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平成２５年度（第１０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１０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

道都大学

講習の名称

特別支援教育講座

講習の概要
特別支援教育の動向を踏まえ，発達障害についての理解を
深めると共に，すべての障害についての基本的な特性を学
ぶ。その上で，障害種ごとに分科会形式で指導上の課題を
整理し解決策等について研修する。
１ 特別支援教育の展開と課題を学ぶ
２ 発達障害の理解と指導上の配慮事項を学ぶ
３ 各障害の特性を学ぶ
４ 指導上の課題を学ぶ

担当講師

板垣
坂上
酒井
笹森
高橋
荒木

裕彦（社会福祉学部教授）
俊樹（社会福祉学部教授）
宏三（社会福祉学部教授）
香代子（社会福祉学部教授）
健剛（北星学園大学非常勤講師）
広式（社会福祉学部教授）

講習の開催地

北海道北広島
市

時間数

18時間

講習の期間

平成26年 1月 7日～
平成26年 1月 9日

対象職種 主な受講対象者

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

ＵＲＬ

18,000円

50人

平成25年11月16日～
平成25年12月27日

平253001057544号

011-372-3111

http://www.dohto.ac
.jp/

稚内北星学園大 調べ学習で育む「情報リテラ
学
シー」

効果的な「調べ学習」を行うには、インターネットや図書館か
ら必要な情報を取得する「情報リテラシー」の知識が必須で
す。本講座では、まず調べ学習の背景と方法について理解
安藤 友晴(情報メディア学部 教授)
を深めます。そして、インターネットと図書館のそれぞれの特
池田 裕子(情報メディア学部 教授)
性、使い分け、利用にあたっての注意点といった情報リテラ
柊 和佑(情報メディア学部 講師)
シーについて、実例を通して学んでいきます。最後に、情報
リテラシーの育成を目標とした指導のポイントをまとめる演
習を行います。

北海道稚内市

6時間 平成26年1月5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11月16日～
平成25年12月16日

平253002557554号

0162-32-7511

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

稚内北星学園大 調べ学習で育む「プレゼンテー
学
ションリテラシー」

近年、日本でもプレゼンテーション能力の向上が求められて
います。「調べ学習」はその練習の機会であり、そこで学ぶ
効果的なプレゼンテーション技術は、グローバル社会で生き
安藤 友晴(情報メディア学部 教授)
る生徒にとって欠かせないものになっています。本講義は、
小谷 彰宏(情報メディア学部准教授)
プレゼンテーションの技術の他、デザイン、色彩、フォントに
柊 和佑(情報メディア学部 講師)
ついて実例を通して学んでいきます。最後に、効果的なプレ
ゼンテーション、およびその技術指導のポイントをまとめる
演習を行います。

北海道稚内市

6時間 平成26年1月6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11月16日～
平成25年12月16日

平253002557555号

0162-32-7511

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

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11月16日～
平成25年12月16日

平253002557556号

0162-32-7511

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

6,000円

50人

平成25年11月18日～
平成25年12月6日

平253002957547号

0178-25-2711

http://www.hachinoh
e-u.ac.jp/

回復傾向にあるとはいえ、子どもの体力は低い水準で推移
しています。文部科学省の調査によれば、北海道の小中学
生は、体力合計点で男女とも全国平均を下回っています。
「発達段階に着目した基本の運 本講習では、「自分の身体を知る」ことで改めて体力向上の
稚内北星学園大
動を実践するための“体つくり運 重要性について考える機会を提供します。さらには、運動不 岡崎 秀人(情報メディア学部 非常勤講師)
学
動”の重要性」
足に陥りやすい冬季の体力づくりを念頭において、いつでも
どこでも手軽に行うことのできる身体運動を例にとり、発達
段階を考慮した正しい技術指導法を習得し、生涯スポーツ
社会の実現について考えます。
講義は環境保健、成人保健、精神保健よりなります。環境
保健では生活の場における身近な環境と健康の係わり、特
に生活環境の変化による疾病の発症について、成人保健で
は現代社会において重要な健康課題となっている生活習慣
病について、精神保健では小中高等学校における心の健
康づくり（特にリストカットや自殺とその対応）について考え
ます。

吉田 稔（人間健康学部教授）
瀧澤 透（人間健康学部教授）
田名部 麻野（八戸学院短期大学看護学科准
教授）

北海道稚内市

6時間 平成26年1月7日

青森県八戸市

6時間 平成25年12月21日

小学校・中学校・
教諭
高等学校教諭向
養護教
け、養護教諭向
諭
け

村本 卓（ビジネス学部教授）
坂本 貴博（ビジネス学部准教授）
田村 正文（ビジネス学部専任講師）
橘 洋介（ビジネス学部専任講師）
馬場 祥次（八戸短期大学ライフデザイン学科
准教授、八戸大学非常勤講師）

青森県八戸市

6時間 平成25年12月21日

教諭
全教諭向け、養
養護教
護教諭向け
諭

6,000円

40人

平成25年11月18日～
平成25年12月6日

平253002957548号

0178-25-2711

http://www.hachinoh
e-u.ac.jp/

村本 卓（ビジネス学部教授）
坂本 貴博（ビジネス学部准教授）
田村 正文（ビジネス学部専任講師）
橘 洋介（ビジネス学部専任講師）
馬場 祥次（八戸短期大学ライフデザイン学科
准教授、八戸大学非常勤講師）

青森県八戸市

6時間 平成25年12月23日

教諭
全教諭向け、養
養護教
護教諭向け
諭

6,000円

40人

平成25年11月18日～
平成25年12月6日

平253002957549号

0178-25-2711

http://www.hachinoh
e-u.ac.jp/

青森県八戸市

6時間 平成25年12月23日

幼稚園・小学校・
教諭
特別支援学校教
養護教
諭向け、養護教
諭
諭向け

6,000円

50人

平成25年11月18日～
平成25年12月6日

平253002957550号

0178-25-2711

http://www.hachinoh
e-u.ac.jp/

青森県八戸市

6時間 平成25年12月23日

小学校・中学校・
高等学校教諭向
け

6,000円

24人

平成25年11月18日～
平成25年12月6日

平253002957551号

0178-25-2711

http://www.hachinoh
e-u.ac.jp/

八戸学院大学

健康科学

八戸学院大学

今日、教育現場においても、教員によるＩＣＴ（情報通信技
術）活用が不可欠となっています。本講習では、児童・生徒
の成績・健康管理や教材作成にパソコンを活用するための
データの分析・グラフ作成手法について、講義、演習を行い
教育現場におけるＩＣＴ（情報通信
ます。作成した教材や学級だより、保健室だより等の資料を
技術）活用
ネットワーク上で蓄積・共有するための、コンテンツ管理シス
テムの利用についても実習します。また、インターネットを安
全に活用するための校内ネットワークの構築や運用管理に
ついても講義、演習を行います。

八戸学院大学

今日、教育現場においても、教員によるＩＣＴ（情報通信技
術）活用が不可欠となっています。本講習では、児童・生徒
の成績・健康管理や教材作成にパソコンを活用するための
データの分析・グラフ作成手法について、講義、演習を行い
教育現場におけるＩＣＴ（情報通信
ます。作成した教材や学級だより、保健室だより等の資料を
技術）活用
ネットワーク上で蓄積・共有するための、コンテンツ管理シス
テムの利用についても実習します。また、インターネットを安
全に活用するための校内ネットワークの構築や運用管理に
ついても講義、演習を行います。

八戸学院大学

幼児期運動指針や新学習指導要領において，遊びを通じ
ての必要な多様な動きの獲得や体力・運動能力を養うこと
の重要性が述べられていることから，遊びを通しての体力
づくりに関する知識および実践する能力は，今後その重要
遊びを通した幼児・児童の体力づ
三島 隆章（八戸学院大学人間健康学部准教
性が増してくると考えられます．そこで本講習では，遊びを
くり
授）
通した幼児・児童の体力づくりに必要な知識を学ぶととも
に，実技において実際に体験することとします．さらに，遊び
を通した体力づくりを計画・立案し，指導を行うことも学ぶこ
ととします．

八戸学院大学

地域の抱える課題に対して観察や体験を踏まえた考察を促
す現場主義教育について再考します。その際に地域を学習
の場とするフィールド教育の在り方を考えることで、総合的
地域資源の活用とフィールド教育
な学習に役立つ情報を相互に交換できればと考えていま
（総合的な学習、体験学習、社会
矢野 峰生（ビジネス学部教授）
す。とりわけ地域資源を活用した食農・環境教育による地域
科等への活用）への対応
再生や地域振興に必要な条件と方法は何であるのか、担
当講師による大学での実践事例を通じて、受講者の皆さん
と一緒に考えていきたいと思います。
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平成２５年度（第１０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

健康的な生活習慣についての知識と、実際の行動との間に
は大きな開きがあって、中々習慣が改められないのが現実
である。そこで、日常生活で遭遇する事象から、生命科学を 熊谷 晶子（人間健康学部教授）
とらえ直し、健康管理ができるようにする。毎日の食生活に 井元 紀子（人間健康学部准教授）
役立つことも盛り込んで、人体のこと、生活習慣病につい
て、学習する。

八戸学院大学

栄養と健康

八戸学院大学

体力・運動能力調査（体力テスト）の結果を活用し、児童・生
徒の体力や健康の実態に合わせた体力向上・健康増進の
ための方法を考えます。また、依然として全国的に児童・生
体力・運動能力調査（体力テスト）
徒の体力が低い状態にあることから、新学習指導要領でも
の活用法と「体つくり運動」の展
「体つくり運動」分野の充実が求められています。そこで体
開
力テストとリンクさせ、児童・生徒の体力・健康の実態を踏ま
えた「体つくり運動」の展開方法について考えます。講習は
講義と実技を行います。

青森県八戸市

三本木 温（八戸大学人間健康学部教授）
三島 隆章（八戸大学人間健康学部准教授）
青森県八戸市
渡邉 陵由（八戸大学人間健康学部専任講師）
工藤 祐太郎（人間健康学部助教）

ダンスは身体の動きを伝達手段として使うことにより、自身
のからだを巧みに、創造的に使うことができるようになる身
体活動である。本講習では、学習指導要領で取り上げられ
「現代的なリズムのダンス」と「創 ている「現代的なリズムのダンス」の中からヒップホップダン
八戸学院短期大
田中 望（幼児保育学科専任講師）
作ダンス」（授業への手がかりを ス、「創作ダンス」から運動課題から動きの創作へとつなげ
学
探る）
る題材を取り上げ、様々なダンスの在り方を紹介します。ま
た、具体的なダンスの実技体験と共にダンス作品の創作に
取り組み、これらの活動を通してダンスの授業づくりを学び
ます。
「２１世紀の重要課題とレクリエーションの意義」について学
習すると共に、レクリエーション体験学習では、子ども・障が
八戸学院短期大 レクリエーション体験学習（楽しい
建守 善之（八戸短期大学ライフデザイン学科
い者・高齢者等体力づくりに活用されている生涯スポーツに
学
ニュースポーツ）
専任講師）
ついて、最近特に活用されている１０種類を実技体験し、対
象者にあわせた支援方法を体得します。
声に出して表現すること・聞くことの大切さ、おもしろさを理
解してもらうと同時に、その具体的な方法について実践・
音声表現とコミュニケーション（話 ワークショップ方式を交えて参加者自ら体験してもらいま
八戸学院短期大
すこと、音読、朗読、上手なコミュ す。また、人間関係の要となるコミュニケーションスキルの取
学
ニケーションの指導）
得や、自己表現が苦手な児童・生徒に対する音声表現の指
導方法、読解力を深める音読・朗読の指導方法について学
びます。

講習の開催地

茂木 典子（八戸短期大学ライフデザイン学科
教授）
三浦 文恵（八戸短期大学ライフデザイン学科
准教授）

青森県八戸市

青森県八戸市

青森県八戸市

独立行政法人国
平成25年度第三期特別支援教
立特別支援教育
育専門研修
総合研究所

特別支援教育を担当する教職員に対し、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る指導者とし
ての資質を高めるための講習。
講習内容は、自閉症・情緒障害、言語障害、発達障害教
育論を中心に教育と福祉・医療・労働との連携、特別支援
教育におけるICF活用、特別な教育的ニーズとAT・ICTの活
用等で構成。

帝京学園短期大
保育実践講習
学

日々の保育実践で大切な保育技術である手遊びや絵本・
紙芝居の読み聞かせについて、言語、身体、造形、音楽、
演技表現等のあらゆる表現が融合し、総合的な表現活動で 藤巻 真由美（保育科教授）,
あることを受講者どうしで話し合い、各グループに分かれ、 三井 正人（保育科教授）,
実際の創作活動を行う。最終日には、制作したオリジナル 清水 健（保育科助教）
な手遊びや絵本、紙芝居のいずれかをグループごとに発表
を行うこととする。

山梨県北杜市

新学習指導要領では、「新聞」を活用した授業づくりや、環
境教育などと様々な社会的課題に対応した学習活動が提
案されています。この講座では、朝日新聞「GLOBE」の編集
長や記者の体験談を直接聞く機会を設定し、新聞を活用し
小山茂喜(全学教育機構教授）
た授業実践を具体的に学ぶことを通して、日常の授業実践
での新聞の活用方法を探ります。教科や学校種にとらわれ
ず、ＮＩＥに興味のある先生、新聞を「ねた」に楽しい授業を
展開しようという意欲のある先生方を対象とします。

長野県松本市

小林倫代（教育研修・事業部上席総括研究員）
金森克浩（教育情報部総括研究員）
岡本邦広(教育情報部主任研究員)
神奈川県横須
笹森 洋樹（企画部総括研究員）
賀市
徳永亜希雄(教育支援部主任研究員)
新平鎮博（企画部上席総括研究員）

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

50人

平成25年11月18日～
平成25年12月6日

平253002957552号

0178-25-2711

http://www.hachinoh
e-u.ac.jp/

6時間 平成25年12月25日

小学校教諭向
教諭 け、中学校・高等
養護教 学校保健体育科
諭
教諭向け、養護
教諭向け

6,000円

30人

平成25年11月18日～
平成25年12月6日

平253002957553号

0178-25-2711

http://www.hachinoh
e-u.ac.jp/

6時間 平成25年12月21日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け、中学
校・高等学校保
健体育科教諭向
け、特別支援学
校教諭向け

6,000円

30人

平成25年11月18日～
平成25年12月6日

平253502357558号

0178-25-2711

http://www.hachinoh
e-u.ac.jp/

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け、中学
校・高等学校保
健体育科教諭向
け、特別支援学
校教諭向け

6,000円

30人

平成25年11月18日～
平成25年12月6日

平253502357559号

0178-25-2711

http://www.hachinoh
e-u.ac.jp/

幼稚園・小学校・
教諭
中学校・高等学
養護教
校教諭向け、養
諭
護教諭向け

6,000円

50人

平成25年11月18日～
平成25年12月6日

平253502357560号

0178-25-2711

http://www.hachinoh
e-u.ac.jp/

平成25年11月16日～
平成26年1月9日
一般募集はしません。
（※左記研修の実施要項に
基づき、都道府県教育委員
会等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。））

平257000257545号

046-839-6827

http://www.nise.go.
jp/

6時間 平成25年12月24日

6時間 平成25年12月24日

平成26年1月14日,
平成26年1月15日，
18時間 平成26年1月17日,
平成26年2月4日,
平成26年2月5日

教諭

幼稚園教諭

6時間 平成26年1月25日

教諭

幼児、保育者、保護者などの役割を演じるロールプレイや
保育実践の映像を用いたカンファレンスなどを取り入れなが 湯地宏樹(鳴門教育大学大学院学校教育研究
ら、自らの子ども観や保育観を振り返るとともに、幼稚園全 科教授),中丸元良(比治山大学短期大学部非常 広島県広島市
体で保育の質を高めるために、幼児理解の方法やカウンセ 勤講師)
リングマインドを生かした保育などについて考えます。

6時間 平成26年1月11日

須内 康雄（高知県教育委員会事務局小中学
校課指導主事）
片山 貞実（国立室戸青少年自然の家 主幹）
学習指導要領における体験活動の取り扱いを理解し、教育 今井 剛（国立室戸青少年自然の家 主任企画
独立行政法人国
課程の編成や教育活動に取り入れる方法を講義や実習を 指導専門職）
「学級指導・学級経営に生かす自
立青少年教育振
通して習得する。具体的には、火起こし、野外炊事を通し
松浦 雅人（国立室戸青少年自然の家 企画指 高知県室戸市
然体験活動①」
興機構
て、なかまづくりに焦点をあてた自然体験活動の指導方法 導専門職）
を学ぶ。
南本 雅史（国立室戸青少年自然の家 企画指
導専門職）
齋藤 智彦（国立室戸青少年自然の家 企画指
導専門職）

6時間 平成26年2月15日

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

認定番号

6時間 平成25年12月23日

教諭

新聞を活用した教材開発－「朝
日新聞GLOBE」の活用－

受講者募集期間

小学校教諭向
教諭 け、中学校・高等
養護教 学校保健体育科
諭
教諭向け、養護
教諭向け

特別支援学校教
諭、小・中学校等
特別支援教育担
当教諭

信州大学

受講料 受講人数

18時間
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平成25年12月24日～
平成25年12月26日

0円

4人

12,000円

20人

平成25年11月18日～
平成25年11月29日

平253516557546号

0551-36-2249

http://www.teikyogjc.ac.jp/

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

50人

平成25年11月18日～
平成25年11月26日

平251004157542号

0263-37-2428

http://www.shinshuu.ac.jp/

教諭

幼稚園教諭

7,000円

80人

平成25年11月18日～
平成25年11月29日

平258134057557号

03-3237-1957

http://www.youchien
-kikou.com/

教諭

小学校教諭

6,550円

30人

平成25年11月23日～
平成26年1月15日

平257002357561号

0887-23-2314

http://muroto.niye.
go.jp/

平成２５年度（第１０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

片山 貞実（国立室戸青少年自然の家 主幹）
今井 剛（国立室戸青少年自然の家 主任企画
室戸ジオパーク内のいくつかのジオサイトを訪れ、自然環境 指導専門職）
独立行政法人国
を生かした体験活動を指導するために必要な知識・技能を 松浦 雅人（国立室戸青少年自然の家 企画指
「学級指導・学級経営に生かす自
立青少年教育振
身に付ける。また、体験活動の重要性について体感すると 導専門職）
高知県室戸市
然体験活動②」
興機構
共に、学級づくりに役立つ体験学習を活用した指導法につ 南本 雅史（国立室戸青少年自然の家 企画指
いて学ぶ。
導専門職）
齋藤 智彦（国立室戸青少年自然の家 企画指
導専門職）

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

6時間 平成26年2月16日

教諭

小学校教諭

6,600円

30人

平成25年11月23日～
平成26年1月15日

平257002357562号

0887-23-2314

http://muroto.niye.
go.jp/

本講習は、少人数の受講者とともに、授業研究の理論と方
法、および授業研究を中核とした校内研修の在り方につい
て、専門職としての見識を深めることを目的としています。
具体的には以下のような内容で実施する予定です。①授業
内山 仁（国際コミュニケーション学部講師）
研究の理論的・歴史的背景（講義）、②有志参加者の教育
実践（映像記録）による授業研究（演習）、③授業研究を中
核とした校内研修のシステム構築の事例研究。参加者が相
互に学びあう場としたいと考えています。

福岡県太宰府
市

6時間 平成25年12月22日

教諭

小・中・高教諭

6,000円

10人

平成25年11月16日～
平成25年12月6日

平253058057543号

092-922-4309

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

九州龍谷短期大 九州龍谷短期大学免許状更新
学
講習１

講習の前半を鬼塚良太郎准教授が担当し、いわゆる手の
かかる幼児への対処などについて、ロールプレイや演習を
鬼塚良太郎 (准教授)
含めた講義を行う。後半の講習は、竹森裕高講師が担当
竹森裕高(講師)
し、幼児における運動能力の発達状況を事例検討するとと
もに、身体や用具を使った遊びの実践を行う。

佐賀県鳥栖市

6時間 平成25年12月14日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

15人

平成25年11月16日～
平成25年12月20日

平253534457540号

0942-85-1121

http://www.kryukoku.ac.jp

九州龍谷短期大 九州龍谷短期大学免許状更新
学
講習２

幼児教育の現場においては、幼児の生活と遊びといった直
接的な体験をして、｢生きる力の基礎｣を培っていくことが重
要である。本講座では、水頭順子教授による｢幼児曲の歌 水頭順子(教授)
唱法とオペレッタ遊び｣と、大串千代美准教授による｢保育に 大串千代美 (准教授)
活かすリトミック遊び｣の２分野から、実践とその指導法につ
いてのスキルアップを図っていく。

佐賀県鳥栖市

6時間 平成26年2月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

15人

平成25年11月16日～
平成26年2月7日

平253534457541号

0942-85-1121

http://www.kryukoku.ac.jp

福岡国際大学

「授業研究」を学びなおす
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