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平成２５年度（第５回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び
学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
（必修領域）

平成２５年度（第５回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

苫小牧駒澤大学 教育の最新事情

稚内北星学園大
教育の最新事情
学

講習の概要
①学校を巡る近年の状況の変化、子ども観・教育観等につい
ての省察、生活習慣の変化を踏まえた生活指導。②特別支
援教育に関わる発達障害の理解、子どもの発達に関する知
見、カウンセリングマインドの必要性。③学習指導要領の改
訂の動向等、法令改正及び国の審議会の状況等の概要。④
保護者や地域社会との連携の現状と課題、学校における危
機管理上の課題、対人関係、日常的コミュニケーションの重
要性。

担当講師

講習の開催地

紺野勝（国際文化学部元教授）
佐藤晋裕（北海道メンタルケアセンター臨床心理
北海道苫小牧
士）
市
伊藤勝久（国際文化学部教授）
菊地達夫（北翔大学短期大学部教授）

池田 裕子(情報メディア学部教授)
刀根 夕紀(情報メディア学部 非常勤講師,市立
稚内病院臨床心理士)
｢教職についての省察｣｢子どもの変化についての理解｣｢教育
矢野 光男(情報メディア学部 非常勤講師,稚内
政策の動向についての理解｣｢学校の内外における連携協力
養護学校 校長)
についての理解｣の４つの事項について、教員に求められる
北海道稚内市
平間 信雄(情報メディア学部非常勤講師,稚内市
最新の知識･技能の修得と今日的な教育課題についての理
教育委員会教育相談所長)
解を深めることを目指す。
坪内 晃(情報メディア学部 教授)
浅海 弘保(情報メディア学部准教授)

時間数

講習の期間

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

12時間

平成25年8月3日～
平成25年8月4日

12,000円

150人

平成25年6月17日～
平成25年7月19日

平253001100749号

0144-61-3122

http://www.tkomazawa.ac.jp/

12時間

平成25年8月6日～
平成25年8月7日

12,000円

50人

平成25年6月17日～
平成25年7月19日

平253002500736号

0162-32-7511

http://www.wakho
k.ac.jp/

平成25年6月17日～
250人
平成25年7月12日

平253002900739号

0178-25-2711

http://www.hachi
nohe-u.ac.jp/

学校現場の実態を踏まえながら、受講者のニーズに対応す
べく、中学校・高等学校校長経験者を含む、教育学、教育社
会学、心理学、幼児教育学を専門とする講師が担当する。学
校を巡る諸問題、期待される教師像、子どもの発達に関する
最近の知見やＬＤ・ＡＤＨＤ等の特別支援教育、カウンセリン
グマインド、学習指導要領改訂の趣旨と教育改革の動向、家
庭・地域との連携、校内外の安全確保や情報セキュリティ等
について理解を図る。

小林 喜輝（人間健康学部教授）
日當 光男（ビジネス学部教授）
石橋 修（ビジネス学部教授）
小野寺 實（ビジネス学部非常勤講師）
青森県八戸市
瀧澤 志穂（人間健康学部非常勤講師）
杉山 幸子（人間健康学部非常勤講師、八戸学
院短期大学幼児保育学科教授）
内海 隆（青森公立大学経営経済学部教授）

平成25年8月8日～
12時間
平成25年8月9日

13,000円

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼稚園をめぐる教育の最新事情
幼児教育研究機
構

幼稚園教諭を対象とし、「教職についての省察」「子どもの変
化についての理解」「教育政策の動向についての理解」「学校
の内外における連携協力についての理解」の４つの事項につ
いて、教員に求められる最新の知識・技術の習得と今日的な
教育課題についての理解を深めることを目指す。

磯部裕子(宮城学院女子大学教授),大迫章史(仙
台白百合女子大学准教授), 三浦主博(東北生活
宮城県仙台市
文化短期大学教授),井上孝之(岩手県立大学准
教授)

12時間

平成25年8月3日～
平成25年8月4日

14,000円

80人

平成25年6月17日～
平成25年6月21日

平258134000743号

03-3237-1957

http://www.youch
ien-kikou.com

埼玉工業大学

教育の最新事情

辻 勇一郎（工学部非常勤講師）
佐藤 由美（人間社会学部教授）
高橋 優（工学部准教授）
「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
田中 正一（工学部教授）
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携協
古賀 毅（千葉工業大学工学部准教授）
力についての理解」の4項目について、教育学系、臨床心理
友田 貴子（人間社会学部准教授）
学系、学校管理者経験者による講師が、最新のデータに基
藤巻 るり（人間社会学部講師）
づき、教育機器を使用しながら、分かりやすい講習を行いま
小野 広明（人間社会学部教授）
す。
三浦 和夫（人間社会学部教授）
今村 理洋（日本女子大学・カウンセリングセン
ター）

埼玉県深谷市

12時間

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

12,000円

100人

平成25年6月17日～
平成25年6月21日

平253008700733号

048-585-6811

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

教育の最新事情Ｈ

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

千葉県千葉市

12時間

平成25年12月24日,
平成25年12月25日

13,500円

150人

平成25年9月10日～
平成25年10月18日

平251002100727号

043-290-2529

http://menkyokou
shin.chiba-u.jp/

教育の最新事情

次の４項目を中心に最新の教育事情について講義する。①
急激な社会変化の中、学校を巡る状況変化・専門職たる教
員の役割について②子どもの発達に関する課題、子どもの
生活の変化を踏まえた適切な指導の在り方③学習指導要領
改訂等の動向、教育改革の動向④各種課題に対する組織的
対応の在り方、学校における危機管理上の問題

千葉県木更津
市

12時間

平成25年9月21日、
平成25年9月28日

12,000円

80人

平成25年6月24日～
平成25年7月8日

平253012200738号

0438-30-5567

http://seiwauniv.ac.jp

学校教育をめぐる諸課題への対
応

教員免許更新講習において必修とされる４項目について、
「学校を取り巻く近年の状況と学校・教師が直面している課
題」「心理学の最新知見に基づく子供の理解」「各種アンケー
トの効果的な利用、分析による諸問題への適切な対応」を主
な講義・演習内容とする研修を通して、学校が当面している
諸問題についての理解と教師に求められる最新の知識・技
術の習得を目指す。

千葉県市川市

12時間

平成25年7月29日～
平成25年7月30日

13,000円

40人

平成25年6月25日～
平成25年7月19日

平253012600729号

047-373-9754

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

八戸学院大学

千葉大学

清和大学

千葉商科大学

教育の最新事情

伏見
保坂
吉田
笠井
佐瀬
磯邉

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

宝剱
丸橋
小松
下田
橋口

純一郎（法学部教授）
唯郎（法学部教授）
伸之（法学部講師）
正行（法学部非常勤講師）
武信（法学部非常勤講師）

鹿嶋
中村
相良
久保
沖塩
上嶋

研之助（商経学部教授）
晃（商経学部教授）
陽一郎（商経学部教授）
裕也（政策情報学部准教授）
有希子（商経学部専任講師）
洋一（商経学部非常勤講師）
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平成２５年度（第５回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要
現在の教育の諸問題を鑑みて、次の内容について事例等を
紹介しながら講義する。
学校を巡る今日の課題とその対応、児童・生徒の状況を踏ま
えた対応、子どもの発達についての理解、児童生徒の人間
関係の育成、教育政策の動向についての理解、学校の内外
での連携協力についての理解、学校における危機管理上の
課題

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

神野建（総合情報学部教授）
川名博志（総合情報学部教授）
原田恵理子（総合情報学部准教授）
渡邊健治（総合情報学部教授）

千葉県千葉市

12時間

①現在の教職員の現状と問題点について、現場の立場から
状況の変化、子ども観、社会的要請について分析する。②子
どものニーズの理解を深め、その子どもにあった教育を模索
するヒントや、最新の学問的知見を紹介しつつ、生徒指導や
学級経営その他への応用を示唆する。③現代教育制度の概
要と教育改革の動向の理解を深める。④学校内外の連携協
力について、組織マネジメント、コミュニケーションの取り方、
安全性の確保、個人情報保護の問題などを通して理解する。

高橋 賢一（非常勤講師）
岸 裕司（日本大学文理学部他非常勤講師）
荒井 文昭（教授）
浜谷 直人（教授）
宮下 与兵衛（大学教育センター特任教授）

東京都八王子
市

平成25年8月5日～
12時間
平成25年8月6日

草苑保育専門学
幼児教育の最新事情
校

教育政策の動向について理解する。学習指導要領と幼稚園
教育要領の変遷から改訂の動向の意味を考察する。総則の
趣旨を理解し、意欲を喚起する学習指導に結び付ける。近年
の子どもの実態をふまえた道徳・特別活動や障害のある子ど
も達に対する教育の状況と課題について理解を深める。生活
環境が変化する中、問題を抱えた家庭も多い。子どもの基本
的信頼を回復させる等、心理的援助方法を再考し、発達障が
いの脳科学、子ども達の関わり方について学ぶ。学校の内外
における連携協力について理解する。

前川 洋子(東京福祉大学講師、近畿大学豊岡
短期大学講師、草苑保育専門学校講師)
東京都豊島区
髙橋 良子（全国保育園保健師看護師連絡会理
事、草苑保育専門学校講師）

平成25年12月23日～
12時間
平成25年12月24日

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼稚園をめぐる教育の最新事情
幼児教育研究機
構

本講習は、「幼稚園をめぐる近年の状況の変化を踏まえた教
員の役割」「子どもの臨床・発達に関する心理学的アプロー
チ」「園内外における質の高い連携をめざして」「新学習指導
要領における小学校１年生の学習内容からみた幼小接続に
ついて」の４つの事項について、教員に求められる最新の知
識・技能の習得と今日的な教育課題についての理解を深め
ることを目指す。

曽野麻紀(洗足こども短期大学幼児教育保育科
講師),楜澤令子(洗足こども短期大学幼児教育保
神奈川県川崎
育科講師),桃枝智子(洗足こども短期大学幼児教
市
育保育科講師),並木真理子(洗足こども短期大学
幼児教育保育科准教授)

12時間

新学習指導要領の趣旨を踏まえ、教員としての子ども観、教
育観について言及するとともに教員に求められる最新の知識
の習得と教育課題についての理解を深める。また、特別支援
教育や子どもの発達に関する心理学等の最新の知見も紹介
する。その他、組織論や対人関係のあり方、カウンセリングマ
インド、教育政策の動向、学校危機管理についても詳細に扱
う。

細川
中島
授)
山崎
授)
柴崎
授)
古谷
授)
仲田
師)

東京情報大学

首都大学東京

常葉大学

愛知東邦大学

教育の最新事情

教育の最新事情

教育の最新事情

学校教育をめぐる最新事情

教職について省察するうえで必要な、現代における教育事情
の理解について、次の諸点から講ずる。 学校を取り巻く現
状や制度の変化、子どもや地域社会の変容、教育にかかわ
る心理学等の知見の進展を踏まえながら、教職のあり方につ
いて考え、教育実践や学校内外の協働のあり方について検
討する。

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

12,000円

60人

平成25年6月24日～
平成25年6月28日

平253013100726号

12,000円

平成25年6月17日～
40人
平成25年7月9日

12,000円

12,000円

電話番号

ＵＲＬ

043-236-4607

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

平252002300734号

042-677-2395

http://www.kyome
nkosin.tmu.ac.jp
/

平成25年6月16日～
80人
平成25年10月31日

平254001800725号

03-3953-4016

http://soen.ac.j
p

平成25年6月17日～
平成25年6月24日

平258134000744号

03-3237-1957

http://www.youch
ien-kikou.com

平成25年6月17日～
平成25年7月12日

平253033500735号

053-428-3511

http://www.tokoh
a-u.ac.jp/renewteaching/hamamat
su/index.html

平253034900748号

052-782-1938

http://www.aichi
-toho.ac.jp

100人

壯平(法学部教授)
登代子(浜松大学健康プロデュース学部教
秀夫(浜松大学健康プロデュース学部教
孝夫(浜松大学ビジネスデザイン学部准教 静岡県浜松市

12時間

平成25年8月6日～
平成25年8月7日

12,000円

130人

学(浜松大学健康プロデュース学部准教
康一(浜松大学健康プロデュース学部講

今津 孝次郎(人間学部 教授)
橘
廣(人間学部 教授)
肥田 幸子(人間学部 准教授)
長谷川 望(人間学部 准教授)
照屋 翔大(人間学部 助教)

愛知県名古屋
市

平成25年8月10日～
12時間
平成25年8月11日

12,000円

平成25年6月22日～
50人
平成25年6月28日

主な受講対象者を幼稚園教諭とした講義形式の講習であ
る。講習は全８回構成とし各講習のテーマは次の通り。第１
～２回「教員を取り巻く環境と教員の役割」「教育改革の理
豊橋創造大学短 免許状更新講習（必修科目「幼稚
解」、第３～４回「新学習指導要領と教育観」「ＩＴリテラシーと
期大学部
園教諭」）
セキュリティ管理」、第５～６回「子どもと生活習慣」「幼稚園に
おける危機管理」、第７～８回「子どもの発達と支援」「カウン
セリングの精神とコミュニケーション」。

木村和夫（豊橋創造大学・同短期大学部副学
長）
佐野真一郎（幼児教育・保育科教授）
愛知県豊橋市
加藤知佳子（豊橋創造大学保健医療学部教授）
前田キミヨ（豊橋創造大学幼児教育･保育科非常
勤講師）

12時間

平成25年8月22日～
平成25年8月23日

12,000円

50人

平成25年6月17日～
平成25年7月1日

平253520400730号

050-2017-2102

http://www.sozo.
ac.jp/

幼稚園教諭を対象とし、「教職についての省察」「子どもの変
化についての理解」「教育政策の動向についての理解」「学校
の内外における連携協力についての理解」の４つの事項につ
いて、教員に求められる最新の知識・技術の習得と今日的な
教育課題についての理解を深めることを目指す。

山口雅史(椙山女学園大学人間関係学部教授),
矢藤誠慈郎(愛知東邦大学人間学部子ども発達
愛知県名古屋
学科教授,岡崎女子大学子ども教育学科教授),齋
市
藤善郎(豊橋創造大学非常勤講師,林丘幼稚園
理事長)

12時間

平成25年8月5日,
平成25年8月7日

12,000円

200人

平成25年6月17日～
平成25年6月24日

平258134000742号

03-3237-1957

http://www.youch
ien-kikou.com

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼稚園をめぐる教育の最新事情
幼児教育研究機
構
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平成２５年度（第５回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

京都ノートルダム
教育の最新事情
女子大学

全教員対象 各1.5時間 講義形式 50名の1クラス開設
・菅井啓之「教育の専門職として（講習①）」「学校での危機に
備える（講習⑧）」
・山本智也「教育政策の動向B（講習⑥）」「学校を巡る変化と
連携協力（講習②）」
・佐藤睦子「子どもの変化と発達の課題（講習③）」
・田中誉樹「子どもの変化とカウンセリングマインド（講習
④）」
・藤本陽三「学校組織の一員として（講習⑦）」
・渡邉規矩郎「教育政策の動向A（講習⑤）」

佛教大学

佛教大学

担当講師

講習の開催地

菅井 啓之（心理学部 教授）
山本 智也 （生活福祉文化学部教授）
田中 誉樹(心理学部准教授）
藤本 陽三 准教授（心理学部特任教授）
佐藤 睦子 講師（心理学部准教授）
渡邉 規矩郎 先生（環太平洋大学特任教授）

講習の期間

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

京都府京都市

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

12,000円

50人

平成25年6月17日～
平成25年6月21日

平253040700747号

075-706-3745

教育の最新事情

「教職についての省察」、「子ども変化についての理解」、「教
育政策の動向についての理解」、「学校の内外における連携
協力についての理解」の4つの事項を中心に講習をおこな
原 清治（教育学部教授）
い、学校現場で教育実践を行うために求められる教育政策や
菅 原 伸 康（教育学部准教授）
教育問題に関する最新の知識・情報の修得を目指すととも
に、特別支援などの今日的な教育課題についての理解も深
める。

京都府京都市

12時間

平成25年8月5日
平成25年8月6日

10,000円

50人

平成25年6月22日～
平成25年6月29日

平253041600750号

075-491-0239(代 http://www.bunet
表)
.jp/

教育の最新事情

「教職についての省察」、「子ども変化についての理解」、「教
育政策の動向についての理解」、「学校の内外における連携
協力についての理解」の4つの事項を中心に講習をおこな
原 清治（教育学部教授）
い、学校現場で教育実践を行うために求められる教育政策や
菅 原 伸 康（教育学部准教授）
教育問題に関する最新の知識・情報の修得を目指すととも
に、特別支援などの今日的な教育課題についての理解も深
める。

京都府京都市

12時間

平成25年8月16日
平成25年8月17日

10,000円

50人

平成25年6月22日～
平成25年6月29日

平253041600751号

075-491-0239(代 http://www.bunet
表)
.jp/

大阪府枚方市

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

12,000円

40人

平成25年6月16日～
平成25年6月28日

平253045200728号

072-805-2801㈹

http://www.kansa
igaidai.ac.jp

大阪府堺市

12時間

平成25年8月8日～
平成25年8月9日

12,000円

50人

平成25年6月17日～
平成25年7月17日

平253046800746号

072-292-7201

http://www.poole
.ac.jp

大阪府吹田市

平成25年8月22日～
12時間
平成25年8月23日

12,000円

平成25年6月16日～
100人
平成25年8月12日

平259271500724号

03-5741-1311

http://www.kansa
i-u.ac.jp/
http://www.saino
u.or.jp/imets/

兵庫県神戸市

12時間

平成25年8月26日～
平成25年8月27日

12,000円

平成25年6月17日～
平成25年7月12日

平253048100732号

078-413-3077

http://www.konan
-wu.ac.jp

兵庫県神戸市

平成25年7月30日～
12時間
平成25年7月31日

12,000円

平成25年6月17日～
100人
平成25年6月28日

平253049000731号

078-737-2285

http://www.yg.ko
bewu.ac.jp/wu/inde
x.html

平成25年8月20日～
平成25年8月21日

12,000円

平成25年6月17日～
平成25年6月25日

平258134000745号

03-3237-1957

http://www.youch
ien-kikou.com

全国学力学習状況調査の結果・分析を踏まえ、「教職につい 角野茂樹（英語キャリア学部教授）
て」「子ども理解」「教育政策」「学校内外の連携協力」の観点 森田健宏（英語キャリア学部准教授）
今、ミドルリーダーに求められるこ から、学校組織におけるミドルリーダー、教職に求められる知 小寺正一（英語キャリア学部教授）
関西外国語大学
と
識・技能の修得、今日的教育課題と方向性についての理解を 岡澤潤次（英語キャリア学部教授）
深めることをめざす。なお、主な受講対象者は、小学校現職 落合清茂（英語キャリア学部教授）
教員とします。
藤田弘之（外国語学部教授）

プール学院大学

時間数

現代的課題と学校教育の役割

中央教育審議会答申は「グローバルな経済競争／持続可能
性への協力」の両者に対応可能な教育の必要を述べてい
る。卓越性と公正、組織マネジメント、個と集団への開発的指 佃 繁
（国際文化学部教授）
導と援助、特別支援教育など、教員が日常直面している問題 磯島 秀樹（国際文化学部教授）
群もまた、現代的課題と関連が深い。本講習会では参加者の 石原 陽子（国際文化学部准教授）
実践交流を中心にすえ、現代的課題に挑戦する学校教育、 山崎 明宏（国際文化学部准教授）
教員の社会的使命とコミュニティとの連携等について研修す
る機会としたい。

関西大学・公益財
団法人才能開発 教育の最新事情
教育研究財団

必修領域として示されている「教職についての省察」「子ども
の変化についての理解」「教育政策の動向についての理解」
「学校の内外における連携協力についての理解」の４項目に
ついて、教育工学的な視点を取り入れながら学ぶことをねら
いとする。

安藤輝次（関西大学文学部教授）
村川雅弘（鳴門教育大学大学院学校教育研究
科教授）
堀田博史（園田学園女子大学人間健康学部教
授）
中野由章（大阪電気通信大学情報教育特任講
師）
後上鐵夫（大阪体育大学健康福祉学部教授）

甲南女子大学

教育の最新事情

「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教
育政策の動向についての理解」「学校の内外における連携協
力についての理解」の４項目について、これまでの国内外の
研究成果を踏まえた講義を行う。また、本講義は、少人数に
よって受講生の討論、意見交換を含めた双方向型の授業を
実施する。

内藤
佐藤
伊藤
森川

神戸女子大学

学校をめぐる近年の状況変化、教員に対する社会の要請、
特別支援教育に関する課題、学級経営や生徒指導に関する
教育の最新事情（これからの教育 課題、学習指導要領の改訂や教育改革の動向、組織的対応
を考える）
や保護者・地域社会との連帯、危機管理上の課題などの最
近の教育事情について検討し、課題解決に向けての取り組
み・在り方を考える。

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼稚園をめぐる教育の最新事情
幼児教育研究機
構

由佳子（人間科学部 准教授）
眞子 （人間科学部 教授）
実歩子（人間科学部 准教授）
英子 （看護ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 教授）

岸本芳信（文学部教授）
近藤久史（文学部教授）
前田研史（文学部教授）
三宅茂夫（文学部教授）
金岩俊明（文学部准教授）
大森俊昭（文学部准教授）
谷山優子（文学部助教）

幼稚園教諭を対象とし、「教職についての省察」「子どもの変
化についての理解」「教育政策の動向についての理解」「学校 小田豊(独立行政法人国立特別支援教育総合研
の内外における連携協力についての理解」の４つの事項につ 究所理事長),鈴木正敏(兵庫教育大学大学院学 兵庫県神戸市
いて、教員に求められる最新の知識・技術の習得と今日的な 校教育研究科准教授)
教育課題についての理解を深めることを目指す。
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12時間

50人

80人

http://www.notre
dame.ac.jp/

平成２５年度（第５回）
「教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

現代社会は，工業化，都市化，高学歴化，情報化などによっ
望月 悦子（福祉健康学部 教授）
て急激に変化した。その変化は，地域，学校，家族，子どもな
川久保 和雄（経営学部 教授）
どの状況，生活スタイル，意識を大きく変えることになった。そ
林原 慎（福祉健康学部 准教授）
れは，今日においても，なお拡大しつつある。その拡大しつつ
藤井 宣彰（福祉健康学部 講師）
ある子ども，学校を取り巻く環境，教育政策などの変化に対し
長岡 由記（福祉健康学部 講師）
て，教員は，どうあるべきかについての理解と教員に求めら
大西 理恵子（福祉健康学部 講師）
れる最新の知識の修得を目指す。(初等教育教員対象)

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

広島県福山市

12時間

平成25年8月1日～
平成25年8月2日

12,000円

30人

平成25年6月16日～
平成25年6月30日

平253054100741号

084-972-5011(内 http://www.heise
線2115)
i-u.ac.jp

東筑紫短期大学 幼稚園教育の最新事情

中教審は「今後の教員養成・免許制度の在り方について」
で、「教員免許の更新制」を答申し、「新しい時代の義務教育
山田 千秋(東筑紫短期大学・九州栄養福祉大
を創造する」で「国家戦略としての学力の維持・向上」を、大
学 教授・副学長)
学分科会は「学士課程教育の構築に向けて」で学力保証を問
木本 節子(保育学科 教授・学科長)
題提起した。「脳科学と教育」に関する検討会や栄養教諭制
福岡県北九州
江口 弘子(保育学科 准教授)
度も発足している。教育基本法が改正され、幼稚園教育要
市
前川 公一（保育学科 准教授）
領、小・中・高等学校学習指導要領が改訂された。これら教
松本 明夫（九州栄養福祉大学 食物栄養学部
育制度改革の基本理念、目的・目標及び実践化の方策と教
准教授）
師教育について、幼児教育を視座にして教育人間学を追究
する。

12時間

平成25年8月5日～
平成25年8月6日

12,000円

30人

平成25年6月17日～
平成25年7月16日

平253533800737号

093-561-2060

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

沖縄キリスト教短
教育の最新事情
期大学

教員に求められる「教職についての省察」「子どもの変化につ
いての理解」「教育政策の動向についての理解」「学校の内
外における連携協力についての理解」の4分野に関する最新
の知識・技能を修得し、具体的な実践事例を検討することで、
今日的教育課題についての理解を深める。

12時間

平成25年8月9日～
平成25年8月10日

14,000円

60人

平成25年6月17日～
平成25年6月28日

平253536100740号

098-946-1235

http://www.ocjc.
ac.jp/

福山平成大学

教育の最新事情

喜舎場 勤子（准教授）
大城 りえ（准教授）
崎原 永輝（非常勤講師）
諸見里 律子（非常勤講師）

沖縄県中頭郡
西原町
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