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平成２５年度（第６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６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

東北文教大学短
教育の最新事情
期大学部

共栄大学

講習の概要
「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教
育についての理解」の４つの事項について、特に幼児教育に
携わる教員を対象として講習を行う。基本的な知識・技術を
確認すると共に、最新の情報の修得と今日的な教育課題に
ついて理解を深めることを目的とする。

担当講師

講習の開催地

永盛善博（子ども学科講師）
片桐道子（子ども学科教授）
下村一彦（東北文教大学人間科学部講師）
村上智子（東北文教大学人間科学部講師）

藤田英典（教育学部教授）
若手三喜雄（教育学部教授）
「教職についての省察」、「子どもの変化についての理解」、
和井田節子（教育学部教授）
大学で学ぶ教育の最新事情と教 「教育政策の動向についての理解」、「学校の内外における
金山康博（教育学部准教授）
育学・心理学研究の動向
連携協力についての理解」の４項目について、教育学・心理
内田千春（教育学部准教授）
学研究および高度な実践学の知見を活かし解説を行う。
平田敦義（教育学部准教授）
永妻恒男（さいたま市立与野西中学校校長）

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

山形県鶴岡市

12時間

平成26年1月18日～
平成26年1月19日

12,000円

40人

平成25年10月1日～
平成25年10月11日

平253503700754号

023-688-2717

http://www.tbunkyo.jp

埼玉県春日部
市

12時間

平成25年12月26日～
平成25年12月27日

12,000円

80人

平成25年10月1日～
平成25年11月15日

平253008400752号

048-755-2932

http://www.kyoei.
ac.jp/

平255人 （※左記研修の実施要項に基 70002づき、都道府県教育委員会等 00762号

046-839-6895

http://www.nise.g
o.jp/

大西 孝志（文部科学省初等中等教育局特別支
障害のある幼児児童生徒の教育を担当する教職員に対し、 援教育課特別支援教育調査官）
専門的知識及び技術を深めさせるなど必要な研修を行い、そ 横尾 俊（教育支援部主任研究員）
の指導力の一層の向上を図り、今後の各都道府県等におけ 梅田 真理（教育情報部総括研究員）
独立行政法人国
平成25年度第二期特別支援教育 る指導者としての資質を高めるための講習。
吉田 道広（文部科学省初等中等教育局特別支 神奈川県横須
立特別支援教育
専門研修
講習内容は、視覚障害教育、聴覚障害教育について、それ 援教育課特別支援教育調査官）
賀市
総合研究所
ぞれの教育課程及び現状と課題、発達障害教育論、特別支 土井 幸輝（教育情報部主任研究員）
援学校経営の現状と課題（視覚障害、聴覚障害）で構成され 棟方 哲弥（企画部総括研究員）
る。

平成25年7月17日～
平成25年9月2日

平成25年9月9日,
平成25年9月13日,
平成25年9月17日,
12時間
平成25年9月25日,
平成25年9月26日,
平成25年10月1日

一般募集はしません。

0円

からの推薦により受講決定し
た者（研修の受講者以外の者
は、免許状更新講習を受講す
ることはできません。））

幼稚園教諭及び小学校教諭を主な対象とし、子どもや学校を
取り巻く環境の変化や近年の法令改正、学習指導要領改訂
等の動向を見据えながら、教育をめぐる今日的課題につい
て、下記の4点にわたって講習します。
①教職についての省察 ②子どもの変化についての理解 ③
教育政策の動向についての理解 ④学校の内外における連
携協力についての理解

水上 義行(子ども育成学部教授)
吉田 昌弘(子ども育成学部准教授)
村上 満(子ども育成学部准教授)
大平 泰子(子ども育成学部講師)
開 仁志(子ども育成学部准教授)
大藪 敏宏(子ども育成学部准教授)
彼谷 環(子ども育成学部准教授)
宮田 伸朗(子ども育成学部教授)
仲井 文之(子ども育成学部教授)
原 稔(子ども育成学部教授)
辻井 満雄(子ども育成学部教授)

富山県富山市

12時間

平成25年8月21日～
平成25年8月22日

12,000円

30人

平成25年7月22日～
平成25年8月9日

平253030100755号

076-436-2570

http://www.tuins.
ac.jp

名古屋文化学園
幼稚園教育の最新諸事情
保育専門学校

本講習では、「幼稚園教育における最新諸事情」をテーマとし
て（１）教職についての省察、（２）子どもの変化についての理
解、（３）教育政策の動向についての理解、以上３つの事項を
各々３時間、及び（４）学校の内外での連携協力についての
理解を２時間、（５）学校における危機管理上の課題について
１時間、計１２時間開講する。

菅田達也（専任教員）
名和真理子（講師（教職課程兼任教員））
吉村壽子（講師（教職課程兼任教員））
村上友香（講師（教職課程兼任教員））

愛知県名古屋
市

12時間

平成25年10月26日、
平成25年11月2日

12,000円

50人

平成25年7月16日～
平成25年10月18日

平254002700756号

052-962-9113

http://www.nbunka
.ac.jp/nb1

名古屋文化学園
幼稚園教育の最新諸事情
保育専門学校

本講習では、「幼稚園教育における最新諸事情」をテーマとし
て（１）教職についての省察、（２）子どもの変化についての理
解、（３）教育政策の動向についての理解、以上３つの事項を
各々３時間、及び（４）学校の内外での連携協力についての
理解を２時間、（５）学校における危機管理上の課題について
１時間、計１２時間開講する。

菅田達也（専任教員）
名和真理子（講師（教職課程兼任教員））
吉村壽子（講師（教職課程兼任教員））
村上友香（講師（教職課程兼任教員））

愛知県名古屋
市

12時間

平成25年12月27日、
平成25年12月28日

12,000円

50人

平成25年7月16日～
平成25年11月29日

平254002700757号

052-962-9113

http://www.nbunka
.ac.jp/nb1

花園大学

教育の最新事情

子どもの発達を心理学の知見から見つめ直し、その問題点、
課題、子どもの変化についての理解を深める。また、スクー
ルソーシャルワーカーとの関わりを通して子どもの生活の変
化に応じた支援のあり方、教師とスクールカウンセラーの協
業のあり方等を考える。さらに、いじめ、不登校、非行、犯罪
等の問題についての背景・原因の分析や教員の具体的な取
り組みのあり方、また報道や統計の活用を通して現代社会の
問題を考える。教育政策の動向、学校の危機管理等につい
ても扱う。

脇中 洋（大谷大学教授）
林 聖子（京都市教育委員会スクールソーシャル
ワーカー）
京都府京都市
水谷 修（客員教授）
中京区
松下 智子（社会福祉学部非常勤講師）
中 善則（教職課程准教授）
奥山 研司（教職課程教授）

平253041500753号

075-823-0570

http://www.hanazo
no.ac.jp/

教育の最新事情(3)

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

平253016600761号

03-3238-3520

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

富山国際大学

上智大学

教育の最新事情

大阪府大阪市
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平成25年12月21日～
12時間
平成25年12月22日

10,000円

平成25年12月26日～
平成25年12月27日

12,000円

12時間

平成25年9月6日～
200人
平成25年9月26日

40人

平成25年10月1日～
平成25年11月29日

平成２５年度（第６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

九州共立大学

久留米大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教育の最新事情

本講習においては、教員免許更新講習の必修領域である
①教職についての省察、②子どもの変化についての理解、③
教育政策の動向についての理解、④学校の内外における連 白石 忍（教授）
携協力についての理解の４つに関する事項に関する講義を 髙橋 佳代（講師）
行う。２日間の講習を通して教員に求められる最新の知識・ 大竹 晋吾（福岡教育大学 准教授）
技能の修得と今日的な教育課題についての理解を深めるこ
とを目指す。

福岡県北九州
市

12時間

平成25年11月23日～
平成25年11月24日

12,000円

50人

平成25年8月1日～
平成25年9月30日

平253055800758号

093-693-3223

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

教員免許状更新講習「必修」

学校をめぐる内外の状況は近年大きく様変わりしつつある
が、教育の最新事情について、県立高等学校、特別支援学
校の退職校長、県教育行政、県教育センター経験者等が講
師となり、学校現場や教育行政等の体験を活かした講義を行
う。主たる対象は高等学校教員、幼小中高等部の特別支援
学校教員となるが、小中学校にも視野を広げ講義する。

福岡県久留米
市

12時間

平成25年8月20日～
平成25年8月21日

12,000円

50人

平成25年7月16日～
平成25年7月26日

平253056300760号

0942(44)2071

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

宮崎県宮崎市

12時間

平成25年8月6日～
平成25年8月7日

12,000円

40人

平成25年7月16日～
平成25年7月26日

平253535600759号

0985-85-0146

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

宮崎学園短期大
幼児教育の最新事情
学

原野
清原
山崎
濱本

雅（非常勤講師）
博美（非常勤講師）
賢一郎（非常勤講師）
隆（非常勤講師）

宮崎 弘尚（初等教育科講師）
主に幼稚園教諭を対象として、学校を巡る状況変化や専門
久松 尚美（保育科講師）
職たる教員の役割、特別な教育的ニーズのある子どもへの
野崎 秀正（保育科准教授）
理解と適切な支援、幼稚園から小学校への移行、学習指導
和田 政吉（保育科准教授）
要領の改訂をはじめとした教育施策の動向、学校内外におけ
菅 邦男（人間文化学科教授）
る連携協力などについて取り上げ、講義・演習・討議を行う。
岩切 徹志（保育科准教授）
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