創造的実践についての知識を学ぶこと
を目的とする。

元井 一郎（文学部教授）
野崎 晃広（社会福祉学部教授）
塩田 寛幸（総合教育研究センター教授）
末澤 清（四国学院大学非常勤講師）
宮橋 小百合（総合教育研究センター助教）
深井 克彦 （文学部教授）

香川県善通寺
市

学校教育の現状と教職の課題

急激な社会変化の下での教職の本質に関する省察とその理
解を深化させることを目的とする。そうした視点に基づき子ど
もの変化に関しての理解および最新の心理学の知見に基づ
く児童・生徒への適切な指導方法等の理解や活用方法の知
見を獲得することを目標とする。さらに、教育政策に関する構
造的理解の深化を踏まえた、地域社会との連携および学校
運営や管理の新たな創造的実践についての知識を学ぶこと
を目的とする。

元井 一郎（文学部教授）
野崎 晃広（社会福祉学部教授）
塩田 寛幸（総合教育研究センター教授）
末澤 清（四国学院大学非常勤講師）
宮橋 小百合（総合教育研究センター助教）
深井 克彦 （文学部教授）

教育の最新事情

以下の４項目の講習を行う。①幼稚園・小学校をめぐる状況
の変化や教師のもつ子ども観・教育観などを論じつつ教職に 佐竹
ついて省察する。②幼児・児童の発達や生活に関する最新 中塚
の知見及び特別支援教育に関する課題など、子どもの変化 松原
について理解する。③幼稚園教育要領・小学校学習指導要 高橋
領の改訂の要点や教育に関する法令改正などの動きから、 馬場
教育政策の動向について理解する。④幼稚園・小学校におけ 田中
る様々な問題に対する組織的対応や危機管理上の課題など 宮武
を中心に、学校（園）内外における連携協力について理解す
る。

四国学院大学

四国学院大学

高松大学

久留米工業大学 教育の最新事情

勝利（発達科学部教授）
勝俊（発達科学部教授）
勝敏（発達科学部教授）
英弐（発達科学部講師）
広充（発達科学部講師）
崇教（高松短期大学保育学科准教授）
由紀子（発達科学部非常勤講師）

学校教育を取り巻く状況の変化を的確に把握出来るようにな
る事を目的とし、大きく次のような内容について講義を行う。
①学校をめぐる近年の状況②教育政策の最新の動向③様々 坂本 和光（工学部教授）
な問題に対する学校の組織としての対応と学校外との連携 堀 憲一郎（工学部准教授）
協力④子どもの発達の原理⑤子どもの生活の変化による問
題⑥子ども観や教育観の問題（中学・高校教員向け）

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

平258134000637号

03-3237-1957

12,000円

平成25年6月3日～
50人
平成25年7月24日

平259340500629号

082-239-5171

平成25年8月18日・
平成25年8月25日

12,000円

50人

平成25年6月3日～
平成25年6月21日

平253530700628号

0827-31-8141

12時間

平成25年7月29日～
平成25年7月30日

12,000円

160人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055200619号

0877-62-2455

香川県善通寺
市

12時間

平成25年8月3日～
平成25年8月4日

12,000円

160人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055200620号

0877-62-2455

香川県高松市

12時間

平成25年8月26日～
平成25年8月27日

12,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年6月30日

平253055300704号

087-841-3237

福岡県久留米
市

12時間

平成25年7月27日～
平成25年7月28日

12,000円

50人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平253056400700号

0942-22-2345
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平成25年8月26日～
平成25年8月27日

12,000円

100人

平成25年6月16日～
平成25年6月30日

平成２５年度（第４回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料 受講人数

西日本工業大学 現代の教育事情

必修領域として示された４項目（教職についての省察・子ども
の変化についての理解・教育政策の動向についての理解・学
田代 武博（工学部教授）
校の内外における連携協力についての理解）にしたがって，
山縣 宏美（デザイン学部准教授）
現代の教育界を取り巻く最新事情や最新の学術的知見にふ
上野 訓造（非常勤講師）
れる機会を提供し，受講者の教育的力量を高めるための一
助とする。理論的事項に偏ることなく，現場での実践に直結
する内容となるよう心がけた講習を行う。

福岡県京都郡
苅田町

12時間

久留米信愛女学
教育の最新事情
院短期大学

①幼児教育を巡る近年の状況の変化や教員としての子ども
観・教育観についての省察を学び、教職についての省察力を
養う。
②子どもの発達についての最新の知識や子どもの生活につ 関 聡（幼児教育学科 教授）
いて学び、子どもの変化について理解する。
池田 可奈子（幼児教育学科 講師)
③学習指導要領の改訂の趣旨や法令改正及び審議会の状 森光 義昭（幼児教育学科 非常勤講師）
況を学び、教育の動向について理解する。様々な問題に対す
る組織的対応や危機管理の問題を学び、学校内外の連携協
力について理解する。

福岡県久留米
市

平成25年8月19日～
12時間
平成25年8月20日

熊本県熊本市

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

12,000円

山岸 治男（教育福祉科学部非常勤講師）
鈴木 篤（教育福祉科学部准教授）
田中 新正（教育福祉科学部教授）
古賀 精治（教育福祉科学部教授）
衛藤 裕司（教育福祉科学部准教授）
河野 伸子（教育福祉科学部講師）
佐藤 晋治（教育福祉科学部准教授）
古城 和敬（教育福祉科学部教授）
「教育の最新事情」については，①教職についての省察，② 田中 洋（教育福祉科学部准教授）
子どもの変化についての理解，③教育政策の動向について 藤田 敦（教育福祉科学部准教授）
の理解，④学校の内外における連携協力についての理解， 伊藤 安浩（教育福祉科学部教授）
の４事項（８細目）で定められた留意事項に依拠して，１細目 山崎 清男（理事（教育担当））（教育福祉科学部 大分県大分市
につき75分，計12時間の講義を１パッケージとして開講する。 教授）
修了認定試験は１日目と２日目の最後に実施する（各60分 長谷川 祐介（教育福祉科学部准教授）
間）。
中川 忠宣（高等教育開発センター教授）
三宮 知恭（教育福祉科学部附属小学校副校
長）（教育福祉科学部非常勤講師）
佐藤 雅彦（教育福祉科学部附属中学校副校
長）（教育福祉科学部非常勤講師）
藤田 文（大分県立芸術文化短期大学教授）
今井 航（別府大学文学部准教授）
長尾 秀吉（別府大学文学部准教授）
牧 貴愛（別府大学文学部専任講師）

12時間

平成25年7月20日～
平成25年7月21日

12,000円

熊本県立大学

大分大学

今後求められる教育の役割を改めて把握し、それを教育実
践へと展開できるようにするために、次の内容を扱います。①
今後の社会における教育の機能と教師の役割を考察する。 田中
教育の最新事情とその理論的背 ②幼児児童生徒の発達を心理学的に明らかにし、効果的指 石村
景
導へのアプローチを試みる。③新教育課程導入の経緯や背 中園
景を分析し、それに則した学習指導を検討する。④開かれた 後藤
学校づくり、円滑な学校運営のための具体的方策を探る。50
人2クラスでの開講となる。

教育の最新事情

宏尚（文学部教授）
秀登（文学部准教授）
優子（熊本県立大学非常勤講師）
忠久（熊本県立大学非常勤講師）
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平成25年8月8日～
平成25年8月9日

12,000円

12,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253057400712号

0930-23-1493

平成25年5月16日～
50人
平成25年7月19日

平253532800701号

0942-43-4532

100人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平252007900691号

096-321-6609

150人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007800685号

097-554-7992

100人

平成２５年度（第４回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

大分大学

大分大学

大分大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

教育の最新事情

山岸 治男（教育福祉科学部非常勤講師）
鈴木 篤（教育福祉科学部准教授）
田中 新正（教育福祉科学部教授）
古賀 精治（教育福祉科学部教授）
衛藤 裕司（教育福祉科学部准教授）
河野 伸子（教育福祉科学部講師）
佐藤 晋治（教育福祉科学部准教授）
古城 和敬（教育福祉科学部教授）
「教育の最新事情」については，①教職についての省察，② 田中 洋（教育福祉科学部准教授）
子どもの変化についての理解，③教育政策の動向について 藤田 敦（教育福祉科学部准教授）
の理解，④学校の内外における連携協力についての理解， 伊藤 安浩（教育福祉科学部教授）
の４事項（８細目）で定められた留意事項に依拠して，１細目 山崎 清男（理事（教育担当））（教育福祉科学部 大分県大分市
につき75分，計12時間の講義を１パッケージとして開講する。 教授）
修了認定試験は１日目と２日目の最後に実施する（各60分 長谷川 祐介（教育福祉科学部准教授）
間）。
中川 忠宣（高等教育開発センター教授）
三宮 知恭（教育福祉科学部附属小学校副校
長）（教育福祉科学部非常勤講師）
佐藤 雅彦（教育福祉科学部附属中学校副校
長）（教育福祉科学部非常勤講師）
藤田 文（大分県立芸術文化短期大学教授）
今井 航（別府大学文学部准教授）
長尾 秀吉（別府大学文学部准教授）
牧 貴愛（別府大学文学部専任講師）

12時間

平成25年7月27日～
平成25年7月28日

12,000円

150人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007800686号

097-554-7992

教育の最新事情

山岸 治男（教育福祉科学部非常勤講師）
鈴木 篤（教育福祉科学部准教授）
田中 新正（教育福祉科学部教授）
古賀 精治（教育福祉科学部教授）
衛藤 裕司（教育福祉科学部准教授）
河野 伸子（教育福祉科学部講師）
佐藤 晋治（教育福祉科学部准教授）
古城 和敬（教育福祉科学部教授）
「教育の最新事情」については，①教職についての省察，② 田中 洋（教育福祉科学部准教授）
子どもの変化についての理解，③教育政策の動向について 藤田 敦（教育福祉科学部准教授）
の理解，④学校の内外における連携協力についての理解， 伊藤 安浩（教育福祉科学部教授）
の４事項（８細目）で定められた留意事項に依拠して，１細目 山崎 清男（理事（教育担当））（教育福祉科学部 大分県大分市
につき75分，計12時間の講義を１パッケージとして開講する。 教授）
修了認定試験は１日目と２日目の最後に実施する（各60分 長谷川 祐介（教育福祉科学部准教授）
間）。
中川 忠宣（高等教育開発センター教授）
三宮 知恭（教育福祉科学部附属小学校副校
長）（教育福祉科学部非常勤講師）
佐藤 雅彦（教育福祉科学部附属中学校副校
長）（教育福祉科学部非常勤講師）
藤田 文（大分県立芸術文化短期大学教授）
今井 航（別府大学文学部准教授）
長尾 秀吉（別府大学文学部准教授）
牧 貴愛（別府大学文学部専任講師）

12時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

12,000円

150人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007800687号

097-554-7992

教育の最新事情

山岸 治男（教育福祉科学部非常勤講師）
鈴木 篤（教育福祉科学部准教授）
田中 新正（教育福祉科学部教授）
古賀 精治（教育福祉科学部教授）
衛藤 裕司（教育福祉科学部准教授）
河野 伸子（教育福祉科学部講師）
佐藤 晋治（教育福祉科学部准教授）
古城 和敬（教育福祉科学部教授）
「教育の最新事情」については，①教職についての省察，② 田中 洋（教育福祉科学部准教授）
子どもの変化についての理解，③教育政策の動向について 藤田 敦（教育福祉科学部准教授）
の理解，④学校の内外における連携協力についての理解， 伊藤 安浩（教育福祉科学部教授）
の４事項（８細目）で定められた留意事項に依拠して，１細目 山崎 清男（理事（教育担当））（教育福祉科学部 大分県大分市
につき75分，計12時間の講義を１パッケージとして開講する。 教授）
修了認定試験は１日目と２日目の最後に実施する（各60分 長谷川 祐介（教育福祉科学部准教授）
間）。
中川 忠宣（高等教育開発センター教授）
三宮 知恭（教育福祉科学部附属小学校副校
長）（教育福祉科学部非常勤講師）
佐藤 雅彦（教育福祉科学部附属中学校副校
長）（教育福祉科学部非常勤講師）
藤田 文（大分県立芸術文化短期大学教授）
今井 航（別府大学文学部准教授）
長尾 秀吉（別府大学文学部准教授）
牧 貴愛（別府大学文学部専任講師）

12時間

平成25年8月26日～
平成25年8月27日

12,000円

150人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007800688号

097-554-7992
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平成２５年度（第４回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

大分大学

大分大学

南九州大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

教育の最新事情

山岸 治男（教育福祉科学部非常勤講師）
鈴木 篤（教育福祉科学部准教授）
田中 新正（教育福祉科学部教授）
古賀 精治（教育福祉科学部教授）
衛藤 裕司（教育福祉科学部准教授）
河野 伸子（教育福祉科学部講師）
佐藤 晋治（教育福祉科学部准教授）
古城 和敬（教育福祉科学部教授）
「教育の最新事情」については，①教職についての省察，② 田中 洋（教育福祉科学部准教授）
子どもの変化についての理解，③教育政策の動向について 藤田 敦（教育福祉科学部准教授）
の理解，④学校の内外における連携協力についての理解， 伊藤 安浩（教育福祉科学部教授）
の４事項（８細目）で定められた留意事項に依拠して，１細目 山崎 清男（理事（教育担当））（教育福祉科学部 大分県大分市
につき75分，計12時間の講義を１パッケージとして開講する。 教授）
修了認定試験は１日目と２日目の最後に実施する（各60分 長谷川 祐介（教育福祉科学部准教授）
間）。
中川 忠宣（高等教育開発センター教授）
三宮 知恭（教育福祉科学部附属小学校副校
長）（教育福祉科学部非常勤講師）
佐藤 雅彦（教育福祉科学部附属中学校副校
長）（教育福祉科学部非常勤講師）
藤田 文（大分県立芸術文化短期大学教授）
今井 航（別府大学文学部准教授）
長尾 秀吉（別府大学文学部准教授）
牧 貴愛（別府大学文学部専任講師）

12時間

平成25年11月9日～
平成25年11月10日

12,000円

150人

平成25年10月3日～
平成25年10月9日

平251007800689号

097-554-7992

教育の最新事情

山岸 治男（教育福祉科学部非常勤講師）
鈴木 篤（教育福祉科学部准教授）
田中 新正（教育福祉科学部教授）
古賀 精治（教育福祉科学部教授）
衛藤 裕司（教育福祉科学部准教授）
河野 伸子（教育福祉科学部講師）
佐藤 晋治（教育福祉科学部准教授）
古城 和敬（教育福祉科学部教授）
「教育の最新事情」については，①教職についての省察，② 田中 洋（教育福祉科学部准教授）
子どもの変化についての理解，③教育政策の動向について 藤田 敦（教育福祉科学部准教授）
の理解，④学校の内外における連携協力についての理解， 伊藤 安浩（教育福祉科学部教授）
の４事項（８細目）で定められた留意事項に依拠して，１細目 山崎 清男（理事（教育担当））（教育福祉科学部 大分県大分市
につき75分，計12時間の講義を１パッケージとして開講する。 教授）
修了認定試験は１日目と２日目の最後に実施する（各60分 長谷川 祐介（教育福祉科学部准教授）
間）。
中川 忠宣（高等教育開発センター教授）
三宮 知恭（教育福祉科学部附属小学校副校
長）（教育福祉科学部非常勤講師）
佐藤 雅彦（教育福祉科学部附属中学校副校
長）（教育福祉科学部非常勤講師）
藤田 文（大分県立芸術文化短期大学教授）
今井 航（別府大学文学部准教授）
長尾 秀吉（別府大学文学部准教授）
牧 貴愛（別府大学文学部専任講師）

12時間

平成25年11月16日～
平成25年11月17日

12,000円

150人

平成25年10月3日～
平成25年10月9日

平251007800690号

097-554-7992

教育実践と教育改革

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

宮崎県都城市

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

12,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253060300699号

0986-21-2111

鹿児島県薩摩
川内市

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

12,000円

120人

平成25年5月16日～
平成25年6月26日

平253060700676号

0996-23-5311

以下の内容について、最新の研究動向に即した講習を行う。
①近年の教職研究において提示されてきた概念を批判的に
検討する。教育身体論の立場から、教職観、子ども観の省察
を行う。②発達障害や多様な心理的不適応などへの対応に
鹿児島純心女子 教育をとりまく状況の変化への対
ついて、カウンセリングの最新の知見とともに講義する。③学
大学
応
習指導要領の改訂等を踏まえながら、創意工夫のある学習
指導の在り方について考察する。④学校における危機管理
の観点から、学校内外の連携協力の在り方について理解を
深める。

澁澤 透（人間発達学部教授）
内田 芳夫（人間発達学部教授）
神田 嘉延（人間発達学部教授）
黒木 哲德（人間発達学部教授）

島 立久 （国際人間学部 教授）
石井 宏祐（国際人間学部 准教授）
広瀬 健一郎（国際人間学部 准教授）
栗原 真孝（国際人間学部 講師）
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平成２５年度（第４回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

鹿児島県教育委
教育の最新事情１
員会

鹿児島県教育委
教育の最新事情２
員会

神戸国際大学

講習の概要

担当講師

鹿児島県のパワーアップ研修（10年経験者研修）該当者及
び本県の離島に現に勤務する教員（小学校及び特別支援学
校，養護教諭）のうち，希望する者に対して， 「教職について
の省察」，「子どもの変化についての理解」，「教育政策の動
向についての理解」及び「学校内外における連携協力につい
ての理解」の事項について，講義や演習を行い，教員に求め
られる最新の知識・技能の習得と今日的な教育課題につい
ての理解を深める。

上村 芳郎（県教育庁義務教育課主任指導主事）、寺園 伸
二（県教育庁義務教育課指導監）、上國料 里美（県総合教
育センター特別支援教育研修課長）、堀口 俊雄（県総合教
育センター教職研修係長）、坂元 裕人（県総合教育セン
ター教職研修課長）、川路 道文（県総合教育センター研究
主事）、濱川 昌一（県総合教育センター義務教育研修係
長）、中村 武司（県総合教育センター研究主事）、鮫島 敦
浩（県総合教育センター研究主事）、当房 孝子（県総合教
育センター研究主事）、長元 武彦（県総合教育センター研
究主事）、榎本 博（県総合教育センター特別支援教育研修
係長）、奥 政治（県総合教育センター研究主事）、松本 眞
一（県総合教育センター研究主事）、松下 浩子（県総合教
育センター研究主事）、今井 誠（県総合教育センター研究
主事）、山鹿 真人（県総合教育センター研究主事）、髙峯
正一（県総合教育センター情報教育研修課長）、木原 敏行
（県総合教育センター情報教育研修係長）、田中 肇裕（県
教育庁教職員課職員係長）、下假屋 誠（県教育庁教職員課
専門員）、祝 健二郎（県教育庁教職員課専門員）、鶴田 紋
太郎（県教育庁教職員課主査）、野添 新一（志學館大学大
学院教授）、中山 恭平（県教育庁保健体育課指導主事）、
伊地知 裕（県教育庁保健体育課指導主事）、向田 伸子
（県総合教育センター研究主事）、石塚 一哉（県総合教育セ
ンター教育相談係長）、猿渡 功（県総合教育センター研究
主事）、山田 吉夫（県総合教育センター研究主事）、中須
さとみ（県総合教育センター研究主事）、福永 憲一（県総合
教育センター研究主事）

鹿児島県鹿児
島市

平成25年7月22日～
12時間
平成25年7月23日

鹿児島県のパワーアップ研修（10年経験者研修）該当者及
び本県の離島に現に勤務する教員（中学校及び高等学校）
のうち，希望する者に対して， 「教職についての省察」，「子ど
もの変化についての理解」，「教育政策の動向についての理
解」及び「学校内外における連携協力についての理解」の事
項について，講義や演習を行い，教員に求められる最新の知
識・技能の習得と今日的な教育課題についての理解を深め
る。

寺園 伸二（県教育庁義務教育課指導監）、上村 芳郎（県
教育庁義務教育課主任指導主事）、松髙 全一（県教育庁高
校教育課指導監）、川原 裕明（県教育庁高校教育課主任指
導主事）、上國料 里美（県総合教育センター特別支援教育
研修課長）、榎本 博（県総合教育センター特別支援教育係
長）、奥 政治（県総合教育センター研究主事）、鮫島 敦浩
（県総合教育センター研究主事）、堀口 俊雄（県総合教育セ
ンター教職研修係長）、坂元 裕人（県総合教育センター教
職研修課長）、長元 武彦（県総合教育センター研究主事）、
末満 一二三（県総合教育センター研究主事）、小林 俊一
郎（県総合教育センター研究主事）、吉永 直昭（県総合教
育センター研究主事）、長﨑 伸一（県総合教育センター研
究主事）、松本 眞一（県総合教育センター研究主事）、今井
誠（県総合教育センター研究主事）、濱川 昌一（県総合教
育センター義務教育研修係長）、鎌田 政司（県総合教育セ
ンター高校教育研修係長）、福元 洋介（県総合教育セン
ター研究主事）、中須 さとみ（県総合教育センター研究主
事）、松下 浩子（県総合教育センター研究主事）、川上 隆
博（県総合教育センター研究主事）、西 健一郎（県総合教
育センター研究主事）、髙峯 正一（県総合教育センター情
報教育研修課長）、木原 敏行（県総合教育センター情報教
育研修係長）、田中 肇裕（県教育庁教職員課職員係長）、
下假屋 誠（県教育庁教職員課専門員）、祝 健二郎（県教
育庁教職員課専門員）、鶴田 紋太郎（県教育庁教職員課主
査）、野添 新一（志學館大学大学院教授）、中山 恭平（県
教育庁保健体育課指導主事）、伊地知 裕（県教育庁保健体
育課指導主事）、猿渡 功（県総合教育センター研究主事）、
向田 伸子（県総合教育センター研究主事）、石塚 一哉（県
総合教育センター教育相談係長）、吉満 庄司（県総合教育
センター研究主事）、鈴木 周一郎（県総合教育センター研
究主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年7月29日～
平成25年7月30日

12時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教師に「自信と誇り」を、学校に「信頼」を、という観点に立ち
ながら、通信教育により免許状更新講習を開設する。優秀な
スタッフによる読みやすく簡潔にして今日的な課題に十分応
える内容の独自テキストを使用し、豊富な人材による学ぶ立
蘇る教師のための教育の最新事
場に立った添削指導を通して教育の最新事情について学習
情
する中で、学ぶ喜びを教師自身が改めて体験し、自ら教職適
性を確認しやりがいと教職意識を高め、子どもの目線に立ち
子どもに共感出来る感性豊かな教師となることを目的とす
る。修了認定試験は、全国の会場で実施する。

講習の開催地

鈴木 正幸（神戸大学名誉教授、関西学院大学
非常勤講師）
辻村 哲夫（共立学園常務理事、元文部科学省
初等中等教育局長）
松井 一麿（東北大学名誉教授・元教育学部長） 通信教育
桑原 敏明（筑波大学名誉教授・元副学長）
井上 敏明（六甲カウンセリング研究所所長）
林 知代（芦屋大学准教授）
中杉 隆夫（姫路市教育長）
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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

0円

平成25年5月16日～
100人
平成25年6月7日

平255004600617号

099-286-5298

0円

100人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004600618号

099-286-5298

10,000円

500人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048500694号

078-845-3500
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http://www.hokusei.a
c.jp/

http://www.youchienkikou.com

http://www.youchienkikou.com

http://www.aomoriakenohoshi.ac.jp/

http://www.pref.iwat
e.jp/info.rbz?nd=86&
ik=3

http://www.pref.iwat
e.jp/info.rbz?nd=86&
ik=3

http://www.tohokugakuin.ac.jp

http://www.fukushima
-college.ac.jp/
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http://www.youchienkikou.com

http://www.tsukubatech.ac.jp/

http://www.rku.ac.jp

http://www.ashitech.
ac.jp

http://www.kokugakui
ntochigi.ac.jp/tanda
i

http://www.kyoai.ac.
jp

http://www.tokyofukushi.ac.jp

http://www.ikueig.ac.jp/
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http://www.seisa.ac.
jp

http://www.josai.ac.
jp/

http//www.nit.ac.jp

http://menkyokoushin
.chiba-u.jp/

http://menkyokoushin
.chiba-u.jp/

http://menkyokoushin
.chiba-u.jp/

http://menkyokoushin
.chiba-u.jp/
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http://menkyokoushin
.chiba-u.jp/

http://www.edogawau.ac.jp

http://www.budou.ac.jp/

http://jiu.ac.jp

http://jiu.ac.jp

http://www.cis.ac.jp
/

http://www.seiwajc.ac.jp
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http://www.kyoritsuwu.ac.jp/

http://www.kogakuin.
ac.jp/

http://www.sophia.ac
.jp/

http://www.nodai.ac.
jp/

http://www.nihonu.ac.jp/

http://www.ubunkyo.ac.jp/center/
teaching-profession/

http://www.ariake.ac
.jp/

http://www.tsurukawa
tandai.ac.jp

http://www.youchienkikou.com
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http://www.seisa.ac.
jp

http://www.seisa.ac.
jp

http://www.seisa.ac.
jp
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http://www.seisa.ac.
jp

http://www.meijigaku
in.ac.jp/

http://www.sagamiwu.ac.jp/

http://www.shodai.ac
.jp

http://www.youchienkikou.com

http://www.youchienkikou.com

http://www.niigataum
.ac.jp
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http://www.gijodai.a
c.jp/

http://www.youchienkikou.com

http://www.nagano.ac
.jp

http://www.seisenjc.jp/teachers-l/

http://www.tokohau.ac.jp/

http://www.tokohau.ac.jp/

http://www.tokohau.ac.jp/
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http://www.sjc.utokai.ac.jp/

http://www.hgu.ac.jp

http://www.agu.ac.jp
/

http://www.asu.ac.jp

http://www.abu.ac.jp

http://www.nagoyawu.ac.jp/

http://www.uhe.ac.jp

http://www.meijou.ac.jp/

http://www.okazakic.ac.jp
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http://www.ohka.ac.j
p

http://www.kpu.ac.jp
/

http://www.kbu.ac.jp
/kbu/

http://www.kbu.ac.jp
/kbu/

http://license.doshi
sha.ac.jp/

http://www.osakau.ac.jp

http://www.osakau.ac.jp

http://www.sophia.ac
.jp/

http://www.youchienkikou.com
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http://www.tokiwakai
.ac.jp/

http://www.kobegakui
n.ac.jp

http://www.kobekiu.ac.jp/

http://www.shoin.ac.
jp/

http://www.himejidu.ac.jp/

http://www.okayamau.ac.jp/user/ed/Edu.
html

http://www.okayamau.ac.jp/user/ed/Edu.
html

http://www.okayamau.ac.jp/user/ed/Edu.
html
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http://www.okayamau.ac.jp/user/ed/Edu.
html

http://www.okayamau.ac.jp/user/ed/Edu.
html

http://www.okayamau.ac.jp/user/ed/Edu.
html

http://www.okayamau.ac.jp/user/ed/Edu.
html

http://mimasaka.jp/

http://www.shudou.ac.jp

http://www.fukuyamau.ac.jp/
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http://www.youchienkikou.com

http://www.hbg.ac.jp
/

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

http://www.sgu.ac.jp

http://www.sgu.ac.jp

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

http://www.kurumeit.ac.jp
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http://www.nishitech
.ac.jp

http://www.kurumeshinai.ac.jp

http://www.pukumamoto.ac.jp/

http://www.oitau.ac.jp/menkyokosin/
kyoinmenkyo.html
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http://www.oitau.ac.jp/menkyokosin/
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kyoinmenkyo.html
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http://www.oitau.ac.jp/menkyokosin/
kyoinmenkyo.html

http://www.oitau.ac.jp/menkyokosin/
kyoinmenkyo.html

http://www.nankyudai
.ac.jp/index.html

http://www.kjunshin.ac.jp/jundai
/
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http://www.pref.kago
shima.jp/kyoiku/

http://www.pref.kago
shima.jp/kyoiku/

http://www.kobekiu.ac.jp/
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