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平成２５年度（第８回）
「教科指導・生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
（選択領域）

平成２５年度（第８回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼稚園教育内容を深める
幼児教育研究機
構

子どもは日々幼稚園の中で生活し遊んでいる。その子ども
の成長発達を支える土台は生活であり遊びであると考える。
幼稚園の役割としての生活を子どもの視点と教師の視点か 飛田隆(茨城キリスト教大学文学部児童教育学
ら考えていきたい。また遊びについては自発的、自然発生的 科講師)
にこどもの中に生まれる遊びと教師の提案する遊びについて
も考査したい。

茨城県水戸市

6時間 平成25年11月9日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成25年9月17日～
平成25年9月30日

平258134057502号

03-3237-1957

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

公益財団法人全
日本私立幼稚園
保育現場での質を高める
幼児教育研究機
構

本講習では、子どもの「表現してみたくなる環境の在り方」を
基軸に、キャリアに見合った自己の保育の見直しを図る。ま 柳 晋(育英短期大学保育学科教授),槇 英子
た、理論に裏付けられた実践の重要性と子どもの能動的学 (淑徳大学教育福祉学科准教授),渡辺 洋一(育
びを促すための指導力、ならびに幼稚園教諭としての資質を 英短期大学保育学科講師)
高めていく講座としたい。

群馬県前橋市

6時間 平成25年12月25日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成25年11月11日～
平成25年11月22日

平258134057503号

03-3237-1957

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

東京海洋大学

商船学・海洋工学の最新事情

商船学・海洋工学における近年の主要な成果のうち、高等学
校教科「水産」の授業内容に関連のある事項について、知
識・技能の修得をめざす。講習内容は、航海分野では、「ＥＥ 南 清和（海洋工学部教授）
ＤＩと船体設計の将来」について採り上げる。機関分野では、 岩本 勝美（海洋工学部教授）
「船舶機関のトライボロジー」について採り上げる。講義のほ
か、受講者数によっては実験・実習等を含めることがある。

東京都江東区

6時間 平成25年12月21日

教諭

水産、海洋系高
等学校教諭、高
等学校理科教諭

6,000円

20人

平成25年9月16日～
平成25年11月5日

平251002957475号

03-5463-4245

http://www.kaiyo
dai.ac.jp/

水産学・海洋科学の最新事情Ⅰ

水産学・海洋科学における近年の主要な成果のうち、高等学
校教科「水産」の授業内容に関連のある事項について、知
識・技能の修得をめざす。講習内容は、「水棲微生物の有効
浦野 直人（海洋科学部教授）
利用：バイオエタノール生産と環境浄化」、「漁業における光と
稲田 博史（海洋科学部准教授）
色 ～水産動物の行動制御への応用～」の各項目について
採り上げる。講義のほか、受講者数によっては実験・実習等
を含めることがある。

東京都港区

6時間 平成25年12月22日

教諭

水産、海洋系高
等学校教諭、高
等学校理科教諭

6,000円

20人

平成25年9月16日～
平成25年11月5日

平251002957476号

03-5463-4245

http://www.kaiyo
dai.ac.jp/

水産学・海洋科学の最新事情Ⅱ

水産学・海洋科学における近年の主要な成果のうち、高等学
校教科「水産」の授業内容に関連のある事項について、知
識・技能の修得をめざす。講習内容は、「水圏環境教育」、
佐々木 剛（海洋科学部准教授）
「魚介類による食物アレルギー ～現状とそれらのアレルゲン 嶋倉 邦嘉（海洋科学部助教）
～」の各項目について採り上げる。講義のほか、受講者数に
よっては実験・実習等を含めることがある。

東京都港区

6時間 平成25年12月23日

教諭

水産、海洋系高
等学校教諭、高
等学校理科教諭

6,000円

20人

平成25年9月16日～
平成25年11月5日

平251002957477号

03-5463-4245

http://www.kaiyo
dai.ac.jp/

教諭

小・中学校教諭
（理科担当を優
先）

20,000円

平成25年9月16日～
20人
平成25年10月31日

平257000557478号

03-5814-9876

http://www.kahak
u.go.jp/learning
/leader/license/
index.html

平成25年9月30日～
150人
平成25年10月4日

平258134057504号

03-3237-1957

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

東京海洋大学

東京海洋大学

当館が開発した科学的体験学習プログラムを積極的に活用
し、科博の良さ、面白さを知ってもらい、そこから博物館を授
業に役立てたいと思う心を啓発する。また、学校現場に持ち 小川義和（学習企画・調整課長）
独立行政法人国 教員のための博物館活用講座－
帰って、すぐに活用できる実用性のあるプログラムを体験す 永山俊介（千葉県公立学校教頭）
立科学博物館
授業に役立つ博物館
ることで、学習支援プログラムをカリキュラム内で効果的に活 岩崎誠司（学習企画・調整課専門員）
用できる能力を含め、教員自身の博物館リテラシー（活用能
力）を高めることを目的とした講習。

東京都台東区

平成25年12月21日,
18時間 平成25年12月26日,
平成25年12月27日

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼稚園の役割を広め深める
幼児教育研究機
構

【幼児理解に基づく保育のデザイン】幼児理解とは、幼児一人
一人にとって育ちにつながる経験の意味を理解することであ
る。そのような幼児理解に基づく保育のデザインについて考
えてみたい。【安心とつながりを生み出す保護者支援の在り 戸田雅美(東京家政大学准教授),宮里暁美(お茶 東京都千代田
方】子育てに不安を抱いていたり、人と関わることが苦手と感 の水女子大学付属幼稚園副園長)
区
じていたりする保護者が増加している。幼稚園の中での様々
な取り組みを検討し、保護者支援の在り方や情報の発信とそ
の効果について学ぶ。

6時間 平成25年11月30日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

独立行政法人国
立青少年教育振 教員免許状更新講習
興機構

学習指導要領と体験活動の関わりを理解するとともに、実際
の自然体験活動を通じて安全に配慮した指導法を体得し、体 河合岩暢（福井県若狭町前教育長）
験活動の意義や効果を理解する。当自然の家の立地・環境 井上誠一郎（国立若狭湾青少年自然の家主任
を生かした特徴的な体験活動であるスノーケリングの体験を 企画指導専門職）
通しての講習を予定している。

福井県小浜市
田烏区大浜

6時間 平成25年10月26日

教諭

小学校教諭

6,680円

20人

平成25年9月16日～
平成25年9月30日

平257002357485号

0770-54-3022

http://wakasawan
.niye.go.jp/

独立行政法人国
立青少年教育振 教員免許状更新講習
興機構

学習指導要領と体験活動の関わりを理解するとともに、実際
の自然体験活動を通じて安全に配慮した指導法を体得し、体 中野友博（びわこ成蹊スポーツ大学教授）
験活動の意義や効果を理解する。当自然の家の立地・環境 井上誠一郎（国立若狭湾青少年自然の家主任
を生かした特徴的な体験活動であるシーカヤックの体験を通 企画指導専門職）
しての講習を予定している。

福井県小浜市
田烏区大浜

6時間 平成25年10月27日

教諭

小学校教諭

6,680円

20人

平成25年9月16日～
平成25年9月30日

平257002357486号

0770-54-3022

http://wakasawan
.niye.go.jp/

信州大学

認知症の人から見える世界

認知症をはじめとして、現代社会においては、福祉介護に
かかわる課題が増加する中で、福祉教育や人の生き方にか
かわる価値観を問う教育の充実が求められている。本講座で
は、認知症の方々の生き方や人間関係のあり方や、世代間 阿保 順子(長野県看護大学学長）
での共存のあり方等を取り上げ、教科指導や福祉教育・健康
教育・人権教育並びに道徳等で扱いについて考えていきた
い。

長野県駒ケ根
市

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学校
の教諭

6,000円

50人

平成25年9月16日～
平成25年9月24日

平251004157490号

0263-37-2428

http://www.shins
hu-u.ac.jp/

信州大学

学生用光学顕微鏡によって動・植物の細胞を観察する際、
接眼レンズにデジタルカメラを接続してカメラの液晶モニター
身近なデジタルカメラの活用で不 により大きく見やすい画像が表示され、普段デジタルカメラに
思議なミクロ世界の観察をもっと 慣れ親しんでいる学生も難解な生物学の学問を身近に感じ、 喬 炎(長野県看護大学教授）
効果的に
探究心を高め、生物の不思議なミクロ世界をもっと楽しめるこ
とを目標に、生物実習でしばしば行っている血球の形態観察
を通じて講習を展開する。

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学校
の教諭（理科）

6,000円

平成25年9月16日～
50人
平成25年9月24日

平251004157491号

0263-37-2428

http://www.shins
hu-u.ac.jp/

長野県駒ケ根
市
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6時間 平成25年11月16日

6時間 平成25年11月16日

平成２５年度（第８回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
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

子どもたちにとって、大人のモデルの一つは教師であり、教
師自身の人間観、世界観が子どもたちの成長に大きく影響す
る。人間を育てるということは、指導案の優劣ではなく、子ど 市川 郁子（大谷大学文学部准教授）
もたちが教師から何を学ぶかが重要であり、教師にも豊かな 冨岡 量秀（大谷大学短期大学部幼児教育保育 長野県伊那市
情操が求められる。また、子どもたちをとりまく大人たちとし 科准教授）
て、地域・保護者・先生とのつながりの中で子どもを守り、育
てるという視点に立った講習を行う。

6時間 平成25年12月21日

①知識基盤型社会において、保護者、教師、子どもが互いに
関係を結びイノベーションを創造するための課題と、保育実
践の質を吟味する視点を考える。②音楽という「あそび」を通 青木 久子(文京学院大学院非常勤講師),山崎
して、表現することを楽しめる子どもをどう育てるか。講義と併 浩(清泉女学院短期大学幼児教育科准教授)
せて実際に音楽を用いながら、具体的な指導法について学
びを深める。

長野県松本市

国語の教科書が出来るまで
― 国文法と和歌 ―

浜松市は国学者であり国文学者でもあり万葉仮名の研者で
ある石塚龍麿の出身地である。そのような地で国文法研究の
今に至る歴史を垣間見ることで、なぜ国文法が難解なのかを
大秦 一浩（大谷大学文学部准教授）
講義する。また、石塚龍麿も取り上げる『万葉集』に代表され
中川 眞二（大谷大学文学部講師）
る和歌について、国語科で取り上げる上でのポイントなど、教
科書の背景にある国語学・国文学の研究の現状を知ること
で、実践力の一助としたい。

愛知教育大学

21世紀の学びと総合的な学習

総合的な学習の時間がめざす課題解決の資質・能力・技能
は、21世紀中葉の社会を支える現代の子どもたちに不可欠
な重要な力です。本講習を通して、総合的な学習の時間がな
ぜ、そしてどれ程に21世紀の学力として重要なのか、具体の
久野弘幸（教育学部准教授）
実践から離れずに、大きな立ち位置から受講生の皆さんと一
緒に考えてゆきたいと思います。
受講者は、各学校の全体計画および単元計画例を持参する
ことが望ましい。

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学校
教諭

5,000円

25人

平成25年9月18日～
平成25年11月15日

平253039457474号

075-411-8476

http://www.otani
.ac.jp/

6時間 平成25年10月19日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

70人

平成25年9月17日～
平成25年9月20日

平258134057505号

03-3237-1957

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

静岡県浜松市

6時間 平成25年12月15日

教諭

小・中・高 国語
科教諭

5,000円

25人

平成25年9月18日～
平成25年11月15日

平253039457473号

075-411-8476

http://www.otani
.ac.jp/

愛知県刈谷市

6時間 平成25年12月24日

教諭

小学校・中学校教
諭

6,000円

50人

平成25年10月12日～
平成25年11月17日

平251004657492号

0566-26-2708

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

愛知教育大学

以下を通じ，心身の健康を援助する養護教諭の原点に立ち
返り，実践方法とその意義を検討し直すことができるようにな
ることをねらいとする。
○ストレスに関する最新の生理学的知見を学ぶ。日頃保健
ストレスの生理学的基礎と心理学
櫻木 惣吉（教育学部教授）
室で観察・対応している児童・生徒のストレス反応について，
的対応
五十嵐 哲也（教育学部准教授）
考察するための基礎的視点を確認する。
○心理学的な観点から，児童・生徒のストレス関連問題の理
解と対応を学ぶ。実際の対応において，活用できるスキルを
身に付ける。

愛知県刈谷市

6時間 平成25年12月27日

養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平成25年10月12日～
平成25年11月17日

平251004657493号

0566-26-2708

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

愛知教育大学

児童生徒の非行や問題行動には，家庭での暴力・虐待，地
域社会での暴力被害など，複雑な背景があることが多く，解
決には長期間を要するなど，学校だけで対応することは困難
問題行動を行う子どもとの向き合 になっている。深刻な問題を抱える，児童生徒への指導援助
木村 隆夫（教育学部非常勤講師）
い方
を進めるためにも，まず問題行動を繰り返す児童生徒の心理
や生育環境を理解し，さらに彼らとどのように心を交わし，ど
のように支援活動を進めるのかを，実際にあった事例を素材
として考える。

愛知県刈谷市

6時間 平成25年12月23日

教諭 全教諭，養護教
養護教諭 諭

6,000円

50人

平成25年10月12日～
平成25年11月17日

平251004657494号

0566-26-2708

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

昔話・ファンタジー等の国語科授
業で子ども達に「生きる力」を

昔話や民話は子ども達の心を鍛え、生きる意味を教えてく
れる「伝統的な言語文化」の一つです。ファンタジーは空想や
無意識の世界を通じて、思春期の葛藤や苦悩からの象徴的
な成長を描いています。新学習指導要領（国語科）で位置づ 佐藤 洋一（大学院教育実践研究科教授）
けられた伝記教材は先達の生き方をモデルにして、自分らし
い生き方や知恵・判断力をどう身に付けるかを教えてくれるテ
キストです。国語科授業づくりの基礎・基本から講義します。

愛知県刈谷市

6時間 平成25年12月24日

教諭

小学校，中学校・
高等学校（国語
科）教諭

6,000円

40人

平成25年10月12日～
平成25年11月17日

平251004657495号

0566－26－2708

http://www.aidhi
-edu.ac.jp

愛知教育大学

山部赤人はなぜ歌聖か 2

『万葉集』を代表する歌聖、山部赤人。彼は、非常に周到に
計算して言葉を組み立てていた。その計算を、五～七種の歌
を例に解説していく。事前に講師作「山部赤人動画講義」にて
予習することが可能なので、興味があればネット検索された 田口 尚之（教育学部教授）
い（参考書として講師著『万葉赤人歌の表現方法』もあるが、
必携ではない）。筆記試験は、授業中に配布する、本文・訳付
きの解説用プリントを持ち込み可とする。

愛知県刈谷市

6時間 平成25年12月23日

教諭

中学校・高等学校
（国語）教諭、小
学校教諭

6,000円

50人

平成25年10月12日～
平成25年11月17日

平251004657496号

0566-26-2708

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

愛知教育大学

外国人児童・生徒のための日本
語教育2

外国人児童・生徒のおかれた社会的状況、学校教育での
課題等、また年少者の第二言語習得の本質について講じる。
松本 一子（教育学部非常勤講師）
さらに外国人児童・生徒に対する日本語教育の具体的方法
について、教材および実践方法等を紹介する。

愛知県刈谷市

6時間 平成25年12月26日

教諭

小学校，中学校・
高等学校教諭

6,000円

50人

平成25年10月12日～
平成25年11月17日

平251004657497号

0566-26-2708

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

愛知教育大学

本講習では，これまで税理士や税務署職員が中心となり行っ
てきた「租税教育」と小･中･髙の教員が行ってきた「社会科授
業」を相互に関連させ，教員と税の専門家とが協働して取り
税の専門家と協働する租税教育2 組む授業づくりについて学習する。社会科の授業で税をテー 真島 聖子（教育学部准教授）
マにどのように単元を構想し，授業を展開するか，税の専門
家をゲストティチャーに迎え，協働して指導案を作成し，発表
する。

愛知県刈谷市

6時間 平成25年12月27日

教諭

小学校，中学校・
高等学校(社会科)
教諭

6,000円

30人

平成25年10月12日～
平成25年11月17日

平251004657498号

0566-26-2708

http://www.aidhi
-edu.ac.jp

大谷大学

つながりの中で子どもを育てる

公益財団法人全
日本私立幼稚園
保育現場での質を高める
幼児教育研究機
構

大谷大学

愛知教育大学
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平成２５年度（第８回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
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

愛知教育大学

これだけはできるようにしよう，歌の伴奏に必要な基礎的な
ピアノの技術の習得。取り上げる曲は小学校でよく歌われる
歌とし、小学校１年生から６年生までの教科書の中から選び
ここまで頑張ろう！リコーダーとピ ます。
國府 華子（教育学部准教授）
アノ初級2
これだけは吹けるようにしよう、基礎的なリコーダー演奏技 新山王 政和（教育学部教授）
術の習得。ソプラノ・リコーダーを用いた音楽ゲームを通じて
タンキング、サミング、フィンガリング等の基本技術を確認す
るとともに、ブレス・コントロールも身に付けます。

愛知県刈谷市

6時間 平成25年12月26日

愛知教育大学

ピアノを用いた「うた」の伴奏について、応用的かつ実践的
な技術の習得と、指導の際の留意点を確認して頂きます。取
り上げる曲は小学校や中学校でよく歌われる歌やクラス合唱
やってみよう！リコーダーとピアノ の曲から選びます。
國府 華子（教育学部准教授）
応用発展2
まずソプラノリコーダーを問題なく吹けるように練習し、さら 新山王 政和（教育学部教授）
に受講者のレベルに応じてアルトリコーダーやテナーリコー
ダー、バスリコーダーも加えて、リコーダーアンサンブルにも
挑戦します。

愛知県刈谷市

愛知教育大学

学習指導要領の趣旨を踏まえて、運動技能の向上を中心と
保健体育実践プログラムのワーク
する実践プログラムの紹介。「できる」に特化したアイデアを
ショップ
資料をもとに提示します。

愛知県刈谷市

森 勇示（教育学部教授）

園児・児童・生徒の表現を豊かにするために、絵本やパネル
シアター等を利用した教育的価値について、その可能性を探
る。具体的には、（1）絵本・パネルシアターを利用した読み聞
絵本を通して表現の世界を広げる
藤重 育子 （人間学部 助教）
かせの教育的価値について、（2）児童文化財をもとにした遊
び・手法、（3）これらをもとにしたグループワークを行なう。

教諭

小学校，中学校・
高等学校(音楽)教
諭

6時間 平成25年12月27日

教諭

6時間 平成25年12月21日

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年11月24日

愛知東邦大学

学校現場において、授業中あるいは課外活動中の病気・怪
我は頻繁に起こっている。その中でも課外活動中の怪我は
学校現場における事故・怪我の対 60％以上を占めているのが現状である。また、死亡事例もあ 葛原 憲治 （人間学部 教授）
応について
ることで大きな社会問題になっている。そこで学校での安全 尚 爾華 （人間学部 准教授）
管理体制の見直しと怪我の応急処置法を学ぶことを目的とす
る。

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年11月30日

愛知東邦大学

教育現場において、魅力ある楽しい授業を実現するための方
法を学ぶ。ピアノ演奏や歌唱する際に抱く「イメージ」を中心に
おいた演奏方法や表現方法を提示する。ピアノ連弾曲の色
彩感やイメージを共有しながら演奏する方法、言葉の抑揚や
魅力ある楽しい授業を実現する音
矢内 淑子 （人間学部 教授）
イメージを表現に繋げる歌唱法について学ぶ。このような演
楽表現法
西濱 由有 （人間学部 助教）
奏体験を通して、無意識に行われている表現が意識化され、
より豊かな演奏ができることを実感する。このようにして得ら
れた表現方法を、今後の実践的な指導に生かせるようにす
る。

愛知県名古屋
市

6時間 平成25年12月1日

愛知東邦大学

大谷大学

大阪観光大学

大阪観光大学

大阪観光大学

大阪芸術大学

知的障害者の心理と支援

インクルーシブ教育システム構築のため、すべての教員は、
特別支援教育に関する一定の知識・技能を有していることが
求められる。本講習では、知的障害を中心にその定義・分
安田 誠人（大谷大学短期大学部幼児教育保育
類・原因・特徴などの生理・病理や、知的障害者への指導、 科教授）
京都府京都市
言語コミュニケーションや対人関係などの心理についてその 脇中 洋（大谷大学教授）
基礎を学び、また重度・重複化についても取り上げ、障害者
の社会参加など、障害の今とこれからを考える。

道徳教育の研究

道徳教育の歴史と現状、道徳授業の原理と方法について解
説する。また、道徳の資料をグループで検討したり、授業構
伊藤 啓一（教職課程教授）
成の方法について話し合う。最後に、今後のわが国における
道徳教育・道徳授業の在り方について考える。

大阪観光学

第１部では、①観光教育の重要性について、「観光とは何か」
をテーマに、観光学の基礎を解説する。②「京阪神3都市観
光の歴史と現状」を解説する。第２部では、③大阪・コリアタウ
ン、④堺・泉州観光の具体的な観光資源、⑤南泉州地域等に
中尾 清（観光学部教授）
おけるグリーンツーリズムの実践事例、⑥近年注目されてい
るＭＩＣEについて紹介する。上記を踏まえて、「総合的な学習
の時間」に活用できる教材を受講者のみなさんと共に考えた
い。

子どもの発達と心理臨床

これからの教育を考える上での重要なトピックスをとりあげる
（発達障害についての理解と対応等を含む）。時代の変化に
ともなって生じてきた教育現場における様々な問題に、子ども
堀口 真宏（教職課程講師）
の発達という観点から切り込むとともに、学習者の発達をふ
まえた教科教育の在り方や、教育現場における理解を深め、
対応力の向上をめざす。

版画ワークショップ－版による表
現技法の多様性

版画には様々な版種があり、それぞれ技法や表情が異なり、
独特の表現を得ることができる。本講習では様々な版種を実
習で体験し、版特有のマチエールや製版のプロセスから創造 坪田 政彦(芸術学部教授)
性や発想の展開を試みる。受講者にとって重要かつ貴重な 原 三佳恵（芸術学部教授）
造形体験となることはもちろん、図画工作科・美術科の授業 山本 善一郎(芸術学部准教授)
における版画の展開、その魅力を伝えるヒントとなることを目
指す。

大阪府泉南郡
熊取町

大阪府泉南郡
熊取町

大阪府泉南郡
熊取町

大阪府南河内
郡河南町
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対象職種 主な受講対象者

6時間 平成25年12月8日

6時間 平成25年11月16日

6時間 平成25年11月17日

6時間 平成25年11月23日

18時間

平成26年1月11日～
平成26年1月13日

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

平成25年10月12日～
30人
平成25年11月17日

平251004657499号

0566-26-2708

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

小学校，中学校・
高等学校（音楽）
教諭

6,000円

30人

平成25年10月12日～
平成25年11月17日

平251004657500号

0566-26-2708

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

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
（保健体育）教諭

6,000円

50人

平成25年10月12日～
平成25年11月17日

平251004657501号

0566-26-2708

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

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、特別
支援学校教諭、お
よび特別支援学
級を担当する教
諭

6,000円

40人

平成25年10月5日～
平成25年10月11日

平253034957479号

052-782-1938

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

教諭 全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

40人

平成25年10月5日～
平成25年10月11日

平253034957480号

052-782-1938

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

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

24人

平成25年10月5日～
平成25年10月11日

平253034957481号

052-782-1938

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

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学校
教諭

5,000円

25人

平成25年9月18日～
平成25年11月15日

平253039457472号

075-411-8476

http://www.otani
.ac.jp/

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教員
で、道徳教育に関
心を持つ方

6,000円

30人

平成25年10月1日～
平成25年10月31日

平253042957482号

072-453-8222

http://www.touri
sm.ac.jp

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教員
で大阪の地理、歴
史、生活、観光に
興味を持ち、これ
らの教育に意欲を
持つ方

6,000円

30人

平成25年10月1日～
平成25年10月31日

平253042957483号

072-453-8222

http://www.touri
sm.ac.jp

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教員
で子どもの発達を
ふまえた教育に関
心を持つ方

6,000円

30人

平成25年10月1日～
平成25年10月31日

平253042957484号

072-453-8222

http://www.touri
sm.ac.jp

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別支
援学校の図画工 18,000円
作科・美術科担当
教諭

20人

平成25年10月16日～
平成25年11月1日

平253043257507号

0721-93-7907

http://www.osaka
-geidai.ac.jp

平成２５年度（第８回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

大阪芸術大学

講習の名称

講習の概要

和楽器を取り扱う知識と音楽の特徴を考察するとともに、演
奏してみることを通じて、和楽器と伝統音楽の魅力・歴史・奏
日本音楽の世界－楽器・伝統・表
法を学ぶ。また教材としての「日本音楽」の可能性も議論し、
現
実際の授業をどのように展開するか、さらには面白さと学ぶこ
との大切さを伝える手がかりを得ることを目指す。

担当講師
志村
今藤
竹内
廣瀬
戸波
志村
米村

哲（芸術学部教授）
長十郎（芸術学部客員教授）
明彦（芸術学部非常勤講師）
信夫（芸術学部非常勤講師）
有香子（芸術学部非常勤講師）
智惠子（芸術学部非常勤講師）
鈴笙（芸術学部非常勤講師）

リコーダーの演奏技術の習得過程を通じて、器楽合奏（作音
楽器）の基本的性質を学び、その演奏アプローチ、指導方法
西田 和久（芸術学部准教授）
論を応用することによって、吹奏楽の合奏指導にも効果的な
指導の要点を学ぶ。

講習の開催地

大阪府南河内
郡河南町

時間数

12時間

講習の期間

平成26年1月12日～
平成26年1月13日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別支
12,000円
援学校の音楽科
担当教諭

20人

平成25年10月16日～
平成25年11月1日

平253043257508号

0721-93-7907

http://www.osaka
-geidai.ac.jp

教諭

学校教育におい
て器楽指導に携
わる教諭

6,000円

20人

平成25年10月16日～
平成25年11月1日

平253043257509号

0721-93-7907

http://www.osaka
-geidai.ac.jp

大阪芸術大学

器楽合奏指導の基本

大阪府大阪市
東住吉区

6時間 平成26年1月18日

大阪芸術大学

近年、「いじめ、不登校、保護者対応、配慮のいるこどもへの
指導・援助」など教育現場における課題は複雑化・専門化し
渡邉純（芸術学部教授）
こども・保護者のメンタルヘルスⅠ ている。このような学校教育現場で少しでもスムーズな対応
大阪府大阪市
西林幸三郎（芸術学部教授）
－こどものこころに寄り添う
ができるようになることを目指す。「こども・保護者のメンタル
東住吉区
児玉陽子（大阪芸術大学短期大学部専任講師）
ヘルス」を主テーマに第１回は「こどものこころに寄り添う」を
テーマとする。第１～３回を通した受講が望ましい。

6時間 平成26年1月11日

教諭、養 幼稚園・小学校の
護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

80人

平成25年10月16日～
平成25年11月1日

平253043257510号

0721-93-7907

http://www.osaka
-geidai.ac.jp

大阪芸術大学

近年、「いじめ、不登校、保護者対応、配慮のいるこどもへの
指導・援助」など教育現場における課題は複雑化・専門化し
こども・保護者のメンタルヘルスⅡ ている。このような学校教育現場で少しでもスムーズな対応 渡邉純（芸術学部教授）
－保護者対応の実際
ができるようになることを目指す。「こども・保護者のメンタル 西林幸三郎（芸術学部教授）
ヘルス」を主テーマに第２回は「保護者対応の実際」をテーマ
とする。第１～３回を通した受講が望ましい。

大阪府大阪市
東住吉区

6時間 平成26年1月18日

教諭、養 幼稚園・小学校の
護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

80人

平成25年10月16日～
平成25年11月1日

平253043257511号

0721-93-7907

http://www.osaka
-geidai.ac.jp

大阪芸術大学

近年、「いじめ、不登校、保護者対応、配慮のいるこどもへの
指導・援助」など教育現場における課題は複雑化・専門化し
こども・保護者のメンタルヘルスⅢ ている。このような学校教育現場で少しでもスムーズな対応
渡邉純（芸術学部教授）
－言語・学習に課題のあるこども ができるようになることを目指す。「こども・保護者のメンタル
田中裕美子（芸術学部教授）
の具体的指導
ヘルス」を主テーマに第３回は「言語・学習に課題のあるこど
もへの具体的指導」をテーマとする。第１～３回を通した受講
が望ましい。

大阪府大阪市
東住吉区

6時間 平成26年1月19日

教諭、養 幼稚園・小学校の
護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

80人

平成25年10月16日～
平成25年11月1日

平253043257512号

0721-93-7907

http://www.osaka
-geidai.ac.jp

広島女学院大学

中学校・高等学校「家庭科」の教
科指導

下岡里英（管理栄養学科教授）
中・高等学校における家庭科の「生活に関わる法律」・「食生
渡部佳美（管理栄養学科准教授）
活の自立」・「衣生活の自立(被服のコーディネート）」につい
三木幹子（生活デザイン・建築学科教授）
広島県広島市
て、最新の知識・技能の習得と今日的な課題についての理解
永野晴康（国際教養学科専任講師）
を深めることを目指す。
楢﨑久美子（生活デザイン・建築学科専任講師）

平成２０年に小学校学習指導要領が改訂され，各学校で教 神野正喜（幼児教育心理学科准教授）【国語】
育実践が行われている。本講座では，小学校新学習指導要 原田備子（幼児教育心理学科非常勤講師）
小学校における教科指導等の在
広島女学院大学
領の趣旨と目的に対応した「算数科」・「国語科」・「理科」の三
【理科】
り方
科目に関して，今後求められる教科指導の在り方と具体的な 曾川昇造（幼児教育心理学科非常勤講師）
学習方法及び学習指導案の作成等を学ぶ。
【算数・初等算数科教育法】

広島女学院大学 幼稚園教育の現状と課題

改訂された『幼稚園教育要領』に基づき，今後求められる幼
稚園教育全体について概観するとともに，五領域のうち、幼
稚園教育における「環境」の在り方を考察する。また，実際に
図画工作科の表現活動の演習を行うなかで、子どもの感性
や心を豊かに育む表現活動のあり方を考えていく。そして，
心理学を活かした幼児への支援方法への理解を深める。

公益財団法人全
日本私立幼稚園
保育現場での質を高める
幼児教育研究機
構

①良い保育は、親と子と幼稚園教師のコミュニケーションを基
盤として創られていく。本講座は、そんな具体的な事例をもと
に、親と子と教師が、園生活や保育を通して、心の絆をつくる
意義について考えていくものである。②幼稚園教師の資質を 兵頭 恵子(幼少年教育研究所理事),中島 俊介
高める心理学をテーマに、心理学の知見から人間を理解し受 (北九州市立大学教授)
容することの意味を、講義をもとに学ぶ。さらに、学んだことを
生かして、幼稚園教師として、子どもの心情をより深く理解し
受けとめる指導や援助とは何かを考え合う。

鈴木道子（幼児教育心理学科特任教授）
三桝正典（幼児教育心理学科教授）
高橋 均（幼児教育心理学科准教授）
高田憲治（幼児教育心理学科非常勤講師、
広島女学院ゲーンス幼稚園園長）

18時間

平成26年3月24日～
平成26年3月26日

教諭

中学校・高等学校
18,000円
家庭科教諭向け

20人

平成26年1月6日～
平成26年1月17日

平253053657487号

082-221-2633

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

広島県広島市

18時間

平成26年3月24日～
平成26年3月26日

教諭

小学校教諭向け

18,000円

20人

平成26年1月6日～
平成26年1月17日

平253053657488号

082-221-2633

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

広島県広島市

平成26年3月24日～
18時間
平成26年3月26日

教諭

幼稚園教諭向け

18,000円

平成26年1月6日～
10人
平成26年1月17日

平253053657489号

082-221-2633

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

福岡県福岡市
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5 / 5 ページ

6,000円

100人

平成25年9月17日～
平成25年9月24日

