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「日本語の感覚」/「英語の感覚」
の違いを踏まえた効果的な英語
指導法

この講習では私達の母国語である日本語と英語を対照的に
考察し、同一の出来事を言語で表現する場合の日英語の違
いについて理解するとことで、自然な英語表現について考え
ます。また、「日本語の感覚」と「英語の感覚」の違いがどこか 濱田 英人（外国語学部教授）
らくるのかを認知言語学、認知科学、脳科学の視点から分か
りやすく説明し、それに基づいて効果的な英語のトレーニング
方法について考えます。

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
英語教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253000256623号

011-852-9126

効果的な語彙指導と学習意欲を
高める英語の教授法

この講座では生徒の語彙力を高めさせるための効果的な指
導法とその測定法について理解を深めます。また、生徒の学
習意欲を高めるための授業展開上の工夫について、言語材
アラン ボゼア（外国語学部教授）
料としてのテキストの活用の仕方や指導項目を定着させるた
めのアクティビティーなど具体的な例を提示しながら実践的な
視点から考えます。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学校
英語教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253000256624号

011-852-9126

ICTの現状と教育指導法

ICT(Information and Communication Technology)に関する
基本事項を整理・確認するとともに，情報処理教育の重要な
柱の一つであるプログラミングやアルゴリズムの指導法，さら 伊藤 公紀（経営学部教授）
には最近のICTの動向についても俯瞰し研鑽を積むことを目
的とする。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月8日

教諭

高等学校商業・情
報教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253000256625号

011-852-9126

企業経営問題の最先端

本講座では、企業経営分野の最近の諸課題について講ず
る。
① 「日本的経営」と能力主義・成果主義、②持続可能な働き
小山 修（経営学部教授）
方と働かせ方、③企業不祥事と企業の社会的責任（CSR）、
④長寿企業の特徴とエクセレントな企業像、以上の４点につ
いて簡潔に講義を行い、質疑を行う。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月9日

教諭

高等学校商業・情
報教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253000256626号

011-852-9126

6,200円

平成25年5月16日～
30人
平成25年5月31日

平253001456657号

011-736-5736

本講習では、平成23年度より必修化された小学校の「外国
語活動」の授業が英語によるコミュニケーション教育の導入と
して、どのような可能性と課題を持っているかを、コミュニケー
小学校「外国語活動」の授業で英 ション理論（コンテクスト論）や英語によるコミュニケーションの
大石 悦子（文学部教授）
語のコミュニケーションを教える
特徴の分析をもとに明らかにしていく。ワークショップ形式の
講習で、模擬授業、絵本の読み聞かせ、チャンツなどを使い
ながら、具体的に考察していく。

・古代日本文学は、すべて漢字で書かれています。漢字とい
う文字をどのように使いこなしてきたのか、『万葉集』を中心と
「『万葉集』を中心とした古代文
して『古事記』などの他の作品についてもふれていきます。
学」と「新聞小説の時代、尾崎紅 ・明治３０年代のジャーナリズムの進展のなかで、「読売新
丸山 隆司（文学部教授）
葉『金色夜叉』（明治30年～35年） 聞」に連載されベストセラーとなった「金色夜叉」、そのあとを 種田 和加子（文学部教授）
とその周辺」
ついだ「魔風恋風」（小杉天外）などを作品の読解を通じて考
察します。

藤女子大学

前近代のヨーロッパは政治と宗教が分離した世界とはいえ
ない。そこでは世俗君主が宗教指導者を自認して行動した
り、ローマ教皇が政治的に大きな役割を果たしたりした。本講
中世ヨーロッパのキリスト教と社会
渡邉 浩（文学部教授）
習では、中世ヨーロッパにおけるこのようなキリスト教のあり
方に焦点を据え、教科書にも登場するようなトピックへの理解
と教授に役立つような授業を目指したい。

藤女子大学

新学習指導要領では「家族」に関する学習の重要性が指摘
されている。
「家族」内容をどのように指導する 今回の講習では、「家族」に関する指導のポイントとして、
飯村 しのぶ（人間生活学部教授）
か
Family Identity、ライフサイクル、家族法の改訂等を中心に
解説し、「家族」に関する学習の目標をどのように設定するか
について考えていただきたい。
この講習は、教職科目である「日本国憲法」の知識を最新の
ものにしてもらうことを目的とする。基本的人権の問題を中心
に、ここ10年ほどのあいだに最高裁判所が新しく出した判決
（たとえば、郵便法事件、在外日本人選挙権訴訟、国籍法事 岩本 一郎（経済学部教授）
件、空知太神社訴訟など）を取り上げ、日本国憲法をめぐる
最近の動向について講習を行う。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だろう。

北星学園大学

日本国憲法の現在

北星学園大学

パソコンやモバイル機器の普及により，ツイッターやフェイス
ブック等のソーシャルメディアの利用者が急増している．国や
地方自治体，企業も相次いで参入し始めており，日常の授業
実践に役立つ情報の取得や，普段会う機会のない教育関係
インターネット最新事情ーソーシャ
者とコミュニケーションも容易にできるようになってきた．本講 金子 大輔（経済学部准教授）
ルメディアによる新たなつながり
義では，インターネット上のサービスの中でもソーシャルメディ
アに注目し，実際にサービスを利用しながら，その仕組みに
ついて理解することを目指す．そして，子どもたちの生活や学
校・社会に与える影響についても考えていきたい．

北海道札幌市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小学校「外国語活
動」に興味をお持
ちの方で、小学校
免許もしくは中
学・高校英語免許
保持者

北海道札幌市

6時間 平成25年8月5日

教諭

中学国語、高校
国語・書道免許保
持者

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253001456658号

011-736-5736

北海道札幌市

6時間 平成25年8月5日

教諭

中学社会・高校地
理歴史免許保持
者

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253001456659号

011-736-5736

6,000円

平成25年5月16日～
30人
平成25年5月31日

平253001456660号

011-736-5736

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253001656444号

011-891-2731

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253001656445号

011-891-2731

北海道石狩市

6時間 平成25年8月5日

教諭

中学・高等学校の
家庭科免許保持
者

北海道札幌市

6時間 平成25年7月27日

教諭

全教諭

北海道札幌市

6時間 平成25年8月7日
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教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭
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子ども虐待の理解とその対応－
幼稚園・保育所編－

近年子ども虐待を巡っては、社会的関心が高まり、その対応
に向けて児童相談所を始めとする関係機関・施設や地方自
治体等の取り組みが注目されている。要保護児童対策地域
協議会等を活用し、その対応や予防のあり方等を進めると共
栗山 隆（社会福祉学部教授）
に機関ごとの対応のあり方も検討されなければならない。こ
の講習では、特に幼稚園・保育所が初期対応実践のために
何を理解し、どのように対応することが必要なのかを講義・演
習により理解する。

北海道札幌市

6時間 平成25年7月27日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253001656446号

011-891-2731

北星学園大学

言語技術の方法

言語技術は自分の考えを効果的に伝えるための方法論であ
るが，単なる話し方ではなく，考えをより論理的に，また明確
にするものである。言語技術の習得は，年齢に関係なく話し
方や考え方の能力向上につながり，また，教科の枠を超えた
松浦 年男（文学部専任講師）
総合的な学力の向上をもたらす（たとえば技能教科でも美術
作品鑑賞の精密化や体育競技でのプレイ判断の明確化など
が挙げられる）。本講習では講義と実習を通じて言語技術の
基礎を紹介する。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月7日

教諭

全教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253001656447号

011-891-2731

北星学園大学

この講習の目的は、主にリーディング指導の理論とその実際
を知ってもらうためのものです。例えば、Skim & Scan
英語教育の理論と実際－リーディ Reading, Top-down & Bottom-up Reading, Schema Theory,
竹村 雅史（短期大学部教授）
ングを中心に－
Intensive v.s. Extensiveなど日々の授業とその領域に関連し
たスキルや活動等を皆さんと一緒に考えていく講義です。他
にもHuman Bingo Game,Shadowingを予定しています。

北海道札幌市

6時間 平成25年7月27日

教諭

中学校・高等学校
教諭（英語）

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253001656448号

011-891-2731

北星学園大学

教育実践の過程において、さまざまな課題を抱える生徒・家
族・地域社会等との間で問題解決をはかる必要性が生じるこ
とが想像される。その際、ソーシャルワークという専門的支援
教育実践に役立つソーシャルワー
活動がもつ視野・視点、知識や方法を教員として理解しておく
クの理論と方法－精神的課題を
中村 和彦（社会福祉学部教授）
ことは、生徒や家族とのかかわりにおいて、また、他との連携
題材に－
において有益であろう。本講習では、「精神的な課題」を題材
にしながら、演習を交えつつ、ソーシャルワークの基本を理解
する。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月6日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253001656449号

011-891-2731

北星学園大学

北星学園大学障害児教育夏季セミナーと合同で開催する。
午前中の1時間に担当講師：田実より、発達障害についての
基礎的な理解について講義を受ける。これにはPDD（広汎性
知的障害や発達障害のある子ど 発達障害）や高機能自閉症、アスペルガー症候群、ADHD
田実 潔（社会福祉学部教授）
ものいる学校や学級での授業研 ,LDを中心に開設する。午後4時間分は、北星学園大学障害 安部 博志（筑波大学附属大塚特別支援学校主 北海道札幌市
究
児教育夏季セミナーに出席し、担当講師：安部より、特別支 幹教員・地域支援部長）
援学校小学部～高等部の、さらには具体的支援について講
義を聴きセミナーに参加する。セミナー修了後に、講義とセミ
ナーの内容を基に1時間の筆記試験を行う。

6時間 平成25年7月27日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

6,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253001656450号

011-891-2731

北星学園大学

現在日本では、経済状況の沈滞や少子高齢化の進行の中
で、子どもも大人も疲弊している。学校においても、子どもた
ちはいじめや不登校を始めとする対人関係問題に悩み、教
師も日常業務だけではなく、子どもたちのコミュニケーション
教師と生徒のストレスとその対策
田辺 毅彦（文学部教授）
形態の変化や保護者との対応に悩んでいる。この授業にお
いては、学校現場の問題をストレスやバーンアウトといった心
理学的な視点から取り上げ、これらの問題の分析を行い、そ
の解決策について受講者と共に考えていきたい。

北海道札幌市

6時間 平成25年8月6日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

6,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253001656451号

011-891-2731

北海道札幌市

6時間 平成25年8月7日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253001656452号

011-891-2731

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・高等学校教
諭（保健体育）

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253001656453号

011-891-2731

北海道札幌市

6時間 平成25年7月27日

教諭

全教諭

6,000円

80人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253001656454号

011-891-2731

北星学園大学

障害児の成長、発達は、家族の養育態度や母親の頑張りに
拠るところが大きいと考えられてきました。しかし、その裏面
においては、ケアをめぐる葛藤や、きょうだいの養育に対する
問題も派生しています。障害児の諸権利が保障されていく中
藤原 里佐（短期大学部教授）
で、それを行使する段階では家族の介在が必要となり、結果
的に母親のＱＯＬは低下するという矛盾が起きています。学
校は、障害児の家族に何をどこまでを求めるべきか。家族の
生活実態に寄り添いながら考えていきます。

北星学園大学

障害児家族への支援

北星学園大学

本講義の内容は、体育科教育法を準拠して小学校教諭、中
学校教諭及び高等学校教諭の体育授業及び生活指導（学級
基礎運動生理学－身体活動の仕
経営）の健康教育、衛生に関する自己管理について、運動生 武田 秀勝（社会福祉学部教授）
組み－
理学の側面と発育発達の側面から、教師が各学齢期に即し
た指導助言が可能な内容について講習を展開する。

北星学園大学

地球市民を育てる授業づくり

この講座では、地球市民を育てる授業づくりについて考えま
す。教科教育や総合的な学習の時間、そして修学旅行など
特別活動において効果的な展開を考えるヒントを提供したい
と思います。平和学や紛争解決学、グローバル・シチズンシッ 片岡 徹（文学部専任講師）
プ教育などの最近の研究動向を紹介するとともに、教育実践 高杉 巴彦（文学部教授）
例についても取り上げます。受講者がより充実した教科内外
のカリキュラム作りの参考となる内容にしていきたいと考えて
います。
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「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

本講習では、近年、言語教育、言語学習の分野で研究がす
すんでいる「会話分析 (Conversation Analysis)」について学び
ます。会話を「相互行為」として捉え、人々の実際のやりとりを
英語教師のための「会話分析」入
質的かつ詳細に観察し記述しようとする「会話分析」のアプ
柳町 智治（文学部教授）
門
ローチは、これまでの言語教育研究や言語教育実践にはな
かった視点や手法を提供してくれます。講習では、英語、日
本語の自然会話データを分析する練習も行う予定です。

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

北海道札幌市

6時間 平成25年7月27日

教諭

中学校・高等学校
教諭（英語）

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253001656455号

011-891-2731

北海道江別市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小中高教諭

5,000円

40人

平成25年7月8日～
平成25年7月19日

平253002156683号

011-385-4414

北海道情報大学 MS Officeを使いこなす(秋期１)

手書きで作成された教材は、暖かい印象ですが、大変労力
がかかります。
MS Officeの文章作成のためのMS Word，表計算のための
Excel，プレゼンテーションのためのPowerPointの3つのソフト
ウェアを使いこなすことにより、教材作成は、労力の削減や広
向原 強(経営情報学部 教授)
い意味での活用が計れます。ビジュアルに訴える教材や、
データを元に様々な表へ変化させ、グラフにする事により理
解を深める事ができます。表操作は、成績集計等に役立てる
事もできます。
講習の最後には、筆記試験を行います。

北海道江別市

6時間 平成25年10月5日

教諭

小中高教諭

5,000円

40人

平成25年9月9日～
平成25年9月20日

平253002156684号

011-385-4414

北海道情報大学 MS Officeを使いこなす(秋期２)

手書きで作成された教材は、暖かい印象ですが、大変労力
がかかります。
MS Officeの文章作成のためのMS Word，表計算のための
Excel，プレゼンテーションのためのPowerPointの3つのソフト
ウェアを使いこなすことにより、教材作成は、労力の削減や広
齋藤 静司(経営情報学部 准教授)
い意味での活用が計れます。ビジュアルに訴える教材や、
データを元に様々な表へ変化させ、グラフにする事により理
解を深める事ができます。表操作は、成績集計等に役立てる
事もできます。
講習の最後には、筆記試験を行います。

北海道江別市

6時間 平成25年11月9日

教諭

小中高教諭

5,000円

40人

平成25年10月15日～
平成25年10月25日

平253002156685号

011-385-4414

北海道
札幌市
中央区

6時間 平成25年8月5日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

24人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253021656186号

03-5813-2530

北海道
札幌市
中央区

6時間 平成25年8月6日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

24人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253021656194号

03-5813-2530

北海道
札幌市
中央区

6時間 平成25年8月4日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

24人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253021656205号

03-5813-2530

北星学園大学

北海道情報大学 MS Officeを使いこなす(夏期)

東京未来大学

手書きで作成された教材は、暖かい印象ですが、大変労力
がかかります。
MS Officeの文章作成のためのMS Word，表計算のための
Excel，プレゼンテーションのためのPowerPointの3つのソフト
ウェアを使いこなすことにより、教材作成は、労力の削減や広
い意味での活用が計れます。ビジュアルに訴える教材や、
守 啓祐(情報メディア学部 教授)
データを元に様々な表へ変化させ、グラフにする事により理
解を深める事ができます。表操作は、成績集計等に役立てる
事もできます。
講習の最後には、筆記試験を行います。

①障害及び発達障害の概念を整理し，各発達障害の診断基
準，心理学的特徴，それらに配慮した保育や教育の在り方に
関して，保護者の思いや実際の指導例なども交えながら，具
発達障害及び言語障害の理解と 体的に概説する。②軽度発達障害あるいは言語障害を抱え 府川昭世（こども心理学部教授）
支援
た子どもへの支援について考察する。いずれも、事例をもと 小谷博子（こども心理学部准教授）
に対応策のヒントを提案したい。言語障害については「言語と
は何か」の基礎知識をもとに音声言語コミュニケーション障害
について概説する。
①不登校の実態，不登校の子どもや親の心理に関する理解
を深める。そのうえで，学校への不適応を未然に防ぐ予防的
介入として，1次予防，2次予防，3次予防の具体例について
学習する。②臨床心理学的な観点から、子どもへのカウンセ 藤後悦子（こども心理学部准教授）
リング的対応について解説を行う。具体的には、子どもの心 山極 和佳（モチベーション行動科学部准教授）
の理解とカウンセリング的な関わりの方法、及びそれらにお
ける教師の自己理解と専門機関との連携の必要性を取り上
げる。

東京未来大学

不登校及び子どもの理解と対応

東京未来大学

①時々刻々と変化する非行少年に対応した生徒指導の在り
方や、関係機関の積極的活用について理解することを目的と
し、とりわけ、非行の進度の把握について非行性という概念 出口保行（こども心理学部教授）
非行及び家族問題の理解と対応
を学習することをポイントとする。②精神医学的な観点から、 春日武彦（こども心理学部非常勤講師）
問題を抱えた子どもや親等に対する理解と対応の解説を行
い、家族問題とモンスターペアレントについて考える。

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

「保育現場での質を高める」、「幼稚園の役割を広く深める」
の２つの事項について理解と実践をふり返り、応用力をつけ
保育現場における現代的な課題に関する知識と理解を得る
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。

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園の役割を広め深める
教育研究機構

「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、応用力をつけ
吉田 耕一郎(北翔大学非常勤講師
保育現場における現代的な課題に関する知識と理解を得る
北見北光幼稚園理事長)
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。

蔵満 保幸（札幌国際大学スポーツ人間学部ス
ポーツ指導学科教授）
北海道札幌市
松井 亜樹（札幌大谷大学短期大学部保育科講
師）

北海道札幌市
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6時間 平成25年8月1日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

150人

平成25年5月16日～
平成25年5月24日

平258134056159号

03-3237-1957

6時間 平成25年8月2日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

150人

平成25年5月16日～
平成25年5月24日

平258134056160号

03-3237-1957

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

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

講習の概要

担当講師

「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、応用力をつけ
保育現場における現代的な課題に関する知識と理解を得る 藤井 由美子（北翔大学短期大学部こども学科
ことを目指す。また、午前中は公開保育会場において保育研 教授）
究を行うなど、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。
「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、応用力をつけ
吉田 耕一郎（北翔大学非常勤講師
保育現場における現代的な課題に関する知識と理解を得る
北見北光幼稚園理事長）
ことを目指す。また、午前中は公開保育会場において保育研
究を行うなど、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。

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

北海道千歳市

6時間 平成25年8月24日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成25年6月3日～
平成25年6月14日

平258134056161号

03-3237-1957

北海道釧路市

6時間 平成25年9月28日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成25年7月8日～
平成25年7月19日

平258134056162号

03-3237-1957

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、応用力をつ
け保育現場における現代的な課題に関する知識と理解を得 毛利 悦子（函館大谷短期大学こども学科准教
ることを目指す。また、午前中は公開保育会場において保育 授）
研究を行うなど、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。

北海道函館市

6時間 平成25年10月12日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成25年7月22日～
平成25年8月2日

平258134056163号

03-3237-1957

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、応用力をつけ
保育現場における現代的な課題に関する知識と理解を得る 芝木 捷子（札幌国際大学短期大学部非常勤講
北海道札幌市
ことを目指す。また、午前中は公開保育会場において保育研 師,なかのしま幼稚園理事長）
究を行うなど、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。

6時間 平成25年10月18日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

150人

平成25年7月29日～
平成25年8月9日

平258134056164号

03-3237-1957

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、応用力をつけ
保育現場における現代的な課題に関する知識と理解を得る 傳馬 淳一郎（名寄市立大学短期大学部児童学
北海道旭川市
ことを目指す。また、午前中は公開保育会場において保育研 科講師）
究を行うなど、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。

平258134056165号

03-3237-1957

6時間 平成25年10月19日

マット運動の指導法並びに表現
（ダンス含む）運動の実践

運動を行う上で爽快感や達成感を求めることは人間の自然
な気持ちです。しかし、最近の教育現場ではそのことが薄れ
てきています。マット運動では、指導方法は勿論のこと、特に
安全な補助の仕方を習得していただきたいと思います。表現
（ダンス）運動では、身体の使い方、自分の心や感じたことを 中田 吉光（経営学部准教授）
グループ創作へと繋げてほしいと思います。何れも先に述べ
た自然な気持ちを味わうことと、仲間と一緒に補助・創作をす
るといったプロセスを体感していただくことで、協調性や更な
る主体性を感じ取っていただければと考えております。

青森県青森市

6時間 平成25年9月7日

青森大学

子ども、大人のためのSST（ソー
シャル・スキルズ・トレーニング）

SST（ソーシャル・スキルズ・トレーニング）とは、子どもから
大人まで、人間関係行動をより適切で効果的に行うことがで
きるように、認知、行動、感情の改善とスキルの獲得を援助
する方法である。ここでは、人間関係とストレス、ソーシャルス 船木 昭夫（社会学部教授）
キル、コミュニケーションスキル、SSTの基礎理論を解説し、
子ども、大人、障害児、問題行動のある者等を対象とした集
団・個別への対応を演習する。

青森県青森市

6時間 平成25年7月20日

青森大学

映画、ゲーム、CMのCGや、車のデザイン等に使われてい
るCAD/CAMは、数学や物理学に支えられて発展してきた。
CG、CAD、「デジタル青森」とそれ 本学の「デジタル青森」プロジェクトも同様である。本研修で 角田 均（ソフトウェア情報学部教授）
らを支える数学
は、これらの分野をご紹介すると共に、CGに興味のある方に 小久保 温（ソフトウェア情報学部准教授）
は数理科学にも興味を持って頂き、数学や理科の先生方に
はCGやCAD/CAMへの応用を知って頂く機会としたい。

青森大学

今日、わたしたちの生活において、インターネットの情報
は、とても大きな意味を持つようになりました。しかし、膨大な
ウェブページの中から、本当に知りたい情報が書かれたペー
ジを見つけることは大変で、そのために検索エンジンは必要
李 孝烈（ソフトウェア情報学部教授）
ウェブ検索における重要度計算の 不可欠です。検索エンジンでは、ウェブページの「重要度」を
角田 均（ソフトウェア情報学部教授）
数理について
判定し、それを元に検索結果を表示しています。本講習で
小久保 温（ソフトウェア情報学部准教授）
は、「重要度」の計算方法をわかりやすく説明します。インター
ネットの解説から始めて、検索エンジンのしくみ、そしてペー
ジからページへの推移を表す行列の性質について説明しま
す。

青森大学

青森大学

力学の世界－マクロな視点、ミク
ロな視点－

マクロな視点として慣性力を取り上げる。慣性の法則が成り
立たない非慣性系において運動の法則を成り立たせるため
には「慣性力」というみかけの力を導入する必要がある。遠心
力とコリオリ力という二つの代表的な慣性力を説明し、回転座
堀端 孝俊（ソフトウェア情報学部教授）
標系で運動を記述すると遠心力とコリオリ力が自然に導かれ
矢萩 正人（ソフトウェア情報学部教授）
ることを示す。ミクロな視点として物質内の電子の振舞いを取
り上げる。孤立した原子内の電子の運動状態からスタートし、
集団化した原子内の電子の振舞いを考えることで、現代の科
学技術の礎となっているpn接合の役割を理解する。

青森県青森市

青森県青森市

青森県青森市
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6時間 平成25年7月20日

6時間 平成25年7月27日

6時間 平成25年8月24日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

平成25年7月29日～
50人
平成25年8月9日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校もしくは高等学
校の保健体育の
担当教諭

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年6月28日

平253002656705号

017-738-2001

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年6月28日

平253002656706号

017-738-2001

教諭

中学校もしくは高
等学校の理科、
数学、情報、技
術、工業の担当
教諭

6,000円

10人

平成25年5月20日～
平成25年6月28日

平253002656707号

017-738-2001

教諭

中学校もしくは高
等学校の理科、
数学、情報、技
術、工業の担当
教諭

6,000円

10人

平成25年5月20日～
平成25年6月28日

平253002656708号

017-738-2001

教諭

中学校もしくは高
等学校の理科、
数学、情報、技
術、工業の担当
教諭

6,000円

10人

平成25年5月20日～
平成25年6月28日

平253002656709号

017-738-2001

教諭
小・中・高校教諭・
養護教諭 養護教諭

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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
最近著しい進歩を遂げている生命科学のいくつかの分野に
ついて、各講師が専門家の立場から最先端の研究について
わかりやすく解説する。具体的には1．生物多様性の概念（環
境科学） 2．遺伝子組換え技術の現状（植物生理学） 3．病
気と細胞内シグナル伝達（分子生物学） 4.血圧と薬のしくみ
（薬物治療学）

担当講師

藤田
清川
上家
木立

均（薬学部教授）
繁人（薬学部准教授）
勝芳（薬学部准教授）
由美（薬学部准教授）

青森大学

生命科学の最前線

青森大学

平成22年10月に国立青少年教育振興機構から「子どもの
体験活動の実態に関する調査研究」が報告されました。その
結果は、子ども時代に豊かな（自然）体験を積んだ大人は人
生に対して前向きな姿勢を持っている、というものでした。こ
小中学生の野外自然観察の必要
のことから生徒の知識以外のやる気、意志決定を伸ばすこと 藤田 均（薬学部教授）
性とその指導法（含実技）
に関心をお持ちの小中学校の教員の皆さまを対象として、こ
の報告書を中心に体験活動の必要性を分かりやすく解説等
致します。更にまた、小中学生に野外で自然観察を行わせる
際の指導法の解説と実技指導を致します。

八戸工業大学

環境・エネルギー問題や地球温暖化対策に関する事項として
再生可能エネルギーを教育に取り入れる必要がますます高
まっている。本講習ではこのうち、主に電気電子・情報系に関
係した科学技術の基礎知識、最新動向などについて講義し、
環境・エネルギー教育の導入に向
小玉 成人（工学部講師）
フリーウェアやオープンソースソフトウェアの利用、風力およ
けて（1）
花田 一磨（工学部講師）
び太陽光発電などの再生可能エネルギーや、学校・生活の
中の省エネルギーといった具体的な事例を通して、これらの
工業・技術・情報・理科教育への導入や教材活用について考
える。

八戸工業大学

防災、環境・エネルギー問題、地球温暖化対策に関する事項
を教育に取り入れる必要がますます高まっている。本講習で
はこのうち、主に機械・建設系に関係した科学技術の基礎知
環境・エネルギー教育の導入に向
佐藤 学（工学部教授）
識、最新動向等について講義し、原子力エネルギー、放射線
けて（2）
阿波 稔（工学部教授）
の利用、自然災害の対策技術、社会インフラの保全などの具
体的な事例を通して、これらの工業・技術・情報・理科教育へ
の導入や教材活用について考える。

八戸工業大学

結晶材料の工業的製造法やマイクロ波を用いた化学反応に
ついて紹介し、両プロセスに内在する科学的・工学的な事象
を解説し、それらと環境・エネルギー問題との関連を概説す
る。
環境・エネルギー教育の導入に向
川本 清（工学部准教授）
また、環境・エネルギー問題を考える基本的な視点である、エ
けて（3）
小林 正樹（工学部准教授）
ネルギーが保存すること、物質が循環すること、そしてエント
ロピーという量が増大することを再確認したのち、環境・エネ
ルギーに関わる時事的な話題について考える。

佐藤康子（青森明の星短期大学教授）
大友秀人（北海商科大学教授）
児童生徒の発達途上における諸問題、教師間及び家庭・地
吉田隆江（埼玉私立武南高等学校教諭）
域社会との協働・連携、保護者支援等今日的な教育課題に
加勇田修士（東京成徳大学講師）
ついて適切に対応するための専門的な知識や技能を取り扱
相良陽一郎（千葉商科大学准教授）
う。またその過程で教職についての自己省察を図る。
諸富祥彦（明治大学教授）
原沢康明（聖徳大学教授）

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

青森県青森市

6時間 平成25年7月20日

教諭

中・高校理科教諭

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年6月28日

平253002656710号

017-738-2001

青森県青森市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年6月28日

平253002656711号

017-738-2001

教諭

高等学校工業・情
報・理科教諭、中
学校技術・理科教
諭

6,000円

50人

平成25年8月26日～
平成25年9月25日

平253003056702号

0178-25-8024

教諭

高等学校工業・情
報・理科教諭、中
学校技術・理科教
諭

6,000円

50人

平成25年8月26日～
平成25年9月25日

平253003056703号

0178-25-8024

教諭

高等学校工業・情
報・理科教諭、中
学校技術・理科教
諭

6,000円

50人

平成25年8月26日～
平成25年9月25日

平253003056704号

0178-25-8024

青森県八戸市

青森県八戸市

青森県八戸市

6時間 平成25年11月9日

6時間 平成25年11月10日

6時間 平成25年11月17日

青森県青森市

18時間

平成25年7月27日～
平成25年7月29日

教諭 全教諭、養護教
養護教諭 諭

30,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年7月26日

平253501956529号

017-741-0123

佐藤康子（青森明の星短期大学教授）
大友秀人（北海商科大学教授）
花輪敏男（共栄大学客員教授）
石黒康夫（世田谷区立千歳中学校校長）

青森県青森市

18時間

平成25年10月12日～
平成25年10月14日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

30,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年10月11日

平253501956530号

017-741-0123

青森明の星短期
学習指導技術講座
大学

児童生徒に確かな学力を身につけさせるため、基礎的・基本
的な学習指導技術の習熟及び、学習指導の今日的な課題解
明を目的とした講義及び演習を行う。
１ 学級経営に役立つ構成的グループエンカウンター、 ２
生徒指導における今日的な課題（いじめ、不登校、学級崩壊
など）、 ３ 学んだことを活用するための学級づくり、 ４ 子
どものかかわり方を大切にした学習形態・学習指導、５ 学校
教育活動全体で行われる言語活動のあり方、 ６ 自己を見
つめる「道徳の時間」の指導。

久保富男（青森中央短期大学教授）
田中儀助（青森明の星短期大学非常勤講師）
平井順治（青森明の星中学高等学校参事）
佐藤康子（青森明の星短期大学教授）

青森県青森市

18時間

平成25年8月7日～
平成25年8月9日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

18,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年8月6日

平253501956531号

017-741-0123

青森明の星短期
保育実践講座
大学

保育内容の指導、および幼児理解の方法を講じます。講義、
演習、実技を通して保育実践における様々なスキルの専門
性のステップアップをはかる。
①保育でいかすリトミック
②保育における身体表現と創作
③保育者のための英語活動の実践
④気になる子どもとのかかわり、支援について考える

伊藤由香子（青森明の星短期大学非常勤講師）
福士洋子（青森明の星短期大学教授）
成田恵子（青森明の星短期大学准教授）
青森県青森市
溝江ゆかり（青森明の星短期大学非常勤講師）
高橋多恵子（青森明の星短期大学専任講師）

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年8月4日

平253501956532号

017-741-0123

青森明の星短期
教育カウンセリング研修講座
大学

青森明の星短期
教育カウンセリング専門講座
大学

学校を巡る近年の状況変化や学習指導要領の改訂の動向
等、教員としての子ども観、教育観等を概観し、教室で行う特
別支援教育」行動分析カウンセリング」「リーダー養成のため
の構成的グループエンカウンター」「心の教育と道徳教育」等
を受講し、児童、生徒が発達途上に経験する適応、学業、進
路に関わる諸問題に適切に対応できる実践的な知識、技能
を習得する。
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6時間 平成25年8月5日

教諭

幼稚園教諭

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

青森明の星短期
小学校英語講座
大学

小学校外国語活動の必修化を踏まえ、より効果的な授業を
展開するための理論と実践を講じます。第二言語習得理論
の理解、また文科省発刊の「Hi, friends!」の教育内容を視野
に入れた教材研究および指導法を学び、ワークショップ方式
でそれらの指導法を取り入れた英語活動を体験します。
①児童英語概論
②児童英語指導法
③児童英語教材研究
④英会話（クラスルームイングリッシュ）
⑤児童英語ワークショップ①
⑥児童英語ワークショップ②（実技試験）

担当講師

講習の開催地

坂本明裕（青森明の星短期大学教授）
クリストファー・フィッツパトリク（青森明の星短期
大学非常勤講師）
青森県青森市
福士洋子（青森明の星短期大学教授）
江口真理（青森明の星短期大学准教授）
成田恵子（青森明の星短期大学准教授）

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

6時間 平成25年8月5日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年8月4日

平253501956533号

017-741-0123

岩手県教育委員
小学校教科外
会

高橋広明（岩手県教育委員会学校教育室指導
主事）
伊藤正幸（盛岡市立青山小学校長）
小野寺秀樹（岩手県立総合教育センター研修指
導主事）
奥田昌夫（岩手県立総合教育センター主任研修
指導主事）
小学校教諭の経験や年齢に応じて求められるマネジメント 石川修司（岩手県立総合教育センター研修指導
力について、それらが必要とされる背景と基本的事項を理解 主事）
し、実際の教育活動の場においてどのように活用していくか 齊藤義宏（岩手県教育委員会学校教育室主任
岩手県花巻市
を考察する。また、受講者のニーズに応じて、家庭・地域連 指導主事）
携、情報モラルの指導等に関わる内容を取り入れ、指導や実 遠山秀樹（岩手県立総合教育センター研修指導
践の具体に触れながら、自己の教育課題の解決を図る。
主事）
五安城正敏（岩手県立総合教育センター研修指
導主事）
山口道明（一関市立金沢小学校校長）
西前和恵（遠野市立附馬牛小学校長）
陳ケ岡安雄（盛岡市立桜城小学校長）
新沼敏哉（前盛岡市立桜城小学校長）
中村宗宏（盛岡教育事務所指導主事）

6時間 平成25年7月31日

教諭

小学校教諭

0円

200人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356748号

019-629-6121

岩手県教育委員
小学校教科外
会

高橋広明（岩手県教育委員会学校教育室指導
主事）
伊藤正幸（盛岡市立青山小学校長）
小野寺秀樹（岩手県立総合教育センター研修指
導主事）
奥田昌夫（岩手県立総合教育センター主任研修
指導主事）
小学校教諭の経験や年齢に応じて求められるマネジメント 石川修司（岩手県立総合教育センター研修指導
力について、それらが必要とされる背景と基本的事項を理解 主事）
し、実際の教育活動の場においてどのように活用していくか 齊藤義宏（岩手県教育委員会学校教育室主任
岩手県花巻市
を考察する。また、受講者のニーズに応じて、家庭・地域連 指導主事）
携、情報モラルの指導等に関わる内容を取り入れ、指導や実 遠山秀樹（岩手県立総合教育センター研修指導
践の具体に触れながら、自己の教育課題の解決を図る。
主事）
五安城正敏（岩手県立総合教育センター研修指
導主事）
山口道明（一関市立金沢小学校校長）
西前和恵（遠野市立附馬牛小学校長）
陳ケ岡安雄（盛岡市立桜城小学校長）
新沼敏哉（前盛岡市立桜城小学校長）
中村宗宏（盛岡教育事務所指導主事）

6時間 平成26年1月6日

教諭

小学校教諭

0円

200人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356749号

019-629-6121

7 / 201 ページ

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

小学校教諭が各教科を指導している現状を踏まえ、社会、
理科、生活、音楽、図工、家庭、体育の各教科の特性や、学
習指導要領改訂の趣旨に沿った指導の基本的な在り方を確
認する。さらに、演習や実験、実技を通して各教科の専門的
な指導内容の理解を深め、授業改善の具体策を考察する。

田代航（岩手県教育委員会県南教育事務所主任指導主事）
前川岳詩（岩手県教育委員会盛岡教育事務所指導主事）
楳内典明（岩手県立総合教育センター主任研修指導主事）
千葉弘一（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
村上弘（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
高橋一成（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
中村学（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
鈴木敏彦（岩手県立総合教育センター主任研修指導主事）
新沼健（岩手県教育委員会沿岸南部教育事務所指導主事）
千葉淳子（岩手県教育委員会中部教育事務所指導主事）
川地里美（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
武藤美由紀（岩手県教育委員会沿岸南部教育事務所指導
主事）
吉田久美子（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
菊池康幸（大船渡市教育委員会指導主事）
正木啓一（岩手県教育委員会中部教育事務所指導主事）
多田敢（岩手県教育委員会スポーツ健康課主任指導主事
兼主任保健体育主事）
細川佳紀（岩手県教育委員会スポーツ健康課主任指導主
事兼主任保健体育主事）

岩手県花巻市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

小学校教諭

0円

200人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356750号

019-629-6121

小学校教諭が各教科を指導している現状を踏まえ、社会、
理科、生活、音楽、図工、家庭、体育の各教科の特性や、学
習指導要領改訂の趣旨に沿った指導の基本的な在り方を確
認する。さらに、演習や実験、実技を通して各教科の専門的
な指導内容の理解を深め、授業改善の具体策を考察する。

田代航（岩手県教育委員会県南教育事務所主任指導主事）
前川岳詩（岩手県教育委員会盛岡教育事務所指導主事）
楳内典明（岩手県立総合教育センター主任研修指導主事）
千葉弘一（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
村上弘（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
高橋一成（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
中村学（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
鈴木敏彦（岩手県立総合教育センター主任研修指導主事）
新沼健（岩手県教育委員会沿岸南部教育事務所指導主事）
千葉淳子（岩手県教育委員会中部教育事務所指導主事）
川地里美（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
武藤美由紀（岩手県教育委員会沿岸南部教育事務所指導
主事）
吉田久美子（岩手県立総合教育センター研修指導主事）
菊池康幸（大船渡市教育委員会指導主事）
正木啓一（岩手県教育委員会中部教育事務所指導主事）
多田敢（岩手県教育委員会スポーツ健康課主任指導主事
兼主任保健体育主事）
細川佳紀（岩手県教育委員会スポーツ健康課主任指導主
事兼主任保健体育主事）

岩手県花巻市

12時間

平成26年1月9日～
平成26年1月10日

教諭

小学校教諭

0円

200人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356751号

019-629-6121

岩手県教育委員
中学校教科外
会

問題行動の対応と未然防止、情報モラルの指導、新学習指
導要領の趣旨を踏まえた道徳教育に関する内容から二つを
選択し、指導上の課題を分析するとともに、指導改善の具体
策を考察する。さらに、経験や年齢に応じて身に付けたいマ
ネジメント力に関わる基本的事項を理解し、実際の教育活動
の場においてどのように活用していくかを考察する。

小野寺秀樹(岩手県立総合教育センター研修指
導主事)
奥田昌夫（岩手県立総合教育センター主任研修
指導主事）
石川修司(岩手県立総合教育センター研修指導
主事)
林泰成(上越教育大学教授)
岩手県花巻市
中村雅英(盛岡市立河南中学校長)
八重樫勝(岩手県教育委員会委員長)
柏木廣喜（岩手県教育委員会学校教育室主任
指導主事）
田村忠（岩手県教育委員会学校教育室首席指
導主事兼生徒指導課長）
久保田淳（奥州市立水沢南中学校長）

教諭

中学校教諭

0円

200人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356752号

019-629-6121

岩手県教育委員
中学校教科 国語
会

中学校国語科指導の課題と改善点を分析するとともに、国
語科学習指導の基礎的事項を確認し、学習指導要領改訂の
趣旨と内容に沿った指導改善の具体と指導計画作成のポイ
ントを考察する。また、読むことの指導を中心に言語活動の
充実を図る授業づくりの具体を把握する。さらに、中学校国語
科における書写指導のポイントを確認し、指導改善の具体を
考察する。

井上一郎(京都女子大学教授)
紀修（岩手県教育委員会学校教育室主任指導
主事）
平田光彦（岩手大学教育学部准教授）
長根義広(岩手県立総合教育センター研修指導
主事)
坂本晋（岩手県立紫波総合高等学校長）

教諭

中学校教諭（国
語）

0円

35人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356753号

019-629-6121

岩手県教育委員
小学校教科
会

岩手県教育委員
小学校教科
会

講習の開催地

岩手県花巻市
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時間数

講習の期間

6時間 平成25年7月26日

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6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

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

岩手県教育委員
中学校教科 社会
会

中学校社会科の授業において、表面的な知識定着を重視
した授業が多く、その一方で生徒の学習意欲が喚起される授
業が少なくないという現状を踏まえ、生徒の学習意欲を高
め、知識技能の定着のみならず、思考力・判断力・表現力を
はぐくみ、社会科としての学力を総合的に身に付けるための
授業の在り方を考察する。

今野日出晴(岩手大学教授)
吉開潔(千葉県立柏高等学校長)
飯岡竜太郎(岩手県教育委員会学校教育室主任
指導主事)
岩手県花巻市
菊池勉（岩手県教育委員会県南教育事務所指
導主事）
千葉賢一（岩手県立総合教育センター研修指導
主事）

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

教諭

中学校教諭（社
会）

0円

30人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356754号

019-629-6121

岩手県教育委員
中学校教科 数学
会

立花正男(岩手大学准教授)
山崎浩二（岩手大学教授）
本田正弘(元盛岡市立上田中学校長)
高橋広明(岩手県教育委員会学校教育室指導主
各種調査結果や学習指導要領改訂の趣旨に沿った数学科
事)
教育の在り方についての考察を通して、中学校数学の授業
阿部久幸(岩手県教育委員会学校教育室主任指 岩手県花巻市
改善に資する。また、「習得」と「活用」を意識した授業の在り
導主事)
方について、講義と演習を通して理解を深める。
佐々木秀一(岩手県教育委員会学校教育室主任
指導主事)
安部広一（岩手県立総合教育センター研修指導
主事）

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

教諭

中学校教諭（数
学）

0円

30人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356755号

019-629-6121

岩手県教育委員
中学校教科 理科
会

山根孝広(岩手県教育委員会学校教育室指導主
事)
楳内典明(岩手県立総合教育センター主任研修
学習指導要領の改訂の趣旨と内容を分析するとともに、各 指導主事)
学校の実情を踏まえた適切な教育課程の編成を考察する。 中村学(岩手県立総合教育センター研修指導主
また、生徒の興味関心を高め、学習内容の定着を図る教材 事)
岩手県花巻市
開発や指導法について、観察・実験等の演習を通して考察す 千葉弘一(岩手県立総合教育センター研修指導
る。さらに、分野毎の講義と演習を通して、理科教師としての 主事)
専門性を身に付ける。
村上弘(岩手県立総合教育センター研修指導主
事)
高橋一成（岩手県立総合教育センター研修指導
主事）

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

教諭

中学校教諭（理
科）

0円

30人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356756号

019-629-6121

岩手県教育委員
中学校教科 英語
会

菅正隆(大阪樟蔭女子大学教授)
村野井仁(東北学院大学教授)
学習指導要領改訂の趣旨に沿った英語科教育の在り方を
千田浩身(岩手県教育委員会県南教育事務所主
理解し、授業の改善に資する。また、授業の組み立て、授業
任指導主事)
展開の方法など、英語科の指導に関わる基本的事項を理解
岩手県花巻市
三浦隆(岩手県教育委員会学校教育室指導主
する。さらに、指導計画と評価問題に関する講義と演習を通
事)
して、指導と評価の一体化を図る授業の在り方を考察する。
遠山秀樹（岩手県立総合教育センター研修指導
主事）

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

教諭

中学校教諭（英
語）

0円

35人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356757号

019-629-6121

岩手県教育委員
中学校教科 保健体育
会

学習指導要領改訂の趣旨と内容を分析するとともに、各学
校の実態を踏まえた適切な教育課程の編成について考察す
る。また、指導と評価の一体化の基本的な考え方を理解する
とともに、評価規準の在り方を考察する。さらに、生徒の実践
力を高める保健学習の在り方を考察することにより、保健体
育科の授業改善の具体を把握する。

髙橋健夫(日本体育大学大学院副学長兼大学院
研究科長)
和唐正勝(宇都宮大学名誉教授)
岩手県花巻市
千田幸喜(岩手県教育委員会スポーツ健康課指
導主事兼保健体育主事)

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

教諭

中学校教諭（保健
体育）

0円

30人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356758号

019-629-6121

岩手県教育委員
中学校教科 技術
会

新学習指導要領における４つの内容（材料と加工に関する
技術、エネルギー変換に関する技術、情報に関する技術、生
物育成に関する技術）に関する最新の技術科指導の動向の
把握と、実態に即した知識と技能の修得を通して、具体的な
授業改善の在り方について考察する。

宮川洋一(岩手大学准教授)
帷子誠(岩手県教育委員会盛岡教育事務所指導
主事)
佐々木晋（岩手県教育委員会県南教育事務所 岩手県花巻市
指導主事）
米川聡（岩手県立総合教育センター研修指導主
事）

平成25年8月5日～
12時間
平成25年8月6日

教諭

中学校教諭（技
術）

0円

平成25年6月3日～
10人
平成25年6月28日

平255000356759号

019-629-6121

岩手県教育委員
中学校教科 家庭
会

学習指導要領における4つの内容（家族と家庭生活、食生
活、衣住生活、消費生活）に関連する最新の家庭科指導の
動向の把握と、家庭科指導の実態に即し、今後必要とされる
知識と技能の修得を通して、具体的な授業改善の在り方を考
察する。

長澤由喜子(岩手大学教授)
渡瀬典子(岩手大学准教授)
千葉淳子(岩手県教育委員会中部教育事務所指
岩手県花巻市
導主事)
川地里美(岩手県立総合教育センター研修指導
主事)

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

教諭

中学校教諭（家
庭）

0円

15人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356760号

019-629-6121

岩手県教育委員
中学校教科 音楽
会

これまでの音楽科の授業の在り方について振り返り、成果
や課題を明らかにするとともに、学習指導要領に示されてい
る基礎・基本の定着を図る音楽科の学習指導について、目指
す学力と観点別学習状況評価の進め方、及び歌唱や器楽の
実技・演習を通して考察する。

福士幸雄(岩手県教育委員会学校教育室主任指
導主事)
岩手県花巻市
萬司(札幌市立柏丘中学校教諭)
井上恵美子（二戸市立御返地中学校指導教諭）

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

教諭

中学校教諭（音
楽）

0円

20人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356761号

019-629-6121

岩手県教育委員
中学校・高等学校教科 美術
会

新学習指導要領に基づいた指導の在り方について考察す
るとともに、これまでの美術科指導の成果と課題を明らかに
する。また、鑑賞の指導法、観点別学習状況評価の進め方
やコンピュータを活用した指導法について実技・演習を通して
考察する。

菊池靖(岩手県教育委員会県南教育事務所指導
主事)
岩手県花巻市
鈴木敏彦(岩手県立総合教育センター主任研修
指導主事)

12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
教諭（美術）

0円

10人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356762号

019-629-6121
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平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

岩手県教育委員
高等学校 教科外
会

経験や年齢に応じて身に付けたいマネジメント力に関わる
基本的事項を理解し、実際の教育活動の場においてどのよう
に活用していくかを考察する。さらに、キャリア教育、情報モラ
ル教育、不登校生徒への支援、教育活動と教育法規に関す
る内容から一つを選択し、指導上の課題を分析するとともに、
指導改善の具体策を考察する。

夏井敬雄(岩手県立大船渡高等学校長)
内田正好(一関市教育委員会委員長職務代理
者)
鈴木晃彦（岩手県立花巻北高等学校長）
米川聡(岩手県立総合教育センター研修指導主
事)
奥田昌夫(岩手県立総合教育センター主任研修
指導主事）
石川修司(岩手県立総合教育センター研修指導
主事)
金澤純三(開善塾教育相談研究所所長)
鈴木智香（岩手県教育委員会学校教育室主任
指導主事）
瀬戸和彦（岩手県教育委員会教職員課経営指
導主事）

岩手県教育委員
高等学校教科 国語
会

学習指導要領改訂の趣旨や内容を理解し、学校が抱える
問題・課題に学習指導要領の観点からどのようにアプローチ
できるのか実例を挙げて考察する。また、ＰＩＳＡ型読解力を
育成する視点も取り入れながら、授業改善の具体を考察す
る。

岩間正則(鶴見大学准教授)
藤原正義（盛岡大学教授）
里舘文彦(岩手県教育委員会学校教育室指導主
岩手県花巻市
事)
熊谷和浩(岩手県立総合教育センター主任研修
指導主事)

12時間

岩手県教育委員
高等学校教科 地理歴史・公民
会

地理歴史科と公民科の学習指導要領の改訂の趣旨や内容
に関する講義を位置づけ、地理歴史・公民科としての基本的
な指導の在り方を確認する。また、学習指導要領の改訂の趣
旨に基づく授業の改善について、読解力と言語能力の育成
の視点から考察する。さらに、日々の授業を充実させるため
の地理歴史・公民科教師の在り方を多様な視点から見つめ
直す講習とする。

佐々木幸寿(東京学芸大学教授)
坂本美知治(岩手県教育委員会学校教育室指導
主事)
三浦立(岩手県教育委員会学校教育室指導主
岩手県花巻市
事)
鈴木尚(岩手県立総合教育センター研修指導主
事)
中山敏（岩手県立博物館長）

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

教諭

高等学校教諭

0円

180人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356763号

019-629-6121

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

教諭

高等学校教諭（国
語）

0円

25人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356764号

019-629-6121

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

教諭

高等学校教諭（地
理歴史・公民）

0円

25人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356765号

019-629-6121

岩手県教育委員
高等学校教科 数学
会

学習指導要領改訂の趣旨や内容について、数学的活動・
言語活動をキーワードに分析するとともに、数学科の授業を
通して生徒にはぐくむ資質や能力を見つめ直す。また、自ら
の授業実践を分析し協議することを通して、授業改善の視点
を考察する。さらに、数学的活動を重視した教材を作成するこ
とを通して、自ら授業改善を図ろうとする意欲とスキルを高め
る。

渡辺美智子(慶応大学大学院教授)
立花正男（岩手大学准教授）
北村東(岩手県立西和賀高等学校長)
山田浩和(岩手県教育委員会学校教育室指導主
事)
岩手県花巻市
金濱千明(岩手県教育委員会学校教育室指導主
事)
鈴木裕（岩手県立総合教育センター研修指導主
事）

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

教諭

高等学校教諭（数
学）

0円

25人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356766号

019-629-6121

岩手県教育委員
高等学校教科 理科
会

藤原忠雄(前岩手県立総合教育センター所長)
木村克則(岩手県教育委員会学校教育室主任指
導主事)
学習指導要領の改訂の趣旨と内容を分析するとともに、各
千葉弘一(岩手県立総合教育センター研修指導
学校の実情を踏まえた適切な教育課程の編成を考察する。
主事)
また、生徒の興味関心を高め、学習内容の定着を図る教材
高橋一成(岩手県立総合教育センター修指導主 岩手県花巻市
開発や指導法について、実験や演習を通して考察する。さら
事)
に、分野毎の講義と演習を通して、理科教師としての専門性
中村学(岩手県立総合教育センター研修指導主
を身に付ける。
事)
村上弘(岩手県立総合教育センター研修指導主
事)

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

教諭

高等学校教諭（理
科）

0円

20人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356767号

019-629-6121

岩手県教育委員
高等学校教科 英語
会

学習指導要領改訂の趣旨と内容を分析するとともに、各学
校の実情を踏まえた適切な教育課程を編成し、学習指導要
領に示された教科・科目の目標を実現するために、現代の英
語教育指導法やテスティング理論と実践などの評価法を学
び、日々の英語教育に反映できる最新の英語教育法を身に
付ける。

村野井仁(東北学院大学教授)
渡部良典(上智大学教授)
須川和紀(岩手県教育委員会学校教育室主任指
導主事)
岩手県花巻市
寒河江和広(岩手県教育委員会学校教育室指導
主事)
松本諭(岩手県立総合教育センター研修指導主
事)

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

教諭

高等学校教諭（英
語）

0円

35人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356768号

019-629-6121

岩手県教育委員
高等学校教科 保健体育
会

学習指導要領改訂の趣旨と内容を分析するとともに、各学
校の実態を踏まえた適切な教育課程の編成について考察す
る。また、指導と評価の一体化の基本的な考え方を理解する
とともに、評価規準の在り方を考察する。さらに、生徒の実践
力を高める保健学習の在り方を考察することにより、保健体
育科の授業改善の具体を把握する。

髙橋健夫(日本体育大学大学院副学長兼大学院
研究科長)
和唐正勝(宇都宮大学名誉教授)
岩手県花巻市
佐藤典夫(岩手県教育委員会スポーツ健康課指
導主事兼保健体育主事)

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

教諭

高等学校教諭（保
健体育）

0円

25人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356769号

019-629-6121

岩手県教育委員
高等学校教科 家庭
会

学習指導要領改訂の趣旨と内容を分析するとともに、各科
目の目標を実現するために、評価の基本的事項を確認した
り、演習による実際の指導法を体験したりして、日々の授業
に活かすことのできる家庭科の指導改善について考察する。
また、学校家庭クラブの指導実践を通して、生徒の実践力を
高める指導の在り方を考察する。また、県内の消費者教育の
実情と課題をもとに、消費者教育のあり方についての知見を
広げる。

渡瀬典子(岩手大学准教授)
酒井孝子(北日本医療福祉専門学校副校長)
太田優子(岩手県教育委員会学校教育室主任指
岩手県花巻市
導主事)
川地里美(岩手県立総合教育センター研修指導
主事)

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

教諭

高等学校教諭（家
庭）

0円

15人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356770号

019-629-6121

岩手県花巻市
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6時間 平成25年8月7日

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

岩手県教育委員
高等学校教科 農業
会

学習指導要領改訂の趣旨と内容を分析するとともに、各学
校の実状を踏まえた適切な教育課程の編成の在り方につい
て考察する。また、農業教育の中で大きなウエイトを占める
「プロジェクト学習法」の理論と実践力を身に付け、指導改善
の具体を把握するとともに、農業情勢の理解とより高度な農
業技術と技能を習得する。

小野剛志(岩手県立農業大学校顧問教授）
千葉泰弘（農業大学校長)
軍司悟(岩手県立水沢農業高等学校副校長)
岩手県金ケ崎
佐々木壽(東北大学非常勤講師)
町
平賀弘典（岩手県立総合教育センター研修指導
主事）

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

教諭

高等学校教諭（農
業）

0円

10人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356771号

019-629-6121

岩手県教育委員
高等学校教科 工業
会

柴田尚志(一関工業高等専門学校長)
佐々木直美(岩手県教育委員会学校教育室指導
新学習指導要領および実践的な技術・技能の指導法につ
主事)
いて理解を深めると共に、高等教育や産業界の現状を知るこ
小野寺秀樹(岩手県立総合教育センター研修指
とにより地域から期待される工業教育の在り方を学ぶ。 実
導主事)
岩手県北上市
技研修として、ＰＬＣによるシーケンス制御実習を位置付け
伊藤俊也（岩手県教育委員会月光教育室指導
る。なお、建築・土木系の教諭については３Ｄ－ＣＡＤ実習を
主事）
取り入れ、指導の向上に資する。
細川誠（岩手県立黒沢尻工業高等学校指導教
諭）

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

教諭

高等学校教諭（工
業）

0円

15人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356772号

019-629-6121

岩手県教育委員
高等学校教科 商業
会

学習指導要領改訂の趣旨と内容を分析するとともに、各学
校の実状と生徒の実態および産業社会の進展を考慮して、
実習を取り入れながら実践的な商業教育の在り方を考察す
る。また、学習指導要領の各科目の目標や内容に応じた指
導の在り方について考察し、授業改善に資する。

千葉尚(岩手県立宮古商業高等学校副校長)
鈴木智香(岩手県教育委員会学校教育室主任指
導主事)
渋谷正行(東北工業大学非常勤講師)
岩手県花巻市
多田拓章（岩手県立総合教育センター研修指導
主事）
及川拓也（千葉商科大学准教授）

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

教諭

高等学校教諭（商
業）

0円

15人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356773号

019-629-6121

岩手県教育委員
特別支援学校 教科外
会

インクルージョンを視野に入れたこれからの特別支援教育
の中で、特別支援学校の果たす役割が問われてくることか
ら、地域のニーズを理解し支援するという視点から考察する。
また、年齢に応じて身に付けたいマネジメントに関わる基本
的事項を理解し、実際の教育活動の場における活用につい
て考察する。

及川求(岩手県立一関清明支援学校長)
鈴木長幸（岩手県立盛岡となん支援学校長）
関戸英紀(横浜国立大学教授)
森和佳子(岩手県立総合教育センター研修指導
主事)
近藤健一（岩手県教育委員会学校教育室指導
主事）

教諭

特別支援学校教
諭

0円

70人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356774号

019-629-6121

岩手県教育委員
特別支援学校 教科・領域
会

特別支援学校の教科・領域を合わせた指導の実際は学
校、学部の違いにより様々である。そこで、教科・領域を合わ
せた指導のねらいや方法について整理し、児童生徒の実態
とねらいに対応した授業づくりの在り方を、実践事例や指導
計画の研究協議等を通して考察する。

長澤正樹（新潟大学教授）
佐藤文円（岩手県立久慈拓陽支援学校副校長）
吉田昌義（帝京大学教授）
佐々木聖（岩手県立みたけ支援学校教諭兼指導 岩手県花巻市
主事）
最上一郎（岩手県立総合教育センター研修指導
主事）

12時間

平成25年8月6日～
平成25年8月7日

教諭

特別支援学校教
諭

0円

70人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356775号

019-629-6121

岩手県教育委員
養護教諭 専門
会

以下の視点について講義や演習・実技を通して養護教諭と
しての専門性を高める。①養護教諭の職務と保健室経営②
症状の的確な養護診断と医療に関する知識・技能③学校保
健推進のためのマネジメント能力、コーチング能力、プレゼン
テーション能力④健康教育推進の実践力⑤保健室来室の児
童生徒に接した際の心の健康問題と身体症状に関する知識
理解、アセスメント能力、カウンセリング能力⑥校内連携構築
のためのマネジメント能力

野津有司(筑波大学教授)
斉藤ふくみ(茨城大学准教授)
入駒一美(岩手県教育委員会スポーツ健康課主
岩手県花巻市
任指導主事兼主任保健体育主事)
高橋雅恵(岩手県立総合教育センター研修指導
主事)

18時間

平成25年7月31日～
平成25年8月2日

0円

80人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平255000356776号

019-629-6121

東北大学

「数学活用」の研究

高校の新課程に登場した「数学活用」は，実社会との関わり
を重視しつつ，パズルのように数学を楽しみ，かつ論理的思
考力を高めることをねらった画期的な科目です．面白い題材
がたくさんあるので，正規な授業でなくても，様々な機会に話
田中 一之(理学研究科教授）
題にしていただきたいのですが，いざ教えるとなると立ち位置
を定めるのが難しいように思います．本講習では，既刊の教
科書に入らなかった題材にも触れつつ，全体を展望する立場
の一つとして，数学基礎論の見方を紹介します．

東北大学

中学や高校で使用される生物の教科書には、詳しく解明され
ているにもかかわらず、未だ古い記述の部分がある。本講習
細胞・個体・種・集団レベルにおけ では、分子生物学・細胞生物学・生理学・行動学・生態学・進
る生物学
化学分野の最新の知見を解説し、教科書で不十分な内容を
補完することによって、現役教員に教科書の記述のバックグ
ラウンドとしての最新の情報を理解してもうことを目的とする。

東北大学

口は「食べる・話す・笑う」といった人間らしく生きる生活の基
本であり、人の成長に伴って大きく変化していくために、自分
を理解する最も優れた教材でもある。本研修では、生涯にわ 小関 健由（歯学研究科教授）
口を通して育む心と身体の健康管
たる児童・生徒の自己健康管理の指導・導入を目指して、口 福本 敏（歯学研究科教授）
理と保健推進
の発達と機能について解説すると共に、児童・生徒が自身か 田浦 勝彦（歯学研究科学部非常勤講師）
ら家族や友人までへ気遣う心を育てる方策を提示する。ま
た、齲蝕・歯肉炎予防に関する基本的事項を確認する。

大橋 一正（生命科学研究科准教授）
筒井 健一郎（生命科学研究科准教授）
小金澤 雅之（生命科学研究科准教授）
酒井 聡樹（生命科学研究科准教授）

岩手県花巻市

6時間 平成25年8月5日

宮城県仙台市

6時間 平成25年8月9日

宮城県仙台市

6時間 平成25年8月21日

宮城県仙台市
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12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

養護教諭 養護教諭

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21日

平251001056365号

022-795-3924

教諭

中学校・高等学校
理科教諭

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月21日

平251001056366号

022-795-3924

12,000円

36人

平成25年5月16日～
平成25年6月21日

平251001056367号

022-795-3924

教諭
養護教諭

全教諭
養護教諭

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

小・中学校・高等
教諭
学校教諭，養護
養護教諭
教諭

6,000円

36人

平成25年5月16日～
平成25年6月21日

平251001056368号

022-795-3924

学校教育へコーチングを活かす

学校教育における部活動などの場面で求められるコーチング
の実践について，教育的な支援行動のあり方としてのコーチ
ングの考え方，及び基本的な関わり技法に焦点を当てて実
習を交えながら理解を深めていく。本講習を通して，単なるコ 北村 勝朗（教育情報学研究部教授）
ミュニケーションスキルではない，教育的な意図と支援的な態
度に裏付けされた関わり行動としてのコーチングについて理
解を深め，教育現場に応用できる力を身につけることが目指
される。

宮城県仙台市

6時間 平成25年9月28日

西洋近世・近代史入門

本講義では、高等学校世界史の学習内容のうち、西洋近世・
近代を中心に、中学校歴史分野にも登場する幾つかの事項
をとり上げ、それらの事象が近年の専門的な歴史「学」研究
においてどのように議論されているか、その動向を紹介する。
田中 良英(教育学部准教授)
こうした近年の研究視角の理解を通じ、歴史研究がいわゆる
暗記学習とは異なる本質を持つ点、それらが多面的なアプ
ローチにより進められている点を改めて確認することを目的と
する。

宮城県仙台市

6時間 平成25年9月28日

風景に人の営みと歴史を読む－
地理学的景観分析のすすめ－

地域性の解明を目的とする地理学にとって、景観を単なる
「絵」としてではなく分析的に読み解くことは、基本的な研究方
法のひとつといえる。また景観の的確な理解には歴史的視点
も重要である。本講習では、身近な景観や世界的に著名な風 西城 潔(教育学部教授)
景を事例に、自然環境や人間の営み、その時代的変遷に留
意しながら、景観分析の進め方を学ぶ。講義だけではなく、
フィールドワークも含めた内容とする。

宮城県仙台市

宮城教育大学

文学の教材研究

茨木のり子の詩「わたしが一番きれいだったとき」（中・高教
材）や芥川龍之介「鼻」（中・高教材）は、適切に読まれている
のだろうか。教師用指導書の誤読を指摘する。あまんきみこ 渡辺 善雄(特任教授)
「ちいちゃんのかげおくり」（小学校教材）などの平和教材 に
ついても考察する。

仙台大学

ダンスの指導

創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダンスの実技
指導を教授します。ダンスの具体例や指導の仕方を実践し、 山梨 雅枝（体育学部助教）
問題点や改善点などを考えていく。

東北大学

宮城教育大学

宮城教育大学

東北学院大学

東北学院大学

東北学院大学

東北学院大学

東北学院大学

受講者募集期間

認定番号

電話番号

教諭

中学校社会科・高
等学校地理歴史
科教諭

6,000円

30人

平成25年6月4日～
平成25年7月5日

平251001156724号

022-214-3642

6時間 平成25年9月28日

教諭

小学校教諭、中
学校社会科・高等
学校地理歴史科
教諭

6,000円

10人

平成25年6月4日～
平成25年7月5日

平251001156725号

022-214-3642

宮城県気仙沼
市

6時間 平成25年8月24日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校国
語教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平251001156726号

022-214-3642

宮城県柴田町

6時間 平成25年9月23日

教諭

小学校教諭、中
学・高等学校の保
健体育科教諭

6,300円

20人

平成25年7月31日～
平成25年8月19日

平253003856534号

0224-55-2072

宮城県仙台市

6時間 平成25年8月21日

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月8日

平253004056239号

022-264-6397

宮城県仙台市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中・高等学校英語
科教諭

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月8日

平253004056240号

022-264-6397

宮城県仙台市

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

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月8日

平253004056241号

022-264-6397

英語講座III

中学生・高校生の英語運用能力を伸ばすための効果的な英
語指導法を実践的に検討する。前半の講義では、訳読から
脱却した4技能統合型の授業をどのように行うのが効果的な
のか第二言語習得理論を援用しながら考察する。後半は
村野井 仁 (文学部教授）
ワークショップ形式で、CLIL的活動、タスク活動の可能性を検
討しながら英語指導および英語評価の方法について考える。
音読、口頭発表などの英語実技をどのように行い、どのよう
に評価することが可能なのか、実際に音声データを処理しな
がら意見を交換する。

宮城県仙台市

6時間 平成25年8月23日

教諭

中・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8日

平253004056242号

022-264-6397

経済と政治の基本問題を考える

現代経済社会における経済と政治の基本問題を題材とし，
経済学や国際法の方法論をもとに，経済や国際法に関する アレイ ウィルソン （経済学部教授）
概念や見方・考え方を活用して現代社会をとらえること，そし 斎藤 義博 （経済学部教授）
て経済と政治の基本問題について問題の所在を明らかにし， 黒田 秀治 （法学部准教授）
今後の社会のあり方について考察することをめざす。

宮城県仙台市

6時間 平成25年8月23日

教諭

中学校社会科教
諭・高等学校公民
科・商業科教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月8日

平253004056243号

022-264-6397

子どもの心の理解と教師の健康
増進をめざして

英語講座I

英語講座II

子どもたちの心身の状態や問題行動を理解し、その改善方
法を学ぶとともに、教師のメンタルヘルスについても考える。
その方法として、不安や抑うつなどの情緒的問題や不登校、
攻撃行動といった問題行動にも有効であることが示されてい
金井 嘉宏 (教養学部准教授）
る認知行動療法を紹介する。子どもと教師の心身の健康につ
堀毛 裕子 (教養学部教授）
いて、講義をもとに各自の経験や問題について考え、DVD視
聴、ロールプレイやグループワークを通して実践力の向上を
めざす。
英語教師に求められる高度な英語運用能力、特に口頭表現
能力を伸ばすための講座。少人数のワークショップ形式で実
施し、英語教育に関するトピックに関して受講者が英語で発
クリストファー・ロング (文学部教授）
表およびディスカッションを行い、英語運用能力のさらなる伸
長を図る。講師は英語母語話者で、講習は英語で進められ
る。
講義と演習を通して、複数の技能を統合する指導の重要性を
理解し、リスニングを中心とした統合、リーディングを中心とし
た統合など、いくつかの統合型授業の形態を考察した上で、
吉村 富美子 （文学部教授）
そのような授業を実施するために有効な指導技能の習得・伸
渡部 友子 （教養学部准教授）
長を目指す。加えて、文法知識の整理統合を促す指導と、学
習者を自立させるライティング指導について考察する。
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歴史講座

中学・高校の歴史教科書の記述が現在の学界の研究水準か
らみてどのように評価され、どのような問題点があるのかを、
小沼 孝博 (文学部准教授)
日本史・アジア史・ヨーロッパ史からそれぞれ1人ずつの講師
櫻井 康人 (文学部教授)
が講義を行う。今回のテーマは、「中央ユーラシアから見直す
熊谷 公男 (文学部教授)
世界史」（小沼）、「「十字軍」概念の変遷」（櫻井）、「「任那日
本府」の教科書記述」（熊谷）の3つである。

宮城県仙台市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中学校社会科教
諭・高等学校地理
歴史科教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月8日

平253004056244号

022-264-6397

数学講座Ⅰ

定幅曲線（平行な２直線で挟んだときの幅が方向によらず一
定の曲線、円以外に沢山ある）の作り方、正多面体が5つしか
ない理由、平面を敷き詰められるタイルの形等の中学校と高 土橋 宏康 (教養学部教授）
等学校の教科書には載っていないが、中学生でも理解でき、
自由研究の題材となりうる話題を取り上げて解説する。

宮城県仙台市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中・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8日

平253004056245号

022-264-6397

東北学院大学

数学講座Ⅱ

数学の基本的な対象である「数」について取り上げる。自然
数から整数へ、更に有理数から実数への数概念の拡張は、
ユークリッド以来長い年月の中で行われたことを振り返る。そ
中川 清和 (教養学部教授）
して数計算、方程式の解法の発展が数概念の拡張と結びつ
いて進化してきたことをみる。また、現代数学に基本となる実
数論についてもふれる。

宮城県仙台市

6時間 平成25年8月23日

教諭

中・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8日

平253004056246号

022-264-6397

東北学院大学

今日、社会では数多くの変化がさまざまな形で発生している
が、これらにうまく対応するために「生きる力」や「社会人基礎
力」が必要であるといわれる。「生きる力」や「社会人基礎力」
課題解決技法の商業教育への応
と深く関係していると考えられる（集団的）問題解決能力を育 吉川 清 (経済学部非常勤講師)
用
成するために、課題解決技法としての集団発想法に焦点をあ
て、実践的演習を通してその方法を習得するとともに、商業
教育への応用についても考えることを目的とする。

宮城県仙台市

6時間 平成25年8月22日

教諭

高等学校商業科
教諭

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月8日

平253004056247号

022-264-6397

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月8日

平253004056248号

022-264-6397

東北学院大学

東北学院大学

「民主的な市民」を育てる社会系
教科授業開発論

学習指導要領の社会系教科においては、「試案」であった当
初から、一貫して「公民的資質」を育成することが目標として
掲げられ続けている。本講義では、次代の日本社会ひいては
国際社会を担う生徒たちを、民主的な公民・市民へと育成す
るための中学校社会科、高等学校地歴・公民科の授業とは
坪田 益美 (教養学部講師）
どのようなものか、重要なことは何かといったことについて、
改めて考える機会を持つことを目的とする。本講義では、具
体的な授業実践の体験を通して、あるいはそれらの授業実
践の意義ならびに課題の検討等を通して、その目的を達成す
る。

宮城県仙台市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校社会科教
諭 高等学校地
理歴史科・公民科
教諭

教育の情報化と授業デザイン

プロジェクタ、実物投影機、電子黒板、学習者用のタブレット
端末等、教室の学習環境は大きく変化している。同時に、新
学習指導要領では知識基盤型社会に向けた情報活用能力
の育成や、情報モラルの指導が求められるようになった。本
稲垣 忠 (教養学部准教授）
講座では、さまざまなICT機器を教科指導に活用し、どのよう
な授業をつくることが、効果的な授業の実施、情報活用能力
の育成につながるのかを、機器の操作、指導案作成等を含
めた実習形式で学習する。

宮城県仙台市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月8日

平253004056249号

022-264-6397

東北学院大学

地理講座

講義（2時間）においては，地理学および地域の新動向を紹
介し，中学校・高校の地理の教材づくりへの役立て方につい
て考える。 実習（4時間）においては，描画ソフトとGISソフト 岩動 志乃夫 (教養学部教授）
を紹介して防災マップづくりの実習を行い，地理や関連科目 宮城 豊彦
(教養学部教授）
における教材づくりの技法として身につけることができるよう
にする。

宮城県仙台市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校社会科教
諭・高校学校地理
歴史科教諭

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月8日

平253004056250号

022-264-6397

東北学院大学

本講習は教科「理科」の物理（中学校では「科学」の物理
系）を主体としたものである。生徒たちが理科を学習する動機
付けや関心を高めるための話題提供として、近年の応用物 星 善元 (工学部教授）
理科の授業活性化のための実践
理学の成果について解説（講義）するとともに、生徒たちに提 鈴木 仁志（工学部准教授）
演習（物理系）
供可能な光（三原色・紫外線・赤外線・速さ・回折など）に関す 女川 淳（工学部教授）
る実験を実践することによって、中等教育の教科「理科」にお
ける物理系授業の活性化に寄与することを目的とする。

宮城県多賀城
市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中・高等学校理科
教諭

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月8日

平253004056251号

022-264-6397

東北学院大学

本講習は教科「理科」の化学を主体としたもので、近年水環
境（水処理）分野でよく使われている化学的手法について講
韓 連熙 (工学部准教授)
理科の授業活性化のための実践
義すると共に、電気分解による水素ガスの発生や酸化還元
演習(化学系）
滴定実験を実施することで、中等教育の教科「理科」における 中谷 聡子(工学部講師)
化学系授業の活性化に寄与することを目的とする。

宮城県多賀城
市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中･高等学校理科
教諭

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月8日

平253004056252号

022-264-6397

東北学院大学

本講習は、教科「理科」の生物分野を主体としたもので、現代
において生物学を学ぶ上でその理解が非常に重要となった
理科の授業活性化のための実践 DNAについて解説（講義）するとともに、DNAを用いた実験、 宮内 啓介 (工学部教授）
演習（生物系）
および細胞の観察実験を実践することによって、中等教育の 郷右近 勝夫（非常勤講師）
教科「理科」における生物系授業の活性化に寄与することを
目的とする。

宮城県多賀城
市

6時間 平成25年8月23日

教諭

中・高等学校理科
教諭

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月8日

平253004056253号

022-264-6397

東北学院大学

東北学院大学
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東北学院大学

本講習は工業の機械系を主体としたもので、学習指導要領
における科目の機械工作、機械設計および電子機械に関す
る内容となっている。各科目における内容は、機械加工およ
斎藤 修（工学部教授）
工業の授業活性化のための機械 び生産の自動化、材料の強さ、そしてロボットであり、それぞ
遠藤 春男（工学部教授）
系技術の解説
れに関連した新技術の紹介を含めた講義を行い、さらに機械
梶川 伸哉（工学部教授）
工作に関する実験として「MCによる切削実験」を行い、工業
高校における授業の活性化に寄与することを目的とした構成
となっている。

宮城県多賀城
市

12時間

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

教諭

高等学校工業科
教諭

12,000円

10人

平成25年5月16日～
平成25年6月8日

平253004056254号

022-264-6397

東北学院大学

本講習は工業の電気系を主体としたもので、学習指導要領
における科目の電気機器、マルチメディア応用および電子技
術に関する内容となっている。各科目における内容は、交流
石川 和己（工学部教授）
工業の授業活性化のための電気 機器、ディジタル化技術、そして電子計測の基礎であり、それ
吉川 英機（工学部准教授）
系技術の解説
ぞれに関連した新技術の紹介を含めた講義を行い、さらに実
加藤 和夫（工学部准教授）
験として「ディジタル符号化に関する実習」を行い、工業高校
における授業の活性化に寄与することを目的とした構成と
なっている。

宮城県多賀城
市

12時間

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

教諭

高等学校工業科
教諭

12,000円

10人

平成25年5月16日～
平成25年6月8日

平253004056255号

022-264-6397

東北学院大学

本講習は工業の土木系を主体としたもので、学習指導要領
における科目の環境工学基礎および土木基礎力学に関する
内容となっている。各内容は、環境工学の基礎、土木構造力
工業の授業活性化のための土木 学の基礎、そして地震・地盤工学の基礎であり、それぞれに
系技術の解説
関連した新技術の紹介を含めた講義を行い、さらに実験とし
て「地震時に発生する地盤災害（液状化）に関する実験」を行
い、工業高校における授業の活性化に寄与することを目的と
した構成となっている。

宮城県多賀城
市

12時間

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

教諭

高等学校工業科
教諭

12,000円

10人

平成25年5月16日～
平成25年6月8日

平253004056256号

022-264-6397

最新の組込みシステム（マイクロ
コンピュータ）

組込みシステムとは、各種の機器や機械に組込まれて、その
制御を行うコンピュータシステムの総称であり、ユビキタス・モ
バイル情報社会では必須技術である。本講習では、組込み
システムを構成するマイコン、メモリ等のハードウェアと、ＯＳ・
丸山 次人（工学部教授）
ミドルウェア等のソフトウェアについて学び、応用例としてロ
藤田 豊己（工学部准教授）
ボットの制御システムなどをとりあげながら、マイクロコン
水野 文雄（工学部講師）
ピュータの最新技術について解説する。
※平成25年7月9日～平成25年8月8日迄の間にインターネッ
トを使用した学習を行い平成25年8月9日は対面授業及び試
験を行う。

宮城県仙台市

6時間

平成25年7月9日～
平成25年8月9日

教諭

高等学校工業教
諭向け

6,700円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253004156620号

022-305-3700

災害に備えるまちづくり

災害に対する備えと対処の観点から、地震による地盤災害の
メカニズムを地盤の成り立ちから解説する。次に「東北地方
太平洋沖地震」が交通に及ぼした影響の分析とその評価、対
策等について考える。また、災害を最小化するための技術と
村井 貞規（工学部教授）
合わせて防災教育等の社会的な対処も重要であり、災害に
千葉 則行（工学部教授）
対する社会的対処法の必要性を、災害時の人間心理に焦点
菊池 輝（工学部准教授）
をあてて解説する。
※平成25年7月9日～平成25年8月8日迄の間にインターネッ
トを使用した学習を行い平成25年8月9日は対面授業及び試
験を行う。

宮城県仙台市

6時間

平成25年7月9日～
平成25年8月9日

教諭

高等学校工業教
諭向け

6,700円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253004156621号

022-305-3700

東北工業大学

安全で安心な地域づくり

東日本大震災後の東北における安全で安心な地域づくりに
ついて３つの観点から講義する。防災教育という観点から共
助・公助の視点を学び生徒が安全な地域づくりに参画するた
めの資料を提供する。１）震災以前の東北：東北の農山漁村
福留 邦洋（ライフデザイン学部准教授）
生活空間史２）阪神・淡路大震災、新潟県中越地震との比
大沼 正寛（ライフデザイン学部准教授）
較：被害状況と復興の取り組み３）復興計画とその後のまち
小杉 学（ライフデザイン学部准教授 ）
づくり：東日本大震災における災害公営住宅計画とその課題
※平成25年7月9日～平成25年8月8日迄の間にインターネッ
トを使用した学習を行い平成25年8月9日は対面授業及び試
験を行う。

宮城県仙台市

6時間

平成25年7月9日～
平成25年8月9日

教諭

高等学校教諭向
け

6,700円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253004156622号

022-305-3700

東京未来大学

①障害及び発達障害の概念を整理し，各発達障害の診断基
準，心理学的特徴，それらに配慮した保育や教育の在り方に
関して，保護者の思いや実際の指導例なども交えながら，具
発達障害及び言語障害の理解と 体的に概説する。②軽度発達障害あるいは言語障害を抱え 府川昭世（こども心理学部教授）
支援
た子どもへの支援について考察する。いずれも、事例をもと 小谷博子（こども心理学部准教授）
に対応策のヒントを提案したい。言語障害については「言語と
は何か」の基礎知識をもとに音声言語コミュニケーション障害
について概説する。

宮城県
仙台市
宮城野区

6時間 平成25年8月5日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

18人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253021656187号

03-5813-2530

宮城県
仙台市
宮城野区

6時間 平成25年8月6日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

18人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253021656195号

03-5813-2530

東北工業大学

東北工業大学

東京未来大学

不登校及び子どもの理解と対応

李 相勲（工学部准教授）
遠藤 銀朗（工学部教授）
吉田 望（工学部教授）
飛田 善雄（工学部教授）

①不登校の実態，不登校の子どもや親の心理に関する理解
を深める。そのうえで，学校への不適応を未然に防ぐ予防的
介入として，1次予防，2次予防，3次予防の具体例について
学習する。②臨床心理学的な観点から、子どもへのカウンセ 藤後悦子（こども心理学部准教授）
リング的対応について解説を行う。具体的には、子どもの心 山極 和佳（モチベーション行動科学部准教授）
の理解とカウンセリング的な関わりの方法、及びそれらにお
ける教師の自己理解と専門機関との連携の必要性を取り上
げる。
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平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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時々刻々と変化する非行少年に対応した生徒指導の在り
方や、関係機関の積極的活用について理解することを目的と
し、とりわけ、非行の進度の把握について非行性という概念 出口保行（こども心理学部教授）
非行及び家族問題の理解と対応
を学習することをポイントとする。②精神医学的な観点から、 春日武彦（こども心理学部非常勤講師）
問題を抱えた子どもや親等に対する理解と対応の解説を行
い、家族問題とモンスターペアレントについて考える。

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

宮城県
仙台市
宮城野区

6時間 平成25年8月4日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

18人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253021656206号

03-5813-2530

現在の子どもたちをめぐる問題
〜発達障害と虐待への対応〜

現在，子どもたちをめぐる問題は複雑さと多様さを増してきて
いる。教育の現場でも，発達障害を持つ子どもたちに対する
支援の充実が求められる一方，支援ニーズの見極めが難し
いケースに直面することが多くなってきていると考えられる。 渡辺千歳（こども心理学部教授）
また子どもたちの虐待問題は後を絶たず，教師が虐待に最 竹内貞一（こども心理学部准教授）
初に気づくケースが多いのも実情である。そこで，当講習で
は発達障害や虐待の事例から，その具体的な対応方法など
を考えていきたい。

宮城県
仙台市
宮城野区

6時間 平成25年8月9日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

18人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253021656216号

03-5813-2530

東京未来大学

思春期の生徒のメンタルヘルス

①思春期から青年期における発達課題と自己形成について
臨床発達心理学の立場から概観する。また、現代社会にお
ける家族や社会との関わりの中で、思春期の生徒たちのここ
高橋一公（モチベーション行動科学部教授）
ろのあり方について学習する。②臨床心理学的な観点から，
平部正樹（こども心理学部講師）
思春期の子どもたちに生じやすい心の葛藤やつまずきにつ
いて概説する。また，事例をもとに個別的な支援が必要な生
徒への対応やカウンセリング的関わりについて学習する。

宮城県
仙台市
宮城野区

6時間 平成25年8月8日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

18人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253021656224号

03-5813-2530

東京未来大学

モチベーションの理解を通じて、学ぶ意欲、働く意欲を考え
る。さらに、学校現場での日頃のコミュニケーション（教員-生
教育現場におけるモチベーショ
徒、教員-保護者、教員間）について、社会心理学、組織心理
ン・対人コミュニケーションの理解
学の視点から、振り返りの手がかりを得る。理論と実習を通じ
と促進
て、モチベーションの促進と円滑な対人コミュニケーションの
形成に役立つスキルについて学ぶ。

宮城県
仙台市
宮城野区

6時間 平成25年8月10日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

18人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253021656229号

03-5813-2530

東京未来大学

東京未来大学

角山剛（モチベーション行動科学部教授（学部
長）、モチベーション研究所所長）
磯友輝子（モチベーション行動科学部准教授）
日向野智子（こども心理学部非常勤講師）

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

当講習は、幼稚園教諭を対象に実施する講習であり、幼稚園
教育内容を深めること並びに保育現場での質を高めることを 岩崎 基次（盛岡大学短期大学部幼児教育科
目的とし、幼児が主体的に取り組めるような環境構成と指導 助教）
について、演習を交え学ぶこととしている。

山形県山形市

6時間 平成25年7月28日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成25年6月1日～
平成25年6月10日

平258134056166号

03-3237-1957

福島大学

新学習指導要領を踏まえながら、小学校国語科における授
業づくりの在り方についての考察を深める。とくに、「読むこ
と」「書くこと」の領域を主として、教科書教材の取扱いの具体 佐藤光男（人間発達文化学類非常勤講師）
的な方法等について、教育現場の実践例を取り入れながら
検討していきたい。

福島県福島市

6時間 平成25年8月19日

教諭

小学校教員

6,000円

80人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251001456661号

024-548-8412

教諭

幼稚園教諭

18,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253504156612号

024-553-3221

平251001656143号

029-853-2096

国語セミナー（小学校教諭向け）

田上貞一郎(保育科第一部教授)
佐藤敦子(保育科第一部教授)
山田英明(保育科第一部教授)
石田敏和(保育科第一部准教授)
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 酒井 創(保育科第一部准教授)
い講習を開設する。
鈴木美樹(保育科第一部講師)
幼児に対する教科指導等必要な課題について｢子どもの心理 藤村透子(保育科第一部講師)
福島学院大学短 福島学院大学教員免許状更新講 的発達について｣｢絵本の魅力を再確認しよう｣等講義系7科 中野明子(保育科第一部講師)
期大学部
習〔選択領域〕
目から6科目9時間、および｢ボール遊びで運動能力アップ｣｢ 玄永牧子(客員講師)
保育者のためのコンピュータ講座｣等実技系8科目から4科目 酒井昌之(保育科第二部講師)
9時間を選択するほか1時間の試験を実施する。講習のほと 板垣健太郎(福島学院大学福祉学部教授)
んどを認定課程担当の教授、准教授、講師が担当する。
桃井真帆(福島学院大学福祉学部講師)
佐藤菊子(福島学院大学福祉学部講師)
須田 誠(福島学院大学福祉学部講師)
木村信綱(情報ビジネス科助教)

筑波大学

流通経済大学

放射線・放射能の基礎、放射線の生体影響、放射線の測定
技術などについて、講義を通して学び、さらに、各種放射線測
気になる放射線のこと～放射線の 定器による環境放射能や食品中放射能の測定実習を通し
基礎と測定～
て、測定原理や測定値の意味を理解します。また、学校現場
における在学生の放射線に係る健康管理、環境衛生の上で
留意すべき点についても考えていきます。

教育実践上の考え方と技法

教員が生徒の教育指導の課題を的確に認識・把握し、それら
の課題を指導する上での考え方と技法を身につけて、豊かな
教員生活を営むことをねらいとします。講習内容は、学校教
育全般を通して必要な新聞の読み方や、日本語表現、グ
ループ・ワーク、コミュニケーション能力、教育相談、キャリア
教育、指導者に求められる救急救命と生命倫理、福祉マイン
ドと実践です。

福島県福島市

松本 宏(生命環境系教授、アイソトープ総合セン
ター長)
末木 啓介(数理物質系、アイソトープ総合セン
茨城県つくば市
ター准教授)
古川 純(生命環境系、アイソトープ総合センター
助教)

福ヶ迫善彦（愛知教育大学創造科学系准教授）
前田聡（法学部准教授）
柴田 一浩(スポーツ健康科学部准教授）
井垣竹晴（東京女学館大学国際教養学部准教
授）
和田 律子（法学部教授）
田簑 健太郎（スポ－ツ健康科学部准教授）
松田 哲（スポ－ツ健康科学部教授）
佐藤 尚人（社会学部教授）
坂野喜隆（法学部准教授）
髙橋 伸子（社会学部講師）
稲垣裕美（スポーツ健康科学部准教授）
村田 典子（社会学部教授）

茨城県龍ケ崎
市
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19時間

平成25年8月5日～
平成25年8月7日

6時間 平成25年7月28日

18時間

平成25年8月5日～
平成25年8月7日

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学校
養護教諭
教諭、養護教諭

教諭

中学校、高等学
校教員

6,000円

18,000円

平成25年5月17日～平
40人
成25年6月24日

80人

平成25年6月1日～
平成25年6月8日

平253006356114号

0297-60-1155

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

茨城県教育委員
生徒指導
会

10年経験者研修の講座該当者のうち免許状更新講習受講
対象者に対して，広い視野から生徒指導の諸問題について
認識を深め，生徒指導の実践的指導力の向上を図ることを
ねらいとする。講義と演習を通して，小学校教員が生徒指導
を推進していく上で必要な法規等や保護者との連携，さらに
開発的・予防的な生徒指導の実践方法などを学ぶ。

玉井
水内
小松
高野
事）

康浩（茨城県教育研修センター指導主事）
幸惠（茨城県教育研修センター指導主事）
智樹（茨城県教育研修センター指導主事） 茨城県笠間市
香保里（茨城県教育研修センター指導主

茨城県教育委員
生徒指導
会

10年経験者研修の講座該当者のうち免許状更新講習受講
対象者に対して，広い視野から生徒指導の諸問題について
認識を深め，生徒指導の実践的指導力の向上を図ることを
ねらいとする。講義と演習を通して，中学校教員が生徒指導
を推進していく上で必要な法規等や保護者との連携，さらに
開発的・予防的な生徒指導の実践方法などを学ぶ。

玉井
渡邊
水内
小松
高野
事）

康浩（茨城県教育研修センター指導主事）
政美（茨城県教育研修センター指導主事）
幸惠（茨城県教育研修センター指導主事）
茨城県笠間市
智樹（茨城県教育研修センター指導主事）
香保里（茨城県教育研修センター指導主

茨城県教育委員
養護教諭による生徒指導
会

10年経験者研修の講座該当者のうち免許状更新講習受講
対象者に対して，生徒指導上の今日的な課題に関する研修
を行い，実践的指導力の向上を図ることをねらいとする。講
義と研究協議を通して，養護教諭の職務の特質や保健室の
機能を生かした心身の観察，問題行動の背景の分析，さらに
解決のための支援などを学ぶ。

守屋
大谷
奥岡
豊田

英子（国立大学法人茨城大学教授）
尚子（聖母大学教授）
茨城県笠間市
智博（茨城県教育研修センター指導主事）
敬慈（茨城県教育研修センター指導主事）

茨城県教育委員
生徒指導
会

10年経験者研修の講座該当者のうち免許状更新講習受講
対象者に対して，広い視野から生徒指導の諸問題について
認識を深め，生徒指導の実践的指導力の向上を図ることを
ねらいとする。講義と演習を通して，高等学校教員が生徒指
導を推進していく上で必要な法規等や保護者との連携，さら
に開発的・予防的な生徒指導の実践方法などを学ぶ。

玉井
渡邊
小松
高野
事）

康浩（茨城県教育研修センター指導主事）
政美（茨城県教育研修センター指導主事）
智樹（茨城県教育研修センター指導主事） 茨城県笠間市
香保里（茨城県教育研修センター指導主

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

6時間 平成25年6月26日

教諭

10年経験者研修
を受講する小学
校教諭

0円

16人

平成25年5月16日～
平成25年5月30日

平255000856627号

029-301-5274

6時間 平成25年6月28日

教諭

10年経験者研修
を受講する中学
校教諭

0円

13人

平成25年5月16日～
平成25年5月30日

平255000856628号

029-301-5274

10年経験者研修
養護教諭 を受講する養護
教諭

0円

6人

平成25年5月16日～
平成25年5月30日

平255000856629号

029-301-5274

6時間 平成25年7月10日

6時間 平成25年7月24日

教諭

10年経験者研修
を受講する高等
学校教諭

0円

14人

平成25年5月16日～
平成25年5月30日

平255000856630号

029-301-5274

茨城県教育委員
生徒指導
会

10年経験者研修の講座該当者のうち免許状更新講習受講
対象者に対して，生徒指導上の今日的な課題に関する研修
を行い，実践的指導力の向上を図ることをねらいとする。講 水内 幸惠（茨城県教育研修センター指導主事）
義や研究協議等を通して，特別支援学校教員が生徒指導を 大木 勉（茨城県教育研修センター指導主事）
茨城県笠間市
推進していく上で必要な教育相談の視点を踏まえた保護者と 藤森 幸子（茨城県教育研修センター指導主事）
の連携や，児童生徒の特性に応じた個別の対応と支援の実
際などを学ぶ。

6時間 平成25年8月27日

教諭

10年経験者研修
を受講する特別
支援学校教諭

0円

4人

平成25年5月16日～
平成25年5月30日

平255000856631号

029-301-5274

足利工業大学

学校のメンタルヘルスを考える

学校におけるメンタルヘルスの問題が近年注目されている。
本講座では「児童生徒」「保護者」「教職員」に分けて、そのメ
ンタルヘルスについて考えていきたい。特に児童生徒のメン
タルヘルスについては、不登校、発達障害、非行、家族の問 森 慶輔（准教授）
題など児童生徒の事例を数人から募集し、どのような見立て
ができ、どのような対応が必要なのかを参加者と考えていき
たい。

6時間 平成25年8月19日

教諭

小学校・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5月31日

平253006456437号

0284-62-0950

足利工業大学

自然エネルギー利用に関する項目は理科、社会、（科学）、技
術などで取り扱われているが、体系的な学習には核となる教
員の総合的な知識、そして教科の枠を越えた連携の優れた
指導能力が望まれる。また学習の効果を高めるための教材
教材開発を通した自然エネルギー
中條 祐一（教授）
も、使用方法の深い理解や、使用順序の適確な把握、更に
教育
西沢 良史（助教）
は学習段階に見合った臨機応変な改良の技術さえ必要とさ
れる。本講習では主に「太陽エネルギー利用」や「風力エネル
ギー利用」を題材とした授業展開事例や教材開発事例を中
心に講義および実習を行なう。

教諭

小学校・中学校
（理科）、高等学
校（理科・工業）教
諭

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253006456438号

0284-62-0950

足利工業大学

データの収集と解析

データの収集・解析を通して、実験データの整理・事実を表現
するデータから、現実を把握し、判断能力を養うためのデータ
解析の基礎的部分の学習をおこなう。 不確定な現象を表現 塚越 清（准教授）
する確率分布の理解と不確定な現象から収集されたデータ
の解析を通して、集団の規則性の探究をしていく。

栃木県足利市

6時間 平成25年8月20日

教諭

中学（社会・数学・
理科・技術）、高
等学校（地理歴
史・数学・理科・工
業・情報）

6,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253006456439号

0284-62-0950

電気電子部品の現状と将来

現代社会に生きる私たちの身の回りには多くの電気製品が
あるが、それら製品には最先端の技術を駆使して作られた電
気電子部品が多用されている。本講習では、それら部品の基
荘司 和男（教授）
礎について講義を行う。そして最後に、部品の代表例として
圧電セラミックスの作製法とその特性について、簡単な実験
を通して理解を深める。

栃木県足利市

6時間 平成25年8月20日

教諭

中学校（理科・技
術）、高等学校
（理科・工業）教諭

6,000円

10人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253006456440号

0284-62-0950

建築分野での地震被害と防災

兵庫県南部地震や東北地方太平洋沖地震を始めとする大地
震によって受けた、住宅や鉄筋コンクリート造等の建築物の
被害を写真や動画を用いて紹介し、その原因を探ってゆく。
また、被害への対策についてコンピュータシミュレーション等
を通して考察し、防災についての理解を深める。

栃木県足利市

6時間 平成25年8月20日

教諭

高等学校（理科・
工業科）教諭

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253006456441号

0284-62-0950

足利工業大学

足利工業大学

新藤
和田
尾内
仁田
刑部

忠徳（教授）
昇三（教授）
俊夫（准教授）
佳宏（准教授）
徹（講師）

栃木県足利市

栃木県足利市
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6時間 平成25年8月20日

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

足利工業大学

17世紀、ニュートンにより「運動」および「万有引力」の法則が
発見された。これにより天動説が否定され、地動説が正しい
と認識されるに至った。本講習では我々になじみの深い「万
万有引力と運動：実験による考察 有引力」である（古典力学的）重力による落下運動および振 高橋 大輔（講師）
動運動を実験的に検証することで、「運動学」および「万有引
力」に対する理解を深める。講義では数人のグループに分か
れ、簡単な実験装置を作成し実験を行う。

栃木県足利市

6時間 平成25年8月21日

足利工業大学

生徒や学生のメンタルヘルスが叫ばれて久しいが、特に生活
リズムの乱れが行動や情動に与える影響に注目が集まって
いる。若年者の睡眠覚醒リズムの特徴を紹介し、近年の社会 小林 敏孝（教授）
環境の変化に伴って起こっている睡眠時間の短縮化や就寝 萬代 宰（教授）
時刻の遅延化などが子どもたちの情動や学力にもたらす影
響について考察したい。

栃木県足利市

國學院大學栃木
伝統文化（絵巻と墨絵）
短期大学

伝統的絵画である絵巻について、源氏物語絵巻、信貴山縁
起、鳥獣人物戯画により、基本的知識を得、鳥獣人物戯画の
一部分を伝統的手法で模写し、色紙にはりこむ。俵屋宗達の
杉浦 左知(人間教育学科教授）
墨絵からも技法を知り、短冊に墨絵を描き、短冊掛を作り、飾
ることで、伝統文化を、幼児・児童の学習にとり入れる手がか
りを考える。

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

教諭

小学校、中学校
（数学・理科・技
術）、高等学校
（数学・理科･工
業・情報）教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253006456442号

0284-62-0950

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5月16日～
平成25年5月31日

平253006456443号

0284-62-0950

栃木県栃木市

6時間 平成25年7月30日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月30日

平253504956131号

0282-24-7914

國學院大學栃木
幼稚園教育の基本と最新事情
短期大学

社会の急速な変動の中で、今日の幼児の育ちも変化してい
ると言われている。21年度からの教育要領の改訂に充分考
慮しながら、主に保育内容（人間関係、健康、言葉、表現等）
栗原 和子(人間教育学科教授）
の領域から、実践を中心に幼児とのかかわりで求められる課
題について受講される側と共に論じ合いや、実技等を通し
て、受講生は、自己の資質の向上を高める。

栃木県栃木市

6時間 平成25年7月31日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月30日

平253504956132号

0282-24-7914

國學院大學栃木
歌唱指導法と音楽づくり
短期大学

歌唱と音楽づくりの二つの分野を中心として講習を行う。声楽
分野では、①読譜の為の簡単な音楽的知識の確認 ②発声
法の実践的指導と歌唱の実技指導 ③芸術的歌曲等（日
小川 裕二(人間教育学科教授）
本、外国）にふれる。音楽づくりでは、新指導要領を踏まえ
早川 冨美子(人間教育学科教授）
て、特に身体や身近な素材を活用した音楽づくりについて実
践を通しながら、指導法を考えていきたい。

栃木県栃木市

6時間 平成25年8月1日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月30日

平253504956133号

0282-24-7914

子どもが意欲的に学習に取り組み、確かな学力を身につけて
いくためには、子どもが追究する価値を見出すことができる教
國學院大學栃木 教材開発と授業作りについて（社
田中 力(人間教育学科教授）
材の開発が重要である。今回の指導要領改訂の趣旨を生か
短期大学
会・理科）
大西 秀彦(人間教育学科教授）
した教材の開発とともに、それを授業にどの様に生かすべき
なのかを社会科・理科の立場から考えていく。

栃木県栃木市

6時間 平成25年8月2日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月30日

平253504956134号

0282-24-7914

食は命の基本である。我々日本人は、国内で作られた米・大
豆・野菜や魚・昆布などを長年食べ続けてきた。体もそれに
合った体になっている。食料自給率が減り、若者は洋食を好
國學院大學栃木 日本人に合った食とその安全を考
むので、今後が危うい。そこで、①生物におけるヒトの進化と 北村 奉正(人間教育学科教授)
短期大学
える
退化を考え、②日本人には和食が良いことを認識し、さらに、
③加工食品に使われている保存料（ソルビン酸）の検出実験
をし、④食の安全と食品添加物（含む放射性物質）を考える。

栃木県栃木市

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

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月30日

平253504956135号

0282-24-7914

特別な教育的支援を必要とする子どもをめぐる諸問題を中心
に、子どものニーズに応じた支援のあり方を考える。具体的
には、応用行動分析に基づいた支援への方法論を背景に、
石川 昌紀(人間教育学科講師）
教育･保育実践への適用を習得する。発達支援に関する包括
的な知見を得ることから、主な受講対象者である幼稚園･小
学校教諭、養護教諭の実践力向上を図る。

栃木県栃木市

6時間 平成25年7月31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16日～
平成25年5月30日

平253504956136号

0282-24-7914

健康は、日常生活によって構築される。しかし、近年では子ど
もでも家にこもりがちな生活習慣に因る運動不足と過食が子
どものメタボを惹起している。さらに親をはじめ、人間関係の
國學院大學栃木 子どもの生活習慣と健康（からだ 持ち方が適切にできない子どもも多く、問題行動も顕著化し
石山 育朗（日本文化学科教授)
短期大学
と心）
ている。ここでは、子どもの身体の問題点とその改善を運動
生理学的観点から、また問題行動を起こす子どもの心の奥に
ある感情や概念についても、養護教諭だけでなく教科教員と
共に考えたい。

栃木県栃木市

6時間 平成25年8月1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16日～
平成25年5月30日

平253504956137号

0282-24-7914

國學院大學栃木
子どもの社会性を育てる
短期大学

子どもは学校･家庭生活の中で社会性が円滑に営めるような
知識や技術を習得していく。しかし、いま、子どもたちは人と
の関係の中で、自分の気持ちや感情を素直に表現できず、ト 小川 浩子(人間教育学科教授)
ラブルを起こしてしまう。そのためには、人との相互関係(社会
性)について理解が必要とされる。

栃木県栃木市

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

100人

平成25年5月16日～
平成25年5月30日

平253504956138号

0282-24-7914

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園教育内容を深める
教育研究機構

前半部・後半部の２部構成をとる。前半部は、近年の幼児教
育界（研究・政策）の動向を踏まえながら、「幼稚園教育要
畠山 大（作新学院大学女子短期大学部専任
領」等の現在の幼児教育を支える基本的原則を概説する。後
栃木県宇都宮
講師、宇都宮大学教育学部、近畿大学豊岡短期
半部は、「幼保小連携」の問題を事例としながら、子どもの
市
大学通信教育部こども学科非常勤講師）
「学びの連続性」を確保する上で求められる幼児教育固有の
意義と課題を概説する。

6,000円

50人

平成25年6月1日～
平成25年6月20日

平258134056167号

03-3237-1957

子供の睡眠：特徴と課題

國學院大學栃木
発達支援の理論と実践
短期大学
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6時間 平成25年7月25日

教諭

幼稚園教諭

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

どの子にとっても落ち着いて生活し、学習できる環境を整え、
一人一人の大切さを認め合える温かい学級をつくることが学
共愛学園前橋国 温かい学級経営に基づいた授業 習の土台となると考えます。子どもたちにとって充実した学習
際大学
づくり講座
が成り立つような学級をつくる力とともに、子どもの活動を中
心とした授業づくりの技術を高めていただくための内容を考え
ております。

担当講師

講習の開催地

佐藤 和彦（群馬県教育委員会中部教育事務所
指導主事）
狩野 大樹（群馬県教育委員会中部教育事務所
指導主事）
群馬県前橋市
田村 友子（群馬県教育委員会中部教育事務所
指導主事）
田村 由香利（群馬県教育委員会中部教育事務
所指導主事）

共愛学園前橋国
小学校外国語活動指導法
際大学

小学校英語教育の必修化に伴い、その効果的指導法を学
ぶ。全１２時間の講座内容として、①概論・教材研究・カリキュ
ラム （６時間）②教案づくり・指導法・演習、および実技考査
井熊 ひとみ（国際社会学部非常勤講師）
（６時間）の計１２時間の講習とする。小学校英語活動におけ
る必要で、かつ効果的な知識とスキルを学び、実践に役立つ
指導法の獲得を目指す。

共愛学園前橋国
「住むこと」を見つめる
際大学

東日本大震災をきっかけに、地域のきずなが見直されていま
す。それは、地域に住んでいることへの関心が薄れていたこ
とを示しているともいえます。そこで、講座の前半では『みつ
わちょうにいきたいな』という地域絵本を教材として、「住むこ 後藤 さゆり（国際社会学部教授）
と」を見つめ直します。後半では、前半で考察したした視点を
用いて、小・中・高の家庭科の授業案や、総合的な学習の時
間の展開を考案します。

国語科における「方言と共通語」の学習と図画工作の学習と
を融合した『方言かるたづくり』を行います。
前半では、方言学の基礎および群馬県方言の概要を学び、
方言かるたの読み札を考案します。
共愛学園前橋国 国語教育と美術・図画工作教育の
佐藤 高司（国際社会学部教授）
後半では、読み札にあった情景を思い浮かべ、アイデアス
際大学
融合「方言かるた作りを通して」
本多 正直（国際社会学部教授）
ケッチをもとに、絵札の制作（Ａ４版）を行います。地域絵本を
教材として、「住むこと」を見つめ直します。後半では、前半で
考察したした視点を用いて、小・中・高の家庭科の授業案や、
総合的な学習の時間の展開を考案します。

群馬県前橋市

群馬県前橋市

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

6時間 平成25年7月25日

教諭
小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253007356413号

027-266-7575

教諭

小学校教諭もしく
は中学英語教諭

12,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253007356414号

027-266-7575

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

平成25年5月16日～
30人
平成25年7月10日

平253007356415号

027-266-7575

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253007356416号

027-266-7575

12時間

平成25年7月30日～
平成25年7月31日

6時間 平成25年8月1日

受講者募集期間

認定番号

電話番号

群馬県前橋市

6時間 平成25年8月2日

教諭

国語、図画工作、
美術、総合的な学
習等にかかわる
小・中学校教諭

群馬県前橋市

6時間 平成25年8月5日

教諭

中学社会科・高等
学校地歴科教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253007356417号

027-266-7575

群馬県前橋市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253007356418号

027-266-7575

群馬県前橋市

6時間 平成25年8月9日

教諭

全教諭

6,000円

65人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253007356419号

027-266-7575

東京福祉大学

国際社会で活躍できる日本人を育成するため、英語教育現
場でできることを考察するのが本講習の狙いである。具体的
には、まず、国際社会で求められる英語のニーズ分析を行
独り立ちできる英語学習者の育成 う。次に、中学、高校におけるコミュニケーション活動の状況
井草 玲子（教育学部准教授）
を目指して
と問題点を話し合い、解決すべき課題を明らかにする。その
後、効果的な指導法、指導テクニック、教材作りのコツを学習
し、英語学習者が、国際社会で独り立ちし、活躍していけるよ
う支援方法について話し合う。

群馬県伊勢崎
市

6時間 平成25年8月5日

教諭

英語科教員

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253021456063号

0270-40-4451

東京福祉大学

（前半）オリエンテーションの後、講師自身の活用法を紹介す
る。また、PowerPointの概要と基本操作習得を目指す。具体
的には、文字入力、図形描画、ページの挿入と削除、壁紙・ 竹内 俊彦（教育学部准教授）
資料作成に役立つパワーポイント
レイアウトの変更・デザイン等について学ぶ。
山口 敬雄（教育学部講師）
基礎編
（後半）複雑な図形描画、写真加工、その他の便利な機能に 舘 秀典（社会福祉学部講師）
ついて説明する。また動画効果についても、時間があれば説
明する。その後、各自、与えられた課題を作成する。

群馬県伊勢崎
市

6時間 平成25年8月5日

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253021456064号

0270-40-4451

共愛学園前橋国
日本中世史：女院と日本史
際大学

近年の研究で、女院の歴史的意義が明らかにされてきてい
る。しかし、高校の教科書にはほとんど女院が登場すること
はない。その要因となっている研究史と、女院と女院領の歴
史的役割を見直す。

野口華世（国際社会学部専任講師）

日本語を客観的に捉えなおし、「日本語学習者が第二言語と
して日本語を学ぶとはどういうことか」、「日本語学習者には
日本語教育の理論と学習者への どのような支援が必要か」について理解を深めることを目標と
共愛学園前橋国
支援－外国人児童生徒に対する する。日本語を母語としない児童への支援の現状、異文化コ 古川敦子（国際社会学部非常勤講師）
際大学
支援について考える－
ミュニケーションの問題、多文化共生への取り組みに関する
事例を紹介し、それについてのディスカッションを通して、そ
れぞれの立場からできる貢献について考える。

共愛学園前橋国
インターネットの今
際大学

教育現場において情報環境をより安全且つ便利に活用する
ためのインターネットに関する理解を深める。近年ではスマー
トフォン、タブレット、TVなど様々な機器がインターネットに接
続され、インターネットの利用方法が急速に多様化しつつあ
小柏伸夫（国際社会学部准教授）
る。この講習では、インターネットの基本的な構造、利用方法
の変化、最新のインターネットの状況の理解を深め、今後の
情報環境の変化に柔軟に対応できる知識を身につける。
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教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

東京福祉大学

21世紀に求められる教育は、児童・生徒自身に学ばせること
で、問題を早期に発見して解決する能力を兼ね備えた人材を
育成するところにある。そこで本講習では、ディスカッションや
有能な人材育成に繋がる児童・生 発表を通して受講者に児童・生徒主体の授業を体験してもら
成田 成（教育学部准教授）
徒主体の授業法
う。前半では「教員の指導力不足の原因や解決法」について
考える。後半では、私の専門分野の「卵子の老化」を取り上
げながら、「健康的に長生きするための食材」や「超高齢社会
の医療費問題の解決法」についても考えていきたい。

群馬県伊勢崎
市

東京福祉大学

（前半）ヒトは著しく発達した脳を有している。乳幼児期はその
基本形成、幼児期は発達、小児期は完成のための重要な時
期であり、適切な刺激の提示と栄養の供給が欠かせない。脳
の構造と機能分化、および発達の危険因子について考察す
脳の形成・機能発達と危険因子、 る。
栗原 久（東京福祉大学短期大学部教授）
薬物乱用･依存の現状と対策
（後半）薬物乱用は脳に作用して快楽感（報酬的効果）をもた
らす依存性薬物を対象とする自己投与であり、発達した脳を
持つヒト特有の行動である。依存性薬物の特性、薬物乱用の
心身に及ぼす影響、および薬物乱用の防止策について考察
する。
（前半）カール・オルフ（Carl Orff)の音楽教育のアプローチを
適用した、創造的表現に取り組む。実際には、言葉（擬音語
等）・身体の動き・音（楽器、音具）を媒体とした即興表現を行
い、そのことを通して音楽教材の開発と音楽教育の方法につ 下出 美智子（教育学部准教授）
いて考える。
田村 にしき（教育学部助教）
（後半）小学校や中学校の授業で、日本の伝統音楽を指導す
る方法について扱う。特に、筝曲を教材として、伝統的な歌唱
の活動や鑑賞活動を体験し、指導法について考察する。

東京福祉大学

言葉･動き・音による創造的な表
現／日本の伝統音楽の指導法

東京福祉大学

（前半）オリエンテーション後に、PowerPointの中・上級の知
識。具体的には、動画効果、サウンド・動画のスライド内への
取り込み、ペジェ曲線を用いた複雑な図形描画、画像のサイ 竹内 俊彦（教育学部准教授）
資料作成に役立つパワーポイント
ズ変更・色彩変更・再保存、その他。(PowerPointの基本操作 山口 敬雄（教育学部講師）
応用編
は習得済みと想定)
舘 秀典（社会福祉学部講師）
（後半）各自、課題のスライドを作成する。また受講者からの
質問に答える。
（前半）子どもの身になって、身のまわりの材料や用具と積極
的に関わり、色や形を変えたり整えたりする造形表現活動を
体験する。そこでは、実体験と共に、子どもの思いの読み取り
方を学び、子どもに意欲をもたせる導入時の声掛けや場の設
今泉 充司（社会福祉学部教授）
定のあり方などの工夫を出し合い、互いに学び合う場とした
片岡 浩（教育学部講師）
い。
（後半）[共通事項]に関わる子供の資質や能力の育成を踏ま
え、教科指導における柱ともなる教師の側の「基礎造形能
力」について体験的に考察する。

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5日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

群馬県伊勢崎
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

群馬県伊勢崎
市

6時間 平成25年8月6日

群馬県伊勢崎
市

6時間 平成25年8月6日

群馬県伊勢崎
市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校教員・特別
支援学校教員・音
楽科教員

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

6,000円

平成25年5月16日～
40人
平成25年6月28日

平253021456065号

0270-40-4451

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253021456066号

0270-40-4451

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253021456067号

0270-40-4451

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253021456068号

0270-40-4451

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253021456069号

0270-40-4451

6,000円

平成25年5月16日～
40人
平成25年6月28日

平253021456070号

0270-40-4451

東京福祉大学

図画工作指導に関わる基礎造
形、美術・工芸実習

東京福祉大学

（前半）学校現場では、体罰やいじめの問題が緊急の課題に
なっているにもかかわらず、マスコミ等では、事後対応ばかり
報道している。そこで、学級活動を通して、思いやりの心の育
特別活動での思いやりの心の育 成について考えていく。
加藤 敏明（教育学部教授）
成／地球的視野からの食料問題 （後半）豊かさを享受する私たちの生活をみたとき、地球的視 金子 康一（教育学部教授）
野から考えるべき課題に食料問題がある。特に食料自給率と
食育教育に視点を当て、学校教育で指導するべき内容や方
法について多面的に考察する。

群馬県伊勢崎
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

東京福祉大学

「ディベート」は児童・生徒の主体的な言語活動を求めるもの
である。学習指導要領でも、児童生徒の思考・判断・表現力
等の育成を重点課題にあげており、「ディベート」はそうした要
請に応えうる学習活動の一つである。本講習ではディベート
ディベートを取り入れた授業づくり
小野 智一（教育学部講師）
をテーマとして、①学習の意義、②具体的な指導方法、③学
習展開事例の検討をする。①②については、ディベートにつ
いて初学者向けに紹介する。③については受講者間で意見
交換を行う。

群馬県伊勢崎
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16日～
平成25年6月28日

平253021456071号

0270-40-4451

東京福祉大学

学校教育で活用できる情報リテラシーの習得を目標として、
ワープロソフト（Microsoft Word）によるドキュメントの作成と、
表計算ソフト（Microsoft Excel）によるデータの整理・解析を扱
学校現場で役立つWord，Excelの
う。具体的には、学級通信や保健通信の作成、成績評価や 柴田 隆史（教育学部講師）
使い方
健康診断等におけるグラフ作成やデータ処理などを題材とす
る。また、受講者自身がパソコンを使って課題を行う演習形
式により講習を行う。

群馬県伊勢崎
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5月16日～
平成25年6月28日

平253021456072号

0270-40-4451

東京福祉大学

（前半）作業的･体験的な学習や問題解決的な学習を充実さ
せ、自主的･自発的な学習を促進すると共に、確かな知識や
社会科における体験的な学習や 技能の習得を図る社会科学習の在り方について、具体的な
金子 康一（教育学部教授）
問題解決的な学習／理科指導で 事例をもとにして実践的に学ぶ。
加藤 敏明（教育学部教授）
の自然と生活との結びつき
（後半）学習指導要領の改訂のポイントを押さえ、児童が納得
のいく体験活動を行う方法や児童の生活と結びつけた体験
活動の在り方について理解を深める。

群馬県伊勢崎
市

6時間 平成25年8月7日

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253021456073号

0270-40-4451
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教諭

教諭

小学校教員

小学校教員

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

（前半）学校現場での児童生徒の抱える課題から、発達に合
わせた自己肯定感が低く、元気を出すことさえ生活の中で奪
われている。 見方や考え方について、臨床教育的な視点か
学校不適応に対する理解と支援
ら児童生徒理解とその支援について検討していく。
八重樫 節子（教育学部講師）
／教育現場におけるストレスマネ
（後半）教育現場における教員・生徒それぞれのストレスマネ 齋藤 瞳（心理学部講師）
ジメント
ジメント方法に関して、体験ワークを取り入れながら学習す
る。そして、職場・日常で学習したスキルを応用出来るように
なることを目指す。

講習の開催地

時間数

講習の期間

群馬県伊勢崎
市

6時間 平成25年8月7日

東京福祉大学

小学校外国語活動：コミュニケー
ション能力を伸ばす活動

外国語活動において求められる、言語や文化について体験
的に学ばせる活動を主に取り扱う。コミュニケーション能力の
素地を養う上で、その能力とは何かについて知ること、そして
その能力を養う上でどのように指導すればよいのかを学ぶこ
志手 和行（教育学部講師）
とは有機的に関連していると考える。そのような視点を持って
実際にその指導を体験しながら、体験的に学ばせることを改
めて見つめ直すことで現場の教育に寄与できるよう目指して
いく。

群馬県伊勢崎
市

6時間 平成25年8月8日

東京福祉大学

いのちはかけがえのないものであり、奪っても奪われてもな
らない。本講座では、このことをどのように子どもたちに伝え、
そして心から理解してもらうためにはどうしたらよいかを考
いのちを育む 教師のための死生
え、明日からの実践につなげていきたい。その際、死生学を 鈴木 康明（心理学部教授）
学入門
理論的枠組みとして紹介する。
Key words：教育課程、生徒指導、価値観、表現療法、悲嘆と
悲哀

群馬県伊勢崎
市

6時間 平成25年8月8日

東京福祉大学

近年、社会構造の複雑化、ライフスタイルの変化に伴い、
人々の生活の夜型現象は確実に進行していることは周知の
事実である。児童生徒における基礎体力の低下も､この余波
古俣 龍一（教育学部教授）
体育指導における今日的課題とこ が影響しているものと思われる。本講習では、児童生徒の現
飯田 昌男（社会福祉学部講師）
れからの体育指導
代的な体力面での問題点や基本的な生活習慣等に視点を当
上村 孝司（社会福祉学部講師）
て、今後においてどのような体育指導(保健指導を含む）をし
ていけばよいのか、実技指導を取り入れながら講習を展開す
る。

群馬県伊勢崎
市

6時間 平成25年8月8日

群馬県伊勢崎
市

6時間 平成25年8月8日

東京福祉大学

外国籍と日本人の児童・生徒間の相互理解を促すために
は、共通言語習得と同時に、文化的相互理解も重要である。
子どもたちが異文化の壁を越え、学び合える学習環境作りの
ために、何ができるかを考えるのが本講習のねらいである。 日野 純子（教育学部准教授）
具体的には、第二言語習得や異文化理解のプロセスに関連 加藤 鈴子（教育学部講師）
する研究成果や事例を簡単に紹介したうえで、外国籍の子供
への指導現場における問題を共有しあったり、それぞれの学
校・学級で実践できる工夫を考察したりする。

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

小学校教員

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

教諭

小学校教員・体育
科教員

受講者募集期間

認定番号

電話番号

6,000円

平成25年5月16日～
40人
平成25年6月28日

平253021456074号

0270-40-4451

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253021456075号

0270-40-4451

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253021456076号

0270-40-4451

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253021456077号

0270-40-4451

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253021456078号

0270-40-4451

東京福祉大学

日本語の指導が必要な児童・生
徒への対応

育英短期大学

子どもは、どんな言葉の環境のなかで成長しているのだろう
か。大人たちの語りかけや子守唄、やがてはリズムを伴った
子どものこころに響く「おはなし」表 物語が子どもを迎えることだろう。本講座では、わらべうた・素
佐塚 公代（教授）
現
話・絵本・手袋人形劇などを通して、子どもの心に響く「おは
なし」の表現方法を学び合い、教育現場での保育技術の向上
を目指したい。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253505256399号

027-352-1981

育英短期大学

運動と健康

食生活の変化、運動不足やストレスなどから過去の日本の
疾病構造が大きく変化し、中でも高脂血症・高血圧や糖尿病
などをはじめとした生活習慣の乱れが原因で発症する疾患
が占める割合が大きくなっている。また、現在では大人だけ 松本 尚（教授）
がかかると思われていたこれらの病気に子どもたちもむしば 正保 佳史（助教）
まれ始めている。 この講座では、大人や子どもの生活習慣
の現状について考えるとともに遊びや運動による生活習慣の
改善法を学ぶ。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253505256400号

027-352-1981

幼児の感性を育む造形表現と教
材開発

様々なメディアによる情報が溢れ、造形表現方法や造形作品
の価値観も多様化している現在、幼児の感性を豊かにするた
めの造形教育が改めて見直されてきている。本講座では、保
渡辺 一洋（講師）
育場面における幼児期の造形体験から感性を豊かにしていく
ための実践と指導方法について学ぶと同時に、幼児の感性と
想像力の向上を養う造形教材開発を検討する。

群馬県高崎市

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5月20日～
平成25年5月31日

平253505256401号

027-352-1981

保育現場における安全教育につ
いて

幼児期の事故は子どもが発達するうえで避けては通れない
道であり、年齢・四季・性別等によって事故の内容も異なって
くる。本講座では、幼児期に発生しやすい事故や怪我の種類
望月 文代（講師）
などの実態を把握し、保育現場において求められる安全教育
を中心に取り上げ、学校安全の考え方と内容、指導方法につ
いて学習していく。

群馬県高崎市

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5月20日～
平成25年5月31日

平253505256402号

027-352-1981

ボイストレーニング

保育の現場では、子どもたちへの日常的な声かけ、音楽的な
活動、または絵本の読み聞かせなど、様々な場面で「声」を
使っている。そこで、本講座では呼吸法と発声練習を通して、
酷使されている声帯の回復法を学び、最も衰えない筋肉とい 内田 基美（教授）
われている声帯の維持と発達について学ぶ。また、美しく効
率的な声で話し歌えるように、子供の歌やクラッシック曲など
様々な歌を通して体全体を使う発声を体得していく。

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253505256403号

027-352-1981

育英短期大学

育英短期大学

育英短期大学
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教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

受講料 受講人数

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

幼児は「自分はそのままでいいんだ」という自己肯定感を持
つことにより、主体的に物事に関わろうとする姿が見られる。
保育者は幼児の心の弱さや悲しさ等、様々な思いを受け入
れなければならない。ともすると保育者の一方的な思いを幼
金子 仁（准教授）
児に押し付けてしまい、その気持ちを理解せずに保育にあた
る事も多いだろう。保育者に求められるカウンセリングマイン
ドの受容・共感・傾聴という基本的な実践とともに野外活動を
通して幼児理解を深め保育の幅を広げたい。

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

育英短期大学

幼児が自己肯定感を持ち、主体
的に物事に関わる環境をつくる

星槎大学

「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」を踏まえ、本講習では、3日
間を通じて、授業・学びの環境・ソーシャルスキルトレーニン
共生社会の実現に向けて～インク
阿部 利彦（共生科学部准教授）
グにおけるユニバーサルデザインを考察するとともに、発達
ルーシブ教育
三森 睦子（共生科学部専任講師）
段階に応じた自己肯定感のあり方と二次障害について学ぶ。
あわせて、認知特性に応じた支援と合理的配慮をキーワード
とした実践例を紹介する。

埼玉県さいたま
市

城西大学

JAVA言語によるオブジェクト指向プログラミングから、教務で
使える教材管理ソフトの完成を学習します。
まず、小さなプログラム作成でJavaの基本を理解し、後、既に
JAVAを使った教材配布システム 準備されたクラス（部品）を組み合わせ、ワードやエクセル等 栗田 るみ子（経営学部教授）
の作成
の教材保存管理ソフトを完成させます。Javaはパソコンや携 白鳥 義明 （経営学部非常勤講師）
帯電話など、様々な機器で実行できることから、近年注目さ
れている言語です。
本講座はシステム開発未経験者を対象にしています。

埼玉県坂戸市

6時間 平成25年8月5日

教諭

城西大学

本講座では，英語教育現場の先生方が抱えている悩み，
問題点を共有し，その解決策を探ります．具体的には平成23
年度から必修化された小学校英語教育における諸問題，中 中山 誠一（語学教育センター准教授）
英語の教育現場：問題点と解決策
学校及び高等学校における英語教育の現状について討論
石川 正子（語学教育センター准教授）
し，最新の英語教育研究をご紹介しながら，解決の可能性を
探ります．

埼玉県坂戸市

6時間 平成25年8月5日

城西大学

この講座では、口内細胞を採取した後、ゲノムＤＮＡを抽
出、精製します。また調製したゲノムＤＮＡを用いて遺伝子増
生物分野の授業への活用～口内 幅実験（ＰＣＲ法）を行う。今回増幅させる遺伝子は日本人に
細胞からのＤＮＡ調製と遺伝子増 変異型の多い、アルデヒドデヒドロゲナーゼ（Aldh）遺伝子で、 北川 浩子（理学部准教授）
幅技術
その遺伝子型を電気泳動によって同定する。これらの実験や
結果を、授業においてＤＮＡや遺伝子を理解させるための方
法や教材として役立てる。

埼玉県坂戸市

城西大学

地理学的な考え方の基礎として、諸現象の空間的な把握とい
うものがあげられる。これは、あるテーマに即して地図上にそ
れを再現する、主題図の作成と解釈としても理解される。本
講習では、これら主題図を数多く扱い、視覚を利用して地図
地理-地図からの発想とアイデア
山下 琢巳（経済学部助教）
上に表現するための方法を解説する。また、同時に、フィール
ドワークを取り入れ、身近なものを主題とした簡単な主題図
の作成を通して、地理教育の充実を図る方法を、実習形式で
解説する。

城西大学

家族・子ども・学校

現代社会において、子どもをめぐる問題は多様化・複雑化し
ている。この講座では子どもという存在や家族の変化を見る
ことにより、現代の子どもたちが置かれている状況を把握し、
その接し方を考えることを目的とする。少子化が問題化され
蓼沼 康子（短期大学教授）
るとともに、子どもの価値が問われ、社会が子どもをどのよう
にとらえていくかが変化している。ここでは、子どもという存在
の歴史、家族の意味のあり方の変化中心に現代社会におけ
る子どもの問題を取り上げる。

実験・実習で楽しむ地学

地学現象は物理，化学の原理や法則が複数合わさったもの
であることが多い．本講習では地学現象の中の本質的な原
理，法則を可視化できる実験や実習を受講者自身が体験し，
谷口 英嗣（理学部准教授）
それを基に，生徒に楽しみながら伝えて行く方法を，受講者
自身がこれまでの経験を生かしてプレゼンテーションできるよ
うにする．

城西大学

数学的活動の実践（数学）

中学校・高校の学習指導要領数学科の目標の文頭に「数学
的活動を通して」と新しく加わりました。このことは，数学的活
動を通して数学を学ぶという学び方の重要性を明記したもの
です。講習では具体的な数学的活動をもとに，中学校・高校
における数学的活動の実践について考察します。

城西大学

本講義においては、現在取り組むべき課題となっている環境
問題（地球温暖化、廃棄物処理、生物多様性の減少など）と
その対策についての最新の動向について講義をおこなうとと
環境ゲームで理解する環境問題・
もに、排出権取引、廃棄物の分別、生物多様性についての知 石井 雅章（現代政策学部准教授）
対策の現状
識を体験しながら学べる「環境ゲーム」を実際に体験してもら
うことで、学校での環境教育の実践方法について考えること
とする。

城西大学

群馬県高崎市

6時間 平成25年8月23日

教諭

幼稚園教諭

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

平成25年5月20日～
20人
平成25年5月31日

平253505256404号

027-352-1981

19,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253000756422号

045-972-3296

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

40人

平成25年5月23日～
平成25年7月5日

平253008956373号

049-271-7723

教諭

小中高の（英語）
教諭

6,000円

30人

平成25年5月23日～
平成25年7月5日

平253008956374号

049-271-7723

6時間 平成25年8月5日

教諭

理科（中学校・高
等学校）の教諭

6,000円

平成25年5月23日～
30人
平成25年7月5日

平253008956375号

049-271-7723

埼玉県坂戸市

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）の教諭

6,000円

20人

平成25年5月23日～
平成25年7月5日

平253008956376号

049-271-7723

埼玉県坂戸市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

40人

平成25年5月23日～
平成25年7月5日

平253008956377号

049-271-7723

6,000円

平成25年5月23日～
40人
平成25年7月5日

平253008956378号

049-271-7723

18時間

平成25年7月24日～
平成25年7月26日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

埼玉県坂戸市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理系）

小木曽 岳義（理学部教授）
西沢 清子（理学部教授・大学院理学研究科教
授）
埼玉県坂戸市
鈴木 康志（文部科学省初等中等教育局主任調
査官・理学部数学科非常勤講師）

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学校
（数学）の教諭

6,000円

40人

平成25年5月23日～
平成25年7月5日

平253008956379号

049-271-7723

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

40人

平成25年5月23日～
平成25年7月5日

平253008956380号

049-271-7723

埼玉県坂戸市
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平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

環境共生ものづくり

21世紀は、石油や鉱物などの地下資源の使用量を大幅に減
らし、地上資源をうまく活用する時代である。ものづくりも環境
を意識した、いわば「環境共生ものづくり」を行うようになって
小野 雄策（ものづくり環境学科教授）
きている。この講義では、環境を意識した工業製品の製造か
八木田 浩史（ものづくり環境学科教授）
ら廃棄までの流れを学ぶとともに、工業製品の設計における
石田 武志（ものづくり環境学科准教授）
新展開、廃棄物による環境汚染とその修復など、環境共生型
の持続可能な社会システムの在り方に関しても考えることを
目的とする。

埼玉県宮代町

6時間 平成25年7月31日

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253010055981号

0480-33-7737

電気電子技術の現状と将来

電気電子工学の最新技術について講述する。①金属接触に
より電流を通電、遮断する電気接点について、その概要と新
分野への適用等を講義する。②電気製品などに使用される
吉田 清（電気電子工学科教授）
マイコンを用いた制御技術の応用例として、自立飛行型電動
上野 貴博（電気電子工学科准教授）
ヘリコプターを題材とし、回路・機体の設計、プログラミングを
石川 豊（電気電子工学科教授）
一貫して行う工程について講義する。③電気電子にとどまら
ず、広い分野で新素材として期待されるカーボンナノ材料に
ついて講義する。

埼玉県宮代町

6時間 平成25年7月31日

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253010055982号

0480-33-7737

最新のナノテク技術

いろいろな構造をナノレベルで制御することによって、その機
能・特性を飛躍的に向上させ、さらに大幅な省エネルギー化、
渡部 修一（創造システム工学科教授）
顕著な環境負荷低減を実現しうるなど、広範囲な産業技術分
鈴木 敏正（創造システム工学科教授）
野に革新的な発展をもたらし得ると期待されている「ナノテク
三宅 正二郎（創造システム工学科教授）
ノロジー」技術について、最近の開発状況について学ぶことを
目的とする。

埼玉県宮代町

6時間 平成25年8月1日

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253010055983号

0480-33-7737

日本工業大学

建物を支える構造・環境の技術

建築の構造・環境技術が表面に現れることは多くはないが、
安全性や快適性で最も重要な役割を果たしている。本講習
の前半は、地球温暖化問題を背景に昨今特に期待されてい
る木質構造について、世界の先進国や日本の最新情報を織 那須 秀行（建築学科教授）
り交ぜながら、その意義と可能性について学ぶ。後半は、建 三坂 育正（建築学科教授）
築空間の環境評価法を取り上げ、サーモカメラなどの計測機
器の仕組みや使い方を、実際の測定を通して学び、温熱環
境に関する評価法を理解する。

埼玉県宮代町

6時間 平成25年8月1日

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253010055984号

0480-33-7377

日本工業大学

学校現場では、いじめ、不登校、発達障害、また様々な心
の問題を抱えた子どもたちへの対応が大きな課題となってい
る。心理的援助が必要な子どもについては心の専門家であ
子供の心を理解するためのカウン るスクールカウンセラーが対応しているが、子どもたちが円滑 近藤 育代（非常勤講師）
セリング技法
な学校生活を送るためには、大部分の時間を共に過ごす教 関水 しのぶ（非常勤講師）
師たちの役割も大きい。本講習では、青年期の様々な心の問
題とその対応について学んだ後、子どもの心を理解するため
の傾聴技法を実習する。

埼玉県宮代町

6時間 平成25年8月1日

教諭

高等学校教諭、
中学校教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253010055985号

0480-33-7737

最新のプラスチック成形加工

近年の家電製品や情報通信機、自動車、医療機器などの
著しい発展には、プラスチックの成形加工技術の進歩が大き
く貢献している。本講習では、プラスチック成形加工技術の基
村田 泰彦（機械工学科教授）
礎と最新の動向について学ぶことを目的としている。特に、本
野口 裕之（機械工学科准教授）
講習では、講義の他に、成形加工技術を実感してもらうため
に、成形加工機や金型の見学、さらに、ナノファイバーなどの
製造実習を実施する。

埼玉県宮代町

6時間 平成25年8月2日

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253010055986号

0480-33-7737

モデル化とシミュレーション

社会や物理の事例を通して、問題解決の方法であるモデル
化とシミュレーションについて学ぶ。シミュレーションには、コ
ンピュータ上で実世界の「ふるまいを再現する」ことと「パラ
メータを変えることでふるまいがどのように変わるかを調べ
辻村 泰寛（情報工学科教授）
る」という働きがある。問題の目的に合わせてモデル化を行 山地 秀美（情報工学科教授）
い、その解決方法について考える。さらに、シミュレーションの
仮定と評価、システムダイナミックスのモデリングについて理
解する。

埼玉県宮代町

6時間 平成25年8月2日

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253010055987号

0480-33-7737

日本工業大学

放射線の種類とその性質

今日、放射線は工業製品や医療診断などでも日常使われ
るようになっているが、人体に及ぼす影響が大きいことから取
扱いには注意を要する。特に、目に見えないため、安全のた 梅谷 篤史（共通教育系准教授）
めにその性質と測定法を正しく理解する必要がある。本講習 服部 邦彦（共通教育系准教授）
では、放射線の種類と性質、および、測定法の基礎について 佐藤 杉弥（共通教育系准教授）
解説する。また、最近関心の高い環境放射線を実際に測定
し、誤差を考慮した正しい結果の見方について学ぶ。

教諭

高等学校工業科・
理科の教諭、中
学校技術科・理科
の教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253010055988号

0480-33-7737

東京未来大学

①障害及び発達障害の概念を整理し，各発達障害の診断基
準，心理学的特徴，それらに配慮した保育や教育の在り方に
関して，保護者の思いや実際の指導例なども交えながら，具
発達障害及び言語障害の理解と 体的に概説する。②軽度発達障害あるいは言語障害を抱え 府川昭世（こども心理学部教授）
支援
た子どもへの支援について考察する。いずれも、事例をもと 小谷博子（こども心理学部准教授）
に対応策のヒントを提案したい。言語障害については「言語と
は何か」の基礎知識をもとに音声言語コミュニケーション障害
について概説する。

8,000円

28人

平成25年5月16日～
平成25年7月20日

平253021656188号

03-5813-2530

日本工業大学

日本工業大学

日本工業大学

日本工業大学

日本工業大学

埼玉県宮代町

6時間 平成25年8月2日

埼玉県
さいたま市
大宮区

6時間 平成25年8月20日
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幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

埼玉県
さいたま市
大宮区

6時間 平成25年8月21日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

28人

平成25年5月16日～
平成25年7月20日

平253021656196号

03-5813-2530

埼玉県
さいたま市
大宮区

6時間 平成25年8月19日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

28人

平成25年5月16日～
平成25年7月20日

平253021656207号

03-5813-2530

現在の子どもたちをめぐる問題
〜発達障害と虐待への対応〜

現在，子どもたちをめぐる問題は複雑さと多様さを増してきて
いる。教育の現場でも，発達障害を持つ子どもたちに対する
支援の充実が求められる一方，支援ニーズの見極めが難し
いケースに直面することが多くなってきていると考えられる。 渡辺千歳（こども心理学部教授）
また子どもたちの虐待問題は後を絶たず，教師が虐待に最 竹内貞一（こども心理学部准教授）
初に気づくケースが多いのも実情である。そこで，当講習で
は発達障害や虐待の事例から，その具体的な対応方法など
を考えていきたい。

埼玉県
さいたま市
大宮区

6時間 平成25年8月1日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

28人

平成25年5月16日～
平成25年7月1日

平253021656217号

03-5813-2530

東京未来大学

思春期の生徒のメンタルヘルス

①思春期から青年期における発達課題と自己形成について
臨床発達心理学の立場から概観する。また、現代社会にお
ける家族や社会との関わりの中で、思春期の生徒たちのここ
高橋一公（モチベーション行動科学部教授）
ろのあり方について学習する。②臨床心理学的な観点から，
平部正樹（こども心理学部講師）
思春期の子どもたちに生じやすい心の葛藤やつまずきにつ
いて概説する。また，事例をもとに個別的な支援が必要な生
徒への対応やカウンセリング的関わりについて学習する。

埼玉県
さいたま市
大宮区

6時間 平成25年8月2日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

28人

平成25年5月16日～
平成25年7月1日

平253021656225号

03-5813-2530

東京未来大学

モチベーションの理解を通じて、学ぶ意欲、働く意欲を考え
る。さらに、学校現場での日頃のコミュニケーション（教員-生
教育現場におけるモチベーショ
徒、教員-保護者、教員間）について、社会心理学、組織心理
ン・対人コミュニケーションの理解
学の視点から、振り返りの手がかりを得る。理論と実習を通じ
と促進
て、モチベーションの促進と円滑な対人コミュニケーションの
形成に役立つスキルについて学ぶ。

埼玉県
さいたま市
大宮区

6時間 平成25年8月5日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

28人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253021656230号

03-5813-2530

千葉県市原市

6時間 平成25年8月1日

教諭 小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

100人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156257号

043-290-2529

千葉県市原市

6時間 平成25年8月2日

教諭 小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

平成25年6月18日～
100人
平成25年7月3日

平251002156258号

043-290-2529

千葉県市原市

6時間 平成25年8月5日

教諭 小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

100人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156259号

043-290-2529

千葉県茂原市

6時間 平成25年8月5日

教諭 小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

100人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156260号

043-290-2529

①不登校の実態，不登校の子どもや親の心理に関する理解
を深める。そのうえで，学校への不適応を未然に防ぐ予防的
介入として，1次予防，2次予防，3次予防の具体例について
学習する。②臨床心理学的な観点から、子どもへのカウンセ 藤後悦子（こども心理学部准教授）
リング的対応について解説を行う。具体的には、子どもの心 山極 和佳（モチベーション行動科学部准教授）
の理解とカウンセリング的な関わりの方法、及びそれらにお
ける教師の自己理解と専門機関との連携の必要性を取り上
げる。

東京未来大学

不登校及び子どもの理解と対応

東京未来大学

①時々刻々と変化する非行少年に対応した生徒指導の在り
方や、関係機関の積極的活用について理解することを目的と
し、とりわけ、非行の進度の把握について非行性という概念 出口保行（こども心理学部教授）
非行及び家族問題の理解と対応
を学習することをポイントとする。②精神医学的な観点から、 春日武彦（こども心理学部非常勤講師）
問題を抱えた子どもや親等に対する理解と対応の解説を行
い、家族問題とモンスターペアレントについて考える。

東京未来大学

千葉大学

角山剛（モチベーション行動科学部教授（学部
長）、モチベーション研究所所長）
磯友輝子（モチベーション行動科学部准教授）
日向野智子（こども心理学部非常勤講師）

現在、子ども達は多様化し、学校においてはその対応に苦慮
している状況がある。生徒指導及び教育相談の理解を深め
ることは、子ども達の健全育成のために欠かせない領域であ
る。本講座では、生徒指導・教育相談の理論と具体的な事例
をもとに実践に生かせる内容を取り上げる。また、児童生徒
生徒指導・教育相談の理論と実際
滝本 信行（教育学部客員教授）
や保護者への対応についても考える。

講習の開催地

時間数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

なお、本講習は、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富
津市の５市教育委員会の管轄する学校及び幼稚園に勤務す
る教員を対象に開講する。

千葉大学

東日本大震災と教育

2011年3月11日、東日本を襲った大震災／大津波、さらには
福島第一原子力発電所の深刻な「事故」は、それまで深く考
えようとしてこなかったことを考えなければならないと多くの
人々に痛感させたはずだった。しかし被災地以外ではもはや
忘却されようとしている。いま学校や社会での教育に何が問
片岡 洋子（教育学部教授）
われているのか、被災地の実態調査をもとに講義する。
なお、本講習は、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富
津市の５市教育委員会の管轄する学校及び幼稚園に勤務す
る教員を対象に開講する。

千葉大学

教育相談と学級経営

学級という、一種の群れをコントロールする職業としての教師
の工夫を再検討してみようと思う。集団のパワーをうまく育て
利用できると、一対一の相談とは比較にならない効果を発揮
する。予防的でもあるだろう。そこは教師ならではの知恵。こ 土屋 玲子（教育学部特任准教授）
の機会にその知恵を掘りおこしてみよう。
鈴木 晴男（船橋市立宮本中学校長）
小柴 孝子（教育学部非常勤講師）
なお、本講習は、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富
津市の５市教育委員会の管轄する学校及び幼稚園に勤務す
る教員を対象に開講する。
授業実践における計画・実践・評価・修正のあり方・やり方に
関して、具体的な授業例や作業（ワーキング）を通して実践的
に考える。

千葉大学

授業実践のＰＤＣＡ

佐瀬 一生（教育学部准教授）
なお、本講習は、東上総教育事務所管内の各市町村教育委
員会の管轄する学校及び幼稚園に勤務している教員を対象
に開講する。
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開設者名

千葉大学

千葉大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

学級という、一種の群れをコントロールする職業としての教師
の工夫を再検討してみようと思う。集団のパワーをうまく育て
利用できると、一対一の相談とは比較にならない効果を発揮
する。予防的でもあるだろう。そこは教師ならではの知恵。こ 土屋 玲子（教育学部特任准教授）
の機会にその知恵を掘りおこしてみよう。
鈴木 晴男（船橋市立宮本中学校長）
小柴 孝子（教育学部非常勤講師）
なお、本講習は、東上総教育事務所管内の各市町村教育委
員会の管轄する学校及び幼稚園に勤務している教員を対象
に開講する。

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

千葉県茂原市

6時間 平成25年8月6日

教諭 小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

100人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156261号

043-290-2529

千葉県茂原市

6時間 平成25年8月7日

教諭 小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

100人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156262号

043-290-2529

いま、教育現場では「いじめ問題」への対応が喫緊の課題と
なっています。
しかし、「いじめ問題」は単一の現象ではなく、さまざまな要因
が複合的に作用し合って生じる関係性の問題です。
磯邉 聡（教育学部准教授）
本講習では、教育現場に携わる人がいじめ問題を適切に理 鈴木 明美（帝京平成大学大学院准教授）
いじめ問題の理解と関わりの実際
千葉県成田市
解し、関わるための視座及びスキルの修得を目指します。
上田 和子（南総心理教育研究所ゆうわ心の相
談室所長）
なお、本講習は、北総教育事務所管内の各市町教育委員会
の管轄する学校及び幼稚園に勤務している教員を対象に開
講する。

6時間 平成25年8月6日

教諭 小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

100人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156263号

043-290-2529

千葉県成田市

6時間 平成25年8月7日

教諭 小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

100人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156264号

043-290-2529

千葉県成田市

6時間 平成25年8月8日

教諭 小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

100人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156265号

043-290-2529

千葉県千葉市

6時間 平成25年8月2日

教諭

小、中・高等学校
教諭（家庭科）

6,500円

24人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156266号

043-290-2529

千葉県千葉市

6時間 平成25年8月3日

教諭

中・高等学校教諭
（英語）

6,000円

50人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156267号

043-290-2529

千葉県千葉市

6時間 平成25年8月4日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156268号

043-290-2529

教育相談と学級経営

現在、子ども達は多様化し、学校においてはその対応に苦慮
している状況がある。生徒指導及び教育相談の理解を深め
ることは、子ども達の健全育成のために欠かせない領域であ
る。本講座では、生徒指導・教育相談の理論と具体的な事例
をもとに実践に生かせる内容を取り上げる。また、児童生徒
生徒指導・教育相談の理論と実際
滝本 信行（教育学部客員教授）
や保護者への対応についても考える。
なお、本講習は、東上総教育事務所管内の各市町村教育委
員会の管轄する学校及び幼稚園に勤務している教員を対象
に開講する。

千葉大学

千葉大学

現代社会の問題を考えるときにひとつの切り口となるのが「グ
レーゾーン」という視点です。黒か白かはっきりしないことが多
い中、「ボーダーライン（境界線）」に注目せざるを得ない状態
とも言えます。例えば、「大人」と「子ども」のグレーゾーンとし
ての思春期、同性愛や異性愛、性同一性障害など性をめぐる
学校教育を「グレーゾーン」という
保坂
諸問題など、学校教育もこうした視点から考える必要がある
視点から考える
伊藤
のではないでしょうか。

亨（教育学部教授）
悟（教育学部実地指導講師）

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

千葉大学

現在、子ども達は多様化し、学校においてはその対応に苦慮
している状況がある。生徒指導及び教育相談の理解を深め
ることは、子ども達の健全育成のために欠かせない領域であ
る。本講座では、生徒指導・教育相談の理論と具体的な事例
をもとに実践に生かせる内容を取り上げる。また、児童生徒
生徒指導・教育相談の理論と実際
滝本 信行（教育学部客員教授）
や保護者への対応についても考える。
なお、本講習は、北総教育事務所管内の各市町教育委員会
の管轄する学校及び幼稚園に勤務している教員を対象に開
講する。

千葉大学

学校における食育の充実を実現するプログラムを考えます。
小中高等学校の家庭科の食生活教育を視野に入れ、子ども
家庭科で食育-食品の安全と調理
たちの実態をふまえ、特に食育とのかかわり、食品の安全(リ 石井 克枝（教育学部教授）
スクコミュニケーション）と調理について実習と演習形式で行
う。
本講座では中・高等学校の英語を扱い、(1)日本人の英語に
よるコミュニケーション上の困難点を明らかにした
Communicative Language Teachingの実践（この時間はnative
ホーン ベバリー（教育学部准教授）
apeakerが担当します), (2)英語を自分のものとして表現する
大井 恭子（教育学部教授）
喜びを生徒たちに感じさせるライティング指導，(3)教師の英
平出 昌嗣（教育学部教授）
語理解と英語指導に役立つ英語のリズムと発想法，を主な
テーマとして扱い，理論的な背景を明確にしながら，実践に
重きを置いて講義します。

千葉大学

英語授業のパワーアップ2013

千葉大学

本講座では小学校英語（外国語活動）を扱い，(1)英語教育の
小中連携と学級担任がすぐに実践できる楽しく力のつく英語
活動ワークショップ，(2)Hi, friends!を用いた「コミュニケーショ
ン能力の素地」を育成する活動の考案、 また活動同士のつ 西垣知佳子（教育学部教授）
楽しく力をつける外国語活動2013
ながりを意識した指導案の作成，(3)子どもたちが主体的に取 本田 勝久（教育学部准教授）
り組む小学校外国語活動とその評価規準（外国語活動の
Why?, How?, What?, Who?），を主なテーマとして，実践に重き
を置いて講義します。
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平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

千葉大学

講習の名称

講習の概要

本講習は、感性に重点を置いた「持続的発展のための教育
（ESD)」の基礎的な知識や体験を提供するもの。具体的に
感性教育の社会への接続（美術、 は、音楽や美術を広くとらえたワークショップ（体験的な学び）
音楽、家庭科）
と、ESDの視点に基づいた感性教育の理論的枠組みの講義
から成る。講義は家庭科教育、美術教育、音楽教育の教員
によって行われる。

担当講師
神野
伊藤
中山
山本
本多

真吾（教育学部准教授）
葉子（教育学部教授）
節子（教育学部准教授）
純之介（教育学部教授）
佐保美（教育学部教授）

講習の開催地

千葉県千葉市

時間数

12時間

講習の期間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校、中・高等
学校教諭(美術、
音楽、家庭科）
※感性の育成に
関心のある

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

20人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156269号

043-290-2529

図工・美術の基本要素

造形表現の基本とは何か、についてあらためて考えていく。
新学習指導要領において「共通事項」という新たな視点が
示されたが、本講習では、表現するという行為とそれに伴う造
後藤 雅宣（教育学部教授）
形の基本要素について、基礎的側面から学習する。（表現の
歴史、様式の変遷、造形教育の変容、造形三要素、色の世
界、色彩の実習等）

千葉県千葉市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小・中学校教諭
（美術）

8,500円

20人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156270号

043-290-2529

地域文化論

日本の地域文化に関して、物質的な生産、とりわけ金属生
産とのかかわりから考察していきます。時代としては、弥生時
代以降になります。遺跡のほかに、伝説や地名が有力な手
がかりを提供してくれます。これらの手がかりを読み解くなか 井上 孝夫（教育学部教授）
で、地域社会や日本社会全体の文化に迫ります。テキストと
して、『房総の伝説を鉄で読む』千葉日報社、を使用しますの
で、事前に一読をお願いします。

千葉県千葉市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小、中学校教諭
（社会）

6,000円

50人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156271号

043-290-2529

千葉大学

発達が気になる子の心理と教育

近年，通常学級に在籍する「気になる子ども」が話題になって
いる．そのような子どもには，学習障害，ADHD，高機能自閉
症等の発達障害児も少なくない．本講義では，特別支援教育 北島 善夫（教育学部教授）
の立場から，これらの子どもの心理と教育支援について概説
する．①発達障害総論(3時間)，②発達障害各論(3時間)

千葉県千葉市

6時間 平成25年8月8日

教諭 小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156272号

043-290-2529

千葉大学

文学の各分野（詩文・史伝・思想）のうち、主に詩文の代表
的な教材（絶句・律詩・古文などの代表的作品）を取り上げ、
古典教育の視座（漢文教材をどう どのような視座から読めば豊かなテクストの世界を享受でき
加藤 敏（教育学部教授）
読むか）
るのかについて講述いたします。また、漢文学の教材に現代
的意義を見いだすような指導がよく行われていますが、そうし
た指導を支える視座の問題点と限界についても考察します。

千葉県千葉市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小、中・高等学校
教諭（国語）

6,000円

50人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156273号

043-290-2529

千葉大学

学習指導要領で求められる合意形成能力や人間関係形成能
力の育成を中心としたコミュニケーション教育について、その
実践力の養成を目標とする。全国学力・学習状況調査や小・
中学校における近年の授業実践などを分析、検討することな
コミュニケーション教育の今を探る
寺井 正憲（教育学部教授）
どを通して、身に付けさせたい能力や態度、あるいはそのた
めの授業づくりの在り方について考えるとともに、語りの再話
や参加型の読み聞かせなどのワークを取り入れた演習も行
う。

千葉県千葉市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小、中・高等学校
教諭（国語）

6,000円

50人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156274号

043-290-2529

千葉県千葉市

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（地理歴史）

6,000円

50人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156275号

043-290-2529

千葉県千葉市

6時間 平成25年8月12日

教諭

小、中学校教諭
（理科）

6,500円

48人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156276号

043-290-2529

千葉県千葉市

6時間 平成25年8月19日

教諭

小、中学校教諭
（国語）

6,000円

50人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156277号

043-290-2529

6,000円

50人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156278号

043-290-2529

6,000円

50人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156279号

043-290-2529

千葉大学

千葉大学

戦後、地理学の思想や方法論をめぐって、さまざまな議論
が積み重ねられてきた。特に、経済地理学における「計量革
命」の勃発や「地域構造論」の台頭、また1980年代のヨーロッ
パに始まった地誌学の変革と再評価は、地理学の研究視角・ 梅田 克樹（教育学部准教授）
手法に大きな変革をもたらした。こうした変革を反映して、中・
高等学校における学習内容がどのように変化してきたのかを
考える。

千葉大学

戦後における地理学のあゆみと
社会科教育

千葉大学

日常的に体験する物理現象を科学的理解につなぐ例を、実
験や作業、討論を交えながら論じる。内容としては、1.電気
（電流・回路）、2.磁気（磁石・電磁石）、3.力学（つりあい・運
物理系科学における体験的理解 動）、および 4.ものづくりに関する講義を行う。現実の現象で 加藤 徹也（教育学部教授）
は教科書的なモデルへ単純化できない場合も多い。それでも
正しい態度であたれば生徒・児童の科学的態度の涵養を促
すことができる。

千葉大学

日本語を考える

本講座は、学習指導要領国語科「国語の特質に関する事項」
の内容からいくつかのトピックを選び、具体的な用例等を考
察することで、当該事項の内容や、背景にある日本語学の知 安部 朋世（教育学部准教授）
見についての理解を深めることを目標としています。当日は、
国語辞典（電子辞書可）を持参してください。

千葉大学

精神的な問題等の現代的な課題
に対応するための知識とスキル
アップー講義とケースメソッド教
育ー

現代的な課題に対応するために、午前は、ケースメソッド教
育を用いた演習を行う(岡田）。午後は、現代の思春期の抱え 岡田 加奈子（教育学部教授）
る精神的問題（問題行動及び精神症状）について、社会的背 花澤寿（教育学部教授）
景も踏まえ、その理解と対応について概説する。（花澤）

千葉県千葉市

6時間 平成25年8月19日

生物の多様性と共通性について

生物の特徴の1つに多様性があり、児童・生徒は日常生活
などから、教材では扱わない様々な生物の知識を得ている。
生物の共通性のとらえ方には指導要領での取り扱いと学問
的立場で違いのある場合もある。そこで、そのような違いを含 畑中 恒夫（教育学部教授）
めて生物の共通の本質をどのように捕えたら良いか調べ、学
校現場での生物の共通性の取り扱い方を考察するとともに、
児童・生徒の興味を引く教材についても検討する。

千葉県千葉市

6時間 平成25年8月20日

千葉大学
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教諭 小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

教諭

小・中学校教諭
（理科）

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

千葉大学

体育は身体運動を媒体として豊かな人間形成に寄与すると
いう役割を担っている。体育で取り扱う身体運動には当然
様々なスポーツが内包され、それらの運動特性や文化特性
身体運動とスポーツの可能性を再 を生かして効果的に目的を達成することも重要である。しか 村松 成司（教育学部教授）
発見する⑥
し、それだけにとどまらず、新たな身体運動の開発や再発見 日高 哲朗（教育学部教授）
を加味することによって、体育の教育効果を飛躍的に高めら
れる可能性がある。.本講座では、体つくり運動やゲーム・球
技系の内容について講義および実技を行う。

千葉県千葉市

6時間 平成25年8月20日

教諭

小、中・高等学校
教諭（体育）

千葉大学

生活科・総合的学習の教材研究
の実際

生活科及び総合的学習では、どのような教材をどう用いるか
によって、授業が大きく変わってきます。本講座では、実際に
受講者に教材づくりを行って、生活科・総合的学習の教材研
鈴木 隆司（教育学部教授）
究についての学びを深めていただきたいと考えています。子
どもの笑顔あふれる授業づくりを目指し、明日の実践に役立
つ講習内容を企画しています。使える教材ネタ満載です。

千葉県千葉市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小、中学校教諭

千葉大学

生活科及び総合的学習では、これまでの教科・領域と授業づ
くりにおいて大きくことなります。本講座では、実際に受講者
に生活科・総合的学習の授業づくりについて実際に体験して
生活科・総合的学習の授業づくり いただき、体験をもとによりよい授業づくりについて考えたい 鈴木 隆司（教育学部教授）
と思います。夏休み明けからすぐに使える、おもしろくて、学
びがたくさんある授業をつくるための基本的な教材作成と授
業展開について学びます。

千葉県千葉市

6時間 平成25年8月22日

教諭

千葉大学

体育は身体運動を媒体として豊かな人間形成に寄与すると
いう役割を担っている。体育で取り扱う身体運動には当然
様々なスポーツが内包され、それらの運動特性や文化特性
身体運動とスポーツの可能性を再 を生かして効果的に目的を達成することも重要である。しか 小宮山 伴与志（教育学部教授）
発見する⑤
し、それだけにとどまらず、新たな身体運動の開発や再発見 西野 明（教育学部准教授）
を加味することによって、体育の教育効果を飛躍的に高めら
れる可能性がある。本講座では、特に陸上運動系の内容と
ボール運動系の内容について講義および実技を行う。

千葉県千葉市

6時間 平成25年8月23日

教諭

星槎大学

子どもの「自立力」を育む教育を
考える

「自尊感情」や「自己肯定感」が持てない、「対人関係」が苦手
等の傾向をもつ子ども、そしてその先には、自立できない大
人の増加という社会的課題がある。本講習ではそれらの一因
が「家庭生活の変化」にあると捉え、「お手伝い」「片づけ」と
いうテーマに沿って、家庭と親子関係の現状について事例研
辰巳 渚（東海大学非常勤講師）
究を踏まえて理解し、課題解決のために、子どもへの学校に
おける教育的配慮を考える。また、子どもが自ら「自立」につ
いて考えるための手法を、開発した教材を使って演習形式で
学びながら、教師自らが子どもに示せる「自立像」を構築す
る。

千葉県松戸市

6時間 平成25年11月24日

日本語の教え方

日本語教育の基礎から「異文化コミュニケーション」、「第二言
語習得」といった応用までを扱います。特に教室活動におけ
片桐 史尚（外国語学部教授）
る具体的方法を中心に論を進め、そこで起こりうる問題点へ
の対応法を考えていきます。

千葉県浦安市

平成25年8月6日～
6時間
平成25年8月7日

明海大学

言葉とは何か

国語（日本語）でも英語でも、およそ人間の使う言葉なら、言
葉としての共通の特徴があります。文学でも文法でもなく、言
葉そのものについての基礎的な問題をとりあげ、国語科、英 櫻井 隆（外国語学部教授）
語科など語学関係の教科に関わらず、およそ言葉について
考えるすべての教員に役立つことを考えていきます。

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

6,000円

平成25年6月18日～
50人
平成25年7月3日

平251002156280号

043-290-2529

6,500円

30人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156281号

043-290-2529

小、中学校教諭

6,500円

平成25年6月18日～
30人
平成25年7月3日

平251002156282号

043-290-2529

小、中・高等学校
教諭（体育）

6,000円

50人

平成25年6月18日～
平成25年7月3日

平251002156283号

043-290-2529

7,000円

25人

平成25年5月20日～
平成25年9月30日

平253000756431号

045-972-3296

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

20人

平成25年6月10日～
平成25年7月5日

平253010756670号

047-355-6928

千葉県浦安市

平成25年8月8日～
6時間
平成25年8月9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

20人

平成25年6月10日～
平成25年7月5日

平253010756671号

047-355-6928

明海大学

20世紀の半ばから言語研究（文法研究）の質は飛躍的に向
上しました。この研究成果を紹介し英語の文法指導に生かす
アイデアを提供します。現在、中学校・高等学校で教えられて
英語教師のための現代英文法入
いる英文法に新しく得られた知見を加味しながら、効果的に 津留﨑 毅（外国語学部教授）
門
指導する方法を検討・提示したいと思います。生徒に敬遠さ
れがちな英文法ですが、新たな視点で捉えることにより、その
面白さ・有用さが明らかになるでしょう。

千葉県浦安市

6時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学校
（英語科）教諭

6,000円

20人

平成25年6月10日～
平成25年7月5日

平253010756672号

047-355-6928

明海大学

2011年に発表された文科省・「国際共通語としての英語力向
上のための５つの提言と具体的施策」の中に、CAN-DOリスト
の形による学習到達目標の設定と、生徒の英語力の達成状
あなたにも作れるCAN-DOリスト況の把握の必要性が謳われています。CAN-DOリストとは何 川成 美香（外国語学部准教授）
新しい英語の学習到達目標
かを諸外国の言語教育を参照しながら、CAN-DOリストの作
成方法、およびCAN-DOリストを用いた授業実践とはどのよう
なものかを考えていきます。

千葉県浦安市

6時間

平成25年8月6日～
平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学校
（英語科）教諭

6,000円

20人

平成25年6月10日～
平成25年7月5日

平253010756673号

047-355-6928

明海大学

規則の説明と練習問題に偏りがちな文法指導の改善に向け
て、コンテクストを伴った文法項目導入の具体例、および目標
コミュニケーションを支える文法指 文法項目を使ったコミュニケーション活動を紹介します。そし
高田 智子（外国語学部准教授）
導
て、文法は「コミュニケーションを支えるものであることを踏ま
え、言語活動と効果的に関連付けて指導する」方法を検討し
ます。

千葉県浦安市

6時間

平成25年8月6日～
平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学校
（英語科）教諭

6,000円

20人

平成25年6月10日～
平成25年7月5日

平253010756674号

047-355-6928

明海大学
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教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

英検受験への意欲を引き出す定
期テスト作成法

実用英語技能検定（英検）は、日本の学校教育システムにお
ける英語学習者を主な対象としており、中高生の受験者も多
く、英検保有者を優遇する大学も増加しています。英検が測
定する実用英語技能は、学校教育が目指す英語コミュニケー 小林 裕子（外国語学部講師）
ション能力でもあるという認識に立ち、文部科学省検定教科
書に基づく定期テストの作問を、英検受験の実力伸長につな
げる手法を講義と演習形式で学びます。

千葉県浦安市

6時間

平成25年8月6日～
平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学校
（英語科）教諭

6,000円

20人

平成25年6月10日～
平成25年7月5日

平253010756675号

047-355-6928

明海大学

異文化コミュニケーション論への
招待

多文化化する社会において必要不可欠である異文化コミュニ
ケーション論の基本事項について学び、教育とのかかわりに
石黒 武人（外国語学部講師）
ついて考察を深めていきます。受講生は、異文化に対する感
原 和也（外国語学部講師）
受性を高め、自文化を見つめ直し、多文化社会で通用する異
文化コミュニケーターへの道を主体的に探っていきます。

千葉県浦安市

6時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭

6,000円

20人

平成25年6月10日～
平成25年7月5日

平253010756676号

047-355-6928

明海大学

新学習指導要領では「思考力、判断力、表現力」を育成する
ことが課題となっていますが、本講習では、この観点から英
語のライティング指導のあり方を検討します。論理的に筋道を
表現力を育成する英語ライティン
立てて英語の文章を構成する方法や文と文を効果的につな 尾崎 惠子（外国語学部教授）
グ指導
げる工夫を学び、書き手の考えが「読み手に正しく伝わるよう
に」書くにはどうしたらよいかを考えるライティング指導を中学
校・高等学校向けに提案します。

千葉県浦安市

6時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学校
（英語科）教諭

6,000円

15人

平成25年6月10日～
平成25年7月5日

平253010756677号

047-355-6928

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校（国
語科/社会科/中
国語科）教諭

6,000円

20人

平成25年6月10日～
平成25年7月5日

平253010756678号

047-355-6928

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

25人

平成25年6月10日～
平成25年7月5日

平253010756679号

047-355-6928

平成25年5月20日～
50人
平成25年7月19日

平253011656284号

0470-73-4111

50人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253011656285号

0470-73-4111

明海大学

中国からの帰国子女や在日中国人子弟について、大学教育
の現場における経験を踏まえて、日中の言語、習慣、文化を
河村 昌子（外国語学部准教授）
比較しつつ、指導方法を検討します。これらを通じて、帰国子
魏 鍾祺（外国語学部教授）
女等が自ら問題解決に向かい日中の架け橋とならんとする
自覚を持つよう促すための、指導上のヒントをつかみます。

明海大学

帰国子女・在日中国人子弟の文
化的背景と指導方法を考える

明海大学

コーチング法は、相手の持つ能力や自主性を引き出しなが
ら、目標や課題の達成を支援する方法ですが、本講座では
相手のありのままの個性を尊重し、その個性を活用すること
児童・生徒のありのままの個性を
にフォーカスしたコーチング法を学びます。児童・生徒のあり
活かすコーチング
のままの個性が活かされるコーチング法を、チェックリストや
ワークシート、コミュニケーションゲームなど、受講者参加型
の演習形式で愉しく身につけます。

国際武道大学

中学校（中１～中２）では武道が必修となった。武道の中でも
柔道を取り上げている学校が多い。一方、柔道はその特性か
ら、生徒の安全面に対する指導が極めて重要である。また、 柏崎 克彦（体育学部教授）
安全に親しめる柔道授業の在り方 他の種目に比べ専門性も要求される。そこで本講習では、安 山本 利春（体育学部教授）
全に且つ誰もが親しめる柔道授業の在り方とその進め方を 矢﨑 利加（体育学部准教授）
取り上げる。実技が中心になるが、安全に関する講義も交え
て進める予定である。

国際武道大学

学校保健、学校体育、保健学習の現在の学習指導の重点を 小磯
授業に生かそう！保健の教材つく 再確認すると共に、その学習指導の実際に重要な役割を担う 立木
教材作りを行う。それらや指導実習を通して、自己の指導力 中西
り
笠原
の再研鑚、共有化を図り、指導力の向上・発展に質する。

城西国際大学

観光立国を目指して

樋口 倫子（外国語学部講師）

透（体育学部教授）
幸敏（体育学部准教授）
純（体育学部准教授）
政志（体育学部助教）

観光立国が宣言された日本の「観光」を、児童・生徒が興味
を持つような話題を取り上げながら「観光」の解説を行う。特
に、観光まちづくりでは地域を把握しながら学ぶことが肝要で
石田 益実（観光学部教授）
あり、小中学校での「総合学習」での学びにも活用することが
渡辺 淳一（観光学部教授）
期待される。さらに、地域社会や産業が求める幅広い領域を
西松 遙（観光学部客員教授）
研究し、学校教育における修学旅行のあり方も視野に、総合
的な視点から「観光」や「地域」を捉える能力を高める。

千葉県浦安市

千葉県浦安市

6時間

6時間

平成25年8月6日～
平成25年8月7日

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

千葉県勝浦市

平成25年8月19日～
18時間
平成25年8月21日

千葉県勝浦市

平成25年8月19日～
18時間
平成25年8月21日

教諭

中学校教諭（保健
体育）・高等学校
18,000円
教諭（保健体育）

教諭

中学校教諭（保健
体育）・高等学校
18,000円
教諭（保健体育）・
小学校教諭

千葉県鴨川市

6時間 平成25年8月1日

教諭

全教諭

6,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年5月21日

平253012056313号

0475-55-8842

教諭

全教諭

6,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年5月21日

平253012056314号

0475-55-8842

6,000円

80人

平成25年5月16日～
平成25年5月21日

平253012056315号

0475-55-8842

城西国際大学

環境を「守る」・「活かす」・「創る」

本講習では森林・里地里山等の多様な自然の保全活動等の
環境を〈守る〉活動、都市の緑化や循環資源の再生等の環境
を〈活かす〉活動、身近な生活空間の質を改善し、新たな価値
の創造等の環境を〈創る〉活動の3つの観点から環境を捉え、
今後の教育現場等における環境についての多角的な学びの
意義や必要性、適応の可能性について学ぶ。

倉林
鈴木
川口
多田

眞砂斗（環境社会学部教授)
弘孝（環境社会学部教授)
健夫（環境社会学部教授）
充（環境社会学部准教授）

千葉県東金市

6時間 平成25年8月4日

城西国際大学

今日、幼児、児童・生徒及び保護者を取り巻く環境が変化し
ている中で、学校保健に関する教員の力量形成に資すること
発達の観点から見た健康問題と
を目的とする。幼児期・学童期・思春期・青年期にわたる心身
教諭の役割
の発達の特徴と家族の役割について概観する。次に成長発
―児童・生徒の健康を育むための
達過程における健康問題の基礎的内容及び最近の話題を含
教員間の連携
め理解する。後半は健康課題に対して学校保健の観点から
教員間の連携について検討する。

岩田
宮澤
末永
太田

浩子（看護学部教授）
純子（看護学部准教授）
香（看護学部准教授）
幸雄（看護学部助教）

千葉県鴨川市

6時間 平成25年8月25日
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教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

城西国際大学

今日、幼児、児童・生徒及び保護者を取り巻く環境が変化し
ている中で、学校保健に関する教員の力量形成に資すること
発達の観点から見た健康問題と
を目的とする。幼児期・学童期・思春期・青年期にわたる心身
教諭の役割
の発達の特徴と家族の役割について概観する。次に成長発
―児童・生徒の健康を育むための
達過程における健康問題の基礎的内容及び最近の話題を含
教員間の連携
め理解する。後半は健康課題に対して学校保健の観点から
教員間の連携について検討する。

岩田
宮澤
末永
太田

浩子（看護学部教授）
純子（看護学部准教授）
香（看護学部准教授）
幸雄（看護学部助教）

千葉県東金市

6時間 平成25年8月5日

城西国際大学

本講習では森林・里地里山等の多様な自然の保全活動等の
環境を〈守る〉活動、都市の緑化や循環資源の再生等の環境
を〈活かす〉活動、身近な生活空間の質を改善し、新たな価値
の創造等の環境を〈創る〉活動の3つの観点から環境を捉え、
今後の教育現場等における環境についての多角的な学びの
意義や必要性、適応の可能性について学ぶ。

倉林
鈴木
川口
多田

眞砂斗（環境社会学部教授)
弘孝（環境社会学部教授)
健夫（環境社会学部教授）
充（環境社会学部准教授）

千葉県鴨川市

6時間 平成25年8月5日

環境を「守る」・「活かす」・「創る」

観光立国が宣言された日本の「観光」を、児童・生徒が興味
を持つような話題を取り上げながら「観光」の解説を行う。特
に、観光まちづくりでは地域を把握しながら学ぶことが肝要で
石田 益実（観光学部教授）
あり、小中学校での「総合学習」での学びにも活用することが
渡辺 淳一（観光学部教授）
期待される。さらに、地域社会や産業が求める幅広い領域を
西松 遙（観光学部客員教授）
研究し、学校教育における修学旅行のあり方も視野に、総合
的な視点から「観光」や「地域」を捉える能力を高める。

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

80人

平成25年5月16日～
平成25年5月21日

平253012056316号

0475-55-8842

6,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年5月21日

平253012056317号

0475-55-8842

平253012056318号

0475-55-8842

教諭

全教諭

受講者募集期間

認定番号

電話番号

千葉県東金市

6時間 平成25年8月27日

教諭

全教諭

6,000円

平成25年5月16日～
120人
平成25年5月21日

城西国際大学

児童・生徒など発育期の肥満や慢性疾患発症率の上昇は、
世界的にも社会問題となっている。本講習では、「スポーツを
通じた食育活動」により健康的な食生活を獲得するための支
よりよい食育を目指して スポーツ 援の在り方について、具体的事例を紹介しながら解説する。 太田 篤胤（薬学部教授）
と栄養
食事や栄養に関わる基本的知識、ヒトの身体のしくみ、運動 酒井 健介（薬学部准教授）
（身体活動）が生体に及ぼす生理的効果に加え、社会的心理
的支援がもたらす影響を加味して、効果的な食育を実現する
ための一助になることを期待する。

千葉県鴨川市

6時間 平成25年8月28日

教諭

全教諭

6,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年5月21日

平253012056319号

0475-55-8842

城西国際大学

児童・生徒など発育期の肥満や慢性疾患発症率の上昇は、
世界的にも社会問題となっている。本講習では、「スポーツを
通じた食育活動」により健康的な食生活を獲得するための支
よりよい食育を目指して スポーツ 援の在り方について、具体的事例を紹介しながら解説する。 太田 篤胤（薬学部教授）
と栄養
食事や栄養に関わる基本的知識、ヒトの身体のしくみ、運動 酒井 健介（薬学部准教授）
（身体活動）が生体に及ぼす生理的効果に加え、社会的心理
的支援がもたらす影響を加味して、効果的な食育を実現する
ための一助になることを期待する。

千葉県東金市

6時間 平成25年8月29日

教諭

全教諭

6,000円

120人

平成25年5月16日～
平成25年5月21日

平253012056320号

0475-55-8842

対人関係の心理学

学校現場で応用可能な「対人関係に関する心理学的知見」
を講義する。具体的には、1. 情報伝達の基礎知識、2. ソー
シャルサポートの重要性、3. 攻撃行動、4. 社会的ジレンマを
取り上げる。またゲストとして心理カウンセラーを招き、学校
戸塚 唯氏(教職課程准教授)
場面で活用できるカウンセリング技法（課題の分離、目標の
一致等）に関する全員参加型の演習を行う。受講対象者とし
ては幼稚園・小学校・中学校・高等学校の教員を想定してい
る。最後に筆記試験を行う。

千葉県銚子市

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16日～
平成25年5月29日

平253012356291号

0479-30-4506

児童・生徒のキャリア教育とその
評価

児童・生徒のキャリア形成を効果的に促すキャリア教育につ
いて、理論と実践から学び、体験する。本講習では、キャリア
理論、カウンセリング(理論)、コミュニケーション(理論)の基礎
木村 栄宏(危機管理学部教授)
を踏まえた上で、実際の児童・生徒にどのように有効な影響
粕川 正光(危機管理学部助教)
を与えその効果を評価するか、教育効果測定とその分析に
ついての実践的な演習を行い、各自のキャリア教育に応用し
ていただくことを目的とする。最後に筆記試験を行う。

千葉県銚子市

6時間 平成25年8月5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16日～
平成25年5月29日

平253012356292号

0479-30-4506

地域発：防災教育のかたち

生活地域にある危険に気づき、いかに実情に応じて自主的
に準備できるかが防災力の決め手である。本学は、NPO法人
「防災士機構」との協定に基づく防災士研修養成機関として、
研修内容を「生きる力」の観点で整理した防災ゲームを活用
船倉 武夫(危機管理学部教授)
した授業を参加型展開する。なお、地域で防災教育ボラン
ティア活動をされている団体や個人を特別ゲストとして招き、
講習にも参画していただき、一般論で終わらないように配慮
している。

千葉県銚子市

6時間 平成25年8月5日

教諭

全教諭

6,000円

35人

平成25年5月16日～
平成25年5月29日

平253012356293号

0479-30-4506

城西国際大学

観光立国を目指して

千葉科学大学

千葉科学大学

千葉科学大学
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平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

千葉科学大学

良好な学習環境維持は、教員に課せられた使命の一つで
す。学校保健安全法に定められた環境衛生検査項目の中か
ら、室内の二酸化炭素や水道水中の残留塩素の濃度を測定
し、さらにインフルエンザやノロウイルス感染防御に必要な消
学校の環境衛生 ～放射線、水、 毒や手洗いについて学びます。また、原発事故以来、学校環
空気、病原体検査～
境や給食食材の放射能汚染が危惧されています。放射線測
定の実際を体験し、主要な用語や数値の理解をすることで、
出来る限り正しい判断を下せるようになることを目的としま
す。以上、学校の環境衛生活動をもう一度考える機会を持つ
ことが主眼です。

千葉科学大学

物理・化学実験を通して、身の回りにある科学現象を体験し、
科学の楽しさを知ることは児童・生徒に勉学の動機づけを教
える上で重要なことである。本講義は理科系教員だけでなく、 大高 泰靖(薬学部講師)
物理・化学実験と治療薬の仕組み
他分野の教員にも理解できるように講義・実験する。また、そ 野口 拓也(薬学部助教)
れらの知識を応用した病気の治療薬の作り方や治療の仕組
みについても紹介する。

増澤
足立
杉本
柳澤

俊幸（薬学部教授）
達美（薬学部准教授）
幹冶（薬学部准教授）
泰任（薬学部助教）

講習の開催地

時間数

千葉県銚子市

6時間 平成25年8月5日

千葉県銚子市

6時間 平成25年8月5日

千葉県銚子市

6時間

学校のリスク･危機管理研究

学校の危機管理の応用編である。まず、千葉県周辺の自
然災害や事故・犯罪のリスクについて概説し、学校の様々な
リスクを軽減するための事前の備え、緊急時の対応等につい
藤本 一雄(危機管理学部准教授)
て学ぶ。つぎに、実際にリスク・危機が発生したことを想定し
酒井 明(危機管理学部教授)
て、責任の所在、私立と公立の違い等について、民法上の判
例を参考に検討することにより、適切かつ効率的に学校の危
機管理ができる能力を高めることを目標とする。

対人関係の心理学

学校現場で応用可能な「対人関係に関する心理学的知見」
を講義する。具体的には、1. 情報伝達の基礎知識、2. ソー
シャルサポートの重要性、3. 攻撃行動、4. 社会的ジレンマを
取り上げる。またゲストとして心理カウンセラーを招き、学校
戸塚 唯氏(教職課程准教授)
場面で活用できるカウンセリング技法（課題の分離、目標の
一致等）に関する全員参加型の演習を行う。受講対象者とし
ては幼稚園・小学校・中学校・高等学校の教員を想定してい
る。最後に筆記試験を行う。

千葉県銚子市

6時間

千葉科学大学

地域発：防災教育のかたち

生活地域にある危険に気づき、いかに実情に応じて自主的
に準備できるかが防災力の決め手である。本学は、NPO法人
「防災士機構」との協定に基づく防災士研修養成機関として、
研修内容を「生きる力」の観点で整理した防災ゲームを活用
船倉 武夫(危機管理学部教授)
した授業を参加型展開する。なお、地域で防災教育ボラン
ティア活動をされている団体や個人を特別ゲストとして招き、
講習にも参画していただき、一般論で終わらないように配慮
している。

千葉県銚子市

6時間

千葉科学大学

不慮の事故や感染症の流行など、多くの身近な危険が子ど
もの周りに潜んでいる。本講習では、子どもと関わる身近な
危険を具体的に提示し、それらへの対処方法を知る。また、 黒木 尚長（危機管理学部教授）
子どもにおける健康危機管理と心
災害などにおけるトリアージについても知り、危機管理能力を 櫻井 嘉信（危機管理学部准教授）
肺蘇生法
身につける。午後の部では、救急法講習を受講して応急手当 服部 恭介（危機管理学部講師）
を身につける。具体的には、応急手当の必要性、AEDを含む
心肺蘇生法、異物除去法、止血法などを学習していただく。

千葉県銚子市

6時間

千葉科学大学

本講習では、銚子のジオサイト（屏風ヶ浦）を利用した、クラ
ス全員が受講できる体験型の学習プログラムを紹介する。具
体的には、中学校での地学分野（理科2分野）を例として、大
銚子ジオパークのジオサイトを利
学が提供する学習プログラムを年間指導計画への組み込ん 安藤 生大(危機管理学部准教授)
用した体験型授業の展開
だ例を紹介する。受講者には、実際に野外での地層観察や
サンプリングの仕方、実体鏡での観察等を体験して頂く予定
である。

千葉県銚子市

6時間

千葉科学大学

薬と人間

医師から処方される医薬品、薬局で購入する医薬品、漢方
薬、健康食品などが、病気の予防・治療を目的として多く使用
され、人々の健康に寄与している。しかし、薬同士の飲みあ
わせや、薬と食品の組み合わせ等、使用を誤ると重大な問題
が生じる。この講習では、医薬品や食品を適切かつ有効に使
用する為に必要な基礎知識について考え、薬との上手な付き
合い方を通して、子どもたちの身体と健康を考える教育に活
かすことを目的とする。

千葉県銚子市

6時間

千葉科学大学

不慮の事故や感染症の流行など、多くの身近な危険が子ど
もの周りに潜んでいる。本講習では、子どもと関わる身近な
危険を具体的に提示し、それらへの対処方法を知る。また、 黒木 尚長（危機管理学部教授）
子どもにおける健康危機管理と心
災害などにおけるトリアージについても知り、危機管理能力を 櫻井 嘉信（危機管理学部准教授）
肺蘇生法
身につける。午後の部では、救急法講習を受講して応急手当 服部 恭介（危機管理学部講師）
を身につける。具体的には、応急手当の必要性、AEDを含む
心肺蘇生法、異物除去法、止血法などを学習していただく。

千葉県銚子市

6時間

千葉科学大学

千葉科学大学

木島 孝夫（薬学部教授）
細川 正清（薬学部教授）
髙﨑 みどり（薬学部教授）
巾 正美（薬学部准教授）

講習の期間
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平成25年8月6日

平成25年8月6日

平成25年8月6日

平成25年8月6日

平成25年8月6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

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5月29日

平253012356294号

0479-30-4506

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校理
科教諭

6,000円

27人

平成25年5月16日～
平成25年5月29日

平253012356295号

0479-30-4506

教諭

全教諭

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月29日

平253012356296号

0479-30-4506

6,000円

平成25年5月16日～
40人
平成25年5月29日

平253012356297号

0479-30-4506

6,000円

35人

平成25年5月16日～
平成25年5月29日

平253012356298号

0479-30-4506

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月29日

平253012356299号

0479-30-4506

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年5月29日

平253012356300号

0479-30-4506

教諭 全教諭、養護教
養護教諭 諭

教諭

全教諭

教諭 全教諭、養護教
養護教諭 諭

教諭

小学校･中学校理
科教諭

平成25年8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5月16日～
平成25年5月29日

平253012356301号

0479-30-4506

平成25年8月7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5月29日

平253012356302号

0479-30-4506

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

世界に15億人存在するとされるイスラーム教徒の信仰・生活
体系の概要を講義する。わが国においてイスラーム教は「テ
ロ」「内戦」などのイメージと結び付けられて語られ、欧米の情
報源に基づくメディアによってそのイメージは増幅される傾向 橋爪 烈(薬学部講師)
にある。本講義では、メディアの情報を鵜呑みにせず、異文
化を理解し、多様な価値観を受け入れるために必要なイス
ラームの基本的知識を提示する。

講習の開催地

時間数

講習の期間

千葉科学大学

イスラームの教義と慣習

千葉科学大学

本講習では、銚子のジオサイト（屏風ヶ浦）を利用した、クラ
ス全員が受講できる体験型の学習プログラムを紹介する。具
体的には、中学校での地学分野（理科2分野）を例として、大
銚子ジオパークのジオサイトを利
学が提供する学習プログラムを年間指導計画への組み込ん 安藤 生大(危機管理学部准教授)
用した体験型授業の展開
だ例を紹介する。受講者には、実際に野外での地層観察や
サンプリングの仕方、実体鏡での観察等を体験して頂く予定
である。

千葉科学大学

近年様々な場面でコンピュータが活躍するようになってき
た。これらの一例として、本講習ではコンピュータ・シミュレー
ションの体験実習を行う。前半は電気回路解析ソフトを用い
た直流・交流回路のシミュレーションを行い、後半はMSエクセ
コンピュータ･シミュレーション体験
吉田 重臣（危機管理学部准教授）
ルを用いた微分方程式の解法を学ぶ。これらは、製品設計や
実習
戸田 和之（危機管理学部准教授）
天気予報で用いられている手法の基礎であり、実務における
コンピュータの使用例を体験できる。なお、本講習は高等学
校程度の微分の知識、およびMSエクセルの使用経験者を対
象としている。

千葉県銚子市

6時間

千葉科学大学

遺伝子分析や遺伝子組換えについてマスコミなどで見聞き
する機会が多くなっているが、実際の現場の様子が伝えられ
ることはほとんど無い。遺伝子分析や遺伝子組換えといって
理科指導の体験学習講習 遺伝 も、調べている範囲や使われている技術の水準と規模は研
石田 信宏（危機管理学部教授）
子研究の現在
究室によって様々で、高度な機械が並んでいて圧倒されるこ
とも、あまりにあっさりしていて気抜けする場合もある。遺伝
子を操作するということの実際がどのようなものであるか、講
義と実験で体験してもらう。

千葉県銚子市

6時間

国語教材研究の可能性を探る

本講座は国語の漢文、古文、現代文を講義し、最後に筆記
試験を行います。漢文では、日本人の漢詩文を読み、用語と
内容との両面から日中の文化を比較し、漢文の授業の在り
方を考えます。古文では、枕草子の「春はあけぼの」の段の 小林 朋恵（人文学部教授）
解釈を中心に、平安時代の貴族の思想を考究し、古典文学 庄司 達也（人文学部教授）
に親しむための基礎知識を考えます。現代文では、芥川龍之 直井 文子（人文学部教授）
介「羅生門」を取り上げ、残された資料類からその創作過程
をたどり、豊かな読みを通して現代に生きる我々の課題につ
いても考究し、小説教材を取り上げることの意味を考えます。

千葉県八千代
市

6時間 平成25年8月1日

東京成徳大学

国際理解を深める英語教育

コミュニケーション能力向上の一環として、国際理解をテー
マに講習を行います。発音ではIPA音声記号、カタカナ表記、
フォニックスの表記法や「acceptableな発音」など、発音指導
今仲 昌宏（人文学部教授）
を演習を交え考察します。英語圏文化では、オーストラリアと
江澤 恭子（人文学部准教授）
ニュージーランドの先住民問題について、イギリスとの関係を
應武 マーガレット（人文学部准教授）
含めて考えます。小・中・高校の教室英語では、授業で使用
するClassroom English をモデルに沿って実践的に練習しま
す。試験は各講習時間内に実施。

千葉県八千代
市

東京成徳大学

昨今子どもたちをめぐる環境が著しく変化し、不登校、いじ
めなど援助を必要とする子ども達が増加しています。本講習
子どもへの援助の基本技法
田村 節子（応用心理学部教授）
では、子ども達へどのように援助していくかの基本技法につ
―アセスメント・カウンセリング・コ
飯田 順子（応用心理学部准教授）
いて、アセスメント、カウンセリング、コンサルテーションごとに
ンサルテーションを中心に―
石村 郁夫（応用心理学部助教）
講師が担当し解説や演習を行います。試験は、時間内に論
述式等で行う予定です。

東京成徳大学

千葉県銚子市

6時間 平成25年8月7日

千葉県銚子市

6時間

千葉県八千代
市
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平成25年8月7日

平成25年8月7日

平成25年8月7日

6時間 平成25年8月1日

6時間 平成25年8月2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

教諭

小学校教諭、中
学校社会教諭、
高等学校地理歴
史教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月29日

平253012356303号

0479-30-4506

教諭

小学校･中学校理
科教諭

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年5月29日

平253012356304号

0479-30-4506

教諭

中学校・高等学校
理科・数学・情報
科教諭

6,000円

平成25年5月16日～
20人
平成25年5月29日

平253012356305号

0479-30-4506

教諭

中学校･高等学校
理科教諭

6,000円

15人

平成25年5月16日～
平成25年5月29日

平253012356306号

0479-30-4506

教諭

中学校、高等学
校の国語科教諭
向け

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253013256127号

047-488-7113

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校・
特別支援学校の
英語科教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253013256128号

047-488-7113

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253013256129号

047-488-7113

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別支
養護教諭 援学校教諭、養
護教諭

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253013256130号

047-488-7113

東京成徳大学

本講習では、特別支援教育に関係して、「発達」と「コミュニ
ケーション」の問題を中心に講義する。前半では発達障害（知
的障害を中心に）の概念、診断、原因、さらには指導・支援す 宮本 文雄（応用心理学部教授）
特別なニーズを持つ子どもの教育
る上での子どもの理解について講義する。後半では聴覚障 中山 哲志（応用心理学部教授）
害教育からコミュニケーションの問題を捉え、リテラシーの獲
得や今後の課題について講義する。

千葉県八千代
市

6時間 平成25年8月8日

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別支
養護教諭 援学校教諭、養
護教諭

東京未来大学

①障害及び発達障害の概念を整理し，各発達障害の診断基
準，心理学的特徴，それらに配慮した保育や教育の在り方に
関して，保護者の思いや実際の指導例なども交えながら，具
発達障害及び言語障害の理解と 体的に概説する。②軽度発達障害あるいは言語障害を抱え 府川昭世（こども心理学部教授）
支援
た子どもへの支援について考察する。いずれも、事例をもと 小谷博子（こども心理学部准教授）
に対応策のヒントを提案したい。言語障害については「言語と
は何か」の基礎知識をもとに音声言語コミュニケーション障害
について概説する。

千葉県
千葉市
中央区

6時間 平成25年8月20日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

28人

平成25年5月16日～
平成25年7月20日

平253021656191号

03-5813-2530

千葉県
千葉市
中央区

6時間 平成25年8月21日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

28人

平成25年5月16日～
平成25年7月20日

平253021656199号

03-5813-2530

千葉県
千葉市
中央区

6時間 平成25年8月19日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

28人

平成25年5月16日～
平成25年7月20日

平253021656210号

03-5813-2530

千葉県木更津
市

6時間 平成25年9月28日

教諭

幼稚園、小学校
教諭

6,000円

30人

平成25年6月25日～
平成25年7月11日

平253508056234号

0438-30-5522

①不登校の実態，不登校の子どもや親の心理に関する理解
を深める。そのうえで，学校への不適応を未然に防ぐ予防的
介入として，1次予防，2次予防，3次予防の具体例について
学習する。②臨床心理学的な観点から、子どもへのカウンセ 藤後悦子（こども心理学部准教授）
リング的対応について解説を行う。具体的には、子どもの心 山極 和佳（モチベーション行動科学部准教授）
の理解とカウンセリング的な関わりの方法、及びそれらにお
ける教師の自己理解と専門機関との連携の必要性を取り上
げる。

東京未来大学

不登校及び子どもの理解と対応

東京未来大学

①時々刻々と変化する非行少年に対応した生徒指導の在り
方や、関係機関の積極的活用について理解することを目的と
し、とりわけ、非行の進度の把握について非行性という概念 出口保行（こども心理学部教授）
非行及び家族問題の理解と対応
を学習することをポイントとする。②精神医学的な観点から、 春日武彦（こども心理学部非常勤講師）
問題を抱えた子どもや親等に対する理解と対応の解説を行
い、家族問題とモンスターペアレントについて考える。

初等教育及び幼児教育の現場で用いられている各種打楽器
清和大学短期大 幼児教育・初等教育におけるリズ の構造と、それに基づいた演奏法について学び、リズム楽器 古川 哲也(教授）
学部
ム楽器の基礎指導
指導の意義を考える。後半は、ハンドベルの演奏法とアンサ 平田 和世（教授）
ンブルを体験する。
清和大学短期大
からだで踊る・こころで踊る
学部

子ども達の表現活動を指導するために、教員自らが想像力を
豊かにし、表現することの楽しさや喜びを体感する。運動あそ
川上 暁子（専任講師）
びや表現あそびの教材研究と表現運動・ダンスの指導につな
げる授業展開について考えを深める。

千葉県木更津
市

6時間 平成25年10月5日

教諭

幼稚園、小学校
教諭

6,000円

30人

平成25年6月25日～
平成25年7月11日

平253508056235号

0438-30-5522

清和大学短期大
幼児期、学童期の食育
学部

平成17年6月に「食育基本法」平成18年3月に「食育推進基本
計画」が策定されたが、教育現場の栄養教諭はまだ少数であ
る。小学校、幼稚園教諭が実際にどのような食育を行ったら
圓谷 加陽子（教授）
よいか、具体的な事例を挙げながら考えていく。ドングリクッ
キー作りを体験し、グループごとに食育について話し合い、発
表を行う。

千葉県木更津
市

6時間 平成25年10月26日

教諭

幼稚園、小学校
教諭

6,000円

30人

平成25年6月25日～
平成25年7月11日

平253508056236号

0438-30-5522

畠山 智宏（専任講師）

千葉県木更津
市

6時間 平成25年12月7日

教諭

幼稚園、小学校
教諭

6,000円

30人

平成25年6月25日～
平成25年7月11日

平253508056237号

0438-30-5522

学校教育における文学教材の取り上げ方は、多くの場合、作
品に限定した鑑賞が主体になりがちだが、作者と作品の関
係、作品に表現された風土の特徴などに着目し、従来の文学
清和大学短期大 千葉県の文学－古典から現代文 教育とは少し違った文学へのアプローチを試みる。文学作品
竹内 直人（専任講師）
学部
学まで－
に描かれた舞台（場所）と作品との関係を見ることで、生徒・
児童たちの文学享受に郷土性という要素を加味する方法の
手がかりとして、千葉県という風土を介した古典文学から現
代文学までを読み直すことを中心とする。

千葉県木更津
市

6時間 平成25年12月14日

教諭

小学校、中学校
教諭(国語）

6,000円

30人

平成25年6月25日～
平成25年7月11日

平253508056238号

0438-30-5522

千葉県千葉市

6時間 平成25年7月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平258134056168号

03-3237-1957

造形表現・図工やその指導に悩みや不安をお持ちの先生と
ともに、簡単な造形活動を行ないながら、造形・図工の意義
清和大学短期大 造形表現を楽しむ子どもを育むた
や特徴について理解を深めます。そして、表現を楽しむ子ど
学部
めの造形・図工講座
もを育むための援助や指導のあり方について考えていきま
す。

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園教育内容を深める
教育研究機構

大野 照文（京都大学教授）
前橋 明（早稲田大学准教授）
本講習は、国公私立の区別なく、幼稚園教育に携わる教諭
松村 和子（文京学院大学教授）
の多様なニーズに応じた講習、幼稚園教育における専門的
岡 健（大妻女子大学教授）
な知識や技能の習得、幼稚園教諭としての資質向上のため
玉井 邦夫（大正大学人間学部教授）
の意識ある講座とするため①現場に生かす幼稚園教育要領
塩 美佐枝（聖徳大学大学院教授）
について②理想の教育課程作成についてなどを中心に講義
石井 友光（帝京平成大学講師）
等を行います。
細田 淳子（東京家政大学短期大学部教授）
土谷 みち子（関東学院大学教授）
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平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

共立女子大学

本講座では、学習指導要領を中核に家庭科教育の理念とそ
のあり方について考えるとともに、家政学の専門分野と家庭
科教育の知見を共有する。具体的には、現代の家族、家庭、
家庭科教育とその背景となる専門
子ども及びその保育に関する学問研究と教育現場における 川上雅子（家政学部 教授）
的内容（家族・家庭・子ども・保育）
今日的課題を認識しあい、家庭科教育の課題解決へ資する 小原敏郎（家政学部 准教授）
の充実と指導の視点
ことを目指すものである。今日的課題の深層の一端に触れる
ことを通し、本質を問いつつ解決への実践的アプローチを考
えることのできる能力を養う。

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月3日

共立女子大学

本講座では、学習指導要領の理解の基に、家政学の専門分
野と家庭科教育の知見を共有する。
具体的には、現代の衣生活、食生活、住生活に関する学問
家庭科教育の背景となる専門的 研究の最新情報に触れるとともに、教育現場における今日的 戸田泰男（家政学部 教授）
内容（衣生活・食生活・住生活）の 課題を認識しあい、家庭科教育の課題解決へ資することを目 村上昌弘（家政学部 教授）
充実と指導の視点
指すものである。
宮武恵子（家政学部 教授）
今日的課題の深層の一端に触れることを通し、本質を問いつ
つ解決への実践的アプローチを考えることのできる能力を養
う。

東京都千代田
区

共立女子大学

英文解釈再考Ⅰ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

文学の単語・文法：理論と考え方
英語のリスニング：理論と考え方
英語でスピーキング：理論と考え方
文学作品と教科書 ①
文学作品と教科書 ②
試験

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

英語でリーディング：理論と考え方
英語でライティング：理論と考え方
イバリュエイション・コースレビュー
Rhythm and Rhyme １
Rhythm and Rhyme 2
筆記試験・ディスカッション

沼田 知加 (文芸学部 教授)
Christopher Hoskins（文芸学部 教授）

満谷マーガレット (文芸学部 教授)
Christopher Hoskins（文芸学部 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

6,000円

平成25年5月16日～
30人
平成25年6月11日

平253014856381号

03-3237-2539

中学校、高等学
校家庭科教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月11日

平253014856382号

03-3237-2539

教諭

中学校、高等学
校外国語科教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月11日

平253014856383号

03-3237-2539

6時間 平成25年8月4日

教諭

中学校、高等学
校外国語科教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月11日

平253014856384号

03-3237-2539

教諭

中学校、高等学
校家庭科教諭

6時間 平成25年8月4日

教諭

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月3日

東京都千代田
区

共立女子大学

英文解釈再考Ⅱ

共立女子大学

本講座は、文学の読解・鑑賞の深化に有益な、最新の成果を
紹介するとともに、その現場での応用のしかたについて検討
内田保廣（文芸学部 教授）
する。
遠藤耕太郎（文芸学部 准教授）
中等国語科教育に関わる、最新 １ 文学史とは何か
岡田ひろみ（文芸学部 准教授）
の日本文学研究の成果の紹介と ２ 和歌と文字
その応用Ⅰ
３ 和歌と様式
４ 王朝物語を読む（平安）
５ 王朝物語を読む（鎌倉・室町）
６ 筆記試験Ａ

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月3日

教諭

中学校、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11日

平253014856385号

03-3237-2539

共立女子大学

本講座は、文学の読解・鑑賞の深化に有益な、最新の成果を
紹介するとともに、その現場での応用のしかたについて検討
する。
中等国語科教育に関わる、最新 ７ 小説を読む（理論編）
半沢幹一（文芸学部 教授）
の日本文学研究の成果の紹介と ８ 小説を読む（実践編）
深津謙一郎（文芸学部 准教授）
その応用Ⅱ
９ 小説を読む（評価編）
10 説明的文章の表現分析
11 文学的文章の表現分析
12 筆記試験Ｂ

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月4日

教諭

中学校、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11日

平253014856386号

03-3237-2539

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月2日

教諭

中学校、高等学
校教諭

6,000円

90人

平成25年5月16日～
平成25年6月11日

平253014856387号

03-3237-2539

共立女子大学

本講座では，より良い生徒理解・生徒指導の一助とすること
を目的として，ロール・プレイングの実践と生徒の心理的問題
とその対応に関する理論学習を実施する。前半部分では，
ロール・プレイングの理論を概観した上で，実際にロール・プ
レイングを行い，生徒の問題解決を支援するための適切な方
生徒の心理的問題に対する理解 法について考えるとともに，教師役割についても見直す。後 近藤伸介（東京大学医学部附属病院助教）
と対応～ロール・プレイングを含む 半部分では，「不登校」「ひきこもり」，およびこれらの症状と 安藤嘉奈子（家政学部 准教授）
関連の強い「うつ病」等を中心に，その原因や経過，対応に
ついて概説する。

工学院大学

エネルギー、環境、ロボット、機械加工などに関する最新の
技術について学び、それらに関連した演習や実習を行う。さら
技術教育の実践的な手法の習得 に、機械系要素実習に関する指導のあり方や指導事例等を
通して、安全に配慮したものづくり指導について理解し、授業
を改善するための知識や技能を身につける。

工学院大学

新学習指導要領施行後、英語教育の現場にはさまざまな変
化が求められている。また、日本の急速なグローバル化が進
むなか、学校教育における英語教育への期待は高い。このよ
杉野 俊子（基礎・教養教育部門教授）
国際化時代の英語教育～今、現 うな時代に、現場に求められる英語教育とはどのようなもの
和田 朋子(基礎・教養教育部門准教授）
場に求められる英語教育とは～ だろうか。この講座では新指導要領とそこで求められている
阿部 始子（基礎・教養教育部門助教）
授業のかたち、国際理解や言語政策と英語教育との関係性
など、国際化時代における日本の英語教育について、理論と
実践を交えて考えていく。

雑賀
高（グローバルエンジニアリング学部教
授）
東京都新宿区
田中 久弥（情報学部准教授）
高信 英明（工学部准教授）

東京都新宿区
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18時間

平成 25年 8月 5日～
平成 25年 8月 7日

教諭

高校工業、中学
技術、中・高理科

18,000円

40人

平成 25年 5月16日～
平成 25年 7月15日

平253015456286号

03-3340-0947

18時間

平成 25年 8月 5日～
平成 25年 8月 7日

教諭

英語の免許を有
する全教諭

18,000円

30人

平成 25年 5月16日～
平成 25年 7月15日

平253015456287号

03-3340-0947

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

吉田司雄（基礎・教養教育部門教授）
一柳廣孝（横浜国立大学教育人間科学部教授）
大島丈志（文教大学教育学部准教授）
髙島健一郎（グローバルエンジニアリング学部非 東京都新宿区
常勤講師）
今井秀和（大東文化大学文学部非常勤講師）
井上乃武（首都大学東京非常勤講師）

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

工学院大学

本講習では中高生に人気の高いライトノベルを始めとするサ
ブカルチャー領域に視野を広げ、映像メディアや文学館など
の活用方法に触れながら、国語教育との接点や教材化の可
これからの国語―サブカルチャー
能性を模索していく。国文学科や教育学部での講習とはひと
から考える
味もふた味も違う体験となることを承知のうえで、現代文化の
変容と可能性に興味のある方が受講されることを期待した
い。

上智大学

キリスト教の立場から見た人間の尊厳の教育について考察
する。午前中の講習では、自らが築き上げてきた学校イメー
キリスト教ヒューマニズムと人間の ジ、教育活動イメージを改めて振り返り、教育使徒職の意味 高祖 敏明（総合人間科学部教授）
尊厳（1）
内容について考究する。午後はさらに踏み込んで、具体的な 河合 恒男（課程センター教授）
学校現場での多様な体験に依拠しながら、教育のあるべき姿
について考察を深める。

東京都千代田
区

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

100人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656343号

03-3238-3520

上智大学

基礎から最新のトピックも含め以下のように解説する予定で
生命情報科学－遺伝子から生理 ある。・牧野 修 ： 遺伝学を基礎とした最新の分子生物学 牧野 修（理工学部准教授）
機能まで
への展開・笹川展幸 ： 細胞内・細胞間の情報伝達のメカニ 笹川 展幸（理工学部教授）
ズムとその創薬への応用

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学校
教諭（理科）

6,000円

50人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656344号

03-3238-3520

上智大学

小林 幸夫（文学部教授）
中学・高等学校の教材として、しばしば用いられる作品を題
福井 辰彦（文学部准教授）
国語科教育内容の充実のために 材に選び、最近の学界における研究動向や新しい解釈のあ
瀬間 正之（文学部教授）
り様等を解説する。
木越 治（文学部教授）

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校教諭、高
等学校教諭（国語
科）

6,000円

100人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656346号

03-3238-3520

上智大学

この15年で研究や実践が進んだ英語教育分野を、ワーク
ショップ形式で理論と実践の両面から学ぶ。取り上げる分野
は、教材開発論（特にオーセンティック教材の作成法）、内容
ワークショップで学ぶ最新英語教 言語統合型学習（CLIL＝クリル）、レキシカル・アプローチ
池田 真（文学部准教授）
育技法
（チャンクやコロケーションを中心とする指導法）である。これ
らの新しい原理に基づく語学教育法を学ぶことで、授業の質
的向上が成果として期待される。なお、講習の成果を高める
ため、この講座は3日連続での受講となる。

東京都千代田
区

平成25年8月7日～
平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学校
18,000円
教諭（英語科）

30人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656347号

03-3238-3520

上智大学

英語教育におけるテスト・学習評価の意義と方法を見直すこ
とを目的とする。テスト・評価というと、学期末に成績を出した
り、受験の準備指導をしたりというふうに、学習指導の中心と
見なされないことが多い。本講習では課題を解決しながら参
言語テスティングと言語教育評価 加者同士の意見交換を積極的に行い、以下の諸点について 渡部 良典（外国語学部教授）
検討する。テスト作成、作文・スピーキングの採点、結果の分
析と解釈。自己評価、CEFR、Bloom教育評価分類改訂版、
CLILの評価方法。英語学力養成に役立つ受験指導の在り
方。

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月7日～

教諭

中学校・高等学校
教諭（英語科）

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656348号

03-3238-3520

上智大学

この講座では小学校外国語活動の教材、Hi, friends 1と2の
活用法を具体的なデモンストレーションを交えながら、ワーク
CLILで学ぶ小学校英語活動ワー ショップ形式で学んでいきます。内容言語統合学習法（CLIL）
逸見 シャンタール（文学部非常勤講師）
クショップ
を用いて、英語に慣れ親しみ、異文化に触れる活動を行いま
す。この講座では、説明は日本語で、活動は英語を多く使っ
て進めていきます。

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月7日～

教諭

小学校・中学校教
諭（英語科）

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656349号

03-3238-3520

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月7日～

6,000円

75人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656350号

03-3238-3520

学校における健康相談、とりわけ、ケアリングの多様性に焦
点をあてる。教育現場で子どもやその親と向き合いながら相
手を理解することは、同時に、教員自ら自己を見つめ、自己 和田 サヨ子（聖母大学看護学部教授）
理解を深めることでもある。「痛みをとおして人間を理解する 丹木 博一（神学部教授）
こと」、「傷つきやすさへのまなざし」、「自己理解とクリティカ 津波古 澄子（総合人間科学部教授）
ル・シンキング」のテーマをとおして、ケアリングの多様性を学
ぶ。

平成 25年 8月 5日～
18時間
平成 25年 8月 7日

18時間

教諭

国語科の授業開
発に関心がある
小・中・高校の教
諭

18,000円

平253015456288号

03-3340-0947

上智大学

養護（1）学校における健康相談

上智大学

大学では現在、学生の「考える力」の低下に頭を痛めており、
いかにして「考える力」を持った人材を集め育てるかが重要な
課題となっている。社会状況や経済問題ばかりでなく、基本
的な人間観や科学観までもが揺れ動いている現代の日本に
おいて、「根本的に考える力」の陶治は、今後、初等中等教育
寺田 俊郎（文学部教授）
小・中・高校教員のための「考える にも強く求められることになろう。今回の講習では、まさに「根
大橋 容一郎（文学部教授）
技術としての哲学入門」
本的に考える力」を鍛える技法・作法としての哲学を扱う。「学
長町 裕司（文学部教授）
生に必要な、考えるための技法」、「哲学的な文章や問題意
識を扱う方法」、「考える力を萎縮させない教育－哲学と思想
との違い」、「現代の新しい知の傾向－臨床知、身体知、共
感、ケア的態度」などについて、講義とディスカッションを交え
てともに考えたい。

東京都千代田
区

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

30人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656353号

03-3238-3520

上智大学

「教育の情報化ビジョン」にあるように、これからの教科学習
にはパソコンやネットワークの利用が求められています。本
講座では、その具体例として、(1)パソコン・タブレットPCによ
ICTによる教科学習の支援と管理 る教科学習支援、(2)ICTを用いた思考能力・表現能力の育成 田村 恭久（理工学部准教授）
支援、(3)LMS・CMSを用いた学習管理、(4)生徒用電子教科
書の現状と今後の課題を紹介し、また、参加者の皆さんにご
議論いただきます。

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月8日～

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

50人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656354号

03-3238-3520
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養護教諭 養護教諭

平成 25年 5月16日～
30人
平成 25年 7月15日

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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日目】１．開発教育・多文化教育・ESD（持続発展教育）の
基礎的な理解（講義）２．教材「100人村ワークショップ」を通し
た地球的課題の理解３．教材「援助する前に考えよう」を通し
た援助・国際協力の理解４．教材「先住民族とアイヌ」を通し
た多文化・他民族共生の理解【２日目】本講義では、多文化
共生に果たす教育の課題を、日本ならびに途上国を含む諸 田中 治彦（総合人間科学部教授）
外国の状況に基づいて整理し、日本の学校教育の役割を検 小松 太郎（元九州大学大学院准教授）
討することを目的とする。午前中の講義（小松担当）では、国 杉村 美紀（総合人間科学部准教授）
際教育開発の視点から、多文化社会の開発途上国や紛争後
社会の教育および国際教育協力について解説し、その課題
への理解を深める。また、午後の講義（杉村担当）では、国際
教育学の観点から、諸外国における多文化教育政策の状況
を比較し、日本社会の多文化共生と教育の課題を検討する。

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

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

教諭

特別支援学校教
諭・幼稚園・小学
校・中学校教諭

12,000円

100人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656355号

03-3238-3520

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月8日～

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

50人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656356号

03-3238-3520

学習意欲を高めるオーセンティッ
ク教材の活用法

この講習では、生徒に様々な異文化や価値観にふれさせる
ために、オーセンティック素材をどのように選び、教材化する
かを学ぶ。そのための方法として、受講者はオーセンティック
ＰＩＮＮＥＲ ＲＩＣＨＡＲＤ(文学部非常勤講師）
教材を分析し、体験したうえで、生の素材を修正し、タスクを
作る作業をワークショップ形式で行う。 なお、この講座のす
べての活動は英語で行う。

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月8日～

教諭

中学校・高等学校
教諭（英語科）

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656357号

03-3238-3520

英語教育政策

「英語が使える日本人の育成」を目指した政策が施行されて
から既に10年が経ったが、それはどこまで実現したのか。
2011年に文部科学省から発表された「国際共通語としての英
吉田 研作（外国語学部教授）
語力向上のための５つの提言と具体的施策」を中心に、今後
の課題について考える。なお、この講座の活動は英語で行
う。

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月8日～

教諭

中学校・高等学校
教諭（英語科）

平成25年5月20日～
150人
平成25年7月19日

平253016656358号

03-3238-3520

養護（2）学校における救急看護

学校における救急看護について深める。養護教諭は学校に
おいて傷病者が発生したとき、その様態を正確にかつ迅速に
把握し、適切な処置を行うことが重要である。医師の手に委
川瀬 弘一（総合人間科学部非常勤講師）
ねるまでの重症度・緊急度を判断する能力は、児童生徒の安
西田 志穂（共立女子短期大学看護学科講師）
全を大きく左右する。本講習では、養護教諭に必要な救急処
西山 悦子（総合人間科学部教授）
置の知識と実践的な技術について、ポイントを踏まえ講義す
る。また、医師との連携の取り方と記録・報告の仕方について
解説する。

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月8日～

上智大学

現代英米映像文化

映画は、学生の英語圏文化の理解のために授業に導入しや
すいメディアである。本講義では、『タイタニック』、『ハリー・
ポッター』シリーズ、『リトル・ダンサー』、『ホリデイ』など、現代
松本 朗（文学部准教授）
のイギリスやアメリカの文化を表す映画を、グローバリゼー
ションを含む両国の政治・経済の文化という観点から考察す
る。

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月9日～

教諭

上智大学

数学の答案は、証明問題・計算問題を問わず「数式交じりの
文章」である。しかし、現状では、記号・数値変数などの「数単
語」を羅列しただけの答案を書く者が多い。このような現状を
数学での答案の書き方～複素数 踏まえ、「仮定」「結論」を明確にして「定義」に基づいて考える 角皆 宏（理工学部准教授）
などを題材に～
ことを問題解法・答案作成に結び付ける指導を論ずる。後半 平田 均（理工学部助教）
では、高校の新学習指導要領に複素数平面の取扱いが復活
することから、特に複素数を題材とし、その理解を深めること
も目的とする。

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月9日～

上智大学

キリスト教の立場から見た人間の尊厳の教育について考察
する。聖書には人間は「神の似姿」として造られたと記述され
キリスト教ヒューマニズムと人間の
ているが、キリスト教教理や人格・人権の問題との関わりにお
尊厳（3）
いて、また聖書における人間理解を深めることによって、人間
の尊厳について学ぶものとする。

東京都千代田
区

上智大学

本講習では、第二言語習得研究の視点から言語学習のデー
タを見る中で、学習者がどのような間違いを起こしながら、ど
ういった過程を経て言語を習得していくかについての理解を
言語習得研究とティーチャー・トー 深めていく。そこからインプットの重要性を確認し、教師が与
和泉 伸一（外国語学部准教授）
クの理論と実践
えるティーチャー・トークの必要性とその方法について話を進
めていく。講習全体を通して、理論と実践の両方から言葉の
学び方と教え方について迫っていきたい。なお、この講座の
活動は英語で行う。

上智大学

多文化共生と教育

上智大学

キリスト教ヒューマニズムの立場に基づき、人間の尊厳の教
片山 はるひ（神学部教授）
キリスト教ヒューマニズムと人間の 育について考察する。聖書学やキリスト教神学の立場から、
光延 一郎（神学部教授）
尊厳（2）
またキリスト教文学の世界を訪ねることによって、人間の尊厳
久保 文彦（神学部講師）
についての理解を深めるものとする。

上智大学

上智大学

上智大学

上智大学

養護（3）学校における保健指導

山岡
武田
光延
竹内

三治（神学部教授）
なほみ（神学部准教授）
一郎（神学部教授）
修一（神学部教授）

本講習では、学校でよく見られる精神疾患とそのケアの概要
についての最新の情報を提供し，対処方法を共に考える．ま
た思春期にある生徒の成長・発達および健康問題ついて、各 小高 恵実（総合人間科学部准教授）
生徒が自分の生と性を大切に考え、健康的な生活を送ること 島田 真理恵（総合人間科学部教授）
ができるよう、支援するため必要な知識及び活用すべき社会 井口 理（総合人間科学部助教）
資源等を情報提供する。さらには保健指導を行う者の基本的
姿勢についても提案していく。

東京都千代田
区

12時間

6,000円

6,000円

75人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656359号

03-3238-3520

小学校・中学校・
高等学校教諭（社
会科・英語科）

6,000円

70人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656360号

03-3238-3520

教諭

高等学校教諭（数
学科）

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656361号

03-3238-3520

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5月20日～
平成25年7月19日

平253016656362号

03-3238-3520

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月9日～

教諭

中学校・高等学校
教諭（英語科）

6,000円

100人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656363号

03-3238-3520

東京都千代田
区

6時間 平成25年8月9日～

6,000円

75人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656364号

03-3238-3520
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養護教諭 養護教諭

養護教諭 養護教諭

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

東京農業大学

日本大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

「地域・光・木材」

光の性質・木材の性質・里山管理などの地域資源整備や再
生可能エネルギー活用など、実習・実験・実見を通して理科
系・技術系の実践的理解を深める。
濱野 周泰（造園科学科教授）
①里山管理における人の係わりと生物多様性についての現 尾崎 政男（教職課程教授）
地研修
星野 欣也（教職課程准教授）
②光に関する講義と実験
③木材・木の性質の講義と実習、木材の加工実習

教科指導の内容の充実

国語，英語，数学，理科，社会，保健体育（前記６教科に該当
しない教科の場合は，本講習内の「教科共通」を受講する）の
教科指導について，総合大学の広領域な学問分野から選任
された講師による講習は，それぞれの特色を活かし，一般的
な講義形式，演習及び実習はもとより，ワークショップ形式な
どを加えることにより，受講生と講師の双方向型の実践的な
講習を実現する。

壽福隆人（法学部教授）
吉良文孝（文理学部教授）
中瀬剛丸（文理学部教授）
小山貴之（文理学部専任講師）
上田 薫（芸術学部教授）
河野典子（理工学部教授）
山本修一（理工学部教授）
大久保尚紀（理工学部准教授）

生徒・教員や学校を取りまく環境は時代とともに大きな変化
があり，そこで起こり得る様々な問題について，解決の方策を
得るための一助となるように配慮し，生徒理解やカウンセリン
グ・実習など，対生徒対策の問題と課題を探る。一方，社会
問題，社会連携，道徳・倫理観，情報機器の活用・リテラシー
や自然科学系教科の最新の知見を広義・狭義の解釈を交え
て教員としての意識の向上を目指して，受講生参加型で実践
的な講習を提供する。

安藤 忠（法学部教授）
船山泰範（法学部教授）
堀切忠和（法学部准教授）
斎藤 稔（文理学部教授）
里子允敏（文理学部教授）
松本 恵（文理学部准教授）
藤平 泉（文理学部教授）
茂手木公彦（文理学部教授）
夜久竹夫（文理学部教授）
米井 巌（文理学部教授）
東京都世田谷
菊島勝也（文理学部准教授）
区
森田 悟（文理学部准教授）
小林貴之（文理学部准教授）
谷口郁生（文理学部専任講師）
吉田明子（文理学部助手・明治大学政治経済学
部非常勤講師）
三井和男（生産工学部教授）
大坂直樹（生産工学部准教授）
笹井和夫（生物資源科学部教授）
高久信一（生物資源科学部教授）

12時間

椿 まゆみ（文京学院短期大学准教授）
隅田 朗彦（外国語学部准教授）
野川 健一郎（外国語学部准教授）
塩原 佳世乃（外国語学部准教授）
阿佐 宏一郎（文京学院短期大学助教）
与那覇 信恵（外国語学部助教）

18時間

日本大学

教科指導の充実と課題

文京学院大学

中学校及び高等学校の英語指導法に関し、コミュニケーショ
ンを主眼にした英語指導法を紹介しながら、ワークショップ形
英語教育・英語学・教科指導等の 式で、実際に授業案作成や活動例を受講者に体験してもらう
充実
ことを通し、自身の指導法に活用できるようなトレーニングを
行う。文法指導を中心に実践・トレーニングを行い、ふりかえ
りをする。

東京都世田谷
区

東京都世田谷
区

東京都文京区

18時間

講習の期間

中学校・高等学校
教諭向け（理科・ 23,000円
技術・農業）

教諭

中学校，高等学
校及び中等教育
学校教諭

平成25年8月6日～
平成25年8月7日

教諭

中学校，高等学
校及び中等教育
学校教諭

平成25年8月5日～
平成25年8月7日

教諭

6時間 平成25年8月5日

有明教育芸術短 障害児のコミュニケーション行動
期大学
支援

東京都江東区

6時間 平成25年8月7日

有明教育芸術短
図画工作の基礎的な指導
期大学

表現材料である紙の扱いを通し、造形の基礎的発想法、指
導法を再考する。身近で廉価ゆえに見落としがちな紙の特性
を捉え直し、概念的・固定的な題材のイメージを開放して個々 小鴨 成夫(子ども教育学科准教授）
の発想を広げ、新しい可能性に満ちた題材の可能性を探る。
授業は実技研修形式で行う。

東京都江東区

6時間 平成25年8月7日

東京都江東区

6時間 平成25年8月8日

東京都江東区

6時間 平成25年8月8日

東京都江東区

6時間 平成25年8月9日

有明教育芸術短
子育て支援の現状と課題
期大学

「子育て支援事業の現状の理解」「子育て支援の取り組みへ
の提案」「子育てに携わっている親のニーズへの対応」「親の
子育てに関する援助の求め方と傾向」の4つの事項を主題と
諸井 泰子（子ども教育学科教授）
し、教育の現場に求められる子育て支援のあり方、支援の方
法の理解、親子のよりよいコミュニケーションとは何か等につ
いて考え、知識・技能を高める事を目指す。

子どもの想像力や感性を育む表現活動の展開と教諭の関わ
り方をテーマに、楽しく体験的な学びの機会を提供します。第
1部では、劇遊びや劇的な表現に焦点を当て実践映像の視
有明教育芸術短 子どもの想像力・感性を育む表現
陸路 和佳（子ども教育学科准教授）
聴も交えて展開します。第2部では、音楽表現に焦点をあてて
期大学
活動をどう展開するか
山本 直樹（子ども教育学科専任講師）
いきます。リトミックの教育法をベースに、それを活用しながら
どのような音楽表現活動が展開できるかについて、また即興
的なピアノ表現についての講習も含めて展開します。
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受講料 受講人数

教諭

平成25年8月8日～
平成25年8月10日

特別支援教育の対象となる児童に対する言語的・非言語的
コミュニケーション行動支援の方法について講義する。また、
氏森 英亞（子ども教育学科非常勤講師）
通常学級・特別支援学級における発達障害児、ＬＤ児、聴覚
杵鞭 広美（子ども教育学科准教授）
障害児の事例を取り上げ、教員だけでなく他の児童とうまくか
かわるための集団・個別支援の在り方について考察する。

1）．身体の各部を使って思いきり動いたり、様々なリズムに
のって動いたり、異なった質で表現的に動いたり、踊ることそ
れ自体の楽しさ、心地よさを体験する。
有明教育芸術短 ダンスの楽しさ、身体表現の心地 2）．動きでスケッチ ― 作品になる題材を見つけ出し、よく観
辻元 早苗（芸術教養学科教授）
期大学
よさを知る
察し、題材のどこをどのような角度から捉え、それを身体の動
きにしていくかを体験する。
3）．時間・空間・力性の要素に変化をつけ、作品にまとめ上
げるまでを体験する。

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

20人

平成25年5月16日～
平成25年7月9日

平253021356470号

03-5477-2512

6,000円

200人

平成25年5月16日～
平成25年7月1日

平253022456618号

03-5317-8496

12,000円

200人

平成25年5月16日～
平成25年7月1日

平253022456619号

03-5317-8496

中・高等学校教諭
18,000円
(英語）

40人

平成25年5月20日～
平成25年6月7日

平253023956462号

03-5684-4899

幼稚園、小・中学
教諭
校教諭、養護教
養護教諭 諭、特別支援学
校教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253509056405号

03-5579-6211

教諭

幼稚園・小学校・
中学校教諭

6,000円

25人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253509056406号

03-5579-6211

教諭

幼稚園、小学校・
中学校、高等学
校（保健体育）

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253509056407号

03-5579-6211

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253509056408号

03-5579-6211

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253509056409号

03-5579-6211

幼稚園教諭 小
教諭
学校教諭 養護
養護教諭
教諭

教諭

幼稚園、小学校、
中学校、高校の
教諭（音楽）

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

有明教育芸術短
実践 三味線音楽
期大学

三味線初心者から経験者まで含めた実技中心の講習であ
る。楽器及び付属品は貸与する。
１．三味線音楽の種類、特徴、三味線および付属品の素材や
構造に関する知識を確認する。
２．演奏のための基本的な構え、初歩的な奏法パターンを学
前原恵美（芸術教養学科准教授）
ぶ。
３．三線譜（文化譜）の読譜と、小品の演奏体験。
４．三味線と声のパートの関わり方を学ぶ。
５．三味線を使った創作のためのポイントと実践。
６．グループ毎の創作と発表。

東京都江東区

6時間 平成25年8月21日

有明教育芸術短
発声の基本と日本語歌唱法
期大学

ブレスの基本的な仕方（腹式、胸式ともに）、骨格の感じ方、
筋肉の使い方、脱力の仕方といった歌唱時の体の使い方、
また口の開け方、舌の位置に留意した声の響かせ方等ヨー
大貫 裕子（芸術教養学科教授）
ロッパの歌唱の基本的な発声法を演習形式で実践。それを
活用しつつ、日本語の歌唱法を歌曲を歌いながら展開してい
く。美しい日本語の発語と積極的な音楽の表現を試みる。

東京都江東区

6時間

東京都江東区

6時間 平成25年8月23日

コミニュケーション教育、創造力の育成などをになって、演劇
を教育に導入した授業のあり方が提案されている。この講座
有明教育芸術短 現代演劇のトレーニング方法を教 ではワークショップ形式で、ドラマ教育、イギリスにおける現代
ジェイスン・アーカリ(芸術教養学科准教授)
期大学
育に生かす
演技の基礎（『身体』『ムーブメント』『空間』に関わるヨーロッ
パ演劇のエクササイズ）を専門家が指導し、ドラマとシアター
教育の魅力に迫る。

自然素材を生かした幼児のもの
鶴川女子短期大
づくり体験と身体表現をより豊か
学
にするプログラム

本学の恵まれた自然環境を活かし、表現する楽しさを伝える
ことを、自然素材を使って体験し学びます。ものつくりや、音
楽表現活動、身体表現、絵本表現等を通し、豊かな感受性を
身につけ、さまざまな表現の可能性を見出すよう技術と能力
を育てます。

松村節子（幼児教育学科 教授）
増永順子（幼児教育学科 准教授）
宮本眞理子（幼児教育学科 准教授）
井村礼恵（幼児教育学科 専任講師）
髙橋まどか（幼児教育学科 専任講師）
栗村葉子（幼児教育学科 非常勤講師）

独立行政法人科 学校現場における科学コミュニ
学技術振興機構 ケーショントレーニング

科学館は、科学コミュニケーションの基盤である科学リテラ
シーをはぐくむ場として期待されている。そこで、学校の理科
授業や校外活動を、科学コミュニケーション活動の一環と位
置付け、科学館における科学コミュニケーションの基礎的な
要素を理解し、実際の活動をとおして科学リテラシーを身に
付けるための講習を行う。

森田由子（日本科学未来館 企画調整・普及展
開部 科学コミュニケーション専門主任、（兼）筑 東京都江東区
波大学非常勤講師、芝浦工大客員准教授、静岡 青海
大学非常勤講師）

◆学習指導要領におけるICTの扱いも含めた、ICT教育の現
状等の全般的な情報を紹介するとともに、小・中学校の理科
授業におけるICT機器・デジタル教材の効果的な活用方法を
実例を通して学ぶ
独立行政法人科 デジタル教材・ICT機器を活用した
榊原 博子（独立行政法人科学技術振興機構
◆「理科ねっとわーく」を中心としたデジタル教材とICT機器の
学技術振興機構 授業づくり
理数学習支援センター主任調査員）
活用を実習し、ICTを活用した授業プランの作成・発表・協議
を通じて、理科の授業におけるICT技術活用の有効性を学ぶ
とともに、授業で使える実践的なICT機器活用法の習得を目
指す

東京都町田市

東京都千代田
区

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

教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭
(音楽）

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253509056410号

03-5579-6211

教諭

中学校、高等学
校の教諭（音楽）

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253509056411号

03-5579-6211

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5月16日～
平成25年7月5日

平253509056412号

03-5579-6211

教諭

幼稚園教諭

18,000円

30人

平成25年6月18日～
平成25年6月19日

平253510956126号

044-988-1128

教諭

理科教諭
（小学校含む）

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年8月9日

平257001256919号

03-5214-8416

6時間 平成25年8月31日

教諭

小学校教諭、中
学校理科教諭（理
科授業における
ICT機器やデジタ
ル教材の活用に
意欲のある方）

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年8月16日

平257001256920号

03-5214-8416

6時間 平成25年11月17日

教諭

理科教諭
（小学校含む）

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年11月1日

平257001256921号

03-5214-8416

教諭

小学校・中学校教
諭 音楽科専科お 17,000円
よび学級担任

40人

平成25年5月16日～
平成25年7月15日

平258130556372号

03-5717-6885

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

平成25年8月1日、平成
25年8月2日、平成25年
18時間 8月3日、平成25年8月5
日、平成25年8月6日

6時間 平成25年8月25日

独立行政法人科 学校現場における科学コミュニ
学技術振興機構 ケーショントレーニング

科学館は、科学コミュニケーションの基盤である科学リテラ
シーをはぐくむ場として期待されている。そこで、学校の理科
授業や校外活動を、科学コミュニケーション活動の一環と位
置付け、科学館における科学コミュニケーションの基礎的な
要素を理解し、実際の活動をとおして科学リテラシーを身に
付けるための講習を行う。

公益財団法人音
第6回「夏の勉強会」
楽鑑賞振興財団

学習指導要領に基づく音楽授業の改善と充実を図るため、鑑
賞領域に焦点を当てつつ、「授業づくり」の視点で、その考え
方と方法を研修する。
藤沢章彦（文教大学講師）
グループワークにより、具体的な教材を使って指導の流れを
作るとともに、鑑賞の指導法とその評価（見取り）について実
習し、ポイントを理解する。

東京都世田谷
区

公益財団法人才
能開発教育研究 カリキュラムマネジメント講座
財団

様々な教育課題に組織として対応するときに有効な手法で
ある「カリキュラムマネジメント」について学び、その成果を自
分の学校で活用することをねらいとした講習です。
講習では、多くの学校がかかえる今日的な課題への対応で 村川雅弘（鳴門教育大学教職大学院教授）
成果をあげた小学校・中学校の実際の事例についてカリキュ 野口徹（山形大学地域教育文化学部准教授）
ラムマネジメントの観点から分析し、討議を行います。こうした
活動を通して、実践的にカリキュラムマネジメントの手法につ
いて学びます。

東京都港区

6時間 平成25年8月2日

教諭

小中学校教諭

7,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年7月22日

平258131556608号

03-5741-1311

公益財団法人才
協働学習につながるタブレット型
能開発教育研究
情報端末（iPad）の活用
財団

文部科学省は、平成23年4月に「教育の情報化のビジョン」を
示した。そこでは、情報化が進展する中で、学校においては、
デジタル教科書・教材、情報端末、ネットワーク環境等が整備
され、ICTの特長を最大限に生かした一斉学習、個別学習に
加え、子どもたち同士が教え合い学び合う協働的な学び（協 今田 晃一（文教大学教育学部准教授）
働学習）を推進することが重要とされている。そこで本講習で
は、タブレット型情報端末（iPad）を用いた授業の実践事例を
紹介するとともに、協働学習につながる指導方略について検
討する。

東京都港区

6時間 平成25年8月1日

教諭

小中学校教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年7月22日

平258131556609号

03-5741-1311

森田由子（日本科学未来館 企画調整・普及展
開部 科学コミュニケーション専門主任、（兼）筑 東京都江東区
波大学非常勤講師、芝浦工大客員准教授、静岡 青海
大学非常勤講師）
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12時間

平成25年7月27日～
平成25年7月28日

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園教育内容を深める
教育研究機構

講習の概要
本講習では、幼稚園教育に携わる教諭の専門的な知識や技
能の習得、幼稚園教育としての資質向上のための意義ある
講座とするため、①池谷裕二先生／脳から見た教育につい
て、②肥後功一先生／児童期の学びにつながる幼児教育に
ついて、③田中雅道先生／震災が子どもに与えた影響につ
いて、④青木久子先生／今だから必要な幼児教育の役割に
ついて講義を行ない、幼児教育や幼児理解をより深める講習
内容にする。

新学習指導要領に基づいた表現運動・ダンスの指導の方法・
技能について、最新の内容を理解し、それを授業にいかして
指導要領に対応した表現運動ダ
公益社団法人日
指導することが出来るようにする。特に、指導経験の浅い教
ンスの基礎基本を学ぶ（初心指導
本女子体育連盟
師に対応した表現運動の教材をわかりやすく体験し、教育現
者対応）
場でいかすことができるようにする。尚、小学校を中心に、中
学校、高等学校との連携を含む。

担当講師

池谷裕二（東京大学大学院准教授）
肥後功一（島根大学教授）
田中雅道（財団法人全日本私立幼稚園教育研
究機構理事長）
青木久子（青木教育研究所主宰）

村田芳子（筑波大学 教授）
高橋和子（横浜国立大学 教授）
笹本重子（日本女子体育大学 教授）
細川江利子（埼玉大学）

講習の開催地

東京都千代田
区

時間数

12時間

講習の期間

平成25年7月24日～
平成25年7月25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

受講者募集期間

認定番号

電話番号

12,000円

150人

平成25年6月3日～
平成25年6月10日

平258134056170号

03-3237-1957

東京都渋谷区

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校、中学校、
高等学校（保健体
育）教諭

7,350円

100人

平成25年5月25日～
平成25年7月20日

平258135656653号

03-3469-7995

新学習指導要領に基づいた体つくり運動の指導の方法・技能 笹本重子（日本女子体育大学 教授）
指導要領に対応した体つくり運動
公益社団法人日
について、最新の内容を理解し、それを授業にいかして指導 村田芳子（筑波大学 教授）
の基礎基本を学ぶ（体ほぐし対
本女子体育連盟
することが出来るようにする。特に多様な動きや体ほぐしの運 高橋和子（横浜国立大学 教授）
応）
動の教材を中心に、体力を高める運動への発展も含む。
細川江利子（埼玉大学）

東京都渋谷区

6時間 平成25年8月24日

教諭

小学校、中学校、
高等学校（保健体
育）教諭

7,350円

100人

平成25年5月25日～
平成25年7月20日

平258135656654号

03-3469-7995

新学習指導要領に基づいた表現運動・ダンスの指導の方法・
技能について、最新の内容を理解し、それを授業にいかして
指導要領に対応した表現運動ダ 指導することが出来るようにする。特に、平成24年度からの
公益社団法人日
ンスの基礎基本を学ぶ（ダンス必 中学校１・２年でのダンス必修化に対応して、ダンス指導初心
本女子体育連盟
修化対応）
の指導者でも、指導できる教材を分かりやすく習得できるよう
に配慮した講習内容である。中学校を中心に、小学校および
高等学校との連携も含む。

東京都渋谷区

6時間 平成25年8月25日

教諭

小学校、中学校、
高等学校（保健体
育）教諭

7,350円

100人

平成25年5月25日～
平成25年7月20日

平258135656655号

03-3469-7995

高橋和子（横浜国立大学 教授）
村田芳子（筑波大学 教授）
笹本重子（日本女子体育大学 教授）
細川江利子（埼玉大学）

一般社団法人日
教育カウンセリング講座①
本図書文化協会

児童生徒に確かな生きる力を身につけさせるため、教育カウ
ンセリングに基づく指導の考え方と方法について講義及び演
習を行う。主な内容は①構成的グループエンカウンター，②
教育カウンセリング概論，③問題行動概説，④発達の理論，
⑤面接の基礎技法，⑥キャリアガイダンス入門などである。

①吉田隆江（武南高等学校教育相談主事）
②國分康孝（東京成徳大学名誉教授）
③松尾直博（東京学芸大学准教授）
④新井邦二郎（東京成徳大学教授）
⑤石崎一記（東京成徳大学教授）
⑥海藤美鈴（江東区立毛利小学校副校長）

東京都千代田
区

18時間

平成25年8月5日～
平成25年8月7日

教諭
小中高等学校教
養護教諭 諭及び養護教諭

35,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年7月31日

平258136356922号

03-3941-0211

一般社団法人日
教育カウンセリング講座②
本図書文化協会

児童生徒に確かな生きる力を身につけさせるため、教育カウ
ンセリングに基づく指導の考え方と方法について講義及び演
習を行う。主な内容は①実践者が行うリサーチの方法，②構
成的グループエンカウンター～いじめなど子どもの問題行動
予防プログラム～，③SGE方式スーパービジョン，④特別な
ニーズへの対応，⑤ガイダンスカリキュラム，⑥学級集団の
アセスメントと学級経営などである。

①冨田久枝（千葉大学教授）
②片野智治（跡見学園女子大学教授）
③大友秀人（北海商科大学教授）
④曽山和彦（名城大学准教授）
⑤八並光俊（東京理科大学教授）
⑥河村茂雄（早稲田大学教授）

東京都千代田
区

18時間

平成25年8月18日～
平成25年8月20日

教諭
小中高等学校教
養護教諭 諭及び養護教諭

35,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年7月31日

平258136356923号

03-3941-0211

星槎大学

「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」を踏まえ、本講習では、3日
間を通じて、授業・学びの環境・ソーシャルスキルトレーニン
共生社会の実現に向けて～インク
阿部 利彦（共生科学部准教授）
グにおけるユニバーサルデザインを考察するとともに、発達
ルーシブ教育
三森 睦子（共生科学部専任講師）
段階に応じた自己肯定感のあり方と二次障害について学ぶ。
あわせて、認知特性に応じた支援と合理的配慮をキーワード
とした実践例を紹介する。

神奈川県横須
賀市

18時間

平成25年7月24日～
平成25年7月26日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

19,000円

100人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253000756420号

045-972-3296

星槎大学

「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」を踏まえ、本講習では、3日
間を通じて、授業・学びの環境・ソーシャルスキルトレーニン
共生社会の実現に向けて～インク
阿部 利彦（共生科学部准教授）
グにおけるユニバーサルデザインを考察するとともに、発達
ルーシブ教育
三森 睦子（共生科学部専任講師）
段階に応じた自己肯定感のあり方と二次障害について学ぶ。
あわせて、認知特性に応じた支援と合理的配慮をキーワード
とした実践例を紹介する。

神奈川県小田
原市

18時間

平成25年7月24日～
平成25年7月26日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

19,000円

25人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253000756421号

045-972-3296

平253000756423号

045-972-3296

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253000756424号

045-972-3296

応用行動分析学をもとに、発達障害のある子どもの特性の理
解と特性に応じた具体的指導方法を講義する。前半は、発達
障害のある子どもの「見えにくい」行動特性を捉える手法とし
て、ビデオとロールプレイをもとに行動アセスメント法について
学ぶ。あわせて、応用行動分析学の基本的枠組みである
渡部 匡隆（横浜国立大学教育人間科学部教
ABC分析の観点から、特性に応じた具体的な指導と配慮の 授）
方法を学ぶ。後半は、小・中・高の通常学級に在籍している
発達障害のある子どもの支援事例から、不登校をはじめとし
た学校不適応にある子どもをどのように理解し指導すべきか
考察する。

星槎大学

特別支援教育と応用行動分析

神奈川県横浜
市

星槎大学

発達障害の中でも、とりわけ自閉症スペクトラム児の教育に
おいては、学級集団への適切な参加がポイントとなる。その
ためには、「後追い支援」ではなく「先取り支援」が有効で、そ 小林 重雄（名古屋経済大学人間生活科学研究 神奈川県横浜
共生社会の実現と特別支援教育
れにより効果的な学習活動の促進と学級集団での迷惑行動 科教授）
市
のコントロールが可能となる。本講習では、いかなる方法論に
より達成可能となるかについて検討していく。
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6時間 平成25年8月5日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

7,000円

平成25年5月20日～
200人
平成25年6月30日

6時間 平成25年8月6日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

7,000円

200人

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

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、現代 寺山 千代子（共生科学部客員教授）
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

通常学級における発達障害をも
つ児童生徒への支援

通常学級で教育的支援を求めている子どもは全体の約6.5％
存在するといわれている。子どものニーズに合わせた支援を
標榜する特別支援教育だが、その対応には発達障害をもつ
安部 雅昭（共生科学部非常勤講師）
児童生徒の特性を理解することが必須である。本講習では、
通常学級の中に多く見られる発達障害を理解するとともに、
その支援の方法を考えていきたい。

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
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。

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

045-972-3296

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

7,000円

120人

平成25年5月20日～
平成25年8月31日

平253000756426号

045-972-3296

6時間 平成25年10月26日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

7,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年9月30日

平253000756427号

045-972-3296

6時間 平成25年11月2日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

7,000円

120人

平成25年5月20日～
平成25年9月30日

平253000756428号

045-972-3296

7,000円

120人

平成25年5月20日～
平成25年9月30日

平253000756429号

045-972-3296

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

7,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年9月30日

平253000756430号

045-972-3296

6時間 平成25年11月24日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

7,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年9月30日

平253000756432号

045-972-3296

6時間 平成25年8月5日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

26人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253021656189号

03-5813-2530

6時間 平成25年8月15日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

平成25年5月16日～
26人
平成25年7月15日

平253021656190号

03-5813-2530

6時間 平成25年10月5日

神奈川県川崎
市

キャリア教育の実践

本講習は、キャリア教育に関する理論的事項や政策の動向
について考察するとともに、キャリアカウンセリングのための
仲 久徳（共生科学部准教授）
基礎的な方法やキャリア教育に資する授業づくりの方法につ
いてミニワークを通して実践的に学ぶことを目的とする。

神奈川県横浜
市

日系人収容所問題を考える

真珠湾奇襲攻撃で始まった日米戦争をアメリカは「太平洋戦
争」と名付け、日本は「大東亜戦争」と呼び、戦線は中国大
陸、フィリピン、インドネシア、ビルマ、太平洋諸島へと拡大し
た。1942年2月19日、アメリカ大統領は「Executive Order9066 北岡 和義（日本大学国際関係学部非常勤講
号」を発し、アメリカ西海岸に住んでいた日系人およそ12万人 師）
を内陸部の砂漠へ強制収容した。本講習では、このアメリカ
民主主義史上最大の汚点と言われる日系人収容所問題を中
心に人種偏見問題を考察する。

神奈川県横浜
市

6時間 平成25年11月16日

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。

神奈川県川崎
市

6時間 平成25年11月23日

星槎大学

子どもの「自立力」を育む教育を
考える

「自尊感情」や「自己肯定感」が持てない、「対人関係」が苦手
等の傾向をもつ子ども、そしてその先には、自立できない大
人の増加という社会的課題がある。本講習ではそれらの一因
が「家庭生活の変化」にあると捉え、「お手伝い」「片づけ」と
いうテーマに沿って、家庭と親子関係の現状について事例研
辰巳 渚（東海大学非常勤講師）
究を踏まえて理解し、課題解決のために、子どもへの学校に
おける教育的配慮を考える。また、子どもが自ら「自立」につ
いて考えるための手法を、開発した教材を使って演習形式で
学びながら、教師自らが子どもに示せる「自立像」を構築す
る。

神奈川県川崎
市

東京未来大学

①障害及び発達障害の概念を整理し，各発達障害の診断基
準，心理学的特徴，それらに配慮した保育や教育の在り方に
関して，保護者の思いや実際の指導例なども交えながら，具
発達障害及び言語障害の理解と 体的に概説する。②軽度発達障害あるいは言語障害を抱え 府川昭世（こども心理学部教授）
支援
た子どもへの支援について考察する。いずれも、事例をもと 小谷博子（こども心理学部准教授）
に対応策のヒントを提案したい。言語障害については「言語と
は何か」の基礎知識をもとに音声言語コミュニケーション障害
について概説する。

神奈川県
横浜市
神奈川区

東京未来大学

①障害及び発達障害の概念を整理し，各発達障害の診断基
準，心理学的特徴，それらに配慮した保育や教育の在り方に
関して，保護者の思いや実際の指導例なども交えながら，具
発達障害及び言語障害の理解と 体的に概説する。②軽度発達障害あるいは言語障害を抱え 府川昭世（こども心理学部教授）
支援
た子どもへの支援について考察する。いずれも、事例をもと 小谷博子（こども心理学部准教授）
に対応策のヒントを提案したい。言語障害については「言語と
は何か」の基礎知識をもとに音声言語コミュニケーション障害
について概説する。

神奈川県
横浜市
神奈川区

星槎大学

星槎大学

星槎大学

坪内 俊憲（共生科学部准教授）
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電話番号

7,000円

神奈川県横浜
市

星槎大学

認定番号

平253000756425号

6時間 平成25年8月7日

星槎大学

受講者募集期間

平成25年5月20日～
200人
平成25年6月30日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

星槎大学

受講料 受講人数

教諭

中学校（社会）、
高校（地歴・公
民）、歴史に関心
のある教員

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

不登校及び子どもの理解と対応

①不登校の実態，不登校の子どもや親の心理に関する理解
を深める。そのうえで，学校への不適応を未然に防ぐ予防的
介入として，1次予防，2次予防，3次予防の具体例について
学習する。②臨床心理学的な観点から、子どもへのカウンセ 藤後悦子（こども心理学部准教授）
リング的対応について解説を行う。具体的には、子どもの心 山極 和佳（モチベーション行動科学部准教授）
の理解とカウンセリング的な関わりの方法、及びそれらにお
ける教師の自己理解と専門機関との連携の必要性を取り上
げる。

神奈川県
横浜市
神奈川区

6時間 平成25年8月6日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

26人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253021656197号

03-5813-2530

東京未来大学

不登校及び子どもの理解と対応

①不登校の実態，不登校の子どもや親の心理に関する理解
を深める。そのうえで，学校への不適応を未然に防ぐ予防的
介入として，1次予防，2次予防，3次予防の具体例について
学習する。②臨床心理学的な観点から、子どもへのカウンセ 藤後悦子（こども心理学部准教授）
リング的対応について解説を行う。具体的には、子どもの心 山極 和佳（モチベーション行動科学部准教授）
の理解とカウンセリング的な関わりの方法、及びそれらにお
ける教師の自己理解と専門機関との連携の必要性を取り上
げる。

神奈川県
横浜市
神奈川区

6時間 平成25年8月16日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

26人

平成25年5月16日～
平成25年7月15日

平253021656198号

03-5813-2530

東京未来大学

①時々刻々と変化する非行少年に対応した生徒指導の在り
方や、関係機関の積極的活用について理解することを目的と
し、とりわけ、非行の進度の把握について非行性という概念 出口保行（こども心理学部教授）
非行及び家族問題の理解と対応
を学習することをポイントとする。②精神医学的な観点から、 春日武彦（こども心理学部非常勤講師）
問題を抱えた子どもや親等に対する理解と対応の解説を行
い、家族問題とモンスターペアレントについて考える。

神奈川県
横浜市
神奈川区

6時間 平成25年8月1日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

26人

平成25年5月16日～
平成25年7月1日

平253021656208号

03-5813-2530

東京未来大学

①時々刻々と変化する非行少年に対応した生徒指導の在り
方や、関係機関の積極的活用について理解することを目的と
し、とりわけ、非行の進度の把握について非行性という概念 出口保行（こども心理学部教授）
非行及び家族問題の理解と対応
を学習することをポイントとする。②精神医学的な観点から、 春日武彦（こども心理学部非常勤講師）
問題を抱えた子どもや親等に対する理解と対応の解説を行
い、家族問題とモンスターペアレントについて考える。

神奈川県
横浜市
神奈川区

6時間 平成25年8月14日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

26人

平成25年5月16日～
平成25年7月15日

平253021656209号

03-5813-2530

現在の子どもたちをめぐる問題
〜発達障害と虐待への対応〜

現在，子どもたちをめぐる問題は複雑さと多様さを増してきて
いる。教育の現場でも，発達障害を持つ子どもたちに対する
支援の充実が求められる一方，支援ニーズの見極めが難し
いケースに直面することが多くなってきていると考えられる。 渡辺千歳（こども心理学部教授）
また子どもたちの虐待問題は後を絶たず，教師が虐待に最 竹内貞一（こども心理学部准教授）
初に気づくケースが多いのも実情である。そこで，当講習で
は発達障害や虐待の事例から，その具体的な対応方法など
を考えていきたい。

神奈川県
横浜市
神奈川区

6時間 平成25年8月9日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

26人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253021656218号

03-5813-2530

東京未来大学

思春期の生徒のメンタルヘルス

①思春期から青年期における発達課題と自己形成について
臨床発達心理学の立場から概観する。また、現代社会にお
ける家族や社会との関わりの中で、思春期の生徒たちのここ
高橋一公（モチベーション行動科学部教授）
ろのあり方について学習する。②臨床心理学的な観点から，
平部正樹（こども心理学部講師）
思春期の子どもたちに生じやすい心の葛藤やつまずきにつ
いて概説する。また，事例をもとに個別的な支援が必要な生
徒への対応やカウンセリング的関わりについて学習する。

神奈川県
横浜市
神奈川区

6時間 平成25年8月8日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

26人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253021656226号

03-5813-2530

東京未来大学

モチベーションの理解を通じて、学ぶ意欲、働く意欲を考え
る。さらに、学校現場での日頃のコミュニケーション（教員-生
教育現場におけるモチベーショ
徒、教員-保護者、教員間）について、社会心理学、組織心理
ン・対人コミュニケーションの理解
学の視点から、振り返りの手がかりを得る。理論と実習を通じ
と促進
て、モチベーションの促進と円滑な対人コミュニケーションの
形成に役立つスキルについて学ぶ。

神奈川県
横浜市
神奈川区

6時間 平成25年8月2日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

26人

平成25年5月16日～
平成25年7月1日

平253021656231号

03-5813-2530

神奈川県横浜
市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校「社会」、
高等学校「地
歴」、「公民」系科
目担当教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月14日

平253024856736号

03-5421-5149

神奈川県横浜
市

6時間 平成25年8月8日

教諭

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5月16日～
平成25年6月14日

平253024856737号

03-5421-5149

東京未来大学

東京未来大学

角山剛（モチベーション行動科学部教授（学部
長）、モチベーション研究所所長）
磯友輝子（モチベーション行動科学部准教授）
日向野智子（こども心理学部非常勤講師）

１９世紀フランス近代が諸革命の世紀であったこと、それらに
よりヨーロッパにおいて民族問題が発生したことを確認し、苦
難に満ちたフランス共和国の誕生の道筋をたどる。また、アメ 西岡芳彦（文学部教授）
リカ人旅行者が当時のフランス社会をどのように見ていたの 杉本圭子（文学部准教授）
か、外国人の視点からフランスを考察する。１９世紀の歴史と
現代のつながりを明らかにする。

明治学院大学

１９世紀フランス近代史

明治学院大学

受講生の問題意識を大切にしながら、現代日本の社会を相
対化する視点を探ります。
第１部では、現代社会とコミュニティの変容について、身近な
事例や諸外国の事例をもとに学び、コミュニティ論の基本的
坂口緑（社会学部教授）
コミュニティの変容、子どもの変容 な考え方を身につけます。第２部では、歴史的な視座から社
元森絵里子（社会学部准教授）
会と子ども・教育の変容について学び、教育現場の現代的な
課題について議論します。全６時間を通して、事例の検討や
受講生同士のディスカッションを取り入れた双方向型の内容
となる予定です。講習への積極的な参加を期待します。
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30人

平成25年5月16日～
平成25年6月14日

平253024856738号

03-5421-5149

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月14日

平253026656713号

042-713-5080

小学校・中学校・
教諭
高等学校教諭、
養護教諭
養護教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月14日

平253026656714号

042-713-5080

小学校教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月14日

平253026656715号

042-713-5080

教諭

中学校・高等学校
教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月14日

平253026656716号

042-713-5080

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

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月14日

平253026656717号

042-713-5080

神奈川県相模
原市

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

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月14日

平253026656718号

042-713-5080

神奈川県相模
原市

6時間 平成25年8月22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14日

平253026656719号

042-713-5080

神奈川県相模
原市

6時間 平成25年8月23日

教諭

中学校・高等学校
国語教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月14日

平253026656720号

042-713-5080

6時間 平成25年8月9日

授業に役立つICT活用入門

パソコン初心者を対象に、授業に役立つICT活用入門として、
一つは、授業でパソコンで制作した教材を使用することを目
的として、フラッシュ型教材の作成方法をパソコンの実習を通
吉田 典弘(学芸学部教授)
して体験する。次にPCを使った教材作成を通してプレゼン
加藤 由樹(学芸学部講師)
テーションソフトの使い方を身につける。また、授業における
デジタル教材の様々な活用を紹介する。更に、受講者同士で
の話し合いを取り入れ、教室での現実的なICT活用を探る。

神奈川県相模
原市

6時間 平成25年8月21日

相模女子大学

人の一生と家族・家庭

児童や生徒の「生きる力」や豊かな心の育成に、家族・家庭
が深くかかわり、家庭は地域・社会に繋がっている。この事実
を子どもたちに伝えるための、生きた事例（教材）探しや事例
研究を前半に行う。後半は、主に高齢期を取り上げ、老いへ 臼井 和恵（栄養科学部教授）
の肯定的理解や介護における男女協力の在り方、孫世代の
かかわり方、地域や社会サポートの可能性についても提案
し、理解を深める。

神奈川県相模
原市

6時間 平成25年8月21日

相模女子大学

国語では，子どもとのコミュニケーションを通して、子どものこ
とばや行動をどのようにとらえ、それに指導者がどう応答して
いくことが望ましいかについて、受講者とともに実践的に考え
る。
小学校国語科・総合的な時間を中
「総合的な学習の時間」に関する成果や課題について実例 相原 貴史（学芸学部教授）
心とした授業力向上をめざした講
を示しながら解説し、各教育現場でのこれからの実践のあり 池田 仁人（学芸学部准教授）
習
方について考察していくとともに身近な環境の様々な見方に
ついて、本学構内の生物環境を用い、実地で体験する。主に
生物を基準とし「自然のはかり方」についていろいろな視点か
ら迫っていく。

神奈川県相模
原市

6時間 平成25年8月21日

教諭

神奈川県相模
原市

6時間 平成25年8月22日

神奈川県相模
原市

相模女子大学

相模女子大学

相模女子大学

相模女子大学

相模女子大学

多文化の中のことばと教室

異文化コミュニケーションを社会言語学の観点から考え、そ
の知見をいかに英語教育に応用できるかについて議論する。
具体的には次の二点を中心に進める。
異文化コミュニケーションと英語教 1. 特定の第二言語使用分野を念頭に、言語使用にかかわる 渡辺 幸倫（学芸学部准教授)
育
文化的社会的要因の影響について考察する。
羽井佐 昭彦(学芸学部教授)
2. 異文化間における様々な場面での発話行為を抽出し、談
話分析を試みる。

おいしさの科学（食品の色）

現在の教育現場では知育、徳育、体育に並んで食育が重要
視されている。元気に成長・発育するためには食生活の充実
が重要であり、自分に適正な食べ物を自分で選択できること
阿部 芳子（栄養科学部教授)
は生きる力にも通じる。さらに調理して食べ物をおいしく食べ
小櫛 満里子(栄養科学部准教授)
ることは人にとって至福の時にもなる。食物のおいしさは五感
鈴木 啓子(栄養科学部講師)
で感じるが、講習では視覚に注目し、調理で食品の色がどの
ように変化するのか実験を交えて、色の果たす役割について
考察したい。

算数では、子どもたちの問題解決力を高める効果的な指導
法について考え，指導力向上のための方法を模索したい。
理科では、化学領域の簡単な実験を通して、子どもの興味関 後藤 学（学芸学部講師）
小学校算数科・理科を中心とした
心を引き出す授業の展開を探るとともに、理科教育改善の方 佐藤 道幸（学芸学部教授）
授業力向上をめざした講習
向と学習指導要領改訂のポイントを確認する。実験及び講義 中田 朝夫（大和市立南林間小学校校長）
を基本とするが、討論・意見交換の機会を設けたい。

古代文学と季節

古代文学における季節を統一テーマとして講義する。古代前
期においては、漢籍との関わりの中でつくられた季節観を中
心に述べる。陰陽五行論という「理」との出会いが、「季節」を
山田 純（学芸学部講師)
再発見していく姿を見届ける。古代後期においては、特に古
武田 早苗(学芸学部教授)
今和歌集を中心に述べる。古今集で確立した季節観につい
てその事情や背景を探りながら、和歌文学についても論じ
る。

電話番号

6,000円

神奈川県横浜
市

現在、中学生高校生は情報化やグローバル化など多様な文
化世界・言語環境の影響の中で生活し自己形成している。こ
うした文化的な生育環境の理解は、 生徒とのコミュニケー
ションはもとより、とくに生徒指導、特別活動にとって重要であ 太田陽子(学芸学部講師)
る。ここでは現在の情報メディア環境や「外国とつながる文
山﨑鎮親(学芸学部教授)
化」といった観点を通して、 ことばにかかわる文化的特質を
主に取り上げ、 中等教育段階における生徒理解や実践的課
題を文化の側面から考察する。

認定番号

教諭

基礎から分かる国際関係

相模女子大学

受講者募集期間

中学校「社会」、
高等学校「地
歴」、「公民」系科
目担当教諭
（講習内容に興
味・関心のある
小・中・高教諭も
可）

現代の国際関係は、新興国の台頭や宗教対立により、かつ
てないほど流動的です。そのうえ、ヒト、モノ、カネ、さらに情
報の移動がグローバル化するなか、児童労働や砂漠化と
いった、地球の裏の出来事に知らずに関わっていることも珍 六辻彰二（非常勤講師）
しくありません。本講義では、国際関係の現状をコンパクトに
解説することで、一人ひとりの個人がいかに生きていくかを考
える材料を提供することを目指します。

明治学院大学

受講料 受講人数
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平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

担当講師

講習の開催地

相模女子大学

1.現代小説とその映画化作品、ポピュラーミュージックなど、
ポップカルチャーを題材とし、その社会的特徴にふれつつ、そ
こに内在する英語教材としての可能性について議論する。
英語表現力を増強したり英文法理
2. 従来は購読用に使われるテクストを、また普通はリスニン 中村 真理（学芸学部教授）
解を深めるためのペーパーバック
グのために利用される映画を、英語表現力の増強を図った 中林 正身(学芸学部准教授)
や映画
り、英文法の理解を深めたりするために使ってみる。読んで
楽しい、観て楽しい教材を一味違った方法で英語教育に活か
す方法を紹介したい。

相模女子大学

近年子どもの食生活の乱れが騒がれるようになり、食生活の
あり方が問われている。孤食や欠食、さらには偏食の増加が
みられ、その背景にはどのような原因があるのか、受講者と
子どもの食生活における現状と課 共にリスクや課題を探る。食生活が子どもの体に与える影響 長濵 幸子(栄養科学部教授)
題
については、小児生活習慣病、食物アレルギーを取り上げ疾 野中 美津子(栄養科学部講師)
病の栄養管理の基礎知識を学びながら、早期予防法や改善
すべき方法は何かを実験、演習を交えて理解を深めることを
目標とする。

相模女子大学

横浜商科大学

講習の名称

小学校を中心とした授業力向上
のための音楽・図工の講習

商業教育の今日的課題

講習の概要

音楽では、楽器演奏の技術や読譜能力にとらわれずにさまざ
まな音を使った創作活動ができる「音楽づくり」と、音と環境の
関係性と沈黙の大切さに気づくための「サウンドスケープ」実
習を行う。
菅野 紀子（学芸学部特任准教授）
図工では、想像力と創造力を培うために、素材に拘り、その
稲田 大祐（昭和女子大学非常勤講師）
特性を活かした造形表現遊びのアイディアを考える。素材と
して身近な「紙」をとりあげ、子どもに手づくり、手作業の楽し
さをいかに教えるかを学ぶ場としたい。
今日求められる商業教育のあり方、教科に関する高度な最
新の専門的知識を、実践的な内容を含め共に考えることを目
指す。特に「会計・簿記分野における最新の動向および検定
試験合格指導方法」、「流通・商業分野における流通イノベー
ション、街づくりと後継者育成等」、「観光分野における授業実
践を通した教育方法」「情報分野における授業に役立つ情報
機器の活用、最新のメディア活用実態・方法」等を実習を含
め考える。

佐藤
本藤
佐々
柳田
宍戸

義文（商学部教授）
貴康（東京経済大学経営学部教授）
徹（商学部教授）
義継（商学部准教授）
学（商学部准教授）

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

神奈川県相模
原市

6時間 平成25年8月23日

中学校・高等学校
英語教諭

神奈川県相模
原市

6時間 平成25年8月23日

神奈川県相模
原市

6時間 平成25年8月23日

神奈川県横浜
市

時間数

18時間

平成25年8月26日～
平成25年8月28日

教諭

小学校・中学校・
教諭
高等学校教諭、
養護教諭
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

6,000円

平成25年5月16日～
30人
平成25年6月14日

平253026656721号

042-713-5080

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月14日

平253026656722号

042-713-5080

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14日

平253026656723号

042-713-5080

教諭

高等学校教諭（商
18,000円
業科目担当教諭）

20人

平成25年5月16日～
平成25年7月15日

平253028256727号

045-571-3901

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園の役割を広め深める
教育研究機構

本講習では、幼稚園教育の現場のニーズが多様化している
現状に対し、心理学的な観点からのアプローチを試みます。
この講習は、幼稚園教諭が、心理学的な人間発達理論や、カ
久米 真浩（鶴見大学短期大学部保育科非常勤
ウンセリングマインドなどについて、専門的な知識を習得する
神奈川県横浜
講師、小机幼稚園園長、洗足こども短期大学幼
ことで、更なる資質の向上が期待されるものとして企画されま
市
児教育保育科非常勤講師）
した。その目的のために、①保護者との円滑な関係の構築、
②子どもが育つことへの総合的な支援③幼稚園における特
別支援などを中心に講義等を行います。

6時間 平成25年8月3日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

70人

平成25年5月27日～
平成25年6月4日

平258134056171号

03-3237-1957

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

本講習では、一人ひとりの子どもの主体的な育ちと学びを支
えていくための保育実践の基盤となる「子ども理解」と、その
理解に基づいた「援助」を幅広く探究していく幼稚園教諭とし
ての専門性について学び、理解を深めることを目的とします。 高嶋 景子（聖セシリア女子短期大学幼児教育
神奈川県横浜
具体的事例やビデオ・カンファレンスを通して、自らの子ども 学科専任講師、田園調布学園大学子ども未来学
市
を捉えるまなざしや保育の枠組みを問い直すと同時に、保育 部子ども未来学科准教授）
の質を向上していくために必要とされる保育者の資質や、そ
れを支える同僚や保護者との関係構造についても探っていき
ます。

6時間 平成25年8月9日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

80人

平成25年5月27日～
平成25年6月4日

平258134056172号

03-3237-1957

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園の役割を広め深める
教育研究機構

【講座A】海外の就学前教育から学べること：ネパール・ニュー
ジーランド・カナダ・中国・マレーシア・韓国の就学前教育、子
育て支援の実態を明らかにしていきながら、そこから日本が 久保田 力(相模女子大学学芸学部教授)
神奈川県相模
何を学ぶべきか考えていく。【講座B】近年、「気になるこども」 河合 高鋭(和泉短期大学児童福祉学部専任講
原市
という言葉を耳にするようになった。保育中、何度言い聞かせ 師)
てもわからない、大泣き怒ってしまう、そのような気になる子
についてワークショップを交えて考えていく。

6時間 平成25年7月29日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

120人

平成25年6月1日～
平成25年6月7日

平258134056173号

03-3237-1957

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園の役割を広め深める
教育研究機構

【講座Ａ】・子どもたちを取り巻く様々な「危険」について解説す
る。・小さな油断や見落としが大きな事件や事故につながった
過去の例を検証する。・子どもたちはどのように外界を見てい
池田 仁人(相模女子大学学芸学部准教授)
るか。簡単な工作と活動から実体験する。【講座Ｂ】声や体を
岡部 芳広(相模女子大学学芸学部准教授)
つかったヴォイス・アンサンブルや、リズム・アンサンブルを練
習する。また、よく歌われる曲を教材にして、子どもの歌の歌
唱指導法について学ぶ。

神奈川県相模
原市

6時間 平成25年7月30日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

120人

平成25年6月1日～
平成25年6月7日

平258134056174号

03-3237-1957

新潟県加茂市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中・高 英語教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253029256307号

0256-53-3000

新潟経営大学

中学校・高等学校の学習指導要領改訂のねらいや教育政
策・教育改革の動向に関して基本的な理解を深めます。ま
た、英語コミュニケーション能力に関わる理論を概観し、総合
中学・高校の英語授業の指導法・
的なコミュニケーション能力の育成を目標にした英語教授法 市島 清貴（経営情報学部教授）
評価法
や授業運営についてディスカッションをします。受講生から日
頃の実践を持ち寄ってもらい、生徒の学習意欲が高まる指導
法や評価法等に関して意見交換を行います。
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

英語教員としての運用能力の指標として、TOEIC試験のスコ
アが使われることがあります。また、TOEIC試験対策を行うこ
TOEIC®を利用した英語教員の資 とで、英語運用能力を向上させたり、各自の学習進度の目安
山本 淳子（経営情報学部准教授）
質向上方法
ができたりという利点もあります。今回は800点を目標に設定
して、目標達成のために必要な学習方法、各パートごとの解
答のコツなどを練習問題を通して解説いたします。

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

新潟県加茂市

6時間 平成25年8月8日

教諭

中・高 英語教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253029256308号

0256-53-3000

コミュニケーション学概論

学校教育現場のあらゆる場面で重要視されている「コミュニ
ケーション」とは何か、また、それをどう理解すれば、教育に
活かすことができるか、ということについての提言を行う。
五十嵐 紀子（新潟医療福祉大学社会福祉学部
新潟県加茂市
コミュニケーションの基本理論をもとに、映像等も利用しなが 講師）
ら、実際に遭遇する身近な場面を用いて参加者とともにワー
クショップ形式で進めていく。

6時間 平成25年8月9日

教諭

全教諭対象

6,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253029256309号

0256-53-3000

マーケティングの理論と実践

商業科目「マーケティング」等の担当者が必要とするマーケ
ティング理論に関する基礎知識の理解を深めるとともに、
マーケティングの今日的課題やその解決策について検討す
伊部 泰弘（経営情報学部准教授）
る。また、地域活性化に大学や教育機関は、どのように関
わって行けば良いのかを本学の取り組み事例を通じてマーケ
ティングの視点から考えてみる。

新潟県加茂市

6時間 平成25年8月7日

教諭

高等学校 商業
教諭

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253029256310号

0256-53-3000

新潟経営大学

工業簿記・原価計算（日商１級レ
ベル）の指導法

平成25年度から新学習指導要領の高等学校（商業）におい
て、「管理会計」が増設された。その内容は従来高校生であ
れば、日商１級に挑戦する層が「工業簿記・原価計算」科目
の対策として課外で学習するものであった。
大澤 弘幸（経営情報学部准教授）
本講習では、大学生に対する指導をふまえ、これらの分野に
つき再確認すると共に、高校生に対する効果的な指導法の
一助となることを目的とする。

新潟県加茂市

6時間 平成25年8月8日

教諭

高等学校 商業
教諭

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253029256311号

0256-53-3000

新潟経営大学

ビジネスに必要な法規に関する基礎的な知識を習得させるに
際し、指導者は常に現代的・発展的な問題、状況についての
視野が開けていることが必要とされる。そのため、本講習で
は、法の本質的な部分はもとより、国際化や情報化などの経
経済活動と法に関する現代的・発
済環境の変化に伴う法の改正、現状（例えば電子債権、近年 清水 正博（経営情報学部助教）
展的な教育の充実のための方策
の著作権法の改正部分、国際私法）について取り扱うととも
に、近年の企業再編等の動向についても確認しながら、法、
法規の必要性を認識させる教育のアイデアについても取り扱
うこととする。

新潟県加茂市

6時間 平成25年8月9日

教諭

高等学校 商業
教諭

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253029256312号

0256-53-3000

岐阜女子大学

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）
地域の文化・教育施設の活用と著 化が進む現代社会には必須である。博物館等の基本的機能
新潟県南魚沼
坂井 知志（常磐大学コミュニティ振興学部教授）
作権等について考える
を理解するとともに、その活用方法について考察する。また、
郡湯沢町
久世 均（文化創造学部教授）
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5月16日～
平成25年6月14日

平253032556459号

058-229-2211

岐阜女子大学

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・文化を教育に活かす 下野 洋（文化創造学部教授）
地域の自然・文化を教育に活かす
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、具 高良 倉吉（琉球大学法文学部教授）
方法について考える
体的な地域素材を活用した観察や実験を通して、ものの見 齋藤 陽子（文化創造学部准教授）
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。

新潟県南魚沼
郡湯沢町

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5月16日～
平成25年6月14日

平253032556460号

058-229-2211

新潟県南魚沼
郡湯沢町

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5月16日～
平成25年6月14日

平253032556461号

058-229-2211

富山県射水市

6時間 平成25年8月23日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

10,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年8月20日

平253515656388号

0766-55-5567

新潟経営大学

新潟経営大学

新潟経営大学

岐阜女子大学

新しい教育課程への対応につい
て考える

富山福祉短期大 子どもの感性を育てる造形活動
学
～臨床美術を通して～

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
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）

・子どもの豊かな感性を十分に引き出すための造形活動の
在り方や支援の方法を「臨床美術」の考え方を基に考察し、
子どもの作品に共感し伝えることの必要性を理解する。
北澤 晃 （学長、社会福祉学科・教授）
・右脳を活性化させる理論（臨床美術）を応用し、オイルパス
靏本 千種 （幼児教育学科・准教授）
テルを用いた表現方法の実際を学ぶ。子どもが豊かに感情
岡野 宏宣 （幼児教育学科・助教）
を描き表し、自己表現することができる支援の在り方、自然の
形や色の魅力の再発見、量や重さを五感を使って感じながら
表現することへの支援の在り方を考える。
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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

対象職種 主な受講対象者

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園教育内容を深める
教育研究機構

障害のある幼児の指導は「幼稚園教育の機能を十分に生か
して、幼稚園生活の場の特性と人間関係を大切にし」（『幼稚
園教育要領解説』）てなされる。発達障害をもつ子どもにとっ
大井 佳子（（学）木の花幼稚園園長、金城大学
て「幼稚園生活の場の特性」はどのように寄与するのだろう
社会福祉学科こども専攻教授、北陸学院大学人 石川県金沢市
か？また、このことを幼稚園はどれだけ保護者に伝えている
間総合学部幼児児童教育学科教授）
だろうか？保護者が我が子の障害を受け止めることを支援す
る幼稚園の「人間関係」について考え、幼稚園の行う「子育て
の支援」についての理解を深める。

6時間 平成25年7月6日

教諭

幼稚園教諭

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

幼稚園の様々な場所で思い思いに自由に繰り広げられる「子
どもたちの遊び」。保育者は、遊び込める環境を子どもの思
いに添って考えたり、さりげない援助をつなげて行くことが
日々必要とされている。遊びの中での子どもだちの学びや育
今村 光章（岐阜大学教育学部准教授）
ちを、どのように読み取り理解して日々の保育を行っていくべ
きなのか。
保育の実践研究を中心に、「豊かに育っていくための『遊び』
とは？」を課題に考察していきたい。

石川県金沢市

6時間 平成25年7月13日

教諭

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園教育内容を深める
教育研究機構

「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」によると、保育の基本
は「環境を通して行う教育（保育）」とされている。ここで言う
「環境」とは、施設・設備・園具屋遊具・素材などの物的環境、
身近な自然や数・形・言葉・社会事象・時空間など、子どもを 永井理恵子(聖学院大学人間福祉学部児童学科
石川県金沢市
取り巻く全てのものを指す。本講座では、こうした環境の設定 教授)
方法について、その基本を理論的に学ぶと共にその具体的
な設定を知り、最終的に保育者の所属する園の実態と改善
点を考究する。

6時間 平成25年8月31日

教諭

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

「造形活動･関わりと発見」－あらわしの意味－をテーマにし
て、幼児期における造形活動の過程の変化を、内的発見(受
けとめ)と外的発見(素材･画材･道具との関わり)という2つの
視点から考え、如何に表出から表現に変容するかを考えてみ
伊藤 美輝（山梨学院短期大学 保育科・専攻科
たいと思います。各回のテーマ：第1回造形活動のエレメント
山梨県甲府市
保育専攻 教授）
－子どもの表現(造形)活動の意味－1、持ち物：クレヨン･クレ
パス、第2回造形活動のエレメント－子どもの表現(造形)活動
の意味－2、第3回表出と表現の間にあるもの「あらわし」とは
何か。

平成25年7月31日,平成
6時間 25年10月16日,平成25
年11月13日

筑波大学

小動物ヤマネと森のかかわり

ヤマネは、小学校の国語の教科書にも登場する森に棲む小
動物です。本講習では、ヤマネが棲む森を観察し、森の環境
や動物の生態について理解を深めます。また、生態を考慮し
門脇 正史(生命環境系 助教（演習林長）)
た巣箱の組み立てや架設の実習を行います。さらに、森の地
理的特性、森の保全がどのように人の生活との関わるのか、
総合的な視点から森の管理の大切さを学びます。

地域文化資源を発掘して総合的
学習に活かす

長野県における教育・文化活動の事例、主として山本鼎の
農民美術運動と土田杏村の自由大学運動の歴史的意義を
考える。二つの運動に深く関わった地域の農村青年たちが重
長島 伸一（環境ツーリズム学部教授）
視した学習論・教師像を紹介するとともに、地域の宝物（地域
文化資源）を掘り起こして、課題発見・解決型の「総合的学習
の時間」を計画する際の一助としたい。

長野県上田市

里山を活用した環境教育

近年深刻化する環境問題を解決し、自然の恵みである生態
系サービスの持続可能な利活用に貢献できる人材の育成
は、これからの教育機関における重要な使命であろう。本講
習では、長野大学の里山 「AUN長野大学恵みの森」におい 高橋 大輔（環境ツーリズム学部教授）
て、地域の自然環境を活かした体験型の環境教育プログラ 高橋 一秋（環境ツーリズム学部准教授）
ムを受講してもらう。そして、小・中・高校の総合学習などで体
験型の環境教育プログラムを実施するために必要な知識と
技術を身につけることを目的とする。

長野県上田市

長野大学

現代社会の倫理と教育～生と死
の教育を考える

現代の社会の生と死を取り巻く厳しい状況をふまえ、医療、
福祉、教育の現場のアクチュアルな問題を取り上げながら、
前半では、現代の死生学の立場から、死生観の教育につい
小高 康正（企業情報学部教授）
て考える。後半では、具体的に、生命倫理の面から「いのち
徳永 哲也（環境ツーリズム学部教授）
の選択」、自己決定のあり方を論じ、最終的に、小学校から
高校までの「生と死の教育」のあり方をめぐる課題について一
緒に考えたい。

常葉大学

学校教育法等の国の方針に見合った、「基礎的・基本的な知
識・技能の習得」と「思考力・判断力・表現力等の育成」をバラ
ンスよく目指していく根幹的な教科指導である、国語科と算数
基礎的教科(国語・算数）の課題と
黒澤
科の具体的な指導内容（目標と教材）とその評価・指導法(教
教材開発
中村
師の役割）をあらためて見直す。特に、今後求められる「論理
的な思考力」(筋道を立てて考える力）の育成を目標にしたと
きの指導のポイントを愉しく明らかにしていく。

長野大学

長野大学

俊二（教育学部教授）
孝一（教育学部教授）

長野県南佐久
郡南牧村

長野県上田市

静岡県静岡市
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受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

6,000円

平成25年5月16日～
50人
平成25年5月23日

平258134056175号

03-3237-1957

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月23日

平258134056176号

03-3237-1957

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平258134056177号

03-3237-1957

平258134056169号

03-3237-1957

平251001656142号

029-853-2096

教諭

幼稚園教諭

6,000円

平成25年5月16日～
20人
平成25年6月1日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援学校
教諭
(理科、国語、社
会：地理歴史、家
庭科、美術、総合
学習）

6,000円

15人

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

平成25年5月16日～
30人
平成25年6月16日

平253031956516号

0268-39-0017

6時間 平成25年8月31日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月16日

平253031956517号

0268-39-0017

小学校・中学校・
教諭
高等学校教諭、
養護教諭 養護教諭、特別
支援学校教諭

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月16日

平253031956518号

0268-39-0017

平成25年5月20日～
100人
平成25年5月31日

平253033556491号

054-261-1707

6時間 平成25年7月21日

6時間 平成25年9月8日

6時間 平成25年8月14日

教諭

小学校教諭

6,000円

平成25年5月17日～平
成25年6月17日

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

常葉大学

学校教育法等の国の方針に見合った、「基礎的・基本的な知
識・技能の習得」と「思考力・判断力・表現力等の育成」をバラ
ンスよく目指していく根幹的な教科指導である、国語科と算数
基礎的教科(国語・算数）の課題と
黒澤
科の具体的な指導内容（目標と教材）とその評価・指導法(教
教材開発
中村
師の役割）をあらためて見直す。特に、今後求められる「論理
的な思考力」(筋道を立てて考える力）の育成を目標にしたと
きの指導のポイントを愉しく明らかにしていく。

俊二（教育学部教授）
孝一（教育学部教授）

静岡県三島市

6時間 平成25年8月15日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556492号

054-261-1707

常葉大学

学習指導要領における社会科、理科の重点や変更点等を伝
内容教科(社会・理科）の課題と教
小田切 真（教育学部教授）
達すると共に、最新の課題や内容に対応した教材開発や授
材開発
安藤 雅之（教育学部教授）
業改善の方策についての理解を深めることを目指す。

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月15日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556493号

054-261-1707

常葉大学

学習指導要領における社会科、理科の重点や変更点等を伝
内容教科(社会・理科）の課題と教
小田切 真（教育学部教授）
達すると共に、最新の課題や内容に対応した教材開発や授
材開発
安藤 雅之（教育学部教授）
業改善の方策についての理解を深めることを目指す。

静岡県三島市

6時間 平成25年8月16日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556494号

054-261-1707

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月16日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556495号

054-261-1707

平253033556496号

054-261-1707

常葉大学

常葉大学

本講習では、小学校外国語(英語)活動を進める上で基礎とな
る第二言語習得理論を概観し、指導技術を向上させることを
目的とする。さらに、学習指導要領を再確認した上で、主要
外国語（英語）活動の展開と教材 教材等を使用した様々な活動を体験的に学び、自信を持って 柴田 里実（外国語学部講師）
開発
外国語活動を展開できるようになることを目指す。最後に、参 ピーター・ハーディケン（外国語学部講師）
加者による、グループでの発表の機会を設け、相互的に学ぶ
ことができるよう試みる。使用言語は英語と日本語とする。

本講習では、小学校外国語(英語)活動を進める上で基礎とな
る第二言語習得理論を概観し、指導技術を向上させることを
目的とする。さらに、学習指導要領を再確認した上で、主要
外国語（英語）活動の展開と教材 教材等を使用した様々な活動を体験的に学び、自信を持って 柴田 里実（外国語学部講師）
開発
外国語活動を展開できるようになることを目指す。最後に、参 ピーター・ハーディケン（外国語学部講師）
加者による、グループでの発表の機会を設け、相互的に学ぶ
ことができるよう試みる。使用言語は英語と日本語とする。

教育相談・カウンセリングの方法
と課題

子どもを取り巻く教育上の諸問題について、理解と対応の仕
方を事例をもとに考える。具体的には、児童理解にもとづい
た目標設定、的確な支援方法の選択と実践、また相談を進 百瀬 容美子（教育学部講師）
める上で求められる学校内外における連携（保護者との関係 太田 正義（教育学部講師）
も含めた）について、講義、グループワーク等を交えて、理解
を深めることを目的とする。

常葉大学

教育相談・カウンセリングの方法
と課題

子どもを取り巻く教育上の諸問題について、理解と対応の仕
方を事例をもとに考える。具体的には、児童理解にもとづい
た目標設定、的確な支援方法の選択と実践、また相談を進 百瀬 容美子（教育学部講師）
める上で求められる学校内外における連携（保護者との関係 太田 正義（教育学部講師）
も含めた）について、講義、グループワーク等を交えて、理解
を深めることを目的とする。

常葉大学

静岡県三島市

6時間 平成25年8月14日

教諭

小学校教諭

6,000円

平成25年5月20日～
40人
平成25年5月31日

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月16日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556497号

054-261-1707

平253033556498号

054-261-1707

静岡県三島市

6時間 平成25年8月14日

教諭

小学校教諭

6,000円

平成25年5月20日～
40人
平成25年5月31日

常葉大学

新学習指導要領は「各教科を通じた言語活動の充実」を改定
の柱に据え、実現のために小・中学校の国語、社会を中心に
教育と新聞～授業にどう活用する
末木 宏典（教育学部非常勤講師）
「新聞」を学習対象に取り上げている。より効果的な授業を進
か
篠崎 純（教育学部非常勤講師）
めるために、新聞そのものに対する認識を深め、新聞の教材
としての素材力、活用方法などを学ぶ。

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月16日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556499号

054-261-1707

常葉大学

新学習指導要領は「各教科を通じた言語活動の充実」を改定
の柱に据え、実現のために小・中学校の国語、社会を中心に
教育と新聞～授業にどう活用する
末木 宏典（教育学部非常勤講師）
「新聞」を学習対象に取り上げている。より効果的な授業を進
か
篠崎 純（教育学部非常勤講師）
めるために、新聞そのものに対する認識を深め、新聞の教材
としての素材力、活用方法などを学ぶ。

静岡県三島市

6時間 平成25年8月14日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556500号

054-261-1707

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月12日

教諭

中学校国語教諭

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556501号

054-261-1707

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月13日

教諭

中学校国語教諭

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556502号

054-261-1707

(国文学)文学作品を教材として教えるには，まず教員自身が
作品の一語一句を精読し，その魅力を把握する必要がある。
文学作品(詩・小説)を，形式や細部の仕組みに留意しつつ，
演習＋講義の形で精読する。
戸塚 学（教育学部講師）
(国語学)国語科教育で重視される伝統継承的な指導は，必
岡墻 裕剛（教育学部講師）
ずしも日本語の現状を示していない。従来の常識から脱却
し，国語学的見地からの多面的な解釈に理解を深めることを
目指す。

常葉大学

国文学・国語学の魅力について

常葉大学

文字を手で書くことの意義や小・中学校国語教科書のねらい
はどこにあるのか。書写では何をどう教えたらよいかとまどい
の声が多く聞かれる昨今である。このような実態をふまえ、小
中学校書写の指導内容 ―基本
学校書写の基本書体である楷書の書き方を確認しつつ、中 平形 精一（教育学部教授）
から考える―
学校書写の中心となる行書の書き方と教材化について、実技
を混ぜながら丁寧に解説する。書写に関心のある小学校教
諭の受講も可。
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平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

常葉大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

古典学習の隘路は、学習内容への抵抗感である。漢字につ
いては、六書・音訓指導を通して漢字学習について考える。
また、漢文訓読を齎した先人の知恵に目を向け、漢文素読へ
大川 信子（教育学部教授）
古典教育への誘いー古典文学の の興味関心を深める。漢文のみならず古典全体において、万
中山 一仁（前職 静岡県立静岡西高等学校校 静岡県静岡市
基盤を考えるー
葉仮名の発明や、仮名文字の発達の果たす役割は大きい。
長）
古文では、文字の変遷と絡め、万葉集から古今和歌集にい
たる和歌史を辿り、さらに日本文化の基となる和歌の力につ
いても考えてゆく。
この講義では、講習担当者が、教育人間学・状況的学習論・
創造性理論・教育文化論・有機体論等に基づく自らの数学授
業論、学習論の提案を行う。その上で、受講者に、それとの
岡本 光司（教育学部非常勤講師）
対峙を通して、これまで実践してきた数学授業のあり方を見
直し、その改善、改良に向けた視点や切り口を探る契機とし
て生かしてもらう。

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

6時間 平成25年8月14日

教諭

中学校国語教諭

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556503号

054-261-1707

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月12日

教諭

中学校数学教諭

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556504号

054-261-1707

常葉大学

中学校数学の授業論・学習論

常葉大学

授業のより的確な構成に役立つように、中学校数学の背景に
ある数学とくに代数学の講義を行う。具体的には、中学校数
中学校数学の背景にある代数学 学の「数と式」領域や「関数」領域の背景にある代数学から、 村瀬 信之（教育学部教授）
論理、整数、演算、代数方程式と因数分解等を内容として扱
う。

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月13日

教諭

中学校数学教諭

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556505号

054-261-1707

常葉大学

中学数学の４領域のひとつである図形領域の幾何学的背景
について概説を行う。具体的には、中学数学で指導される多
中学校数学の背景にある幾何学
笛木 茂雄（教育学部准教授）
面体の構造と生成可能性に関する立体幾何学、図形の証明
に関する論証幾何、作図に関する幾何学等を扱う。

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月14日

教諭

中学校数学教諭

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556506号

054-261-1707

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月12日

教諭

中学校理科教諭

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556507号

054-261-1707

平253033556508号

054-261-1707

新学習指導要領の実施に伴い、何が改訂の要因になってい
るのか、グローバルな視点に立ちながら、求められている中
増田 俊彦（教育学部非常勤講師）
学校理科の学びを考えます。また、その具現のためにどんな
理科授業が求められているのかを考え、共有します。

常葉大学

中学校理科教育のこれから

常葉大学

中学校理科第一分野から、特に電磁気、放射線を中心とした
講義と実験を行う。特に、電磁気は日常生活との関連を重視
中学校第１分野おもしろ実験講座
出口 憲（教育学部准教授）
して扱う。放射線は、それらの性質と利用例、人体への影響
について触れる。

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月13日

教諭

中学校理科教諭

6,000円

平成25年5月20日～
20人
平成25年5月31日

常葉大学

中学校の生物分野において、新学習指導要領で新たに導入
された「DNA」について取り上げる。近年、DNAは様々な分野
で扱われるようになり、日常の生活の中でもDNAと言う言葉を
中学校第２分野おもしろ実験講座 耳にするようになった。遺伝子の本体であるDNAとはどのよう 久留戸 涼子（教育学部准教授）
な物質か、実際にDNAを抽出し、その純度を吸光度計により
測定し、さらにアガロースゲル電気泳動によりDNAを確認す
る。

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月14日

教諭

中学校理科教諭

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556509号

054-261-1707

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月12日

教諭

中学校体育教諭

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556510号

054-261-1707

子どもの健康・体力つくりの生理
学と最新事情

子どもの健康・体力の現状についての理解を深め、課題とそ
の対応の在り方について考える。健康・体力つくりの効果は
「運動、食事、睡眠」の組み合わせによるので、運動（トレーニ 山本
ング）と食事に焦点を当て、講義・演習・討論形式で講習を行
う。

子どもの体力の現状と運動・ス
ポーツの効果

子どもの体力・運動能力について、社会環境や生活様式など
の現状を見つめるとともに、体育科教育を基盤に新たな改善
策を考えていく。また、子どもにおける運動・スポーツの効果
大矢 隆二（教育学部准教授）
について、骨格、筋機能、脳・神経機能、心理的側面等に焦
点を当て、対応の在り方について考える。講習は、講義・演
習・討論形式で行う。

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月13日

教諭

中学校体育教諭

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556511号

054-261-1707

常葉大学

学校安全と危機管理

平成２１年に学校保健法が学校保健安全法に改正されたよう
に、学校における安全の重要性は増しています。とりわけ保
健体育科教諭は学校安全に関わる分野であり、必要な知識
の理解と実践力が求められます。本講習では、防災や防犯、
木宮 敬信（教育学部准教授）
交通安全といった生活安全や学校危機管理といった学校安
全に関わる様々な内容について解説します。また、生徒をリ
スクから守る方法に加え、生徒自身のリスクマネジメント能力
の向上についてもディスカッションを通じて考察していきます。

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月14日

教諭

中学校体育教諭

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556512号

054-261-1707

常葉大学

午前の講習では、基本的な英語音声学の知識を元に、日本
人学習者がリスニングでぶつかる困難さに対する解決策を考
英語音声指導と最新電子機器利 え、音声指導の実践に結びつける。午後の講習では、iPadや 井上 朋子（外国語学部准教授）
用のOral Communication
iPodなどの最新電子機器を利用し、学習者のやる気を引き出 ロバート・マグラクレン（外国語学部講師）
すOral Communicationの授業を提案する。午後の授業は基
本的に英語で行なう。

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月12日

教諭

中学校高校英語
教諭

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556513号

054-261-1707

常葉大学

英語史で学ぶ事項の中には、現代英語の謎を解くためのヒン
トが多く含まれている。語源や語形変化に関する知識を活用
して英語の面白さを再確認することができれば、知的好奇心
授業に活用したい英単語・語形の
が刺激されて「もっと知りたい、調べたい」という意欲につなが 厨子 真由美（外国語学部准教授）
歴史
るだろう。本講習では、学習者が疑問に思うような項目や、
知っておいて損のない豆知識を採り上げ、楽しみながら授業
に活用する方法を考えていく。

静岡県静岡市

6時間 平成25年8月13日

教諭

中学校高校英語
教諭

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556514号

054-261-1707

常葉大学

常葉大学

章（教育学部教授）
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平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

常葉大学

講習の名称

充実したReading活動を目指して

東海大学短期大
教育・保育内容の理論と実践
学部

講習の概要

担当講師

講習の開催地

英語力を向上させるためには、とにかく英語のinput量を増や
すことである。この原点に立ち戻り、「充実した楽しい英語の
Reading活動」について考えていく。本講座では、効果的な英
良知 恵美子（外国語学部教授）
文読解処理のメカニズムについて説明した後、多読指導を含
めた複数のReading指導を授業内外で複合的に組み合わせ
ていくことを提案したい。

静岡県静岡市

本講座は、小学校教諭・幼稚園教諭の資質と実践力の向上
を目指し、その教育・保育内容を深めるため、理論と実践に
ついて学ぶ。各グループから１科目を選択し、３日間で３科目
を受講する。３日間受講することが認定の条件となります。
選択領域１グループ（子どもの言語表現と「お話」、文学教材
の解釈と展開）
選択領域２グループ（「運動遊び」から「体育」、相談援助活動
について）
選択領域３グループ（子どものための音楽表現と発声法、自
然の「ふしぎさ」「おもしろさ」に導かれる探究活動、「造形あそ
び」）

静岡県静岡市
葵区宮前町

伊賀
坂本
下村
土井
山本
石川
桑原

誠（児童教育学科 教授）
雅子（同 教授）
信幸（同 教授）
正孝（同 教授）
康治（同 教授）
朝子（同 准教授）
公美子（同 准教授）

時間数

講習の期間

6時間 平成25年8月14日

18時間

平成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

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

教諭

中学校高校英語
教諭

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年5月31日

平253033556515号

054-261-1707

教諭

幼稚園・小学校教
18,000円
諭

100人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253511456115号

054-261-6321

本講習では静岡県民の必須知識である「東海地震」の基礎
から、東日本大震災をはじめとした近年の災害事例や最新の
科学的知見までをわかりやすく解説する。地震によって発生
する災害の様相は場所によって大きく異なる。そのため地域
公益社団法人日
林 能成（関西大学社会安全学部准教授・静岡
東海地震を知る・教える（基礎編） 事情にきめ細かく配慮することはトップダウンでは難しい。見
本地震学会
大学防災総合センター客員准教授）
て・考えて・計画し・実行する能力を各自が持たねばならな
い。過去の事例などの教材を元に、参加者の「想定内」の幅
を広げる講座をめざす。なお，受講は(社)日本地震学会会員
を優先し、会員の受講料は割引価格を適用する。

静岡県静岡市
駿河区

6時間 平成25年7月30日

教諭

小学校教諭およ
び地震に興味の
ある教諭

6,000円

18人

平成25年5月16日～
平成25年6月30日

平258136056398号

03-5803-9570

本講習では、「①子どもを取り巻く生活環境の変化とその対
応」と「②落ち着きのない子どもの理解とその対応」について
学ぶ。①では、幼児を中心に子どもの生活環境の現状と課題
浜松学院大学・浜
について講義し、その問題の所在を明確にするとともに、幼 若尾良徳（現代コミュニケーション学部准教授）
子どもの環境と対応スキルアップ
松学院大学短期
稚園における組織的対応のあり方を考察する。②では、子ど 茂井万里絵（現代コミュニケーション学部准教
講座
大学部
もが幼稚園等の集団参加をするにあたり、その生活の中で 授）
「落ち着きのない子」の存在が話題となっている現状を取り上
げ、その原因にせまり理解を深めることから教育における対
応について学ぶ。

静岡県浜松市

6時間 平成25年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

80人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平259221056456号

053-450-7000

本講習では、幼児に向けた読み聞かせ及びレクリエーション
の基本技術を学ぶ。具体的には、読み聞かせの実践講習と
浜松学院大学・浜
酒井勇治（現代コミュニケーション学部専任講
読み聞かせとレクリエーションスキ してグループ活動を行い、レクリエーションではレクリエーショ
松学院大学短期
師）
ルアップ講座
ンの理論と実技を、技術習得のみならず、対象者（子ども、保
大学部
酒井俊郎（現代コミュニケーション学部教授）
護者、保育者）に合わせた実施法や工夫について、学んでい
く。

静岡県浜松市

6時間 平成25年8月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

80人

平成24年5月16日～
平成24年5月22日

平259221056457号

053-450-7000

高久新吾（現代コミュニケーション学部准教授）
中本冨士乃（短期大学部専任講師）
静岡県浜松市
佐藤有起（現代コミュニケーション学部非常勤講
師）

6時間 平成25年8月9日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

80人

平成24年5月16日～
平成24年5月22日

平259221056458号

053-450-7000

8,000円

平成25年5月16日～
40人
平成25年7月5日

平253021656192号

03-5813-2530

浜松学院大学・浜
松学院大学短期 音楽表現スキルアップ講座
大学部

東京未来大学

本講習では、幼稚園教育要領「表現」の領域から、「感じたこ
と，考えたことなどを音や動きなどで表現したり，自由にかい
たり，つくったりする。」等について、コードや和音等の理論を
習得し、ピアノを使用して応用伴奏法について実技習得を目
指す。さらに、「音楽に親しみ、歌を歌ったり、簡単なリズム楽
器を使ったりなどする楽しさを味わう。」について、音符・休符
やリズム等の理論を習得し、すぐに使える音遊びを学ぶ。特
に「歌う」に焦点をしぼった歌唱の実技習得も目指す。

①障害及び発達障害の概念を整理し，各発達障害の診断基
準，心理学的特徴，それらに配慮した保育や教育の在り方に
関して，保護者の思いや実際の指導例なども交えながら，具
発達障害及び言語障害の理解と 体的に概説する。②軽度発達障害あるいは言語障害を抱え 府川昭世（こども心理学部教授）
支援
た子どもへの支援について考察する。いずれも、事例をもと 小谷博子（こども心理学部准教授）
に対応策のヒントを提案したい。言語障害については「言語と
は何か」の基礎知識をもとに音声言語コミュニケーション障害
について概説する。
①不登校の実態，不登校の子どもや親の心理に関する理解
を深める。そのうえで，学校への不適応を未然に防ぐ予防的
介入として，1次予防，2次予防，3次予防の具体例について
学習する。②臨床心理学的な観点から、子どもへのカウンセ 藤後悦子（こども心理学部准教授）
リング的対応について解説を行う。具体的には、子どもの心 山極 和佳（モチベーション行動科学部准教授）
の理解とカウンセリング的な関わりの方法、及びそれらにお
ける教師の自己理解と専門機関との連携の必要性を取り上
げる。

東京未来大学

不登校及び子どもの理解と対応

東京未来大学

①時々刻々と変化する非行少年に対応した生徒指導の在り
方や、関係機関の積極的活用について理解することを目的と
し、とりわけ、非行の進度の把握について非行性という概念 出口保行（こども心理学部教授）
非行及び家族問題の理解と対応
を学習することをポイントとする。②精神医学的な観点から、 春日武彦（こども心理学部非常勤講師）
問題を抱えた子どもや親等に対する理解と対応の解説を行
い、家族問題とモンスターペアレントについて考える。

愛知県
名古屋市
西区

6時間 平成25年8月5日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

愛知県
名古屋市
西区

6時間 平成25年8月6日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253021656200号

03-5813-2530

愛知県
名古屋市
西区

6時間 平成25年8月4日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253021656211号

03-5813-2530
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現在の子どもたちをめぐる問題
〜発達障害と虐待への対応〜

現在，子どもたちをめぐる問題は複雑さと多様さを増してきて
いる。教育の現場でも，発達障害を持つ子どもたちに対する
支援の充実が求められる一方，支援ニーズの見極めが難し
いケースに直面することが多くなってきていると考えられる。 渡辺千歳（こども心理学部教授）
また子どもたちの虐待問題は後を絶たず，教師が虐待に最 竹内貞一（こども心理学部准教授）
初に気づくケースが多いのも実情である。そこで，当講習で
は発達障害や虐待の事例から，その具体的な対応方法など
を考えていきたい。

愛知県
名古屋市
西区

6時間 平成25年8月9日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253021656219号

03-5813-2530

東京未来大学

思春期の生徒のメンタルヘルス

①思春期から青年期における発達課題と自己形成について
臨床発達心理学の立場から概観する。また、現代社会にお
ける家族や社会との関わりの中で、思春期の生徒たちのここ
高橋一公（モチベーション行動科学部教授）
ろのあり方について学習する。②臨床心理学的な観点から，
平部正樹（こども心理学部講師）
思春期の子どもたちに生じやすい心の葛藤やつまずきにつ
いて概説する。また，事例をもとに個別的な支援が必要な生
徒への対応やカウンセリング的関わりについて学習する。

愛知県
名古屋市
西区

6時間 平成25年8月8日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253021656227号

03-5813-2530

東京未来大学

モチベーションの理解を通じて、学ぶ意欲、働く意欲を考え
る。さらに、学校現場での日頃のコミュニケーション（教員-生
教育現場におけるモチベーショ
徒、教員-保護者、教員間）について、社会心理学、組織心理
ン・対人コミュニケーションの理解
学の視点から、振り返りの手がかりを得る。理論と実習を通じ
と促進
て、モチベーションの促進と円滑な対人コミュニケーションの
形成に役立つスキルについて学ぶ。

愛知県
名古屋市
西区

6時間 平成25年8月2日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年7月1日

平253021656232号

03-5813-2530

愛知県日進市

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

30人

平成25年5月20日～
平成25年6月21日

平253034256146号

0561-73-1111

愛知県日進市

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

30人

平成25年5月20日～
平成25年6月21日

平253034256147号

0561-73-1111

心と身体のﾘﾌﾚｯｼｭ

禅宗の大学である愛知学院大学に附置されている坐禅堂で
の坐禅実修と，日常の食事管理について野菜の摂り方に着
大澤 功
（心身科学部教授）
目した体験実習を行い，心と身体の両面から自分を確認す
引田 弘道 （文学部教授）
る．これによって教員自らはもちろんのこと，児童生徒におけ
酒井 映子 （心身科学部教授）
る心身の健康管理や健康教育にも有益となる．講師は，医
学，宗教学，栄養学を専門とする３名が担当する．

愛知県日進市

6時間 平成25年7月31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20日～
平成25年6月21日

平253034256148号

0561-73-1111

地理 ～日本の農業と地理教育
～

講義では、まず講師が興味を持っている日本の農業につい
て地理学的視点からいくつかの事例を紹介する。次に、地理
教育で重要と思われる、地域を見る眼を養うことや読図力を 山野 明男 （教養部教授）
高めるための実践例を紹介する。最後に、各自の抱えた地理
教育の問題点を討論し解決策を考える。

愛知県日進市

6時間 平成25年8月5日

教諭

高校・地歴科教員
小中学校・社会科
教員

6,000円

10人

平成25年5月20日～
平成25年6月21日

平253034256149号

0561-73-1111

愛知学院大学

ビジネス教育の知識にふれる

①江戸期から現代までの商業教育の変遷を概説し、教育機
関、商人精神や企業家精神の形成に重要な影響を及ぼした
人物や思想等について講義する。
②国際会計基準の動向と今後の展望等についての概要を講 小見山 隆行 （商学部准教授）
義する。
向 伊知郎
（経営学部教授)
③戦後の日本企業における資金調達構造について概観し、 西海 学
（経営学部准教授）
これからの日本企業の財務戦略の基本的なあり方について
考察する。
④日本の商業教育史を通して、商業道徳について講義する。

愛知県日進市

6時間 平成25年7月30日

教諭

高等学校商業教
員

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年6月21日

平253034256150号

0561-73-1111

愛知学院大学

従来の英語Ⅰ、英語Ⅱ、リーディングの指導の現状と課題を
認識し、新指導要領で実施される「コミュニケーション英語Ⅰ,
高等学校におけるコミュニケーショ
Ⅱ,Ⅲ」の趣旨を理解する。その趣旨を実現するため、認知的 野呂 忠司 （文学部教授)
ン英語Ⅰ･Ⅱ・Ⅲの指導法
な言語処理理論・言語習得理論と実証研究に基づき、期待さ
れる「コミュニケーション英語」の指導法を提案する。

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年7月20日

教諭

高等学校英語教
員

6,000円

平成25年5月20日～
30人
平成25年6月21日

平253034256151号

0561-73-1111

愛知学院大学

コミュニケーション能力育成を目
指す中学校英語授業

「英語教育に関わる理論と実践を概観し、日本の中学校英語
教育の方向性を考える。前半は英語教材の分析と活用法に
杉浦 正好 （文学部教授)
ついて、後半は授業実践を中心に据え、コミュニケーション能
力育成を目指す英語教育のあり方を探る。」

愛知県日進市

6時間 平成25年7月30日

教諭

中学校英語教員

6,000円

25人

平成25年5月20日～
平成25年6月21日

平253034256152号

0561-73-1111

東京未来大学

角山剛（モチベーション行動科学部教授（学部
長）、モチベーション研究所所長）
磯友輝子（モチベーション行動科学部准教授）
日向野智子（こども心理学部非常勤講師）

発達障碍児を抱える保護者とその児童生徒への関わり方に
ついて①障碍について、②軽度発達障碍児、自閉症児、知
的障碍児、脳性まひ児等の事例研究を通して、③障碍の受
吉川 吉美 （心身科学部教授）
容についての講義を行う事を通し、普通学校教育あるいは地
域教育でどの様な関わりが望まれるかについて、を受講され
る方々と一緒に考えたい。

愛知学院大学

発達障碍児を抱える保護者とそ
の児童生徒への関わり方につい
て

愛知学院大学

特別支援教育へのニーズが高まっている。しかし、特別支援
を必要とする児童生徒の抱える事情はより複雑化しているた
め、対応が困難なケースが多い。そこで、本講義ではこうした
発達障碍児への理解と対応― 子 問題を解決する手段のひとつとして、子どもを見る視点につ
八田 純子 （心身科学部准教授）
どもをみる視点と対応の工夫 ― いて考えたい。子どもをみる際の視点を変えることは、支援
の可能性を広げることにつながる。また、保護者への対応に
ついて学びながら、豊かな支援環境づくりについても考えた
い。

愛知学院大学

愛知学院大学
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学習指導要領では、日本語の、話す・聞く・書く・読むの４技
能をバランス良く伸ばすことが目的としてうたわれているが、
前二者の教育に関しては、現代語の話しことばについての的
確な内省と分析が不可欠である。本講習では、対人接触場
多門 靖容 （文学部教授)
面での日本語の発話行動を支える条件について学び、受講
者の話しことばの分析力を向上させることを目的とする。ま
た、話しことばと文化との関係についての知見を高めることも
目的とする。

愛知学院大学

日本語の話しことばの分析

愛知産業大学

中学校および高等学校における鑑賞教育の意義と在り方に
ついて、海外の事例（特にイタリア）も参考にしながら再考す
教育現場の美術鑑賞について考
る。講義形式ではなく、教育現場における実際的な問題点や 林 羊歯代（造形学部准教授）
える
疑問点を参加者とともに出し合い、議論しながら進めるワーク
ショップ形式の講習とする。

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

愛知県日進市

6時間 平成25年7月27日

教諭

中学校・高等学校
国語教員

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年6月21日

平253034256153号

0561-73-1111

愛知県岡崎市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校、中学校、
高等学校（美術）
の教諭

6,000円

20人

平成25年6月1日～
平成25年6月30日

平253034656012号

0564-48-4801

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（工業・技術・数
学・理科）

6,000円

20人

平成25年6月1日～
平成25年6月30日

平253034656013号

0564-48-4801

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（社会・地理歴史・
公民・商業・情報）

6,000円

20人

平成25年6月1日～
平成25年6月30日

平253034656014号

0564-48-4801

教諭

小学校・中学校・
高校教諭

12,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年7月19日

平253035056742号

0568-78-2211

建築文化の学び -デザイン・産
業・倫理-

建築は設計や施工・管理だけでなく、世界の芸術・生活の歴
史文化、社会のしくみまでを触れる学問分野です。本講義は
日本・世界の建築・芸術に関する歴史とリノベーションやリ
フォームなどの空間演出の観点から現代の生活文化につい
て事例を交えて紹介し、歴史・現代文化の教育普及への応用
について適宜意見交換を行い進めていきます。

ビジネスゲーム演習

簡易で基礎的なビジネスゲームの演習をおこないます。パソ
コンの販売市場において、４社による販売競争をおこない、累
積純利益を競います。各社のメンバーは、社長・販売担当・購
野々山 隆幸（経営学部教授）
買担当・経理担当・総務担当など、役割を分担します。ねらい
は、意思決定能力・データ分析能力・プレゼンテーション能力
を育てることです。

愛知県岡崎市

授業における発言の分析

実際の１時間の授業記録を読み合い、発せられた子どもと教
師の言葉一つひとつの”意味”を読み解き、分析、考察する。 副島 孝（人文学部教授）
授業を行いながらでは見つけ難い”言葉に含まれる意味”、 山川 法子（人文学部講師）
発言同士の関係性の発見を試みる。

愛知県小牧市

国語教育の方法論

授業方法の観点から、高等学校の教科書に記載されている
文学作品を題材に、背景として知っておくと授業が進展し、幅
が広がるような講義を実施したい。具体的には、芥川龍之介
「蜜柑」、志賀直哉「小僧の神様」、太宰治「走れメロス」などを 佐藤 良太（非常勤講師）
取り上げる。また、「読むこと」「考えること」を支え、学習の基 黒田 彰子（人文学部教授）
礎となる「記憶すること」に関して、日本古代の教育方法を紹
介し、現代の教育に資する点があるか否かにつき、議論を深
めたい。

愛知県小牧市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校・中学校
（国語）・高校（国
語）教諭

6,000円

25人

平成25年5月16日～
平成25年7月19日

平253035056743号

0568-78-2211

英語学習の方策

本講習は英語文献を読み進め英語への理解を深めることを
目指す。一つは語彙意味論の立場から、動詞の意味分類を
通じて体系立った動詞の理解・指導へとつなげる。また、
1980年代から活発化したフェミニズムの例を挙げ、教師と生 金丸 千雪(人文学部教授)
徒の信頼関係を構築する上で、効果的なアプローチの在り方 桂川 英也(人文学部准教授)
を提示し、１．外国語＝英語という幻想、２．学びの共同体、
３．「難しい」からの脱皮、という観点から教育現場での問題
を解きほぐす。

愛知県小牧市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校・中学校
（英語）・高校（英
語）教諭

6,000円

25人

平成25年5月16日～
平成25年7月19日

平253035056744号

0568-78-2211

名古屋女子大学

人間・自然・文化から子どもの教
育を考える

人間はみな子どもとして生まれ、子どもも人間として自然に生
きる意味を求めている。そうした人間としての原点に戻り、今
いかに教師は発想と生活の根本的な転換を求められている
のかについて、原理的に省察し、文化的に考察し、そして実
践的・経験的に体得する講座を開講する。その内訳として
は、「基礎原理」領域（算数・物理）、「表現芸術」領域（音楽・
造形）、「表現実技」領域（外国語表現・体育）の各領域２講座
ずつを全６講座開講する。

教諭

幼稚園・小学校教
18,000円
諭

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平253037456539号

052(801)-4903

南山大学

外国語教育の方法として現在主流となっているコミュニカティ
ブ・アプローチ（Communicative Language Teaching
Approach）に枠組みを限定して言語教材を考察する。英語学
コミュニカティブ・アプローチと教材 習教材をどのように作成すればよいのか、あるいは既存の教
松永 隆（外国語学部英米学科教授）
作成
材をいかにして英語教師自身の目的に合ったものに修正して
活用するのか、実際に使用した教材をどのように評価すれば
よいのかという視点から、実習、体験学習型の講義内容と
なっています。

愛知産業大学

愛知産業大学

愛知文教大学

愛知文教大学

愛知文教大学

南山大学

創造的クラスの創造

石川
永野
熊谷
新井

清（造形学部教授）
義紀（造形学部教授）
正信（造形学部教授）
勇治（造形学部准教授）

荒井 康夫（文学部・大学院人文科学研究科教
授）
伊藤 充子（文学部教授）
服部 幹雄（文学部・大学院人文科学研究科教
授）
宇野 民幸（文学部・大学院人文科学研究科准
教授）
堀祥子（文学部講師）
吉川 直志（文学部講師）

当講習は、参加者がどのようにして創造的かつ刺激的なクラ
スを創り出すことができるのかについて、さまざまな角度から
検討することを目的としています。講習は、以下の4単元で構
成されます。
１．現在の教授法の問題点を検討し、より創造的な学習環境
の必要性について考える。
CRIPPS, Anthony（外国語学部英米学科教授）
２．参加者の教育環境について検討・議論する。
３．いくつかのグループに分かれて、新しい、革新的で実践的
なアイデアを提起し、議論する。
４．当講習に対する反省もふまえて、過去・現在・未来の教授
法について考える。
なお、講習は英語で行われます。

愛知県岡崎市

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年8月9日

6時間 平成25年8月9日

12時間

18時間

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

平成25年 8月20日～
平成25年 8月22日

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年8月2日

教諭

中学校・高等学校
英語教諭向け

6,000円

20人

平成25年6月3日～
平成25年7月2日

平253037756692号

052-832-3112

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年8月3日

教諭

中学校・高等学校
英語教諭向け

6,000円

20人

平成25年6月3日～
平成25年7月3日

平253037756693号

052-832-3112
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講習の概要
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電話番号

南山大学

児童・生徒たちの心の成長や人間関係の発達を促進するた
めのグループ活動について、実習体験を通して学びます。ま
学級内の人間関係づくりを体験か
た、その基礎的な理論についても概説します。グループ活動 楠本 和彦（人文学部心理人間学科准教授）
ら学ぶ
実習を自分の現場で行う際の工夫点や留意点についても考
えていきたいと思います。

愛知県名古屋
市

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
向け

6,000円

48人

平成25年6月12日～
平成25年7月12日

平253037756694号

052-832-3112

南山大学

学校に行くとはどういうことか、学校空間の社会性、授業料で
何を買っているのか、教育と社会的配置（トラッキング現象）、
学校間格差と就活と言うトピックスを窓口にして、学校や教育
学校の中の社会、社会の中の学
制度の持つ社会性を、社会の中におかれて学校と学校の中 松戸 武彦（総合政策学部総合政策学科教授）
校-社会学から
に存在する社会という両面から検討する。主に、教育社会学
的見地からの成果を参照しつつ、生徒や教師、また保護者や
できれば地域をも視野に入れて論じたい。

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年8月23日

教諭

中学校・高等学校
社会・地歴・公民
教諭向け

6,000円

50人

平成25年6月12日～
平成25年7月12日

平253037756695号

052-832-3112

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年9月7日

教諭

中学校・高等学校
教諭

6,000円

30人

平成25年7月1日～
平成25年7月31日

平253037756696号

052-832-3112

6時間 平成25年9月21日

教諭

中学校・高等学校
数学教諭向け

6,000円

30人

平成25年7月22日～
平成25年8月21日

平253037756697号

052-832-3112

6時間 平成25年10月5日

教諭

中学校・高等学校
国語教諭向け

6,000円

100人

平成25年7月29日～
平成25年8月29日

平253037756698号

052-832-3112

6時間 平成25年10月12日

教諭

中学校・高等学校
数学教諭向け

6,000円

30人

平成25年7月29日～
平成25年8月29日

平253037756699号

052-832-3112

スペイン語教授法ワークショップ

中学・高校レベルでスペイン語科を担当している教諭諸氏を
対象とする。実際に使われているテキストを題材に、初学者
の学生を対象とするスペイン語教育において、どのような言
語活動が可能であるか、受講者とともに実践的に考える。し
たがって定員数はやや少なめに設定する。

泉水 浩隆（外国語学部ｽﾍﾟｲﾝ・ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ学科准
教授）
愛知県名古屋
Escandon, Arturo（外国語学部ｽﾍﾟｲﾝ・ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ 市
学科准教授）

6時間 平成25年11月16日

教諭

中学校・高等学校
スペイン語教諭向
け

6,000円

10人

平成25年9月17日～
平成25年10月16日

平253037756700号

052-832-3112

教室でアクションリサーチを始め
よう！

このワークショップはあなた自身がアクションリサーチ・プロ
ジェクトを計画するのをサポートします。自分のリサーチの枠
組みをどのように作るか、学習と教育のポートフォリオ、観
CROKER, Robert A. （総合政策学部総合政策学 愛知県名古屋
察、調査票、インタビューなどを利用してどのようにデータを
科教授）
市
収集するか、そしてどのようにデータを分析して発表するかを
学びます。ワークショップが終わるときには、自分自身のアク
ションリサーチ計画ができあがっていることでしょう。

6時間 平成25年11月30日

教諭

中学校・高等学校
英語教諭向け

6,000円

16人

平成25年9月30日～
平成25年10月30日

平253037756701号

052-832-3112

持続可能な社会の構築（低炭素
社会・循環型社会・自然共生社
会）

現代は、環境負荷の高い20世紀型の大量生産・大量廃棄社
会から、持続可能な低炭素・循環型・自然共生型社会への移
行が求められています。本講義では、エネルギー・資源の物
奥田 栄(教授)
理的・社会的意味を学んだ後に、温暖化問題とクリーン・エネ
吉野 敏行(教授)
ルギー、水資源と食糧問題、廃棄物とリサイクル問題、自然
藤井 伸二(准教授)
環境の保全と生物多様性の維持などエネルギー・資源循環・
自然共生をめぐるさまざまな現代的課題とその展望を考えま
す。

愛知県岡崎市

18時間

平成25年8月5日～
平成25年8月7日

教諭

中学校社会科・高
等学校公民科教 18,000円
諭

40人

平成25年5月20日～
平成25年6月7日

平253038056728号

0564-48-7811

日本の教育の歴史

我が国における、教育論の嚆矢は聖徳太子の「十七条憲
法」と思われる。そこで、本講義では、聖徳太子の教育論か
ら、古代、中世、近世の教育制度の変遷を概観する。そして、
川口 雅昭(教授)
そのような教育・学校制度を支えた教育思想などを考察し、
我が国の教育の特色、とりわけ、子供観、人づくり観などを総
合的に論考する。

愛知県岡崎市

18時間

平成25年8月20日～
平成25年8月22日

教諭

中・高等学校教諭 18,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年6月7日

平253038056729号

0564-48-7811

南山大学

南山大学

南山大学

南山大学

南山大学

南山大学

人間環境大学

人間環境大学

①現代文明社会は高度技術の活用によって多くの利便を享
受してきたが、反面、市民生活を脅かす負の影響も被ってい
る。本講習では、こうした問題に対して国家はどのような法規
制を試みているか概観する。②最近の最高裁判所判決を材
中学校・高校教員のための法学・
高橋 広次（法学部法律学科教授）
料にして、教師が生徒に対して指導をした結果生徒が精神的
政治学
松浦 以津子（法務研究科教授）
苦痛を被った場合の地方公共団体および教師の民事責任に
ついて検討する。時間内に試験時間を設け、筆記試験によっ
て認定を行う。

記号表現から理解する数学文の
構造と表現法

数学で用いられる文は、記号を用いると簡潔に表現でき、そ
の構造も明確になる。この講座では、数学文の記号化から確
認できるいくつかの利点を体験する。具体的には、（１）記号
佐々木 克巳(情報理工学部ソフトウェア学科教
化の方針を確認すること、（２）記号化する過程、および、その
愛知県瀬戸市
授)
結果である記号表現から、数学の文の構造と意味を理解す
ること、（３）記号表現から文の関係を整理し、それを用いて数
学文を適切に表現することの３つを行う。

日本の古典文学、近現代文学をどのようなものとして教える
か、その可能性や問題点などを、研究のあり方や具体的な作
品の読み方などをふまえながら、あらためて考える。古典文
中学・高校教員のための古典・近 学担当と近現代文学担当の２名の教員が午前と午後とに分 細谷 博（人文学部日本文化学科教授）
現代文学研究
かれて、各々の資料を配布し、それらに従って講習を進め
安田 文吉（人文学部日本文化学科教授）
る。時間内に試験時間を設け、筆記試験によって認定を行
う。

愛知県名古屋
市

統計学はデータが持っている情報を効果的に取り出し、デー
タの背後に隠れた事実を解明したり探索していく方法を扱う
科学である。本講習では、身近な問題とそのデータを取り上
統計的見方と考え方－データから げながら統計的な見方や考え方を紹介する。また、現実の
木村 美善（情報理工学部情報システム数理学
愛知県瀬戸市
現実を探る
データは多変数の組からなっていることが多いので、多変数 科教授）
間の関係を取り扱うためのいくつかの多変量解析法を解説
し、簡単なデータからもいろんなことがわかってくることを示
す。
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

漢詩文の面白さを再確認することを目標に、教科書所載の
作品とそれ以外の生活等に関わる作品からいくつかを取り上
げ、訓読する。漢詩文に限らず、中学・高校等の授業では知 渡 昌弘(教授)
識の詰め込みに終わらせないための様々な工夫がなされて
いるが、その一助になればと考える。

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

愛知県岡崎市

6時間 平成25年8月20日

教諭

中・高等学校 国
語科教諭

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年6月7日

平253038056730号

0564-48-7811

愛知県岡崎市

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

40人

平成25年5月20日～
平成25年6月7日

平253038056731号

0564-48-7811

ホントは面白い『万葉集』
－万葉集から和歌を考える－

和歌は、万葉集の時代以来１３００年余りにわたって脈々と
詠み継がれて来た日本独自の文学形式である。にもかかわ
らず、教科書に収録されている『万葉集』歌などは、「古典」＝
難しいものと解され、中学生・高校生にとっては取っつきにく 花井 しおり(准教授)
いイメージがある。そこで、『万葉集』を出発点として、和歌を
よむ（読む－詠む）ことの楽しさを考えてみたい。講習は講義
形式とする。

愛知県岡崎市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中・高等学校 国
語科教諭

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年6月7日

平253038056732号

0564-48-7811

英米文学－シェイクスピアとマー
ガレット・ミッチェルの描く人物像

この講習では、英米文学におけるシェイクスピアとマーガ
レット・ミッチェルの描く人物像を考察する。他者との関係の中
で葛藤する人間の姿を追う。自分の心を相手に伝える難しさ
森 順子(教授)
に苦悩しながらも生き抜く人間の姿に焦点をあてる。生きる姿
勢について、みなさんと一緒に考える一日になることを願って
いる。

愛知県岡崎市

6時間 平成25年8月20日

教諭

中・高等学校 英
語科教諭

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年6月7日

平253038056733号

0564-48-7811

人間環境大学

英語教育におけるレトリックの活
用

この講座では主に認知言語学を枠組みとして、レトリックの英
語教育への活用方法を扱う。たとえば語彙の習得において
は、意味の関連づけや視覚化による学習に、レトリックの一
つであるメタファーを取り入れてみる。また文章レベルでは、 岡 良和(教授)
高校の英語教科書にある文章の構成に注目し、より深い理
解への導き方を検討する。このような実例を紹介するなか
で、自然な発想を取り入れた英語教育を提案したい。

愛知県岡崎市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中・高等学校 英
語科教諭

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年6月7日

平253038056734号

0564-48-7811

人間環境大学

英語教育において、英文法や英文読解の仕方をたんに教え
るだけの教育ではなく、言語の持っている不思議さやその巨
”技術”ではなく、”魔術”としての
大な力をいかにしたら生徒に伝えることができるかについて
英語教育―言語はあまりにも豊か
の英語・言語教育の方法やアイディアについて講じる。これら 石上 文正(特任教授)
であり、たんなる語学学習では
の言葉の“本質”を知ることによって、生徒は、英語を含む言
もったいない
語に興味を抱き、より深い英語教育の下地をつくることができ
る。

愛知県岡崎市

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

40人

平成25年5月20日～
平成25年6月7日

平253038056735号

0564-48-7811

教諭

中・高等学校教諭
12,000円
（数学）

25人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253038256116号

(052)838-2026

教諭

中・高等学校教諭
（数学）

6,000円

25人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253038256117号

(052)838-2026

教諭

中・高等学校教諭
12,000円
（理科・工業）

35人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253038256118号

(052)838-2026

教諭

中・高等学校教諭
（理科・工業）

35人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253038256119号

(052)838-2026

人間環境大学

漢詩文を読む

人間環境大学

本講座では、国語指導要領で目標の一つとする「伝え合う
力」の育成を促す教室活動について学ぶ。まず、教員自身が
ことばの教育法ワークショップ
「伝え合う力」を伸ばす活動を体験する。ひとつひとつの活動
―伝え合う力を伸ばす教室活動を が、生徒のどのような能力を伸ばすことに貢献するかを分析 文野 峯子(特任教授)
考える
的にとらえる。また、その活動を授業に取り入れる際にはど
のような留意点があるかについて考えてみる。最後に、自身
のクラスに適した活動をデザインし、発表する。

人間環境大学

人間環境大学

名城大学

名城大学

名城大学

名城大学

数学力パワーアップⅠ

本講座は、数学の授業内容の背後にあるもの、教師として
知っておいた方が授業に深みが出るようないくつかのテーマ
を取り上げて解説する。例えば数学は何の役に立つのかとい
う疑問に、和算が江戸時代に文化として占めていた地位につ
いて学ぶことによって答えるなど。久しぶりに大学における数
学の講義に接して、数学的思考力のアップを目指してもらい
たい。

竹内
橋本
寺西
岡本
小澤
深川
長郷

英人(教職センター准教授)
英哉(理工学部数学科教授)
鎮男(理工学部数学科教授)
武雄(理工学部数学科講師)
哲也(理工学部数学科教授)
英俊(理工学部数学科非常勤講師)
文和(理工学部数学科准教授)

愛知県名古屋
市天白区

数学力パワーアップⅡ

本講座は、授業内容の背後にあるもの、教師として知ってお
いた方が授業に深みが出るようないくつかの事柄を取り上げ
て解説し、その基本的理解を深めることを目標にしている。
「数学力パワーアップⅠ」と「数学力パワーアップⅡ」はレベル
の違いではなく、取り扱う項目、視点の違いである。「数学力
パワーアップⅠ」と併せた受講が望ましい。

竹内
北岡
市原
冨田
前野

英人(教職センター准教授)
良之(理工学部数学科教授)
完治(理工学部数学科教授)
耕史(理工学部数学科准教授)
俊昭(理工学部数学科准教授)

愛知県名古屋
市天白区

科学力パワーアップⅠ

本講座の目的は、現代科学の先端的研究を踏まえながら、
わたし達の生活と自然環境とのかかわりについての、専門的
理解を深めることである。科学の発展と生活の関わりに係る
諸問題を取り上げる。また、理科実験指導についても取り上
げる。児童生徒の理科離れの克服が課題となっている今日、
改めて、理系諸教科の面白さ、楽しさを再認識し、自然科学
の基礎がわたしたちの生活と深いところで繋がっていることを
理解してもらいたい。

野々山 清(教職センター教授)
平松 美根男(理工学部電気電子工学科教授)
杉村 忠良(理工学部交通機械工学科教授)
愛知県名古屋
久保 全弘(理工学部建設システム工学科教授)
市天白区
齊藤 毅(理工学部環境創造学科准教授)
山岸 健三(農学部生物資源学科教授)
近藤 歩(農学部生物環境科学科准教授)

科学力パワーアップⅡ

本講座の目的は、現代科学の先端的研究を踏まえながら、
わたし達の生活と自然環境とのかかわりについての、専門的
理解を深めることである。科学の発展と生活の関わりに係る
諸問題を取り上げる。「科学力パワーアップ講座Ⅰ」と併せて
の受講が望ましい。

野々山 清(教職センター教授)
前林 正弘(農学部応用生物化学科准教授)
磯井 俊行(農学部生物環境科学科教授)
川勝 博(総合数理教育センター教授)
谷口 正明(総合数理教育センター准教授)

愛知県名古屋
市天白区
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12時間

平成25年8月21日～
平成25年8月22日

6時間 平成25年8月23日

12時間

平成25年8月21日～
平成25年8月22日

6時間 平成25年8月23日

6,000円

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

現代社会の諸課題を考えるⅠ

今日、わたし達の生活を取り巻く環境は、さまざまな矛盾を抱
えており、これからの時代を生きる生徒たちも、そうした社会
のあり方と自らの生活のあり方について、トータルに理解する
力を身につける必要に迫られている。本講座においては、暮
らしにおける「法」「経営」「経済」「情報」等の各分野につい
て、現代社会においてそれぞれの分野が抱えている課題お
よび問題の根源となる基本的事項について学ぶことを通し
て、今、生徒たちに伝えておかなければならない事項につい
ての基本的理解を目指す。

肥田 進(法学部法学科教授)
謝 憲文(経営学部国際経営学科教授)
西山 賢一(経済学部産業社会学科教授)
山崎 初夫(理工学部電気電子工学科教授)

愛知県名古屋
市天白区

現代社会の諸課題を考えるⅡ

今日、わたし達の生活を取り巻く環境は、さまざまな矛盾を抱
えており、これからの時代を生きる生徒たちも、そうした社会
のあり方と自らの生活のあり方について、トータルに理解する
力を身につける必要に迫られている。本講座においては、
「生活と食」、「成長と発達」、「比較文化」等のテーマを取り上
げ、それぞれの課題についての基本的事項について理解を
深めることを通して、今、生徒たちに伝えておかなければなら
ない事項についての基本的理解を目指す。「現代社会の諸
課題を考えるⅠ」と併せた受講が望ましい。

芳賀
丸山
宮嶋
村松

愛知県名古屋
市天白区

すぐに役立つ指導法Ⅰ

学級経営、授業作り、生徒とのコミュニケーション作り等、教
師の実践的指導力を高めるのに必要とされるさまざまな技法
について、日常の教育活動から生じるさまざまな疑問、悩み
等をふまえながら、新たな技法を探り、作り出していくことを目
指します。取り上げる課題は、「教師が使えるカウンセリング
の理論と技法」、「学級経営の基本」、「最近の教育の方法に
係る理論と技術」、「気になる子どもへの対応のあり方」等で
す。

曽山 和彦(教職センター准教授)
平山 勉(教職センター准教授)
愛知県名古屋
大竹 直子(千葉大学総合安全衛生管理機構非 市天白区
常勤講師)

名城大学

すぐに役立つ指導法Ⅱ

授業作り、学校における情報倫理の問題等、教師の実践的
指導力を高めるのに必要とされる技法について、学びます。
村上 広一(情報センター准教授)
取り上げる課題は、「情報倫理の取り扱い方」、「マルチメディ
平山 勉(教職センター准教授)
ア教材の活用法」です。「すぐに役立つ指導法Ⅰ」と併せての
受講が望ましい。

神戸国際大学

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
生徒指導の充実（一人学びとその 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
支援）
研究大会に参加して、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、「一人学びとその支援」と
いうテーマで講習する。

山本克典（神戸国際大学教授）
加藤幸次（上智大学名誉教授）
高浦勝義（明星大学教授）
奈須正裕（上智大学教授）
松下晴彦（名古屋大学大学院准教授）
成田幸夫（岐阜聖徳学園教授）
澤田 稔（上智大学准教授）

愛知県名古屋
市中村区

18時間

神戸国際大学

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
生徒指導の充実（子どもの居場所 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
づくり・仲間づくり）
研究大会に参加して、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、「子どもの居場所づくり・仲
間づくり」というテーマで講習する。

山本克典（神戸国際大学教授）
加藤幸次（上智大学名誉教授）
浅沼茂（東京学芸大学教授）
高浦勝義（明星大学教授）
奈須正裕（上智大学教授）
松下晴彦（名古屋大学大学院准教授）
成田幸夫（岐阜聖徳学園教授）

愛知県名古屋
市中村区

18時間

名城大学

名城大学

名城大学

聖一(農学部応用生物学科教授）
宏(農学部生物環境科学科教授)
秀光(人間学部人間学科教授)
定史(人間学部人間学科教授)

愛知県名古屋
市天白区

12時間

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

教諭

中・高等学校教諭
（社会・地理歴史・ 12,000円
公民・商業・情報）

15人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253038256120号

(052)838-2026

教諭

中・高等学校教諭
（社会・地理歴史・
公民・商業・情報）

6,000円

15人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253038256121号

(052)838-2026

教諭

中・高等学校教諭
12,000円
（全教科）

50人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253038256122号

(052)838-2026

教諭

中・高等学校教諭
（全教科）

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平253038256123号

(052)838-2026

平成25年8月2日～
平成25年8月4日

教諭

小・中・高等学校
教諭

18,000円

30人

平成25年5月27日～
平成25年6月7日

平253048556886号

078-845-3500

平成25年8月2日～
平成25年8月4日

教諭

小・中・高等学校
教諭

18,000円

30人

平成25年5月27日～
平成25年6月7日

平253048556887号

078-845-3500

平成25年8月21日～
平成25年8月22日

6時間 平成25年8月23日

12時間

対象職種 主な受講対象者

平成25年8月21日～
平成25年8月22日

6時間 平成25年8月23日

岡崎女子短期大
保護者に対する支援
学

今日の子どもや子育て家庭を取り巻く環境の変化やそれに
伴う子どもの育ちの課題、保護者の子育て状況など、様々な
鈴木文代（幼児教育学科特任教授）
不安を抱える現代の保護者に対応できるように、幼稚園や幼
山田光治（幼児教育学科特任教授）
稚園教諭がどのような支援をどこでどのように行うことが求め
梅下弘樹（幼児教育学科准教授）
られるのかについて、事例等を基に考えながら理解を進め
る。

愛知県岡崎市

6時間 平成25年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

25人

平成25年5月16日～
平成25年6月14日

平253520156139号

(0564)28-3315

岡崎女子短期大
子どもの表現
学

子どもたちは自分の思いや考えを様々な方法や手段で伝
える。言葉以外にも表情やしぐさ、音や声、絵や立体的な制
作物などによる表現を通して、伝え合うようになる。その子ど 赤羽根有里子（幼児教育学科教授）
もたちの思いに少しでも近づくことができるように、実際に描 平尾憲嗣（幼児教育学科講師）
いたり作ったり、動いたり言葉で伝えたり、歌ったり演奏したり 米窪洋介（幼児教育学科助教）
などして、互いの表現方法を見合う機会を持つことによって学
び合う。

愛知県岡崎市

6時間 平成25年8月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

25人

平成25年5月16日～
平成25年6月14日

平253520156140号

(0564)28-3315

岡崎女子短期大
健康と食育
学

十分に体を動かす気持ちよさを体験し、自ら体を動かそうと
する意欲を育てる方法について学ぶ。さらに、健康な心と体
を育てるためには、食育を通じた望ましい食習慣の形成が大
切であることを踏まえ、和やかな雰囲気の中で一緒に食べる
喜びや楽しさを味わうために留意する点や進んで食べようと
する気持ちが育つように配慮する点について考える。

鳥居恵治（幼児教育学科教授）
小野隆（幼児教育学科教授）
山下晋（岐阜聖徳学園大学講師）
愛知県岡崎市
野田美樹（豊橋創造大学短期大学部、岡崎女子
短期大学非常勤講師）

6時間 平成25年8月9日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

25人

平成25年5月16日～
平成25年6月14日

平253520156141号

(0564)28-3315

6時間 平成25年8月19日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

25人

平成25年6月3日～
平成25年7月5日

平259232056471号

0562-97-1306

急速に時代が変化していくなかで，子どもの健全育成に対
して，保護者と教員との間に構築されるべき協力関係が築き
桜花学園大学・名 保護者支援‐保護者との協力関係
にくい時代になっている。本講習では，事例を基にしながら， 小嶋 玲子(桜花学園大学保育学部教授)
古屋短期大学
をめざして
保護者と協力関係を結ぶための保護者支援について考えて
いく。

愛知県豊明市
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平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

桜花学園大学・名
子どもの脳の発達
古屋短期大学

最近の脳科学研究の発達によって、子どもの脳の発育・発
達や脳の障害に関して新しい知見が次々に明らかになってき
ている。子どもの運動機能、言語、記憶など、さらには心の成
長も脳機能の発達をもとに説明できる部分が多くなってきた。
藤田 公和(桜花学園大学保育学部教授)
また、脳の構造や機能の異常が子どもの成長に重大な問題
を起こすことも証明されてきた。この講義では子どもの脳の発
達と脳の障害について学び、子育て、脳育ての方法論につい
て考察することを目指す。

愛知県豊明市

6時間 平成25年8月21日

教諭

幼稚園教諭

桜花学園大学・名
食育に関する事項
古屋短期大学

調理実習や食物実験を通し、食に関する基礎知識や技能、
食育活動において配慮すべき事項を実践的に学習する。ま
辻岡 和代(桜花学園大学保育学部准教授)
た、それぞれが行っている食育活動について討論し、これか
らの日本における食育の持つ可能性について追及する。

愛知県豊明市

6時間 平成25年8月27日

教諭

桜花学園大学・名
子どもの造形と表現
古屋短期大学

造形表現は感覚や思考を豊かにするものだが、現代ほど
創造性が求められている時代はない。身近な素材による楽し
高田 吉朗(名古屋短期大学保育科教授)
い工作演習を通じ、子どもの造形素材についての研究や正し
い道具の扱い方を学ぶ。

愛知県豊明市

6時間 平成25年8月28日

桜花学園大学・名
子どもの音楽的表現活動
古屋短期大学

身体表現、歌唱、楽器の使用による表現への展開を通じ
て、子どもの音楽表現の現状や問題点について分析し、表現
を育てるとは、いったい何を育てることなのかを考え、保育者
自身の感性の働きや、表現力、創造力、援助方法について 高須 裕美(名古屋短期大学保育科講師)
体得する。また、日本で伝承されている童謡を歌うことの重要
性、わらべうたの重要性についても西洋音楽の教育者理論
から検討する。

愛知県豊明市

6時間 平成25年8月29日

学校は、子どもたちの学習の場であると同時に生活の場で
もある。様々な活動や人間関係や喜怒哀楽がある。それらの
経験を通して成長していく場が学校であるが、そこには大人
が見守り静観すべきこと、直ちに介入すべきことがある。一人
至学館大学・至学 これからの学校教育のあり方 ～
ひとりの教員には、それを見極める力、適切・迅速に介入す
館大学短期大学 教育活動におけるリスク・マネジメ
る力が必要であり、組織として解決に至らせる力が必要であ
部
ントを基本に～
る。それができてこそ、子どもたちの成長を支援することがで
きる。本講習では、そうした力を磨こうとする意識高揚と共
に、その力を身につけるための情報(法的なものを含む。)提
供する。

谷岡郁子（健康科学部教授）
神頭和子（健康科学部教授）
伊藤尋思（健康科学部教授）
百々康治（健康科学部教授）
芹澤康子（健康科学部教授）
有澤文子（健康科学部教授）
杉島有希（健康科学部助教）
近藤精司（短期大学部教授）
松尾博章（短期大学部教授）

京都市立芸術大
美術工芸の体験と教材化
学

講義「新学習指導要領改訂の趣旨と図画工作・美術，工芸教
育の課題」3時間の受講後，個々の受講者の教育課題等に
応じて，作品制作及び芸術学の各専門分野の演習を合計12
時間選択実習する（1分野6時間または12時間）。さらに，まと
めとして，個々の受講者が選択実習した内容等を実際の学
校教育における授業でどのように教材化するか，「指導計画
の作成と評価」についての講義及び試験を実施する（3時
間）。

横田 学(美術学部教授）
西田眞人(美術学部教授）
金田勝一(美術学部講師）
小山格平(美術学部教授）
栗本夏樹(美術学部准教授）
藤野靖子(美術学部准教授）
定金 計次(美術学部教授）
伊東 徹夫(美術学部教授）
田島達也(美術学部准教授）

京都府立大学

歴史学の新潮流

井上 直樹(文学部歴史学科准教授)
日本史、東アジア史、西洋史の重要な問題を、各分野の専門
東 昇(文学部歴史学科准教授)
研究者が、近年の歴史学の成果を交えつつ、新たな角度か
川瀬 貴也(文学部歴史学科准教授)
ら考察し、解説する。
川分 圭子(文学部歴史学科教授)

京都府立大学

地球温暖化をはじめとする環境問題が深刻化する現在、森
林科学分野が大きな注目を浴びています。森林の公益的機
能は、二酸化炭素の吸収源、保水機能、生物多様性の源、
森林を科学する重要性-木材利活 林産物の生産、災害防止機能など、多岐にわたり、人間の営 古田 裕三（生命環境学部森林科学科准教授）
用の今昔とその是非みに、しいては地球の存続になくてはならないものとなってい 宮藤 久士（生命環境学部森林科学科准教授）
ます。そのような森林科学分野の中で、今回は森林の産物で
ある木材の利活用に焦点を当て、その是非に対する考え方、
木材利活用の今昔まで幅広く概説します。

京都府立大学

動物分類と昆虫の多様性

京都造形芸術大 コミュニケーション・スキルアップ
学
の３日間！

愛知県大府市

京都府京都市

福のり子（芸術学部教授）
大野照文（京都大学総合博物館教授）
伊達隆洋（芸術学部講師）
北野諒（芸術学部講師）

18時間

平成25年8月19日～
平成25年8月21日

平成25年8月5日～
平成25年8月13日

受講者募集期間

認定番号

電話番号

6,000円

平成25年6月3日～
50人
平成25年7月5日

平259232056472号

0562-97-1306

幼稚園教諭

6,000円

25人

平成25年6月3日～
平成25年7月5日

平259232056473号

0562-97-1306

教諭

幼稚園教諭

6,000円

25人

平成25年6月3日～
平成25年7月5日

平259232056474号

0562-97-1306

教諭

幼稚園教諭

6,000円

25人

平成25年6月3日～
平成25年7月5日

平259232056475号

0562-97-1306

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭

18,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年7月31日

平259234055980号

0562-46-1218

教諭

小学校教諭（図画
工作）,中学校教
諭（美術）,高等学 18,000円
校教諭（美術及び
工芸）

50人

平成25年6月3日～
平成25年6月20日

平252004856662号

075-334-2220

京都府京都市

6時間 平成25年8月22日

教諭

高等学校(地理歴
史)教諭向け

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月30日

平252004956745号

075-703-5118

京都府京都市

6時間 平成25年8月27日

教諭

中・高等学校(理
科)教諭向け

6,000円

25人

平成25年5月16日～
平成25年6月30日

平252004956746号

075-703-5118

教諭

中・高等学校(理
科)教諭向け
高等学校(農業)教
諭向け

6,000円

24人

平成25年5月16日～
平成25年6月30日

平252004956747号

075-703-5118

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力
を磨きたい、子ど
もたちにｺﾐｭﾆｹｰ
教諭
ｼｮﾝの大切さを伝 20,000円
養護教諭
えたいと願ってお
られる全ての教諭
および養護教諭

60人

平成25年5月16日～
平成25年7月16日

平253040556145号

075-791-9122

分子生物学や生化学の深化が著しい今日においても、生
物への認識を、物質が電気化学反応する場であるとの理解
にとどめるばかりでなく、人が社会や環境を認識する単位とし
中尾 史郎（生命環境学部農学生命科学科准教
ての「生きもの」のシステム集合体として理解する視点を，人
京都府京都市
授）
の立場から改めて喚起する機会を昆虫（動物）を題材にして
提供します。学習単元としての「進化」、「分類」、「系統」、「生
物群集」、「個体群」に関わる講義と実験を行ないます。
人が人との間で生きていくために、最も重要なツールであるコ
ミュニケーション。教員にも、子どもたちにとっても大切なコ
ミュニケーション能力のあり方・育て方について学びます。心
理学を応用したワークショップで、コミュニケーションの力を実
感。化石を観察、推理し、それを「発見」と「伝達」につなぐ。そ
して会話を基本とした美術作品やマンガ作品の鑑賞体験をと
おして、みる、考える、話す、聞く力をアップ！

18時間

受講料 受講人数

京都府京都市
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6時間 平成25年8月28日

18時間

平成25年8月3日～
平成25年8月5日

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

幼・小・中・高等学
教諭
校教諭、養護教
養護教諭
諭

6,000円

50人

平成25年6月2日～
平成25年6月12日

平253040956476号

0774-25-2433

学校教育での芸術療法（コラー
ジュ療法）の利用

コラージュとは、雑誌やパンフレットなどの既成の絵や写真を
はさみで切って、台紙の上で構成し、糊で貼り付けるシンプル
な方法で、教育・医療・福祉・矯正分野で広く用いられてい
る。本講習ではコラージュ制作実習を通じて方法を学び、教
森谷 寛之（臨床心理学部臨床心理学科教授）
員自身が自分でその効果を確かめる。また、この体験をもと
にして、生徒の作品をよりよく理解できるようにする。生徒との
コミュニケーションとして芸術療法が利用できることを学んで
いく。

京都府宇治市

6時間 平成25年7月29日

京都文教大学

子どもとかかわる身体

教育者が人的環境であることは周知のことである。子どもが
身体で訴えている何かを感じると同時に、安心できる雰囲気
を醸し出し対応できる教育者の身体性について検討したい。
具体的には、身体で他者と響きあうこと・つながることを実感 本山 益子（京都文教短期大学幼児教育学科教
京都府宇治市
するために、ゲームや身体表現遊び（幼稚園・小学校低学年 授）
向け）を行う。さらに、講義においては、エピソードなども手が
かりに、身体コミュニケーションに纏わる問題の検討につなげ
る。

6時間 平成25年7月30日

教諭

幼稚園・小学校教
諭

6,000円

36人

平成25年6月2日～
平成25年6月12日

平253040956477号

0774-25-2433

京都文教大学

子どもを取り巻く環境の諸問題を「健康領域」の視点から掘り
下げていく。 幼児教育の現状と課題、改善の方向性として
あげられている「幼児の運動能力の低下、消極的な取り組み 原田健次（京都西山短期大学仏教学科仏教保
子どものこころとからだを育む「運
の姿勢、言語表現力や集団とのかかわりの中で自己発揮す 育専攻教授、京都文教短期大学非常勤講師、京 京都府宇治市
動あそび」
る力不足や、さまざまな体験･経験不足。」等、これらのことを 都ノートルダム女子大学非常勤講師）
踏まえた「運動あそび」の保育理論と保育実践を融合させ、よ
り具体的事例を挙げながら講義と実技を展開し実施する。

6時間 平成25年8月1日

教諭

幼稚園・小学校教
諭

6,000円

50人

平成25年6月2日～
平成25年6月12日

平253040956478号

0774-25-2433

幼・小・中・高等学
教諭
校教諭、養護教
養護教諭
諭

6,000円

50人

平成25年6月2日～
平成25年6月12日

平253040956479号

0774-25-2433

京都文教大学

京都文教大学

京都文教大学

京都文教大学

京都文教大学

京都文教大学

京都文教大学

本講習では、心理的、身体的にハードな教師の日常生活を
安定的にすごすための一助として、教師自身がそれぞれ自
分自身を見つめ、自己理解を深め、同時に、心身のバランス
表現療法を通じて学ぶ教師と子ど を自己調整する基本を、描画表現、気功による身体表現など
濱野 清志（臨床心理学部臨床心理学科教授）
もの自己理解と心身調整
を通して、体験的に理解できるようにします。また、教師自身
の体験的理解をもとに児童生徒の生活上の自己理解と自己
調整を促進する手立てを学びます。

学校事故の法的対処方法

京都府宇治市

6時間 平成25年8月2日

京都府宇治市

6時間 平成25年8月3日

教諭

幼・小・中・高等学
校教諭

6,000円

50人

平成25年6月2日～
平成25年6月12日

平253040956480号

0774-25-2433

京都府宇治市

6時間 平成25年8月4日

教諭

中・高等学校教諭

6,000円

50人

平成25年6月2日～
平成25年6月12日

平253040956481号

0774-25-2433

長岡京は784年から794年までのわずか10年の都であった。
長岡京を記録する史料も少なく、かつては｢幻の都｣と呼ばれ
ることもあった。しかし半世紀に及ぶ発掘調査の結果、この時
山中 章（三重大学人文学部特任教授、京都文
期に奈良時代的なものから平安時代的なものへと社会や文
京都府宇治市
教大学非常勤講師）
化が大きく変わる変換点であったことが判明してきた。本講習
はこうした最新の研究成果を紹介し、学校教育の補助資料を
提供することを目的としている。

6時間 平成25年8月5日

教諭

中・高等学校教諭
（社会科、地理歴
史科担当教員）

6,000円

50人

平成25年6月2日～
平成25年6月12日

平253040956482号

0774-25-2433

6時間 平成25年8月6日

幼・小・中・高等学
教諭
校教諭、養護教
養護教諭
諭

6,000円

200人

平成25年6月2日～
平成25年6月12日

平253040956483号

0774-25-2433

6時間 平成25年8月7日

幼・小・中・高等学
教諭
校教諭、養護教
養護教諭
諭

6,000円

30人

平成25年6月2日～
平成25年6月12日

平253040956484号

0774-25-2433

近時学校現場では、児童・生徒が様々な事故に遭遇していま
す。この状況に教師が直面した場合に心がけていただきたい
法的な事項があります。そこで、学校内で事故が発生した場 楪 博行（総合社会学部現代社会学科教授）
合のスムーズな対処のために、具体的な事例を用いながら
講義を通じてこれらを解説します。

文化人類学的フィールドワークを、中等教育の校外学習、た
とえば研修・修学旅行や総合的学習、体験学習に活かすに
は、どのようにすればよいのだろうか。本講習では、国内外で
校外学習に活かすフィールドワー
のフィールドワーク経験豊富な講師が、小・中・高等学校との
ク
連携の事例を提示し、また参加者どうしのディスカッションを
通じて、教材としての応用可能性をともに探っていきたい。

長岡京の歴史と文化

幼・小・中・高校時代は、様々な対人関係を通して社会性を身
につけながら、一方で「自分らしさ」という個性を形成していく
心理的課題に満ちた時期です。この時期には、身体的・社会
的にも大きな変化をともない、精神的不調が起こりやすくもあ
教師と子どものためのメンタルヘ
ります。本講習では、この時期に子ども達が直面する様々な
ルス
心理的課題や精神的不調、そして子ども達を育み守る教師
自身のメンタルヘルスについて、その理解と具体的対応・援
助を学びます。

不登校家族支援ノート

奥野 克己（総合社会学部文化人類学科教授）
小林 康正（総合社会学部文化人類学科教授）
佐藤 知久（総合社会学部文化人類学科准教
授）

平尾 和之（臨床心理学部臨床心理学科准教
授）
京都府宇治市
松田 真理子（臨床心理学部臨床心理学科准教
授）

不登校は、「これまでの生き方、価値観では生きることが難し
いので、立ち往生し、自分に見合った新しい生き方、考え方を
発見しようとしている時期」である。また、学校担当者と協力し
つつ、親を支援することにより、親が安定すると、家族の雰囲
今井 晥弌（臨床心理学部臨床心理学科教授）
気（家族布置）が安定し、子どもの変容を促進する。今回は、
約４０年臨床実践してきた経験を踏まえ、親と子の変容プロセ
スを分類し、それぞれについて説明していきたいと考えてい
る。

京都府宇治市
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平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

20人

平成25年6月2日～
平成25年6月12日

平253040956485号

0774-25-2433

京都文教大学

精神障害や発達障害のある生徒や保護者への相談支援の
在り方についての理解を深めることを目的として講義を行うと
ともに、具体的な事例をとおして相談援助の技術や方法やプ
精神障害や発達障害のある生徒
ロセスを実践的に学ぶための演習を行います。また、以上の 吉村 夕里（臨床心理学部臨床心理学科教授）
や保護者への対応
講義や演習をとおして、学校現場で活用できるカウンセリング
やソーシャルワークのジェネラルな方法についての知識を深
めることを目的とします。

京都府宇治市

6時間 平成25年8月8日

京都文教大学

「組織と個人」の調整の問題は「組織行動論」の名のもとに、
一定の研究成果が蓄積されている。この知識は、企業組織で
組織と個人のマネジメント
あろうと、学校組織であろうと、組織リーダーには不可欠であ
－生徒の元気が出るクラスづくり る。この講習では「組織と個人」の問題、とくにモチベーション 渡辺 峻（総合社会学部現代社会学科教授）
のために－
やリーダーシップのあり方を理論的に整理して、「クラスと生
徒」の調整および教員のリーダーシップ強化や生徒のモラー
ルアップ強化に役立てることを目標にする。

京都府宇治市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

50人

平成25年6月2日～
平成25年6月12日

平253040956486号

0774-25-2433

京都文教大学

本講習では、コミュニケーションのあり方について考える。複
雑な「意味」を交換するのが人間だが、その「意味」はどのよ
教員としてのコミュニケーション能 うに生まれ、どのように人の中で動くのかを考えたい。ここで 森川 知史（京都文教短期大学ライフデザイン学
京都府宇治市
力を高める
は、教員に求められるコミュニケーション能力をテーマとし、コ 科教授）
ミュニケーション能力を伸ばすにはどうすればよいかについて
も言及したい。

6時間 平成25年8月9日

教諭

幼、小、中、高等
学校教諭

6,000円

150人

平成25年6月2日～
平成25年6月12日

平253040956487号

0774-25-2433

平253040956488号

0774-25-2433

①子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身
につけ、食を通じて「生きる力」を育むための食育の重要性に
ついて、児童・生徒の食生活及び健康状況の現状や食育授
業の事例を示して講義する。②習得した知識が日常の食生
活で実践できるよう、「食の安全・安心」、「食事作り」という２
つの視点から具体的な取り組み方法について講義・演習す
る。

村上 俊男（京都文教短期大学食物栄養学科教
授）
森 美奈子（京都文教短期大学食物栄養学科准
京都府宇治市
教授）
福田 小百合（京都文教短期大学食物栄養学科
講師）

京都文教大学

食育の重要性と実践力を高める
取り組み方

京都文教大学

「算数的活動」と「記述表現活動」をキーワードに、「活用力」
を育てる授業の理論と実際について実践的に学びます。
習得と探求を関連づける「活動」による授業改善について具
「活用型」学力を育む算数科の授
体的に学びます。「算数的活動」について、実際的な活動を 亀岡 正睦（臨床心理学部臨床心理学科教授）
業づくり
体験します。
算数科における内的活動と外的活動双方に目を向け、両者
をつなぐ学習指導法「ふきだし法」について解説します。

京都文教大学

就学前の保育園や幼稚園において、発達障害児が持ってい
る特有の言動に困難をきたす保育士や幼稚園教諭は少なく
ない。本講習では、さまざまな事例を通しながら、発達障害の 三林 真弓（臨床心理学部臨床心理学科教授）
特徴を捉え、その対応についてみなで検討したいと考えてい
る。事例提供者の希望があれば事前に申し受けたい。

幼稚園における発達障害児とそ
の親への支援

新約聖書に関わる以下の三つのことを行う。（１）イエスが登
場した時代背景、特に当時のユダヤ教の状況とガリラヤの特
殊事情を解説する。（２）福音書からのテクストを例に、歴史
批評や文芸批評、物語批評など聖書学の方法論の意義と限 越後屋 朗（神学部教授）
界を洗い出し、そのうえで受容美学的な方法論を検討する。 石川 立（神学部教授）
（３）パウロ書簡を中心にキリスト教思想とユダヤ教との関連 村山 盛葦（神学部准教授）
について歴史的に考察する。講習では、宗教科（聖書科）の
教材として使える新約聖書研究の最新成果を提供する。

同志社大学

新約聖書学の最前線

同志社大学

中学高校において数学を苦手とする学生が増える原因は「方
程式」、「関数」、「複素数」、「写像」などの抽象的な概念のた
めである。
本講義では、数学の基本概念をいくつかトピックとして取り上
数学嫌いを減らす教員になる方法
げ、これを解説してより深い理解を促し、わかりやすい教材作
りの基盤とする。
主として高校生が理解すべき数学の基本概念を解説する
が、中学数学にも密接に関連する事項である。

［講義概要］解析学は数学において重要な分野となっていま
す。この講義では解析学の基礎およびその応用について解
説します。この講義を通じて、中学校・高等学校での数学教
員に求められる解析学の教養について説明します。

押目 頼昌（理工学部数理システム学科教授）
三井 斌友（理工学部数理システム学科教授）
松本 堯生（理工学部嘱託講師・広島大学名誉
教授）

浦部 治一郎（文化情報学部教授）
川﨑 廣吉（文化情報学部教授）
溝畑 潔（理工学部数理システム学科准教授）
浅倉 史興（大阪電気通信大学金融経済学部
アセット・マネジメント学科教授）

同志社大学

解析学の基礎から応用まで

同志社大学

化学の中でも有機化学は児童、生徒にとって得手不得手が
分かれる分野である。実験は好きな子供は多いが化学反応
大学の有機化学
式の意味が捉えきれない場合も多々ある。本講義では、有機 太田 哲男（生命医科学部教授）
理論と最先端：化学の理解を深め 化学の本質を説明し、単なる暗記科目ではないことを明らか 水谷 義（理工学部教授）
るために
にするとともに、現在、この分野で行われている大学の最先 大江 洋平（生命医科学部助教）
端を講義することで、児童、生徒に対して興味を持続させるた
めの授業中でのトピックスを手に入れる手助けをする。

6時間 平成25年8月22日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

平成25年6月2日～
30人
平成25年6月12日

京都府宇治市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成25年6月2日～
平成25年6月12日

平253040956489号

0774-25-2433

京都府宇治市

6時間 平成25年8月24日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

15人

平成25年6月2日～
平成25年6月12日

平253040956490号

0774-25-2433

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月23日

平253041355989号

075-251-3208

京都府京都市
上京区

6時間 平成25年8月3日

教諭

中学校・高等学校
宗教科教諭およ
び宗教の授業を
担当している小学
校教諭向け

京都府京都市
上京区

6時間 平成25年8月3日

教諭

高等学校数学科
教諭向け（中学校
数学科教諭も可）

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月23日

平253041355990号

075-251-3208

京都府京都市
上京区

6時間 平成25年8月4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16日～
平成25年5月23日

平253041355991号

075-251-3208

教諭

中学校・高等学校
理科教諭向け

6,000円

平成25年5月16日～
50人
平成25年5月23日

平253041355992号

075-251-3208

京都府京都市
上京区
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6時間 平成25年8月4日

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

［講義概要］指導要領改訂にともない，中学・高等学校数学に
おいて，統計学の学習内容の充実が図られようとしている．
中学数学には「資料の活用」が入り，高校数学には，数学Iに
「データの分析」，数学Bに「確率分布と統計的な推測」が入
宿久 洋（文化情報学部教授）
る．本講習ではこのような状況を踏まえ，高校数学における
鄭 躍軍（文化情報学部教授）
統計教育の基盤となる記述統計，推測統計の基礎を網羅的
大森 崇（文化情報学部准教授）
に学ぶ．
［学習内容］記述統計（基本統計量，度数分布表，統計グラ
フ），推測統計（確率分布，母集団と標本，推定，検定）
［到達目標］記述統計，推測統計の基礎について理解する．

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

京都府京都市
上京区

6時間 平成25年8月6日

教諭

高等学校数学科
教諭向け（中学校
数学科教諭も可）

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月23日

平253041355993号

075-251-3208

京都府京都市
上京区

6時間 平成25年8月6日

教諭

高等学校・中学校
理科・数学科教諭
向け

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月23日

平253041355994号

075-251-3208

英単語学習に対する指導法

英文読解力及び英作文力の向上を目的とした語彙学習に焦
点を当て、その学習法及び指導法について講義する。具体的
赤松 信彦（文学部英文学科教授）
には、英文読解のプロセスと語彙知識に関する講義、そして
田中 貴子（文学部英文学科准教授）
コーパスを活用した英作文指導について講義を行う。また、
能登原 祥之（文学部英文学科准教授）
第二言語及び外国語における語彙学習に関する最新の知見
についても解説する。

京都府京都市
上京区

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学校
英語科教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月23日

平253041355995号

075-251-3208

生命科学

生命医科学部医生命システム学科教員３名で担当する。西
川は「お薬を創る－基礎研究から臨床へ」のテーマで、大学
の研究室や製薬会社の研究所で行われる基礎研究から、医
西川 喜代孝（生命医科学部教授）
薬品が誕生するまでを概説する。高橋は、細胞膜で発生し生
高橋 智幸（生命医科学部教授）
体のはたらきを支えている生体電気シグナルについて、その
市川 寛（生命医科学部教授）
発生のしくみについて概説を行う。市川は、生活習慣病をは
じめとする各種疾患と活性酸素・フリーラジカルとの関与を明
らかにし，その予防法について解説する。

京都府京都市
上京区

6時間 平成25年8月7日

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16日～
平成25年5月23日

平253041355996号

075-251-3208

化学実験体験

高校の教科書にある実験のいくつかを取り上げ、実際に実験
を行う。内容は、希望を募り、可能性のあるものを行う予定で
ある。化学実験の経験が少ないが、教科を指導する必要が 太田 哲男（生命医科学部教授）
ある教員を中心に講習を行う予定であるが、必ずしもそれに 大江 洋平（生命医科学部助教）
限定するものではない。また、大学の研究室見学を行い、先
端研究に用いる機器や器具を知る。

京都府京田辺
市

6時間 平成25年8月10日

教諭

中学校・高等学校
理科教諭向け

6,397円

16人

平成25年5月16日～
平成25年5月23日

平253041355997号

075-251-3208

大阪大学

日本の伝統と新理論を統合した
英語教育

伝統的なアプローチと最新の理論を統合的に考察すること
により、小中高を問わず、これからの英語教育において根本
的に重要となる諸点について考える。
日野 信行（言語文化研究科 教授）
たとえば、母語話者の枠を越える国際英語の教育実践、波 今尾 康裕（言語文化研究科 講師）
及効果を考えた教育の一環としてのテスト・評価のあり方、第 西田 理恵子（言語文化研究科、講師）
二言語習得時における動機づけと心理的要因などのテーマ
を取り上げる。

大阪府豊中市

6時間 平成25年8月20日

教諭

小、中、高、特別
支援学校におけ
る英語担当教諭

6,000円

30人

平成25年5月24日～
平25年6月4日

平251005556691号

06-6879-4827

上智大学

キリスト教の立場から見た人間の尊厳の教育について考察
する。午前中の講習では、自らが築き上げてきた学校イメー
キリスト教ヒューマニズムと人間の ジ、教育活動イメージを改めて振り返り、教育使徒職の意味 高祖 敏明（総合人間科学部教授）
尊厳（4）
内容について考究する。午後はさらに踏み込んで、具体的な 河合 恒男（課程センター教授）
学校現場での多様な体験に依拠しながら、教育のあるべき姿
について考察を深める。

大阪府大阪市

6時間 平成25年8月5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20日～
平成25年7月19日

平253016656337号

03-3238-3520

上智大学

本講習では、歴史言語学、認知言語学、英語教育学の知見
を活用した、英単語（主に名詞・動詞・形容詞・前置詞・副詞）
語源的・認知的アプローチによる
の科学的指導法を扱います。理論と実践をディスカッションと 池田 真（文学部准教授）
英語語彙指導
タスクを中心とするワークショップで学び、応用例としてセン
ター試験問題を使った受験指導法を提示します。

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
教諭（英語科）

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656338号

03-3238-3520

上智大学

この講座では小学校外国語活動の教材、Hi, friends 1と2の
活用法を具体的なデモンストレーションを交えながら、ワーク
CLILで学ぶ小学校英語活動ワー ショップ形式で学んでいきます。内容言語統合学習法（CLIL）
逸見 シャンタール（文学部非常勤講師）
クショップ（2）
を用いて、英語に慣れ親しみ、異文化に触れる活動を行いま
す。この講座では、説明は日本語で、活動は英語を多く使っ
て進めていきます。

大阪府大阪市

6時間 平成25年8月5日

教諭

小学校・中学校教
諭（英語科）

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656339号

03-3238-3520

上智大学

この講習では、ヨーロッパ生まれの英語教育法CLIL (Content
and Language Integrated Learning) を扱う。CLILは、知識力、
ワークショップで学ぶ最新英語教 英語力、思考力、協働力を有機的に統合することで、高品質
池田 真（文学部准教授）
育技法CLIL（クリル）
な授業を可能にする。本講座ではその理論と実践をワーク
ショップ形式で学び、日本の中高の現場で活用する具体的方
法を探る。

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
教諭（英語科）

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656340号

03-3238-3520

同志社大学

高校数学における統計教育

同志社大学

熱力学の法則によると、秩序のあるものは、時間とともに、無
秩序に変化していく：エントロピー増大の法則。しかしながら、
地球上では、多様なパターンの雲が自発的に生成し、海には
“物理”の視点で捉える“生命・化
潮流が生じる。生物も、秩序を自ら作り出している存在であ 吉川 研一（生命医科学部教授）
学・地球・宇宙”－受講者と共に考
る。本講習では、このような、時間的・空間的自己組織化を話 剣持 貴弘（生命医科学部准教授）
える、これからの“理科”－
題として取り上げながら、近年の物理学の発展をわかりやす
く解説する。そのことにより、理科の中での物理学の持つ現
代的な意義を明らかにしていきたい。

同志社大学

同志社大学

同志社大学
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平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

この講習では、生徒に様々な異文化や価値観にふれさせる
ために、オーセンティック素材をどのように選び、教材化する
かを学ぶ。そのための方法として、受講者はオーセンティック
ＰＩＮＮＥＲ ＲＩＣＨＡＲＤ（文学部非常勤講師）
教材を分析し、体験したうえで、生の素材を修正し、タスクを
作る作業をワークショップ形式で行う。 なお、この講座のす
べての活動は英語で行う。

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

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

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
教諭（英語科）

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656341号

03-3238-3520

大阪府大阪市

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

40人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656342号

03-3238-3520

多文化共生と教育（2）

本講義では、多文化共生に果たす教育の課題を、日本なら
びに途上国を含む諸外国の状況に基づいて整理し、日本の
学校教育の役割を検討することを目的とする。午前中の講義
（小松担当）では、国際教育開発の視点から、多文化社会の
小松 太郎（元九州大学大学院准教授）
開発途上国や紛争後社会の教育および国際教育協力につ
杉村 美紀（総合人間科学部准教授）
いて解説し、その課題への理解を深める。また、午後の講義
（杉村担当）では、国際教育学の観点から、諸外国における
多文化教育政策の状況を比較し、日本社会の多文化共生と
教育の課題を検討する。

大阪府大阪市

6時間 平成25年8月7日

教諭

特別支援学校教
諭、幼稚園・小学
校・中学校教諭

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656345号

03-3238-3520

上智大学

現代英米映像文化（2）

映画は生徒の英語圏文化の理解のために授業に導入しやす
いメディアです。本講習では、『タイタニック』、『ハリー・ポッ
ター』シリーズ、『リトル・ダンサー』、『ホリデイ』など、現代のイ 松本 朗（文学部准教授）
ギリスやアメリカの文化を表す映画を、グローバリゼーション
を含む両国の政治・経済の文化という観点から考察します。

大阪府大阪市

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（社
会科・英語科）

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656351号

03-3238-3520

上智大学

本講習では、第二言語習得研究の視点から言語学習のデー
タを見る中で、学習者がどのような間違いを起こしながら、ど
ういった過程を経て言語を習得していくかについての理解を
言語習得研究とティーチャー・トー 深めていく。そこからインプットの重要性を確認し、教師が与
和泉 伸一（外国語学部准教授）
クの理論と実践（2）
えるティーチャー・トークの必要性とその方法について話を進
めていく。講習全体を通して、理論と実践の両方から言葉の
学び方と教え方について迫っていきたい。なお、この講座の
活動は英語で行う。

大阪府大阪市

6時間 平成25年8月7日～

教諭

中学校・高等学校
教諭（英語科）

6,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年7月19日

平253016656352号

03-3238-3520

東京未来大学

①障害及び発達障害の概念を整理し，各発達障害の診断基
準，心理学的特徴，それらに配慮した保育や教育の在り方に
関して，保護者の思いや実際の指導例なども交えながら，具
発達障害及び言語障害の理解と 体的に概説する。②軽度発達障害あるいは言語障害を抱え 府川昭世（こども心理学部教授）
支援
た子どもへの支援について考察する。いずれも、事例をもと 小谷博子（こども心理学部准教授）
に対応策のヒントを提案したい。言語障害については「言語と
は何か」の基礎知識をもとに音声言語コミュニケーション障害
について概説する。

大阪府
大阪市
淀川区

6時間 平成25年8月2日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

48人

平成25年5月16日～
平成25年7月1日

平253021656193号

03-5813-2530

大阪府
大阪市
淀川区

6時間 平成25年8月3日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

48人

平成25年5月16日～
平成25年7月1日

平253021656201号

03-5813-2530

大阪府
大阪市
淀川区

6時間 平成25年8月4日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

48人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253021656212号

03-5813-2530

現在の子どもたちをめぐる問題
〜発達障害と虐待への対応〜

現在，子どもたちをめぐる問題は複雑さと多様さを増してきて
いる。教育の現場でも，発達障害を持つ子どもたちに対する
支援の充実が求められる一方，支援ニーズの見極めが難し
いケースに直面することが多くなってきていると考えられる。 渡辺千歳（こども心理学部教授）
また子どもたちの虐待問題は後を絶たず，教師が虐待に最 竹内貞一（こども心理学部准教授）
初に気づくケースが多いのも実情である。そこで，当講習で
は発達障害や虐待の事例から，その具体的な対応方法など
を考えていきたい。

大阪府
大阪市
淀川区

6時間 平成25年8月9日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

48人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253021656220号

03-5813-2530

思春期の生徒のメンタルヘルス

①思春期から青年期における発達課題と自己形成について
臨床発達心理学の立場から概観する。また、現代社会にお
ける家族や社会との関わりの中で、思春期の生徒たちのここ
高橋一公（モチベーション行動科学部教授）
ろのあり方について学習する。②臨床心理学的な観点から，
平部正樹（こども心理学部講師）
思春期の子どもたちに生じやすい心の葛藤やつまずきにつ
いて概説する。また，事例をもとに個別的な支援が必要な生
徒への対応やカウンセリング的関わりについて学習する。

大阪府
大阪市
淀川区

6時間 平成25年8月8日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

48人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253021656228号

03-5813-2530

上智大学

学習意欲を高めるオーセンティッ
ク教材の活用法（2）

上智大学

キリスト教の立場から見た人間の尊厳の教育について考察
する。聖書には人間は「神の似姿」として造られ、「地を支配
キリスト教ヒューマニズムと人間の
佐久間 勤（神学部教授）
する」存在として記されているが、かかる人間観・自然観を聖
尊厳（5）
瀬本 正之（神学部教授）
書学に基づき、また地球環境や環境倫理の観点から考察し、
人間の尊厳についての理解を深めるものとする。

上智大学

①不登校の実態，不登校の子どもや親の心理に関する理解
を深める。そのうえで，学校への不適応を未然に防ぐ予防的
介入として，1次予防，2次予防，3次予防の具体例について
学習する。②臨床心理学的な観点から、子どもへのカウンセ 藤後悦子（こども心理学部准教授）
リング的対応について解説を行う。具体的には、子どもの心 山極 和佳（モチベーション行動科学部准教授）
の理解とカウンセリング的な関わりの方法、及びそれらにお
ける教師の自己理解と専門機関との連携の必要性を取り上
げる。

東京未来大学

不登校及び子どもの理解と対応

東京未来大学

①時々刻々と変化する非行少年に対応した生徒指導の在り
方や、関係機関の積極的活用について理解することを目的と
し、とりわけ、非行の進度の把握について非行性という概念 出口保行（こども心理学部教授）
非行及び家族問題の理解と対応
を学習することをポイントとする。②精神医学的な観点から、 春日武彦（こども心理学部非常勤講師）
問題を抱えた子どもや親等に対する理解と対応の解説を行
い、家族問題とモンスターペアレントについて考える。

東京未来大学

東京未来大学
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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
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受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

東京未来大学

モチベーションの理解を通じて、学ぶ意欲、働く意欲を考え
る。さらに、学校現場での日頃のコミュニケーション（教員-生
教育現場におけるモチベーショ
徒、教員-保護者、教員間）について、社会心理学、組織心理
ン・対人コミュニケーションの理解
学の視点から、振り返りの手がかりを得る。理論と実習を通じ
と促進
て、モチベーションの促進と円滑な対人コミュニケーションの
形成に役立つスキルについて学ぶ。

角山剛（モチベーション行動科学部教授（学部
長）、モチベーション研究所所長）
磯友輝子（モチベーション行動科学部准教授）
日向野智子（こども心理学部非常勤講師）

大阪府
大阪市
淀川区

6時間 平成25年8月7日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

48人

平成25年5月16日～
平成25年7月10日

平253021656233号

03-5813-2530

藍野大学

知的な障害がないにもかかわらず、社会的、対人的な面で著
しく障害され、学校で不適応を引き起こす一群がある。また、
知的能力に障害がなく、聞く、読む、書く、計算するなどの特
発達障害の理解と児童生徒への 定の能力が障害される一群があり、教育の現場での対応や
支援
教育が難しいことが指摘されている。こうした発達障害や学
習障害について包括的に学び、就学支援の方法と具体的な
対応の方法とその理論について理解を深めることを目的とす
る。

若宮
足利
外池
丹葉

大阪府茨木市

6時間 平成25年 8月 20日

教諭 全教諭・
養護教諭 養護教諭向け

6,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年7月31日

平253042156613号

072-627-1711

藍野大学

長期欠席児童・生徒、不登校、いじめ、無気力児童など学校
場面では様々な問題がある。最近では、いじめやそれから派
生する様々な問題、児童生徒の自殺、虐待による児童の死
児童・生徒の心の問題、生命の問 や性的虐待による問題、また性的逸脱行為や性同一性障害 内藤 直子 （医療保健学部 教授）
題を考える
など性に関わる問題に関心が高まっている。ネットによるいじ 吉田 卓司 （医療保健学部 准教授）
め、性に関する児童生徒の問題について事例を通して学び、
性及び生命（いのち）に関して分かりやすく正しく指導する方
法について教材を用いて体験的に理解を深める。

大阪府茨木市

6時間 平成25年 8月 21日

教諭 全教諭・
養護教諭 養護教諭向け

6,000円

平成25年5月16日～
100人
平成25年7月31日

平253042156614号

072-627-1711

ダンスセラピー その理論と実践
から応用まで

学校現場では、コミュニケーション障害とそこから派生する
様々な問題がある。ダンスセラピーによる身体言語を使った
非言語的なコミュニケーションと、そこから生まれる感情を実
際に体験する。この非言語的なコミュニケーションをとおして 橋本 弘子 （医療保健学部 講師）
相手を感じる、そして、一体感を得る技法とその理論を学ぶ。
ダンスセラピーの技法を教育の実践の場でどのように活かし
ていくかについて参加者とともに考える。

大阪府茨木市

6時間 平成25年 8月 22日

教諭 全教諭・
養護教諭 養護教諭向け

6,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年7月31日

平253042156615号

072-627-1711

教育相談の技法と実践

学校場面では様々な問題が起こり、その問題に関して教師は
相談を受け、適切に対処することが望まれるが、時として相
談の受け方の拙さや、対応の拙さから深刻な事態に至ること 岡本 陽子 （医療保健学部 教授）
もある。本講義では、相談を受ける教師が自分自身を良く知 足利 学
（医療保健学部 教授）
るための演習及び、相談業務の基本である傾聴の姿勢と受 飯田 英晴 （医療保健学部 教授）
容ということについて体験的に理解する講義とスモールグ
ループで演習を行う。

大阪府茨木市

6時間 平成25年 8月 23日

教諭 全教諭・
養護教諭 養護教諭向け

6,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年7月31日

平253042156616号

072-627-1711

藍野大学

藍野大学

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園の役割を広め深める
教育研究機構

英司
学
光雄
寛之

（医療保健学部
（医療保健学部
（医療保健学部
（医療保健学部

教授）
教授）
教授）
講師）

「幼児一人一人の学びからの幼稚園教育(協同的な学びを視
野に入れて）」
幼稚園教育の中で教師の果たす役割は大きい。つまり、子ど
も一人ひとりの学びに即した環境を構成し、援助することが必
要である。また、その際、「協同的な学び」を意識して育てるこ 奥山 登美子（関西国際大学教育学部教育福祉
大阪府大阪市
とが重要だと考える。この講習の中では、「子ども一人ひとり 学科教授）
の学びの把握」「それに即した環境構成や援助のあり方」「協
同的な学び」などについて学ぶ。 学び方として、講習のメン
バーが、ビデオを媒体として考え合いながら自ら学ぶことを目
的とする。

坂口 木実（幼児教育科 准教授）
輿石 由美子（幼児教育科 講師）
恒川 直樹（幼児教育科 講師）
土田 幸恵（幼児教育科 講師）
荘司 泰弘（国際こども教育学部 教授）
本講習は、幼児教育の領域における保育の現代的課題の理
加藤 達雄（国際こども教育学部 准教授）
解を深めるために、子どもの人権に立った保育を基盤とする
丸井 理恵（国際こども教育学部 講師）
常磐会短期大学・ 幼児教育に関する教育内容の充 幼児保育の理論と実践方法について講義する。特に保育の
武田 信吾（国際こども教育学部 講師）
常磐会学園大学 実
情報化への対応や心理的援助法等幼稚園教諭に求められ
大隅 敏明（国際こども教育学部 助教）
る最新の知識・技術の修得と今日的な教育課題の理解を深
吉田 健（国際こども教育学部 准教授）
めることを目指す。
下村 武（国際こども教育学部 教授）
山崎 徳子（国際こども教育学部 講師）
韓 在熙（国際こども教育学部 講師）
山本 元子（国際こども教育学部 講師）

兵庫県立大学

やる気・楽しさ・豊かさを考える

人の性格に合ったやる気の高め方、楽しさを感じる時の心
理と活動を楽しむための秘訣、心豊かな人間社会を築くため
加納郁也（政策科学研究所准教授）
の助け合いの意義、などについて、経営学、心理学、経済学
石田 潤（経済学部教授）
の知見を踏まえて論じる。教科指導や生徒指導を支える人間
植野和文（経済学部教授）
観・社会観に関する内容であるので、担当教科は限定しな
い。

大阪府大阪市

兵庫県神戸市
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6時間 平成25年9月7日

18時間

平成25年8月12日～
平成25年8月14日

6時間 平成25年7月27日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成25年5月28日～
平成25年6月4日

平258134056178号

03-3237-1957

教諭

幼稚園教諭

18,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年6月30日

平259271056712号

06-6709-3170

教諭

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7月5日

平252005356688号

078-794-6647
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「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

兵庫県立大学

兵庫県立大学

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

学校における防災教育の基礎

児童・生徒に対する防災教育に関する基礎的知識の修得を
目的とし、以下の内容について講義する。
①「防災教育」とは？：防災教育の目標、効果等について説
明する。
森永速男（総合教育センター教授）
②災害メカニズムの理解：災害発生のメカニズムについて、
浦川 豪（総合教育センター准教授）
分かりやすく説明する。
馬場美智子（総合教育センター准教授）
③防災･減災のための情報活用：防災・減災のための情報の
活用に関する実例を紹介する。
④防災教育教材の体験：カードゲームなど、防災教育に役立
つ教材について実際に体験する。

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月9日

科学の最前線

水谷文雄：バイオセンサー 何がわかるか？何故使われる
か？
水島恒裕：生命の制御とタンパク質分解
松井正典：地球表層から中心核に至る地球内部の構造と性
質

兵庫県赤穂郡
上郡町

6時間 平成25年8月20日

水谷文雄（物質理学研究科教授）
水島恒裕（生命理学研究科教授）
松井正典（生命理学研究科教授）

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

小学校、中学校
教諭
又は高等学校の
養護教諭
教諭、養護教諭

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平252005356689号

078-794-6647

教諭

中学校又は高校
の理科担当教諭

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平252005356690号

078-794-6647

神戸市外国語大
第二言語習得論
学

英語能力を構成する能力、発達段階における母語習得、学
習ストラテジー、学習動機、言語処理など、第二言語習得に
Montserrat Sanz(外国語学部教授）
関わる様々な要因に関わる知見について学び、第二言語の
習得過程に生じる様々な問題について理解を深める。

兵庫県神戸市

18時間

平成25年7月29日～
平成25年7月31日

教諭

小・中・高等学校
教諭 (TOEIC750
点以上保持者）

31,000円

5人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平252005456535号

078-794-8161

神戸市外国語大
児童英語教育法Ｂ
学

Whole Language の理論に基づいた英語活動の実践を行う。
この活動は学習者としてまた教師としての経験的学習である
とともに、活動を通して外国語の習得の様々な要因と有効な
横田 玲子(外国語学部教授)
手法を考察する。また学習者同士の学び合いの場でもある。
積極的な活動への参加の態度、また創造性を生かした作品
を作りあげることが要求される。

兵庫県神戸市

18時間

平成25年7月29日～
平成25年7月31日

教諭

小・中・高等学校
教諭 (TOEIC750
点以上保持者）

31,000円

5人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平252005456536号

078-794-8161

兵庫県神戸市

平成25年7月29日、
平成25年7月30日、
18時間
平成25年8月8日、
平成25年8月9日

教諭

小・中・高等学校
教諭(TOEIC750点 40,000円
以上保持者）

5人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平252005456537号

078-794-8161

兵庫県神戸市

18時間

平成25年8月1日～
平成25年8月3日

教諭

小・中・高等学校
教諭 (TOEIC750
点以上保持者）

31,000円

5人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平252005456538号

078-794-8161

教諭

小学校・幼稚園教
諭（中・高の教諭
参加可能）

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月30日

平253047856434号

079-247-7357

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭（造形、
図工を担当してい
る人）

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年5月30日

平253047856435号

079-247-7357

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月30日

平253047856436号

079-247-7357

6,000円

平成25年5月20日～
30人
平成25年5月30日

平253048355998号

078-974-1551

ティームティーチングでは、ティーム・ティーチングという指導
の在り方をテーマに、外国人教師と共同で授業を準備・運営
する際の問題点を分析し、協力関係の構築、外国人教師と日
本人教師の役割、実践形態を考える。
神戸市外国語大 ティーム・ティーチング、テスティン
Lori Zenuk-Nishide (外国語学部准教授)
テスティングでは、その理論と実践に関する基礎的知識及び
学
グ
安間 一雄（獨協大学国際教養学部教授）
運用力の養成を行う。妥当なテストの作成・運営・集計処理・
評価を自律的に行えるようになる方法論の習得を目標とす
る。

神戸市外国語大
4領域の指導法Ａ
学

近大姫路大学

近大姫路大学

近大姫路大学

神戸学院大学

リスニング、スピーキングの2領域で認知心理学的な知見に
よる背景理論を学び、4領域の融合を基盤に据えた指導・評 Donna Tatsuki(外国語学部教授）
価法を学びます。学習者の技能獲得の困難な要因を検討し、
ニーズに応じた学習計画や教材開発を可能にします。

内山 裕之（教育学部准教授）
秋吉 博之（就実大学大学院人文科学研究科教
授）
武田 富美子（立命館大学生命科学部生物工学 兵庫県姫路市
科准教授）
大黒 孝文（同志社女子大学教職課程センター
教授）

楽しい理科授業のつくり方
～ドラマ・協同・教材・意外性～

理科授業で、子どもたちに学習意欲を高め探究心を起こさせ
るには、楽しくて、しかもためになる仕掛けが必要である。本
講座ではその仕掛けとして、①いきいきした教材及び探究学
習の手法、②導入部分における意外性ある発問、③マイクロ
スケール実験、④学びを深化させる協同学習、⑤ドラマ教育
の手法の５つを用意し、紹介する。

造形表現の実践と鑑賞

子どもたちが、造形、図画工作表現の基礎基本をおさえて、
「表現」する喜びを味わうことができる教材について実習を通
して考察する。実習では、幼稚園、小学校などで活かせる教 井上 龍彦（教育学部教授）
材研究を中心に行う。また、鑑賞では、子どもたちに指導され 東山 明（教育学部非常勤講師）
た作品（平面、立体のどちらか）をお持ちいただき、１人５分ほ
どで発表を行い、討論いただく。

兵庫県姫路市

6時間 平成25年8月23日

発達臨床に基づく教育

一人一人の教育的ニーズに応えるには、そのニーズについ
ての[見立て]と[見通し]が必要である。特に発達障害及びグ
レーゾーンの児童・生徒に対して理解を深める為に有用な知 大西 雅子（教育学部助教）
識、情報をレクチャーすると共にその対応策を学ぶ。また校 林 知代（芦屋大学大学院臨床教育学部准教
内、各機関との連携の課題やキャリア教育に繋がるライフス 授）
キル獲得に効果がある動物介在療法、心理学的手法の活用
について演習を交えながら紹介する。

兵庫県姫路市

6時間 平成25年8月1日

教諭
幼稚園教諭・小学
養護教諭 校教諭・養護教諭

食べ物と健康

毎日楽しく食事をし、病気にもかからず永く生きたいというの
は、私達の心からの願いであります。食べ物は私達が生きて
いく上で欠かせない物であり、食べ物とヒトの健康とのかかわ
りは大変重要です。食べ物の摂り方次第で健康にもなれ、ま 池田 清和（栄養学部教授）
た一方病気にもなるのです。食べ物には、どのような栄養素 池田 小夜子（栄養学部准教授）
や成分が含まれ、またこれらの栄養素・成分をどのように摂
取すれば良いか？ 本講習では、食べ物とヒトの健康に関し
て種々の観点から講義する予定です。

6時間 平成25年8月5日

幼・小・中・高等学
教諭
校教諭 養護教
養護教諭
諭

兵庫県神戸市
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6時間 平成25年7月31日

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

神戸学院大学

神戸学院大学

神戸学院大学

神戸学院大学

神戸学院大学

神戸学院大学

神戸学院大学

神戸学院大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

毎日楽しく食事をし、病気にもかからず永く生きたいというの
は、私達の心からの願いであります。食べ物は私達が生きて
いく上で欠かせない物であり、食べ物とヒトの健康とのかかわ
りは大変重要です。食べ物の摂り方次第で健康にもなれ、ま 池田 清和（栄養学部教授）
た一方病気にもなるのです。食べ物には、どのような栄養素 池田 小夜子（栄養学部准教授）
や成分が含まれ、またこれらの栄養素・成分をどのように摂
取すれば良いか？ 本講習では、食べ物とヒトの健康に関し
て種々の観点から講義する予定です。

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

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月6日

幼・小・中・高等学
教諭
校教諭 養護教
養護教諭
諭

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月5日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年5月30日

平253048356000号

078-974-1551

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月6日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年5月30日

平253048356001号

078-974-1551

学校カウンセリングの実際

学校でカウンセリングを生かしたホームルーム運営、カウンセ
リングを生かした生徒指導を行うことができるよう、体験学習 日高 正宏（人文学部教授）
と解説を行う。教育相談係の仕事内容や保護者との人間関 清水 寛之（人文学部教授）
係も考えたい。児童・生徒、教員自身のこころの健康も考え 難波 愛（人文学部講師）
る。

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月5日

幼・小・中・高等学
教諭
校教諭 養護教
養護教諭
諭

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年5月30日

平253048356002号

078-974-1551

学校カウンセリングの実際

学校でカウンセリングを生かしたホームルーム運営、カウンセ
リングを生かした生徒指導を行うことができるよう、体験学習 日高 正宏（人文学部教授）
と解説を行う。教育相談係の仕事内容や保護者との人間関 清水 寛之（人文学部教授）
係も考えたい。児童・生徒、教員自身のこころの健康も考え 難波 愛（人文学部講師）
る。

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月7日

幼・小・中・高等学
教諭
校教諭 養護教
養護教諭
諭

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年5月30日

平253048356003号

078-974-1551

子供の健康とこれからの福祉

各講師が分担して次のようなテーマをとりあげ講習を行う。
・児童生徒の心の健康、学校精神保健におけるメンタルケア
について
・アジアのイスラム社会と子どもたち―異文化を理解する
・「学びやすくする」ための課題の提示法や姿勢への工夫・道
具の紹介
・人に関わる、時代と共に変わる、科学が不可欠、似た特徴
をもつ教育と介護について

備酒
阪田
佐野
加藤

伸彦(総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部教授)
憲二郎(総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部准教授)
光彦(総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部講師)
雅子(総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部講師)

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月6日

幼・小・中・高等学
教諭
校教諭 養護教
養護教諭
諭

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年5月30日

平253048356004号

078-974-1551

子供の健康とこれからの福祉

各講師が分担して次のようなテーマをとりあげ講習を行う。
・児童生徒の心の健康、学校精神保健におけるメンタルケア
について
・アジアのイスラム社会と子どもたち―異文化を理解する
・「学びやすくする」ための課題の提示法や姿勢への工夫・道
具の紹介
・人に関わる、時代と共に変わる、科学が不可欠、似た特徴
をもつ教育と介護について

備酒
阪田
佐野
加藤

伸彦(総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部教授)
憲二郎(総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部准教授)
光彦(総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部講師)
雅子(総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部講師)

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月7日

幼・小・中・高等学
教諭
校教諭 養護教
養護教諭
諭

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年5月30日

平253048356005号

078-974-1551

中村
田宮
小川
藤原

恵（経済学部教授）
遊子（経済学部准教授）
賢（経営学部准教授）
由紀子（経営学部准教授）

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月5日

中・高等学校教諭
（主として社会科
担当者）

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年5月30日

平253048356006号

078-974-1551

食べ物と健康

最近は、あらゆる領域において「コミュニケーション」がキー
ワードになり、その重要性が話題になっています。学校生活
において起きる生徒－教師、保護者－教師とのコミュニケー
ションギャップ、同僚、先輩、後輩等の間のコミュニケーション
良好な対人関係を構築するため
上町 亜希子（薬学部講師）
をテーマに進めます。受講者参加型形式で講義を進めます。
に必要なコミュニケーションスキル
森本 泰子（薬学部講師）
また現在行われている医療人教育（医師、歯科医師、薬剤
師、看護師等）改革の中のコミュニケーション教育の学習方
略でご参考になる部分も紹介する予定です。

最近は、あらゆる領域において「コミュニケーション」がキー
ワードになり、その重要性が話題になっています。学校生活
において起きる生徒－教師、保護者－教師とのコミュニケー
ションギャップ、同僚、先輩、後輩等の間のコミュニケーション
良好な対人関係を構築するため
上町 亜希子（薬学部講師）
をテーマに進めます。受講者参加型形式で講義を進めます。
に必要なコミュニケーションスキル
森本 泰子（薬学部講師）
また現在行われている医療人教育（医師、歯科医師、薬剤
師、看護師等）改革の中のコミュニケーション教育の学習方
略でご参考になる部分も紹介する予定です。

現在我々が直面している経済・経営問題について二つの講
義を行う。経済面からは、①「人口減少社会における社会政
策」と題し、少子高齢化及び人口減少の実態とその将来予測
の解説とともに、今後必要となる社会政策のあり方につい
現代社会における今日の経済・経
て、また経営面からは、②「情報社会における情報と情報機
営問題
器の扱い」と題し、公私を問わず、情報に関するリスクに遭遇
する可能性がある現代社会における高等教育機関での情報
セキュリティ対策に関する規則や教育について説明する。
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教諭

6,000円

平成25年5月20日～
30人
平成25年5月30日

平253048355999号

078-974-1551

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

現在我々が直面している経済・経営問題について二つの講
義を行う。経済面からは、①「人口減少社会における社会政
策」と題し、少子高齢化及び人口減少の実態とその将来予測
の解説とともに、今後必要となる社会政策のあり方につい
現代社会における今日の経済・経
て、また経営面からは、②「情報社会における情報と情報機
営問題
器の扱い」と題し、公私を問わず、情報に関するリスクに遭遇
する可能性がある現代社会における高等教育機関での情報
セキュリティ対策に関する規則や教育について説明する。

担当講師

中村
田宮
小川
藤原

恵（経済学部教授）
遊子（経済学部准教授）
賢（経営学部准教授）
由紀子（経営学部准教授）

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

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中・高等学校教諭
（主として社会科
担当者）

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年5月30日

平253048356007号

078-974-1551

現代社会における契約に関する
諸問題

契約に関する実際的な法律問題を取り上げて、学校での法
教育の実践にも参考となるような議論を民法および消費者法
の視点から行う。契約に関する法制度の基礎知識について 足立 公志朗（法学部准教授）
解説をした後に、消費者契約の問題（特に悪質商法への対 笹川 明道（法学部准教授）
応）、成年後見制度に関する問題、家族における契約の問題 小松 昭人（法学部准教授）
（たとえば、夫婦間の契約、親権者による子の財産管理、相
続財産に関する契約）などについて見ていく。

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月6日

教諭

中・高等学校教諭
（主として社会科
担当者）

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年5月30日

平253048356008号

078-974-1551

神戸学院大学

現代社会における契約に関する
諸問題

契約に関する実際的な法律問題を取り上げて、学校での法
教育の実践にも参考となるような議論を民法および消費者法
の視点から行う。契約に関する法制度の基礎知識について 足立 公志朗（法学部准教授）
解説をした後に、消費者契約の問題（特に悪質商法への対 笹川 明道（法学部准教授）
応）、成年後見制度に関する問題、家族における契約の問題 小松 昭人（法学部准教授）
（たとえば、夫婦間の契約、親権者による子の財産管理、相
続財産に関する契約）などについて見ていく。

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中・高等学校教諭
（主として社会科
担当者）

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年5月30日

平253048356009号

078-974-1551

神戸学院大学

開発教育（国際理解教育）や防災教育においては、講義形式
だけでは生徒に、その本質を理解させ、意識させ、行動にう
つさせることはむずかしい。本講習は、まず、開発教育や防
災教育におけるコンセプト、最低限押さえなければならない
開発教育と防災教育を教えるため
前林 清和（人文学部教授）
内容を提示する。次に、生徒に対して、知識が単に知識で終
のワークショップ手法
舩木 伸江（人文学部准教授）
わらず、意識となり、行動にまでつながるような手法をワーク
ショップ形式で教材を使いながら体験的に展開していく。な
お、前半を開発教育、後半を防災教育の専門家が担当する
ことになる。

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月5日

教諭

幼・小・中・高等学
校教諭

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年5月30日

平253048356010号

078-974-1551

神戸学院大学

開発教育（国際理解教育）や防災教育においては、講義形式
だけでは生徒に、その本質を理解させ、意識させ、行動にう
つさせることはむずかしい。本講習は、まず、開発教育や防
災教育におけるコンセプト、最低限押さえなければならない
開発教育と防災教育を教えるため
前林 清和（人文学部教授）
内容を提示する。次に、生徒に対して、知識が単に知識で終
のワークショップ手法
舩木 伸江（人文学部准教授）
わらず、意識となり、行動にまでつながるような手法をワーク
ショップ形式で教材を使いながら体験的に展開していく。な
お、前半を開発教育、後半を防災教育の専門家が担当する
ことになる。

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月6日

教諭

幼・小・中・高等学
校教諭

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年5月30日

平253048356011号

078-974-1551

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月10日

教諭

中学校（美術・技
術）、高等学校
（美術・工業）

8,700円

20人

平成25年6月1日～
平成25年6月15日

平253048456610号

078-794-5025

6時間 平成25年8月9日

教諭

小学校・中学校
（美術）・高校（美
術・工芸）

8,500円

20人

平成25年6月1日～
平成25年6月15日

平253048456611号

078-794-5025

教諭

小学校教諭

18,000円

30人

平成25年6月3日～
平成25年6月14日

平253048756369号

078-882-6133

神戸学院大学

神戸学院大学

神戸芸術工科大
3Dモデル作成入門
学

操作が直感的で使いやすい無料ソフト、「SketchUp」を用い
た初心者向けの3Dモデル作成講座です。通常のパソコン操
作ができる方であれば、特に予備知識は必要ありません。大
学のコンピュータラボにて、演習形式で行います。6時間の講 川北 健雄（環境・建築デザイン学科 教授）
習終了時には、簡単な立体や家具・建築物のパース等を作
成できるようになり、実践的なデザイン教育の他、様々な教材
づくりにも活用していただくことができます。

神戸芸術工科大
授業に活用できる糸偏の工芸
学

図工、美術、工芸の授業で活用できるように、自然の素材や
身近な材料や道具を利用した「染め」と「織」についての紹介
と実習を行います。「染め」では身近な植物を使った糸染め 桑田 芳治（デザイン教育研究センター 特任教
兵庫県神戸市
と、蓼藍の生葉を使った綿布の板締め絞り染めを行います。 授）
「織」ではカラムシの茎から糸を作ったり、経糸を板に巻きつ
けるタイプの織り機の作り方や使い方を紹介します。

神戸松蔭女子学 小学校各教科についての課題と
院大学
展望

加藤 巡一（人間科学部 子ども発達学科 教
授）
倉 真智子（人間科学部 子ども発達学科 教
小学校教員を対象とした内容で、各教科（国語、算数、理科、
授）
社会、家庭、体育）について教育現場に精通した講師によっ
尾崎
多（人間科学部 子ども発達学科 教
て、学習指導要領の改訂の経緯から、具体的な教育方法、
授）
教科内容の背景に至るまで、大学ならではの情報を提供する
片平 理子（人間科学部 生活学科 准教授）
ことにより、今後の教育活動に資するものとする。
根津 隆男（神戸市総合教育センター教育相談
指導室室長）
大下 卓司（京都府立大学非常勤講師）

兵庫県神戸市
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18時間

平成25年8月7日～
平成25年8月9日

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

神戸松蔭女子学
英語教育の最新事情
院大学

中学校、高等学校の英語教員を対象とした内容で、ネーティ
ブスピーカーによる英語力ブラッシュアップコース、および日
本人教員による異文化理解、コミュニケーション、小学校英語
の現状、コンピューターと英語教育などの講座を開講し、現場
の英語教員に必要な幅広い知識・スキル向上を目的とする。

西垣内 泰介（文学部 英語学科 教授）
白川 計子（文学部 英語学科 教授）
Alan E. Jackson （文学部 英語学科 教授）
櫻井 敏子 （文学部 英語学科 教授）
兵庫県神戸市
山内 啓子 （文学部 英語学科 准教授）
Christopher L. Starling （文学部 英語学科 准
教授）
作井 恵子 （文学部 英語学科 准教授）

18時間

平成25年8月7日～
平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学校
18,000円
教諭(英語）

20人

平成25年6月3日～
平成25年6月14日

平253048756370号

078-882-6133

神戸松蔭女子学
家庭科学びのリニューアル
院大学

中・高等学校教員を対象とし、「家庭科」の食生活分野、衣生
活分野、消費生活分野、家族、家庭生活分野に焦点を当て、
最新の学術情報を提供するとともに、実習、実験、アクティブ
ラーニングの手法など、授業実践に役に立つ内容を紹介しま
す。

竹田
武智
青谷
花田
師）

18時間

平成25年8月7日～
平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学校
18,000円
教諭(家庭）

20人

平成25年6月3日～
平成25年6月14日

平253048756371号

078-882-6133

姫路獨協大学

児童英語教育

現在、小学校５・６年生にて英語活動等国際理解活動が導入
されています。この講座では、午前中、（１）心理言語学的な
見地をふまえて言語発達などについての講義のあと、（２）公
立とは異なりほとんどの私学において教科として１年生から
若林 節子(外国語学部教授）
英語を学習することの意義や、高学年の指導の難しさについ
松本 洋子(関西学院大学非常勤講師)
て学び、授業を楽しくするエッセンス等、具体例を紹介しま
す。午後からは、グループに分かれて、受講生に持参しても
らった指導案をもとに模擬授業を行い、日頃困っている点な
どを話し合うなど実践的なクラスを提供します。

兵庫県姫路市

6時間 平成25年7月29日

教諭

小学校英語教諭

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平253050156324号

079-223-6504

生徒指導（生活指導を含む。）

昨今の学級経営において、生徒指導の難しさが際立ってい
る。家庭の教育力が低下している中、小学校、中学校、高等
学校においていかに指導し、健康的な学校生活を送らせるこ 平岡 清志（外国語学部教授）
とができるのか、先生方と一緒になって考え、議論してより良
い考えを導き出すように努める。

兵庫県姫路市

6時間 平成25年8月4日

教諭
教諭(小・中・高)、
養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平253050156325号

079-223-6504

学校事故と教師の責任

学校管理下の事故で、その責任をめぐり裁判で争われること
が増えてきている。その際、教師個人の責任が問われるのは
どのようなときか、教師の注意義務と児童・生徒の弁解能力
上寺 常和（医療保健学部教授）
との関連をこれまでの事故判例の考察を通して理解を深め
丸岡 幸一（姫路獨協大学非常勤講師）
る。そして、学校事故から児童生徒を守るために、日々の教
育活動で教師が留意すべき事柄について、受講者の実践を
もとにした議論も交えて再認識したい。

兵庫県姫路市

6時間 平成25年8月6日

教諭
教諭(小・中・高)、
養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平253050156326号

079-223-6504

からだを動かす楽しさを学ぶ

からだを動かす体験を通じ、心を育て、学びの環境を考え、
仲間を考える体育の楽しさを確認しましょう。仲間を信じてお
互いの協力や努力を最大限に評価する取り組みを体験しま
しょう。周囲の環境に配慮し、お互いの心の安全と身体の安
全を守るからだの動きを学びましょう。幼児教育から大学教
育までの新しい学びの様式や気づき学びの実践研究を通じ
て、感じる・動く・ひらく・かかわる・表すなどの新しい身体観・
教育観・人間観を問い、からだの原点を追求する総合的な学
習を実際に体験しましょう。

小田
昌子
松村
吉井
長）

慶喜（医療保健学部教授）
力（スポーツ特別運営支援室准教授）
雅代（医療保健学部准教授）
兵庫県姫路市
宏一郎（スポーツ特別選抜運営支援室室

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学校保健体育教
諭・高校保健体育
教諭、特別支援
学校教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平253050156327号

079-223-6504

姫路獨協大学

法教育を考える

新学習指導要領の告示や、裁判員制度の導入などに伴い、
学校教育における「法教育」の重要性は、今後ますます高
まっていくものと考えられる。小・中・高の段階において、どの
ようにして児童・生徒に「法」について教育していくべきかを、
公法（憲法・行政法）、民事法、刑事法に関する具体的なケー
スを素材としながら、ディスカッションやロールプレイを通し
て、受講者のみなさんと共に模索してみたい。

道谷
田中
岡部
永田

卓（法学部教授）
孝和（法学部准教授）
雅人（法学部准教授）
泰士（法学部講師）

兵庫県姫路市

6時間 平成25年8月7日

教諭

教諭(小・中・高)

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平253050156328号

079-223-6504

姫路獨協大学

｢幼児期にふさわしい生活」の展開としての保育･教育につな
がる実践力や職能の確かめのための学びを目指す。幼稚園
における教職課程を基本課題として、幼稚園教育の考え方、
幼児期にふさわしい生活を送るた
知識及び技能の習得を中心に最新の研究成果をふまえて授
めの指導法
業を進める。授業は講義を基本とするが演習(対話的な学習
過程)を組み込み、日々の実践上の課題にもアプローチでき
るようにする。

田中 亨胤（近大姫路大学教授）
島崎 保（医療保健学部教授）
中 磯子（医療保健学部准教授）
江原千恵（医療保健学部准教授）

兵庫県姫路市

6時間 平成25年8月7日

教諭

教諭（幼・小）

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平253050156329号

079-223-6504

姫路獨協大学

学校教育におけるＩＣＴ環境の導入・整備が進んでいる中で、
授業におけるＩＣＴ環境での教材活用の考え方・手法について
講義演習をおこなう。情報機器やネットワークの整備が進む 佐野 智行（経済情報学部教授）
ICTを活用した授業教材の利用法 教育環境で、ＩＣＴを活用した授業の事例や演習を通してその 園田 浩一（経済情報学部准教授）
有効性や活用方法について考える。黒板とチョークとデジタ 野口 義栄（姫路獨協大学非常勤講師）
ル化された学習教材の有効利用法について具体的な機器操
作も含めて実習する。

兵庫県姫路市

6時間 平成25年8月7日

教諭

教諭(幼・小・中・
高)

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平253050156330号

079-223-6504

兵庫県姫路市

6時間 平成25年8月8日

教諭

教諭(小・中・高)

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平253050156331号

079-223-6504

姫路獨協大学

姫路獨協大学

姫路獨協大学

姫路獨協大学

ICT教育について－タブレットＰＣ
を用いた授業の取り組み－

美知（人間科学部 生活学科 教授）
多与理（人間科学部 生活学科 准教授）
実知代（人間科学部生活学科 講師）
兵庫県神戸市
美和子（人間科学部生活学科 非常勤講

近年インターネットやデジタルデバイスの急速な普及により、
学校の授業においてもデジタルの特性を活用したアニメー
柴田 克志(薬学部教授)
ションや3D映像などにより生徒の理解を深める事が可能であ
園田 浩一（経済情報学部准教授）
る。講習会では姫路獨協大学の授業でのタブレットPCの活用
例を紹介しながら、その有用性について講義します。
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平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

障害支援（福祉機器領域）論

先天的あるいは後天的に障害をもった場合でもQOL（生活の
質）を高めるための支援について学ぶ。特に障害の改善が望
めない場合、障害を補う支援が必要になるが、福祉機器によ
山形力生(医療保健学部教授)
る支援もその一つである。ここでは、自助具や福祉用具に関
する基本的事項について学び、現場での利用や活用ができ
ることをねらいとする。

兵庫県姫路市

6時間 平成25年8月8日

暮しの中の数理分析

本講習では、暮しの中の身近な問題から、それらの奥に潜む
数理を抽出・分析し、真に必要な基礎学力とは何かを考え
山岸 規久道（経済情報学部教授）
る。『子どもたちに培いたい数学の基礎学力を考える』、『デー
秋本 義久（経済情報学部教授）
タを読む－統計のウソとマコト』、『データの分析演習』の３つ
宮井 正彌（経済情報学部教授）
のテーマに取り組み、３つめのテーマではパソコンで統計ソフ
トを実際に操作する。

兵庫県姫路市

6時間 平成25年8月9日

姫路獨協大学

学校カウンセリング

学校カウンセリングは学校教育において重要な役割を果たす
時代を迎えている。授業はかつてのような教育的効果をあげ
ることができなくなり、学校生活は人間関係に煩雑さを生み、
平岡 清志（外国語学部教授）
子どもたちの苦悩ははかり知ることができない。また、モンス
井上 光一（医療保健学部准教授）
ターペアレンツの出現は教員の教育的営みに支障をきたすこ
島崎 保（医療保健学部教授）
とになった。学校カウンセリングは、これらの問題に何らかの
解決への道を示すことになるという観点から捉え直すことに
する。

兵庫県姫路市

6時間 平成25年8月10日

姫路獨協大学

昨今の英語教育は、「英語を通じて、コミュニケーション能力
を育成すること」に重点が置かれている。今回の学習指導要
領改訂により、小学校・中学校の連携をはじめ、生徒の発達 稲岡 章代（姫路獨協大学言語教育研究科非常
小学校・中学校における英語授業
段階や学習段階に応じて指導内容や方法に工夫を凝らし、 勤講師）
兵庫県姫路市
のあり方
基本的には「授業は英語で行う」指導スキルが教師に求めら 泉 恵美子（京都教育大学教育学部教授）
れている。本講座では、コミュニケーション能力を育成する授
業における指導の実際を講習する。

6時間 平成25年8月20日

姫路獨協大学

姫路獨協大学

姫路獨協大学

「道徳性」の発展

道徳性の育成につながる授業や生活指導を再認識する。な
お、道徳性の育成のために、教育学、倫理学、心理学、学校
教育実践の立場から道徳性の概念を明確にすることが必要
不可欠である。それは、全教諭が受講対象者であり、道徳性
の発達（人権教育を含む）を十分に理解する必要がある。

平岡 清志（外国語学部教授）
赤松 茂毅（姫路獨協大学非常勤講師）
兵庫県姫路市
竹田 レイ子（神戸市教育委員会スーパーアドバ
イザー）

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

教諭(小・中・高)、
教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平253050156332号

079-223-6504

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平253050156333号

079-223-6504

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平253050156334号

079-223-6504

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平253050156335号

079-223-6504

教諭

教諭(小・中・高)

教諭
教諭(小・中・高)、
養護教諭 養護教諭

教諭

小・中英語教諭

受講者募集期間

認定番号

電話番号

6時間 平成25年8月9日

教諭
教諭(小・中・高)、
養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平253050156336号

079-223-6504

教諭（幼稚園、小
学校、中学校、高
等学校、中等教
育学校）

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253527356663号

078-303-4878

教諭（幼稚園、小
教諭
学校、中学校）、
養護教諭
養護教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253527356664号

078-303-4878

午前は女子大学の講義「心理学(教養)」を体験受講し、それ
を素材に学習者の立場に立った授業評価の在り方について
全員で討論し、グループ毎に授業評価表の試案を作成する。
神戸女子短期大 児童・生徒による授業評価の考え 午後は学習者による授業評価の考え方と視点、方法と技術
長瀬 荘一（総合生活学科教授）
学
方と方法
について講義を受ける。作成した授業評価表の一試案を用
いて全員が評価し、ＯＣＲ（光学式文字読取り機）を利用して
即時に結果を集計しグラフ化する体験により、学校での日常
的な授業評価に活かす。

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月5日

児童・生徒の健全な心身の発達のためには学校における
健康教育は重要であり、教諭及び養護教諭は食育などの幅
広い知識が必要となる。そこで「子どもの発達の視点から食
神戸女子短期大 食育の実践―子どもの発達の視 育を考える」を主眼として、午前は子どもの発達と食の関係、 西川 貴子（食物栄養学科教授）
学
点から食育を考える―
臨界期における味覚教育の重要性に関する講義を受講す
平野 直美（食物栄養学科准教授）
る。午後は味の判別や五感を全て駆使した味の表現などを
体験し、子どもたちへの味覚教育の実践方法をグループ別に
検討し学校、園での食育の実践に繋げる。

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月6日

保護者や地域と連携して魅力ある教育活動を推進していく
ために必要な指導法の工夫や教材の作成、苦情への対応に 吉泉 和憲（食物栄養学科教授）
神戸女子短期大 悩み解決・パワーアップの実践研
ついて研修する。作品づくりや体を動かしての活動、また情 庄司 圭子（幼児教育学科准教授）
学
究－学びの連続性－
報交換も図りながら、日々の活動に活用できる教材作成や指 三木 さち子（幼児教育学科准教授）
導法の研究をベースに研修を深めていく。

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月7日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253527356665号

078-303-4878

兵庫県神戸市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭(家庭
科）

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253527356666号

078-303-4878

神戸女子短期大
被服実習の教材と指導法
学

実際に製作実習を行いながら、手縫いとミシン縫いの基礎
技術を確認するとともに、生活に活用できるものを教材として
紹介する。また、適切な布地や糸の選択ができるように、布 古田 貴美子(総合生活学科講師)
地の種類と繊維素材による違いについて解説し、安全な道具
の使用と実習の進め方についても考える。
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平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

島根大学

小学校へき地・複式教育講座

講習の概要

担当講師

講習の開催地

尾木 直樹（法政大学キャリアデザイン学部教授
法政大学教授・教職課程センター長、早稲田大
学大学院教育学研究科客員教授、臨床教育研
究所「虹」所長）
本講習は幼稚園教諭を対象とした講習で、保育者の質を高
高濱 裕子（会津大学短期大学部社会福祉学科
めることを目的としている。幼児教育のプロとして、①自身の
助教授、椙山女学園大学人間関係学部助教授
成長をどのように図るのか、②幼児期から思春期にかけての
兵庫県神戸市
お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター
成長と課題。③保育内容を検討し、実践的な課題と今後の展
教授、お茶の水女子大学人間文化創成科学研
望について学んでいく。
究科教授）
名須川 知子（お茶の水女子大学文教育学部教
務職員、兵庫教育大学学校教育学部教授）

へき地・複式教育の歴史的背景や今日的課題等を確認し、
学習指導の在り方や、少人数ゆえに生じる人間関係上の課
題への対応について研修します。具体的には、へき地・複式 有馬毅一郎（島根大学名誉教授）
教育の教育課程上の配慮、複式学級の授業の実際、学年別 小寺博喜（島根県教育センター浜田教育セン
指導（いわゆる「わたり」）の基本、「良さ」に視点を当てたへき ター教育相談スタッフ指導主事）
地・複式教育のとらえ等について、講義・演習、授業紹介及び
情報交換等の研修（２日間）を通して理解を深めます。

時間数

6時間

講習の期間

平成25年7月25日～
平成25年7月26日

島根県浜田市

平成25年7月30日～
12時間
平成25年7月31日

島根県松江市

平成25年7月25日～
12時間
平成25年7月28日

島根県松江市

平成25年8月9日～
12時間
平成25年8月12日

対象職種 主な受講対象者

島根大学

島根大学

学校図書館司書教諭講習「学校
経営と学校図書館」

学校図書館の理念と教育的意義／学校図書館の発展と課題
／教育行政と学校図書館／学校図書館の経営／司書教諭
の役割と校内の協力体制、研修／学校図書館メディアの選
択と管理、提供／学校図書館活動／図書館の相互協力と
ネットワーク
宍道勉（鳥取短期大学准教授）
※平成24年度・25年度島根大学学校図書館司書教諭講習5
科目（「学校図書館メディアの構成」「学習指導と学校図書館」
「読書と豊かな人間性」「情報メディアの活用」「学校経営と学
校図書館」）のうち、教員免許状更新講習として受講できるの
はいずれかの1科目のみとします。

岡山大学

美術館(および博物館)を利用しての授業実施に関わる留意
美術館の活用と、観賞教育（2013 点や有効な活用法についての講習。および美術作品の鑑賞 柳沢 秀行（大原美術館学芸課長・プログラム
年度講習）
に関わるプログラム実例を示しながら、美術館のみならず、 コーディネータ）
学校での鑑賞教育の在り方を考える。

岡山大学

美術館(および博物館)を利用しての授業実施に関わる留意
美術館の活用と、観賞教育（2013 点や有効な活用法についての講習。および美術作品の鑑賞 柳沢 秀行（大原美術館学芸課長・プログラム
年度講習）
に関わるプログラム実例を示しながら、美術館のみならず、 コーディネータ）
学校での鑑賞教育の在り方を考える。

岡山大学

岡山大学

岡山県倉敷市

6時間 平成25年7月31日

受講者募集期間

認定番号

電話番号

教諭

幼稚園教諭

6,000円

150人

平成25年5月16日～
平成25年5月24日

平258134056179号

03-3237-1957

教諭

島根県教育委員
会実施の能力開
12,000円
発研修受講者（小
学校教諭）

20人

平成25年5月27日～
平成25年6月30日

平251006356395号

0852-32-6495

教諭

平成25年度島根
大学学校図書館
司書教諭講習受
講者

12,000円

40人

平成25年6月11日～
平成25年6月25日

平251006356396号

0852-32-6495

教諭

平成25年度島根
大学学校図書館
司書教諭講習受
講者

12,000円

50人

平成25年6月11日～
平成25年7月9日

平251006356397号

0852-32-6495

教諭

幼稚園教諭、小学
校教諭、中学校・高
等学校の社会、美
術教諭対象

6,000円

50人

平成25年6月17日～
平成25年7月14日

平251006456777号

086-251-7588

6,000円

50人

平成25年6月17日～
平成25年7月14日

平251006456778号

086-251-7588

高度情報社会と人間／情報メディアの特性と選択／視聴覚メ
ディアの活用／コンピュータの活用／学校図書館メディアと著
作権
御園真史（教育学部講師）
学校図書館司書教諭講習「情報メ
※平成24年度・25年度島根大学学校図書館司書教諭講習5 森本大資（教育学部特任講師）
ディアの活用」
科目（「学校図書館メディアの構成」「学習指導と学校図書館」 石井大輔（島根県立大学短期大学部講師）
「読書と豊かな人間性」「情報メディアの活用」「学校経営と学
校図書館」）のうち、教員免許状更新講習として受講できるの
はいずれかの1科目のみとします。

受講料 受講人数

岡山県倉敷市

6時間 平成25年8月1日

教諭

幼稚園教諭、小学
校教諭、中学校・高
等学校の社会、美
術教諭対象

岡山県備前市

6時間 平成25年11月30日

教諭

小学校・中学校の
国語、社会、道徳
担当教諭

6,000円

50人

平成25年10月14日～
平成25年11月10日

平251006456779号

086-251-7588

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成25年6月24日～
平成25年7月21日

平251006456780号

086-251-7588

旧閑谷学校で学ぶ論語の教え
(2013年度講習）

小学校及び中学校教育の中に古典教育が位置づけられるな
か、こと『論語』を教材として扱う際の留意点、さらには、『論 森 熊男（岡山大学教育学部非常勤講師）
語』の主要思想を分かりやすく講ずると共に、古典教育の意 國友 道一（岡山県青少年教育センター閑谷学
義について触れる。また、旧閑谷学校の国宝講堂での論語 校所長、岡山大学教育学部非常勤講師）
学習を体験したり、閑谷学校の歴史・教育を学ぶことによっ
て、規範意識の育成や学力向上など現在の学校教育が抱え
る諸問題を考えるきっかけとしたい。

子供の感受性と「美術」（2013年
度講習）

子どもは肖像画を怖がることがある。音楽室の楽聖の肖像画
が怖い。それは絵を絵とは思えず、生きていると感じるからで
ある。「美術」という観念は、このような子どもの感受性、絵と 鐸木道剛（大学院社会文化科学研究科准教授、
実物と混同する本能を否定して成立した。しかし絵は「本物」 文学部准教授）
岡山県岡山市
ではないが、「本物そっくり」なのであり、否定したその感受性
を遊ぶ。子どもの感受性を忘れないのが「美術」であり「芸
術」である。このパラドクシカルな関係について考える。
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開設者名

講習の名称

講習の概要

本講習では，古文・漢文に関する予備知識や考え方をヴァー
ジョンアップしていただくための講習を行います。前半は，唐
詩研究における近年の主な動向について紹介し，教科書に
採られている唐詩等の教材研究に資することを目的としま
す。後半は，本格的に学ぶ機会の比較的少ないであろう江戸
時代の文学に関して，高等学校教材の国語便覧の記述を参
照しながら，研究の現段階において明らかになっていること
の補足説明を行います。

担当講師

講習の開催地

橘 英範（大学院社会文化科学研究科准教授、
文学部准教授）
岡山県岡山市
山本 秀樹（大学院社会文化科学研究科教授、
文学部教授）

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

岡山大学

<漢文>唐詩研究の現在・<古文>
国語便覧「近世の文学」を読む
（2013年度講習）

岡山大学

算数的活動・数学的活動を活かして数学的思考力・表現力を
伸ばす授業が求められているが、理論通りに行かない問題
点がある。そこで、,どのように「算数的活動」の最適化を図
算数・数学的活動を活かす授業デ
黒﨑 東洋郞（大学院教育学研究科教授、教育
り、内面化して考えを引き出し、考えを説明し、コミュニケー
岡山県岡山市
ザインの構想（2013年度講習）
学部教授）
ションさせればよいかを解説する。また、２，3学期教材で算
数的活動・数学的活動を生かした授業についてワークショッ
プし、講座での学びが授業改善に還元できるようにする。

6時間 平成25年8月21日

岡山大学

変化の激しい時代や社会の中で、子どもたちの多様な諸課
題に対応できる道徳教育が求められています。また、道徳教
育は、教育のもっとも基礎的な課題であり、すべての教育の
話し合い活動を活発に行う道徳の
基礎となるため、学校の全教員が道徳教育について一定の 渡邉 満（大学院教育学研究科教授、教育学部
時間の授業づくり（2013年度講
岡山県岡山市
共通理解を持つ必要があります。そこで、本講座では、まず 教授）
習）
学校の道徳教育の意義について講述し、その上で道徳教育
の実践的な課題について、特に話し合い活動を活発に行うこ
とのできる道徳授業を中心に事例を示しながら解説します。

6時間 平成25年10月20日

小学校教諭、中
教諭
学校教諭、養護
養護教諭
教諭

6,000円

40人

平成25年9月9日～
平成25年10月6日

平251006456783号

086-251-7588

岡山大学

小学校教員向け「生徒指導の課
題と対応」(2013年度講習）

近年、小学校における生徒指導上の諸課題は複雑化、多
様化してきています。本講習では、授業の中で生じる生徒指
導上の諸課題を含め、それらに適切に対応する方法につい
てワークショップも交えながら講習します。

6時間 平成25年8月2１日

教諭 小学校教諭、養
養護教諭 護教諭

6,000円

30人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456784号

086-251-7588

岡山大学

教育相談での『聴く力』を育てる」
（2013年度講習）

学校教育相談の実践では、生徒の思いや葛藤、ニーズに耳
を傾け、生徒の視点に立って聴くという営みが原点となる。し
かし、その実践は意外に難しい。相談の本質である「積極的
山本 力（大学院教育学研究科教授、教育学
傾聴（active listening）」の基本理念にいて講義し、その後で
部教授）
聴くスキルについての演習（ロールプレイなど）を行う。生徒
の願いや意志を尊重した「指導」こそ、生徒に有効な指導とな
ろう。

6,000円

平成25年9月23日～
20人
平成25年10月20日

平251006456785号

086-251-7588

岡山大学

今日の臨床心理学（愛着理論・発達科学・精神分析）の視点
から、子どもの「自分と他者の心を推察する能力（メンタライジ
メンタライジングの視点による子ど
上地 雄一郎（大学院教育学研究科教授、教育
ング）」をどう育て、この能力の不全がもたらす心の問題や発
岡山県岡山市
もの心へのケア（2013年度講習）
学部教授）
達障害にどう対処するかを考える。講師による講義の後、参
加者の持ち寄った事例をもとに討議を行う。

6時間 平成25年11月30日

6,000円

30人

平成25年10月14日～
平成25年11月10日

平251006456786号

086-251-7588

岡山大学

小・中学校における「読むこと」の指導；文学（物語）と説明文
の「読むこと」の指導について、日常生活につながる読みの
国語教育（読むことの指導）（2013
田中 智生（大学院教育学研究科教授、教育学
能力をどのように育てるかを中心に、9年間の指導系統とそ
岡山県岡山市
年度講習）
部教授）
れを実現する指導理念及び教材研究の方法について考え
る。

6時間 平成25年8月27日

教諭

小学校教諭、中
学校国語科教諭

6,000円

50人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456787号

086-251-7588

岡山大学

小学校国語科の教科書（光村図書版）を使用して小学校国語
科の授業づくりについて考えます。デジタル教科書の使い方
小学校における国語の授業づくり も合わせて提案します。参加者同士で実践交流会を持ちます 浮田真弓（大学院教育学研究科准教授、教育学
岡山県岡山市
（2013年度講習）
ので、自分で書いた実践報告やこれから行ってみたい指導 部准教授）
案などをお持ちください。浮田編著『「領域組み合わせ」で言
葉の力を育てる』をお持ちの方はご持参ください。

6時間 平成25年8月31日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456788号

086-251-7588

岡山大学

小学校国語科の教科書（光村図書版）を使用して小学校国語
科の授業づくりについて考えます。デジタル教科書の使い方
小学校における国語の授業づくり も合わせて提案します。参加者同士で実践交流会を持ちます 浮田真弓（大学院教育学研究科准教授、教育学
岡山県岡山市
（2013年度講習）
ので、自分で書いた実践報告やこれから行ってみたい指導 部准教授）
案などをお持ちください。浮田編著『「領域組み合わせ」で言
葉の力を育てる』をお持ちの方はご持参ください。

6時間 平成25年12月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成25年11月4日～
平成25年12月1日

平251006456789号

086-251-7588

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校・高等学校
国語科教諭

6,000円

50人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456790号

086-251-7588

6時間 平成25年8月26日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校国
語科教諭

6,000円

50人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456791号

086-251-7588

岡山大学

岡山大学

福田 博雅（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
藤原 敬三（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）

文学と教育（2013年度講習）

本講習は、近現代文学及び古典文学（特に漢文学）の分野に
おいて、作品世界の表現、価値観（思想）、特質とその意義を
解説し、現行国語教材に対する解釈の深化、新たな国語教
材の開発に資することを目的とするものである。
今年度は、文学における「笑い」をテーマとして、国語教育
への提案を試みたい。

日本語修辞学概説（2013年度講
習）

本講習は，日本語の修辞法について体系的・具体的に解説
伊土 耕平 （大学院教育学研究科教授、教育学
しつつ，国語教材分析の観点としての応用を試みる。また，
部教授）
児童・生徒の認識力・発想力をきたえる教材として使えるもの
はないか，考えてみたい。

岡山県岡山市

木村 功（大学院教育学研究科教授、教育学部
教授）
岡山県岡山市
土屋 聡（大学院教育学研究科講師 教育学部
講師）

岡山県岡山市
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6時間 平成25年8月1日

6時間 平成25年11月9日

平251006456781号

086-251-7588

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456782号

086-251-7588

教諭

中学校・高等学校
国語科教諭

6,000円

平成25年6月17日～
50人
平成25年7月14日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中・高
等学校教諭（数
学）

6,000円

70人

教諭

中学校・高等学校
教諭

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、小学
養護教諭
校養護教諭

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

岡山大学

本講習は，地域言語・地域文化として岡山の方言や文学（文
化）を取り上げて、岡山方言の表現特徴をさぐる。また、国語
地域言語・文化と国語教育（2013
又吉 里美（大学院教育学研究科講師、教育学
科教科書教材にみられる各地方言の特質を整理するととも
岡山県岡山市
年度講習）
部講師）
に、授業における地域言語、地域文化の授業展開について
考えることを目的とする。

岡山大学

法と裁判―日本と西洋の比較―
(2013年度講習)

本講習では、日本社会における法と裁判のありかたを考え
る材料として、いくつかの話題をトピック的に取り上げる。①
日本近代法形成の特質（西洋近代法の外形的継受と政治の
平田公夫（岡山大学大学院教育学研究科教授、
優位）。②Recht・Gesetzと法・権利。③法の支配と法治国
岡山県岡山市
教育学部教授）
家。④裁判員制度導入の経緯と目的。⑤「日独裁判官物語」
（ビデオ）の視聴。これらが「法教育」を考える上での一助にで
もなれば、と思う。

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

6時間 平成25年8月19日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校国
語科教諭

6,000円

50人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456792号

086-251-7588

6時間 平成25年12月21日

教諭

小学校教諭及び
中学校社会科教
諭

6,000円

30人

平成25年11月4日～
平成25年12月1日

平251006456793号

086-251-7588

岡山大学

歴史の研究・教育の要点は、先人から大切に受け継がれて
きた史料を誠実に読み取ろうとする営みにある、という観点か
ら、できるだけ教育現場で活用でき、深い理解に到達し得る
史料で読む室町・戦国時代(2013 史料の紹介を試みる。史料の読解にあたっては、受講者の 斎藤夏来（大学院教育学研究科准教授、教育学
岡山県岡山市
年度講習）
先生方の意見発表をうかがいつつ、専門的な知見を紹介す 部准教授）
るスタイルをとる。対象とする地域・時代は、一般的にイメー
ジがわきにくく、かつ、担当講師が専門としている日本の室
町・戦国時代を中心とする。

6時間 平成25年8月29日

教諭

全校種の社会
科、国語科教諭

6,000円

20人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456794号

086-251-7588

岡山大学

日々の社会科授業を見つめなおすために，小学校社会科の
目標・内容・方法について理論的・実践的に考察していきま
小学校社会科を見つめなおす
山田 秀和（大学院教育学研究科准教授，教育
す。また，小中連携の視点についても考えていきます。現在
岡山県岡山市
－理論と実践－（2013年度講習）
学部准教授）
の社会科教育実践をリフレクションし，新たな見方・考え方を
身につけることが本講習のねらいです。

6時間 平成25年8月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成25年6月24日～
平成25年7月21日

平251006456795号

086-251-7588

岡山大学

本講習では、地図を用いた地理的分野の学習の重要性を解
説するとともに、地図を用いて地理的社会的事象を分析し、
地図を用いた地理授業（2013年度
川田 力（大学院教育研究科准教授、教育学部
地理的分野の授業に活用するための具体的な方法をｺﾝﾋﾟｭｰ
岡山県岡山市
講習）
准教授）
ﾀｰによる主題図作成などの実際の作業を通じて理解すること
を目指します。

6時間 平成25年8月5日

教諭

小学校教諭、中
学社会科教諭

6,000円

平成25年6月24日～
30人
平成25年7月21日

平251006456796号

086-251-7588

岡山大学

算数から中学数学へ至る過程の中で，多くの子どもが学習に
困難を感じ，意欲を失う現状がある。本講習の前半では，学
習指導要領が重視する「算数・数学的活動」「言語活動」「学
習の必要感や意欲」を中心に，重要ポイントを事例を用いて
小学算数から中学数学への接続
岡崎 正和（大学院教育学研究科准教授、教育
解説し，続いて算数と数学とのギャップに目を向け，ギャップ
岡山県岡山市
を促す学習指導（2013年度講習）
学部准教授）
がどのようにして生じているのかを確認する。後半では，小中
学校の９年間を一貫させる算数・数学指導として，子どもの意
欲と思考力を高める学習指導のあり方を，体験を通して学ん
でいく。

6時間 平成25年12月25日

教諭

小学校教諭及び
中学数学科教諭

6,000円

50人

平成25年11月11日～
平成25年12月8日

平251006456797号

086-251-7588

岡山大学

中学校数学の指導法改善（2013
年度講習）

6時間 平成25年8月16日

教諭

中学校数学科教
諭

6,000円

50人

平成25年7月1日～
平成25年7月28日

平251006456798号

086-251-7588

岡山大学

新学習指導要領において, 算数・数学的活動を通じて, 事象
を算数・数学的に処理する能力が重視されている。この講習
では, ニムと呼ばれる２人で対戦する石取りゲームを通じて,
このゲームを数学的に考察する。教育現場での応用の幅は
石取りゲームの数学（2013年度講
仲田 研登(大学院教育学研究科講師、 教育学
広い。
習）
部講師)
ニムの必勝戦略は数学的に記述することができる。この講習
では, 1) ニムの必勝戦略, 2) ニムの類型, 3) ニムの必敗戦
略, 等について, 生徒vs生徒, 生徒vs教師を想定して, 講義す
る。

岡山県岡山市

6時間 平成25年8月25日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校数
学科教諭

6,000円

40人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456799号

086-251-7588

岡山大学

実数は「直線」(1次元)を「目盛る数」と言えます. 複素数は2つ
の実数の組で表され, 「平面」(2次元)を「目盛る数」と言えま
す. では, 3次元の空間や4次元の空間を「目盛る数」は存在
数とトポロジーの話 (2013年度講 するのでしょうか? 19世紀のイギリスの数学者ハミルトンは苦 中川 征樹 (大学院教育学研究科准教授、 教育
岡山県岡山市
習)
心の末, 4次元空間を「目盛る数」すなわち「四元数」を発見し 学部准教授)
ました. この講習では, このような「空間を目盛る数」の存在と
トポロジーとの不思議な関係について解説し, 「数」に対する
理解を深めることを目標とします.

6時間 平成25年8月26日

教諭

中学校・高等学校
数学科教諭

6,000円

30人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456800号

086-251-7588

岡山大学

岡山大学

新学習指導要領で重要視されている数学的活動に関する内
容（式読み，説明することなど）について効果的な教材開発の 平井 安久（大学院教育学研究科教授、教育学
岡山県岡山市
事例を紹介する。さらに統計領域については，データ解析の 部教授）
視点から具体的な教材作成の事例を紹介する。

視覚的な効果を伴う授業の実践
について（2013年度講習）

高校段階では1変数の微積分のみを扱う。一方でベクトルの
概念も扱うがこれらは全く別のものであるとして扱われてい
曽布川 拓也（大学院教育学研究科教授、教育
る。本講習では多変数関数の微積分のうち「ベクトル解析」と
学部教）
呼ばれる内容を題材に，数学の直感的な理解の仕方につい
て改めて考える。

岡山県岡山市

6時間 平成25年8月12日

教諭

中学校・高等学校
数学科教諭

6,000円

30人

平成25年7月1日～
平成25年7月28日

平251006456801号

086-251-7588

数えるということ（数と量の世界）
（2013年度講習）

小学校低学年における数量概念の指導は，その方法論にば
かり注目が集まるが，その本質は忘れられがちである。本講
曽布川 拓也（大学院教育学研究科教授、教育
習ではそもそも「数える」「測る」ということはどういうことなの
学部教）
かという本質を改めて考えることによって，新たな立場からの
教材の見直しを図る。

岡山県岡山市

6時間 平成25年8月20日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校数
学科教諭

6,000円

50人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456802号

086-251-7588
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数の話（2013年度講習）

素数、ヒボナッチ数、ピタゴラス数、数に関してのパズル的な
話等、数に関しての様々なトピックスを通して、算数や数学の 池田 章（大学院教育学研究科教授、教育学部
授業で数を教えるために必要な知識の幅を深めることと、そ 教授）
の理解の仕方について考えることを目的とする。

岡山県岡山市

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校数
学科教諭

6,000円

40人

平成25年6月24日～
平成25年7月21日

平251006456803号

086-251-7588

多面体の話(2013年度講習）

多面体についてのいくつかのトピックスについて講義する。凸
多面体のオイラーの定理を証明し、この定理のひとつの応用
を述べる。さらに正多面体の分類およびいくつかの性質、準 池田 章（大学院教育学研究科教授、教育学部
正多面体（半正多面体）や星形正多面体についても講義を行 教授）
い多面体についての知識および理解を深めることを目的とす
る。

岡山県岡山市

6時間 平成25年8月17日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校数
学科教諭

6,000円

20人

平成25年7月1日～
平成25年7月28日

平251006456804号

086-251-7588

論理と数学的感性の育成につい
て（2013年度講習）

新指導要領においては，論理的思考が重視されている。そこ
成瀬 弘（大学院教育学研究科教授、教育学部
でこの講義では，論理についての数学的基礎を確認するとと
教授）
岡山県岡山市
もに数学的な感性の育成という観点とどのように結びつくの
かについて検討をする。

6時間 平成25年8月13日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成25年7月1日～
平成25年7月28日

平251006456805号

086-251-7588

6,000円

30人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456806号

086-251-7588

岡山大学

中緯度に位置し，かつモンスーンの影響も大きな東アジアで
は，多彩な季節感を育む季節サイクルの中で，梅雨や豪雪な
ど独特な現象が出現する。本講習では，そのような日本の気
「日本の天気」ー多彩な季節サイ
加藤 内藏進（大学院教育学研究科教授、教育
象・気候系の特徴や異常気象について，講義や簡単な実習
岡山県岡山市
クルの中でー（2013年度講習）
学部教授）
を行い（一部の内容は，「季節感」を軸とする教科横断的繋が
りも意識），小中高の理科や社会科で「日本の気象・気候」に
関連した授業を行う際の視点も検討する。

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校の
理科または社会
科（特に地理）教
諭（但し，気象・気
候を通した理科・
地理との接点に
関心をお持ちの
場合，国語，芸術
等，他教科の担
当教諭も可）

岡山大学

自然科学では、目に見えない事象や概念を扱うことが大半で
あり、適切な手法を利用することで理解が進んでいる。小学
目に見えない理科的事象を子供 校、中学校理科でも同様で、その内容には、目に見えないも
たちに伝える工夫（電気、光、音、 のが多く扱われている。こどもたちにいかに適切な概念やイ
放射線と粒子概念を中心に）
メージを想起させることができるか、その工夫はどのようなも
（2013年度講習）
のがあるのかについて議論する。新指導要領のエネルギー、
粒子、生命領域を中心に、小中学校で活用できる実験や演
習を取り入れて実施する。

稲田 佳彦（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
喜多 雅一（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授)
伊藤 恵司（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）
内貴 章世（大学院教育学研究科講師、教育学
部講師）

岡山県岡山市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小学校・中学校教
諭

6,000円

20人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456807号

086-251-7588

岡山大学

自然科学では、目に見えない事象や概念を扱うことが大半で
あり、適切な手法を利用することで理解が進んでいる。小学
目に見えない理科的事象を子供 校、中学校理科でも同様で、その内容には、目に見えないも
たちに伝える工夫（電気、光、音、 のが多く扱われている。こどもたちにいかに適切な概念やイ
放射線と粒子概念を中心に）
メージを想起させることができるか、その工夫はどのようなも
（2013年度講習）
のがあるのかについて議論する。新指導要領のエネルギー、
粒子、生命領域を中心に、小中学校で活用できる実験や演
習を取り入れて実施する。

稲田 佳彦（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
喜多 雅一（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授)
伊藤 恵司（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）
内貴 章世（大学院教育学研究科講師、教育学
部講師）

岡山県岡山市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校・中学校教
諭

6,000円

20人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456808号

086-251-7588

岡山大学

人口増加や土地開発など自然生態系への人為的な攪乱が
地球規模で進行している。本講習ではこうした人間の社会活
動が自然生態系に与える影響についてその現状の理解と解
決への糸口を探る。岡山県自然保護センターにおいてフィー
ルド活動を含め試行する。主な学習目標は，①田んぼや池の
保全を通じた生物多様性の維持やその自然保護活動の意義
について説明できる，②里山の自然環境やその土地構造を
理解し人間活動と自然環境の相互作用を説明できる，とす
る。

安藤 元紀（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
岡山県和気郡
宇野 康司（大学院教育学研究科准教授、教育 和気町
学部准教授）

6時間 平成25年8月19日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校理
科教諭

6,000円

30人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456809号

086-251-7588

人間と環境～自然保護活動
（2013年度講習）
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理科教育の最前線（2013年度講
習）

田中 賢二（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
近年の理科教育の動向（平成20年改訂学習指導要領理科な
藤井 浩樹（大学院教育学研究科准教授 教育
ど）を念頭において、理科教育学の理論的側面（歴史・比較
学部准教授）
など）と実践的側面（実験・観察など）から諸問題（目標・内
岡山県岡山市
安原信一郎（大学院教育学研究科特任教授、教
容・方法など）に注目し、講義・演習・実験などを通して、考
育学部特任教授）
え・経験・まとめ・発表するなど、思考・経験の変容をめざす。
三宅昭二（大学院教育学研究科特任教授、教育
学部特任教授）

6時間 平成25年8月20日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校理
科教諭

6,000円

30人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456810号

086-251-7588

岡山大学

放射能問題と水の浄化に関する
化学(2013年度講習）

水は生命に必要不可欠なものであり、その浄化は人間生活
において重要である。原発事故以来、環境浄化や体内除染
の問題は深刻であるが、未来に向けて科学教育の役割や責
任は大きくなると考えられる。本講習では、水の浄化技術を 石川 彰彦（大学院教育学研究科准教授、教育
岡山県岡山市
例として、粒子領域における概念をやさしく解説するとともに、 学部准教授）
放射能問題について、どのような対処が可能か議論する。ま
た小中学校、高校で活用できる簡便な水の浄化実験を幾つ
か紹介し実施体験する。

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校理
系科目担当教諭

6,000円

50人

平成25年6月24日～
平成25年7月21日

平251006456811号

086-251-7588

岡山大学

合奏・合唱における指揮法の基礎と実際の指揮活動を体験
齊藤 武（大学院教育学研究科教授、教育学部
を通して指導する。特に現代の音楽（ポピュラー音楽を含む）
指揮と鑑賞指導（2013年度講習）
教授）
岡山県岡山市
について講義する。受講生どうし音楽の授業の問題を話し合
う時間を設ける。

6時間 平成25年12月21日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校音
楽科教諭

6,000円

30人

平成25年11月4日～
平成25年12月1日

平251006456812号

086-251-7588

岡山大学

民族音楽や日本音楽の表現教育を学びます。リズム教育を
中心とし、インドネシアのケチャやトルコのホロンなどのリズム
をやってみましょう。さらに、雅楽や能などの簡単な口唱歌（く
民族音楽・日本音楽（2013年度講
山本 宏子（大学院教育学研究科教授、教育学
ちしょうが）のほかに、岡山の下津井節など、新しくなった教
岡山県岡山市
習）
部教授）
科書の教材を取り上げます。音楽の専門的な技術や楽譜が
読める必要はありません。体を動かしますから、動きやすい
服装と靴でおいで下さい。

6時間 平成25年7月31日

教諭

小学校教諭、中
学・高等学校音楽
科教諭

6,000円

平成25年6月17日～
30人
平成25年7月14日

平251006456813号

086-251-7588

岡山大学

音楽科の理念を理解するとともに、新学習指導要領に示され
小川 容子（大学院教育学研究科教授、教育学
音楽科の理論と実践～小学校の た音楽科の内容を踏まえて、実践への具体化を考察する。児
部教授）
音楽指導を中心に～（2013年度 童の発達に即した指導のあり方について理解し、それらを踏
岡山県岡山市
早川 倫子（大学院教育学研究科准教授、教育
講習）
まえて歌唱・器楽・創作・鑑賞指導についての実践的演習を
学部准教授）
行う。

6時間 平成25年8月29日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456814号

086-251-7588

岡山大学

器楽指導の基礎（リコーダーを含む）・伴奏法・合奏について
の講習。指導のための演奏実践を含み、演奏理論と演習の
伴奏と器楽指導（2013年度講習） 両面から、伴奏と器楽指導についての講義をする。音楽授業
全般へ個々の表現力を役立てていけるように、討議と演奏発
表の時間を設ける。

長岡 功（大学院教育学研究科教授、教育学部
教授）
岡山県岡山市
諸田 大輔（大学院教育学研究科准教授、教育
学部准教授）

6時間 平成25年8月28日

教諭

小学校教諭及び
中学・高校音楽科
教諭

6,000円

30人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456815号

086-251-7588

岡山大学

ものづくりの指導は教科の区切り無く，生活の基礎学習として
大切です。知ってるけど指導の自信がない，今さら聞けな
い・・・先生方お集まり下さい。ノコギリ・カンナなどの手工具，
いまさら聞けない道具と塗料のキ
山本和史（大学院教育学研究科准教授、教育学
糸鋸・ドリルなどの電動工具について，また着色，塗装，オイ
岡山県岡山市
ソ知識 （中学校）(2013年度講習）
部准教授）
ル仕上げなど，講義と簡単な実習で使い方と安全指導をおさ
らいします。質問にできるだけ対応しますので，事前アンケー
トをご記入下さい。

6時間 平成25年8月30日

教諭

中学校美術科教
諭

6,000円

16人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456816号

086-251-7588

岡山大学

小学校で木工作や，ものづくりの指導に取り組まれている先
生方お集まり下さい。知ってるけど指導の自信がない，今さら
聞けない・・・簡単工作例，小刀・ノコギリ・カンナなどの手工
いまさら聞けない道具と塗料のキ
山本和史（大学院教育学研究科准教授、教育学
具，糸鋸・ドリルなどの電動工具，また着色，塗装，オイル仕
岡山県岡山市
ソ知識 （小学校）（2013年度講習）
部准教授）
上げなど講義と簡単な実習で使い方と安全指導をおさらいし
ます。悩み，質問にできるだけ対応しますので，事前に連絡
下さい。

6時間 平成25年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

16人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456817号

086-251-7588

岡山大学

デザインは、美術領域のものと考えられがちですが、それだ
けではありません。人間（個）や社会と密接に関わり、目的達
成や課題解決に向けた総合的な行為です。この総合的な行
コミュニケーションとデザインの話
為の中でも、コミュニケーション力は大変重要なものです。こ 橋ヶ谷佳正（大学院教育学研究科教授、教育学
（人は皆デザイナー）（201３年度
岡山県岡山市
の力は、今教育で求められていることでもあります。デザイン 部教授）
講習）
理解とデザイン方法（プロセス）の視点からコミュニケーション
について考察すると共に、授業デザイン、教材開発について
も考えます。

6時間 平成25年8月3日

教諭

全教諭

6,000円

20人

平成25年6月17日～
平成25年7月14日

平251006456818号

086-251-7588

岡山大学

彫刻の指導は絵画やデザイン分野と比べ授業実践を負担に
彫刻指導法について(2013年度講
上田久利（大学院教育学研究科教授、教育学部
感じる教師が多い。彫刻の具体的な実践事例から生徒の興
岡山県岡山市
習）
教授）
味を関心を引き、実践力向上を目指す。

6時間 平成25年11月30日

教諭

中学校美術科教
諭

6,000円

15人

平成25年10月14日～
平成25年11月10日

平251006456819号

086-251-7588

岡山大学

小学校では彫刻分野の指導に苦手意識や困難と感じる教師
図画工作科における彫刻（2013年 が多い。教師が実践事例や演習を通して彫刻の魅力に触
上田久利（大学院教育学研究科教授、教育学部
岡山県岡山市
度講習）
れ、小学生の関心や興味を引き感動につながる指導法を提 教授）
案したい。

6時間 平成25年12月14日

教諭

小学校教諭

6,000円

15人

平成25年10月28日～
平成25年11月24日

平251006456820号

086-251-7588

岡山大学

学ぶ粘土・陶芸(2013年度講習）

粘土造形・陶芸に興味関心があるが指導には自信がない。
窯があるが使うのは不安である。基本的なことから知りたい、
小野山和男（大学院教育学研究科教授、教育学
勉強してみたいなどの要望に答えます。粘土造形や窯による
岡山県岡山市
部教授）
焼成について正しく理解し、成形から焼成までを講義と実習
を通して学びます。

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校美術
科教諭

6,000円

平成25年7月8日～
20人
平成25年8月4日

平251006456821号

086-251-7588

学ぶ粘土・陶芸（2013年度講習）

粘土造形・陶芸に興味関心があるが指導には自信がない。
窯があるが使うのは不安である。基本的なことから知りたい、
小野山和男（大学院教育学研究科教授、教育学
勉強してみたいなどの要望に答えます。粘土造形や窯による
岡山県岡山市
部教授）
焼成について正しく理解し、成形から焼成までを講義と実習
を通して学びます。

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校美術
科教諭

6,000円

平成25年7月8日～
20人
平成25年8月4日

平251006456822号

086-251-7588

岡山大学

岡山大学
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6時間 平成25年8月19日

6時間 平成25年8月21日

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

岡山大学

学ぶ粘土・陶芸（2013年度講習）

粘土造形・陶芸に興味関心があるが指導には自信がない。
窯があるが使うのは不安である。基本的なことから知りたい、
小野山和男（大学院教育学研究科教授、教育学
勉強してみたいなどの要望に答えます。粘土造形や窯による
岡山県岡山市
部教授）
焼成について正しく理解し、成形から焼成までを講義と実習
を通して学びます。

6時間 平成25年12月8日

教諭

幼稚園教諭、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10月28日～
平成25年11月24日

平251006456823号

086-251-7588

岡山大学

西洋と日本のよく知られた名画を取り上げ、描かれた内容や
作品の持つ造形性、作者の意図などを、参会者との対話形
楽しく読み解く名画や絵本の世界 式で読み解いていく。また身近な美術として、絵本を取り上
泉谷淑夫（大学院教育学研究科教授、教育学部
岡山県岡山市
(2013年度講習）
げ、同様の方法で読み解いていく。これらの活動を通して、美 教授）
術に親しむ態度や柔軟な思考力、主体的な鑑賞力を養って
いく。

6時間 平成25年8月25日

教諭

全校種の美術科
教諭

6,000円

20人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456824号

086-251-7588

岡山大学

様々な絵画作品を対象に、比較鑑賞という方法を用いて、参
会者との対話形式で作品の内容や造形性、作画意図などを
比較鑑賞で楽しく学ぶ美術の世界 読み解いていく。スライドショーだけでなく、複製画やカラーコ 泉谷淑夫（大学院教育学研究科教授、教育学部
岡山県岡山市
(2013年度講習）
ピー図版を用いて教室でできる鑑賞授業の可能性を追求し 教授）
ていく。これらの活動を通して、美術に親しむ態度や柔軟な思
考力、主体的な鑑賞力を養っていく。

6時間 平成25年12月23日

教諭

全校種の美術科
教諭

6,000円

20人

平成25年11月11日～
平成25年12月8日

平251006456825号

086-251-7588

岡山大学

絵を通して知る子どもの世界
（2013年度講習）

図画工作や美術の適切な学習指導を計画、実践するために
は、子どもの表現と発達の関係、子どもの表現と指導支援の
関係などについて十分理解する必要がある。そこで、幼児期
大橋 功（大学院教育学研究科准教授、教育学
から児童期、青年期にかけての具体的な事例（とりわけ絵に
岡山県岡山市
部准教授）
表す活動）の検討や教材研究の演習等を通して、子どもの絵
の見方、考え方について正しく理解し、その指導のあり方に
ついて考える。

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校美
術科教諭、高等
学校工芸教諭

6,000円

30人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456826号

086-251-7588

岡山大学

絵を通して知る子どもの世界
（2013年度講習）

図画工作や美術の適切な学習指導を計画、実践するために
は、子どもの表現と発達の関係、子どもの表現と指導支援の
関係などについて十分理解する必要がある。そこで、幼児期
大橋 功（大学院教育学研究科准教授、教育学
から児童期、青年期にかけての具体的な事例（とりわけ絵に
岡山県岡山市
部准教授）
表す活動）の検討や教材研究の演習等を通して、子どもの絵
の見方、考え方について正しく理解し、その指導のあり方に
ついて考える。

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校美
術科教諭、高等
学校工芸教諭

6,000円

30人

平成25年11月4日～
平成25年12月1日

平251006456827号

086-251-7588

岡山大学

1：スポーツの競技力向上に栄養学が貢献できるポイントを概
説するとともに，競技会前日など具体的な状況を想定して，
１．スポーツ栄養学（競技力向上 食事メニューの作成の実習を行う．内容は，体育科・保健体
のための栄養学） ２．学校保健 育科や課外活動（運動部）に関連し，その指導に役立つこと 足立 稔（大学院教育学研究科教授、教育学部
岡山県岡山市
（メタボリックシンドロームと健康） を目的とする．2：メタボリックシンドロームと健康について概 教授）
（2013年度講習）
説するとともに，体脂肪率測定（希望者）やダイエット計画作
成の実習を行う．内容は，体育科・保健体育科や保健指導に
関連し，その指導に役立つことを目的とする．

6時間 平成25年12月21日

小学校教諭、中
教諭 学校・高等学校保
養護教諭 健体育科教諭及
び養護教諭

6,000円

50人

平成25年11月4日～
平成25年12月1日

平251006456828号

086-251-7588

岡山大学

体育授業は、児童生徒の興味関心や技能差があり、その指
導の仕方を工夫する必要がある。そこで，ボール運動領域の
授業づくりを中心に取り上げる。いくつかの種目を取り上げな
体育の授業づくり（ボールゲーム） がら，挑戦課題を設定した授業について簡単な実技を含めて 原祐一（大学院教育学研究科講師、教育学部講
岡山県岡山市
（2013年講習）
考えてみたい。考える観点は，①挑戦課題をもとにした授業 師）
づくりの仕方、②何を試行錯誤させればよいのか、③活用で
きる知識や技能をしっかりと身につけるにはどうすればよい
のか，である。

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校教諭、中
学校保健体育科
教諭

6,000円

50人

平成25年6月24日～
平成25年7月21日

平251006456829号

086-251-7588

岡山大学

体育実技（ダンス：身体表現）
（2013年度講習）

中学校ダンスの男女必修化に対応すべく、ダンス指導力の工
夫が求められている。「いかに」「どのように」指導したら児童 酒向治子（大学院教育学研究科講師、教育学部
岡山県岡山市
生徒がダンスの楽しさを味わえるようになるのか、具体的な 講師）
指導状況を想定しつつ実践的な指導法の検討を行いたい。

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
健体育科教諭

6,000円

40人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456830号

086-251-7588

岡山大学

体育実技（ネット型：バレーボー
ル）(2013年度講習）

授業でのバレーボールを対象とし、基本的技術の習得方法、
生徒のそれぞれのレベルに合ったゲームを楽しむための
徳永 敏文（大学院教育学研究科教授、教育学
岡山県岡山市
ルールの設定方法、ゲームでのプレー、審判を通してのマ
部教授）
ナー、フェアプレーの在り方などを実践を通して考えていく。

6時間 平成25年8月8日

教諭

中学校・高等学校
保健体育科教諭

6,000円

42人

平成25年6月24日～
平成25年7月21日

平251006456831号

086-251-7588

岡山大学

主に部員以外の中高生を対象とした指導を想定して実技お
体育実技（ネット型：テニス）(2013
よび解説を行う。テニス：基本技術の実践とルールの確認を
年度講習）
し、ゲームまでの指導を実習する。

6時間 平成25年8月8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6月24日～
平成25年7月21日

平251006456832号

086-251-7588

山口 立雄（大学院教育学研究科教授、教育学
岡山県岡山市
部教授）
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時間数

6時間 平成25年8月29日

6時間 平成25年12月21日

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

岡山大学

家庭基礎Ⅰ 衣生活 （2013年度
講習）

平成20年および平成21年に公刊された小・中・高等学校学習
篠原陽子（大学院教育学研究科准教授 ，教育
指導要領に示された家庭科の内容編成と，それを受けた衣
学部准教授）
生活学習について、講義・演習・実験をとおして考察する．

岡山県岡山市

6時間 平成25年8月27日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校家
庭科教諭

6,000円

30人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456833号

086-251-7588

岡山大学

家庭基礎Ⅱ 家族生活 （2013年
度講習）

小・中・高等学校家庭科の家族生活の授業を作る基礎となる
家族の機能と家族員の役割について解説するとともに，現代 李璟媛（大学院教育学研究科准教授 ，教育学
家族の変化に伴い生じている家族機能の変化と家族員の役 部准教授）
割の変化について考察する．

岡山県岡山市

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
庭科教諭

6,000円

50人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456834号

086-251-7588

岡山大学

家庭基礎Ⅲ 家庭科教育 （2013
年度講習）

小・中・高等学校学習指導要領・教科書に示された家庭科の
「家族・保育学習」の内容をＥＳＤを視点として分析すると共
佐藤 園（大学院教育学研究科教授，教育学部
に、児童・生徒に「自分⇔家族」から「自分自身」について考え
岡山県岡山市
教授）
させる授業として開発した「Flour Baby Project」を紹介し、そ
の一部を実践する。

6時間 平成25年12月25日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校家
庭科教諭

6,000円

30人

平成25年11月11日～
平成25年12月8日

平251006456835号

086-251-7588

岡山大学

家庭基礎Ⅳ 食生活 （2013年度
講習）

小・中・高等学校家庭科の食生活の授業を作る基礎となる栄
養素・食品・食事の基本的認識について解説するとともに，演 河田哲典（大学院教育学研究科教授，教育学部
岡山県岡山市
習を通して家庭科食生活教育における食事計画の意義を知 教授）
る．

6時間 平成25年12月27日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校家
庭科教諭

6,000円

50人

平成25年11月11日～
平成25年12月8日

平251006456836号

086-251-7588

岡山大学

生活に関わる技術と科学について考える。江戸期のからくり
生活の中の技術と科学(2013年度 技術から始まり、現代のコンピュータ制御の家電製品とその 大橋和正（大学院教育学研究科教授、教育学部
岡山県岡山市
講習）
しくみを支える機械要素について学び、ペーパークラフト実習 教授）
を通して動くしくみを理解する。

6時間 平成25年8月12日

教諭

小学校教諭、中
学校技術科教諭

6,000円

20人

平成25年7月1日～
平成25年7月28日

平251006456837号

086-251-7588

岡山大学

生活におけるテクノロジー（2013
年度講習）

生活に関わるテクノロジーについて考える。江戸期のからくり
技術からコンピュータ制御のおもちゃ・ロボット類までの、制 大橋和正（大学院教育学研究科教授、教育学部
岡山県岡山市
御、機構、機械要素について学び、それらのペーパークラフト 教授）
実習も交えてテクノロジ―の基礎を理解する。

6時間 平成25年8月20日

教諭

小学校教諭、中
学校技術科教諭

6,000円

20人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456838号

086-251-7588

岡山大学

からくり技術とペーパークラフト
（2013年度講習）

伝統的なからくり仕掛けの動くおもちゃとしくみを紹介する。そ
大橋和正（大学院教育学研究科教授、教育学部
して、ペーパークラフト実習を通して、実際にものづくり実習を
岡山県岡山市
教授）
行い、動く仕組みを科学的に理解することを目指す。

6時間 平成25年8月27日

教諭

小学校教諭、中
学校技術科教諭

6,000円

20人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456839号

086-251-7588
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平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

岡山大学

教育現場においては，成績処理，授業評価，その他の場面
で統計処理が必要とされることが多くあります．本講習では，
まず情報（データ）の客観的・科学的な取扱方法を学ぶことに
教育現場で役立つ統計学(2013年
入江 隆（大学院教育学研究科准教授、教育学
より，教育現場で発生する様々な情報に対して正しい理解が
岡山県岡山市
度講習）
部准教授）
できるようにします．また，様々な変化，傾向の有無を統計的
に判断できるよう，主要な統計手法を学びます．本講習で扱
う内容は誰もが利用可能な一般的なものです．

岡山大学

クリーンエネルギーと省エネル
ギー技術（2013年度講習）

地球環境問題に対する有効な対応手段として期待されてい
るクリーンエネルギーについて，その仕組みと現状，今後の
課題について講義します．さらに，こちらも地球温暖化対策と 入江 隆（大学院教育学研究科准教授、教育学
岡山県岡山市
して社会的関心の高い省エネルギー技術について，その仕 部准教授）
組みを講義します．本講習で扱う内容は校種，教科に関わら
ず，教育に携わるものにとっての基礎的な知識となります．

岡山大学

木材と教育(2013年度講習）

一般的に明らかにされている木材の特性の理解を深め，そ
れらと居住環境面，健康面及び教育との関わりについて講習 平田 晴路（大学院教育学研究科教授，教育学
岡山県岡山市
する。また，「木づかい運動」や「木育」についても知り，教育 部教授）
の場面における木材の価値を再認識できるように講習する。

岡山大学

英文法の指導において特に気をつけるべき品詞・文法項目
（冠詞、前置詞、動詞、形容詞、進行形、完了形など）につい
英文法の指導について（2013年度
瀬田 幸人（大学院教育学研究科教授、教育学
て、認知言語学を含む専門的な観点から解説した後で、受講
岡山県岡山市
講習）
部教授）
者の先生方に、中学校・高等学校における文法指導の実践
について意見交換をしてもらいます。

岡山大学

英語教育の現代的課題（2013年
度講習）

岡山大学

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

6時間 平成25年12月27日

教諭

全教諭

6,000円

35人

平成25年11月11日～
平成25年12月8日

平251006456840号

086-251-7588

6時間 平成25年8月23日

教諭

全教諭

6,000円

40人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456841号

086-251-7588

6時間 平成25年8月12日

教諭

小学校教諭、中
学校技術科教諭
（技術科教諭以外
の教諭も受講可
能）

6,000円

20人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456842号

086-251-7588

6時間 平成25年8月20日

教諭

中学校・高等学校
英語教諭

6,000円

40人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456843号

086-251-7588

新しい学習指導要領によって求められる小学校から高等学
髙塚 成信（大学院教育学研究科教授、教育学
校までの英語教育の在り方について，第２言語習得研究など
岡山県岡山市
部教授）
の最新の成果を踏まえて考察します。

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校英
語教諭

6,000円

50人

平成25年6月24日～
平成25年7月21日

平251006456844号

086-251-7588

英語教育の視点から捉える英語
の歴史（2013年度講習）

英国の歴史、並びに英語の成り立ちとその発達を、英語教育
脇本 恭子（大学院教育学研究科准教授、教育
の視点から捉えていきます。また、社会的要因によって異な
岡山県岡山市
学部准教授）
る英語の変種についても（必要に応じて）考察していきます。

6時間 平成25年8月8日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校英
語教諭

6,000円

40人

平成25年6月24日～
平成25年7月21日

平251006456845号

086-251-7588

岡山大学

英語コミュニケーションの実践
（2013年度講習）

本講習では、受講者に会話や活動を通してコミュニカティブな
言語指導（CLT）を再検討し、日本におけるCLTの利点と限界 ガードナースコット（大学院教育学研究科准教
を理解した上で、英語学習教室内のコミュニケーション向上に 授、教育学部准教授）
役立つ具体策を実習してもらいます。

6時間 平成25年8月2日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校英
語教諭

6,000円

50人

平成25年6月17日～
平成25年7月14日

平251006456846号

086-251-7588

岡山大学

英語の読解力を高め、同時に書き、話す力を磨く方法として、
音声を重視する英語教材の味わ 英語テクストの音読指導法を考える。具体的テクストの講読 福永 信哲（大学院教育学研究科教授、教育学
岡山県岡山市
い方（2013年度講習）
を通して文法、修辞、音楽性などを考察し、音読指導の多面 部教授）
的な観点を考察し、練習を試みる。

6時間 平成25年8月17日

教諭

中学校・高等学校
英語教諭

6,000円

50人

平成25年7月1日～
平成25年7月28日

平251006456847号

086-251-7588

岡山大学

クリエイティヴな視点からの英語
教材の可能性（2013年度講習）

絵本や詩などの作品から、創造性と関連する活動を包括する
ような視点を考察する。すなわち、英語の絵本や詩などの作
岡田 和也（大学院教育学研究科准教授、教育
品を題材として取りあげ、題材を創造性と関連する活動を包
岡山県岡山市
学部准教授）
括するような視点から考察し、英語教材としての可能性を探
る。

6時間 平成25年8月26日

教諭

小学校教諭、中
学校英語教諭

6,000円

50人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456848号

086-251-7588

岡山大学

英語リスニングの指導について
（2013年度講習）

英語のリスニング過程について、リスニング演習を行いなが
小山 尚史（大学院教育学研究科講師、教育学
ら、考察を行い理解を深めるとともに、実際のリスニング指導
岡山県岡山市
部講師）
のあり方について考察をしていきます。

6時間 平成25年12月22日

教諭

中学校・高等学校
英語教諭

6,000円

50人

平成25年11月11日～
平成25年12月8日

平251006456849号

086-251-7588

6,000円

100人

平成25年6月24日～
平成25年7月21日

平251006456850号

086-251-7588

平251006456851号

086-251-7588

本講座では、知的障害を中心に特別支援教育の制度的・実
践的な課題について論じる。具体的には、①特別支援教育の
特別支援教育の基礎と実践的課
制度と動向を理解するため、その進展に伴う新たな問題につ
題（2013年度講習）
いて論じる。また、②知的障害教育の専門性の観点から、教
育実践（授業）の在り方について論じる。

岡山県岡山市

仲矢 明孝（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
6時間 平成25年8月5日

教諭・ 特別支援教育従
養護教諭 事者、養護教諭

岡山大学

障害児教育の理念と実践（2013
年度講習）

本講義では、障害児教育の現場（特に知的障害児教育）で繰
り広げられる様々な実践について、応用行動分析学の枠組
大竹 喜久（大学院教育学研究科教授、教育学
みを用いながら解釈を行う。さらに、応用行動分析学の知見
岡山県岡山市
部教授）
を生かしながら実践を改善していくプロセスについて説明す
る。

6時間 平成25年12月21日

教諭・ 特別支援教育従
養護教諭 事者、養護教諭

6,000円

平成25年11月4日～
100人
平成25年12月1日

岡山大学

本講習は、知的障害、脳性まひ、てんかんや自閉症、注意欠
陥多動障害、学習障害などの発達障害のある子どもへの教
子どもの障害の理解（2013年度講
眞田 敏（大学院教育学研究科教授、教育学部
育支援にかかわる基礎的な知識を伝達するためのものであ
岡山県岡山市
習）
教授）
る。主に医学的側面から､子どもの理解と支援について論じ
る。

6時間 平成25年12月15日

教諭・ 特別支援教育従
養護教諭 事者、養護教諭

6,000円

100人

平成25年11月4日～
平成25年12月1日

平251006456852号

086-251-7588

岡山大学

幼児の発達と造形表現に関して、先行研究や参考作品を概
観しながら講義する。特に、「子どもの絵の特徴と発達段階」
子どもが描く絵の世界（2013年度 「人物表現と頭足人型」「幼児の空間認識」「造形活動への援 高橋敏之（大学院教育学研究科教授、教育学部
岡山県岡山市
講習）
助の仕方」等に焦点を当てて論じる。あわせて、演習を行う。 教授）
参加者は、30㎝物差し、黒と緑の油性フェルトペン、円を描く
コンパス、はさみ、色鉛筆を準備すること。

6時間 平成25年8月29日

6,000円

28人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456853号

086-251-7588

岡山大学

岡山県岡山市
吉利 宗久（大学院教育学研究科
准教授、教育学部准教授）
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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

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

岡山大学

幼児の発達と造形表現に関して、先行研究や参考作品を概
観しながら講義する。特に、「子どもの絵の特徴と発達段階」
子どもが描く絵の世界（2013年度 「人物表現と頭足人型」「幼児の空間認識」「造形活動への援 高橋敏之（大学院教育学研究科教授、教育学部
岡山県岡山市
講習）
助の仕方」等に焦点を当てて論じる。あわせて、演習を行う。 教授）
参加者は、30㎝物差し、黒と緑の油性フェルトペン、円を描く
コンパス、はさみ、色鉛筆を準備すること。

6時間 平成25年12月26日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

28人

平成25年11月11日～
平成25年12月8日

平251006456854号

086-251-7588

岡山大学

幼稚園の教育課程を再検討する際の視点として、次の三つ
の視点をあげる。1)教育基本法の視点、2)初等中等教育全
幼稚園教育課程の再検討の視点
横松友義（大学院教育学研究科准教授、教育学
体の教育課程という視点、3)実際の保育との整合性という視
岡山県岡山市
（2013年度講習）
部准教授）
点。これら三つの視点について、講義と討論をとおして、理解
を深めていく。

6時間 平成25年8月20日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

25人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456855号

086-251-7588

岡山大学

幼児の人とかかわる力を育むた
めの実践を拓く（2013年度講習）

領域「人間関係」に関わる発達支援について、講義と演習に
より理解を深める。具体的には、子どもを取り巻く環境変化に
西山 修（大学院教育学研究科准教授、教育学
改めて目を向け、人とかかわる力を育むことの実践的意義を
岡山県岡山市
部准教授）
確認する。また、今後の保育の見通しを持った上で日々の実
践を向上させるための具体的な手立てを示す。

6時間 平成25年8月19日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456856号

086-251-7588

岡山大学

幼児の運動あそび（実習）を通して、様々なあそび方や援助
の方法を検討しながら、子どもの身体活動への理解を深めて
いく。何も使わずにからだを使ったあそびから、用具や器具を
幼児の運動あそび（子どもの身体
梶谷 信之（大学院教育学研究科教授、教育学
使ったあそびなど、幼児の体づくりのもととなる様々な運動あ
岡山県岡山市
運動理解）（2013年度講習）
部教授）
そびの種類や援助の方法を紹介していく。体育館における実
習なので、運動のできる服装と体育館シューズを準備するこ
と。

6時間 平成25年10月5日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成25年8月19日～
平成25年9月15日

平251006456857号

086-251-7588

岡山大学

学校保健安全法では、現代的健康課題に対して、養護教諭
その他の職員が相互に連携し、組織的な保健指導に取り組
む等の学校全体の組織体制を整備充実させるとともに、地域
学校保健の現代的課題と保健指
の関連機関とも連携を深めて充実させていくことを求めてい
導（2013年度講習）
る。本講習では、学校保健関連法規の改定を踏まえ、門田は
学校保健の現代的意義と特質について、棟方は保健指導の
展開について講義・討論を実施する。

門田 新一郎（大学院教育学研究科教授、教育
学部教授）
岡山県岡山市
棟方百熊（大学院教育学研究科准教授、教育学
部准教授）

6時間 平成25年8月21日

教諭 養護教諭、全校
養護教諭 種の教諭（保健）

6,000円

30人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456858号

086-251-7588

三村 由香里（大学院教育学研究科教授、教育
学部教授）
岡山県岡山市
松枝睦美（大学院教育学研究科准教授、教育学
部准教授）

6時間 平成25年8月23日

教諭 養護教諭、全校
養護教諭 種の教諭（保健）

6,000円

30人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456859号

086-251-7588

伊藤 武彦（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）
岡山県岡山市
宮本香代子（大学院教育学研究科教授、教育学
部教授）

6時間 平成25年11月30日

教諭 養護教諭、全校
養護教諭 種の教諭（保健）

6,000円

30人

平成25年10月14日～
平成25年11月10日

平251006456860号

086-251-7588

岡山大学

岡山大学

岡山大学

岡山大学

学校救急処置（2013年度講習）

養護教諭は、学校救急処置において、緊急度や重症度の判
断・対応という高い専門性が求められるようになっており、実
践においてエビデンスに基づいた判断と事故防止のための
教育を行うことは重要な役割である。本講習では、学校救急
処置活動における養護教諭の専門性とトリアージチェックの
必要性について概説し、緊急時における「からだのみかた」
の講義を行い、その観察方法について演習を実施する。

養護実践の今日的課題（2013年
度講習）

学校保健安全法では、現代的健康課題に対しては、養護教
諭その他の職員が相互に校内外と連携して組織的・計画的
に学校全体で取り組む必要性を指摘している。
本講習では、養護実践の今日的課題として感染症，熱中
症，放射能対策や学校での危機管理などを取り上げ、これら
の課題について基本的な理解を深めた上で、学校でどのよう
に対応していけばいいのかについて講義・演習を実施する。

現代社会の法と政治（2013年度
講習）

中富 公一（大学院社会文化科学研究科教授、
法学部教授）
現代社会において法と政治はどのような役割を果たしている
赤木 真美（大学院社会文化科学研究科教授、
のでしょうか。この講座では、日本社会における法と政治の
法学部教授）
現代的問題を学校や企業に焦点を当てて明らかにすると同
岡山県岡山市
小田川 大典（大学院社会文化科学研究科教
時に、法と政治が担う役割について歴史および思想の観点
授、法学部教授）
からも考察することにしたいと思います。
波多野 敏（大学院社会文化科学研究科教授、
法学部教授）

6時間 平成25年7月6日

教諭

中学校教諭（社
会）、高等学校教
諭（公民）

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年6月16日

平251006456861号

086-251-7588

生徒に教える金融の基礎と今日
的テーマ（2013年度講習）

４コマの講義を、以下の内容で進める。授業に役立ち生徒の
よくある質問にも対応できることを目指す。
①「金融の基本的な仕組み」：各種金融機関の役割、現状
等。
西垣 鳴人（大学院社会文化科学研究科教授、
②「資産運用の話」：リスクの管理、証券市場、金融機関との
経済学部教授）
岡山県岡山市
上手な付き合い方等。
③「金融と日本経済との関り」：日銀と金融政策、バブル経
済、デフレとインフレ、日本経済の行方等。
④「外国為替の話」：円高・円安と日本経済等(後半は質疑中
心)

6時間 平成25年10月26日

教諭

中学校・高等学校
社会科教諭,商業
高校教諭

6,000円

30人

平成25年9月9日～
平成25年10月6日

平251006456862号

086-251-7588

71 / 201 ページ

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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
中学数学や高校数学と関わる現代数学の概念や理論のいく
つかを講義と演習形式で紹介する。
１．カードのシャッフルを例にして，周期性や対称性を記述す
る「群」という概念について考察する。（鈴木武史）
２．曲線上の整数点の考察を通して，現代の数論研究の一端
を紹介する。 （石川佳弘）
３．整数や多項式の剰余計算を通して，数学における剰余の
意味について考察する。（吉野雄二）

担当講師

講習の開催地

吉野雄二（大学院自然科学研究科教授、理学部
教授）
鈴木武史（大学院自然科学研究科准教授、理学
部准教授）
岡山県岡山市
石川佳弘（大学院自然科学研究科助教、理学部
助教）

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

6時間 平成25年7月6日

教諭

中学校・高等学校
の数学科・理科教
諭

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年6月15日

平251006456863号

086-251-7588

岡山大学

物理学入門（2013年度講習）

光の不思議（なぜ虹の外側は暗く，内側は明るい？），電気と
熱の関係（体温で発電できるか？），磁気のミステリー（モー
野原 実（大学院自然科学研究科教授、理学部
ター作り，電気と磁気の統一理論），波と粒子の不思議な関
岡山県岡山市
物理学科教授）
係（超伝導の実験）の４つの講義を通して，物理の面白さをど
のように伝えるか，皆で議論する。

6時間 平成25年7月27日

教諭

中学校・高等学校
理科教諭

6,000円

20人

平成25年6月10日～
平成25年7月7日

平251006456864号

086-251-7588

岡山大学

有機合成化学は，有機化合物の新しい合成法を研究する
学問であり，有用な物質を作り出すことによって他分野へ大
きく貢献している非常に重要な分野である。本講習の基礎編
有機合成化学入門〜生活を支え
花谷 正（大学院自然科学研究科准教授、理学
では，高校の化学で登場する有機化学の反応を取り上げ，大
岡山県岡山市
る有機化合物～（2013年度講習）
部准教授）
学の教養の講義レベルで解説する。応用編では，日常生活
で見られる有機合成化学の成果を紹介するとともに，天然物
の合成や有機化合物の構造解析について解説する。

6時間 平成25年8月19日

教諭

中学校・高等学校
理科教諭

6,000円

30人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456865号

086-251-7588

岡山大学

好きになる植物学（2013年度講
習）

日進月歩の生物学においては，どこまでわかっていて，どこ
からが未知であるということを正確に伝えることが，学生がす
すんで興味を持つために不可欠であると思われる。本講習で
高橋 卓（大学院自然科学研究科教授、理学部
は，特に草花（植物）を中心に，中高の授業で活かせる最新
岡山県岡山市
教授）
の知見や知識を平易に解説するとともに，学生の生物に対す
る関心や問題意識を高め，”なぜ，どうして”を増やす工夫に
ついても考える。

6時間 平成25年8月27日

教諭

中学校・高等学校
理科教諭

6,000円

20人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456866号

086-251-7588

地球惑星科学入門（2013年度講
習）

本講習では地学の分野に関する基礎から近年の研究成果ま
でを扱い，高校等での理科教育をより発展させることを目的
とする。具体的には，「岩石の種類・地球内部構造・プレート
テクトニクスとプレート収斂帯」「地球表層の地圏，水圏にお
ける生命圏の広がり」「地球・金星・火星の表層環境・気候シ
ステム」について解説する。

中村 大輔（大学院自然科学研究科准教授、理
学部准教授）
山中 寿朗（大学院自然科学研究科准教授、理
岡山県岡山市
学部准教授）
橋本 成司（大学院自然科学研究科准教授、理
学部准教授）

6時間 平成25年8月23日

教諭

中学校・高等学校
理科教諭

6,000円

30人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456867号

086-251-7588

海から学ぶ（2013年度講習）

様々な生物の生きた姿に触れることは生物学の基本であり，
陸に比べ極めて多様な海の生物は格好の教材である。ま
た，海の生物の理解は海洋基本法で謳われる海洋教育の入
り口にもなる。教育関係共同利用拠点の牛窓臨海実験所の
実習船で付近の生物相の豊富な島へ行き，海産動物を採集
し，その分類・形態・生態を学ぶ。生物多様性を実感してもら
うとともに，進化に関する知識を実践に基づいて身につけ，今
後の指導に役立ててもらう。

坂本 竜哉（大学院自然科学研究科教授、理学
部教授）
秋山 貞（大学院自然科学研究科助教、理学部
岡山県瀬戸内
助教）
市
御輿 真穂（大学院自然科学研究科助教）
小林 靖尚（理学部附属臨海実験所助教）
筒井 直昭（理学部附属臨海実験所助教）

6時間 平成25年7月22日

教諭

中学校・高等学校
理系科目担当教
諭

6,000円

15人

平成25年6月10日～
平成25年7月7日

平251006456868号

086-251-7588

流体力学入門（2013年度講習）

本講義では流体力学の基本的な内容を初歩から説明する。
アルキメデスの原理やパスカルの法則から初め，ベルヌーイ
の定理などを講義する。その後，物体に流れが当たるとき， 柳瀬 眞一郎（大学院自然科学研究科教授,工学
岡山県岡山市
物体に働く抵抗を求めるための基本的な原理を述べ，それに 部教授）
基づいて飛行機の翼の受ける揚力の大きさを求める方法を
解説する。

6時間 平成25年8月26日

教諭

中学校・高等学校
理科教諭、工業
高校教諭

6,000円

30人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456869号

086-251-7588

最新バイオテクノロジー（2013年
度講習）

大槻 高史 （大学院自然科学研究科教授、工
学部教授）
本講習では、生命のしくみを解き明かすためのバイオテクノロ
世良 貴史 （大学院自然科学研究科教授、工
ジー、および、医療などに役立てるためのバイオテクノロジー
学部教授）
について基礎的なところから解説する。 高校の生物の教科
德光 浩 （大学院自然科学研究科教授、工学
書に書かれている生命のしくみと、バイオテクノロジーとがど
部教授）
う関連しているのかについても触れる。
妹尾 昌治 （大学院自然科学研究科教授、工
学部教授）

教諭

中学校・高等学校
理科教諭、工業
高校教諭

6,000円

平成25年7月15日～
25人
平成25年8月11日

平251006456870号

086-251-7588

岡山大学

コンピュータサイエンスの基礎
（2013年度講習）

コンピュータ関連技術の飛躍的発展は，社会全般に大きな影
響を与えている。この講習では，この発展を可能にしたコン
ピュータの原理と，急速な性能向上の歴史を概観し，これを
背景とした処理対象の量的／質的変遷について解説する。
また，最新の話題を紹介することにより，コンピュータとその
将来性に関する理解を深める。

教諭

中学校・高等学校
理数科教諭（ただ
し、情報技術に関
心のある中学校・
高等学校の他教
科担当教諭も受
講可能）

6,000円

40人

平成25年7月15日～
平成25年8月11日

平251006456871号

086-251-7588

岡山大学

秦 正治（大学院自然科学研究科教授、工学部
教授）
インターネットでは音楽、音声、画像、文書など、今まで独立
横平 徳美（大学院自然科学研究科教授、工学
なメディアとして考えられたものが統合されている。また、何
インターネットを支える技術（2013
部教授）
時でも何処でも誰とでも安全に通信することができるように
岡山県岡山市
年度講習）
田野 哲（大学院自然科学研究科教授、工学部
なっている。これらが何故できるのかについて高校の「情報」
教授）
と「物理」の教育と関連して分かりやすく解説する。
杉山 裕二（大学院自然科学研究科教授、工学
部教授）

教諭

中学校・高等学校
理数科教諭、工
業高等教諭、ただ
し、情報技術に関
心のある中学校・
高等学校の他教
科担当教諭も受
講可能

6,000円

30人

平成25年6月24日～
平成25年7月21日

平251006456872号

086-251-7588

岡山大学

岡山大学

岡山大学

岡山大学

岡山大学

数学再入門（2013年度講習）

岡山県岡山市

尺長 健（大学院自然科学研究科教授、工学部
教授）
名古屋 彰（大学院自然科学研究科教授、工学
岡山県岡山市
部教授）
阿部 匡伸（大学院自然科学研究科教授、工学
部教授）
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6時間 平成25年8月30日

6時間 平成25年8月30日

6時間 平成25年8月5日

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

岡山大学

安全・安心を支える工学と教育
（2013年度講習）

科学や技術が高度化する中で，大規模なプラントや航空機な
どの高度なシステムを，安全・安心に運用することは重要な
課題となっています．本講座では，学校現場の安全や、安全
教育に役立ててもらうため、安全・安心を支える人間に焦点
をあて，まず，安全の尺度であるリスクについて説明し，企業
での安全教育を紹介します．次に，高度なシステムを人間が
安全に運用するためのヒューマンインタフェース設計の考え
方を概説します．そして，ヒューマン・エラーの中の人間の違
反行動のメカニズムについて，実際の例に基づいて平易に講
義します．

鈴木 和彦（大学院自然科学研究科教授、工学
部教授）
村田 厚生（大学院自然科学研究科教授、工学
岡山県岡山市
部教授）
五福 明夫（大学院自然科学研究科教授、工学
部教授）

6時間 平成25年8月8日

岡山大学

気象庁ホームページより気象データを入手する方法を学んで
いただく。得られたデータ・描いたグラフをもとに岡山の気象
岡山の気象環境と水生動物の生 環境を解説する。気象観測方法の説明は，学内ビオトープ池
態（2013年度講習）
の見学も含めて行う。あわせてザリガニなど水生甲殻類の生
態について，またスイゲンゼニタナゴなどの絶滅危惧種の保
全についての調査結果を解説する。

三浦 健志 （大学院環境生命科学研究科教授、
環境理工学部教授）
岡山県岡山市
中田 和義 （大学院環境生命科学研究科准教
授、環境理工学部准教授）

岡山大学

数学における「確率」と「統計」は、使われる数式は殆ど同じ
である。しかし、「確率」は与えられた前提条件の元で何かが
発生する確率を計算するのに対して、「統計」は何かが発生し
統計で何を教えたら良いだろうか たという観測結果に基づいてその前提条件を推測するという
笛田 薫（大学院環境生命科学研究科准教授、
ー確率と統計は何が違う？―
点が異なる。本講では平均、分散、標準偏差、相関係数な
岡山県岡山市
環境理工学部准教授）
（2013年度講習）
ど、観測値の特性を要約する方法、そして観測値からその元
となった条件を推定、検定する方法を、「確率」の考えをどの
ように活かし、そして「確率」とはどのように違うのかに留意し
ながら解説する。

岡山大学

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

教諭

中学校・高等学校
理数系科目担当
教諭、工業高校
教諭

6,000円

40人

平成25年6月24日～
平成25年7月21日

平251006456873号

086-251-7588

6時間 平成25年8月11日

教諭

小学校教諭及び
中学・高校理科系
科目担当教諭

6,000円

30人

平成25年7月1日～
平成25年7月28日

平251006456874号

086-251-7588

6時間 平成25年8月5日

教諭

高等学校の数学
科担当教諭

6,000円

30人

平成25年6月24日～
平成25年7月21日

平251006456875号

086-251-7588

さまざまな分野における数学
（2013年度講習）

数学はそれ自身で発展するとともに、他の分野に広く応用さ
れてきました。本講座では生物学、医学、社会科学などにお
ける数学の応用に関するトピックを紹介します。数学について 梶原 毅（大学院環境生命科学研究科教授、環
岡山県岡山市
の専門的な予備知識はなるべく仮定せずに講義し、高校の 境理工学部教授）
課題研究・総合学習および授業指導に対するヒントとなること
を目指します。

6時間 平成25年8月24日

教諭

高等学校の数学
科担当教諭

6,000円

30人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456876号

086-251-7588

岡山大学

地域・地球環境問題について
（2013年度講習）

阿部宏史（大学院環境生命科学研究科教授、環
本講習では、環境問題の内から「持続可能社会への課題」と
境理工学部教授）
「土砂災害」について取り上げて，我々の身近な環境をいか
岡山県岡山市
竹下祐二（大学院環境生命科学研究科教授、環
に修復し保全していくかについて説明を行う．
境理工学部教授）

6時間 平成25年8月19日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校理
科教諭

6,000円

50人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456877号

086-251-7588

岡山大学

地域・地球環境問題について
（2013年度講習）

阿部宏史（大学院環境生命科学研究科教授、環
本講習では、環境問題の内から「持続可能社会への課題」と
境理工学部教授）
「土砂災害」について取り上げて，我々の身近な環境をいか
岡山県岡山市
竹下祐二（大学院環境生命科学研究科教授、環
に修復し保全していくかについて説明を行う。
境理工学部教授）

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
科教諭

6,000円

50人

平成25年10月28日～
平成25年11月24日

平251006456878号

086-251-7588

地域の自然災害とその対策につ
いて学ぶ（2013年度講習）

岡山県南部では旧干拓地を中心に軟弱地盤が広く分布して
おり，ため池の堤防や農道などの構造物の設計・管理には軟
弱地盤の特性・地震に対する応答等を踏まえおく必要があ
西村 伸一（大学院環境生命科学研究科教授、
る。本講習では，構造物の耐震設計，軟弱地盤の沈下問題
岡山県岡山市
環境理工学部教授）
の現状と対策，流域災害防止への取り組みについて，さらに
は環境に優しい技術としてため池底泥の処理と再利用につ
いて解説する。

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校の
地歴・理数系担当
教諭

6,000円

平成25年7月8日～
30人
平成25年8月4日

平251006456879号

086-251-7588

岡山大学

未来づくりに化学を活かす（2013
年度講習）

大量生産，大量消費に支えられ発展してきた近代工業社会
は，人類に豊かな生活を提供する一方で，地球規模の環境
問題を引き起こしました。未来ある持続可能な社会を構築す
るために，環境問題を化学的にとらえる能力を養い，「化学」
を通した住み良い環境作りの方策を紹介します。生徒が学校
の理科教育で明るい未来づくりに化学を生かす方法を興味を
持って学ぶことができるようヒントとなることを目指します。

三宅 通博（大学院環境生命科学研究科教授、
環境理工学部教授）
高口 豊（大学院環境生命科学研究科准教授、
岡山県岡山市
環境理工学部准教授）
木村 幸敬（大学院環境生命科学研究科教授、
環境理工学部教授）

6時間 平成25年9月8日

教諭

中学校・高等学校
理科教諭

6,000円

50人

平成25年7月29日～
平成25年8月25日

平251006456880号

086-251-7588

岡山大学

地球温暖化，オゾン層の破壊，大量の廃棄物，酸性雨，化石
燃料・有用資源の枯渇などの環境問題のほとんどは，物質
の化学変化が関与しています。様々な環境問題の解決に向
環境に優しいモノづくり（2013年度
けて，環境に優しい材料やプロセスの開発など，「化学」の知
講習）
識を活かした取り組みを紹介します。生徒が学校の理科教育
で環境に優しい化学の知識を興味を持って学ぶことができる
ようヒントとなることを目指します。

難波 徳郎（大学院環境生命科学研究科教授、
環境理工学部教授）
木村 邦生（大学院環境生命科学研究科教授、
岡山県岡山市
環境理工学部教授）
加藤 嘉英（大学院環境生命科学研究科教授、
環境理工学部教授）

6時間 平成25年7月21日

教諭

中学校・高等学校
理科教諭

6,000円

50人

平成25年6月10日～
平成25年7月7日

平251006456881号

086-251-7588

教諭

中学校・高等学校
理科教諭、農業
高校教諭、ただ
し、農芸化学に関
心のある中学校・
高等学校の他教
科担当教諭も受

6,000円

60人

平成25年6月24日～
平成25年7月21日

平251006456882号

086-251-7588

岡山大学

岡山大学

中高生に語りたい農学の知識－
農芸化学の歴史と最近の研究を
学ぶ－(2013年度講習）

村田 芳行（大学院環境生命科学研究科教授，
我が国におけるバイオテクノロジーのルーツである農芸化学 農学部教授）
の歴史と最先端研究について学習し，中学・高等学校の理科 田村 隆（大学院環境生命科学研究科准教授，
岡山県岡山市
教育や農業教育に活用できるように演習を含んだ講習を行 農学部准教授）
う。
仁戸田 照彦（大学院環境生命科学研究科准教
授，農学部准教授）
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6時間 平成25年8月5日

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

理科教育に役立つ農学の知識
「身近な植物ホルモンのはなし」
（2013年度講習）

植物の生長や分化・老化において植物ホルモンは情報伝
達物質として重要な働きを行っています。 食料の生産・流通
現場では植物ホルモンを直接的、間接的に制御して生産の
効率化や高品質化が計られています。緑の革命に用いられ 久保 康隆（大学院環境生命科学研究科教授，
岡山県岡山市
た半矮性イネ、種無しブドウやバナナの成熟制御はその典型 農学部教授）
例です。本講習では植物ホルモンの生合成および作用機構
の最新研究と歴史について論じた上で、身近な果実や作物
での利用例を解説します。

岡山大学

哺乳動物の生殖と生殖戦略―
（2013年度講習）

ヒトを含めた哺乳動物の生殖のしくみと生殖戦略、人類によ
舟橋 弘晃（大学院環境生命科学研究科教授，
るその応用について学習し、中学・高等学校での理科教育や
岡山県岡山市
農学部教授）
関係教科教育に活用できるように講述する。

岡山大学

農業をめぐる諸問題を対象に、その問題の所在と対処策につ
農政時事を読み解く（2013年度講
小松 泰信（大学院環境生命科学研究科教授，
いて、「食料・農業・農村白書」や新聞記事などの説明と解説
岡山県岡山市
習）
農学部教授）
を交えながら、その読み解き方について講述する。

岡山大学

今回の講習では、本物の楽器に触れ、基本的な楽器の取り
扱い方、箏爪の当て方による音の変化を確かめながら、簡単
な曲を練習してその中で色々な技法（スクイ爪・押し手）も習
得します。また、調弦も各自で合わせるようにします。フィナー 杉本 節子（くらしき作陽大学非常勤講師）
レは皆で楽しく合奏できるよう頑張りましょう。当日は、茅原
〔ちはら〕芳男編著『やさしく学べる 箏入門』（全音楽譜出版
社）と、生田流の箏爪をご準備ください。

くらしき作陽大学

日本伝統芸能“箏”演習

くらしき作陽大学

音楽を担当する指導者にとって、器楽と創作の一体的取り扱
いは、様々な音楽的力を高めるために非常に有効である。ま
た、自ら作って表現する体験を通して、多様な音楽にアプ
リコーダーと打楽器を用いた器楽
佐藤 道郎（くらしき作陽大学准教授）
ローチすることができる。変奏曲、ロンド、２部や３部形式、そ
と創作の一体化
有道 惇（岡山大学名誉教授）
して、ラテン音楽等の課題を設定することで、発展的な学習
が可能であり、新たな教材開発にもつながっていくことが期待
できる。

岡山県倉敷市

岡山県倉敷市

時間数

講習の期間

6時間 平成25年8月2日

対象職種 主な受講対象者

教諭

6時間 平成25年8月2日

教諭

6時間 平成25年8月21日

教諭

6時間

平成25年8月19日～
平成25年8月20日

平成25年8月16日～
12時間
平成25年8月18日

中学校・高等学校
理科教諭、農業
高校教諭

中学校・高等学校
理科教諭、農業
高校教諭 (興味
のある他教科教
諭も受講可）
全教諭（農業をめ
ぐる食料問題、農
業経営、農村の
歴史等の農政に
関心のある教諭）

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

6,000円

平成25年6月17日～
50人
平成25年7月14日

平251006456883号

086-251-7588

6,000円

30人

平成25年6月17日～
平成25年7月14日

平251006456884号

086-251-7588

6,000円

50人

平成25年7月8日～
平成25年8月4日

平251006456885号

086-251-7588

6,000円

25人

平成25年7月1日～
平成25年7月19日

平253052256289号

086-436-0288

平253052256290号

086-436-0288

教諭

中学校・高等学校
教諭（音楽）

教諭

中学校・高等学校
12,000円
教諭（音楽）

平成25年7月1日～
30人
平成25年7月19日

辞書・文法から作文へ

辞書と現代日本語文法を中心に日本語研究の最前線で何が
三宅ちぐさ（人文科学部教授）
議論されているのかを学んだ上で、作文という行為とその指
小林敦子(人文科学部講師）
導が、そうした議論とどこで結びつき、またどこで切り離され
中﨑 崇（京都橘大学人間発達学部助教）
ているのかを考える。

岡山県岡山市

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

30人

平成25年5月16日～
平成25年7月15日

平253052456154号

086-271-8120

発信力を高める方法論と授業実
践

学習指導要領の改訂で外国語科目では、教師の発信型の英
語能力の一層の向上が求められている。この講習において
クレイグ・ソワー（人文科学部教授）
はＡＬＴ(Audio Lingual Method)を利用した授業づくりについ
ローレンス・ダンテ（人文科学部准教授）
て、また、生徒のプレゼンテーション能力とライティング能力
ジェニファー・スコット（人文科学部講師）
の向上のための授業づくりについて、受講者のワークショップ
を中心に講義を行っていく。

岡山県岡山市

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

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年7月15日

平253052456155号

086-271-8120

就実大学

歴史・地理の資料を読む

歴史的・地理的な資料（文献・統計・地図・遺物など）から何
井上あえか（人文科学部教授）
が言えるか、具体的に材料を提示して、各自が仮説を立て、
苅米一志（人文科学部教授）
グループ・セッションなどを通して結論を導いていく。ワーク
吉本 勇（人文科学部教授）
ショップ的な授業における教材開発の事例として提示したい。

岡山県岡山市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学校
社会（地理歴史）
教諭

6,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年7月15日

平253052456156号

086-271-8120

就実大学

小学校において子どもの主体性を育てる指導について、理論
と実践を通して理解を深め、自らの授業を振り返る。国語で
中井智子（教育学部教授）
は「全ての学習者」の「主体的な参加」を促す授業実践につい
子どもたちの主体性を育てる指導
古山典子（教育学部准教授）
て考える。音楽では音楽づくり（創作活動）、特別活動では学
青砥弘幸（教育学部講師）
級活動を取り上げ、創意工夫を生かした指導の在り方を考え
る。

岡山県岡山市

6時間 平成25年8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7月15日

平253052456157号

086-271-8120

平253052756389号

0868-22-7718

就実大学

就実大学

美作大学

美作大学

美作大学

日本語との違いから学ぶ英語

普段英語の学習において、日本語との類似点や相違点につ
いて意識しながら学ぶということは少ない。英語を学ぶ上で、
日本語の特徴を理解しておくと、対応する英語の特徴が理解
しやすいということが往々にしてある。本講習では、外国語学 桐生 和幸（美作大学生活科学部 教授）
習という観点から英語と日本語の類似点や相違点に焦点を
当て、英語の特徴の理解を深める。扱うテーマは、主に、発
音、文法や表現パターン、コミュニケーションの方略。

岡山県津山市

6時間 平成25年8月21日

発達障害の理解と支援

広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害、知的障
害などの発達障害の行動的、認知的特徴を学習する。発達
障害の心理的評価法を学び、それに基づく様々な療育プログ 安田 純(美作大学生活科学部 准教授）
ラムの概要について捉え、効果的な支援とはどのようなもの
であるのかを修得する。

岡山県津山市

6時間 平成25年8月22日

やさしい相対性理論入門

アインシュタインの相対性理論の初歩を、中学程度の数学
(直線の方程式や連立方程式など)を用いて講義します。題材
として、ウラシマ効果(時計の遅れ)や物体の収縮を考え、これ
らの不思議な現象が、相対性原理を出発点として簡単な数 荻野 真介（美作大学生活科学部 教授）
学により導き出せることを示します。一見難しそうですが、こ
の内容は美作大学１年生の選択の講義として実際に教えら
れていたもので、学生たちにも理解できるレベルのものです。

岡山県津山市

6時間 平成25年8月23日
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全教諭

6,000円

平成25年6月10日～
100人
平成25年7月19日

教諭
養護教諭・小学校
養護教諭 教員向け

6,000円

100人

平成25年6月10日～
平成25年7月19日

平253052756390号

0868-22-7718

6,000円

60人

平成25年6月10日～
平成25年7月19日

平253052756391号

0868-22-7718

教諭

教諭

全教諭

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

教諭
養護教諭・小学
養護教諭 校･中学校教諭

6,000円

50人

平成25年6月10日～
平成25年7月19日

平253052756392号

0868-22-7718

6,000円

平成25年6月10日～
50人
平成25年7月19日

平253052756393号

0868-22-7718

情報倫理教育の実践

情報化社会の進展に伴って問題となってきたメディアと心身
の健康との関わりに焦点をあてた情報倫理教育について扱
う。ここでは特に、発達障害児を対象とした情報倫理教育に
ついても述べる。具体的には、①小・中学生のメディア利用の
実態と問題点について解説する、②特別支援学校等で使用 三宅 元子(美作大学生活科学部 准教授）
されている情報モラル指導に関する教材の紹介や、その活用
方法について説明する、③講習の終盤では、各受講者による
情報倫理教育を取り入れた各教科や特別活動に関するグ
ループワークを用いた授業実践を行う。

美作大学

情報倫理教育の実践

情報化社会の進展に伴って問題となってきた児童・生徒の
インターネットに関するトラブルに焦点をあて、情報倫理教育
について扱う。具体的には、①小・中学生の情報機器使用の
実態や情報倫理知識・情報倫理意識について、データを用い
三宅 元子(美作大学生活科学部 准教授）
て解説する、②情報モラルの指導に関する教材の紹介や、そ
の活用方法について述べる、③講習の終盤では、各受講者
による情報倫理教育を取り入れた教科や特別活動に関する
グループワークを用いた授業実践を行う。

岡山県津山市

6時間 平成25年8月26日

教諭

小学校･中学校教
諭

美作大学

本講座では必須化された小学校での英語による外国語活動
をより充実したものとできるよう、実践的な講義・演習を行う。
扱うテーマは、１) 第二言語習得と外国語活動の実践、2) 日 ランボー 典子(美作大学生活科学部 非常勤講
小学校外国語活動のためのすぐ
本語との違いに着目した英語の音声の特徴と演習、3) 英語 師)
岡山県津山市
使える英語活動
アクティビティの実践（Hi Friendの活用、その他ウォームアッ 桐生 和幸(美作大学生活科学部 教授)
プ、歌、チャンツなど）である。また、最後に参加者とのショー
トディスカッションも行う。

6時間 平成25年9月28日

教諭

小学校・特別支援
学校小学部

6,000円

50人

平成25年6月10日～
平成25年7月19日

平253052756394号

0868-22-7718

就実短期大学

平成23年，文部科学省は「幼児期運動指針」を策定しまし
た。幼児が主体的に運動機会を創出することは困難であるた
幼児期運動指針の概要と運動遊 め，保護者や保育者の働きかけが重要です。本講座では， 松本 希（幼児教育学科講師）
びの実践
「幼児期運動指針」の概要及び昨今の子どもにおける健康面 山根薫子（幼児教育学科教授）
からの問題について説明し，保育現場で実践できる運動遊び
を体験します。

6時間 平成25年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年7月15日

平253529756158号

086-271-8120

尾道市立大学

テーマ：「話すこと／聞くこと」「書くこと」「読むこと」の指導の
充実に向けて（１８時間（１，０８０分）講義形式）
内容：中学校・高等学校国語科の「話すこと／聞くこと」「書く
こと」「読むこと」の各領域にわたり、近年の学問成果を盛り込
んだ講義（演習も含む）を行い、教育実践に資する知見を提
国語科の教育内容の指導充実に 供する。
向けて
○古典文学の読み（漢文学を含む）
○近現代文学の読み
○現代評論の読み
○日本語の理解
○表現指導
○国語科の授業づくり

教諭

中・高国語科教諭 18,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年6月21日

平252006456617号

美作大学

①不登校の実態，不登校の子どもや親の心理に関する理解
を深める。そのうえで，学校への不適応を未然に防ぐ予防的
介入として，1次予防，2次予防，3次予防の具体例について
学習する。②臨床心理学的な観点から、子どもへのカウンセ 藤後悦子（こども心理学部准教授）
リング的対応について解説を行う。具体的には、子どもの心 山極 和佳（モチベーション行動科学部准教授）
の理解とカウンセリング的な関わりの方法、及びそれらにお
ける教師の自己理解と専門機関との連携の必要性を取り上
げる。

不登校及び子どもの理解と対応

東京未来大学

①時々刻々と変化する非行少年に対応した生徒指導の在り
方や、関係機関の積極的活用について理解することを目的と
し、とりわけ、非行の進度の把握について非行性という概念 出口保行（こども心理学部教授）
非行及び家族問題の理解と対応
を学習することをポイントとする。②精神医学的な観点から、 春日武彦（こども心理学部非常勤講師）
問題を抱えた子どもや親等に対する理解と対応の解説を行
い、家族問題とモンスターペアレントについて考える。

現在の子どもたちをめぐる問題
〜発達障害と虐待への対応〜

岡山県岡山市

寺杣雅人（尾道市立大学芸術文化学部教授）
村田正英（尾道市立大学芸術文化学部教授）
信木伸一（尾道市立大学芸術文化学部教授）
灰谷謙二（尾道市立大学芸術文化学部教授）
柴市郎（尾道市立大学芸術文化学部准教授）
広島県尾道市
鷹橋明久（尾道市立大学芸術文化学部准教授）
光原百合（尾道市立大学芸術文化学部准教授）
小畑拓也（尾道市立大学芸術文化学部准教授）
塚本真紀（尾道市立大学芸術文化学部准教授）
岸本 理恵（尾道市立大学芸術文化学部講師）

東京未来大学

東京未来大学

岡山県津山市

現在，子どもたちをめぐる問題は複雑さと多様さを増してきて
いる。教育の現場でも，発達障害を持つ子どもたちに対する
支援の充実が求められる一方，支援ニーズの見極めが難し
いケースに直面することが多くなってきていると考えられる。 渡辺千歳（こども心理学部教授）
また子どもたちの虐待問題は後を絶たず，教師が虐待に最 竹内貞一（こども心理学部准教授）
初に気づくケースが多いのも実情である。そこで，当講習で
は発達障害や虐待の事例から，その具体的な対応方法など
を考えていきたい。

6時間 平成25年8月23日

18時間

平成25年8月19日～
平成25年8月21日

0848-22-8311

広島県
広島市
南区

6時間 平成25年8月1日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年7月1日

平253021656202号

03-5813-2530

広島県
広島市
南区

6時間 平成25年8月2日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年7月1日

平253021656213号

03-5813-2530

広島県
広島市
南区

6時間 平成25年8月5日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年7月5日

平253021656221号

03-5813-2530
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医療と社会の将来への展望-1
医療福祉システムの現在と将来

本講習では、少子高齢化が進む我が国の社会保障につい
て、特に医療福祉分野に焦点を当て現在の問題を整理し、将
来への展望に対する視点を考察していく。現代の社会情勢や 林 行成（医療経営学部 准教授）
医療福祉状況について、制度的概要を踏まえつつ、統計的な 渡邉 一平（医療経営学部 教授）
観点から国際的な比較も交えつつ整理していく。医療という 増原 宏明（医療経営学部 講師）
切り口から、現代における社会経済の問題と今後のあり方を
検討する。

広島県広島市

6時間 平成25年9月7日

教諭

中・高等学校教諭
(社会科教諭を
主）

3,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年7月31日

平253053356321号

082-211-5101

医療と社会の将来への展望-2
医療情報システムの現在と将来

本講習では、近年特に技術進歩が顕著なICT（情報通信技
術）の医療への応用・導入について多くの事例をもとに紹介
し、ICTを用いた医療のこれからの方向性について検討する。 笹川 紀夫（医療経営学部 教授）
また、医療データのデジタル化など、情報技術の高まりによる 丁井 雅美（医療経営学部 准教授）
医療提供上での便益や課題等について、将来展望を含め考 小西 幹彦（医療経営学部 准教授）
察していく。医療という側面から情報技術の社会への適用に
ついて、その課題と展望を検討する。

広島県広島市

6時間 平成25年9月14日

教諭

中・高等学校教諭
(社会科教諭を
主）

3,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年7月31日

平253053356322号

082-211-5101

医療と社会の将来への展望-3
医療問題の現在と将来

近年、医療提供に関わる問題が社会問題化し、医療崩壊とま
で呼ばれるに至っている。本講習では、代表的な医療問題で
ある産科や小児科での医療提供の問題、そして地域での医 宇田 淳（医療経営学部 教授）
療提供の問題について、豊富なデータや事例を踏まえ検討 江原 朗（医療経営学部 教授）
し、今後の医療とその提供のあり方について考察する。医療 佐能 孝（医療経営学部 教授）
という側面から現代の地域社会が内包する問題の理解を深
め、地域社会や地域市民のあり方を考える。

広島県広島市

6時間 平成25年9月21日

教諭

中・高等学校教諭
(社会科教諭を
主）

3,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年7月31日

平253053356323号

082-211-5101

児童・生徒との関係をどのように
つくるか？

3つのサブテーマからなる。①体験学習サイクルに基づいた
仲間作り・学級づくり、②児童生徒との関係の作り方、③自律
森河 亮（法学部准教授）
と創発への学びのために。①は講義とグループに分かれた
春日 耕夫（人文学部非常勤講師）
演習を行う。また、②は生活指導の観点から、③では学習を
相馬 伸一（人文学部教授）
促進する観点からそれぞれその関係性を問う。小学校、中学
校、高等学校の教諭が受講対象。

広島県広島市

教諭

小学校、中学校、
18,000円
高等学校教諭

100人

平成25年5月16日～
平成25年6月16日

平253053556125号

082-830-1122

福山大学

日本古典文学の基礎知識

中学校及び高等学校の国語科目において教授すべき日本古
典文学の基礎知識を再吟味してみる。日本文学史を確認し
位藤 邦生(人間文化学部 教授)
ながら、基本的な古典文学作品の原文に即して、丁寧な読解
を行い、現在問題とされている事柄を再吟味する。

広島県福山市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校・高等学校
国語科教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056632号

084-936-2111(内
線2210)

福山大学

「国語」における現代文の教科内容に関する現代的な問題に
ついて解説する。教科書に取り上げられた宮沢賢治の作品
「現代文」の教科内容に関する現
の読解に関する講義、現代小説に関する読解についての講 青木 美保(人間文化学部 教授)
代的問題とその方策
義、国語の指導方法についての提案、及び教案作成のワー
クショップなどを考えている。

広島県福山市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中学校・高等学校
国語科教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056633号

084-936-2111(内
線2210)

福山大学

国語科教育の「書くこと」に関わる諸問題を取り上げ、日本語
表記史・文体史における日本語の変遷の観点から講義を行
｢書くこと｣の諸問題と日本語の歴 う。特に①現代日本語の文字・表記・語彙・文法等において
磯貝 淳一(人間文化学部 准教授)
史
指摘される「ゆれ／乱れ」は日本語の歴史においてどのよう
に位置づけられるのか、②学習者のつまずきと日本語の特
性との関係性についての２点を中心に考察を加える。

広島県福山市

6時間 平成25年8月23日

教諭

中学校・高等学校
国語科教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056634号

084-936-2111(内
線2210)

福山大学

本講座では、まず、英語教育１００年の歴史を振り返り、日本
人の英語習得の特徴を考察し、第二言語習得研究で注目さ
英語習得の個人差の研究と教育 れている英語習得の個人差の問題を、言語適性(language
西田 正(人間文化学部 教授)
実践
aptitude), 言語学習方略(language learning strategy)、動機づ
け(motivation)などの観点から検討する。また、個人差に立脚
した英語教授の可能性を探求する。

広島県福山市

6時間 平成25年8月19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20日～
平成25年6月30日

平253054056635号

084-936-2111(内
線2210)

アメリカ文化の特徴と、短編小説
から見たその一面

自由、平等、民主主義、人権等の言葉は、アメリカ的なイデオ
ロギー(価値観)を端的に示すものである。それがグローバリ
ゼーションというアメリカ的な価値観を、あまねく世界に浸透さ
れようとする時代の動向の中で、いっそう顕著になっている。 田中 久男(人間文化学部 教授)
そうしたアメリカ文化の特徴を日本文化を鏡にして捉え、アメ
リカ文学の代表的な作家の短編を読みながら、その一面を考
察する。

広島県福山市

6時間 平成25年8月20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20日～
平成25年6月30日

平253054056636号

084-936-2111(内
線2210)

メディアと教育

(１)マルチメディアを活用した教育方法に関連する基礎的な技
術や概念について学ぶ。
(２)ケータイやインターネットといった情報技術に着目し、その 三宅 正太郎(人間文化学部 教授)
誕生から未来までを見通すことを通じて、メディア社会を生き 内垣戸 貴之(人間文化学部 講師)
る知恵について学ぶ。
阿部 純(人間文化学部 助教)
(３)ICTを活用した授業をどのようにデザインしていくのか、そ
の基礎について学ぶ。

広島県福山市

6時間 平成25年8月21日

教諭

高等学校情報科
教諭・中学校技術
科教諭向け

7,000円

15人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056637号

084-936-2111(内
線2210)

広島国際大学

広島国際大学

広島国際大学

広島修道大学

福山大学

福山大学
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福山大学

(1)インターネットのネットワーク構造や動作原理、電子メール
やWWW等のインターネットサービスの原理や利用法を学ぶ。
(2)情報セキュリティの仕組みや脆弱性に関する事例を通し 田中 始男(人間文化学部 教授)
インターネットの仕組みとセキュリ
て、情報セキュリティの基礎的な技術や概念について学ぶ。 尾関 孝史(工学部 教授)
ティ
(3)現在のコンピュータが発明された経緯を講義することで、コ 渡辺 浩司(人間文化学部 准教授)
ンピュータの必要性を再認識し、今後の情報化社会でコン
ピュータがどのように進化・活用されるかを予測する。

広島県福山市

6時間 平成25年8月22日

教諭

高等学校情報科
教諭・中学校技術
科教諭向け

7,000円

15人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056638号

084-936-2111(内
線2210)

福山大学

最初に、コンピュータ技術の向上により一層重要な役割を
果たすようになったシミュレーション技術について講義を行
う。主な内容は、道路交通の信号制御システムをはじめ、各
シミュレーション技術と探索アルゴ 種シミュレーションの概要である。つぎに、計算機科学の分野 清水 光(工学部 教授)
リズム
で「整列」と並んで重要な「探索」アルゴリズムについて講義 新谷 敏朗(工学部 准教授)
する。初等的なアルゴリズムから実用的によく使われるハッ
シュ法や更に高度な基数探索アルゴリズムについて分かり易
く解説する。

広島県福山市

6時間 平成25年8月23日

教諭

高等学校情報科
教諭・中学校技術
科教諭向け

7,000円

15人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056639号

084-936-2111(内
線2210)

福山大学

電子回路の基礎と応用

実用的によく使用される電子デバイスの特性や構造につ
いて説明する。次にアナログ電子回路については、トランジス
タやオペアンプなどを用いた回路に関して、パソコンによる
栗延 俊太郎(工学部 教授)
シュミレーションを用いて講義を行う。また、デジタル回路につ
田中 聡(工学部 准教授)
いては、論理回路、カウンタ、順序論理回路などについてシュ
ミレーションを用いた講義を行い、さらにA/D変換とD/A変換
についても説明する。

広島県福山市

6時間 平成25年8月23日

教諭

高等学校工業科
教諭・中学校技術
科教諭向け

6,000円

9人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056640号

084-936-2111(内
線2210)

ロボット制御

ロボットの自動制御について説明し、数値シミュレーションで
動作の確認を行います。
・数値演算ソフト「SCILAB」の使い方 ： フリーソフトで、行列
の演算や微分方程式数値解が簡単にできます。
・簡単な自動制御について ： PID制御について説明しま
沖 俊任(工学部 准教授)
す。
伍賀 正典(工学部 講師)
・ロボットアームのモデリング ： 関節(モータ)の動きと手先
位置の関係、および、運動方程式について説明します。
・SCILAB上でのロボットアーム制御実験 ： ロボットアーム
の動作確認を行います。

広島県福山市

6時間 平成25年8月26日

教諭

高等学校工業科
教諭・中学校技術
科教諭向け

6,000円

9人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056641号

084-936-2111(内
線2210)

回路理論および電気磁気学

回路理論では、直交流電圧、電流の考え方から始め、線形
回路網解析のための基本法則や定理について述べる。更
に、磁気結合回路を含む受動2端子対回路の解析手法につ
いて講述し、最後にひずみ波解析、過渡解析に触れる。
香川 直己(工学部 教授)
電気磁気学においては、静電界の解法について、微分計 三宅 雅保(工学部 教授)
算、積分計算、ガウスの定理等の基本的な事項から解説す
る。さらに、電気影像法について例題により解説し、得られた
結果を別の観点から考察する。

広島県福山市

6時間 平成25年8月27日

教諭

高等学校工業科
教諭・中学校技術
科教諭向け

6,000円

9人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056642号

084-936-2111(内
線2210)

建築設計

建築設計の中心課題である空間造形および空間構成の諸々
の手法について詳説する。
具体的な内容は次のとおりである。
宮地 功(工学部 教授)
1. フリーハンドの表現方法
藤原 美樹(工学部 講師)
2. 基本計画、基本設計、実施設計のプロセス
3. インテリアデザインのプロセス
4. 創造・実践的プレゼン力の方法

広島県福山市

6時間 平成25年8月8日

教諭

高等学校工業科
教諭・中学校技術
科教諭向け

6,000円

10人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056643号

084-936-2111(内
線2210)

福山大学

福山大学

福山大学
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福山大学

福山大学

福山大学
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教諭

高等学校工業科
教諭・中学校技術
科教諭向け

6,000円

10人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056644号

084-936-2111(内
線2210)

西原 晃(工学部 教授)
田辺 和康(工学部 教授)
宮内 克之(工学部 教授)

広島県福山市

6時間 平成25年8月8日

教諭

高等学校工業科
教諭・中学校技術
科教諭向け

6,000円

10人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056645号

084-936-2111(内
線2210)

変形解析の基礎・有限要素法の
概要

構造物に力を加えたとき、どのように変形するかを計算する
手法について概説する。固体を弾性体、塑性体に分類して、
それらの変形を解析するために、応力、ひずみ、構成式の概
念を説明する。そしてモデル化のために用いる数学を簡単に 真鍋 圭司(工学部 教授)
触れる。微分方程式の近似解法である有限要素法でコン
ピュータシミュレーションする手法の概要を理解する。また流
体の流れ解析にも触れる。

広島県福山市

6時間 平成25年8月9日

教諭

高等学校工業科
教諭・中学校技術
科教諭向け

6,000円

20人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056646号

084-936-2111(内
線2210)

植物バイオテクノロジー

講義1(90分)：矮性植物・日持ち果実・花色改変植物などの遺
伝子組み換え植物について、創出の理論的背景・作成技術・
原口 博行(生命工学部 教授)
有用性を解説する。 講義2(90分)：光合成過程での矛盾を解
山口 泰典(生命工学部 教授)
決する葉緑体の適応を考察・解説する。実験(180分)：プロト
佐藤 淳(生命工学部 講師)
プラストの単離・調製方法を実習し、細胞顆粒の分布や色素
の局在を観察する。

広島県福山市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中学校・高等学校
理科教諭向け

6,000円

10人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056647号

084-936-2111(内
線2210)

木質バイオマス資源の有効利用

現在、化石燃料資源の枯渇やその利用による環境問題の対
策が大きな課題となっている。また、原子力エネルギーも安
全面で問題がある。ここでは新エネルギーとして期待される
木質バイオマスを取り上げ、その利用法について解説する。
中学および高校で学習する理科の内容を応用へと発展させ、 倉掛 昌裕(生命工学部 教授)
最近の環境問題や、その対策のための科学技術について知
り、考察することで、科学への興味を高める内容である。木質
バイオマス廃棄物の古紙、ダンボール紙の酵素による糖化
等について解説する。

広島県福山市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中学校・高等学校
理科教諭向け

6,000円

12人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056648号

084-936-2111(内
線2210)

無機化学と錯体化学 －周期表
から抗癌剤まで－

原子の性質が電子の数(原子番号)の増加とともに繰り返さ
れることを使って元素の周期表がつくられている。その元素
の周期表の仕組みや理科教諭に求められる活用法について
石津 隆(薬学部 教授)
解説する。また、錯体がもつ美しい色がどうして生じくるのか
堤 広之(薬学部 助教)
ということについて結晶場理論を用いて解説し、錯体化学に
対する理解を深めていくとともに、錯体を用いたて創られた抗
癌剤(シスプラチン)についても言及することにしている。

広島県福山市

6時間 平成25年8月20日

教諭

中学校・高等学校
理科教諭向け

7,000円

10人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056649号

084-936-2111(内
線2210)

水産動物と水産植物

分子系統進化学の発展によって大きく変化しつつある無脊椎
動物の分類について確認し、動物の生態学的研究に導入さ
れているバイオロギングと呼ばれる計測技術を応用した研究
事例について考察する。また、近年分子系統学的研究によっ
て明らかにされてきた海藻の同定と分子遺伝学的研究によっ
て解明されている陸上植物の遺伝子の発現様式や機能につ
いて確認し、海藻を用いた遺伝子工学的な手法について実
習する。

教諭

高等学校水産科
教諭、中学校・高
等学校理科教諭
向け

6,000円

5人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056650号

084-936-2111(内
線2210)

水産増殖と遺伝育種

最近の国内外の水産資源状況とこれに対する日本の行政
的・技術的対応、ならびに現在の水産資源状況に関連した増
殖技術について確認し、水産増殖の現場で生じている問題に
南 卓志(生命工学部 教授)
ついて考察する。また、水産における育種の歴史と現状、な
阪本 憲司(生命工学部 准教授)
らびに集団における遺伝的変動に関する諸法則およびそれ
らの評価法について確認し、集団の遺伝的多様性の利用と
保全の手法について考察する。

教諭

高等学校水産科
教諭、中学校・高
等学校理科教諭
向け

6,000円

5人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056651号

084-936-2111(内
線2210)

海洋環境保全と水族防疫

養殖魚の死滅や底層の貧酸素化を引き起こしている赤潮に
ついて、その発生のメカニズムを確認するとともに、これまで
実施されてきた水質規制をはじめとする赤潮被害防止対策と
河原 栄二郎(生命工学部 教授)
その効果について検証し、今後の沿岸環境保全のあり方に
満谷 淳(生命工学部 教授)
ついて考察する。また、近年養殖魚および観賞魚の飼育で問
北口 博隆(生命工学部 准教授)
題となっている疾病の特徴と防疫対策について確認するとと
もに、魚類の免疫学的な指標に基づいた健康診断法の有用
性について考察する。

教諭

高等学校水産科
教諭、中学校・高
等学校理科教諭
向け

6,000円

5人

平成25年5月20日～
平成25年6月30日

平253054056652号

084-936-2111(内
線2210)

教諭

幼稚園教諭

18,000円

30人

平成25年6月3日～
平成25年7月24日

平259340556144号

082-239-5171

福山大学

福山大学

講習の期間

6時間 平成25年8月21日

1．土の物性と力学特性についての考察
2．地盤の変形と破壊についての考察
3．循環型社会形成を推進するための3R政策についての考
土質力学、環境工学およびコンク
察
リート構造
4．浄水汚泥のリサイクルについての考察
5．コンクリートに関する最新の技術
6．既存コンクリート構造物の補修・補強

福山大学

時間数

広島県福山市

建築計画

福山大学

講習の開催地

大島 秀明(工学部 教授)
酒井 要(工学部 助教)

福山大学

福山大学

担当講師

三輪
高村
山岸
渡辺

泰彦(生命工学部
克美(生命工学部
幸正(生命工学部
伸一(生命工学部

教授)
教授)
講師)
講師)

原田宏司（広島文化学園大学教授）
植野有紗（保育学科助教）
幼稚園教諭を対象として、主に保育内容・表現に関する指導
山下やよい（保育学科非常勤講師）
広島文化学園大
技術の充実と、社会の変化とともに要請が高まっている特別
幼稚園教育の現代的課題につい
奥原球喜（保育学科教授）
学・広島文化学園
支援教育や食育、絵本の読み聞かせなどの、幼児教育にお
て
矢野下美知子（保育学科准教授）
短期大学
ける今日的課題に対応するために必要な幼稚園教諭として
野々村憲（広島文化学園大学准教授）
の専門性の向上をめざす。
三川明美（保育学科准教授）
神田利和（保育学科非常勤講師）

広島県福山市

広島県福山市

広島県福山市

広島県広島市
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6時間 平成25年8月7日

6時間 平成25年8月8日

6時間 平成25年8月9日

18時間

平成25年8月21日～
平成25年8月23日

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

講習の概要

担当講師

講習の開催地

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）
本講習は、「保育現場での質を高める」ことを目的として、①
川﨑 徳子（山口大学教育学部幼児教育教室講
これから求められる幼稚園教育、②幼児理解と育ちの記録、
山口県山陽小
師）
③保育者間あるいは保護者との円滑な人間関係などを中心
野田市
杉山 裕子（梅光学院大学子ども学部非常勤講
に講義等を行います。
師）
中邑 隆哉（岩国短期大学非常勤講師）

時間数

6時間

講習の期間

平成25年7月24日～
平成25年7月25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

受講者募集期間

認定番号

電話番号

6,000円

50人

平成25年5月24日～
平成25年5月31日

平258134056180号

03-3237-1957

6,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256079号

0877-62-2455

四国学院大学

発達障害の研究史は1943年に遡るが、LD、AD/HD、PDD、
等々といった障害種の特性がわかり始めたのは1980年代以
降と言える。本講義では、まず発達障害とは何か、そして、発
達障害の診断アルゴリズムについて知り、その上で、日本に
発達障害等の理解と発達（基礎）
会沢 勲（文学部教授）
おける特別支援教育体制の中で、担任教諭等が教室場面で
具体的にどのように対応する必要があるかを考えたい。な
お、発達障害「等」についても、不適切な養育の事例を検討し
つつ、境界線を考える。

香川県善通寺
市

6時間 平成25年7月28日

四国学院大学

発達障害児の就学前療育：日本
版フロアタイムの理論と実践

発達障害等の診断・見立ては、満１歳頃に可能である。その
点を踏まえ３歳或いは６歳までの診断と療育が求められてい
る。この時期までに療育されたこどもたちの予後は良好であ
るとの報告が多数あり、担当者（会沢）もこれまで実践で同様 会沢 勲（文学部教授）
の見地に立つ。今回は、現場で保育・教育の実務に当たる教
諭・保育士に求められる療育の技巧について示し、現場の事
例を検討する機会を大いに設けたい。

香川県善通寺
市

6時間 平成25年8月2日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256080号

0877-62-2455

四国学院大学

社会保障と公的保険制度

社会保障は、個人の努力だけでは負担しきれない老齢、病
気、介護、障害、失業、貧困などのリスクを、税金や保険料を
通じて互いに支え合う社会共助の仕組みである。しかし、最
近、社会格差の拡大、ワーキング・プアや非正規社員の増加
李 静淑（社会福祉学部教授）
によって、社会保障の再構築が求められている。持続可能な
社会保障のために、どんな改革が必要なのか、厳しい現実の
姿と課題について教育的見地からより深く一緒に考えてみた
い。

香川県善通寺
市

6時間 平成25年7月31日

教諭

小学校・中学校社
会科・高等学校公
民科教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256081号

0877-62-2455

四国学院大学

日頃目にする身近な景観の成り立ちを自然と文化から理解
し、さらに、世界遺産保護の理念に照らして地域の景観や環
境の価値を再認識することで景観保全の心を養う。総合学習
地域の景観を考える ー世界遺産
教育の基礎知識に有用である。具体的には、近年開発が進 伊藤 松雄（社会学部教授）
を通じてー
む瀬戸内海周辺の景観を自然（生物生態や地質など）と人間
の活動（生活や歴史など）から考察し、世界遺産条約で提唱
される文化的景観の具体例と比較検討する。

香川県善通寺
市

6時間 平成25年7月28日

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256082号

0877-62-2455

四国学院大学

子どもの肥満の問題が指摘されて久しいが、実はこの30年
間で、児童・生徒の肥満者の割合は、1.5〜2倍程度にまで増
加してきている。そこで本講義では、子どもの肥満について正
子どもの肥満の理解と、学校にお しく理解した上で、「食事」や「運動」に関する体重管理のため
漆原 光徳（社会学部教授）
ける指導法
の基礎理論と、学校での肥満児童・生徒に対する指導法につ
いて考える。さらには、生活習慣病との関係や、メタボリック
シンドローム、睡眠時無呼吸症候群、等についても幅広く考
察する。

6時間 平成25年8月2日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学校
養護教諭
教諭、養護教諭
向け

6,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256083号

0877-62-2455

四国学院大学

ゲーム、運動あそびは学級活動や学校行事において児童生
徒の関係作りとして取り入れやすく、また健康・安全に関する
理解を促すためにも活用しやすい。これらを取り入れて楽し
みながら体つくりを行う方法を学ぶ。
体つくりの展開
１.体ほぐしゲーム ２. 創作ゲーム ３. 昔あそび及び簡易
逢坂 十美（社会学部教授）
～ゲームや運動あそびを通して～
ゲーム ４. ニュースポーツ ５. 試験： 演習内容（実技方法と
指導法）の理解。あそびやゲームを通して体つくりや動きつく
りの理解（体力や運動技能の向上との関係で）及び展開と方
法についての実践力を評価する。

6時間 平成25年7月28日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学校
養護教諭
教諭、養護教諭
向け

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256084号

0877-62-2455

6時間 平成25年8月1日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学校
養護教諭
教諭、養護教諭
向け

6,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256085号

0877-62-2455

6時間 平成25年8月1日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学校
教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256086号

0877-62-2455

四国学院大学

四国学院大学

香川県善通寺
市

香川県善通寺
市

ストレスの心理学

現代社会は、「ストレス社会」と呼ばれているように、ストレ
スという言葉が、日常的に頻繁に用いられるようになった。中
でも学校現場においてのストレスは、非常に大きくなってきて
おり、教師が自らのストレスにいかに対処し、その上で子ども
大木 祐治（文学部教授）
達のストレスといかに向き合うかが、これからの学校現場で
は重要な意味を持ってくるように思われる。そこで、ストレス
の種類やメカニズム、ストレスと性格との関連性、ストレスとう
まく付き合う方法等について講義したいと考えている。

香川県善通寺
市

LGBTIの子どもの理解
―セクシュアリティの多様性につ
いて学ぶ―

クラスの中に必ず一人はいるというLGBTI（セクシュアル・マ
イノリティ）の子どもたち。LGBTIへの差別や偏見が根強い中
で、LGBTIの子どもたちは悩み苦しんでいます。LGBTIの子ど
もたちが自尊感情を十分に育むには、幼少期からの取り組み 大山 治彦（社会福祉学部教授）
が求められます。
そこで、子どもたちに適切な援助や指導ができるように、人
間のセクシュアリティのあり方について基礎から講義します。

香川県善通寺
市
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幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学校
養護教諭
教諭、養護教諭
向け

教諭

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

担当講師

講習の開催地

体育･スポーツ指導のスキルアッ
プ

体育指導を行うとき、子どもたちの成長の過程を考慮すること
は、重要である。特に幼稚園、小学校における体育指導は、
ゴールデンエイジの段階、ゴールデンエイジに突入する段階
であり、非常に重要である。この段階での体育指導につい
片山 昭彦（社会学部准教授）
て、いかに子どもたちの身体能力を伸ばすかを、実技を交え
て考察を進める。また、スポーツ･トレーニング基礎理論につ
いても総括し、成長段階の子供たちへの体育指導に生かせ
るように学習する。

香川県善通寺
市

6時間 平成25年7月27日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校教
諭向け

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256087号

0877-62-2455

会話の教え方

多くの学生は英会話を学びたがっている。
しかし、会話とは何なのだろう。なぜ、会話を教える必要があ
るのだろうか。そして、どのように会話を教えるべきなのだろう
か。
本講習では、これらの疑問について探ってみたい。そして、会 カロル ドナルド（文学部教授）
話がどのようにして構成されているかを検討していく。
また、英語の教科書において、口語言語がどのように扱われ
ているかについても考察する。
本講習は、（簡単な）英語によって行う。

香川県善通寺
市

6時間 平成25年7月31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16日～
平成25年6月28日

平253055256088号

0877-62-2455

学校教育とスポーツの歴史的展
開

改正後の教育基本法第二条（教育の目標）一に、身体に関す
る記述が知識や教養、情操や道徳心と並び明記されたこと
は、一教科としてではなく、学校教育全体の中での身体教育
の重要性を再認識させた。この講習では、学校における身体 近藤 剛（社会学部助教）
教育の原初的形態からスポーツを中心とした現代に至るまで
の展開を歴史的な視点で追い、学校体育の果たすべき役割
について再考する。

香川県善通寺
市

6時間 平成25年8月2日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学校
教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256089号

0877-62-2455

四国学院大学

ダンス必修化に向けた取組みー
『創作ダンス』の可能性ー

2012年度から実施されているダンス必修化の中でも、特に
『創作ダンス』に焦点をあて、その可能性を探る。『創作ダン
ス』の授業展開や、創作方法を受講者自ら動く（踊る）ことで
検証する。ダンス経験は、問わない。中学生を対象にした授 阪本 麻郁（総合教育研究センター助教）
業内容を扱うため、主な受講対象者は中学体育教諭とする
が、幼稚園、小学校、高校教諭でダンスや身体を使った授業
展開に感心のある受講者も受講可能。

香川県善通寺
市

6時間 平成25年7月31日

教諭

中学校教体育科
諭向け

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256090号

0877-62-2455

四国学院大学

社会の仕組を理解するうえで、さらにまたコミュニティ活動へ
の参加意欲を向上させ郷土意識を喚起するうえで、身近な地
域について主体的・体験的に学習することの意義はきわめて
地域を学ぶ－社会学の視点から 大きい。本講義では、社会学の視点から、「地域」という素材
佐藤 友光子（社会学部教授）
－
を学習活動－とりわけ体験学習－により効果的に活用する
可能性についてフィールド調査の実践例をとり上げつつ論じ
る。同時に社会調査を通じて、地域の情報を収集・分析する
方法について解説する。

香川県善通寺
市

6時間 平成25年7月27日

教諭

中学校社会科、
高等学校地歴科・
公民科教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256091号

0877-62-2455

香川県善通寺
市

6時間 平成25年8月2日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256092号

0877-62-2455

香川県善通寺
市

6時間 平成25年8月1日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256093号

0877-62-2455

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256094号

0877-62-2455

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256095号

0877-62-2455

四国学院大学

四国学院大学

四国学院大学

四国学院大学

四国学院大学

講習の名称

英語基礎トレーニング

講習の概要

「英語活動」にあたる際に求められる「英語らしい発音」を身
につけることや、子どもたちが活動の中で使うであろうと予想
される生活語彙をマスターすること、また授業を進める上で必 塩田 寛幸（総合教育研究センター教授）
要となる「クラスルーム・イングリッシュ」を学ぶとともに、英語
に関する基礎的な知識を身につけることなどをねらいとする。

学校の内外で展開される自然体験活動が、単に知識を詰め
込むだけの教育方法ではなく、考える力を伸ばす知性の教育
であり、また自然に触れ、自然に親しむことを通して、環境問
題に関心を持たせ、自然の摂理に触れて知的好奇心を誘発
小学生のための自然体験活動の することは先行研究等より明らかにされている。また冒険的
清水 幸一（総合教育研究センター教授）
理論と実際
活動が自己概念の向上を図ることも明らかにされている。こ
れから学校教育での自然体験活動の活用の方法を、各種ア
ウトドアゲームを体験しながら考察する。また教授法について
も説明する。
『不思議の国のアリス』は楽しい子供向けのファンタジーとい
うのが一般的な見方だと思われますが、実際はヴィクトリア朝
文化やフロイト的な少女愛など、複数のテーマが複雑に絡み
合う難解なテクストです。本講座ではそれらのテーマを解説
するとともに、現代の若者に対する文学教育の意義を確認し 菅田 浩一（文学部教授）
たいと思います。講座では本文からいくつかの英文を抜粋し
て読みますが、文化的背景などの解説に多くの時間を割きま
すので、小学校や国語科の先生にもご参加頂ければと思い
ます。

四国学院大学

文学教育の意義と実践
―『不思議の国のアリス』を読む
―

四国学院大学

日常生活の中で経験する自然現象を、生物、物理、化学の
視点から捉え、具体的な実験・実習を通して検証する処方を
身につけるとともに、そうした視点で生活を見つめる楽しさを 杉本 孝作（文学部教授）
身近な生活の中での自然現象を
味わうことを目的とする。具体的なテーマとしては、①香辛料 伊藤 松雄（社会学部教授）
実験・実習で確かめてみよう
に腐敗防止作用はあるか、②ブランコを上手にこぐにはどうし 林 俊夫（四国学院大学非常勤師）
たらよいか、③ 簡単な実験を通してゴミの性質を調べる、の
3つを取り上げる。

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

香川県善通寺
市

6時間 平成25年8月1日

教諭

小学校、中学校・
高等学校（英語
科・国語科）教諭
向け

香川県善通寺
市

6時間 平成25年8月2日

教諭

小学校、中学校・
高等学校理科教
諭向け
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受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

現行学習指導要領を踏まえた小
学校物語教材の読解指導

説明的文章に対して物語的文章(昔話・民話・伝説など）の特
徴とは何か？。
「むかし語って聞かせえ！さることのありしかなかりしか知ら
ねども、あったとして聞かねばならぬぞよ」という(口承）伝承
須浪 敏子（文学部教授）
システムに運ばれる共感的な<お話>。この構造的特徴【伝承
システム】を見据えた物語文教材の読解法を研究する。
キーワードは、<話しことば><時間的順序と場面><共感的想
像力><伝統的言語文化の継承>。

香川県善通寺
市

創造的なグループ活動（即興演
劇）を通して考える学び

即興演劇のゲームを通して、今子供たちに必要なコミュニ
ケーション能力や全身を使った豊かで深い学びについて考え
る。また、即興演劇の考え方が教師と児童・生徒の関係性に 仙石 桂子（社会学部助教）
どういう影響を与えるか、双方向型学習方式のワークショップ
で理解を深める。

香川県善通寺
市

発想力開発論

感性や思いつきに頼らない、「アイデアを生み出す手法」を列
挙して解説する。幼小中高校特支学校生には、豊かな発想
力を養うトレーニングプログラムであり、教育手法としても生
田尾 和俊（社会学部教授）
かせる道具である。また、社会においては、新しい商品や新
しいサービス、新しいシステム等を生み出すための具体的な
企画手法として有効である。

香川県善通寺
市

学校図書館を活かすために

学校図書館は、「読書センター」、「学習・情報センター」として
学校教育に欠かせない存在である。新学習指導要領でも、児
童・生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実す
る上で、学校図書館の機能の活用の重要性を指摘している。
田中 紘一（総合教育研究センター教授）
本講義では学校図書館を活用した教育を実施する上での課
題に触れるとともに、探究型の調べ学習やアニマシオンなど
の実践を通じて、発達段階に応じた効果的な学校図書館活
用の在り方を考える。

香川県善通寺
市

四国学院大学

幼稚園・小学校における
歌唱指導と発声指導の実際

呼吸、発声のメカニズムを理解した上で、子どもの年齢に応
じた指導を行うことができれば、子どもたちは無理のないしな
やかな声で歌唱を楽しめるのではないだろうか。また、教師
の音声障害も防げるのではないだろうか。また、最近盛んに 得永 幸子（社会福祉学部教授）
なってきた、読み聞かせについても、呼吸と発声のコントロー
ルが表現力に影響するのではないか。以上の事柄につい
て、ワークショップを通して学びあいたい。

四国学院大学

2011年度から全面実施となった小学校での外国語活動の
目標を達成するために教材をどのように活用していくのか、そ
小学校外国語活動を楽しみなが してどのように評価づくりをしていくのかについてを考察する。
ら教えよう！
外国語活動における授業法や指導案の作り方、教材の作り
中澤 加代（総合教育研究センター助教）
―基礎コース：授業案作成から評 方と活用案、進め方等の基礎的なことについて扱うため、受
価づくりまで―
講対象者は現在、外国語活動を担当している小学校教諭と
するが、今後、外国語活動を担当する可能性のある小学校
教諭も受講可能。

四国学院大学

イギリス・アメリカ・日本の文化比
較

四国学院大学

演劇ワークショップで体感し学ぶ
『対話型授業』

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

平253055256096号

0877-62-2455

教諭

小学校教諭向け

6,000円

平成25年5月16日～
30人
平成25年6月28日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学校
教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256097号

0877-62-2455

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学校
教諭向け

6,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256098号

0877-62-2455

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5月16日～
平成25年6月28日

平253055256099号

0877-62-2455

香川県善通寺
市

6時間 平成25年7月27日

教諭

幼稚園・小学校教
諭向け

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256100号

0877-62-2455

香川県善通寺
市

6時間 平成25年7月27日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256101号

0877-62-2455

日本、イギリス、アメリカで何年も過ごしてきた中西ウェンディ
先生の人生体験を交えながら、それぞれの国の文化や違い
中西 ウェンディ（文学部教授）
を学びます。簡単な英語と日本語を使って、それぞれの歴史
や地図、音楽、人種、考え方などを楽しく学びましょう。

香川県善通寺
市

6時間 平成25年7月28日

教諭

高等学校英語科
教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256102号

0877-62-2455

コミュニケーションゲームやグループワークなどの演劇的体
験を通して、今、子供たちに必要な“コミュニケーション能力”
や“対話”について考えます。また、参加者が自ら考え発信す
西村 和宏（社会学部助教）
ることで展開していくワークショップを体感することで、一方通
行で終わってしまう「伝達型授業」ではない双方向の「対話型
授業」について理解や見識を深めます。

香川県善通寺
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・特別支援学校
教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256103号

0877-62-2455

四国学院大学

発達障害をはじめ何らかの障害を抱える児童生徒達を念頭
に、ABA(応用行動分析学)によるアプローチから子ども達の
教室で生かすABA（応用行動分析 行動問題に対する教育的支援のあり方、またライフステージ
学）
を見据え発達課題に応じた学習環境の設定方法を学びま
〜発達凹凸や発達問題のある子 す。教室で起きる子どもの気になる行動は、教師側が深く関 野崎 晃広（社会福祉学部教授）
どもに対する支援方法の創造！ 与しています。子どもを変えるのではなく、子ども達の学習環
〜
境を見直すことで子どもにとって適切な対応(環境)を作り出す
ことで問題解決のヒントを日頃の教育実践に生かせることが
本講習の目標となります。

香川県善通寺
市

6時間 平成25年7月31日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・特別支援
学校教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256104号

0877-62-2455

四国学院大学

現在の世界において、ヨーロッパ世界の哲学は文化、政治、
経済、そして社会制度など、幅広い領域で強い影響力を保っ
ヨーロッパ世界の哲学 〜その誕 ている。そのヨーロッパ世界の哲学が誕生した経緯、そしてそ
乘立 雄輝（文学部教授）
生と変容〜
れが重要な変容を遂げるいくつかの転機に焦点を当てること
で、ヨーロッパ世界の哲学がこれほどまでの影響力をもつに
至った理由を考察していきたい。

香川県善通寺
市

教諭

中学校社会科、
高等学校公民教
諭向け

6,000円

平成25年5月16日～
30人
平成25年6月28日

平253055256105号

0877-62-2455

四国学院大学

四国学院大学

四国学院大学

四国学院大学
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6時間 平成25年7月31日

6時間 平成25年8月1日

6時間 平成25年7月27日

6時間 平成25年7月31日

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256106号

0877-62-2455

四国学院大学

クラウドコンピューティング（以下クラウドと略。）環境を使用
するに当たっての「プライバシーポリシー」の扱いを理解し、ク
WORD・EXCEL・POWERPOINTの ラウド環境でのgoogleDocsを中心に取り上げる。学校現場
深井 克彦（文学部教授）
互換データをクラウド環境で使う。 で、制作する文書、表計算、プレゼンテーションの互換データ
の作成がクラウドコンピューティングのSaaS （Software as a
Service）においても作成・編集できることを学ぶ。

香川県善通寺
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
教諭向け

四国学院大学

造形芸術の基本的な要素である「色」は，幼稚園・小学校に
おける造形教育の指導においても基本的で重要な要素となり
幼稚園教諭・小学校教諭を対象と
ます。本講座では，講義と演習をとおして色彩の様々な表情 松村 武夫（文学部教授）
した色彩構成教室
を確認し，「混色」の原理や「色材」の特性ついて理解を深め
今後の指導に活かすことを目指します。

香川県善通寺
市

6時間 平成25年7月28日

教諭

幼稚園・小学校教
諭向け

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256107号

0877-62-2455

香川県善通寺
市

6時間 平成25年8月1日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256108号

0877-62-2455

6時間 平成25年8月1日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学校
養護教諭
教諭向け、養護教
諭向け

6,500円

平成25年5月16日～
30人
平成25年6月28日

平253055256109号

0877-62-2455

6時間 平成25年8月1日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学校
養護教諭
教諭、養護教諭
向け

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256110号

0877-62-2455

6時間 平成25年8月2日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学校
養護教諭
教諭、養護教諭
向け

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256111号

0877-62-2455

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・特別支援学校
養護教諭
教諭、養護教諭
向け

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256112号

0877-62-2455

6時間 平成25年7月27日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学校
養護教諭
教諭、養護教諭
向け

6,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年6月28日

平253055256113号

0877-62-2455

四国学院大学

四国学院大学

四国学院大学

四国学院大学

四国学院大学

四国学院大学

保育者としての私

教室手話を学ぼう

幼稚園教育要領のポイントをおさえながら、人的環境として
重要な存在である保育者のあり方について考えるきっかけと
したい。
（講義）「今、求められている保育者とは」ということを基に、幼 森内 智子（社会福祉学部准教授）
稚園教育要領と関連づけながら講義をおこなう。
（演習）日常の保育を振り返りながら、これからの保育者とし
ての「私」をイメージできるような演習をおこなう。

特別支援が必要な児童・生徒が学校に在籍している。授業時
に多用する言葉（単語・文）の手話を覚える。教授の際、手話
を用いて行う。教科担当は、自分の教科を教授する際に手話
を使って授業を展開するとこうなるという入り口のところを学
ぶ。指導案を作成し、模擬授業を行うことにより体感する。養
阿部 忍（さぬき福祉専門学校専任教員・四国学 香川県善通寺
護教諭は、主に保健室で使える手話を学ぶ。
院大学非常勤講師）
市
1. 手話とは。 基本用語 2. 教室手話Ⅰ 基本用法 3. 教室
手話Ⅱ 基本用法 4. グループワーク 指導案 教科手話
5. 模擬授業 6. 試験

Wordは「目からウロコ」の文字変換や用例単語登録、生徒名
簿の作成時に珍しい漢字の外字作成、日常業務の資料デー
タ作成時やテスト問題作成時に使用する表作成や写真＆イ
ラストの挿入、インデントやタブの設定など、よく業務で使用
する内容を分かりやすく講習。
「Word＆PowerPoint」実践活用編 PowerPointは教員講習会や卒園式、発表会などで使用する 梅木 佳子（四国学院大学非常勤講師）
「魅力的なプレゼンテーション」を作成する上での注意点、グ
ラフや表、SmartArtグラフィックスの挿入や、アニメーションの
設定などを実習。他に配布物や印刷物の設定、各種保存方
法などを紹介。

Wordは「目からウロコ」の文字変換や用例単語登録、生徒名
簿の作成時に珍しい漢字の外字作成、日常業務の資料デー
タ作成時やテスト問題作成時に使用する表作成や写真＆イ
ラストの挿入、インデントやタブの設定など、よく業務で使用
する内容を分かりやすく講習。
「Word＆PowerPoint」実践活用編 PowerPointは教員講習会や卒園式、発表会などで使用する 梅木 佳子（四国学院大学非常勤講師）
「魅力的なプレゼンテーション」を作成する上での注意点、グ
ラフや表、SmartArtグラフィックスの挿入や、アニメーションの
設定などを実習。他に配布物や印刷物の設定、各種保存方
法などを紹介。

パソコンを活かした授業づくり

各学年に応じた資料を収集し、それらを視覚的にまとめま
す。
さらに、低学年は紙芝居風に、学年が進めば発表のコツをつ
かめるようなプレゼン作りを段階的に実習します。
小谷 真由美（四国学院大学非常勤講師）
同時に、児童、生徒に多い質問等を理解しながら、パソコンを
利用した授業のコツをつかみます。
USBフラッシュメモリーはご持参ください。フリーソフトを利用し
た画像の編集を含みます。

特別支援学校における経験から
伝えたいこと

1．知的障がい児の理解について（75分）
2．知的障がい児者への指導と支援（75分）
3．肢体不自由児教育の現状と課題（75分）
4．肢体不自由児の保護者、兄弟への支援について（75分）
5．試験（1～4を通して）（60分）

末澤 清（四国学院大学非常勤講師）

香川県善通寺
市

香川県善通寺
市

香川県善通寺
市

香川県善通寺
市
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平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

「新しい読解力」と国語科の授業

小学校の国語科で扱われている代表的な物語作品を取り上
げ、従来の指導方法と新しい読解力による指導方法を比較
検討する。
①これまでの物語作品の読解
（１）登場人物の「気持ちを読む」ことと「表現に即して読む｣こ
と
秋山 達也（発達科学部講師）
（２）「子どもの読みを大切にする」ことと「表現に即して読む｣
こと
②「新しい読解力｣と物語り作品の指導
（１）ＰＩＳＡ学力調査の衝撃
（２）ＰＩＳＡ型読解力と物語り作品の指導

香川県高松市

6時間 平成25年8月28日

教諭

小学校教諭(国語
科を専門としない
方）

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月30日

平253055356686号

087-841-3237

発声を中心とした共通教材等の
歌唱指導

四季折々の美しい情景や、細やかな心情を心豊かに表現し
た日本歌曲や、共通教材の歌唱を基礎的な発声法から高度
なものまで、出来るだけ習得する事により完成度の高い指導
藤原 フサヱ（発達科学部教授）
を目指す。受講者が夫々唯一の楽器であることを認識し、
日々の授業において自信と確信をもって、歌唱指導を行える
様にする。

香川県高松市

6時間 平成25年8月30日

教諭

小学校・中学校
（音楽）教諭

6,000円

10人

平成25年5月16日～
平成25年6月30日

平253055356687号

087-841-3237

子どもの「自立力」を育む教育を
考える

「自尊感情」や「自己肯定感」が持てない、「対人関係」が苦手
等の傾向をもつ子ども、そしてその先には、自立できない大
人の増加という社会的課題がある。本講習ではそれらの一因
が「家庭生活の変化」にあると捉え、「お手伝い」「片づけ」と
いうテーマに沿って、家庭と親子関係の現状について事例研
辰巳 渚（東海大学非常勤講師）
究を踏まえて理解し、課題解決のために、子どもへの学校に
おける教育的配慮を考える。また、子どもが自ら「自立」につ
いて考えるための手法を、開発した教材を使って演習形式で
学びながら、教師自らが子どもに示せる「自立像」を構築す
る。

福岡県福岡市

6時間 平成25年11月24日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

7,000円

40人

平成25年5月20日～
平成25年9月30日

平253000756433号

045-972-3296

東京未来大学

不登校及び子どもの理解と対応

①不登校の実態，不登校の子どもや親の心理に関する理解
を深める。そのうえで，学校への不適応を未然に防ぐ予防的
介入として，1次予防，2次予防，3次予防の具体例について
学習する。②臨床心理学的な観点から、子どもへのカウンセ 藤後悦子（こども心理学部准教授）
リング的対応について解説を行う。具体的には、子どもの心 山極 和佳（モチベーション行動科学部准教授）
の理解とカウンセリング的な関わりの方法、及びそれらにお
ける教師の自己理解と専門機関との連携の必要性を取り上
げる。

福岡県
福岡市
博多区

6時間 平成25年8月11日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年7月15日

平253021656203号

03-5813-2530

東京未来大学

①時々刻々と変化する非行少年に対応した生徒指導の在り
方や、関係機関の積極的活用について理解することを目的と
し、とりわけ、非行の進度の把握について非行性という概念 出口保行（こども心理学部教授）
非行及び家族問題の理解と対応
を学習することをポイントとする。②精神医学的な観点から、 春日武彦（こども心理学部非常勤講師）
問題を抱えた子どもや親等に対する理解と対応の解説を行
い、家族問題とモンスターペアレントについて考える。

福岡県
福岡市
博多区

6時間 平成25年8月12日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年7月15日

平253021656214号

03-5813-2530

福岡県
福岡市
博多区

6時間 平成25年8月13日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年7月15日

平253021656222号

03-5813-2530

6,000円

30人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平253056456667号

0942-22-2345

高松大学

高松大学

星槎大学

東京未来大学

現在の子どもたちをめぐる問題
〜発達障害と虐待への対応〜

現在，子どもたちをめぐる問題は複雑さと多様さを増してきて
いる。教育の現場でも，発達障害を持つ子どもたちに対する
支援の充実が求められる一方，支援ニーズの見極めが難し
いケースに直面することが多くなってきていると考えられる。 渡辺千歳（こども心理学部教授）
また子どもたちの虐待問題は後を絶たず，教師が虐待に最 竹内貞一（こども心理学部准教授）
初に気づくケースが多いのも実情である。そこで，当講習で
は発達障害や虐待の事例から，その具体的な対応方法など
を考えていきたい。
今日、科学と技術は非常に親しいものとされている。また技
術とは、科学が解明した原理や法則を使って－つまり科学を
応用して－何らかの実際的な結果を出すものとされている。
しかし、科学と技術を支える考え方は、本来は、水と油のよう
立花 均(工学部教授）
に異質で両立しがたいものである。また技術とは、基本的に
は科学を応用することなしに実際的な結果を出すものであ
る。講習会では、科学と技術を支える考え方の違いと科学を
応用せずに結果を出す技術本来の方法について検討する。

福岡県久留米
市

6時間 平成25年8月8日

教諭

高等学校教諭（工
業・情報・数学・理
科）
中学校教諭（技
術・情報・数学・理
科）

勉強でもスポーツでも楽器でもの能力を伸ばすためには、
「努力」が必要だと多くの人は言う。確かに努力も必要だが、
能力を伸ばす合理的な勉強法・練 努力だけでは能力が伸びるわけではない。「方法」が間違っ
久留米工業大学
立花 均(工学部教授）
習法
ていれば、いくら努力しても骨折り損のくたびれもうけに終わ
るだけである。講習会では、どのような分野にも共通な「能力
を伸ばす方法」を具体例に即して紹介する。

福岡県久留米
市

6時間 平成25年8月19日

教諭

中学校・高等学校
全教諭

6,000円

50人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平253056456668号

0942-22-2345

教諭

高等学校教諭
（工業・情報）
中学校教諭
（技術）

6,000円

30人

平成25年6月3日～
平成25年6月28日

平253056456669号

0942-22-2345

久留米工業大学 科学と技術の違い

久留米工業大学 工業の最近の話題

機械システム工学科、交通機械工学科、建築・設備工学科、
情報ネットワーク工学科の教員が、それぞれの専門分野の
最近の話題について全般的な知識を教授し、工業教育につ
いて更なる理解を深めることを目指す（中学・高校教員向け）

松尾
山口
土井
江藤

重明（工学部准教授）
卓也（工学部講師）
紀佳（工学部准教授）
信一（工学部准教授）

福岡県久留米
市
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6時間 平成25年8月20日

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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
私たちは大きく変化する時代を生きています。私たちを取り巻
く状況は複雑化し、様々な新しい技術が台頭してきています。
「デザイン」とは、建物や空間、工業製品、Webサイトといった
様々なモノや情報を設計し、整理し、再構成する力のことで
す。ここでは主に建築分野、情報分野についての最先端の
「デザイン」について講習します。

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

石垣 充（デザイン学部准教授）
臼井 敬太郎（デザイン学部講師）
宝珠山 徹（デザイン学部准教授）
中島 浩二（デザイン学部准教授）

福岡県北九州
市

6時間 平成25年8月5日

教諭

中学校・高等学校
教諭（技術・工業・
情報）

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253057456739号

0930-23-1493

現代の科学技術の発展はめざましく、その技術の中枢にある
のは工学の技術であると言っても過言ではありません。工学
における技術分野には、電気電子工学分野、情報工学分
工学技術の概要とトピック－電気 野、土木工学分野があり、これらの技術は現代社会のインフ
西日本工業大学
情報と土木－
ラ整備や産業機器の制御において欠くことのできない技術で
す。本講習では、前半で電気電子工学技術と情報工学技術、
後半で土木工学技術のトピックをそれぞれの専門教員が解
説します。

山内
水戸
赤司
早川

経則（工学部教授）
三千秋（非常勤講師）
信義（工学部教授）
信介（工学部講師）

福岡県京都郡
苅田町

6時間 平成25年8月6日

教諭

中学校・高等学校
教諭（技術・工業・
情報）

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253057456740号

0930-23-1493

現代の科学技術の発展はめざましく、その技術の中枢にある
のは工学の技術であると言っても過言ではありません。工学
における技術分野には、機械工学、電気電子工学、情報工
学、土木工学分野があり、これらの技術は現代社会で欠くこ
とのできないものになっています。本講習では、現代の産業
を支える要素技術や学問をそれぞれの専門教員が解説しま
す。

野中
上條
越智
柴原

智博（工学部准教授）
恵右（工学部教授）
廣志（工学部教授）
秀樹（工学部教授）

福岡県京都郡
苅田町

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校・高等学校
教諭（技術・工業・
情報）

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月31日

平253057456741号

0930-23-1493

平253532856680号

0942-43-4532

西日本工業大学 デザインの現在

西日本工業大学 現代産業を支える技術と学問

幼児の発達と感性の開放テーマに、人間存在を感性・心理・
精神・身体性等、様々な側面から捉えた総体として扱い、芸
久留米信愛女学
保育実践研究「幼児の造形表現」 術を基盤とした美術・造形教育の可能性を探る。造形と表現 三原 信彦（幼児教育学科 講師）
院短期大学
の関係について考察し、実技制作実習を通して、実際の指導
に必要な技術・指導法を学ぶ。

福岡県久留米
市

6時間 平成25年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

平成25年5月16日～
50人
平成25年7月19日

幼児教育に手具体操を導入することにより、創造性の開発
を助長させ、幼児の肉体的、精神的発達や、団体生活での心
構えを養成できることを学ぶ。実技演習では、手具・遊具の制
久留米信愛女学
保育実践研究「幼児の身体表現」 作を行う。それを使用した実践活動として運動遊び、リズム体 多田内 幸子（幼児教育学科 教授）
院短期大学
操、手具体操および手具を利用したマスゲーム等の基礎運
動、さらにそれらの理解に基づき自らリズム体操、手具体操
の創作を行い、指導者としての実践を行う。

福岡県久留米
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5月16日～
平成25年7月19日

平253532856681号

0942-43-4532

幼児の発達段階に応じた音楽表現について考察する。特に
楽器を用いた音楽表現を取り上げ、幼児の発達に合わせた
久留米信愛女学
保育実践研究「幼児の音楽表現」 リズム奏とそこから展開できる表現についての考察を行い、
院短期大学
実技演習を通して、実際の指導に必要な楽器の奏法などの
技術、編曲法、指導法を学ぶ。

福岡県久留米
市

6時間 平成25年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年7月19日

平253532856682号

0942-43-4532

佐賀県佐賀市

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5月16日～
平成25年8月9日

平253534556124号

0952-23-5145

仲嶺 まり子（別府大学短期大学部初等教育科
助手、大分大学教育福祉科学部非常勤講師、別
府大学短期大学部初等教育科助教授、ＮＨＫ文
本講習は保育現場での質を高めるをテーマに①音楽・遊び・
化センター講師、別府大学短期大学部学長補
動き・創作という４つの項目について ②子どものあそびの見
長崎県雲仙市
佐）
方、環境、教師の質などについて講義を行ないます。
前田 志津子（福岡教育大学付属幼稚園教諭、
長崎大学教育学部非常勤講師、活水女子大学
専任講師）

6時間 平成25年7月26日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月30日

平258134056181号

03-3237-1957

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平252007956519号

096-321-6609

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平252007956520号

096-321-6609

佐賀女子短期大 幼稚園教育要領改訂から５年
学
―改訂内容を改めて振返る

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

熊本県立大学

熊本県立大学

椎山 克己（幼児教育学科 教授）

①改訂で最も追加が多かった保育内容「人間関係」の領域に
ついて考える。
②改訂では、幼小連携の本格的な取り組みに備えて「考える
井手 一雄（こども学科教授）
姿勢」がより一層重視された内容になっている。科学遊びを
岡﨑 昭久（こども学科教授）
通して、「考える姿勢」について学ぶ。
大村 綾（こども学科講師）
③改訂では、教育課程外の活動にも言及されている。教育課
程外活動としての子育て支援、保護者支援について考える。

カウンセリングの主な理論について説明し、特に基本的かか
わり技法(クライエント中心)の考え方と方法(技法)を説明し、
その上でロールプレイの実習を行う。後半では参加者の体験
学校カウンセリングの理論と実践
田中 宏尚(文学部教授)
事例や模擬事例を元に、それらの事例についての討論をおこ
ない理解を深め、今後の教育相談や生徒指導に役立たせる
ことを目的としている。

古典文学と日本語の語彙を捉え
る視点

古典文学分野においては、古代の物語作品における主人公
像の検証をもとに、文法や文学史の知識以外に、学習者に
伝えるべき内容を考察する。また、日本古典におけることば
遊びの事例を検討しながら、それを古典学習への興味喚起 鈴木 元 （文学部教授）
の手掛かりとして利用する方策について考察する。語彙分野 米谷 隆史（文学部准教授）
においては、日本語における漢語・外来語移入の史的概略を
確認し、現代日本語における各語種の品詞上・意味上の役
割分担が有する意味を考察する。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月20日

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月21日
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教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

教諭

中学校・高等学校
国語科教諭向け

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

「英語らしさ」を軸にコミュニケーション指導について考察しま
す。英語母語 話者の概念の捉え方に着目し、単に文法的に
正しいだけではなく、 英語らしい表現という観点からコミュニ 吉井 誠（文学部教授）
英語科におけるコミュニケーション
ケーションを再考します。 英語における自然なコミュニケー
Richard Lavin (文学部教授）
指導
ションをはぐくむための colloquial expressions を活用した指 村尾治彦（文学部教授）
導について、また、英語らしく意見を表明する指導について考
えます。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

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
英語科教諭向け

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平252007956521号

096-321-6609

環境教育(1)森・海を題材にして

この講習では、人間が身近に接する自然の生態系、すなわち
井上 昭夫（環境共生学部准教授）
陸上の森林及びそれにつながる藻場・干潟などの沿岸海域
堤 裕昭（環境共生学部教授）
を題材に、その仕組みと働きや保全のための活動について
小森田 智大（環境共生学部助教）
理解を深める。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月20日

教諭

全教諭

6,000円

36人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平252007956522号

096-321-6609

熊本県立大学

環境教育(2）水・廃棄物を題材に
して

地球温暖化をはじめ，食料生産とエネルギーの確保，有害化
学物質による環境汚染，黄砂による大気汚染など，危機的状
況にある地球環境問題の中から，特に水環境と廃棄物の問
題を取り上げ，最新の研究事例を紹介するとともに，我々が 石橋 康弘（環境共生学部教授）
暮らしの中でできる環境対策について議論する。また，最新 小林 淳（環境共生学部助教）
の廃棄物処理の方法について解説するとともに，身近な廃棄
物の処理・再資源化の方法を体験的に学習し，それらの応用
方法についても議論する。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月21日

教諭

全教諭

6,000円

36人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平252007956523号

096-321-6609

熊本県立大学

本講義では、国内外における食料生産の現状と課題、並び
に現代社会における食・農・環境とそれらの関係を理解する
環境教育（3）食と農をめぐる環境
松添 直隆（環境共生学部教授）
ことを到達目的とする。また、身近な植物や種子を使った食・
農・環境教育の実践方法について学ぶ。

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月22日

教諭

全教諭

6,000円

36人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平252007956524号

096-321-6609

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月22日

6,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平252007956525号

096-321-6609

熊本県立大学

熊本県立大学

巷にあふれる食や健康に関する情報は玉石混淆であり、正
しい情報を選択し、それらを日常生活に生かす能力の習得が
今後ますます重要となると考えられる。そこで、食や健康に関
福島 英生（環境共生学部教授）
する知識や情報を整理するだけでなく、それらに関する問題
松崎 弘美（環境共生学部教授）
や課題を多角的に考察する機会を提供することによって、
松本 直幸（環境共生学部准教授）
「食」と上手に付き合いながら「健康」に生きることを考える機
会や食育の新たな展開を考えるための足がかりを得ることを
目的とする。

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

熊本県立大学

「食」と「健康」を考える

熊本県立大学

この講習では、生徒、児童に「効率的で楽しい」授業のために
パソコンを活用する実践的な手法を取り扱います。具体的に
は、教育におけるICTの活用、Webを活用した情報の提示、コ
授業をブラッシュアップするパソコ
ンピュータと教材を講義と演習形式で行います。演習では、
ン活用
一人一台のパソコンを使い、インターネットが活用できる環境
を提供し、教員が教材を作るだけではなく、児童・生徒が自ら
コンテンツを作成できる環境についても考察します。

宮園
飯村
金井
小薗

博光（総合管理学部教授）
伊智郎（総合管理学部教授）
貴（総合管理学部准教授）
和剛（総合管理学部准教授）

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月20日

教諭

全教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平252007956526号

096-321-6609

熊本県立大学

この講習では、生徒、児童に「効率的で楽しい」授業のために
パソコンを活用する実践的な手法を取り扱います。具体的に
は、教育におけるICTの活用、Webを活用した情報の提示、コ
授業をブラッシュアップするパソコ
ンピュータと教材を講義と演習形式で行います。演習では、
ン活用
一人一台のパソコンを使い、インターネットが活用できる環境
を提供し、教員が教材を作るだけではなく、児童・生徒が自ら
コンテンツを作成できる環境についても考察します。

宮園
飯村
金井
小薗

博光（総合管理学部教授）
伊智郎（総合管理学部教授）
貴（総合管理学部准教授）
和剛（総合管理学部准教授）

熊本県熊本市

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5月16日～
平成25年6月15日

平252007956527号

096-321-6609

熊本県立大学

この講習では、生徒、児童に「効率的で楽しい」授業のために
パソコンを活用する実践的な手法を取り扱います。具体的に
は、教育におけるICTの活用、Webを活用した情報の提示、コ
授業をブラッシュアップするパソコ
ンピュータと教材を講義と演習形式で行います。演習では、
ン活用
一人一台のパソコンを使い、インターネットが活用できる環境
を提供し、教員が教材を作るだけではなく、児童・生徒が自ら
コンテンツを作成できる環境についても考察します。

宮園
飯村
金井
小薗

博光（総合管理学部教授）
伊智郎（総合管理学部教授）
貴（総合管理学部准教授）
和剛（総合管理学部准教授）

熊本県熊本市

6時間 平成25年8月22日

教諭

全教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月15日

平252007956528号

096-321-6609

大分県大分市

6時間 平成25年7月23日

教諭

中（社会）・高等学
校（公民）（商業）
教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856540号

097-554-7992

大分大学

ミクロ経済学入門

ミクロ経済学は、マクロ経済学と伴に、経済学の基礎分野の
一つである。そのため、そこにおけるモデル分析の基本的枠
組みと論理展開を理解しておくことは、以降の各専門分野を
学ぶ上で不可欠である。さらに、ミクロ経済学における理論分 井田 知也(経済学部教授）
析道具は、今日の日本経済が直面する課題を考える際にも
有益である。本講義では、経済学の初歩的な理解のために、
特にミクロ経済学の基本を中心に講義する。
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「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

大分大学

日本の大手企業の国際競争力の低下と経済や社会の混迷
が続くなか、地域のビジネス界においては、小さいがしかし状
況打開への新しい動きが始まっている。そうした地域ビジネ
地域のビジネスと職業・経営人材 スの現状について明らかにするとともに、地域ビジネスを担
松尾 純廣（経済学部教授）
教育について
いリードしていく新しい職業人材および経営人材のあり方と教
育の方向性について検討します。地域ビジネスの例：ご当地
ビジネス、「ストリート（ファッション）」ビジネス、農業ビジネス
など。

大分県大分市

6時間 平成25年7月26日

教諭

中（社会）・高等学
校（公民）（商業）
教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856541号

097-554-7992

大分大学

現行の学習指導要領において「鑑賞の指導を重視する」こと
が改訂の柱として示されているように、図画工作科の授業に
おいて鑑賞指導を充実させることがいっそう重視されている。
図画工作科における美術鑑賞の 本講習では、実際の授業で活用できる「対話型鑑賞法」や
冨田 礼志（教育福祉科学部教授）
指導法
「アートカードを使った鑑賞法」などの指導法について演習を 藤井 康子（教育福祉科学部講師）
通して検討する。図画工作科の授業における鑑賞指導を充
実させるための講義と具体的な演習を通して理解を深めてい
く。

大分県大分市

6時間 平成25年7月26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5月22日

平251007856542号

097-554-7992

生活の科学

本講習では，理科，特に化学の視点から身の周りの科学に
ついて概説します．特に，身の周りの物質や自分自身を作っ
ている分子の話，それらが関わる現象，生活にきってもきれ
ない光や熱がどう物質と関係しているか（色の見え方や「光 守山 雅也（工学部准教授）
る」ってどういうことか）など，化学（科学）を理解する上で大切
な概念について解説します．学校でも実践可能な，子どもの
興味を引くための簡単な実験もいくつか行う予定です．

大分県大分市

6時間 平成25年7月30日

教諭

小・中学校教諭
（教科指定なし）

6,000円

32人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856543号

097-554-7992

デッサンドリル（静物基礎）

描くことの意義や描画指導のあり方について実践を通して考
察し、静物デッサンに求められる対象を正確に把握する描画
方法を習得する。デッサン、スケッチ、ドローイング、クロッ
藤井 康子（教育福祉科学部講師）
キー、素描等の描画行為が如何に生活と密着したものであ
り、教科の枠を超えて機能的なものであるかを講義と具体的
な演習を通して理解を深めていく。

大分県大分市

6時間 平成25年7月30日

教諭

小・中・高等学校
教諭（美術）

6,000円

15人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856544号

097-554-7992

教育相談実践講座－学校カウン
セリングとマネジメント－

学校教育相談、学校カウンセリングの立場から、児童生徒の
情緒的問題（不登校、いじめ、非行、自傷など）や家庭背景の
問題の理解と支援のあり方を実践的に考察する。具体的に
は、①発達的観点とカウンセリングの観点から理解やアセス 武内 珠美（教育福祉科学部教授）
メントについて講義する。②カウンセリング的な関わり方につ 渡辺 亘（教育福祉科学部准教授）
いて理論と実習を行なう。③ケースマネジメントの視点から個 溝口 剛（教育福祉科学部准教授）
別の関わり、学級経営・学年経営や、校内のシステム作り、
医療・福祉機関との連携のあり方について、実践例から検討
を行なう。

大分県大分市

6時間 平成25年8月1日

小・中・高等学校
教諭
教諭、養護教諭
養護教諭
（教科指定なし）

6,000円

平成25年5月16日～
60人
平成25年5月22日

平251007856545号

097-554-7992

人文地理学の基礎と実践

中国における土地利用変化の実態とそれが環境問題として
どのような意味を持つのかを考えていく。改革開放政策導入
以後，中国では急速に経済発展しているが，自然条件と歴史
的条件を基礎として形成された土地利用をどのように変化さ 土居 晴洋（教育福祉科学部教授）
せているのかを明らかにする。考察にあたっては，最新の統
計データをグラフ化，地図化することにより，土地利用変化の
経年的特徴や地域的差異に注目することを重視する。

大分県大分市

6時間 平成25年8月1日

教諭

小・中（社会）・高
等学校（地歴）教
諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856546号

097-554-7992

デッサン・ドリル（人物基礎）

美術教育において教員が最も困難と感じ，また，児童・生徒
の美術嫌いの元とされるデッサンの指導力を付けるため，鉛
筆によるデッサンの基礎的な訓練を行う。人物モデルをつ
佐脇 健一（教育福祉科学部教授）
かってクロッキーや部分スケッチを行い，人物の基礎的表現
力を養う。

教諭

小・中・高等学校
教諭（美術）

6,000円

平成25年5月16日～
15人
平成25年5月22日

平251007856547号

097-554-7992

6時間 平成25年8月2日

小・中・特別支援
教諭
学校教諭、養護
養護教諭
教諭

6,000円

55人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856548号

097-554-7992

大分県大分市

6時間 平成25年8月2日

養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856549号

097-554-7992

大分県大分市

6時間 平成25年8月5日

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856550号

097-554-7992

大分大学

大分大学

大分大学

大分大学

大分大学

大分大学

大分大学

大分大学

大分県大分市

清末 直樹（大分県教育庁特別支援教育課指導
主事兼主幹）
勝谷 齊（大分子ども発達支援センター 副セン
ター長）
後藤 みゆき（教育福祉科学部非常勤講師）
大分県大分市
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）

特別支援教育の基礎と実践B

学校教育法の一部改正により、2007年度から特別支援教育
始まった。特別支援教育の学校現場における児童生徒の生
活や学習上の困難を改善または克服するための実践的な指
導や支援のあり方およびその考え方についての講義を行う。

養護教諭のための学校保健

養護教諭のための学校保健として、次の内容を学ぶ。
①学校における感染症（小児感染症等について）
②学校における精神医学（急激な不安への対処等）
③救急医学（急な病気や外傷の生徒に対する応急手当時の
初期対応について）
④消化器感染症について

古典語から現代語への変遷（文
法考察）

品詞の問題，活用や活用の種類の問題，指示詞の問題，敬
語の問題を各一時間ずつ行う予定である。品詞に関しては品
詞認定の仕方を，活用に関してはラ抜き言葉の問題について
取り扱い，指示詞や敬語の問題では，古典語の指示詞や謙
荻野 千砂子（教育福祉科学部講師）
譲語には現代語と異なる文法があることを解説する。この講
義の目的は，自分自身の中で古典文法・口語文法の双方を
リンクさせ，古典教材解釈や口語文法解説に役立つ知識を
身につけることとする。

藤田
重光
兒玉
工藤

長太郎（保健管理センター教授）
修（医学部教授）
雅明（保健管理センター講師）
欣邦(保健管理センター准教授)
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6時間 平成25年8月1日

教諭

中・高等学校教諭
（国語）

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

大分大学

大分大学

大分大学

大分大学

大分大学

大分大学

大分大学

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

本講座は，「参加型の演習」であり，講義ではありません。ま
ず，小学校英語活動の考え方の理解をはかります。続いて，
小学校外国語活動の考え方と進 ペアやグループで演習をおこない，実践的な指導技術の習
御手洗 靖（教育福祉科学部准教授）
め方
得をめざします。内容は，発音，クラスルームイングリッシュ，
チャンツ，歌，新出表現を使った対話練習，コミュニケーション
活動などです。

安東 和子（大分県教育庁特別支援教育課長）
野田 幸代（大分県教育センター特別支援教育
部長）
麻生 和江（教育福祉科学部教授）
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）

講習の開催地

時間数

講習の期間

大分県大分市

6時間 平成25年8月5日

大分県大分市

6時間 平成25年8月5日

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校教諭及び
小中一貫・連携校
の英語教諭に限
る

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

6,000円

24人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856551号

097-554-7992

6,000円

55人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856552号

097-554-7992

特別支援教育の基礎と実践A

障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じて適
切な指導と必要な支援を行う特別支援教育の理論と実践そ
して最近の動向についての講義及び、障害のある児童生徒
への体育の専門家による実践研究（知的障害のある人への
ダンス・プログラム）についての講義と演習を行う。

職業としての社会福祉

超高齢社会の到来などにより，福祉専門職の社会的ニーズ
は高まっている。一方，偏った報道などにより，福祉専門職に
対しての誤解も生じている。たとえば，「待遇が悪い」も一面
的な見方である。そこで本講義では，社会福祉の現況を概観
廣野 俊輔（教育福祉科学部講師）
した上で，福祉専門職の位置づけや資格取得ルート，待遇，
工藤 修一（教育福祉科学部講師）
働きがいなどを理解することをねらいとする。そして，これらを
通して，福祉専門職を目指す生徒への進路指導の充実を図
る。なお，本講義で扱う専門職は，社会福祉士，精神保健福
祉士，介護福祉士の3つである。

大分県大分市

6時間 平成25年8月6日

教諭

高等学校教諭（進
路指導）

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856553号

097-554-7992

芸術史学の現在

美術史、音楽史それぞれの専門の教員が２コマずつ担当す
る。美術と音楽の各分野につき、国内外の作品、演奏など具
松田 聡（教育福祉科学部教授）
体的な事例を取り上げて近年の新たな知見を紹介し、芸術に
田中 修二（教育福祉科学部准教授）
対する歴史的アプローチの方法や意味について理解を深め
る。

大分県大分市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小・中・高等学校
教諭（教科指定な
し）

6,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856554号

097-554-7992

国語教育における文学教材

本講習では、国語教科書で扱われていたり、また国語の授業
において扱うのにふさわしいと思われる文学作品を取り上
げ、文学の最新の研究成果を踏まえながらそれらについて講 佐々木 博康（教育福祉科学部教授）
じるとともに、それらをどのように教育現場に活かしていくか、 藤原 耕作（教育福祉科学部准教授）
受講者とともに考えていくことを通して、教育内容の充実を期
したい。

大分県大分市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小･中・高等学校
教諭（国語）

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856555号

097-554-7992

多文化共生社会を考える

学習指導要領に明記された「伝統や文化に関する教育の充
実」を、社会科を中心に各教科で図るため、「東アジアの社会
と文化」と「日本の社会と文化」という主題のもとで、過去そし 甘利 弘樹（教育福祉科学部准教授）
て現在における多文化共生社会の展開について解説しま
す。

大分県大分市

6時間 平成25年8月7日

教諭

小・中・高等学校
教諭（教科指定な
し）

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856556号

097-554-7992

デッサン・ドリル（人物応用）

人体は美術表現の中で重要なテーマの一つであり、魅力ある
モチーフでもある。人物モデルを使ったクロッキーやデッサン
をとおして人体の美しさを再発見するとともに、鉛筆をはじ
久間 清喜（教育福祉科学部教授）
め、色彩によるドローイングなど、複数の画材を使った絵画表
現技法についての知識を深めることによって、より充実した描
画指導ができるようにする。

大分県大分市

6時間 平成25年8月7日

教諭

（小）・中・高等学
校教諭（美術）

6,000円

15人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856557号

097-554-7992

ディジタルコンテンツとコミュニ
ケーション

主に技術科教育におけるディジタルコンテンツの学習利用に
ついて、現状を分析し、背景にある認知科学的視点やユーザ
ビリティーについてその在り方等を考える。また、ディジタルコ
ンテンツを用いた学習の方法（学習支援や学習ストラテジに
市原 靖士（教育福祉科学部准教授）
ついて）を紹介する。更に、自作したディジタルコンテンツの評
価や分析方法等を実践演習を通して解説する。中学校技術
科における実践事例を多く扱うため、主な受講対象者は中学
校教諭とする。

大分県大分市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中学校教諭（技術
科）

6,000円

10人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856558号

097-554-7992

大分県大分市

6時間 平成25年8月7日

小・中学校教諭、
教諭
養護教諭（教科指
養護教諭
定なし）

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856559号

097-554-7992

6時間 平成25年8月7日

小学校教諭及び
小中一貫・連携校
の英語教諭に限
る

6,000円

平成25年5月16日～
24人
平成25年5月22日

平251007856560号

097-554-7992

障害の子どもたちへの支援、児童虐待、いじめ、不登校やひ
きこもり、少年犯罪、薬物やアルコール問題、リストカットや性
の課題など、児童を取り巻く様々な問題について事例をもと
に理解し、地域の資源としての学校が果たすべき機能と、こ
児童・生徒の生活課題とスクール
れからの教師に求められる役割を考える。専門職がそれぞ 衣笠 一茂（教育福祉科学部教授）
ソーシャルワーク
れの持つ専門性や役割を果たしてゆくことによって、児童の
問題を解決し、もってその人格の成長・発達を目指す「協働
のネットワーク」の必要性について、事例から考察する。

本講座は，「参加型の演習」であり，講義ではありません。ま
ず，小学校英語活動の考え方の理解をはかります。続いて，
小学校外国語活動の考え方と進 ペアやグループで演習をおこない，実践的な指導技術の習
御手洗 靖（教育福祉科学部准教授）
め方
得をめざします。内容は，発音，クラスルームイングリッシュ，
チャンツ，歌，新出表現を使った対話練習，コミュニケーション
活動などです。

大分県大分市
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小・中・特別支援
教諭
学校教諭、養護
養護教諭
教諭

教諭

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

大分大学

講習の名称

講習の概要

「図画工作」「音楽」「体育」「家庭」の４教科に関する講座を開
小学校の教育内容の充実（技能・ 設して（各教科75分間），小学校における技能・表現系の教
表現系講座）
科に関する最新の動向を考察する。修了認定試験は，当日
の最後の時間（60分間）に実施する。

担当講師
冨田
松本
西本
財津

礼志（教育福祉科学部教授）
正（教育福祉科学部教授）
一雄（教育福祉科学部教授）
庸子（教育福祉科学部教授）

講習の開催地

大分県大分市

『生徒指導提要』の内容や逸脱に関する理論を踏まえつつ、
少年非行の実態・特徴を講じるとともに、少年鑑別所におけ 高橋 泰夫（九州大学大学院人間環境学府非常
る非行臨床実践やスクールカウンセラーとして関わった体験 勤講師）
大分県大分市
から得られた知見に基づき，学校における反社会的行動へ 長谷川 祐介（教育福祉科学部准教授）
の関わり方，生徒指導体制の在り方などを考察する。

大分大学

少年非行と生徒指導

大分大学

小・中学校社会科及び高等学校地理歴史科・公民科，そして
総合的な学習の時間においても，社会環境に関わる学習は
重要なテーマとなっている。本講座では，環境に関わる倫理
社会環境学習に関わる倫理・法律 問題について哲学・倫理学研究の知見を提示するとともに、 黒川 勲（教育福祉科学部教授）
学の最前線
環境に関わる災害について防災の見地から法律学研究の実 山崎 栄一（教育福祉科学部准教授）
証的な知見を提示する。それによって、新たな社会環境学習
のプランニングのための学術的成果を踏まえた学習の枠組
みや学習素材を提供する。
複雑な現代社会において，私たちは日常生活のなかで様々
な問題に遭遇する．それぞれの現場で問題解決を図るには
何をすべきかを他者とともに主体的に考え，行動するために
は，私たち一人ひとりが自分の置かれた社会的状況を知り， 豊島 慎一郎（経済学部准教授）
他人事ではなく，「自分自身の問題」として様々な問題を捉
え，知識を深めていく必要がある．本講習では，社会学の立
場から「現代に生きる私たちの課題」について考察していく．

時間数

講習の期間

6時間 平成25年8月9日

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校教諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

6,000円

100人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856561号

097-554-7992

6,000円

110人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856562号

097-554-7992

平251007856563号

097-554-7992

6時間 平成25年8月9日

小・中・高・特別支
教諭
援学校教諭、養
養護教諭 護教諭（教科指定
なし）

大分県大分市

6時間 平成25年8月9日

教諭

小・中（社会）・高
等学校（地歴）（公
民）教諭

6,000円

平成25年5月16日～
30人
平成25年5月22日

大分県大分市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中（社会）・高等学
校（公民）教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856564号

097-554-7992

大分大学

現代社会へのアプローチ

大分大学

中・高における体育の授業の充実・発展に向けた知見を提供
する。具体的には，石橋は体育の授業等での生徒の健康安
全を守るため熱中症を運動生理学的に解説する。古城は水 石橋 健司（教育福祉科学部教授）
学校体育に活かす健康・スポーツ
泳・ソフトテニス等を事例として，初心者のためのスポーツ運 古城 建一（教育福祉科学部非常勤講師）
科学A
動の学習・指導法を講義する。麻生は表現，創作ダンス，リ 麻生 和江（教育福祉科学部教授）
ズムダンス，身体感覚の知覚による即興表現，身体つくり等
の観点から，体育にアプローチする。

大分県大分市

6時間 平成25年8月9日

教諭

中・高等学校教諭
（保健体育）

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856565号

097-554-7992

大分大学

様々な教科において、子どもの自然認識は学習活動を進め
る際の基礎となる。この講座では効果的な自然認識の方法と
理論を実践的に学び修得することを目的としている。自然認
授業に活用する自然認識の理論
識を、単に自然の事物現象から情報を引き出す作業としてだ 牧野 治敏（高等教育開発センター教授）
と実践
けでなく、日本ネイチャーゲーム協会が推奨する手法と理論
を踏まえ、子どもたちの五感をフルに活用して自然に親しむ
観点も重視しながら、授業への導入方法を考察する。

大分県大分市

6時間 平成25年8月21日

教諭

幼稚園、小学校
教諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856566号

097-554-7992

大分大学

小学校の教育内容の充実（教科
基礎系講座）

「国語」「社会」「算数」「理科」の４教科に関する講義を行い、
（各教科75分間），小学校における教科基礎系の教育に関す
る最新の動向を考察する。修了認定試験は，当日の最後の
時間（60分間）に実施する。

大分県大分市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

120人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856567号

097-554-7992

理科観察・実験講座（物理）

本講座では，物理学実験を通して中学校・高等学校理科の
授業を行うための実践力を養います。主に中学校・高等学校
藤井 弘也（教育福祉科学部教授）
で行われる物理の実験を通して科学的な見方を学びます。
山下 茂（教育福祉科学部教授）
内容は，力学，電磁気，音，光，波動，現代物理学などから
軸丸 勇士（元大分大学教育福祉科学部教授）
代表的な実験テーマを選び，実験・講義を通して，物理の本
質を学びます。

大分県大分市

6時間 平成25年8月21日

教諭

中・高等学校教諭
（理科）

6,000円

24人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856568号

097-554-7992

大分大学

デッサン・ドリル（静物応用）

描画指導のためのデッサン力を育成する講座。デッサンにお
ける重要な要素である観察する力を身につけるため，対象物
の見方から，幾何形体の描写に必要な2点透視図法の解説 廣瀬 剛（教育福祉科学部准教授）
および実践，地と図の関係，質感の異なるモチーフの組み合
わせの描写まで，静物デッサンの総合的な力を養う。

大分県大分市

6時間 平成25年8月21日

教諭

（小）・中・高等学
校教諭（美術）

6,000円

15人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856569号

097-554-7992

大分大学

生徒にとってわかりやすく，かつ本質的な理解につながる英
語の文法・語彙指導とはいったいどのようなものであろうか。
本講習では，このような問題意識を持ちながら，受講者と一
生徒にとってわかりやすい英語の 緒に考えていきたい。この問いへの答えの一つとして，認知
橋本 美喜男（教育福祉科学部准教授）
文法・語彙指導について
言語学の理論を英語学習に応用するという考えがある。従っ
て，本講習の内容は，①認知言語学の考え方の簡単な紹
介，②文法指導への応用，③語彙指導への応用，の三つか
ら成る。

6,000円

平成25年5月16日～
50人
平成25年5月22日

平251007856570号

097-554-7992

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856571号

097-554-7992

大分大学

大分大学

理科観察・実験講座（化学）

堀 泰樹（教育福祉科学部教授）
平田 利文（教育福祉科学部教授）
川嵜 道広（教育福祉科学部教授）
三次 徳二（教育福祉科学部准教授）

本講座では，中学校・高等学校理科の内容とかかわりのある
化学実験を行います。内容は，気体の性質についてボイル・
シャルルの法則の成り立ち、水溶液においてはイオン交換に
中島 俊男（教育福祉科学部教授）
よる水の精製，色素物質とスペクトル、ナイロンの合成，電気
芝原 雅彦（教育福祉科学部准教授）
分解と電池，ミセル形成の実験、マイクロスケール実験を利
用した金属陽イオンの反応と水溶液の性質などから実験テー
マを選び，実験・講義を通して，化学の本質を学びます。

大分県大分市

6時間 平成25年8月21日

教諭

小・中・高等学校
教諭（英語）

大分県大分市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中・高等学校教諭
（理科）
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

中学校技術科の「情報に関する技術」に関して，現在のコン
ピュータ特にパソコンのハードウェアとソフトウェアを理解する
ことを目的とする。
谷野 勝敏（教育福祉科学部教授）
コンピュータの歴史，これまでのパソコンのハードウェアやソ
フトウェアについて講義するとともに，パソコンのハードウェア
やソフトウェアの最新情報について解説する。

大分大学

中学校技術科「情報に関する技
術」の最新情報

大分大学

本講座では，ICT（今回は，iPad）を活用した授業を行うために
求められる指導方法を学びます。そのために，午前中は「情
報教育」に必要なICTに関する基礎と教育の情報化について
ICTを有効活用した教育の基礎と
大岩 幸太郎（教育福祉科学部教授）
の取り組みを紹介します。午後は実際にiPadを使いながら，
実践
大隈 ひとみ（教育福祉科学部講師）
分かる授業・深める授業のための実践を行います。なお，実
習で使用するiPadを用意できない方には，こちらで用意する
予定です。

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

大分県大分市

6時間 平成25年8月22日

教諭

中学校教諭（技術
科）

6,000円

15人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856572号

097-554-7992

大分県大分市

6時間 平成25年8月22日

教諭

小・中・高等学校
教諭（教科指定な
し）

6,000円

25人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856573号

097-554-7992

大分県大分市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中・高等学校
教諭（教科指定な
し）

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856574号

097-554-7992

大分県大分市

6時間 平成25年8月23日

教諭

（幼稚園）小学校
教諭・特別支援学
校小学部教諭

6,000円

120人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856575号

097-554-7992

6,000円

平成25年5月16日～
30人
平成25年5月22日

平251007856576号

097-554-7992

大分大学

振動の世界

我々の生活の中には，様々な振動や騒音が存在している．
楽器などでは美しい音を奏でる一方で，地震や騒音は有害と
なる振動である．本講習では，様々な身の回りの物理現象か
劉 孝宏（工学部教授）
ら，世の中で発生しているいろいろな振動現象に到るまで，ビ
デオによる事例紹介や，簡単な実演を行い，教育現場で現象
を見る目を育成できるような講義を行う．

大分大学

小学校の教育内容の充実（幼小
特別支援教育講座）

「生活科」「幼児の指導」「幼小連携」「特別支援教育」の４領 牧野 治敏（高等教育開発センター教授）
域に関する講座を開設して（各教科75分間），幼小特別支援 麻生 良太（教育福祉科学部准教授）
教育に関する最新の動向を考察する。修了認定試験は，当 梅村 優子（教育福祉科学部非常勤講師）
日の最後の時間（60分間）に実施する。

大分大学

本講習では，改訂された小学校社会科，中学校社会科，高
校地理歴史科および公民科の学習指導要領の目標と内容に
ついて考察した上で，世界的に注目されている市民性教育に
市民性教育の最前線ーASEAN諸 ついての理解を深めることをねらいとする。本講習では，ま
平田 利文（教育福祉科学部教授）
国における動向
ず，新学習指導要領の目標と内容について確認し，市民性
教育の概念について考察する。そして，ASEAN諸国における
市民性教育の動向，市民性教育の目標と内容，市民性教育
の単元構成と授業づくりについて検討する。

大分県大分市

6時間 平成25年8月23日

教諭

小・中（社会）・高
等学校（地歴）（公
民）教諭

大分大学

理科観察・実験講座（生物）

本講座では，生物学についての講義と実習を行う。動物分野
では，近年，野生動物に起こっている現象について扱う。外
来生物や絶滅危惧種の問題について解説し，簡単な実験や
高濱 秀樹（教育福祉科学部教授）
観察を行う。植物分野では，食用としている野菜や果物，穀
泉 好弘（教育福祉科学部准教授）
類などを例にして，植物の器官（根，茎，葉，花）や種子，果
実の構造についての講義を行う。さらに，代表的なものにつ
いては実物の観察を行う。

大分県大分市

6時間 平成25年8月23日

教諭

中・高等学校教諭
（理科）

6,000円

20人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856577号

097-554-7992

大分大学

子どもの遊びがもつ発達的意義や発達過程について学ぶと
ともに，子どもが示す「遊びこころ」（どのような「もの」や「こと」
であっても遊びに変えてしまう心性）に寄り添うための留意点
子どもの遊びと発達―遊びこころ
について考える。また，実際の遊び活動（今回も①光るドロだ 田中 洋（教育福祉科学部准教授）
の理解と実際―
んご作りか，②立体折り紙ヒコーキ作りのいずれか）を体験す
ることを通じて，子どもの遊びの本質―子どもにとって遊びの
面白さとは何か―について考える。

教諭

現職の幼稚園教
諭又は、幼稚園に
採用される見込の
ある者

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856578号

097-554-7992

大分大学

小中学校の理科においては、天体の学習は太陽系の外へ目
が向けられることはない。一方で宇宙開発や銀河に関する話
題が国語の教科書で取り上げられている。本講習では理科
宇宙からの視点ー人類よ、宇宙人 だけにとらわれず、宇宙を幅広くとらえることを学び、子ども 仲野 誠（教育福祉科学部教授）
になれ
達と一緒に考える事のできる多様な考える視点を提供した
高橋 徹（大分工業高等専門学校教授）
い。それによって教師としての指導基盤としても重要な「宇宙
における地球の位置づけ」という概念を理解していただきた
い。

6,000円

35人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856579号

097-554-7992

大分大学

大分大学

大分県大分市

6時間 平成25年8月23日

大分県大分市

6時間 平成25年8月28日

教諭

小・中・高等学校・
特別支援学校教
諭（教科指定な
し）

社会教育と学校教育の協働

今、学校が様々な問題を抱えている中で「より豊かな教育活
動」を実践するには多くの課題がある。教育基本法13条に
「家庭、学校、地域社会の教育の協働」が条文化され、社会
教育法に「社会教育がその中核的な役割を担う」とされた。さ
中川 忠宣（高等教育開発センター教授）
らに、教育振興基本計画において教育の「縦の接続」と「横の
連携」という基本的考え方が示されたことから、社会教育サイ
ドからの事例研究を通して、学校教育との協働方策及びその
教育的価値について学習を行う。

大分県大分市

6時間 平成25年8月28日

教諭

幼稚園、小・中学
校教諭（教科指定
なし）

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856580号

097-554-7992

歴史研究の最前線

小・中学校社会科及び高等学校地理歴史科において，歴史
学習は世界や日本の様々な歴史的事物・事象を学習対象と
している。その中でも本講座では，特に「日本史・世界史研究
甘利 弘樹（教育福祉科学部准教授）
の最新動向」と「東アジア移民史研究」という二つの主題を中
心に，歴史学研究の実証的な知見を提示・検討しながら，歴
史研究の最前線について考察を深めていく。

大分県大分市

6時間 平成25年8月28日

教諭

小・中（社会）・高
等学校（地歴）教
諭

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856581号

097-554-7992
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講習の開催地
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大分大学

音楽科における教科内容のうち、器楽（鍵盤楽器、管楽器）
の充実をはかる。鍵盤楽器では、歌唱教材の弾き歌いを中
心としたピアノ伴奏法のポイントを、演奏を交えながら概説
音楽科における教科内容の充実
西村 一（教育福祉科学部教授）
し、弾き歌いを実技指導する。管楽器では、各楽器の基本的
（器楽）
田中 星治（教育福祉科学部教授）
奏法であるタンギング、呼吸法、運指法、表現法等に関する
指導法について研究する。また、吹奏楽についての諸問題に
ついても学ぶ。

大分県大分市

6時間 平成25年8月28日

教諭

中・高等学校教諭
（音楽）

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856582号

097-554-7992

大分大学

中・高における保健体育の授業の充実・発展に向けた知見を
提供する。具体的には，西本は技術学習の方法とゲーム学 西本 一雄（教育福祉科学部教授）
学校体育に活かす健康・スポーツ
習について講義する。玉江は21世紀の学校保健であるヘル 玉江 和義（教育福祉科学部准教授）
科学B
スプロモーティングスクールについて講義する。川内谷は柔 川内谷 一志（大分工業高等専門学校教授）
道の指導法と安全指導について実技を中心に講義する。

大分県大分市

6時間 平成25年8月28日

教諭

中・高等学校教諭
（保健体育）

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856583号

097-554-7992

大分県大分市

6時間 平成25年8月28日

教諭

中・高等学校教諭
（家庭科）

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856584号

097-554-7992

家庭科（衣食住・消費生活）

生徒の生活の自立力を育成する中学・高校の家庭科教育に
ついて講義・実習を行う。本講習では，新学習指導要領をふ
まえ、衣食住，消費生活分野を取りあげ，中学・高校の生徒
の生活課題をふまえた家庭科教育のあり方について考え，
各分野の教育内容の充実をはかる。

英語の教科内容の充実

学校現場をふまえて，英語コミュニケーション活動の基礎とな
る英語の音声・発音・つづり字の特質などについて再検討す
るとともに，実践的な演習をおこなう。外国語としての英語学
習入門期の指導の根幹となることがらを学習者の立場から 稲用 茂夫（教育福祉科学部教授）
取り上げて，教育内容の充実を図りたい。主な講習対象は小
学校・中学校教諭（英語）とする。（なお，英語学習入門期の
指導に関心のある高等学校（英語）教諭も受講可能である。）

大分県大分市

6時間 平成25年8月28日

教諭

小・中学校教諭
（英語）

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856585号

097-554-7992

初等教育からのものづくり教育

幼稚園から小学校，中学校，高等学校において展開されてい
るものづくり教育を基に，特に，幼少期からのものづくり教育
に焦点をあて，子どもの意識の変容，最近の研究動向等を講
義する。この講習は，初等教育を担う教員が，教育課程とし 島田 和典（教育福祉科学部講師）
て展開される技術教育（中学校技術・家庭科技術分野，高等 市原 靖士（教育福祉科学部准教授）
学校工業科）の内容を適切に理解し，実践事例からその現状
を把握・考察することを目的とする。その他，人間の知恵の詰
まった道具についても考える。

大分県大分市

6時間 平成25年8月29日

教諭

幼稚園、小学校・
特別支援学校小
学部教諭

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856586号

097-554-7992

大分大学

放射線の光と影

放射線に対する基礎的な知識と利用法について放射線計測
器や個人線量計を実際に見てもらいながら出来る限りわかり
藤井 弘也（教育福祉科学部教授）
やすく説明すると共に，放射線による人体への影響と法規制
について概略を解説します。

大分県大分市

6時間 平成25年8月29日

全ての教諭、養護
教諭
教諭（教科指定な
養護教諭
し）

6,000円

150人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856587号

097-554-7992

大分大学

代数学，幾何学について，最近の話題を交えながら，中学
校・高等学校の教員に求められる数学の教養を講義し，主
豊かな数学的見方考え方を目指
に，代数・幾何的分野における数学的資質の向上と，より深
してＡ
い教材理解を目指して，数学的見方考え方の充実を図りま
す。

大分県大分市

6時間 平成25年8月29日

教諭

中・高等学校教諭
（数学）

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856588号

097-554-7992

保育の環境構成と援助

主に環境の視点から，幼児のさまざまな発達を促す環境の構
成や工夫の仕方について講義するとともに，保育実践または 江良 愛子(別府大学短期大学部保育科教授)
事例を検討しながらグループで議論する。また，幼児が環境 佐藤 慶子(別府大学短期大学部初等教育科教 大分県大分市
とかかわるなかに育ちを見とり，よりふさわしい援助を実践し 授)
省察する営みについても，事例を挙げながら考える。

6時間 平成25年8月29日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856589号

097-554-7992

学校と家庭、地域の協働方策－
子育てを手がかりに－

教育基本法の改正を受け、近年学校と家庭、地域の協働を
推進することが求められている。しかし、学校現場ではその
意義が十分理解されていなかったり、業務の多忙化の中で
意欲的に協働に取り組むことが困難な状況も見受けられる。 岡田 正彦（高等教育開発センター准教授）
本講習では、子育てを入り口にして、最終的には学校や地域
社会全体のエンパワーメントにつながるような協働のあり方を
考える。

大分県大分市

6時間 平成25年8月30日

教諭

幼稚園、小・中学
校教諭（教科指定
なし）

6,000円

40人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856590号

097-554-7992

大分県大分市

6時間 平成25年8月30日

小・中学校教諭、
教諭
養護教諭（教科指
養護教諭
定なし）

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856591号

097-554-7992

大分県大分市

6時間 平成25年8月30日

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856592号

097-554-7992

大分大学

大分大学

大分大学

大分大学

大分大学

望月
財津
都甲
川田

聡（教育福祉科学部教授）
庸子（教育福祉科学部教授）
由紀子（教育福祉科学部講師）
菜穂子（教育福祉科学部講師）

馬場 清（教育福祉科学部教授)
家本 宣幸（教育福祉科学部教授)

本来、「健康な生活（食と栄養、運動と健康、生活リズム）」や
熱中症予防を含む「夏の保健指導」の内容は、生活に役立つ
興味深いテーマであるにもかかわらず、その印象は、しばし
ば退屈で難解であるといわれる。本講習では、それらの話題
住田 実（教育福祉科学部教授）
について、ＮＨＫ映像教材「はてな？で学ぶ保健指導」の監
修・企画者の立場から、実際の映像制作の経験も交えて効
果的な保健授業・教材づくりの方法について考える。

大分大学

視聴覚（映像）教材で創る楽しい
保健授業・保健指導（１）

大分大学

小・中学校社会科及び高等学校地理歴史科において，日本
史・世界史の知見を連携させた授業づくりの必要性が問われ
歴史教育の最前線 ―授業実践 ている。本講座では，特に「歴史授業実践の最新動向」と
甘利 弘樹（教育福祉科学部准教授）
例を通して―
「小・中・高・大における歴史授業の分析」という二つの主題を
中心に，多様な歴史授業の実践例を提示・検討しながら，歴
史教育の最前線について考察を深めていく。

90 / 201 ページ

教諭

小・中（社会）・高
等学校（地歴）教
諭

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

大分大学

解析学，数学一般について，最近の話題を交えながら，中学
校・高等学校の教員に求められる数学の教養を講義し，主
豊かな数学的見方考え方を目指
大野 貴雄（教育福祉科学部講師）
に，解析・応用数学的分野における数学的資質の向上と，よ
してB
中川 裕之（教育福祉科学部講師）
り深い教材理解を目指して，数学的見方考え方の充実を図り
ます。

大分県大分市

6時間 平成25年8月30日

教諭

中・高等学校教諭
（数学）

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856593号

097-554-7992

大分大学

理科観察・実験講座（地学）

本講座では，地学分野における観察・実験の特徴について講
義する。特に午前中は天体望遠鏡の操作実習、午後は簡単
仲野 誠（教育福祉科学部教授）
な気象観測を中心に行う。理科においても地学分野の観察・
西垣 肇（教育福祉科学部准教授）
実験内容を不得意とする教員が多いことが想定されるので，
基礎的内容から解説する。

大分県大分市

6時間 平成25年8月30日

教諭

中・高等学校教諭
（理科）

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856594号

097-554-7992

大分大学

音楽科における教科内容のうち，歌唱領域と鑑賞領域の充
実をはかる。歌唱領域では，歌唱表現のレベルアップをはか
音楽科における教科内容の充実
松本 正（教育福祉科学部教授）
るとともに，体の構造や機能に着目した歌唱法を学ぶ。鑑賞
（歌唱と鑑賞）
栗栖 由美子（教育福祉科学部教授）
領域では，音楽の仕組みや特質を踏まえた教材化の観点か
ら，音楽鑑賞や鑑賞指導のあり方について学ぶ。

大分県大分市

6時間 平成25年8月30日

教諭

中・高等学校教諭
（音楽）

6,000円

30人

平成25年5月16日～
平成25年5月22日

平251007856595号

097-554-7992

大分県大分市

6時間 平成25年11月30日

小・中学校教諭、
教諭
養護教諭（教科指
養護教諭
定なし）

6,000円

50人

平成25年10月3日～
平成25年10月9日

平251007856596号

097-554-7992

小・中・高等学校
教諭
教諭、養護教諭
養護教諭
（教科指定なし）

6,000円

平成25年10月3日～
60人
平成25年10月9日

平251007856597号

097-554-7992

大分大学

視聴覚（映像）教材で創る楽しい
保健授業・保健指導（２）

本来、「むし歯予防」や「かぜ・インフルエンザの予防」「生活
習慣病の予防（血液サラサラ健康生活）」などの内容は、生
活に役立つ興味深いテーマであるにもかかわらず、その印象
は、しばしば退屈で難解であるといわれる。本講習では、そ
れらの話題について、ＮＨＫ映像教材「はてな？で学ぶ保健 住田 実（教育福祉科学部教授）
指導」の監修・企画者の立場から、実際の映像制作の経験も
交えて効果的な保健授業・教材づくりの方法について考え
る。

教育相談実践講座－学校カウン
セリングとマネジメント－

学校教育相談、学校カウンセリングの立場から、児童生徒の
情緒的問題（不登校、いじめ、非行、自傷など）や家庭背景の
問題の理解と支援のあり方を実践的に考察する。具体的に
は、①発達的観点とカウンセリングの観点から理解やアセス 武内 珠美（教育福祉科学部教授）
メントについて講義する。②カウンセリング的な関わり方につ 渡辺 亘（教育福祉科学部准教授）
いて理論と実習を行なう。③ケースマネジメントの視点から個 溝口 剛（教育福祉科学部准教授）
別の関わり、学級経営・学年経営や、校内のシステム作り、
医療・福祉機関との連携のあり方について、実践例から検討
を行なう。

大分県大分市

6時間 平成25年11月30日

自然地理学の基礎と実践

本講習では，日本及び世界の自然景観を題材にして，「景観
を読み解く」という地理学の重要なテーマについて考えてい
く。また，小・中学校社会科及び高等学校地理歴史科の授業
の充実・発展に向けて，無料PCソフトや身近な物で作れる地 小山 拓志（教育福祉科学部講師）
理に関する教材を提示し解説する。このほか，東日本大震災
の事例を基に，学校現場における防災・減災について考えを
深め，受講者と共に討論を行う。

大分県大分市

6時間 平成25年11月30日

教諭

小・中（社会）・高
等学校（地歴）教
諭

6,000円

30人

平成25年10月3日～
平成25年10月9日

平251007856598号

097-554-7992

政治・社会研究の最前線

小・中学校社会科及び高等学校公民科において，政治学習
と現代社会学習は世界や日本の政治と現代社会の様々な事
象を学習対象としている。その中でも本講座では，特に「現代 大杉 至（教育福祉科学部教授）
国際政治」と「現代社会論」という二つの主題を中心に，政治 鄭 敬娥（教育福祉科学部准教授）
学研究と社会学研究の実証的な知見を提示しながら，政治・
社会研究の最前線について考察を深めていく。

大分県大分市

6時間 平成25年11月30日

教諭

小・中（社会）・高
等学校（公民）教
諭

6,000円

30人

平成25年10月3日～
平成25年10月9日

平251007856599号

097-554-7992

保育の環境構成と援助

主に環境の視点から，幼児のさまざまな発達を促す環境の構
成や工夫の仕方について講義するとともに，保育実践または 江良 愛子(別府大学短期大学部保育科教授)
事例を検討しながらグループで議論する。また，幼児が環境 佐藤 慶子(別府大学短期大学部初等教育科教 大分県大分市
とかかわるなかに育ちを見とり，よりふさわしい援助を実践し 授)
省察する営みについても，事例を挙げながら考える。

6時間 平成25年11月30日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成25年10月3日～
平成25年10月9日

平251007856600号

097-554-7992

大分大学

社会教育と学校教育の協働

今、学校が様々な問題を抱えている中で「より豊かな教育活
動」を実践するには多くの課題がある。教育基本法13条に
「家庭、学校、地域社会の教育の協働」が条文化され、社会
教育法に「社会教育がその中核的な役割を担う」とされた。さ
中川 忠宣（高等教育開発センター教授）
らに、教育振興基本計画において教育の「縦の接続」と「横の
連携」という基本的考え方が示されたことから、社会教育サイ
ドからの事例研究を通して、学校教育との協働方策及びその
教育的価値について学習を行う。

6時間 平成25年12月7日

教諭

幼稚園、小・中学
校教諭（教科指定
なし）

6,000円

50人

平成25年10月3日～
平成25年10月9日

平251007856601号

097-554-7992

大分大学

大分県は，標高2000m近くの山岳地帯や，県北，県南地域の
沿岸地帯，そして湯布院，別府などの有数な地熱地帯・温泉
地帯を有しており，自然環境豊かな条件にあります。本講義
大上 和敏（教育福祉科学部准教授）
地域の自然環境を理解する講座 では、大分の自然の中でも「大分の生物」，「大分の温泉・火
永野 昌博（教育福祉科学部講師）
山」について，講義や観察等を通じて理解を深めます。受講
者は，学校の授業などで，その内容をどのように生かしていく
かを考えながら参加して下さい。

教諭

小・中・高等学校・
特別支援学校教
諭（教科指定な
し）

6,000円

平成25年10月3日～
55人
平成25年10月9日

平251007856602号

097-554-7992

大分大学

大分大学

大分大学

大分大学

大分県大分市

大分県大分市
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6時間 平成25年12月7日

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

『生徒指導提要』の内容や逸脱に関する理論を踏まえつつ、
少年非行の実態・特徴を講じるとともに、少年鑑別所におけ 高橋 泰夫（九州大学大学院人間環境学府非常
る非行臨床実践やスクールカウンセラーとして関わった体験 勤講師）
大分県大分市
から得られた知見に基づき，学校における反社会的行動へ 長谷川 祐介（教育福祉科学部准教授）
の関わり方，生徒指導体制の在り方などを考察する。

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

6時間 平成25年12月7日

小・中・高・特別支
教諭
援学校教諭、養
養護教諭 護教諭（教科指定
なし）

6,000円

100人

平成25年10月3日～
平成25年10月9日

平251007856603号

097-554-7992

大分大学

少年非行と生徒指導

大分大学

小・中学校社会科及び高等学校地理歴史科において，日本
史・世界史の知見を連携させた授業づくりの必要性が問われ
歴史教育の最前線 ―授業実践 ている。本講座では，特に「歴史授業実践の最新動向」と
甘利 弘樹（教育福祉科学部准教授）
例を通して―
「小・中・高・大における歴史授業の分析」という二つの主題を
中心に，多様な歴史授業の実践例を提示・検討しながら，歴
史教育の最前線について考察を深めていく。

大分県大分市

6時間 平成25年12月7日

教諭

小・中（社会）・高
等学校（地歴）教
諭

6,000円

30人

平成25年10月3日～
平成25年10月9日

平251007856604号

097-554-7992

大分大学

多文化共生社会を考える

学習指導要領に明記された「伝統や文化に関する教育の充
実」を、社会科を中心に各教科で図るため、「東アジアの社会
と文化」と「日本の社会と文化」という主題のもとで、過去そし 甘利 弘樹（教育福祉科学部准教授）
て現在における多文化共生社会の展開について解説しま
す。

大分県大分市

6時間 平成25年12月14日

教諭

小・中・高等学校
教諭（教科指定な
し）

6,000円

30人

平成25年10月3日～
平成25年10月9日

平251007856605号

097-554-7992

大分大学

低炭素社会を目指して

低炭素社会の実現を目指して自然エネルギーの利用の推進
が求められている．この講座では自然エネルギー利用の発
電のうち，代表的な太陽光発電と風力発電について，そのシ
ステムがどのようなものか，さらにその課題について実際の 江崎 忠男（工学部非常勤講師）
システムの体験を含め理解を深める．また省エネルギーのた
めの有力な未来技術である超伝導の応用について講義・デ
モンストレーションで理解する．

大分県大分市

6時間 平成25年12月14日

教諭

小・中・高等学校
教諭（教科指定な
し）

6,000円

60人

平成25年10月3日～
平成25年10月9日

平251007856606号

097-554-7992

大分大学

本講座は，「参加型の演習」であり，講義ではありません。ま
ず，小学校英語活動の考え方の理解をはかります。続いて，
小学校外国語活動の考え方と進 ペアやグループで演習をおこない，実践的な指導技術の習
御手洗 靖（教育福祉科学部准教授）
め方
得をめざします。内容は，発音，クラスルームイングリッシュ，
チャンツ，歌，新出表現を使った対話練習，コミュニケーション
活動などです。

6時間 平成25年12月14日

教諭

小学校教諭及び
小中一貫・連携校
の英語教諭に限
る

6,000円

24人

平成25年10月3日～
平成25年10月9日

平251007856607号

097-554-7992

6時間 平成25年8月6日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成25年5月20日～
平成25年6月3日

平258134056185号

03-3237-1957

6,000円

30人

平成25年 5月16日～
平成25年 7月5日

平253060356656号

0986-21-2111

6,000円

60人

平成25年6月1日～
平成25年6月15日

平258134056184号

03-3237-1957

教諭
全教諭・養護教諭 12,000円
養護教諭

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月26日

平253060756463号

0996-23-5311

大分県大分市

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園教育内容を深める
教育研究機構

江良 愛子(別府大学短期大学部保育科教授)
少子化や核家族化など幼児を取り巻く社会や家庭環境が大
仲嶺 まり子(別府大学短期大学部教授、別府大
きく変化することで幼児教育の重要性が益々高まっているの
学短期大学部初等教育科学科長、別府大学短 大分県別府市
で、これからの幼児教育や幼児理解をより深める講習内容に
期大学部幼児・児童教育研究センター所長、別
する。
府大学短期大学部学長補佐)

南九州大学

主に通常学級に在籍する気がかりな問題を抱えた幼児・児
童・生徒の理解と支援並びにそのような子どもを持つ保護者
の理解等に関する最近の動向について講義する。また実践 内田 芳夫（人間発達学部教授）
事例映像の視聴並びに当事者による学校体験についての話 黒川 久美（人間発達学部教授）
題提供等、実際的な問題提起を行う。さらに具体的な支援の 春日 由美（人間発達学部准教授）
あり方について、小グループでのディスカッションを通して各
自の実践を省察する。

気がかりな子どもの支援

宮崎県都城市

6時間 平成25年8月2日

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
教諭
校教諭、高等学
養護教諭
校教諭、特別支
援学校教諭、養
護教諭

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

保育計画と実践分野から、基本的な保育技術の習得として、
子どもの発達に即した運動遊び、表現遊びについて、有馬早 有馬 早苗（宮崎医療管理専門学校専任教員）
苗先生に講義いただく。 また、集団を引きつける技術として 松原 由美（九州保健福祉大学社会福祉学部子 宮崎県宮崎市
子どもの興味や関心に応じた音楽遊びや手遊び・伝承遊び ども保育福祉学科講師）
について松原由美先生に講義していただく。

鹿児島純心女子
体のしくみと健康
大学

人体の構造と機能を理解するために、視聴覚教材を使用し
て、解剖、生理などの分野について基礎的な知識を解説しま
岩田真一(看護栄養学部 教授）
す。また受講者の質問に応じて学童の身体機能の正常、なら
びに疾患に関する理解も深めていきます。

鹿児島県薩摩
川内市

鹿児島純心女子 小学校外国語活動を踏まえた中
大学
学校英語の課題と展望

本講習は、新学習指導要領の小学校外国語活動と中学校
英語を軸に展開する。必修化となった外国語活動のワーク
影浦攻（国際人間学部 教授）
ショップを体験し、週３回から週４回に増えた中学校英語の今 川上典子（国際人間学部 教授）
後の指導のあり方について概説する。

鹿児島県薩摩
川内市

6時間 平成25年8月6日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭（英語）

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年6月26日

平253060756464号

0996-23-5311

鹿児島県薩摩
川内市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中･高等学校（国
語）教諭

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年6月26日

平253060756465号

0996-23-5311

「日本語教育」のいくつかのトピックを学ぶことは、生徒が外
国語を学ぶ際にも基本となる母語の意識化、ひいては近年
鹿児島純心女子 「日本語」の視点からの外国語教
外国人児童が増加している状況下での国際感覚の育成にも 加藤理恵（国際人間学部 准教授）
大学
育
有益であろう。この講義では、現代日本語の例を中心に言語
分析の基礎を再確認する。

鹿児島県薩摩
川内市

6時間 平成25年8月7日

教諭

中･高等学校（英
語）教諭

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年6月26日

平253060756466号

0996-23-5311

毎年、厚生労働省から国民健康・栄養調査が実施されてい
食生活・生活習慣の現状を知る－ ますが、その結果は私たちの生活のあらゆる場面で、活かさ
鹿児島純心女子
最近の国民健康・栄養調査の結 れています。この講義では、国民健康・栄養調査の概要・調 石崎由美子（看護栄養学部 准教授）
大学
果から－
査結果の現状と課題について説明し、食生活・食習慣の現状
を理解していく。

鹿児島県薩摩
川内市

6時間 平成25年8月7日

6,000円

50人

平成25年5月16日～
平成25年6月26日

平253060756467号

0996-23-5311

漢詩の「リズム」を見つけ出す、講義と作業形式。
具体的作業では、漢詩を中国語作品として朗読しながら、
鹿児島純心女子 漢詩と中国語 ―押韻と平仄につ
複数の辞書を使い「韻」と「声調」を分析し、「平仄」を明らかに 山根真太郎（国際人間学部 准教授）
大学
いて―
した後、近体詩のパターンを分類する。
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6時間 平成25年7月26日

12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

教諭
全教諭・養護教諭
養護教諭

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

『生徒指導提要』は学習指導と生徒指導の一体化を強調し
た。すべての教育活動の基盤に生徒指導が存在しており、そ
の意味で生徒指導実戦力は教師であり得るための不可欠な
生徒指導と教育相談（生徒指導実
鹿児島純心女子
要素と言える。「生徒指導で求められる教師の資質と技能」、
践と教師の在り方）
獅子目博文（国際人間学部 教授）
大学
「生徒指導実践力を高める研修の在り方」、「生徒指導の側
面からの教科指導の課題」、「危機管理の観点からの生徒指
導」等に着目しながら、日常的に生徒指導を実践できる力に
ついて考える。

鹿児島県薩摩
川内市

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5月16日～
平成25年6月26日

平253060756468号

0996-23-5311

近年、ネットを含む多種多様ないじめ、自殺、体罰等、学校教
育場面において、さまざまな問題が浮上し、学校内外に様々
生徒指導と教育相談（教育相談と
鹿児島純心女子
なトラウマを遺している。今、家庭の教育力、教師の質のあり
教師の在り方）
餅原尚子（国際人間学部 教授）
大学
ようなど再度ふりかえる必要がある。時代の変化にともなう心
の病理現象を洞察し、教師としてのあり方について、教育相
談（カウンセリング）の視点から講義する。

鹿児島県薩摩
川内市

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

50人

平成25年5月16日～
平成25年6月26日

平253060756469号

0996-23-5311

0円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656015号

099-286-5298

鹿児島県教育委
小学校 道徳
員会

鹿児島県のパワーアップ研修（10年経験者研修）該当者及
び鹿児島県の離島に現に勤務する教員のうち希望する者に
対して，小学校道徳に関する学習指導の在り方等について，
小学校学習指導要領を基に講義を行う。また，各自の実践事
例を基に指導上の課題と改善策について協議したり，学習指
導案を作成したりする。

山崎 省一（鹿児島県教育庁義務教育課指導主
事）
鹿児島県鹿児
中村 武司（鹿児島県総合教育センター研究主 島市
事兼県教育庁義務教育課指導主事）

6時間 平成25年7月24日

鹿児島県教育委
小学校 総合的な学習の時間
員会

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のうち希望する者に対し
て，小学校における総合的な学習の時間の学習指導の在り
方等について，小学校学習指導要領を基に，講義を行う。ま
た，個々の実践事例を基に，指導上の課題と改善策につい
て，協議する。

田宮 弘宣（鹿児島市教育委員会学校教育課指
導主事）
鹿児島県鹿児
林 裕一郎（鹿児島市教育委員会学校教育課指 島市
導主事）

6時間 平成25年7月24日

小学校教諭，特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭，養護教諭

0円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656016号

099-286-5298

鹿児島県教育委
小学校 特別活動
員会

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のうち希望する者に対し
て，学習指導要領における小学校特別活動の目標及び内容
を解説するとともに，特別活動の指導法の工夫・改善につい
ての専門的・実践的な講義・演習を行う。

山鹿 真人（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
濱川 昌一（鹿児島県総合教育センター義務教
育研修係長兼県教育庁義務教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成25年7月24日

小学校教諭，特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭，養護教諭

0円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656017号

099-286-5298

鹿児島県教育委
小学校 生徒指導
員会

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のうち希望する者に対し
て，学校カウンセリングの考え方に基づいた小学校における
生徒指導上の諸課題への対応や未然防止に向けた取組，生
徒指導体制の確立などについての講義や演習を行う。

猿渡 功（鹿児島県総合教育センター研究主事
兼県教育庁義務教育課指導主事）
向田 伸子（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
石塚 一哉（鹿児島県総合教育センター教育相
談係長兼県教育庁高校教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成25年7月24日

小学校教諭，特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭，養護教諭

0円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656018号

099-286-5298

鹿児島県教育委
小学校 学級経営
員会

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のうち希望する者に対し
て，小学校の学級経営の在り方等について講義を行う。ま
た，個々の実践事例を基に，指導上の課題と改善策につい
て協議する。

芝原 一郎（鹿児島市教育委員会学校教育課指
導主事）
鹿児島県鹿児
中村 香苗（鹿児島市教育委員会学校教育課指 島市
導主事）

6時間 平成25年7月24日

0円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656019号

099-286-5298

0円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656020号

099-286-5298

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のうち希望する者に対し
て，教育相談活動の力量を高める学校カウンセリングの理論
鹿児島県教育委 小学校・特別支援学校 学校カウ
と方法についての理解を深めるために，授業や学級経営等
員会
ンセリング
における開発的カウンセリングの積極的活用，教育相談場面
を想定したロールプレイング，事例研究会の進め方などの講
義や演習を行う。

向田 伸子（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
石塚 一哉（鹿児島県総合教育センター教育相
談係長兼県教育庁高校教育課指導主事）
猿渡 功（鹿児島県総合教育センター研究主事
兼県教育庁義務教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成25年7月24日

6時間 平成25年7月24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のうち希望する者に対し
鹿児島県教育委
て，情報教育の内容・方法を解説するとともに，教科指導に
小学校・特別支援学校 情報教育
員会
おける情報教育や情報モラルの指導，学習指導へのICT活
用の在り方などについて，学習指導案作成を中心に講義・演
習を行う。

木原 敏行（鹿児島県総合教育センター情報教
育研修係長兼県教育庁義務教育課指導主事）
田中 耕一郎（鹿児島県総合教育センター研究
主事兼県教育庁高校教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県教育委
小学校 国語
員会

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のうち希望する者に対し
て，小学校学習指導要領の国語科の目標及び内容を解説す
るとともに，確かな学力を身に付けさせるための国語科学習
指導法について，演習も含めた講義を行う。

山鹿 真人（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
長﨑 伸一（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間

鹿児島県教育委
小学校 社会
員会

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のうち希望する者に対し
て，学習指導要領の趣旨を生かした小学校社会科学習指導
の在り方について講義するとともに，問題解決的な学習の進
め方や資料活用能力の育成を目指した授業づくり等の講義・
演習を行う。

池田 浩（鹿児島県総合教育センター研究主事
兼県教育庁義務教育課指導主事）
鹿児島県鹿児
鹿島 道朗（県教育庁義務教育課主任指導主
島市
事）

鹿児島県教育委
小学校 算数
員会

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のうち希望する者に対し
て，学習指導要領における小学校算数科教育の内容・方法
を解説するとともに，問題解決的な学習を充実させる指導の
在り方についての専門的・実践的な講義・演習を行う。

中村 武司（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
末満 一二三（鹿児島県総合教育センター研究
主事兼県教育庁義務教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市
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教諭

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

小学校教諭，特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭，養護教諭

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656021号

099-286-5298

平成25年7月25日～
平成25年7月26日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656022号

099-286-5298

12時間

平成25年7月25日～
平成25年7月26日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656023号

099-286-5298

12時間

平成25年7月25日～
平成25年7月26日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656024号

099-286-5298

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

鹿児島県教育委
小学校 理科
員会

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のうち希望する者に対し
て，学習指導要領に対応した小学校理科教育の内容・方法
を解説するとともに，問題解決的な学習を充実させる指導の
在り方についての専門的・実践的な講義・演習を行う。

山田 吉夫（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
吉永 直昭（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年7月25日～
平成25年7月26日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656025号

099-286-5298

鹿児島県教育委
小学校 生活
員会

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のうち希望する者に対し
て，生活科の特質や学習指導要領の趣旨を生かした生活科
学習の在り方，授業改善のポイント等について講義する。ま
た，生活科の現状と課題について分析し，指導計画作成の演
習も行う。

川路 道文（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
鹿児島県鹿児
内田 奈緒美（鹿児島県教育庁義務教育課指導 島市
主事）

12時間

平成25年7月25日～
平成25年7月26日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656026号

099-286-5298

鹿児島県教育委
小学校 音楽
員会

鹿児島県のパワーアップ研修（10年経験者研修）該当者及
び鹿児島県の離島に現に勤務する教員のうち希望する者に
対して，学習指導要領に対応した小学校音楽科教育の内容
等について解説するとともに，課題解決的な学習指導の在り
方や，表現及び鑑賞の具体的な指導法などについての専門
的・実践的な講義・演習を行う。

田中 真一郎（鹿児島県教育庁義務教育課指導
主事）
鹿児島県鹿児
今井 誠（鹿児島県総合教育センター研究主事 島市
兼県教育庁義務教育課指導主事）

12時間

平成25年7月25日～
平成25年7月26日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656027号

099-286-5298

鹿児島県教育委
小学校 図画工作
員会

鹿児島県のパワーアップ研修（10年経験者研修）該当者及
び鹿児島県の離島に現に勤務する教員のうち希望する者に
東 浩一（県教育庁義務教育課指導主事）
対して，学習指導要領に対応した小学校図画工作科の目標
濱川 昌一（鹿児島県総合教育センター義務教
や内容を解説するとともに，図画工作科の学習指導法等の
育研修係長兼県教育庁義務教育課指導主事）
工夫・改善についての専門的・実践的な講義・演習・実習を行
う。

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年7月25日～
平成25年7月26日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

12人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656028号

099-286-5298

鹿児島県教育委
小学校 家庭
員会

鹿児島県のパワーアップ研修（10年経験者研修）該当者及
び鹿児島県の離島に現に勤務する教員のうち希望する者に 新福 敦子（県教育庁義務教育課指導主事）
対して，小学校家庭科に関する学習指導の在り方等につい 松下 浩子（鹿児島県総合教育センター研究主
て，小学校学習指導要領を基に講義を行う。また，個々の実 事兼県教育庁高校教育課指導主事）
践事例を基に指導上の課題と改善策について協議する。

鹿児島県鹿児
島市

平成25年7月25日～
12時間
平成25年7月26日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

平成25年5月16日～
10人
平成25年6月7日

平255004656029号

099-286-5298

鹿児島県教育委 特別支援教育 通常の学級にお
員会
ける指導・支援

岡元 明広（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
榎本 博（鹿児島県総合教育センター特別支援
教育研修係長兼県教育庁義務教育課指導主
鹿児島県のパワーアップ研修（10年経験者研修）該当者及 事）
び本県の離島に現に勤務する教員のうち希望する者に対し 奥 政治（鹿児島県総合教育センター研究主事 鹿児島県鹿児
て，発達障害等に関する理解や具体的な指導・支援の在り方 兼県教育庁義務教育課指導主事）
島市
に関する研修を行い，指導力の向上を目指す。
福永 憲一（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
上國料 里美（鹿児島県総合教育センター特別
支援教育研修課長兼県教育庁義務教育課主任
指導主事兼鹿児島大学教育学部客員教授）

12時間

平成25年7月25日～
平成25年7月26日

0円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656030号

099-286-5298

福永 憲一（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
榎本 博（鹿児島県総合教育センター特別支援
教育研修係長兼県教育庁義務教育課指導主
鹿児島県のパワーアップ研修（10年経験者研修）該当者及
事）
び本県の離島に現に勤務する教員のうち希望する者に対し
鹿児島県教育委 特別支援教育 専門性に基づく指
奥 政治（鹿児島県総合教育センター研究主事 鹿児島県鹿児
て，障害のある幼児児童生徒の心理や教育課程，指導法に
員会
導・支援
兼県教育庁義務教育課指導主事）
島市
関する研修を行い，障害のある幼児児童生徒への教育に携
岡元 明広（鹿児島県総合教育センター研究主
わる教員としての専門性の向上を目指す。
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
上國料 里美（鹿児島県総合教育センター特別
支援教育研修課長兼県教育庁義務教育課主任
指導主事兼鹿児島大学教育学部客員教授）

12時間

平成25年7月25日～
平成25年7月26日

教諭

小学校教諭，特
別支援学校教諭

0円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656031号

099-286-5298

鹿児島県のパワーアップ研修（10年経験者研修）該当者及
び本県の離島に勤務する教員のうち希望する者に対して，小
鹿児島県教育委 小学校・特別支援学校 体育授業 学校体育科及び特別支援学校体育科・保健体育科に関する 森 能実（県総合体育センター体育研修主事）
員会
実践講座Ⅰ
学習指導の在り方等について，小学校学習指導要領を基に 朝倉 慎（県総合体育センター体育研修主事）
講義及び演習・実技を行う。 また，個々の実践事例を基に，
指導上の課題と改善策について協議する。

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年7月25日～
平成25年7月26日

教諭

小学校教諭・特別
支援学校教諭

0円

25人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656032号

099-286-5298

鹿児島県教育委
健康教育
員会

鹿児島県のパワーアップ研修（10年経験者研修）該当者及
び鹿児島県の離島に現に勤務する養護教諭等のうち希望す
る者に対して，養護教諭等の職務や現代的な健康課題につ
いて，養護教諭等の専門性を生かした健康教育の進め方に
ついて講義・演習を行う。

立石 芳文（県教育庁保健体育課主任指導主事
兼健康教育係長）
松山 英作（県教育庁保健体育課指導主事）
鹿児島県鹿児
川畑 千種（県教育庁保健体育課指導主事）
島市
中山 恭平（県教育庁保健体育課指導主事）
肥後 昭文（県教育庁保健体育課指導主事）

12時間

平成25年7月25日～
平成25年7月26日

0円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656033号

099-286-5298

鹿児島県教育委
中学校 道徳
員会

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のうち希望する者に対し
て，学習指導要領の内容について理解を深めるとともに，道
徳の時間における道徳的価値の自覚を深めるための指導の
在り方について，講義や研究討議，資料分析等の演習を通し
て，実践的な指導力の向上を図る。

大重 満明（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
中村 武司（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）

0円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656034号

099-286-5298

鹿児島県鹿児
島市
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6時間 平成25年7月31日

小学校教諭，特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭，養護教諭

小学校教諭，特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭，養護教諭

教諭

中学校教諭

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」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

鹿児島県教育委
中学校 総合的な学習の時間
員会

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のうち希望する者に対し
て，中学校の総合的な学習の時間に関する学習指導の在り
方等について講義を行う。また，個々の実践事例を基に，指
導上の課題と改善策について協議する。

湯之前 学（鹿児島市教育委員会学校教育課指
導主事）
鹿児島県鹿児
柏木 昇（鹿児島市教育委員会学校教育課指導 島市
主事）

6時間 平成25年7月31日

教諭

中学校教諭

0円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656035号

099-286-5298

鹿児島県教育委
中学校 特別活動
員会

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のうち希望する者に対し
て，中学校の特別活動の在り方等について講義を行う。ま
た，個々の実践事例を基に，指導上の課題と改善策につい
て協議する。

長野 和己（鹿児島市教育委員会学校教育課指
導主事）
鹿児島県鹿児
川端 成實（鹿児島市教育委員会学校教育課指 島市
導主事）

6時間 平成25年7月31日

教諭

中学校教諭

0円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656036号

099-286-5298

向田 伸子（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
猿渡 功（鹿児島県総合教育センター研究主事
兼県教育庁義務教育課指導主事）
石塚 一哉（鹿児島県総合教育センター教育相
談係長兼県教育庁高校教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成25年7月31日

教諭

中学校教諭

0円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656037号

099-286-5298

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のうち希望する者に対し
て，触れ合いと自己理解・他者理解・自己啓発及び対人関係
に関わる具体的な知識や技術を教える学級経営の在り方に
ついて，講義や演習，研究討議を行う。主に，構成的グルー
プエンカウンターとソーシャルスキルトレーニングについて，
演習によりその技法を学ぶ。

松本 眞一（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
長元 武彦（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成25年7月31日

教諭

中学校教諭

0円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656038号

099-286-5298

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のうち希望する者に対し
て，教育相談活動の力量を高める学校カウンセリングの理論
鹿児島県教育委 中学校・高等学校 学校カウンセ
と方法についての理解を深めるために，授業や学級経営等
員会
リング
における開発的カウンセリングの積極的活用，教育相談場面
を想定したロールプレイング，事例研究会の進め方などの講
義や演習を行う。

猿渡 功（鹿児島県総合教育センター研究主事
兼県教育庁義務教育課指導主事）
向田 伸子（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
石塚 一哉（鹿児島県総合教育センター教育相
談係長兼県教育庁高校教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成25年7月31日

教諭

中学校教諭，高
等学校教諭

0円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656039号

099-286-5298

鹿児島県教育委
中学校・高等学校 情報教育
員会

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のうち希望する者に対し
て，情報教育の内容・方法を解説するとともに，教科指導に
おける情報教育や情報モラルの指導，学習指導へのICT活
用の在り方などについて，学習指導案作成を中心に講義・実
習を行う。

田中 耕一郎（鹿児島県総合教育センター研究
主事兼県教育庁高校教育課指導主事）
木原 敏行（鹿児島県総合教育センター情報教
育研修係長兼県教育庁義務教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成25年7月31日

教諭

中学校教諭，高
等学校教諭

0円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656040号

099-286-5298

鹿児島県教育委
高等学校 生徒指導
員会

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のうち希望する者に対し
て，学校カウンセリングの考え方に基づいた高等学校におけ
る生徒指導上の諸問題への対応の在り方や未然防止に向け
た取組，生徒指導体制の確立及び家庭や関係機関との連携
などについての講義や演習を行う。

石塚 一哉（鹿児島県総合教育センター教育相
談係長兼県教育庁高校教育課指導主事）
向田 伸子（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
猿渡 功（鹿児島県総合教育センター研究主事
兼県教育庁義務教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成25年7月31日

教諭

高等学校教諭

0円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656041号

099-286-5298

鹿児島県教育委
高等学校 進路指導
員会

鹿児島県のパワーアップ研修（10年経験者研修）該当者及
び鹿児島県の離島に現に勤務する教員のうち希望する者に
対して，高等学校の進路指導の在り方について講義を行う。
また，個々の実践事例を基に，指導上の課題と改善策につい
て協議する。

川原 裕明（県教育庁高校教育課主任指導主事
兼高校教育係長）
鹿児島県鹿児
大脇 俊朗（県教育庁高校教育課主任指導主
島市
事）

6時間 平成25年7月31日

教諭

高等学校教諭

0円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656042号

099-286-5298

鹿児島県教育委
中学校 国語
員会

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のうち希望する者に対し
て，学習指導要領の目標や内容等を中心に，これからの国
語科教育の在り方について解説するとともに，確かな学力を
身に付けさせるための国語科学習指導の在り方について，
演習も含めた講義を行う。

長﨑 伸一（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
山鹿 真人（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

中学校教諭（国
語）

0円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656043号

099-286-5298

鹿児島県教育委
中学校 社会
員会

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のうち希望する者に対し
て，学習指導要領の内容について理解を深めるとともに，中
学校社会科学習指導の在り方について，講義や研究討議，
板書計画の作成などの演習を通して，実践的な指導力の向
上を図る。

大重 満明（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
鹿児島県鹿児
池田 浩（鹿児島県総合教育センター研究主事 島市
兼県教育庁義務教育課指導主事）

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

中学校教諭（社
会）

0円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656044号

099-286-5298

鹿児島県教育委
中学校 数学
員会

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のうち希望する者に対し
て，数学科の学習指導要領の内容について理解を深めるとと
もに，問題解決的な学習を充実させる指導の在り方について
の専門的・実践的な講義・演習を行う。

末満 一二三（鹿児島県総合教育センター研究
主事兼県教育庁義務教育課指導主事）
中村 武司（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

中学校教諭（数
学）

0円

36人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656045号

099-286-5298

鹿児島県教育委
中学校 理科
員会

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のうち希望する者に対し
て，学習指導要領の目標や内容等について理解を深めるとと
もに，科学的に探究する学習活動を充実させるため，観察，
実験の改善や授業展開の工夫について実践的な研修を行
う。

吉永 直昭（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
山田 吉夫（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁義務教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

中学校教諭（理
科）

0円

15人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656046号

099-286-5298

鹿児島県教育委
中学校 生徒指導
員会

鹿児島県教育委
中学校 学級経営
員会

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のうち希望する者に対し
て，学校カウンセリングの考え方に基づいた中学校における
生徒指導上の諸課題への対応や未然防止に向けた取組，生
徒指導体制の確立及び学校接続時における不適応行動の
未然防止などについての講義や演習を行う。
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認定番号

電話番号

鹿児島県教育委
中学校 技術・家庭（技術分野）
員会

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のうち希望する者に対し
て，学習指導要領の内容について理解を深める。また，指導 長元 武彦（鹿児島県総合教育センター研究主
計画，評価計画の検討等を通して，教科経営力，運営力の向 事兼県教育庁義務教育課指導主事）
上を図る。さらに，内容「D 情報に関する技術」の「プログラ 新福 敦子（県教育庁義務教育課指導主事）
ムによる計測・制御」における動く模型の教具を製作し，授業
における「活用」について研修する。

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

中学校教諭（技
術・家庭）

0円

10人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656047号

099-286-5298

鹿児島県教育委
中学校 外国語
員会

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のうち希望する者に対し
て，学習指導要領における中学校外国語科（英語）の目標・ 小林 俊一郎（鹿児島県総合教育センター研究
内容等を解説するとともに，コミュニケーション能力の育成を 主事兼県教育庁義務教育課指導主事）
図る学習指導を充実させる基本的な指導法の在り方につい 原﨑 竜一（県教育庁義務教育課指導主事）
て，講義や研究討議，学習指導案や評価問題の作成等の演
習を行うなど，実践的な研修を行う。

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

中学校教諭（英
語）

0円

40人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656048号

099-286-5298

鹿児島県教育委
中学校・高等学校 音楽
員会

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のうち希望する者に対し
て，学習指導要領の内容について理解を深めるとともに，音
楽科の改訂のポイントを踏まえた表現及び鑑賞の具体的な
指導について，講義や演習，研究討議等を通して，指導法の
工夫・改善を図る。また，我が国や郷土の伝統音楽における
指導の在り方について，実習・演習を通して研修を深める。

今井 誠（鹿児島県総合教育センター研究主事
兼県教育庁義務教育課指導主事）
鹿児島県鹿児
田中 真一郎（鹿児島県教育庁義務教育課指導 島市
主事）

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

中学校教諭，高
等学校教諭（音
楽）

0円

10人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656049号

099-286-5298

鹿児島県教育委
中学校・高等学校 美術
員会

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のうち希望する者に対し
濱川 昌一（鹿児島県総合教育センター義務教
て，中学校美術科及び高等学校芸術科（美術）に関する学習
育研修係長兼県教育庁義務教育課指導主事）
指導の在り方等について，学習指導要領の改訂のねらいを
東 浩一（県教育庁義務教育課主任指導主事）
基に講義を行う。また，個々の実践事例を基に，指導上の課
題と改善策について，協議する。

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

中学校教諭・高等
学校教諭（美術）

0円

16人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656050号

099-286-5298

鹿児島県教育委
中学校・高等学校 家庭
員会

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のうち希望者に対して，学
習指導要領の改訂のポイントを踏まえ，これからの家庭科教 松下 浩子（鹿児島県総合教育センター研究主
育の在り方についての理解を深めるとともに，学習指導案の 事兼県教育庁高校教育課指導主事）
作成や評価問題の検討，実験・実習を通して，家庭科の指導 青谷 有美代（県教育庁高校教育課指導主事）
方法の工夫改善を図る。また，衣食住の伝統文化の指導の
在り方についても，講義・演習を行う。

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

中学校教諭・高等
学校教諭（家庭）

0円

10人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656051号

099-286-5298

奥 政治（鹿児島県総合教育センター研究主事
兼県教育庁義務教育課指導主事）
榎本 博（鹿児島県総合教育センター特別支援
教育研修係長兼県教育庁義務教育課指導主
鹿児島県のパワーアップ研修（10年経験者研修）該当者及
事）
び本県の離島に現に勤務する教員のうち希望する者に対し
鹿児島県教育委 中学校・高等学校における発達障
福永 憲一（鹿児島県総合教育センター研究主 鹿児島県鹿児
て，発達障害等に関する理解や具体的な指導・支援及び組
員会
害等のある生徒への指導・支援
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
島市
織的に取り組む校内支援体制について研修を行い，指導力
岡元 明広（鹿児島県総合教育センター研究主
の向上を目指す。
事兼県教育庁義務教育課指導主事）
上國料 里美（鹿児島県総合教育センター特別
支援教育研修課長兼県教育庁義務教育課主任
指導主事兼鹿児島大学教育学部客員教授）

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

中学校教諭，高
等学校教諭

0円

30人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656052号

099-286-5298

鹿児島県教育委
高等学校 国語
員会

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のうち希望する者に対し
て，高等学校国語科における，指導と評価の一体化を図る学
習指導や，学習指導要領の趣旨を踏まえ，言語活動の充実
を図り，言語文化に対する理解を深めさせる学習指導の在り
方について，講義や研究討議，学習指導案作成等の演習を
行い，国語科教員に求められる知識・技能を習得し，理解を
深めることを目指す。

鎌田 政司（鹿児島県総合教育センター高校教
育研修係長兼県教育庁高校教育課指導主事）
石塚 一哉（鹿児島県総合教育センター教育相
談係長兼県教育庁高校教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

高等学校教諭（国
語）

0円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656053号

099-286-5298

鹿児島県教育委
高等学校 地理歴史
員会

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のうち希望する者に対し
て，高等学校地理歴史科において，言語活動の充実を図り，
吉満 庄司（鹿児島県総合教育センター研究主
確かな学力を育成するため，学習指導要領の基本的な考え
事兼県教育庁高校教育課指導主事）
方を踏まえた学習指導の在り方を主題にしながら，講義や研
福留 和宏（県教育庁高校教育課指導主事）
究討議，評価問題の分析や学習指導案の作成等の演習を行
い，地理歴史科の教員に求められる知識・技能の習得や理
解を深めることを目指す。

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

高等学校教諭（地
理歴史）

0円

15人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656054号

099-286-5298

鹿児島県教育委
高等学校 公民
員会

鹿児島県のパワーアップ研修（10年経験者研修）該当者及
び鹿児島県の離島に勤務する教員のうち希望するものに対
して，学習指導要領の基本的な考え方を踏まえた 学習指導
福留 和宏（県教育庁高校教育課指導主事）
の在り方を主題にしながら，公民科において言語活動の充実
吉満 庄司（鹿児島県総合教育センター研究主
を図り，確かな学力を育成するために，講義や研究討議，評
事兼県教育庁高校教育課指導主事）
価問題の分析や学習指導案の作成等の演習を行い，公民科
の教員に求められる知識・技能の習得や理解を深めることを
目指す。

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

高等学校教諭（公
民）

0円

10人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656055号

099-286-5298
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鹿児島県教育委
高等学校 数学
員会

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のうち希望する者に対し
て，学習指導要領の目標と内容を踏まえ，生徒一人一人に
確実に学力を身に付けさせる授業を展開するために，指導と
評価の一体化を図る学習指導についての講義や研究討議を
行う。また，デジタルコンテンツを利用した授業の在り方や学
習指導案の作成及び評価問題作成の在り方について，実践
的な研修を行う。

福元 洋介（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁高校教育課指導主事）
甲斐 修（鹿児島県教育庁高校教育課指導主
事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

高等学校教諭（数
学）

0円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656056号

099-286-5298

鹿児島県教育委
高等学校 理科
員会

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のうち希望する者に対し
て，学習指導要領改訂のポイントを踏まえ，これからの理科
教育の在り方についての理解を深めるとともに，講義や観
察・実験・実習を通して，「指導と評価の一体化」や「ＩＣＴ活
用」などの理科教員に求められる知識・技能の向上を図る。
なお，理科総合Ａ・Ｂや基礎を付した科目などに関する共通
実験と，専門科目別の選択実験を行う。

西 健一郎（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁高校教育課指導主事）
山下 広哲（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁高校教育課指導主事）
石神 正憲（鹿児島県総合教育センター研究主
事兼県教育庁高校教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

高等学校教諭（理
科）

0円

16人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656057号

099-286-5298

鹿児島県教育委
高等学校 外国語
員会

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のうち希望する者に対し
て，学習指導要領の趣旨を踏まえたコミュニケーション能力 川上 隆博（鹿児島県総合教育センター研究主
育成のための学習指導及び評価の在り方を主題として，講 事兼県教育庁高校教育課指導主事）
義や研究討議，学習指導案の作成及び模擬授業等の演習を 荒田 修（県教育庁高校教育課指導主事）
行い，外国語科教員として必要な知識を習得し，理解を深め
るとともに，実践力を高めることを目指す。

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

高等学校教諭（英
語）

0円

15人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656058号

099-286-5298

鹿児島県教育委
高等学校 商業
員会

鹿児島県のパワーアップ研修（10年経験者研修）該当者及
び鹿児島県の離島に現に勤務する教員のうち希望する者に 福永 純一郎（県教育庁高校教育課指導主事）
対して，高等学校商業に関する学習指導の在り方について， 鈴木 周一郎（鹿児島県総合教育センター研究
高等学校学習指導要領を基に講義を行う。また，個々の実践 主事兼県教育庁高校教育課指導主事）
事例を基に，指導上の課題と改善策について協議する。

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

高等学校教諭（商
業）

0円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656059号

099-286-5298

鹿児島県教育委
高等学校 共通教科情報科
員会

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のうち希望する者に対し
て，共通教科情報科，普通教科「情報」担当者が直面してい
る指導上の課題について，講義，研究討議，学習指導案や
教材作成等の実習・演習を通して課題解決を図るとともに，
指導内容や指導方法を検討し，指導の在り方を学ぶ。また，
共通教科情報科の学習指導要領や同解説を通し，その目標
及び改善内容について理解を深める。

鈴木 周一郎（鹿児島県総合教育センター研究
主事兼県教育庁高校教育課指導主事）
田中 耕一郎（鹿児島県総合教育センター研究
主事兼県教育庁高校教育課指導主事）

鹿児島県鹿児
島市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

教諭

高等学校教諭（共
通教科情報科，
普通教科「情報」）

0円

20人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656060号

099-286-5298

鹿児島県教育委
高等学校 工業
員会

鹿児島県のパワーアップ研修（10年経験者研修）該当者及
び鹿児島県の離島に現に勤務する教員のうち希望する者に 大保 智（県教育庁高校教育課指導主事）
対して，高等学校工業に関する学習指導の在り方について， 田中 耕一郎（鹿児島県総合教育センター研究
学習指導要領を基に講義を行う。また，個々の実践事例を基 主事兼県教育庁高校教育課指導主事）
に指導上の課題と改善策について協議する。

鹿児島県鹿児
島市

平成25年8月1日～
12時間
平成25年8月2日

教諭

高等学校教諭（工
業）

0円

平成25年5月16日～
10人
平成25年6月7日

平255004656061号

099-286-5298

鹿児島県鹿児
島市

18時間

教諭

中学校教諭，高
等学校教諭（保健
体育）

0円

25人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平255004656062号

099-286-5298

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成25年5月16日～
平成25年6月7日

平258134056182号

03-3237-1957

6,000円

平成25年5月16日～
30人
平成25年6月7日

平258134056183号

03-3237-1957

鹿児島県のパワーアップ研修（10年経験者研修）該当者及
び本県の離島に勤務する教員のうち希望する者に対して，中
鹿児島県教育委 中学校・高等学校 体育授業実践 学校保健体育科及び高等学校保健体育科に関する学習指
員会
講座Ⅱ
導の在り方等について，中学校及び高等学校学習指導要領
を基に講義及び演習・実技を行う。また，個々の実践事例を
基に，指導上の課題と改善策について協議する。

森 能実（鹿児島県総合体育センター体育研修
主事）
朝倉 慎（鹿児島県総合体育センター体育研修
主事）

平成25年7月31日～
平成25年8月2日

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園教育内容を深める
教育研究機構

本講習は「幼稚園教育内容を深める」をテーマに①子どもの 片岡 美華（鹿児島大学教育学部准教授）
鹿児島県鹿児
友達関係と社会性の発達についての研修、②障害児教育に 坪井 敏純（鹿児島女子短期大学児童教育学科
島市
ついての講義を行ないます。
教授）

財団法人全日本
私立幼稚園幼児 幼稚園教育内容を深める
教育研究機構

本講習は①幼児期の発達を踏まえた適切な保育の在り方等
についての研修、②幼児期における造形活動の意義と進め 有倉 巳幸（鹿児島大学教育学部教授）
方や幼児画の見方・描かせ方等についての講義を行ないま 小江 和樹（鹿児島大学教育学部教授）
す。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成25年8月9日

東京未来大学

不登校及び子どもの理解と対応

①不登校の実態，不登校の子どもや親の心理に関する理解
を深める。そのうえで，学校への不適応を未然に防ぐ予防的
介入として，1次予防，2次予防，3次予防の具体例について
学習する。②臨床心理学的な観点から、子どもへのカウンセ 藤後悦子（こども心理学部准教授）
リング的対応について解説を行う。具体的には、子どもの心 山極 和佳（モチベーション行動科学部准教授）
の理解とカウンセリング的な関わりの方法、及びそれらにお
ける教師の自己理解と専門機関との連携の必要性を取り上
げる。

沖縄県
宜野湾市

6時間 平成25年8月14日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

24人

平成25年5月16日～
平成25年7月15日

平253021656204号

03-5813-2530

東京未来大学

①時々刻々と変化する非行少年に対応した生徒指導の在り
方や、関係機関の積極的活用について理解することを目的と
し、とりわけ、非行の進度の把握について非行性という概念 出口保行（こども心理学部教授）
非行及び家族問題の理解と対応
を学習することをポイントとする。②精神医学的な観点から、 春日武彦（こども心理学部非常勤講師）
問題を抱えた子どもや親等に対する理解と対応の解説を行
い、家族問題とモンスターペアレントについて考える。

沖縄県
宜野湾市

6時間 平成25年8月15日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

24人

平成25年5月16日～
平成25年7月15日

平253021656215号

03-5813-2530
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6時間 平成25年7月29日

教諭

幼稚園教諭
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6時間 平成25年8月16日

教諭
幼・小・中・高校・
養護教諭 養護教諭

8,000円

24人

平成25年5月16日～
平成25年7月15日

平253021656223号

03-5813-2530

現在の子どもたちをめぐる問題
〜発達障害と虐待への対応〜

現在，子どもたちをめぐる問題は複雑さと多様さを増してきて
いる。教育の現場でも，発達障害を持つ子どもたちに対する
支援の充実が求められる一方，支援ニーズの見極めが難し
いケースに直面することが多くなってきていると考えられる。 渡辺千歳（こども心理学部教授）
また子どもたちの虐待問題は後を絶たず，教師が虐待に最 竹内貞一（こども心理学部准教授）
初に気づくケースが多いのも実情である。そこで，当講習で
は発達障害や虐待の事例から，その具体的な対応方法など
を考えていきたい。

第三の教育改革と「感育」

これまで人間の全面的な発達は、知育・徳育・体育の調和的
な発展に求められてきた。これに、「感性をはぐくむ教育」とし
鈴木 正幸（神戸大学名誉教授、関西学院大学
ての「感育」を加えるべきであると主張している。感育が知・
通信教育
非常勤講師)
徳・体の調和的発達の基底になくてはならない。このことにつ
いて解説する。

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556888号

078-845-3500

これからの教育と教育人間学

現在の学校内外の教育問題を、教育人間学の立場から捉
え、現代の教師のあり方を省察する。そして、教育思想の現
代的意義を紹介しながら、人間の本質と教育との関係や教職 田井 康雄（京都女子大学教授）
の意義について改めて考察し、これからの教師に求められる
ものを探っていく。

通信教育

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556889号

078-845-3500

学校経営・管理の現状と課題

現在の学校を取り巻く社会情勢は、学校が従来にはなかった
役割を新たに担うことを求めている。地域社会との連携、学
校内外の安全、安心の確保、教育活動の説明責任などであ 松井 一麿（東北大学名誉教授）
る。今後、円滑な学校経営、管理のためには、教育活動とこ
れらのバランスをどうとるかという指針を述べた。

通信教育

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556890号

078-845-3500

道徳教育の実際

道徳教育教材「どっちにしようか」を素材として道徳教育の実
践例を紹介し、それに対する様々な学生の意見も紹介しなが 鈴木 正幸（神戸大学名誉教授、関西学院大学
通信教育
ら、道徳の授業における子どものかかわり方を中心に、道徳 非常勤講師)
教育のあり方について考察する。

平成25年6月17日 ～
6時間
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

平成25年6月17日～
100人
平成25年8月9日

平253048556891号

078-845-3500

人と人をつなぐ道徳教育

少子化、核家族化などにより、家庭、地域の教育力が低下
し、学校教育に依存する傾向が強まっている。子どもの社会
性や豊かな人間性を育むためには、成長段階に応じて、ボラ
ンティア活動など社会奉仕体験活動や自然体験活動をはじ 松井 玲子（京都聖母女学院短期大学教授）
め様々な体験活動を行うことが極めて有意義である。このよ
うな活動を通して、コミュニケーション能力を高めていくことの
必要性をここでは解説する。

通信教育

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556892号

078-845-3500

アスペルガー症候群と発達障害
の理解と対応

何を教えるのか、どのように学ばせるのか、この問題は教
師の日々の課題といえる。そしてその成果が問われるわけで
あるが、従来の教育システムと最近の子どもの生体の変化
が噛み合わなくなってきているのである。生体反応の劣化、
井上 敏明（六甲カウンセリング研究所所長）
特異性の顕在化が、教える側に戸惑いが。いま問われている
林 知代（芦屋大学准教授）
のは、臨床として見る「臨床教育学」の要望である。本論の内
容は、教育の現場により活性化をもたらすための、新しい生
体的学習の提言である。子どもの変化に対応できる教師に役
立つ記載に重点を置いた内容であることを強調したい。

通信教育

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556893号

078-845-3500

神戸国際大学

これからの人権教育

「21世紀は人権の世紀」と言われる今日においては、教育関
係者にとって人権理解の重要性は既に当たり前のものとして
捉えられ、そのことで却って人権への意識が遠ざかってはい 鈴木 正幸（神戸大学名誉教授、関西学院大学
ないだろうか。そこで、兵庫県人権啓発協会による平成20年 非常勤講師）
通信教育
度の県民意識調査結果について紹介し分析したうえで、「絶 山本 克典（神戸国際大学教授）
対人権感覚」という考え方を提示し、これからの人権教育の
あり方について検討する。

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556894号

078-845-3500

神戸国際大学

教育現場こそ、他に先駆け民主的で平等な開かれた場所と
すべきである。人はその成長する過程で誤った慣習を身につ
職場としての学校におけるハラス
けたり、誤った人間観・価値観を持ったりすることがある。この 添田 久美子（愛知教育大学准教授）
メントへの組織的対応について
項でハラスメントとは何かを知り、学校現場での予防のため
の組織的対応についてどうしたらよいかを考察してほしい。

通信教育

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556895号

078-845-3500

神戸国際大学

科学教育の現状と課題

最近特に問題となっている科学離れ、理科離れという問題を
考える上で、「学校でなぜ理科を教えるのか」という原点に立
ち戻りながら、科学教育の目的について検討する。そして、日
本の教育政策とアメリカなどの海外での相違や、近年の科学
野上 智行（国立大学協会専務理事）
教育に関する研究等について紹介する。さらに、科学教育に
おける実験やフィールドワークの重要性について述べた上
で、総合的な学習の時間の意義や望ましい活用の方法など
について解説していきたい。

通信教育

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

中学校・高等学校
理科教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556896号

078-845-3500

これからの環境教育

地球規模の環境問題が深刻化する今日、環境教育の重要性
はますます高まっている。バイオエタノールがエコなエネル
ギーであるといえば、その原料栽培のため、発展途上国では
石丸 京子（環境学園専門学校客員教授、近畿
森林が伐採されたり、作物が転用され食糧不足が生じたりし
通信教育
大学豊岡短期大学非常勤講師）
ている。「資源と自然的環境の脆弱性」を正しく理解し、行動
につなげることが重要である。持続可能な社会を実現するた
めの実践的な環境教育について考えたい。

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556897号

078-845-3500

東京未来大学

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学

沖縄県
宜野湾市
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開設者名

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

環境問題は、子どもたちが将来さけることのできない課題で
ある。将来、自身で解決できる知識や技能を獲得するための
理科教育プログラムはどのようなものが考えられるのか。こ
秋吉 博之（就実大学准教授）
の項を学ぶことで、教師自身が具体的にイメージできるように
なってほしい。

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

通信教育

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

中学校・高等学校
理科教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556898号

078-845-3500

通信教育

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

幼稚園・小学校教
諭、中学校・高等
学校音楽科教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556899号

078-845-3500

通信教育

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556900号

078-845-3500

子どもの学びを支える複式教育

複式学級の指導方法は、単式学級のそれを踏襲していること
が多く、子どもにとっても、教師にとっても満足のいくものでは
なかった。子どもが少ないということの欠点を補う工夫だけで
佐藤 有（北海道教育大学教授）
はなく、子どもが少ないということを利点として教育計画をして
いくことの重要性、へき地という環境を生かした教育活動へ
のヒントをつかんでほしい。

通信教育

平成25年6月17日 ～
6時間
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

平成25年6月17日～
100人
平成25年8月9日

平253048556901号

078-845-3500

教師の歴史から考える―明治期
教員養成の実態から―

明治初期の日本の教師の資格は、３年有効証、５年有効証
のように、基本的には期限つきであった。そのことにより、教
師の間に競争心が生まれてよい面も見られたが、いきすぎて 篠田 弘（名古屋大学名誉教授）
マイナスの結果ともなった。当時の教師の雇用状況と東海地 鈴木 正幸（神戸大学名誉教授、関西学院大学
方の実態から具体的に考察し、今日の教員制度や免許更新 非常勤講師）
制のメリットとデメリットを考える上での比較検討のための参
考として、今後の学校教育の活性化に役立てたい。

通信教育

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556902号

078-845-3500

子どもから学ぶ教師

大工は、木から学ぶ。営業は、客から学ぶ。教師は、子ども
から学ぶ。この当たり前のことを忘れ、日常の仕事に流され
塚西 徹（元神戸新聞社NIE顧問、元兵庫県西宮
がちである。１０年の節目に今一度、初心に帰り、子どもから
通信教育
市立小学校校長）
学ぶとはどういうことかを考える時間を持ち、今後の教育活
動への指針を創ってほしい。

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556903号

078-845-3500

子育て支援の今日的課題

近年の都市化、核家族化、少子化、地縁的なつながりの希薄
化など、家庭や家庭を取り巻く社会状況の変化の中で、家庭
の教育力の低下が指摘されている。ここでは、このような状 伊藤 良高（熊本学園大学教授）
況を踏まえた子育て支援に対する課題について解説してい
く。

通信教育

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556904号

078-845-3500

教育改革と学校建築・まちづくり

近年の教育改革の基本理念として、学校、家庭、地域の連携
と役割分担などが重視されている。そのための様々な模索が
続けられているが、ソフト面だけでなくハードとしての学校建
築やまちづくりによって影響される要素も、かなり大きいとい
える。本講座ではこうした観点から、教育改革を実現するた 戸田 清子（奈良県立大学准教授）
めの学校建築やまちづくりについて、ハード、ソフトの両面か
ら考察する。そして教育資源としての学校建築やコミュニティ
の今日的な特性を改めて理解することにより、子どもに対す
る教育の一層の充実につなげたい。

通信教育

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556905号

078-845-3500

持続可能な開発のための教育
（ESD）

21世紀に入りグローバル化が一層加速することにより、環境
問題や人口問題、貧困問題等がますます深刻となっている。
そのような中で、現在の世代が将来の世代にも配慮しながら
環境と開発を共存するために、「持続可能な開発のための教
添田 晴雄（大阪市立大学大学院准教授）
育」（ESD）がユネスコを中心に近年展開されており、教育上
のキーワードの一つとなっている。こうしたESDの基本的な考
え方とともに、単なる知識ではなく実践につなげるための方策
についても、あわせて考察したい。

通信教育

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556906号

078-845-3500

これからの国際理解教育

日中関係をはじめとする国際関係に様々な課題が生じている
中で、民族、言語、習慣等の異文化を超えた人間理解のため
の国際理解教育の重要性について示すとともに、そのための
鈴木 正幸（神戸大学名誉教授、関西学院大学
場としての新しい高等教育機関の基本構想について述べる。
通信教育
非常勤講師)
また、タイの日本人学校や兵庫県子ども多文化共生センター
等の現場から見た実情を通して、これからの国際理解教育や
多文化共生のあり方について考察する。

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556907号

078-845-3500

環境教育と理科教育プログラム

音楽の本当の楽しさを伝える

これからの個性化教育

本来、音楽には楽しむ要素が多く、子どもたちの場合にはそ
れが全てであるといっても過言ではない。それでは、音楽を
楽しむとはどのようなことなのであろうか。本講座では、世界
的に見ても独自の音楽文化、音楽教育が形成されてきた日
吉良武志（兵庫大学短期大学部准教授）
本の音楽の歴史を振り返りながら、学校音楽において音楽的
能力の個人差を見極めることの必要性について述べる。そし
てこうした観点から、新幼稚園教育要領と小中高の新学習指
導要領の音楽に関する内容を考察したい。
総合的な学習の時間が導入されて10年になろうとしている。
当初の熱気がやや薄れ、画一化、形式化、形骸化が進んで
いるようにも思う。改めて、当初のねらいを踏まえた、生きる
力を自ら育成していく総合的な学習の時間のあり方を解説す
佐藤 真（兵庫教育大学大学院教授）
る。また、個性化教育は、長所を伸ばし、短所を長所とする教
谷口育史（近畿大学姫路大学准教授）
育である。教える側から教育方法を考えるのではなく、学び
育つ側からの教育方法を考える。教え込みから脱却し、自ら
学ぶ意欲を持てる教育の方法のヒントを述べる。
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アジアの教育と日本の教育

多文化共生の必要性が強調されている今日の日本におい
て、教育に求められるものは何か。一方で、未だ発展段階に
あり葛藤や紛争が表面化しやすいアジアの途上国において
は、少数民族に関する諸問題が深刻である。それでは、多民
乾 美紀（神戸大学准教授）
族国家においてどのような教育政策が効果的であり、理想と
されるのであろうか。本講座ではこのような観点を中心にしな
がら、アジアの教育と日本の教育について比較検討していき
たい。

通信教育

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556908号

078-845-3500

日系ブラジル人子女の学校受け
入れを通して

平成元年の入国管理法の改正によって、日本には日系ブラ
ジル人の渡日が急増した。それに伴い、日系ブラジル人の子
女の日本の学校への入学が急激に増加した。その際に、直
前のブラジルの日本人学校での教師体験を生かすことが出 瀧藤 雅博（東京福祉大学教授）
来た。受け入れ態勢のないままの外国人児童生徒の急増の
実態と問題点について考察し、対応のあり方について検討す
る。

通信教育

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556909号

078-845-3500

神戸国際大学

これからの生涯学習

「生涯学習時代」と言われるようになって、既に久しい。ところ
で、教師にとっての生涯学習とは、そもそも何であろうか。こ
れはなかなか難しいが、重要な問いであると思う。また子ども
たちにとっての生涯学習は、どのようにあるべきなのだろう
背戸 博史（琉球大学教授）
か。本講座では、学校教育において生涯学習という長期的視
野に立って人間形成を行うことの重要性を改めて考えるとと
もに、その後の教育活動を行なう中での様々な問題や今後
の方向性について考えるための視点を提示したい。

通信教育

平成25年6月17日 ～
6時間
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

平成25年6月17日～
100人
平成25年8月9日

平253048556910号

078-845-3500

神戸国際大学

平成21年度から実施される新しい幼稚園教育要領と保育所
保育指針においても、幼保一元化と幼保小の連携の考え方
が一層重視されている。これらについては従来から必要性が
幼保一元化・幼保小連携に向けて
強調されてきているが、充分に進行しているとはいえない状 戸江 茂博（親和女子大学教授）
の課題
況である。その背景には、どのような課題が残されているの
だろうか。本講座では、幼稚園と保育所の関係や小学校との
連携のあり方について、今日的な視点からアプローチを行う。

通信教育

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

幼稚園・小学校教
諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556911号

078-845-3500

乳幼児の発達の理解

乳幼児の発達に関するこれまでの研究・学説を概観するとと
もに、近年クローズアップされてきたテーマや新しい知見も含
めながら、生涯発達における乳幼児期の重要性について解 佐藤 眞子（甲南女子大学教授、神戸大学名誉
通信教育
説する。自立期にある子どもの内面を理解しながら、ひとりひ 教授）
とりの個性を上手に引き出し、豊かな優しい心をはぐくむため
の、親や教師のかかわり方などについても考察したい。

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

幼稚園教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556912号

078-845-3500

小学校における英語活動を創る

ここでは、「総合的な学習の時間」の中で国際理解に関する
学習を行う場合のねらい、また、その方法、さらに国際理解に
関する学習の一環として「外国語会話」、特に「英会話」を行う 加藤幸次（上智大学名誉教授、神戸国際大学客
通信教育
場合のねらい等について述べることとする。授業、活動内容 員教授）
をどう組み立てるのか、取り入れる学習内容と活動等につい
ても触れる。

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

小学校教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556913号

078-845-3500

各教科等を貫く国語力の育成

国語教育を中核に据えた学校教育が求められている。国語
科以外の教科でも国語力の育成を図る必要がある。例えば、
社会科や理科でレポートを書いたり、調べたことを発表したり
井上一郎（京都女子大学教授、前文部科学省教
することは国語力の育成に大切なことである。さらに、学校教
通信教育
科調査官）
育の全体を通じて、言語環境を整え、あいさつや敬意表現な
ど「生活に密着した言葉」を身に付けさせることにも配慮すべ
きである。ここでは、「他教科との連携」について解説する。

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556914号

078-845-3500

これからの高校教育

少子化による18歳人口の減少や高校の教育課程の教育内
容の個性化・多様化などに伴い、高校と大学との連携である
高大連携の必要性への理解が高校側だけでなく大学関係者
においても進み、関心が高まっている。また、学力低下が問 山本 克典（神戸国際大学教授・学長補佐）
題となる中で大学入試改革も進められているが、海外の大学 小口 功（近畿大学教授）
入学資格試験の例として、IB、GCE等を紹介する。こうした内
容について考察し、これからの高校教育について検討してい
きたい。

通信教育

6時間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

高等学校教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556915号

078-845-3500

特別支援教育の現状と課題

学校教育法の改正により平成19年4月に特別支援学校への
一本化が行われてからも、特別支援という考え方については
議論が続いている。本講座では、関連分野の最新の研究成
松浦 直己（東京福祉大学教授）
果等を紹介しながら現状と課題を明らかにし、教師一人ひと
りが特別支援教育についての考え方を確かなものと出来るよ
うに、特別支援のあり方について改めて検討を行う。

通信教育

平成25年6月17日 ～
6時間
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

平成25年6月17日～
100人
平成25年8月9日

平253048556916号

078-845-3500

これからの防災教育

阪神・淡路大震災の直後から、震災復興や防災教育に関す
る本やビデオを作ってきたが、いまこれらの中から一部を取り
上げて改めて判断材料に供するとともに、自然との共存とい 鈴木 正幸（神戸大学名誉教授、関西学院大学
通信教育
う観点から東日本大震災について考察したい。また、「生きる 非常勤講師）
力」という観点を中心に、これからの防災教育について考えて
みたい。

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

教諭

全教諭

5,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

平253048556917号

078-845-3500

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学

神戸国際大学
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6時間

平成２５年度（第４回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

神戸国際大学

講習の名称

研修とは何だろうか

講習の概要

担当講師

講習の開催地

良い教師とは何か、望ましい教育実践とは何か、ということに
関して改めて確認するために、これまでの教職体験と研究体
験を通じて考察してきたことについて、教育実習への取り組 鈴木 正幸（神戸大学名誉教授、関西学院大学
通信教育
みなどを含めて、メンターとメンティという観点を中心に紹介す 非常勤講師）
る。研修活動の意義を捉え直し、教師自身が自己変革を遂
げて「甦る」ための考える機会として頂きたい。
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時間数

6時間

講習の期間

平成25年6月17日 ～
平成25年12月7日

対象職種 主な受講対象者

教諭

全教諭

受講料 受講人数

5,000円

100人

受講者募集期間

平成25年6月17日～
平成25年8月9日

認定番号

平253048556918号

電話番号

078-845-3500
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