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平成２６年度（第１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２６年度（第１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

安全について学ぶ
～水難事故を中心に～

日本国内のスポーツ現場やレジャー•レクリエーション施設、
また自然環境下において至る所で溺水事故が発生してい
る。教員としてこれらの現状を把握し、原因を探り、未然に
防ぐ方法や、もしもの時のための対処法について理解を深
渋谷 聡（共生科学部専任講師）
め、安全とは何か？安全に行う事によって何が得られるか
を改めて考えてもらう。また、水辺に限らず日常生活や教育
現場においてのリスクマネージメントや一次救命処置（BLS）
についても改めて理解を深める。

北海道札幌市

6時間 平成26年7月5日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

7,000円

60人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750441号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

体罰や暴力について学ぶ

日本の教育現場やスポーツ現場で体罰や暴力が行われ、
近年より注目を集めている。本講習では、教員としてこれら
の現状を把握し、原因を探り、未然に防ぐ方法について理 渋谷 聡（共生科学部専任講師）
解を深め、児童・生徒が学校全体を含めた安全な環境で学
ぶことによって、何が得られるかを改めて考えてもらう。

北海道札幌市

6時間 平成26年7月6日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

7,000円

60人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750447号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

東日本大震災は私たちに計り知れない影響を及ぼした。震
災後3年が経とうとする今も、元の生活に戻れない子ども達
震災を超えた未来のために
や教師達のいる学校も少なくない。本講習では緊急時から 細田 満和子（星槎大学副学長）
～教育現場で知っておきたいこと 現在まで、震災の現場に身を置き、子どもたちと関わる人々 西永 堅（共生科学部准教授）
～
をゲストに迎えて、受講者の皆さんに、震災と学校現場につ 吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
いてもう一度改めて考え、未来につなげていけるようなヒン
トを示したい。

北海道札幌市

18時間

平成26年7月28日～
平成26年7月30日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

19,000円

60人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750465号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

東日本大震災は私たちに計り知れない影響を及ぼした。震
災後3年が経とうとする今も、元の生活に戻れない子ども達
震災を超えた未来のために
や教師達のいる学校も少なくない。本講習では緊急時から 細田 満和子（星槎大学副学長）
～教育現場で知っておきたいこと 現在まで、震災の現場に身を置き、子どもたちと関わる人々 西永 堅（共生科学部准教授）
～
をゲストに迎えて、受講者の皆さんに、震災と学校現場につ 吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
いてもう一度改めて考え、未来につなげていけるようなヒン
トを示したい。

北海道帯広市

18時間

平成26年7月28日～
平成26年7月30日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

19,000円

20人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750466号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

共生の視点とは、教育基本法第１条及び第２条の平和、民
主、平等、公共の精神の理念と同義である。本講習では、
同法の教育目的のため、授業を企画・運営できる教員・子ど
国際理解・平和学習〜共生の視
もの心身の健康を守る学校づくりに取り組む教員の能力の 天野 一哉（共生科学部准教授）
点から「地球的視野に立って行
向上を目指す。具体的には、沖縄、東京等の戦争等の体験 坪内 俊憲（共生科学部准教授）
動する」資質能力を高める〜
を中心に担当講師が報告する。その情報を踏まえ、教員自
らが授業を構築、発表、討議する等、実践的な講習を実施
する。

北海道芦別市

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

19,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750484号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

地球環境と人間活動

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
坪内 俊憲（共生科学部准教授）
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。

北海道札幌市

平263000750488号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

発達特性に応じたサポート

本講習では、通常学級に在籍する児童・生徒の中で、特別
な配慮を要する子どもをどのようにして行動観察から見立
て、その特性に合わせて支援していくかを紹介する。個別の
阿部 利彦（共生科学部准教授）
支援方法だけでなく、学級の環境整備やクラスワイドのソー
シャルスキルトレーニング、授業での工夫についても検討し
ていく。

星槎大学

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
発達障害をもつ児童生徒の指導
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。

星槎大学

教員が今日求められる体験活動の意義を理解し、体験活動
を取り入れる際の教育課程の編成や実際の指導のあり方
独立行政法人国
について、講義や演習、実習を通して習得する。国立大雪
体験活動の意義と指導の在り方
立青少年教育振
青少年交流の家のフィールドを生かした実習をとおして、野
（国立大雪青少年交流の家）
興機構
外で安全に配慮し教育効果を高める指導技術を身につける
とともに、児童の長期宿泊活動を実施するためのポイントを
理解し、教員としての資質を高める機会とする。

6時間 平成26年11月8日

環境に関心のあ
教諭
る教諭、養護教
養護教諭
諭

7,000円

平成26年2月17日～
60人
平成26年5月9日

北海道札幌市

6時間 平成26年11月15日

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

7,000円

60人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750496号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

北海道札幌市

6時間 平成26年11月22日

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

7,000円

60人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750506号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

平267002350523号

0166-94-3121

http://taisetsu.niy
e.go.jp

宮川 八岐（國學院大學 教授）
笠井 稔雄（北海道教育大学 教授）
北海道上川郡
伊藤 睦郎（国立大雪青少年交流の家 企画指 美瑛町
導専門職）

平成27年1月10日～
18時間
平成27年1月12日

教諭

小学校教諭

22,000円

平成26年10月1日～
30人
平成26年10月20日

教諭

小学校教諭

23,100円

30人

平成26年6月13日～
平成26年7月4日

平267002350535号

01457-6-2311

http://hidaka.niye.
go.jp/

18,000円

100人

平成26年2月25日～
平成26年7月12日

平268010550002号

011-251-6408

http://www.counseli
ng.or.jp

学校で課題となっている子どものコミュニケーション能力不
独立行政法人国 学級や宿泊学習で生かせる体験 足に対応するため、子どもの視点に立った人間関係づくりに 服部 和樹（国立日高青少年自然の家 次長）
立青少年教育振 活動（国立日高青少年自然の
ついて理解を深める。また、子どもの体験活動不足に対応 藤田 泰昭（国立日高青少年自然の家 主任企 北海道日高町
興機構
家）
するため、小学校の宿泊学習等で実施するプログラムの作 画指導専門職）
成やアクティビティの指導方法について学ぶ。

18時間

平成26年7月19日～
平成26年7月21日

教師は児童、生徒の生活の中で一番長い時間を共に過ご
すことになり、子どもの心の変化への気づき、傷ついた心へ
公益社団法人北
の手当て、支えの実践者であることが望まれます。
傳田 健三（北海道大学大学院 教授）
海道家庭生活総
教育現場で役立つカウンセリング 子ども達の心身の成長に深い関わりを持つ学校生活の場 飯田 昭人（北翔大学大学院 准教授）
合カウンセリング
で、健全な成長を育む事を目的とした精神・心理・教育の専 後藤 聡 （北海学園大学法学部 教授）
センター
門家による実践的なカウンセリング学を学ぶことを目的とし
ます。

18時間

平成26年8月1日～
平成26年8月3日

北海道札幌市
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教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

平成２６年度（第１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

教師は児童、生徒の生活の中で一番長い時間を共に過ご
すことになり、子どもの心の変化への気づき、傷ついた心へ
公益社団法人北
の手当て、支えの実践者であることが望まれます。
傳田 健三（北海道大学大学院 教授）
海道家庭生活総
教育現場で役立つカウンセリング 子ども達の心身の成長に深い関わりを持つ学校生活の場 飯田 昭人（北翔大学大学院 准教授）
合カウンセリング
で、健全な成長を育む事を目的とした精神・心理・教育の専 後藤 聡 （北海学園大学法学部 教授）
センター
門家による実践的なカウンセリング学を学ぶことを目的とし
ます。

講習の開催地

北海道札幌市

時間数

18時間

講習の期間

平成27年1月7日～
平成27年1月9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
全教諭
養護教諭 養護教諭

18,000円

100人

平成26年2月25日～
平成26年12月13日

平268010550003号

011-251-6408

http://www.counseli
ng.or.jp

地球環境と人間活動

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
坪内 俊憲（共生科学部准教授）
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。

青森県八戸市

6時間 平成26年11月8日

環境に関心のあ
教諭
る教諭、養護教
養護教諭
諭

7,000円

20人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750489号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

発達特性に応じたサポート

本講習では、通常学級に在籍する児童・生徒の中で、特別
な配慮を要する子どもをどのようにして行動観察から見立
て、その特性に合わせて支援していくかを紹介する。個別の
阿部 利彦（共生科学部准教授）
支援方法だけでなく、学級の環境整備やクラスワイドのソー
シャルスキルトレーニング、授業での工夫についても検討し
ていく。

青森県八戸市

6時間 平成26年11月15日

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

7,000円

20人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750497号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

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
発達障害をもつ児童生徒の指導
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。

青森県八戸市

6時間 平成26年11月22日

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

7,000円

20人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750507号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

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
共生社会の実現に向けて～イン
阿部 利彦（共生科学部准教授）
ン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
クルーシブ教育
三森 睦子（共生科学部専任講師）
達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。

岩手県盛岡市

平成26年7月23日～
18時間
平成26年7月25日

全教諭、養護教
教諭
諭（発達障害の
19,000円
養護教諭 基礎知識をもって
いる方）

20人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750457号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

安全について学ぶ
～水難事故を中心に～

日本国内のスポーツ現場やレジャー•レクリエーション施設、
また自然環境下において至る所で溺水事故が発生してい
る。教員としてこれらの現状を把握し、原因を探り、未然に
防ぐ方法や、もしもの時のための対処法について理解を深
渋谷 聡（共生科学部専任講師）
め、安全とは何か？安全に行う事によって何が得られるか
を改めて考えてもらう。また、水辺に限らず日常生活や教育
現場においてのリスクマネージメントや一次救命処置（BLS）
についても改めて理解を深める。

宮城県仙台市

6時間 平成26年7月5日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750442号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

体罰や暴力について学ぶ

日本の教育現場やスポーツ現場で体罰や暴力が行われ、
近年より注目を集めている。本講習では、教員としてこれら
の現状を把握し、原因を探り、未然に防ぐ方法について理 渋谷 聡（共生科学部専任講師）
解を深め、児童・生徒が学校全体を含めた安全な環境で学
ぶことによって、何が得られるかを改めて考えてもらう。

宮城県仙台市

6時間 平成26年7月6日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750448号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

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
共生社会の実現に向けて～イン
阿部 利彦（共生科学部准教授）
ン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
クルーシブ教育
三森 睦子（共生科学部専任講師）
達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。

宮城県仙台市

18時間

平成26年7月23日～
平成26年7月25日

全教諭、養護教
教諭
諭（発達障害の
19,000円
養護教諭 基礎知識をもって
いる方）

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750458号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

東日本大震災は私たちに計り知れない影響を及ぼした。震
災後3年が経とうとする今も、元の生活に戻れない子ども達
震災を超えた未来のために
や教師達のいる学校も少なくない。本講習では緊急時から 細田 満和子（星槎大学副学長）
～教育現場で知っておきたいこと 現在まで、震災の現場に身を置き、子どもたちと関わる人々 西永 堅（共生科学部准教授）
～
をゲストに迎えて、受講者の皆さんに、震災と学校現場につ 吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
いてもう一度改めて考え、未来につなげていけるようなヒン
トを示したい。

宮城県仙台市

18時間

平成26年7月28日～
平成26年7月30日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

19,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750468号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750498号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

19,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750467号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

本講習では、通常学級に在籍する児童・生徒の中で、特別
な配慮を要する子どもをどのようにして行動観察から見立
て、その特性に合わせて支援していくかを紹介する。個別の
阿部 利彦（共生科学部准教授）
支援方法だけでなく、学級の環境整備やクラスワイドのソー
シャルスキルトレーニング、授業での工夫についても検討し
ていく。

星槎大学

発達特性に応じたサポート

星槎大学

東日本大震災は私たちに計り知れない影響を及ぼした。震
災後3年が経とうとする今も、元の生活に戻れない子ども達
震災を超えた未来のために
や教師達のいる学校も少なくない。本講習では緊急時から 細田 満和子（星槎大学副学長）
～教育現場で知っておきたいこと 現在まで、震災の現場に身を置き、子どもたちと関わる人々 西永 堅（共生科学部准教授）
～
をゲストに迎えて、受講者の皆さんに、震災と学校現場につ 吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
いてもう一度改めて考え、未来につなげていけるようなヒン
トを示したい。

宮城県仙台市

福島県郡山市

6時間 平成26年11月15日

18時間
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平成26年7月28日～
平成26年7月30日

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

平成２６年度（第１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

星槎大学

東日本大震災は私たちに計り知れない影響を及ぼした。震
災後3年が経とうとする今も、元の生活に戻れない子ども達
震災を超えた未来のために
や教師達のいる学校も少なくない。本講習では緊急時から 細田 満和子（星槎大学副学長）
～教育現場で知っておきたいこと 現在まで、震災の現場に身を置き、子どもたちと関わる人々 西永 堅（共生科学部准教授）
～
をゲストに迎えて、受講者の皆さんに、震災と学校現場につ 吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
いてもう一度改めて考え、未来につなげていけるようなヒン
トを示したい。

福島県相馬市

18時間

平成26年7月28日～
平成26年7月30日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

19,000円

20人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750475号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

共生の視点とは、教育基本法第１条及び第２条の平和、民
主、平等、公共の精神の理念と同義である。本講習では、
同法の教育目的のため、授業を企画・運営できる教員・子ど
国際理解・平和学習〜共生の視
もの心身の健康を守る学校づくりに取り組む教員の能力の 天野 一哉（共生科学部准教授）
点から「地球的視野に立って行
向上を目指す。具体的には、沖縄、東京等の戦争等の体験 坪内 俊憲（共生科学部准教授）
動する」資質能力を高める〜
を中心に担当講師が報告する。その情報を踏まえ、教員自
らが授業を構築、発表、討議する等、実践的な講習を実施
する。

福島県郡山市

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

19,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750482号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

平野 吉直（信州大学教育学部長 教授）
三浦 浩喜（福島大学人間発達文化学類教授）
松﨑 英政（国立磐梯青少年交流の家企画指
今日の社会的環境，児童の現状，発達段階を踏まえ，体験
導専門職）
独立行政法人国 教科指導や学級経営に生かす体 活動の意義と必要性，教育的効果を理解する。また，実際
鈴木 亮（国立磐梯青少年交流の家企画指導 福島県耶麻郡
立青少年教育振 験活動の指導（国立磐梯青少年 の体験を通じて，教師に求められるコミュニケーション能力
専門職）
猪苗代町
興機構
交流の家）
の向上や自然体験活動の指導方法を身につけることにより
渡辺 聡（国立磐梯青少年交流の家企画指導
教師としての指導力の向上を図る。
専門職）
池田 睦宏（国立磐梯青少年交流の家研修指
導員）

18時間

平成26年9月13日～
平成26年9月15日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭

23,000円

30人

平成26年4月15日～
平成26年5月9日

平267002350524号

0242-62-2530

http://bandai.niye.
go.jp

初澤 敏生（福島大学人間発達文化学類教授）
髙倉さだ子(福島県教育庁県南教育事務所学
校教育課 指導主事)
今日の社会的環境、児童の現状、発達段階を踏まえ、体験 渡邉康一（国立那須甲子青少年自然の家 次
独立行政法人国 教科指導や学級経営に生かす体 活動の意義と必要性、教育的効果を理解する。また、自然 長）
福島県西白河
立青少年教育振 験活動の指導（国立那須甲子青 体験活動を実際に体験し、教師に求められるコミュニケー 大竹伸（国立那須甲子青少年自然の家 企画
郡西郷村
興機構
少年自然の家）
ション能力の向上や自然体験活動の指導方法を身につける 指導専門職）
ことにより教師としての指導力の向上を図る。
増田靖（国立那須甲子青少年自然の家 企画
指導専門職）
安部 大助（国立那須甲子青少年自然の家 企
画指導専門職）

18時間

平成26年8月18日～
平成26年8月20日

教諭

小・中学校教諭

22,150円

30人

平成26年4月15日～
平成26年5月 9日

平267002350536号

0248-36-2331

http://nasukashi.ni
ye.go.jp

学校教育において、「地域学習」の教育的意義が再認識さ
れています。本講習では、「宇都宮」を素材として、地域にか
かわる史・資料の教材化の方法についての講義・演習を進
日本史の中の宇都宮―地域史・
宇都宮共和大学
め、学校現場で活用できる講習内容としていきます。「宇都 鈴木 健一（シティライフ学部教授）
資料を活用する―
宮城下絵図」「宇都宮子守学校報告」「米軍撮影航空写真」
等を活用し、教科、総合的な学習の時間、特別活動等で指
導する際の留意点についても併せて検討していきます。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小・中・高・特支・
中等教育学校教
諭

6,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年7月31日

平263006550056号

028-650-6611

http://www.kyowau.ac.jp

学校教育で育成する「国民」「公民」「市民」には、どのような
資質が求められているのでしょうか。本講習では、現代的課
題である領土問題を素材として、歴史的に振り返りながら、
国際社会の中での近代日本－国
宇都宮共和大学
教育基本法において教育目標の一つとして法定されている 鈴木 健一（シティライフ学部教授）
境問題等からの考察－
「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を
養うこと」について、指導上の留意点や課題等を含めなが
ら、実践的に講義や演習を進めていきます。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小・中・高・特支・
中等教育学校教
諭

6,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年7月31日

平263006550057号

028-650-6611

http://www.kyowau.ac.jp

生徒指導は、自信と喜びをもって学びそして社会で自律して
生きる力の育成を目標にしています。本講習では、人間関
係や集団活動の指導を通してこの目標を目指して日本の生
徒指導の特質を歴史的及び国際比較的視点から明らかに
生徒指導―日本型指導のよさを
宇都宮共和大学
し、さらに、マクロな視点からその成果を評価し、希薄な人 遠藤 忠（シティライフ学部教授）
大切にして
間関係やゆがんだ生活習慣や食習慣の中での育ちに悩む
今日の子供たちにとっての生徒指導の在り方について展望
します。養護教諭等を含め教員にとって必須の職業的教養
です。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月20日

6,000円

100人

平成26年2月17日～
平成26年7月31日

平263006550058号

028-650-6611

http://www.kyowau.ac.jp

幼児教育は人間形成の土台として、また生涯学習の基盤と
して注目されています。幼児期の遊びは、小学校以降の学
びにどのようにつながっているのでしょうか。遊びの中での
山口 晶子（子ども生活学部准教授）
宇都宮共和大学 幼児期の遊びと「学びの芽生え」 「学びの芽生え」とは、具体的にどのような状態を表し、なぜ
高柳 恭子（子ども生活学部准教授）
子どもにとって重要なのかを考えてみましょう。講義や作
業、音楽遊びやリトミックを体験しながら、子どもの発達や学
びについて、実践的に考察していきます。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月20日

6,000円

100人

平成26年2月17日～
平成26年7月31日

平263006550059号

028-650-6611

http://www.kyowau.ac.jp

明治9年に日本で初めて幼稚園が創られてから、日本の幼
児教育・保育はどのように歩んできたのでしょうか。日本の
幼児教育の歴史に触れながら、今日まで受け継がれている 日吉佳代子（子ども生活学部教授）
「子どもの自由な主体的な遊び」を尊重し、「遊びを中心とし 中畝 治子（子ども生活学部准教授）
た誘導保育法」について学びます。また、造形表現の領域
における水彩絵の具を使った様々な表現遊びの指導法を
学び、自ら表現の楽しさ、葛藤、意外性などを体験します。

栃木県宇都宮
市

平成26年2月17日～
50人
平成26年7月31日

平263006550060号

028-650-6611

http://www.kyowau.ac.jp

幼児期から児童期への保育・教
宇都宮共和大学
育の方法

6時間 平成26年8月21日
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教諭
小・中・高校の教
養護教諭 諭、養護教諭、栄
栄養教諭 養教諭

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

平成２６年度（第１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

学校、家庭、地域社会の連携活動を、開かれた学校、学校
のスリム化、学校外活動の評価、ＰＴＡ活動の活性化への
期待、教育委員会の活性化、マスメディアや企業への期待
学校・家庭・地域社会との連携と
群馬医療福祉大
等から捉え、適切な役割分担と相互の連携を地域全体で取 塚本忠男（社会福祉学部教授）
課題－教育・文化・福祉・スポ－
学
り組む体制づくりを学ぶ。また、連携協力のための取り組み 櫻井秀雄（社会福祉学部教授）
ツの観点から －
や支援について、大学での具体的な地域貢献活動の紹介
や、学校現場の実践報告の発表を通じて課題を明確化さ
せ、地域社会の教育力の向上を図る。
近年，総合的学習の時間等で福祉施設での体験学習を行
う機会が増えている。福祉施設は身近な施設であるもの
福祉現場での体験学習－福祉・ の，実際にどのようなことが行われているのかを知っている
群馬医療福祉大
介護の基礎知識とボランティア実 生徒，教員は少ない。そこで本講習では，中学校・高等学校
学
践－
で福祉施設での体験学習を実施する際に知っているべき知
識・技術を習得し，実際に福祉施設でボランティアを行い，
理論と実践から指導のポイントを学ぶことを目的とする。
特別支援教育が学校教育法に位置づけられ，すべての学
校において，障害のある児童生徒一人一人の教育的ニー
特別支援教育の視点による児童 ズを把握し，生活や学習上の困難を改善・克服するため，
群馬医療福祉大 生徒への適切な支援を考える－ 適切な指導及び必要な支援を行うことが求められるように
学
心理・教育・福祉の最近の動向 なった。本講座では，特別支援教育をすすめるにあたって
－
必要な「心理」「教育」「福祉」の知識を学習し，事例検討を
通して個別支援計画を作成・実行するためのノウハウを習
得することを目的とする。

発達障害児の感覚運動発達の
群馬医療福祉大
特徴と学習・生活への影響―リ
学
ハビリテ－ションの観点から―

関口
白井
片桐
小林

喜久代（短期大学部教授）
幸久（短期大学部教授）
幸司（短期大学部教授）
康子（短期大学部講師）

江原 京子（社会福祉学部教授）
久保田 米蔵（社会福祉学部講師）
西村 昭徳（社会福祉学部講師）

近年、発達障害児の行動は脳の発達の観点からも解明さ
れてきており、身体機能面または認知機能面における発達
的特徴が明らかになってきている。本講義では教育場面で
見られる発達障害児の行動の特徴を発達という観点から伝 小島 俊文（リハビリテ－ション学部教授）
え、それらの特徴が学習面や生活面に及ぼす影響や行動 北爪 浩美（リハビリテ－ション学部教授）
の意味を明らかにすることを目標とし、教育場面での実践に
結びつく方法論についてリハビリテーションの面から考え
る。

近年，生徒指導や教育相談を行う上で，児童期・思春期の
精神疾患や児童福祉の知識は必要不可欠なものとなって
児童生徒をどのように理解する
群馬医療福祉大
いる。本講座では，「児童期・思春期のメンタルヘルスと学
か－福祉の観点から見た生徒指
学
校における対応」「児童福祉諸機関と学校との関わり」「ス
導・教育相談－
クールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの上手な
使い方」などについて理解を深めることを目的とする。

大野 俊和（社会福祉学部教授）
鈴木 秀夫（社会福祉学部准教授）
矢嶋 衛（社会福祉学部講師）

多角的視点から考察し人間理解を深めるとともに、人間存
在の実存的意義について気づきを深め、自殺予防等を学習 鈴木 育三（短期大学部客員教授）
群馬医療福祉大 命を守る―福祉の視点からみた する。さらに幼稚園や学校現場で起こりうる傷病等の救急 西山 智春（看護学部教授）
学
自殺予防と救急法―
処置学習し、緊急時に対応できる能力の向上をめざす。シ 櫻井 美和（看護学部准教授）
ミュレーションモデルをはじめ、多種の教材・教具を用いて
体験学習し、応急処置を実践できる能力を養う。

講習の開催地

群馬県前橋市

群馬県前橋市

群馬県前橋市

群馬県前橋市

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

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6時間 平成26年8月20日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭
校教諭及び養護
教諭

6,000円

75人

平成26年2月16日～
平成26年7月16日

平263007550061号

027-253-0294

http://www.shokengakuen.ac.jp

6時間 平成26年8月20日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭
校教諭及び養護
教諭

6,000円

25人

平成26年2月16日～
平成26年7月16日

平263007550062号

027-253-0294

http://www.shokengakuen.ac.jp

6時間 平成26年8月21日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭
校教諭及び養護
教諭

6,000円

50人

平成26年2月16日～
平成26年7月16日

平263007550063号

027-253-0294

http://www.shokengakuen.ac.jp

6時間 平成26年8月21日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭
校教諭及び養護
教諭

6,000円

50人

平成26年2月16日～
平成26年7月16日

平263007550064号

027-253-0294

http://www.shokengakuen.ac.jp

6時間 平成26年8月22日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭
校教諭及び養護
教諭

6,000円

50人

平成26年2月16日～
平成26年7月16日

平263007550065号

027-253-0294

http://www.shokengakuen.ac.jp

6時間 平成26年8月22日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭
校教諭及び養護
教諭

6,000円

50人

平成26年2月16日～
平成26年7月16日

平263007550066号

027-253-0294

http://www.shokengakuen.ac.jp

講義をとおして児童生徒にとっての体験活動の必要性や望
独立行政法人国 長期宿泊体験に活きる豊かな体 ましいあり方を理解すると共に、国立赤城青少年交流の家
立青少年教育振 験活動（国立赤城青少年交流の が有する体験活動プログラムを実体験することで、各々のプ
興機構
家）
ログラムの意義や児童生徒が身につけられる力，安全管理
等について確認する。

星野 敏男(明治大学 経営学部 教授)
石崎 一記(東京成徳大学 応用心理学部 教
授)
桜井 義維英(国立赤城青少年交流の家 所長)
高瀬 宏樹（国立赤城青少年交流の家 事業推
進室長）
小川 義人(国立赤城青少年交流の家 企画指
群馬県前橋市
導専門職)
根岸 登(国立赤城青少年交流の家 企画指導
専門職)
新井 義之（国立赤城青少年交流の家 企画指
導専門職）
木暮 敦（国立赤城青少年交流の家 企画指導
専門職）

18時間

平成26年7月29日～
平成26年7月31日

教諭

小・中学校教諭

24,000円

30人

平成26年3月23日～
平成26年5月30日

平267002350525号

027-289-7224

http://akagi.niye.g
o.jp/

講義をとおして児童生徒にとっての体験活動の必要性や望
独立行政法人国 長期宿泊体験に活きる豊かな体 ましいあり方を理解すると共に、国立赤城青少年交流の家
立青少年教育振 験活動（国立赤城青少年交流の が有する体験活動プログラムを実体験することで、各々のプ
興機構
家）
ログラムの意義や児童生徒が身につけられる力，安全管理
等について確認する。

星野 敏男(明治大学 経営学部 教授)
石崎 一記(東京成徳大学 応用心理学部 教
授)
桜井 義維英(国立赤城青少年交流の家 所長)
高瀬 宏樹（国立赤城青少年交流の家 事業推
進室長）
小川 義人(国立赤城青少年交流の家 企画指
群馬県前橋市
導専門職)
根岸 登(国立赤城青少年交流の家 企画指導
専門職)
新井 義之（国立赤城青少年交流の家 企画指
導専門職）
木暮 敦（国立赤城青少年交流の家 企画指導
専門職）

18時間

平成26年8月22日～
平成26年8月24日

教諭

小・中学校教諭

24,000円

30人

平成26年3月23日～
平成26年5月30日

平267002350526号

027-289-7224

http://akagi.niye.g
o.jp/

5 / 57 ページ

平成２６年度（第１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

安全について学ぶ
～水難事故を中心に～

日本国内のスポーツ現場やレジャー•レクリエーション施設、
また自然環境下において至る所で溺水事故が発生してい
る。教員としてこれらの現状を把握し、原因を探り、未然に
防ぐ方法や、もしもの時のための対処法について理解を深
渋谷 聡（共生科学部専任講師）
め、安全とは何か？安全に行う事によって何が得られるか
を改めて考えてもらう。また、水辺に限らず日常生活や教育
現場においてのリスクマネージメントや一次救命処置（BLS）
についても改めて理解を深める。

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成26年7月5日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750445号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

体罰や暴力について学ぶ

日本の教育現場やスポーツ現場で体罰や暴力が行われ、
近年より注目を集めている。本講習では、教員としてこれら
の現状を把握し、原因を探り、未然に防ぐ方法について理 渋谷 聡（共生科学部専任講師）
解を深め、児童・生徒が学校全体を含めた安全な環境で学
ぶことによって、何が得られるかを改めて考えてもらう。

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成26年7月6日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750451号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

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
共生社会の実現に向けて～イン
阿部 利彦（共生科学部准教授）
ン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
クルーシブ教育
三森 睦子（共生科学部専任講師）
達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

18時間

平成26年7月23日～
平成26年7月25日

全教諭、養護教
教諭
諭（発達障害の
19,000円
養護教諭 基礎知識をもって
いる方）

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750455号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

東日本大震災は私たちに計り知れない影響を及ぼした。震
災後3年が経とうとする今も、元の生活に戻れない子ども達
震災を超えた未来のために
や教師達のいる学校も少なくない。本講習では緊急時から 細田 満和子（星槎大学副学長）
～教育現場で知っておきたいこと 現在まで、震災の現場に身を置き、子どもたちと関わる人々 西永 堅（共生科学部准教授）
～
をゲストに迎えて、受講者の皆さんに、震災と学校現場につ 吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
いてもう一度改めて考え、未来につなげていけるようなヒン
トを示したい。

埼玉県さいた
ま市

18時間

平成26年7月28日～
平成26年7月30日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

19,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750470号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

地球環境と人間活動

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
坪内 俊憲（共生科学部准教授）
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。

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成26年11月8日

環境に関心のあ
教諭
る教諭、養護教
養護教諭
諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750491号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

発達特性に応じたサポート

本講習では、通常学級に在籍する児童・生徒の中で、特別
な配慮を要する子どもをどのようにして行動観察から見立
て、その特性に合わせて支援していくかを紹介する。個別の
阿部 利彦（共生科学部准教授）
支援方法だけでなく、学級の環境整備やクラスワイドのソー
シャルスキルトレーニング、授業での工夫についても検討し
ていく。

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成26年11月15日

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750501号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

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
発達障害をもつ児童生徒の指導
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。

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成26年11月22日

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750510号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

安全について学ぶ
～水難事故を中心に～

日本国内のスポーツ現場やレジャー•レクリエーション施設、
また自然環境下において至る所で溺水事故が発生してい
る。教員としてこれらの現状を把握し、原因を探り、未然に
防ぐ方法や、もしもの時のための対処法について理解を深
渋谷 聡（共生科学部専任講師）
め、安全とは何か？安全に行う事によって何が得られるか
を改めて考えてもらう。また、水辺に限らず日常生活や教育
現場においてのリスクマネージメントや一次救命処置（BLS）
についても改めて理解を深める。

千葉県松戸市

6時間 平成26年7月5日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

7,000円

25人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750444号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

体罰や暴力について学ぶ

日本の教育現場やスポーツ現場で体罰や暴力が行われ、
近年より注目を集めている。本講習では、教員としてこれら
の現状を把握し、原因を探り、未然に防ぐ方法について理 渋谷 聡（共生科学部専任講師）
解を深め、児童・生徒が学校全体を含めた安全な環境で学
ぶことによって、何が得られるかを改めて考えてもらう。

千葉県松戸市

6時間 平成26年7月6日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

7,000円

25人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750450号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

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
共生社会の実現に向けて～イン
阿部 利彦（共生科学部准教授）
ン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
クルーシブ教育
三森 睦子（共生科学部専任講師）
達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。

千葉県松戸市

平成26年7月23日～
18時間
平成26年7月25日

全教諭、養護教
教諭
諭（発達障害の
19,000円
養護教諭 基礎知識をもって
いる方）

25人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750459号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

東日本大震災は私たちに計り知れない影響を及ぼした。震
災後3年が経とうとする今も、元の生活に戻れない子ども達
震災を超えた未来のために
や教師達のいる学校も少なくない。本講習では緊急時から 細田 満和子（星槎大学副学長）
～教育現場で知っておきたいこと 現在まで、震災の現場に身を置き、子どもたちと関わる人々 西永 堅（共生科学部准教授）
～
をゲストに迎えて、受講者の皆さんに、震災と学校現場につ 吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
いてもう一度改めて考え、未来につなげていけるようなヒン
トを示したい。

千葉県松戸市

18時間

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

25人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750469号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

星槎大学
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平成26年7月28日～
平成26年7月30日

19,000円

平成２６年度（第１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

地球環境と人間活動

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
坪内 俊憲（共生科学部准教授）
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。

千葉県松戸市

6時間 平成26年11月8日

環境に関心のあ
教諭
る教諭、養護教
養護教諭
諭

7,000円

25人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750490号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

発達特性に応じたサポート

本講習では、通常学級に在籍する児童・生徒の中で、特別
な配慮を要する子どもをどのようにして行動観察から見立
て、その特性に合わせて支援していくかを紹介する。個別の
阿部 利彦（共生科学部准教授）
支援方法だけでなく、学級の環境整備やクラスワイドのソー
シャルスキルトレーニング、授業での工夫についても検討し
ていく。

千葉県松戸市

6時間 平成26年11月15日

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

7,000円

25人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750500号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

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
発達障害をもつ児童生徒の指導
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。

千葉県松戸市

6時間 平成26年11月22日

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

7,000円

25人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750509号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

秀明大学

学習指導要領で求められている「児童生徒の言語活動の充
実」について、国語科としての実践的な授業力を高める。学
習指導要領に示されている言語活動例を参考に、次の３つ
の視点－①児童生徒が楽しく意欲的に取り組める活動、②
国語科における言語活動の充実
富谷利光（学校教師学部准教授）
他教科の学習に生きてはたらく言語に関する能力を高める
活動、③単元を貫き指導と評価が一体となった活動－から
具体的な授業づくりを行う。また、活動を効果的に進める授
業方法に習熟することもめざす。

千葉県八千代
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小・中・高教諭
（中高は国語科）

6,000円

20人

平成26年2月17日～
平成26年3月31日

平263011850010号

047-488-2132

http://www.shumeiu.ac.jp/

秀明大学

近代哲学の二つの頂点、人類知の普遍的遺産とも言うべ
き、カントの『純粋理性批判』とヘーゲルの『精神現象学』を
講読し読解する。近代の哲学思想は、カントにおいてその原
近代哲学の原理論について考察 理的明確化が行われたが、それは理性の限界を規定する 角田史幸（学校教師学部教授）
する
ものでもあった。それに対してヘーゲル哲学は、近代思想の 安岡 直（学校教師学部教授）
アポリアを乗り越えようとする試みだった。近現代の思想
は、この二つの哲学思想を軸として展開される。哲学を学ぶ
基礎的な視座の習得をめざす。

千葉県八千代
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小・中・高教諭
（中は社会科、高
は地歴・公民科）

6,000円

10人

平成26年2月17日～
平成26年3月31日

平263011850011号

047-488-2132

http://www.shumeiu.ac.jp/

中・高教諭（数学
科）

6,000円

20人

平成26年2月17日～
平成26年3月31日

平263011850012号

047-488-2132

http://www.shumeiu.ac.jp/

6,000円

20人

平成26年2月17日～
平成26年3月31日

平263011850013号

047-488-2132

http://www.shumeiu.ac.jp/

星槎大学

課題学習に役立つ数学

中学・高校において、生徒に自主的に学ばせる課題学習の
テーマをいくつか設定し、テーマを提案する教師が知ってお
くべき数学的背景について講義する。受講に必要な予備知
識は、標準的な高校生程度のみを仮定する。分野は初等整 後藤丈志（学校教師学部准教授）
数論や初等幾何学を中心とする。特に、初等整数論は、新 西村 治（学校教師学部准教授）
指導要領において追加された「整数の性質」と関連する内
容である。また、数学教師にとって有用なインターネット上の
サイトをいくつか紹介する。

千葉県八千代
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校外国語活動教授法

教育現場で自信をもって指導できるように、小学校で英語を
担当される教諭を対象として、外国語習得の理論に基づい
た最新の英語科教育法に沿って、児童の英語の4技能を万
Gaby Benthien（英語情報マネジメント学部准教
遍なく伸ばすために必要なテクニックを紹介する。本講座の
千葉県八千代
授）
中で、さまざまなゲームや音楽を取り入れた活動、チーム・
市
Anthony Sellick（学校教師学部専任講師）
ティーチングやプロジェクトワークなどの導入方法、また、時
節に応じた異文化理解を図るための活動についても触れ
る。

6時間 平成26年8月6日

教諭

秀明大学

電子黒板(初級編）

電子黒板の英語名はIWB（Interactive Whiteboard）で、その
名のとおり人や諸機器と相互作用的効果があることが特徴
である。IWBの先進国は、米国、英国、韓国、シンガポール
等であり、イギリスではIWBの全教室導入がほぼ完了してい 宮澤信一郎（英語情報マネジメント学部教授）
る。日本は遅れていたが、近年、文科省の「スクール・
ニューディール」構想の一環として推進されつつある。本講
では電子黒板の初心者を対象に講義と実習を行う。

千葉県八千代
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小・中・高教諭

6,000円

10人

平成26年2月17日～
平成26年3月31日

平263011850014号

047-488-2132

http://www.shumeiu.ac.jp/

秀明大学

「文法」というと、決まった規則が先にあって、それを覚える
ものというイメージを持つことが多いが、本講習では、具体
的な用例の観察とグループでの議論を通して、規則を見付
発見する日本語文法―文法は暗 け出していく日本語学における文法の考え方を知る。その
高田祥司（学校教師学部専任講師）
記物ではない－
上で、各トピックについて、最新の研究ではどう分析してい
るかを紹介する。併せて、学校文法の特徴や日本語学の文
法との違いについて学び、効果的な文法指導の方法を習得
する。

千葉県八千代
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中・高教諭
（中高は国語科）

6,000円

20人

平成26年2月17日～
平成26年3月31日

平263011850015号

047-488-2132

http://www.shumeiu.ac.jp/

千葉県八千代
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中・高教諭
（中は社会科、高
は地歴科）

6,000円

10人

平成26年2月17日～
平成26年3月31日

平263011850016号

047-488-2132

http://www.shumeiu.ac.jp/

秀明大学

秀明大学

秀明大学

「比較史」という手法 ～「一国
史」と「世界史」の交差点～

近年、歴史学の現場では一国史的な研究の視野の狭さが
指摘され、「比較史」の手法を用いながら、「ナショナルなも
の」と「グローバルなもの」とを架橋する試みが行なわれてい
る。本講習ではまず、「ナショナルなもの」の研究に特化して
磯部裕幸（学校教師学部准教授）
きた近代歴史学の歩みとその弊害について考察する。続い
て第二帝政期からナチ期に至るドイツ史を例にとり、他の
国々との比較において検討しつつ、「比較史」の可能性と限
界について考える。
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平成２６年度（第１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

秀明大学

インターネットの発達により生徒・児童が自発的に調べ、教
科書の内容を超えて学ぶ可能性は大きく広がっている。本
講習では科学の最新研究成果から、生徒・児童の科学的好
榎森啓元（学校教師学部教授）
生徒が興味を持つ科学の最先端 奇心を刺激し、理科を学ぶ動機付けと成り得る話題を選び
越田澄人（学校教師学部教授）
解説する。異なる二つのテーマを取り上げ、それぞれに関
係する理科系大学卒業程度の基礎事項を確認し、研究の
内容とその成果を概説する。

千葉県八千代
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中・高教諭
（中高は理科）

6,000円

20人

平成26年2月17日～
平成26年3月31日

平263011850017号

047-488-2132

http://www.shumeiu.ac.jp/

秀明大学

英語の音声面にみられるさまざまな特徴を概説し、その知
識を教育現場で生かしていくことをねらいとする。まず、共通
理解を図るために母音と子音を解説する。そして、連続して
英語音声学・音韻学に基づくリス
発音される音変化の特徴を具体的な例を示して説明する。 関口昌昭（英語情報マネジメント学部教授）
ニング及び発音実践指導法
最終目標は、発音表記で記された原稿を音読し、ナチュラ
ルスピードの英語が実際にどのように発音されるかを体得
する。（イギリス英語をベースに解説）

千葉県八千代
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中・高教諭
（中高は英語科）

6,000円

20人

平成26年2月17日～
平成26年3月31日

平263011850018号

047-488-2132

http://www.shumeiu.ac.jp/

千葉県八千代
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中・高教諭

6,000円

20人

平成26年2月17日～
平成26年3月31日

平263011850019号

047-488-2132

http://www.shumeiu.ac.jp/

小中高等学校でのタブレット型コンピュータの導入により、こ
れまで紙媒体で配布・使用されていた教科教科書が電子媒
体へと移行しつつある。本講習ではこのような電子教科書
の活用法について、各教科で共通に必要となるであろう基 大塚時雄（英語情報マネジメント学部准教授）
本的な知識・技能についての実習を行う。また、電子教科書
以外にも講義で役立つタブレット型コンピュータ活用術につ
いても紹介する。

秀明大学

教科書の電子書籍化への対応

秀明大学

現代は、日常生活の中でも心理学の専門用語や知識が多
く用いられ、常識化している。心理学の研究は日々進展して
いるが、認知心理学的な観点からの研究の発展はめざまし
心理学理論の最前線と指導法へ い。本講習では、特に学習や記憶に関連する分野について 花屋哲郎（学校教師学部准教授）
の応用
の最新の知見や考え方を概説し、また、それらを用いた指 関塚麻由（学校教師学部専任講師）
導法を紹介する。そこから児童・生徒の行動を理解し、これ
からの豊かな指導へと応用していくことを目標とする。最後
に筆記試験を行う。

千葉県八千代
市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中・高教諭

6,000円

10人

平成26年2月17日～
平成26年3月31日

平263011850020号

047-488-2132

http://www.shumeiu.ac.jp/

秀明大学

授業に活用できる化学・生物学
の実験

本講習では化学・生物学分野から選んだ２つのテーマにつ
いて、参加者が実験・実習を行う。２つのテーマのうち１つ
は、特別な実験装置や機材を必要とせず、学校での実験授 田中 元（学校教師学部准教授）
業に活用できるもの、もう１つは昨今学校への導入が目覚 寺前洋生（学校教師学部専任講師）
ましいICT教育関連のものを選ぶ予定である。これらはいず
れも、学校での理科教育の現場を意識した内容とする。

千葉県八千代
市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中・高教諭
（中高は理科）

6,000円

10人

平成26年2月17日～
平成26年3月31日

平263011850021号

047-488-2132

http://www.shumeiu.ac.jp/

秀明大学

シェイクスピアについて学んだ経験がない英語教員を対象
とした講習である。まずシェイクスピア劇が演じられたエリザ
ベス朝の舞台の特徴を解説し、そのなかでも特徴的な
「ボーイ・アクター」について、歌舞伎の女形と比較しながら
英語教員のためのシェイクスピア
吉田 聡（学校教師学部教授）
紹介していく。それと共にシェイクスピアが用いている「初期
現代英語」の特徴を学び、実際にソネットや戯曲を読んでみ
て、シェイクスピアが用いている作劇術について理解を深め
ていく。

千葉県八千代
市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中・高教諭
（中高は英語科）

6,000円

10人

平成26年2月17日～
平成26年3月31日

平263011850022号

047-488-2132

http://www.shumeiu.ac.jp/

高度情報化社会と教育

ICT環境整備事業において、全国の小中学校にデジタルテ
レビ・パソコン・校内LANなどの設備・機器が導入されるよう
になった。しかし、実際に授業を行う教育現場では、これら
千葉県八千代
の機器を有効に利用するためのソフト面の拡充が望まれて 田島博之（英語情報マネジメント学部専任講師）
市
いる。そこで、本講義では近年話題にあがっている情報技
術の最新情報を学び、演習を通じ教員として有用と思われ
るサービスの基本技術の習得を目指す。

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中・高教諭

6,000円

20人

平成26年2月17日～
平成26年3月31日

平263011850023号

047-488-2132

http://www.shumeiu.ac.jp/

こどもの創造性を育む表現あそ
び

こどもの創造性を育む表現あそびを、①音楽表現、②造形
表現を中心としながら、さらには③総合的な表現あそびへ
と、実践を通して理解を深めるとともに、その指導法につい
て検討を行う。また、こどもの創造性を育むためには保育者
自身の感性や創造性を磨くことが不可欠であり、保育者自
身の創造性を高める活動を通して、こどもの創造性を育む
表現あそびの意味や、可能性について考察を深める。

6時間 平成26年8月20日

教諭

幼稚園教諭

6,500円

20人

平成26年2月16日～
平成26年6月18日

平263013650404号

047-371-1124

http://www.wayo.ac.
jp

目と耳から学ぶ英語の表現とリ
ズムの指導

本講習では、①小・中学校で、英語で書かれた絵本を活用
することの意義や、その活用方法を検討する。②四技能に
加え、目で「視る（viewing）」技能の重要性を紹介し、英語学 河内山 有佐（英語・英文学類 准教授）
習の動機付けへの可能性を探る。③言葉の意味が最も凝 服部 久美子（英語・英文学類 教授）
縮された英詩を取り上げ、文脈なしでは曖昧で抽象的な言 岡川 友久（英語・英文学類 准教授）
葉に形を与える読者の想像力について、語の意味の喚起
力を手がかりに検証する。

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校英語科教諭、
高校英語科教諭

6,000円

20人

平成26年2月16日～
平成26年6月18日

平263013650405号

047-371-1124

http://www.wayo.ac.
jp

国語教育活性化のための視点

相互の活性化を目標として、国語教育と文学研究の実践的
な交流を図る。日本語・ 日本文学研究における注目すべき
諸問題を取り上げ、国語教育の現場とどのような接点を結
佐藤 淳一（日本文学・文化学類 助教）
ぶことができるのかを探る。具体的な内容は以下の通りで
仁平 道明（日本文学・文化学類 教授）
ある。
佐藤 勝明（日本文学・文化学類 教授）
①国語教科書に採用されている古典の文学作品、②近代
文学研究における「作者」、③文学教育とアクティブラーニン
グ。

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校国語科教諭、
高校国語科教諭

6,000円

20人

平成26年2月16日～
平成26年6月18日

平263013650406号

047-371-1124

http://www.wayo.ac.
jp

秀明大学

和洋女子大学

和洋女子大学

和洋女子大学

駒 久美子（心理社会学類人間発達学専修こど
も発達支援コース 助教）
千葉県市川市
島田 由紀子（心理社会学類人間発達学専修こ
ども発達支援コース 准教授）

千葉県市川市

千葉県市川市

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年8月20日
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平成２６年度（第１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

和洋女子大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

小・中・高校の家庭科で展開できる料理を組み込んだ1食の
食事メニューを実習する。内容は、主食：ごはん、主菜：ピカ
タ、ブロッコリー添え、副菜：切り干し大根の煮物：汁：みそ
主食・主菜・副菜を組み合わせた 汁。実習のねらいは①1食における主食・主菜・副菜の組み 柳澤 幸江（健康栄養学類 准教授）
食事
合わせを学ぶ、②日本の伝統的な食材の扱い（煮干しだし・ 松島 悦子（生活環境学類 准教授）
乾物の利用）、③生徒が自分で作る弁当に生かせる料理、
グループワークでは児童・生徒が自分で作る主食・主菜・副
菜がそろった朝食メニューを考える。
本講習ではワンランク上のパソコン活用法とネット社会のリ
スクから子ども達を守るための課題と方法について紹介す
る。①実技として、成績処理や教材開発等に活かせるパソ
コンによる統計の基本、今後学校での普及が見込まれる３D 鬘谷 要（服飾造形学類 教授）
グラフィックス（shade）を実機により学ぶ。②ネットによるいじ 髙梨 一彦（心理社会学類人間発達学専修心
め、個人情報の流出など、華々しい技術の進歩の陰の部分 理発達コース 教授）
が社会問題になり、教育現場で子ども達をどう守るかが新し
い課題になっている。これらの問題について講義を通じ、課
題を整理し考えられる対策について検証する。

和洋女子大学

学校におけるIT機器の活用と課
題

和洋女子大学

本講習では２つの項目を取り扱う。①生涯学習における博
物館の機能と役割について博学連携・融合の視点から解説
し、学校教育における博物館の活用方法を理解するととも
わくわく校外学習、いきいきコミュ に、両者の望ましいあり方を考える。②対応の難しい子ども 駒見 和夫（日本文学・文化学類 教授）
ニケーション
に対するコミュニケーションスキルを学ぶため、児童・生徒を 寺島 瞳（筑波大学人間系 助教）
とりまく様々な問題（いじめ・不登校・虐待・非行など）につい
て理解し、これらの問題を持つ子どもたちに教師はどのよう
に対応したらよいのかについて事例をもとに考える。

講習の開催地

千葉県市川市

千葉県市川市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年8月21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

小学校教諭、中
学校家庭科教
諭、高校家庭科
教諭

7,000円

20人

平成26年2月16日～
平成26年6月18日

平263013650407号

047-371-1124

http://www.wayo.ac.
jp

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高校教
諭

6,000円

80人

平成26年2月16日～
平成26年6月18日

平263013650408号

047-371-1124

http://www.wayo.ac.
jp

6,000円

80人

平成26年2月16日～
平成26年6月18日

平263013650409号

047-371-1124

http://www.wayo.ac.
jp

千葉県市川市

6時間 平成26年8月22日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭、高校教
諭

聖徳大学・聖徳
子どもと協働する授業
大学短期大学部

子ども達は、授業を通して様々なことを学んでいる。自分の
学習方法を身につけ、同世代の子ども達と学習方法の文化
を形成している。それは、教師の築き上げてきた教育方法
の文化とは微妙に異なっている。ここでは、そうした学ぶ力 土橋永一（大学院教職研究科教授）
を持っている子ども達と協働することを考える。ワークショッ
プ形式を取り入れて、日常の授業を、空間、コミュニケーショ
ン、活動、評価などの視点で振り返ってみる。

千葉県松戸市

6時間 平成26年6月15日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年5月9日
50067号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

聖徳大学・聖徳
子どもと協働する授業
大学短期大学部

子ども達は、授業を通して様々なことを学んでいる。自分の
学習方法を身につけ、同世代の子ども達と学習方法の文化
を形成している。それは、教師の築き上げてきた教育方法
の文化とは微妙に異なっている。ここでは、そうした学ぶ力 土橋永一（大学院教職研究科教授）
を持っている子ども達と協働することを考える。ワークショッ
プ形式を取り入れて、日常の授業を、空間、コミュニケーショ
ン、活動、評価などの視点で振り返ってみる。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50068号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

千葉県松戸市

6時間 平成26年6月15日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年5月9日
50069号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

新教育課程が実施され、国語科も各地でいろいろな実践が
行われています。そうした中で、いくつかの課題も生まれて
きているように思います。こうした課題と、今後の国語科教
聖徳大学・聖徳 明日からの授業に生かせる国語 育の方向を考慮し、具体的な事例を取り上げた講習を行い
渡邊恒雄（児童学部教授）
大学短期大学部 科の指導
たいと考えています。また、一方的な講義を聞くだけではな
く、言葉遊びを取り入れたり、視聴覚機材を使用したり、受
講される皆様が話したり書いたりするような参加型の講習を
企画しています。

千葉県松戸市

6時間 平成26年6月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年5月9日
50070号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

新教育課程が実施され、国語科も各地でいろいろな実践が
行われています。そうした中で、いくつかの課題も生まれて
きているように思います。こうした課題と、今後の国語科教
聖徳大学・聖徳 明日からの授業に生かせる国語 育の方向を考慮し、具体的な事例を取り上げた講習を行い
渡邊恒雄（児童学部教授）
大学短期大学部 科の指導
たいと考えています。また、一方的な講義を聞くだけではな
く、言葉遊びを取り入れたり、視聴覚機材を使用したり、受
講される皆様が話したり書いたりするような参加型の講習を
企画しています。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50071号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

千葉県松戸市

6時間 平成26年6月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年5月9日
50072号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

聖徳大学・聖徳 今、なぜ算数科で「よむ」「書く」
大学短期大学部 「話す」が重視されるのか

聖徳大学・聖徳
図画工作における評価
大学短期大学部

理数教育が重視され、より一層質の高い授業の実践が期
待される。そこで本講習では、次の①～④について考察す
る。
①今、なぜ、算数科で「よむ」「書く」「話す」が重視されるの
か（学習指導要領改善の方向性） ②活用力や式等をよん 一ノ瀬喜子（児童学部教授）
だり、書いたりする能力を育成する指導の在り方 ③話し合
い学習における児童の考えの生かし方やまとめ方 ④思考
力・表現力を育てるノートづくり

新たな図画工作の学習指導要領が実施され2年が過ぎまし
た。児童指導要録も新たに改定されました。図画工作の評
価の観点は、基本的に変更はありませんでしたが、指導と
評価の一体化に関しまして、パフォーマンス評価やポート
フォリオ評価、ルーブリックについて新たに言及されました。 小泉卓（大学院教職研究科教授）
本講義では、図画工作におけるパフォーマンス評価の方法
やルーブリック作成の方法、さらに、目標と指導・評価の関
係について講義を行います。
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平成２６年度（第１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

聖徳大学・聖徳
現場で役立つ「カウンセリング」
大学短期大学部

カウンセリングとは、「言語的、非言語的コミュニケーション
を通じて、他者（生徒）の行動の変容を試みる人間関係であ
る」と言われている。授業では、カウンセリング理論の代表
的なもの４理論を学びたい。実際に体験することで生徒・保
鈴木由美（児童学部教授）
護者理解が深まると考えられるので、役割を決め、カウンセ
リング場面に挑戦したい。また、グループに分かれて「対人
関係ゲーム」も行いたい。現場で役立ち、そして楽しい授業
にしたいと思っている。

千葉県松戸市

6時間 平成26年6月29日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年5月9日
50073号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

聖徳大学・聖徳
現場で役立つ「カウンセリング」
大学短期大学部

カウンセリングとは、「言語的、非言語的コミュニケーション
を通じて、他者（生徒）の行動の変容を試みる人間関係であ
る」と言われている。授業では、カウンセリング理論の代表
的なもの４理論を学びたい。実際に体験することで生徒・保
鈴木由美（児童学部教授）
護者理解が深まると考えられるので、役割を決め、カウンセ
リング場面に挑戦したい。また、グループに分かれて「対人
関係ゲーム」も行いたい。現場で役立ち、そして楽しい授業
にしたいと思っている。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50074号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

特別支援教育への制度的な転換がなされ、通常学級にお
いても特別なニーズのある児童への理解、支援が実践され
る中で、課題も明らかになってきている。本講義では、発達
特別なニーズのある児童の理解
聖徳大学・聖徳
障害を中心とした特別なニーズのある児童に関する知識や
と支援－通常学級で特別支援教
腰川一惠（児童学部准教授）
大学短期大学部
支援方法、その課題を整理する。また、事例を通して、通常
育を生かすとは－
学級の授業の中で、特別なニーズのある児童をどのように
理解し、指導、支援を具体的にどのように行うのかについて
検討を行う。

千葉県松戸市

6時間 平成26年6月29日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年5月9日
50075号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

道徳教育への関心が高まる中、学校においてはより一層質
の高い授業の実践が期待されている。本講義では、道徳教
育の基本的な在り方や道徳の時間の特質を理解するととも
聖徳大学・聖徳 道徳の時間の特質に基づく授業
に、具体的な指導方法や授業づくり、評価の仕方など、実践 吉本恒幸（大学院教職研究科教授）
大学短期大学部 の構想と指導
的に役立つ内容について考察する。併せて、グループ討議
による指導案作成、DVDによる授業の視聴などを行い指導
力を高める。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50076号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

算数教育の重要な課題である「数学的な思考力や表現力
の育成」について考察する。特に、既習事項を活用して課題
解決する力、自分の考えや方法の根拠を明らかにして筋道
松山武士（大学院教職研究科教授）
立てて考える力、自分の考えを友達の考えと関連付けたり、
統合したりする力、多様な表現方法を用いて自分の考えを
整理したり、分かりやすく説明する力などを考察する。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月14日
50077号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

「授業の効果は？」「子どもの学力は？」「保護者の満足度
は？」など、現在、教育の結果の検証が重視されている。
PDCAサイクルのC(Check:評価)の段階であるが、その客観
性を高めるためには、テストやアンケートの結果を、割合
聖徳大学・聖徳 一歩進んだ学習評価・学校評価 （％）や平均値の「見た目」だけで判断するのではなく、もう
宮本友弘（大学院教職研究科准教授）
大学短期大学部 の方法
一歩進んだ統計学の技術が必要となる。本講習では、学習
評価、学校評価の実践力を高めることを目標とし、統計学を
専門としない者にもわかる、そして、時間的に限られた教育
現場の中で簡単にできる、一歩進んだ統計学の技術を学
ぶ。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月14日
50078号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

児童が「運動を楽しい」と感じる瞬間は、「自分にもでき
た！」と実感した瞬間でもある。また「運動ができた」と実感
した子ども達は、更に追求しようとする学習の足掛かりを掴
むことになる。講習では、なわとび運動(遊び)、器械運動
百瀬定雄（大学院教職研究科准教授）
(マット、跳び箱)、陸上運動(短距離走・リレー、ハードル走)
などから幾つかの運動を取り上げ、「できる感覚」を得させる
運動課題の設定や指導のコツについて、実技を通して学ぶ
ものである。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月14日
50079号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50080号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

聖徳大学・聖徳
生徒指導の理論と実践
大学短期大学部

本講座では、小・中・高校での生徒指導、教育相談、進路指
導の意義と役割を再認識する。その上で、いじめ、不登校、
問題行動等の解決策や教育相談のあり方、進路指導の指
導助言の方法等について、具体的な実践事例を通して指導 壷内明（児童学部教授）
力量を身につける。授業内容は、プリントを配布し、講義を
中心に進めるが、協議や検討を積極的に取り入れて進め
る。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50081号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

聖徳大学・聖徳 幼児教育の課題と園内外の連
大学短期大学部 携・協力

幼児教育を取り巻く様々な課題に立ち向かうためには、一
人一人の教師の力量を高める必要がある。そこで、幼児教
育の最新の動向を的確につかみ、保育内容の充実に向け
た改善を目指すことが重要である。また、保育現場で山積し 中山博子（聖徳大学幼児教育専門学校教授）
ている保護者との連携と協力の在り方、幼・保・小学校等と
の連携など、園内外での連携・協力についてのアプローチ
の仕方を具体的に学ぶ。

千葉県松戸市

6時間 平成26年6月15日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年5月9日
50082号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

聖徳大学・聖徳
新しい算数教育へのアプローチ
大学短期大学部

聖徳大学・聖徳 できる感覚をつかませる運動指
大学短期大学部 導のコツ

学校における危機の態様はさまざまであり、事の発生その
ものや事後処理の仕方によっては、学校教育に対する信頼
を大きく損ねことになる。本講座では、学校教育の直接の担
聖徳大学・聖徳
学校における危機管理上の課題 い手である教員に関わる危機について、顕著な事例を取り 西﨑勝則（大学院教職研究科教授）
大学短期大学部
上げ、情況を把握し、教員として常に意識しておかなければ
ならない課題を追究したい。そして、予防、さらに、職場のモ
ラールアップへの取り組みについて考察したい。
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平成２６年度（第１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

幼児教育を取り巻く様々な課題に立ち向かうためには、一
人一人の教師の力量を高める必要がある。そこで、幼児教
育の最新の動向を的確につかみ、保育内容の充実に向け
た改善を目指すことが重要である。また、保育現場で山積し 中山博子（聖徳大学幼児教育専門学校教授）
ている保護者との連携と協力の在り方、幼・保・小学校等と
の連携など、園内外での連携・協力についてのアプローチ
の仕方を具体的に学ぶ。

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

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月9日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月26日～平
91210成26年6月20日
50083号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

現代において、幼児の成長発達は実に多様といえましょう。
生活習慣が出来ておらず、おむつのとれるのが遅い子ども
もいる一方、英語やピアノ等のおけいこ事が忙しい子どもも
聖徳大学・聖徳 幼児理解を深め、保護者相談に
います。子どもの言動から子どもに今必要な援助がわかる 高橋かほる（児童学部教授）
大学短期大学部 生かす
保育者になるには、幼児理解の幅と、深さが必要となりま
す。その上で、保護者とどう向き合ったら良いかを、保護者
理解も含め、考え学び合います。

千葉県松戸市

6時間 平成26年6月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年5月9日
50084号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

現代において、幼児の成長発達は実に多様といえましょう。
生活習慣が出来ておらず、おむつのとれるのが遅い子ども
もいる一方、英語やピアノ等のおけいこ事が忙しい子どもも
聖徳大学・聖徳 幼児理解を深め、保護者相談に
います。子どもの言動から子どもに今必要な援助がわかる 高橋かほる（児童学部教授）
大学短期大学部 生かす
保育者になるには、幼児理解の幅と、深さが必要となりま
す。その上で、保護者とどう向き合ったら良いかを、保護者
理解も含め、考え学び合います。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月26日～平
91210成26年6月20日
50085号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

聖徳大学・聖徳
子どもの育ちと遊び
大学短期大学部

遊びは、幼児の成長、発達にとって欠くことのできない経験
の場である。幼児が無我夢中になって遊ぶ姿を改めて見る
と、発見や挑戦、友達との協同など様々な姿が見えてくる。
ここでは、遊ぶことで幼児のなかに何が育つのか、幼児の 近内愛子（短期大学部教授）
遊びをどう理解したらよいかを考えていく。そして、幼児の遊
びの特徴と意義を再確認し、遊びの総合的指導について理
解を深めていく。

千葉県松戸市

6時間 平成26年6月29日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年5月9日
50086号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

聖徳大学・聖徳
言葉の機能と発達
大学短期大学部

生まれたばかりの子どもは言葉を発しません。言葉をどのよ
うに獲得していくのか、言葉の発達の過程について振り返っ
てみましょう。また、言葉の機能とは何かについても復習し
ます。ＤＶＤを視聴し、登場する子どもの言葉から、言葉の
東川則子（短期大学部准教授）
機能と発達について、さらには、教師の指導について考察し
ます。最後は、小学校以上の教育で重視されている「言語
活動の充実」や、小学校１学年の国語科との関連から発達
を考えます。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50087号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

聖徳大学・聖徳
自然環境と遊び
大学短期大学部

自然に親しみ自然の不思議さや美しさに驚き感動する心や
「なぜ？どうして？」と思う中で探究心や思考力の芽生えを
育むことは幼児期の教育における重要な課題です。幼児
は、どんな時、どんなことがきっかけで自然にふれ、遊びを
赤坂榮（児童学部准教授）
展開していくのでしょう。自然とかかわって遊ぶ中で何を学
び、どのようなことが育まれるのでしょう。自然とのかかわり
を深めることの意義を再確認し、自然環境の工夫、指導・援
助の在り方について考えます。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50088号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

聖徳大学・聖徳
人間関係をはぐくむ
大学短期大学部

現代社会における様々な環境の変化は、幼児の生活にも
大きな影響を及ぼしている。特に、幼児の遊びや生活体験
の不足が見られ、それらは人とかかわる力の育成をも妨げ
ている。人とかかわる力をはぐくむことは豊かな社会生活を
塚本美知子（短期大学部保育科学科長）
営むために欠かすことができない。本講義では、人間関係
に視点を当て、3～5歳の学級経営再考と、コミュニケーショ
ン能力・協同性の育成を中心に、人とかかわる力をはぐくむ
ための援助の仕方を磨く。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月18日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50089号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

聖徳大学・聖徳
保育内容の最新事情
大学短期大学部

幼児期の発達と保育内容との関係を理解するとともに、時
代の変化とのかかわりを理解します。また、現代社会の現
状の中で必要とされる保育内容について考え、実際の保育
をイメージできるようにします。 具体的な保育内容の変遷は 塩美佐枝（大学院教職研究科教授）
資料により学びます。また、現在の幼稚園教育要領、保育
所保育指針により、保育の内容とその考え方について学び
ます。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50090号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

聖徳大学・聖徳
集団遊びの大切さを考える
大学短期大学部

かつて、子どもの遊び場であった路地裏、境内、公園などは
管理され遊びの制約もあり、子どもが群れて遊ぶ姿は激減
した。地域での遊びが伝承されにくくなった今、遊ぶための
場（空間）と仲間と時間を保障できるのは「幼稚園」と言って
永井妙子（短期大学部教授）
も過言ではない。本講義では、幼稚園教育の基本を確認し
つつ、遊び（戸外での集団遊び）の中で、子どもが体験する
内容（人とのかかわり、ルールや約束、運動諸機能など）と
指導法について考える。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月20日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50091号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

古典語の読解において生徒の障害になるものは何か。指導
上、取り扱いに困る項目は何か。これらをどう克服すればよ
いか。入門期から選択古典レベルまで、実践的な古典文法
聖徳大学・聖徳
指導法を示します。文の成分による文構造の把握、係り結
読解に役立つ古典文法の指導法
碁石雅利（短期大学部教授）
大学短期大学部
びと文の成分との関係、疑いと問いを表す文型と意味の連
合、連体形「む」の捉え方など、現場の先生方のご意見を確
認しながら、明日の教室で使える教授法を提供したいと思
います。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月18日

教諭

中学校教諭（国
語）・高等学校教
諭（国語）

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50092号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

聖徳大学・聖徳 幼児教育の課題と園内外の連
大学短期大学部 携・協力
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平成２６年度（第１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

脳に異常のない子供は、何の苦労もせずに母国語を獲得
し、また、国籍にかかわらず生まれた場所で話されている言
語を獲得することも可能である。このような言語能力はいか
なるものかを考えてゆくと、人間は生得的に言語を司る遺伝
子を持っているという仮説にいきつく。このような仮説の証
北原博雄（文学部准教授）
拠として、全ての自然言語の文法（狭く言えば（形態）統語
論）は、ある原理群と少数のパラメータの値を設定すること
によって説明することができるということが挙げられる。本講
義では、主に日本語と英語を例にして、言語の普遍性を議
論する。

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

ＵＲＬ

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校教諭（国
語）・高等学校教
諭（国語）

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50093号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

比較的短期間で「国語力」を確実に増大させるということ
は至難の業に違いないでしょう。ましてや目の見える力（つ
まりは点数）でその成果を示せ、という注文がつくと、一体ど
聖徳大学・聖徳 国語の指導――今、何が問われ のような指導法があり得るのか。現場の先生たちは日々、
北村弘明（言語文化研究所教授）
大学短期大学部 ているか
苦心の中で、種々の工夫を重ねていらっしゃることでしょう。
本講習では、これまでに言われてきた国語指導法をもう一
度再吟味し、多角的な観点から、本当の「国語力」を養う授
業のやり方を追究してみたいと思います。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中学校教諭（国
語）・高等学校教
諭（国語）

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50094号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

教室ですぐにつかえる英文法の知見やことばと文化の知見
を満載し、教室の英文法では不十分な点を学習する。英国
のファンタジー文学（『ハリーポッターと賢者の石』『メアリー
英語学とことばと文化の視点で ポピンズ』『ピーター・パン』『チャーリーとチョコレート工場』
聖徳大学・聖徳
英国のファンタジー文学を読み解 『不思議の国のアリス』など）にちりばめられているみずみず 安井 泉（文学部教授）
大学短期大学部
く
しい英語を細かく検討しながら、英文法の知識を深めるだけ
でなく、このファンタジー文学を生み出した英国のことばと文
化の世界に受講生を誘います。英語に対する知的昂奮とう
れしい再発見をする一日になります。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月18日

教諭

中学校教諭（英
語）・高等学校教
諭（英語）

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50095号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校教諭（英
語）・高等学校教
諭（英語）

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50096号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

英語教師は、たとえ教える立場にあっても、生徒と同様に、
英語という言葉を学ぶ者であり、その言葉に対して敏感でな
くてはならないと思います。本講座では、英語の詩を通し
聖徳大学・聖徳
て、英語の感覚を磨くこと、英語という言葉に対して敏感に
英詩を通して、英語の感覚を磨く
腹部千代子（文学部准教授）
大学短期大学部
なることを目標とします。テーマや内容はもちろんですが、
音、リズム、技法等の点にも注意して英詩を読んでいきま
す。単に頭で理解するだけではなく、心にも響かせて、全身
で読んでいきたいと思います。

千葉県松戸市

6時間 平成26年6月15日

教諭

中学校教諭（英
語）・高等学校教
諭（英語）

6,000円

50人

平26平成26年3月26日～平
91210成26年5月9日
50097号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

Ｈ．20の中教審答申を受けて、学校教育における養護教諭
の新たな役割及び専門性について追究するとともに、救急
聖徳大学・聖徳 子どもの健康・安全な生き方を支 看護から健康相談における「養護」とは何かを検討し、その 山中壽江（短期大学部講師）
大学短期大学部 援する養護教諭
専門性について再確認する。さらに、グループ討議を行い、 田島悦子（短期大学部兼任講師）
事例を通して健康問題のアセスメント・支援のあり方につい
て検討し、実践に生かす方向性を見出す。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月19日

養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50098号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

聖徳大学・聖徳
健康教育と養護教諭の役割
大学短期大学部

現代における健康課題解決のための健康教育を学校教育
の中でどのように推進していくのか検討するとともに、女性
の健康について最近の知見と現状を解説し女性の健康問
題解決に役立つ体験学習をする。また、学校における性に 山中壽江（短期大学部講師）
関する指導のあり方をはじめ、グループ討議を通して、各学 田島悦子（短期大学部兼任講師）
校の健康教育の実践例から効果的に推進していくための方
策について検討し、子どもたちのためになる健康教育のあ
り方を追究する。

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月20日

養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50099号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

聖徳大学・聖徳 児童・生徒の保健指導up- to大学短期大学部 date

児童・生徒の保健指導について、以下の4つについて、最近
の知見を紹介しながら、わかりやすく解説します。なお児童・
生徒の救命救急処置については、実際にぷっしゅハートを
使って実習していただきます。①小児精神疾患（不登校，学 宮川三平（児童学部教授）
習障害，注意欠損多動症候群など）up- to- date②学校検 宮本茂樹（短期大学部教授）
診（心臓病，腎臓病など）up- to- date③感染症、アレル
ギー疾患と代謝疾患（糖尿病，メタボリックシンドロームな
ど）up- to- date④救急蘇生法up- to- date

千葉県松戸市

6時間 平成26年8月21日

養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
91210成26年6月20日
50100号

047-365-3601

http://www.seitoku.
jp/soa/koushin/

日本国内のスポーツ現場やレジャー•レクリエーション施設、
また自然環境下において至る所で溺水事故が発生してい
る。教員としてこれらの現状を把握し、原因を探り、未然に
防ぐ方法や、もしもの時のための対処法について理解を深
渋谷 聡（共生科学部専任講師）
め、安全とは何か？安全に行う事によって何が得られるか
を改めて考えてもらう。また、水辺に限らず日常生活や教育
現場においてのリスクマネージメントや一次救命処置（BLS）
についても改めて理解を深める。

東京都立川市

6時間 平成26年7月5日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750443号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

聖徳大学・聖徳
言語の普遍性
大学短期大学部

聖徳大学・聖徳
文学にみるアメリカ
大学短期大学部

星槎大学

安全について学ぶ
～水難事故を中心に～

英語教育の目標は、コミュニケーション手段としての言語能
力の習得であることは間違いない。しかし、その背景にある
異文化理解も英語教育の大切な柱であることを忘れてはな
らない。国語教育で文学作品を理解することが重要視され
飯島とみ子（短期大学部教授）
るように、英語教育においても、英米の文学作品を読むこと
は英語圏の人々の文化、習慣、考え方を知る上で欠くこと
ができない。この講座では、アメリカ文学をいくつか取り上げ
て、アメリカの文化や特徴を考察したい。
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平成２６年度（第１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

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750449号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

19,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750481号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

体罰や暴力について学ぶ

日本の教育現場やスポーツ現場で体罰や暴力が行われ、
近年より注目を集めている。本講習では、教員としてこれら
の現状を把握し、原因を探り、未然に防ぐ方法について理 渋谷 聡（共生科学部専任講師）
解を深め、児童・生徒が学校全体を含めた安全な環境で学
ぶことによって、何が得られるかを改めて考えてもらう。

東京都立川市

星槎大学

共生の視点とは、教育基本法第１条及び第２条の平和、民
主、平等、公共の精神の理念と同義である。本講習では、
同法の教育目的のため、授業を企画・運営できる教員・子ど
国際理解・平和学習〜共生の視
もの心身の健康を守る学校づくりに取り組む教員の能力の 天野 一哉（共生科学部准教授）
点から「地球的視野に立って行
向上を目指す。具体的には、沖縄、東京等の戦争等の体験 坪内 俊憲（共生科学部准教授）
動する」資質能力を高める〜
を中心に担当講師が報告する。その情報を踏まえ、教員自
らが授業を構築、発表、討議する等、実践的な講習を実施
する。

東京都立川市

星槎大学

発達特性に応じたサポート

本講習では、通常学級に在籍する児童・生徒の中で、特別
な配慮を要する子どもをどのようにして行動観察から見立
て、その特性に合わせて支援していくかを紹介する。個別の
阿部 利彦（共生科学部准教授）
支援方法だけでなく、学級の環境整備やクラスワイドのソー
シャルスキルトレーニング、授業での工夫についても検討し
ていく。

東京都立川市

6時間 平成26年11月15日

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750499号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

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
発達障害をもつ児童生徒の指導
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。

東京都立川市

6時間 平成26年11月22日

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750508号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

東京成徳大学

子どもの造形表現としての版を
使った活動

人間の営みとして根源的な造形活動について、子どもの造
形表現としての版を使った活動に視点を当てて、検討しま
小野 和（子ども学部教授）
す。身近な素材の中から色々なものを使って、うつる驚き、
うつす楽しさから版を使った活動を体験し学びます。

東京都北区

6時間 平成26年6月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成26年2月16日～
平成26年4月16日

平263013250047号

03-3908-4563

http://www.tsu.ac.j
p/

パネルシアターの意義と製作活
動

パネルシアターを通して子どもの中に育つものを５領域の観
点から簡単に説明し、子どもにとってのそれを演じる意義を
考える。また、絵人形の仕掛けの製作方法を実践により理 福山 多江子（東京成徳短期大学幼児教育科
解し、１つの作品をそれぞれが作り上げ、演じ方の練習を行 准教授）
う。パネルシアターを製作することに重点を置き、実践力を
磨く。

東京都北区

6時間 平成26年6月28日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成26年2月16日～
平成26年4月16日

平263013250048号

03-3908-4563

http://www.tsu.ac.j
p/

音楽

子どもの表現を音楽的視点からとらえ、歌うこと、楽器を演
奏することを通して表現力を伸ばし、友達と一緒に表現する
喜びを味わってもらうために、保育の場で子どものうたにリ
ズム楽器を加えた音楽活動を勧めたい。そのためのいろい
ろなリズム楽器の正しい演奏方法やどのようにアンサンブ
ルに編曲すればよいのか、実際にリズムアンサンブルの編
曲を試みて合奏する。

東京都北区

6時間 平成26年7月5日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成26年2月16日～
平成26年4月16日

平263013250049号

03-3908-4563

http://www.tsu.ac.j
p/

特別なニーズがある子どもの理
解と発達支援

近年、発達障害に対する理解が広がるとともに、通常学級
で学ぶ発達障害のある子どもへの教育実践も進展してい
る。自閉症スペクトラム（ASD）やADHDなどの発達障害のあ
る子どもは、仲間関係づくりや行動調整に特別な困難があ
東京都世田谷
松永しのぶ（生活機構研究科心理学専攻教授）
り、学習面や心理面での不適応を引き起こしやすい。本講
区
習では、ASDやADHDの行動および心理的特徴を理解し、
発達的視点から支援の実際について具体的に検討し考え
る。

幼稚園～高等学
教諭
校、特別支援学
養護教諭 校教諭・養護教
諭

6,000円

60人

平成26年5月30日～
平成26年6月13日

平263016850032号

03-3411-5117

http://swu.ac.jp/

教諭

中学校・高等学
校教諭（英語科）

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年7月15日

平263018950180号

042-342-5130

http://info.tsuda.a
c.jp/

教諭

中学校・高等学
校教諭（英語科）

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年7月15日

平263018950181号

042-342-5130

http://info.tsuda.a
c.jp/

東京成徳大学

東京成徳大学

昭和女子大学

津田塾大学

津田塾大学

板本 勝百（東京成徳短期大学幼児教育科教
授）
神田 佳子（東京成徳短期大学幼児教育科非
常勤講師）

午前の部では、最新のシラバス研究を中心に、小中高大
の連携による英語教育のビジョンについて検討します。特に
CLILあるいはＣＢＩやヨーロッパで用いられているcan-doシラ
バスについても言及します。
最新のシラバス研究と教育メディ
秋山道子（学芸学部英文学科非常勤講師）
午後の部では、昨今進歩の目覚しい教育メディアを活用
アの研究
小西正恵（学芸学部英文学科非常勤講師）
し、指導用デジタル教科書に触れたり、パワーポイントを用
いた教材作成を体験することを通して、visual aidとしてのデ
ジタル教材を授業で活用する可能性を考えます。

午前の部では、英語学習におけるディスコースの重要性
を踏まえて、コミュニケーションのあり方を考えます。
文単位を超えて、より広いコンテクストの中での英語使用が
英語科指導法とディスコース研究 出来る指導法について講義と演習を英語で行います。
の応用
午後の部では、実際の英語授業における新教材の導入、
基礎練習および展開、まとめ、課題の出し方などの効果的
な組み立て方について、講義と演習を行います。

東京都小平市
津田町

Eloise Hamatani Pearson（学芸学部英文学科非
常勤講師）
東京都小平市
齊藤涼子（白百合女子大学文学部英語英文学
津田町
科非常勤講師）

6時間 平成26年7月6日

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

6時間 平成26年8月21日

6時間

6時間
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平成26年8月6日

平成26年8月7日

平成２６年度（第１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

午前の部では、英語学習に伴って必ず出会う異文化との
接点について英語で講義を行います。人はそれぞれの生ま
れ育った環境でそれぞれの文化を身につけて育ちますが、
Joseph Shaules（慶應義塾大学国際センター非
その奥の深さについて考察します。
東京都小平市
常勤講師）
午後の部では、昨今のグローバル化社会への対応の一
津田町
田近裕子（学芸学部英文学科教授）
つとして求められている英語で行われる授業にどう取り組む
か、また日本語と英語の使用に関するプラスとマイナスにつ
いて新しい教授法研究の視点から論じます。

時間数

講習の期間

津田塾大学

英語科指導法と異文化コミュニ
ケーション教育

津田塾大学

午前の部では、昨今の英語学習における語彙について
ウェブサイト利用やコーパス作成の考え方を用いて考察し、
英語学習サイト、および語彙リス 学習者の語彙がどのような成り立ちをしているのか考え、実 久島智津子（学芸学部英文学科非常勤講師）
ト作成サイトの紹介と表計算ソフ 際の語彙リストに触れる演習も行います。
前田留美(学芸学部情報科学科非常勤講師）
トを利用した成績処理
午後の部では、教員生活で必要とするデータ処理のうち特
に成績の効率的な処理方法について講義と実践演習を行
い、データの有効利用を図る工夫について学びます。

東京都小平市
津田町

津田塾大学

｢数学科教授法I・II」では、中高における数学の教授方法を
今一度確認し新たな視点で教育に取り組めることを目指
す。
数学科教授法I・II、幾何・解析講 「幾何・解析講習」では、幾何学および解析学について、数
習、フリーソフトを利用した数学 学教育の立場を踏まえつつ新しい数学の理解が深まること
教材の作成および表計算ソフトを を目指す。
利用した成績処理
「フリーソフトによる数学教材の作成」「表計算ソフトによる成
績処理」では、フリーソフトを用いた新しい数学教材の作成
法および表計算ソフトを用いた効率よい成績処理法の習得
を目指す。

何森仁（学芸学部数学科非常勤講師）
足立久美子（学芸学部数学科非常勤講師）
坂本幸一（学芸学部数学科教授）
三鳥川寿一（学芸学部数学科名誉教授）
岸康人（神奈川工科大学情報学部非常勤講
師）
前田留美（学芸学部情報科学科非常勤講師）

東京都小平市
津田町

あらゆる分野で露呈している道徳の荒廃に直面して、キリス
ト教教育が道徳教育にどう関わってきたのか、また今後取り
組むべきなのかについて、キリスト教神学および宗教教育
学の諸分野から再考する。「聖書」に基づくキリスト教学校
の教育活動が公の道徳教育に対して果たしている役割の
重要性と諸課題を振り返りながら、このテーマの理論的、実
践的な理解を深める。

町田 健一（国際基督教大学教授）
朴 憲郁（神学部教授）
江藤 直純（ルーテル学院大学教授、日本ルー
テル神学校校長）
深谷 松男（理事）

東京都三鷹市

6時間 平成26年5月24日

6時間

平成26年8月8日

6時間 平成26年8月6日

18時間

平成26年8月6日～
平成26年8月8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

中学校・高等学
校教諭（英語科）

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年7月15日

平263018950182号

042-342-5130

http://info.tsuda.a
c.jp/

教諭

中学校・高等学
校教諭（英語科）

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年7月15日

平263018950183号

042-342-5130

http://info.tsuda.a
c.jp/

教諭

中学校・高等学
校教諭（数学科）

18,000円

20人

平成26年5月1日～
平成26年7月15日

平263018950184号

042-342-5130

http://info.tsuda.a
c.jp/

教諭

中学校・高等学
校教諭（宗教科）

6,000円

20人

平26平成26年2月21日～平
30209成26年4月11日
50001号

0422-32-4185

http://www.tuts.ac.
jp/

東京神学大学

キリスト教教育と道徳教育

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
発達障害及び言語障害の理解と ら，具体的に概説する。②軽度発達障害あるいは言語障害 府川昭世（こども心理学部教授）
支援
を抱えた子どもへの支援について考察する。いずれも、事 小谷博子（こども心理学部准教授）
例をもと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。

東京都足立区

6時間 平成26年7月21日

幼・小・中・高校
教諭
教諭
養護教諭
養護教諭

8,000円

130人

平成26年2月16日～
平成26年6月20日

平263021650121号

03-5813-2530

http://www.tokyomir
ai.ac.jp/license/

東京未来大学

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 藤後悦子（こども心理学部准教授）
不登校及び子どもの理解と対応
東京都足立区
ウンセリング的対応について解説を行う。具体的には、子ど 山極 和佳（モチベーション行動科学部准教授）
もの心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。

6時間 平成26年7月26日

幼・小・中・高校
教諭
教諭
養護教諭
養護教諭

8,000円

130人

平成26年2月16日～
平成26年6月25日

平263021650122号

03-5813-2530

http://www.tokyomir
ai.ac.jp/license/

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 出口保行（こども心理学部教授（学部長））
非行及び家族問題の理解と対応
念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 春日武彦（こども心理学部非常勤講師）
ら、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。

東京都足立区

6時間 平成26年6月7日

幼・小・中・高校
教諭
教諭
養護教諭
養護教諭

8,000円

130人

平成26年2月16日～
平成26年5月7日

平263021650123号

03-5813-2530

http://www.tokyomir
ai.ac.jp/license/

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 渡辺千歳（こども心理学部教授）
れる。また子どもたちの虐待問題は後を絶たず，教師が虐 竹内貞一（こども心理学部准教授）
待に最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。

東京都足立区

6時間 平成26年6月8日

幼・小・中・高校
教諭
教諭
養護教諭
養護教諭

8,000円

130人

平成26年2月16日～
平成26年5月7日

平263021650124号

03-5813-2530

http://www.tokyomir
ai.ac.jp/license/

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
こころのあり方について学習する。②臨床心理学的な観点 高橋一公（モチベーション行動科学部教授）
から，思春期の子どもたちに生じやすい心の葛藤やつまず 平部正樹（こども心理学部講師）
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。

東京都足立区

6時間 平成26年6月14日

幼・小・中・高校
教諭
教諭
養護教諭
養護教諭

8,000円

130人

平成26年2月16日～
平成26年5月15日

平263021650125号

03-5813-2530

http://www.tokyomir
ai.ac.jp/license/

東京未来大学

東京未来大学
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平成２６年度（第１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

東京未来大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

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（教員教育現場におけるモチベーショ
角山剛（モチベーション行動科学部教授（学部
生徒、教員-保護者、教員間）について、社会心理学、組織
ン・対人コミュニケーションの理解
長）、モチベーション研究所所長）
心理学の視点から、振り返りの手がかりを得る。理論と実習
と促進
日向野智子（こども心理学部講師）
を通じて、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。
前半では、絵画の基礎的な表現による制作実習を行いま
す。後半では、実習で学んだ造形要素を活かした教育計画
の作成を目標として、「教育方法開発」、「題材開発」、「教材
開発」、「連携開発」について講義を行います。テキスト、大
坪圭輔・三澤一実編『美術教育の動向』（武蔵野美術大学
出版局）を全受講者に事前に配布するほか、授業では必要
な資料等を配布します。

原 一史（造形学部教授）
大坪 圭輔（造形学部教授）
三澤 一実（造形学部教授）
北沢 昌代（造形学部非常勤講師）

武蔵野美術大学 美術教育実践研究・彫刻コース

前半では、粘土と石膏を用いて、彫刻の基礎的な技法であ
るキャスティング（鋳造）、材料と空間の変換、彫刻における
“かたち”の発生について実習します。後半では、実習で学
んだ造形要素を活かした教育計画の作成を目標として、「教
育方法開発」、「題材開発」、「教材開発」、「連携開発」につ
いて講義を行います。テキスト、大坪圭輔・三澤一実編『美
術教育の動向』（武蔵野美術大学出版局）を全受講者に事
前に配布するほか、授業では必要な資料等を配布します。

黒川 弘毅（造形学部教授）
伊藤 誠（造形学部教授）
西尾 康之（造形学部非常勤講師）
樋口 保喜（京都造形芸術大学通信教育部非
常勤講師）
大坪 圭輔（造形学部教授）
三澤 一実（造形学部教授）
北沢 昌代（造形学部非常勤講師）

美術教育実践研究・グラフィック
デザインコース

前半では、言葉や情報の伝達にかかせない「文字、活字
（フォント）」の基本的な知識と、その取り扱い方の基礎を学
びます。後半では、実習で学んだ造形要素を活かした教育
計画の作成を目標として、「教育方法開発」、「題材開発」、
「教材開発」、「連携開発」について講義を行います。テキス
ト、大坪圭輔・三澤一実編『美術教育の動向』（武蔵野美術
大学出版局）を全受講者に事前に配布するほか、授業では
必要な資料等を配布します。

武蔵野美術大学

武蔵野美術大学

美術教育実践研究・絵画表現
コース

白井敬尚（造形学部教授）
杉下城司（造形学部非常勤講師）
大坪圭輔（造形学部教授）
三澤一実（造形学部教授）
北沢昌代（造形学部非常勤講師）

講習の開催地

東京都足立区

東京都小平市

東京都小平市

東京都小平市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年7月27日

18時間

18時間

18時間

平成26年7月31日～
平成26年8月2日

平成26年7月31日～
平成26年8月2日

平成26年7月31日～
平成26年8月2日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

幼・小・中・高校
教諭
教諭
養護教諭
養護教諭

8,000円

130人

平成26年2月16日～
平成26年6月25日

平263021650126号

03-5813-2530

http://www.tokyomir
ai.ac.jp/license/

教諭

小学校全科教
員、小学校図画
工作専科教員、
中学校美術科教
員、高等学校美
術・工芸教員（特
別支援学校含
む）

38,000円

17人

平成26年2月16日～
平成26年5月31日

平263024650278号

0422-22-8562

http://cc.musabi.ac
.jp/

教諭

小学校全科教
員、小学校図画
工作専科教員、
中学校美術科教
員、高等学校美
術・工芸教員（特
別支援学校含
む）

38,000円

17人

平成26年2月16日～
平成26年5月31日

平263024650279号

0422-22-8562

http://cc.musabi.ac
.jp/

教諭

小学校全科教
員、小学校図画
工作専科教員、
中学校美術科教
員、
高等学校美術・
工芸教員（特別
支援学校含む）

38,000円

17人

平成26年2月16日～
平成26年5月31日

平263024650280号

0422-22-8562

http://cc.musabi.ac
.jp/

38,000円

17人

平成26年2月16日～
平成26年5月31日

平263024650281号

0422-22-8562

http://cc.musabi.ac
.jp/

38,000円

17人

平成26年2月16日～
平成26年5月31日

平263024650282号

0422-22-8562

http://cc.musabi.ac
.jp/

教諭

小学校全科教
員、小学校図画
工作専科教員、
中学校美術科教
員、高等学校美
術・工芸教員（特
別支援学校含
む）

38,000円

17人

平成26年2月16日～
平成26年5月31日

平263024650283号

0422-22-8562

http://cc.musabi.ac
.jp/

38,000円

17人

平成26年2月16日～
平成26年5月31日

平263024650284号

0422-22-8562

http://cc.musabi.ac
.jp/

18,600円

30人

平成26年4月1日～
平成26年10月31日

平267002350521号

03-6407-7714

http://www.niye.go.
jp/

前半では、染め（友禅染）の基礎的な技法による制作実習
を行います。後半では、実習で学んだ造形要素を活かした
教育計画の作成を目標として、「教育方法開発」、「題材開
美術教育実践研究・テキスタイル
武蔵野美術大学
発」、「教材開発」、「連携開発」について講義を行います。テ
コース
キスト、大坪圭輔・三澤一実編『美術教育の動向』（武蔵野
美術大学出版局）を全受講者に事前に配布するほか、授業
では必要な資料等を配布します。

鈴木
大坪
三澤
北沢

純子（造形学部准教授）
圭輔（造形学部教授）
一実（造形学部教授）
昌代（造形学部非常勤講師）

東京都小平市

18時間

平成26年7月31日～
平成26年8月2日

教諭

前半では、ステンドグラスの基礎的な技法による立体の制
作実習を行います。後半では、実習で学んだ造形要素を活
かした教育計画の作成を目標として、「教育方法開発」、「題
武蔵野美術大学 美術教育実践研究・ガラスコース 材開発」、「教材開発」、「連携開発」について講義を行いま
す。テキスト、大坪圭輔・三澤一実編『美術教育の動向』（武
蔵野美術大学出版局）を全受講者に事前に配布するほか、
授業では必要な資料等を配布します。

大村
大坪
三澤
北沢

俊二（造形学部教授）
圭輔（造形学部教授）
一実（造形学部教授）
昌代（造形学部非常勤講師）

東京都小平市

18時間

平成26年7月31日～
平成26年8月2日

教諭

武蔵野美術大学

美術教育実践研究・ミュゼオロ
ジーコース

前半では、ミュゼオロジー(美術館・博物館の現状と歴史、教
育普及活動や作品の展示、企画・運営などに関する研究)
の基礎的な内容について演習します。後半では、鑑賞教育
の充実を考えた教育計画の作成を目標として、「教育方法
開発」、「題材開発」、「教材開発」、「連携開発」について講
義を行います。テキスト、大坪圭輔・三澤一実編『美術教育
の動向』（武蔵野美術大学出版局）を全受講者に事前に配
布するほか、授業では必要な資料等を配布します。

美術教育実践研究・映像表現
コース

前半では、映像の基礎的な表現による制作実習を行いま
す。後半では、実習で学んだ造形要素を活かした教育計画
の作成を目標として、「教育方法開発」、「題材開発」、「教材
開発」、「連携開発」について講義を行います。テキスト、大
坪圭輔・三澤一実編『美術教育の動向』（武蔵野美術大学
出版局）を全受講者に事前に配布するほか、授業では必要
な資料等を配布します。

新見
杉浦
大坪
三澤
北沢

隆（造形学部教授）
幸子（造形学部准教授）
圭輔（造形学部教授）
一実（造形学部教授）
昌代（造形学部非常勤講師）

東京都小平市

18時間

平成26年7月31日～
平成26年8月2日

小学校全科教
員、小学校図画
工作専科教員、
中学校美術科教
員、
高等学校美術・
工芸教員（特別
支援学校含む）
小学校全科教
員、小学校図画
工作専科教員、
中学校美術科教
員、高等学校美
術・工芸教員（特
別支援学校含
む）

東京都小平市

18時間

平成26年7月31日～
平成26年8月2日

教諭

小学校全科教
員、小学校図画
工作専科教員、
中学校美術科教
員、高等学校美
術・工芸教員（特
別支援学校含
む）

宮川八岐（國學院大学人間開発学部教授）
大金伸光（文部科学省初等中等教育局教育課
教員が体験活動の意義について理解するとともに、児童の 程課教育課程企画室長）
集団宿泊活動を効果的に実施するための基本的な体験活 佐藤浩樹（文部科学省スポーツ・青少年局学校
独立行政法人国 学級経営、生徒指導に生かす体
動指導技術を実習を通して身につける。また、学習指導要 健康教育課安全教育調査官）
東京都渋谷区
立青少年教育振 験活動の指導（国立オリンピック
領における体験活動の取扱いについて理解し、学級経営や 松村純子（川村学園女子大学 非常勤講師
代々木
興機構
記念青少年総合センター）
生徒指導に活きる指導方法を講義や演習を通して習得す 国立青少年教育振興機構 教育事業部企画課
る。
長）
福岡公平（国立青少年教育振興機構教育事業
部企画課指導者養成係長）

18時間

平成26年12月26日～
平成26年12月28日

教諭

小学校教諭

武蔵野美術大学

篠原
戸塚
大坪
三澤
北沢

規行（造形学部教授）
太郎（造形学部非常勤講師）
圭輔（造形学部教授）
一実（造形学部教授）
昌代（造形学部非常勤講師）
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受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成２６年度（第１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

いじめ、不登校、非行、校内暴力、発達障害等、現在の学
校現場で抱える様々の問題に、教師が向き合っていくに
は、最新の生徒指導に関する知識や教育相談技法、カウン
独立行政法人国
セリング技術、体験活動指導の技術等の取得が必要であ
生徒指導の充実（国立オリンピッ
立青少年教育振
る。
ク記念青少年総合センター）
興機構
この研修の目的は、学校現場での指導力向上にある。そし
て、一人一人の子どもの将来を預かる教師という職業に、
今何が求められているのか、あらためて見つめなおす機会
ともなる研修を目指す。

公益社団法人青
生活体験指導者養成講習
少年交友協会

公益社団法人青
生活体験指導者養成講習
少年交友協会

公益社団法人青
生活体験指導者養成講習
少年交友協会

公益社団法人青
生活体験指導者養成講習
少年交友協会

担当講師

講習の開催地

花輪敏男（共栄大学客員教授）
栗原慎二（広島大学大学院教授）
相馬誠一（東京家政大学教授）
嶋崎政男（神田外語大学教授）
大木みわ（植草学園短期大学教授）
東京都渋谷区
丸山隆（栃木県教育研究所相談部長）
代々木
大槻達也（文部科学省大臣官房総括審議官）
藤崎育子（開善塾教育相談研究所相談部長）
銭谷眞実（東京国立博物館長）
進藤哲也（国立青少年教育振興機構オリンピッ
クセンター運営部長）

これからの青少年の健全育成には、学校教育・家庭・地域
の連携が大変重要である。そこで、当講習会は、自炊によ
る共同生活をしながら、実学的な理論と実技を習得し、社会
性や人間性を豊にして人間力を向上させ、日常生活に必要
な「当たり前」の生活の知恵（生活文化）を身につけ、指導力
の向上に役立ててもらうことを目的とする。

森田勇造(野外文化研究所長）
杉森伸吉（東京学芸大学教授）
佐野賢治(神奈川大学教授）
矢澤真人(筑波大学人文社会系教授)
押谷由夫（昭和女子大学教授）
伊藤純郎（筑波大学人文社会系教授）
岡崎惠視(東京学芸大学名誉教授)
中山順子（野外文化活動指導講師）
吉田誠（野外文化活動指導講師）
杉浦基允（野外文化活動指導講師）
大出章裕（野外文化活動指導講師）
西尾三枝子（野外文化活動指導講師）

これからの青少年の健全育成には、学校教育・家庭・地域
の連携が大変重要である。そこで、当講習会は、自炊によ
る共同生活をしながら、実学的な理論と実技を習得し、社会
性や人間性を豊にして人間力を向上させ、日常生活に必要
な「当たり前」の生活の知恵（生活文化）を身につけ、指導力
の向上に役立ててもらうことを目的とする。

森田勇造(野外文化研究所長）
杉森伸吉（東京学芸大学教授）
佐野賢治(神奈川大学教授）
矢澤真人(筑波大学人文社会系教授)
押谷由夫（昭和女子大学教授）
伊藤純郎（筑波大学人文社会系教授）
岡崎惠視(東京学芸大学名誉教授)
中山順子（野外文化活動指導講師）
吉田誠（野外文化活動指導講師）
杉浦基允（野外文化活動指導講師）
大出章裕（野外文化活動指導講師）
西尾三枝子（野外文化活動指導講師）

これからの青少年の健全育成には、学校教育・家庭・地域
の連携が大変重要である。そこで、当講習会は、自炊によ
る共同生活をしながら、実学的な理論と実技を習得し、社会
性や人間性を豊にして人間力を向上させ、日常生活に必要
な「当たり前」の生活の知恵（生活文化）を身につけ、指導力
の向上に役立ててもらうことを目的とする。

森田勇造(野外文化研究所長）
杉森伸吉（東京学芸大学教授）
佐野賢治(神奈川大学教授）
矢澤真人(筑波大学人文社会系教授)
押谷由夫（昭和女子大学教授）
伊藤純郎（筑波大学人文社会系教授）
岡崎惠視(東京学芸大学名誉教授)
中山順子（野外文化活動指導講師）
吉田誠（野外文化活動指導講師）
杉浦基允（野外文化活動指導講師）
大出章裕（野外文化活動指導講師）
西尾三枝子（野外文化活動指導講師）

これからの青少年の健全育成には、学校教育・家庭・地域
の連携が大変重要である。そこで、当講習会は、自炊によ
る共同生活をしながら、実学的な理論と実技を習得し、社会
性や人間性を豊にして人間力を向上させ、日常生活に必要
な「当たり前」の生活の知恵（生活文化）を身につけ、指導力
の向上に役立ててもらうことを目的とする。

森田勇造(野外文化研究所長）
杉森伸吉（東京学芸大学教授）
佐野賢治(神奈川大学教授）
矢澤真人(筑波大学人文社会系教授)
押谷由夫（昭和女子大学教授）
伊藤純郎（筑波大学人文社会系教授）
岡崎惠視(東京学芸大学名誉教授)
中山順子（野外文化活動指導講師）
吉田誠（野外文化活動指導講師）
杉浦基允（野外文化活動指導講師）
大出章裕（野外文化活動指導講師）
西尾三枝子（野外文化活動指導講師）

時間数

講習の期間

平成26年8月1日～
18時間
平成26年8月3日

東京都渋谷区

平成26年5月10日～
18.5時間
平成26年5月11日

東京都渋谷区

平成26年6月14日～
18.5時間
平成26年6月15日

東京都渋谷区

平成26年7月12日～
18.5時間
平成26年7月13日

東京都渋谷区

平成26年11月15日～
18.5時間
平成26年11月16日

日置光久（東京大学大学院教育学特任教授）
村山哲哉（文部科学省初等中等教育局教科調
査官）
本講習では、1）新学習指導要領で謳われている「体験の充 井上 満（日本シェアリングネイチャー協会常務
公益社団法人日
実」についての講義。2）会場となる小学校に隣接して流れ 理事）
小学校や幼稚園の授業に生かせ
本シェアリングネ
ている川へ出かけ、川の生きもの調査を通した環境教育の 棚橋 乾（東京都多摩市立多摩第一小学校校 東京都多摩市
る自然体験活動研修
イチャー協会
実習。3）教室や校庭ですぐにできるネイチャーゲームの体 長）
験実習など、楽しく実践的に学べる講習となっている。
津金美智子（文部科学省初等中等教育局幼児
教育課教科調査官）
酒井幸子（武蔵野短期大学教授・同附属幼稚
園園長）

18時間
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平成26年8月6日～
平成26年8月8日

対象職種 主な受講対象者

幼稚園・小学校・
教諭
中学校・高等学
養護教諭 校教諭、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

ＵＲＬ

19,800円

平成26年2月16日～
40人
平成26年7月16日

平267002350522号

03-6407-7712

http://www.niye.go.
jp/

教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校 教諭
向け

22,000円

32人

平成26年2月17日～
平成26年4月18日

平268132050427号

03-5391-1901

http://www.din.or.j
p/~kouyuu

教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校 教諭
向け

22,000円

32人

平成26年2月16日～
平成26年5月23日

平268132050428号

03-5391-1901

http://www.din.or.j
p/~kouyuu

教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校 教諭
向け

22,000円

32人

平成26年2月17日～
平成26年6月17日

平268132050429号

03-5391-1901

http://www.din.or.j
p/~kouyuu

教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校 教諭
向け

22,000円

32人

平成26年2月16日～
平成26年10月24日

平268132050430号

03-5391-1901

http://www.din.or.j
p/~kouyuu

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

20,000円

80人

平成26年4月1日～
平成26年6月30日

平268136550030号

03-5363-6010

http://www.naturega
me.or.jp

平成２６年度（第１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

安全について学ぶ
～水難事故を中心に～

日本国内のスポーツ現場やレジャー•レクリエーション施設、
また自然環境下において至る所で溺水事故が発生してい
る。教員としてこれらの現状を把握し、原因を探り、未然に
防ぐ方法や、もしもの時のための対処法について理解を深
渋谷 聡（共生科学部専任講師）
め、安全とは何か？安全に行う事によって何が得られるか
を改めて考えてもらう。また、水辺に限らず日常生活や教育
現場においてのリスクマネージメントや一次救命処置（BLS）
についても改めて理解を深める。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年7月5日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750446号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

体罰や暴力について学ぶ

日本の教育現場やスポーツ現場で体罰や暴力が行われ、
近年より注目を集めている。本講習では、教員としてこれら
の現状を把握し、原因を探り、未然に防ぐ方法について理 渋谷 聡（共生科学部専任講師）
解を深め、児童・生徒が学校全体を含めた安全な環境で学
ぶことによって、何が得られるかを改めて考えてもらう。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年7月6日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750452号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

本講習では新学習指導要領を踏まえ、体育授業や運動部
活動で生かせる指標を提示し、その活用法を実習や実技を
交えて解説する。また、具体的な指導内容にも触れ、児童・
服部 由季夫（共生科学部准教授）
体育授業および運動部活動に生 生徒が身に付けるべき知識や技能等、体育授業や運動部
林 直樹（共生科学部専任講師）
かす指標を学ぶ
活動本来の目的を改めて考える。前述の指標は精神的な
渋谷 聡（共生科学部専任講師）
ストレスの解消や身体的なストレスの軽減など日常生活に
も活用することができることから、体育教員や部活動指導者
以外の教員にも是非受講して欲しい。

神奈川県箱根
町

18時間

19,000円

80人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750453号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

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
共生社会の実現に向けて～イン
阿部 利彦（共生科学部准教授）
ン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
クルーシブ教育
三森 睦子（共生科学部専任講師）
達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

平成26年7月23日～
18時間
平成26年7月25日

全教諭、養護教
教諭
諭（発達障害の
19,000円
養護教諭 基礎知識をもって
いる方）

90人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750454号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

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
共生社会の実現に向けて～イン
阿部 利彦（共生科学部准教授）
ン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
クルーシブ教育
三森 睦子（共生科学部専任講師）
達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

平成26年7月23日～
18時間
平成26年7月25日

全教諭、養護教
教諭
諭（発達障害の
19,000円
養護教諭 基礎知識をもって
いる方）

25人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750456号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

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
共生社会の実現に向けて～イン
阿部 利彦（共生科学部准教授）
ン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
クルーシブ教育
三森 睦子（共生科学部専任講師）
達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。

神奈川県横浜
市

平成26年7月23日～
18時間
平成26年7月25日

全教諭、養護教
教諭
諭（発達障害の
19,000円
養護教諭 基礎知識をもって
いる方）

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750460号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

東日本大震災は私たちに計り知れない影響を及ぼした。震
災後3年が経とうとする今も、元の生活に戻れない子ども達
震災を超えた未来のために
や教師達のいる学校も少なくない。本講習では緊急時から 細田 満和子（星槎大学副学長）
～教育現場で知っておきたいこと 現在まで、震災の現場に身を置き、子どもたちと関わる人々 西永 堅（共生科学部准教授）
～
をゲストに迎えて、受講者の皆さんに、震災と学校現場につ 吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
いてもう一度改めて考え、未来につなげていけるようなヒン
トを示したい。

神奈川県横浜
市

18時間

平成26年7月28日～
平成26年7月30日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

19,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750471号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

東日本大震災は私たちに計り知れない影響を及ぼした。震
災後3年が経とうとする今も、元の生活に戻れない子ども達
震災を超えた未来のために
や教師達のいる学校も少なくない。本講習では緊急時から 細田 満和子（星槎大学副学長）
～教育現場で知っておきたいこと 現在まで、震災の現場に身を置き、子どもたちと関わる人々 西永 堅（共生科学部准教授）
～
をゲストに迎えて、受講者の皆さんに、震災と学校現場につ 吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
いてもう一度改めて考え、未来につなげていけるようなヒン
トを示したい。

神奈川県箱根
町

18時間

平成26年7月28日～
平成26年7月30日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

19,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750472号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

共生の視点とは、教育基本法第１条及び第２条の平和、民
主、平等、公共の精神の理念と同義である。本講習では、
同法の教育目的のため、授業を企画・運営できる教員・子ど
国際理解・平和学習〜共生の視
もの心身の健康を守る学校づくりに取り組む教員の能力の 天野 一哉（共生科学部准教授）
点から「地球的視野に立って行
向上を目指す。具体的には、沖縄、東京等の戦争等の体験 坪内 俊憲（共生科学部准教授）
動する」資質能力を高める〜
を中心に担当講師が報告する。その情報を踏まえ、教員自
らが授業を構築、発表、討議する等、実践的な講習を実施
する。

神奈川県横浜
市

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

19,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750480号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

共生の視点とは、教育基本法第１条及び第２条の平和、民
主、平等、公共の精神の理念と同義である。本講習では、
同法の教育目的のため、授業を企画・運営できる教員・子ど
国際理解・平和学習〜共生の視
もの心身の健康を守る学校づくりに取り組む教員の能力の 天野 一哉（共生科学部准教授）
点から「地球的視野に立って行
向上を目指す。具体的には、沖縄、東京等の戦争等の体験 坪内 俊憲（共生科学部准教授）
動する」資質能力を高める〜
を中心に担当講師が報告する。その情報を踏まえ、教員自
らが授業を構築、発表、討議する等、実践的な講習を実施
する。

神奈川県箱根
町

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

19,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750483号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学
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平成26年7月19日～
平成26年7月21日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育科教諭

平成２６年度（第１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

地球環境と人間活動

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
坪内 俊憲（共生科学部准教授）
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。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年11月8日

環境に関心のあ
教諭
る教諭、養護教
養護教諭
諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750492号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

地球環境と人間活動

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
坪内 俊憲（共生科学部准教授）
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。

神奈川県藤沢
市

6時間 平成26年11月8日

環境に関心のあ
教諭
る教諭、養護教
養護教諭
諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750493号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

地球環境と人間活動

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
坪内 俊憲（共生科学部准教授）
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。

神奈川県小田
原市

6時間 平成26年11月8日

環境に関心のあ
教諭
る教諭、養護教
養護教諭
諭

7,000円

25人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750494号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

発達特性に応じたサポート

本講習では、通常学級に在籍する児童・生徒の中で、特別
な配慮を要する子どもをどのようにして行動観察から見立
て、その特性に合わせて支援していくかを紹介する。個別の
阿部 利彦（共生科学部准教授）
支援方法だけでなく、学級の環境整備やクラスワイドのソー
シャルスキルトレーニング、授業での工夫についても検討し
ていく。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年11月15日

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750502号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

発達特性に応じたサポート

本講習では、通常学級に在籍する児童・生徒の中で、特別
な配慮を要する子どもをどのようにして行動観察から見立
て、その特性に合わせて支援していくかを紹介する。個別の
阿部 利彦（共生科学部准教授）
支援方法だけでなく、学級の環境整備やクラスワイドのソー
シャルスキルトレーニング、授業での工夫についても検討し
ていく。

神奈川県藤沢
市

6時間 平成26年11月15日

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750503号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

発達特性に応じたサポート

本講習では、通常学級に在籍する児童・生徒の中で、特別
な配慮を要する子どもをどのようにして行動観察から見立
て、その特性に合わせて支援していくかを紹介する。個別の
阿部 利彦（共生科学部准教授）
支援方法だけでなく、学級の環境整備やクラスワイドのソー
シャルスキルトレーニング、授業での工夫についても検討し
ていく。

神奈川県小田
原市

6時間 平成26年11月15日

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

7,000円

25人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750504号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

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
発達障害をもつ児童生徒の指導
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。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年11月22日

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750511号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

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
発達障害をもつ児童生徒の指導
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。

神奈川県藤沢
市

6時間 平成26年11月22日

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750512号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

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
発達障害をもつ児童生徒の指導
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。

神奈川県小田
原市

6時間 平成26年11月22日

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

7,000円

25人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750513号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

共生の視点とは、教育基本法第１条及び第２条の平和、民
主、平等、公共の精神の理念と同義である。本講習では、
同法の教育目的のため、授業を企画・運営できる教員・子ど
国際理解・平和学習〜共生の視
もの心身の健康を守る学校づくりに取り組む教員の能力の 天野 一哉（共生科学部准教授）
点から「地球的視野に立って行
向上を目指す。具体的には、沖縄、東京等の戦争等の体験 坪内 俊憲（共生科学部准教授）
動する」資質能力を高める〜
を中心に担当講師が報告する。その情報を踏まえ、教員自
らが授業を構築、発表、討議する等、実践的な講習を実施
する。

富山県富山市

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

19,000円

30人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750479号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

小学校教諭(図画
工作)、中学校教
諭(美術)、高等学 20,000円
校教諭(美術、工
芸)

15人

平成26年3月1日～
平成26年5月30日

平262003250031号

076-262-3531

http://www.kanazawa
-bidai.ac.jp/

星槎大学

星槎大学

星槎大学

星槎大学

星槎大学

本講習は、美術・図工教育の実践に役立つ最新の動向を紹
介し、体験を通して指導や制作活動のヒントを身につけるこ
とを目的とする。本年度は美術・図工教育の実践に役立つ
金沢美術工芸大 美術・図工教育の新たな可能性 新たな方法・視点について考える。具体的には工芸（染
学
の探求
織）・絵画（油画）を題材とし、ワークショップを主体とした講
習を行うほか、学校教育における美術館の利用についても
講義を行う。講習では受講者相互によるディスカッションや
交流を通して、興味と意欲を喚起できるよう企画している。

小松崎拓男（一般教育等教授）
三浦賢治（美術科教授）
城﨑英明（工芸科教授）
荷方邦夫（一般教育等准教授）

石川県金沢市

18時間

18時間
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平成26年8月20日～
平成26年8月22日

平成26年8月6日～
平成26年8月8日

教諭

平成２６年度（第１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

福井大学

福井大学

福井大学

講習の名称

教育実践と教育改革Ⅱ
（教育実践の省察と展望）

教育実践と教育改革Ⅱ
（教育実践の省察と展望）

教育実践と教育改革Ⅱ
（教育実践の省察と展望）

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

<自身の歩みを確かめ 展望を拓く>
○受講者自身が，これまでの教育実践の中で大切にしてき
たこと，試行錯誤しながら取り組んできたこと，その中で考え
悩んできたことなどを記録化し，それに基づいた話し合いを
行います。
○その中で，これまでの自身の歩みを改めて確かめ，教師
としての今後の展望を拓いていきます。
○また，一連の取組を通して，協働性や同僚性についての
意義についても考察します。

寺岡 英男 （福井大学理事・副学長）
松木 健一 （大学院教育学研究科教授）
柳澤 昌一 （大学院教育学研究科教授）
森
透 （大学院教育学研究科教授）
松田 通彦 （大学院教育学研究科教授）
二宮 秀夫 （大学院教育学研究科教授）
小林 真由美（大学院教育学研究科准教授）
稲垣 良介 （大学院教育学研究科准教授）
岸野 麻衣 （大学院教育学研究科准教授）
木村
優 （大学院教育学研究科准教授）
羽田野 慶子（教育地域科学部准教授）
福井県福井市
岸
俊行 （教育地域科学部准教授）
廣澤 愛子 （教育地域科学部准教授）
遠藤 貴広 （教育地域科学部准教授）
大和 真希子（教育地域科学部准教授）
大西 将史 （教育地域科学部准教授）
笹原 未来 （大学院教育学研究科講師）
隼瀬 悠里 （教育地域科学部特命講師）
杉山 晋平 （大学院教育学研究科特命助教）
山口 真希 （大学院教育学研究科特命助教）
藤井 佑介 （大学院教育学研究科特命助教）

6時間 平成26年7月25日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,600円

100人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950293号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

<自身の歩みを確かめ 展望を拓く>
○受講者自身が，これまでの教育実践の中で大切にしてき
たこと，試行錯誤しながら取り組んできたこと，その中で考え
悩んできたことなどを記録化し，それに基づいた話し合いを
行います。
○その中で，これまでの自身の歩みを改めて確かめ，教師
としての今後の展望を拓いていきます。
○また，一連の取組を通して，協働性や同僚性についての
意義についても考察します。

寺岡 英男 （福井大学理事・副学長）
松木 健一 （大学院教育学研究科教授）
柳澤 昌一 （大学院教育学研究科教授）
森
透 （大学院教育学研究科教授）
松田 通彦 （大学院教育学研究科教授）
二宮 秀夫 （大学院教育学研究科教授）
小林 真由美（大学院教育学研究科准教授）
稲垣 良介 （大学院教育学研究科准教授）
岸野 麻衣 （大学院教育学研究科准教授）
木村
優 （大学院教育学研究科准教授）
羽田野 慶子（教育地域科学部准教授）
福井県福井市
岸
俊行 （教育地域科学部准教授）
廣澤 愛子 （教育地域科学部准教授）
遠藤 貴広 （教育地域科学部准教授）
大和 真希子（教育地域科学部准教授）
大西 将史 （教育地域科学部准教授）
笹原 未来 （大学院教育学研究科講師）
隼瀬 悠里 （教育地域科学部特命講師）
杉山 晋平 （大学院教育学研究科特命助教）
山口 真希 （大学院教育学研究科特命助教）
藤井 佑介 （大学院教育学研究科特命助教）

6時間 平成26年8月1日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,600円

80人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950294号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

<自身の歩みを確かめ 展望を拓く>
○受講者自身が，これまでの教育実践の中で大切にしてき
たこと，試行錯誤しながら取り組んできたこと，その中で考え
悩んできたことなどを記録化し，それに基づいた話し合いを
行います。
○その中で，これまでの自身の歩みを改めて確かめ，教師
としての今後の展望を拓いていきます。
○また，一連の取組を通して，協働性や同僚性についての
意義についても考察します。

寺岡 英男 （福井大学理事・副学長）
松木 健一 （大学院教育学研究科教授）
柳澤 昌一 （大学院教育学研究科教授）
森
透 （大学院教育学研究科教授）
松田 通彦 （大学院教育学研究科教授）
二宮 秀夫 （大学院教育学研究科教授）
小林 真由美（大学院教育学研究科准教授）
稲垣 良介 （大学院教育学研究科准教授）
岸野 麻衣 （大学院教育学研究科准教授）
木村
優 （大学院教育学研究科准教授）
羽田野 慶子（教育地域科学部准教授）
福井県敦賀市
岸
俊行 （教育地域科学部准教授）
廣澤 愛子 （教育地域科学部准教授）
遠藤 貴広 （教育地域科学部准教授）
大和 真希子（教育地域科学部准教授）
大西 将史 （教育地域科学部准教授）
笹原 未来 （大学院教育学研究科講師）
隼瀬 悠里 （教育地域科学部特命講師）
杉山 晋平 （大学院教育学研究科特命助教）
山口 真希 （大学院教育学研究科特命助教）
藤井 佑介 （大学院教育学研究科特命助教）

6時間 平成26年8月8日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,600円

120人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950295号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/
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平成２６年度（第１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

福井大学

講習の名称

教育実践と教育改革Ⅱ
（教育実践の省察と展望）

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

<自身の歩みを確かめ 展望を拓く>
○受講者自身が，これまでの教育実践の中で大切にしてき
たこと，試行錯誤しながら取り組んできたこと，その中で考え
悩んできたことなどを記録化し，それに基づいた話し合いを
行います。
○その中で，これまでの自身の歩みを改めて確かめ，教師
としての今後の展望を拓いていきます。
○また，一連の取組を通して，協働性や同僚性についての
意義についても考察します。

寺岡 英男 （福井大学理事・副学長）
松木 健一 （大学院教育学研究科教授）
柳澤 昌一 （大学院教育学研究科教授）
森
透 （大学院教育学研究科教授）
松田 通彦 （大学院教育学研究科教授）
二宮 秀夫 （大学院教育学研究科教授）
小林 真由美（大学院教育学研究科准教授）
稲垣 良介 （大学院教育学研究科准教授）
岸野 麻衣 （大学院教育学研究科准教授）
木村
優 （大学院教育学研究科准教授）
羽田野 慶子（教育地域科学部准教授）
福井県福井市
岸
俊行 （教育地域科学部准教授）
廣澤 愛子 （教育地域科学部准教授）
遠藤 貴広 （教育地域科学部准教授）
大和 真希子（教育地域科学部准教授）
大西 将史 （教育地域科学部准教授）
笹原 未来 （大学院教育学研究科講師）
隼瀬 悠里 （教育地域科学部特命講師）
杉山 晋平 （大学院教育学研究科特命助教）
山口 真希 （大学院教育学研究科特命助教）
藤井 佑介 （大学院教育学研究科特命助教）

6時間 平成26年8月22日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,600円

120人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950296号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

<自身の歩みを確かめ 展望を拓く>
○受講者自身が，これまでの教育実践の中で大切にしてき
たこと，試行錯誤しながら取り組んできたこと，その中で考え
悩んできたことなどを記録化し，それに基づいた話し合いを
行います。
○その中で，これまでの自身の歩みを改めて確かめ，教師
としての今後の展望を拓いていきます。
○また，一連の取組を通して，協働性や同僚性についての
意義についても考察します。

寺岡 英男 （福井大学理事・副学長）
松木 健一 （大学院教育学研究科教授）
柳澤 昌一 （大学院教育学研究科教授）
森
透 （大学院教育学研究科教授）
松田 通彦 （大学院教育学研究科教授）
二宮 秀夫 （大学院教育学研究科教授）
小林 真由美（大学院教育学研究科准教授）
稲垣 良介 （大学院教育学研究科准教授）
岸野 麻衣 （大学院教育学研究科准教授）
木村
優 （大学院教育学研究科准教授）
羽田野 慶子（教育地域科学部准教授）
福井県福井市
岸
俊行 （教育地域科学部准教授）
廣澤 愛子 （教育地域科学部准教授）
遠藤 貴広 （教育地域科学部准教授）
大和 真希子（教育地域科学部准教授）
大西 将史 （教育地域科学部准教授）
笹原 未来 （大学院教育学研究科講師）
隼瀬 悠里 （教育地域科学部特命講師）
杉山 晋平 （大学院教育学研究科特命助教）
山口 真希 （大学院教育学研究科特命助教）
藤井 佑介 （大学院教育学研究科特命助教）

6時間 平成26年12月26日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,600円

80人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950297号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

教諭

小学校または中
学校・高等学校
国語科免許状を
保有している教
諭

6,000円

60人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950298号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

教諭

小学校または中
学校・高等学校
国語科免許状を
保有している教
諭

6,000円

40人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950299号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

教諭

中学校・高等学
校国語科免許状
を保有している教
諭

6,000円

30人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950300号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井大学

教育実践と教育改革Ⅱ
（教育実践の省察と展望）

福井大学

１ 言語活動を支える言語能力の育成（９０分） 09:00～
10:30
２ 言語活動を深める教師の関わり（６０分） 10:45～11:45
言語活動を充実させる学級作り・
３ 対話型授業の実際－授業ビデオの視聴をもとに（６０分） 松友 一雄（教育地域科学部准教授）
授業作り
13:00～14:00
４ つながり合う学級作りと環境作り（６０分） 14:15～15:15
５ 学習プランの構想と吟味（９０分） 15:30～17:00

福井大学

１ 言語活動を支える言語能力の育成（９０分） 09:00～
10:30
２ 言語活動を支える教師の身体性とコミュニケーション（６
言語活動を充実させる学級作り・ ０分） 10:45～11:45
松友 一雄 （教育地域科学部准教授）
授業作り
３ 対話型授業の実際－授業ビデオの視聴をもとに（６０分） 大和 真希子（教育地域科学部准教授）
13:00～14:00
４ つながり合う学級作りと環境作り（６０分） 14:15～15:15
５ 学習プランの構想と吟味（９０分） 15:30～17:00

福井大学

最近の国語科教育の動向を踏まえ，教科専門領域に関す
る理解を深めることで，中学校・高等学校における「読むこ
と」領域に関わるより充実した授業作りを行うための実践的
中・高等学校国語科授業力育成 力量を形成することを目的としています。
講座
1 国語教育の動向と新しい学習
－深まりのある学習に向けて－ 2 国文学研究の知見を生かした教材分析の方法
3 漢文学研究の知見を生かした教材分析の方法
4 国語学研究の知見を生かした教材分析の方法
5 教材分析と学習の構想

三好 修一郎（教育地域科学部教授）
膽吹 覚 （国際交流センター准教授）
澤﨑 久和 （教育地域科学部教授）
高山 善行 （教育地域科学部教授）

福井県福井市

福井県敦賀市

福井県福井市

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年8月23日

6時間 平成26年8月2日
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平成２６年度（第１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

福井大学

(1)新聞を活用して読解力・思考力を育てる小学校・中学校
の授業についての理論的解説を行う。新聞を活用して子ど
もの学力を生かす教育（NIE）の様々な領域の実践例をもと
にして，学力を育てる上での意義や授業づくりの方法，指導
新聞を活用して言語力・読解力を の方法について理解する。
寺尾 健夫（教育地域科学部教授）
高める授業づくり
(2)新聞を活用して読解力・思考力を育てる小学校・中学校
の授業の実例を，受講者自身が体験的に学習する。この学
習経験を基に，受講者にも質問・意見を出したり，ディスカッ
ションを行わせながら，受講者のもっている日常の教育経験
を生かしながら授業づくりについて理解を深める。

福井大学

(1)新聞を活用して読解力・思考力を育てる小学校・中学校
の授業についての理論的解説を行う。新聞を活用して子ど
もの学力を生かす教育（NIE）の様々な領域の実践例をもと
にして，学力を育てる上での意義や授業づくりの方法，指導
新聞を活用して言語力・読解力を の方法について理解する。
寺尾 健夫（教育地域科学部教授）
高める授業づくり
(2)新聞を活用して読解力・思考力を育てる小学校・中学校
の授業の実例を，受講者自身が体験的に学習する。この学
習経験を基に，受講者にも質問・意見を出したり，ディスカッ
ションを行わせながら，受講者のもっている日常の教育経験
を生かしながら授業づくりについて理解を深める。

福井県敦賀市

福井大学

習得・活用・探究を基軸とした社
会科授業づくり

（１）習得・活用・探究を基軸とした小学校・中学校社会科の
授業づくりの理論と方法について解説する。
（２）単元を取り上げて習得・活用・探究を基軸とした社会科
授業づくりの具体的手順と方法を説明する。実例をもとに教
育現場の経験と結びついた理解とする。
寺尾 健夫（教育地域科学部教授）
（３）各自で具体的な単元を選択して実際に授業づくりを行
う。また作成した授業をグループで検討してより妥当なもの
に改善する。
（４）学習成果を評価する筆記試験を行う。

福井県福井市

福井大学

学習指導要領の改訂でその育成が一層重視された「社会
的見方や考え方」について，その一般的な定義について論
じた後で，中学校社会科公民的分野，高等学校現代社会の
社会的見方や考え方を育む社会 場合を取り上げ，「社会的見方や考え方」を育む授業の在り
橋本 康弘（教育地域科学部准教授）
科授業の作り方
方について考察する。また，受講者各々がこれまで実践し
た「社会的見方や考え方」を養う授業プラン等を持ち寄り，
各々の授業プランを基盤に，「社会的見方や考え方」を育む
授業の在り方を議論する。

福井県福井市

福井大学

＜パート１＞ 地理教科書やセンター試験の内容を振り返
り，中学校・高等学校での地理教育のあり方と内容につい
て考える。
＜パート２＞ パソコン等を用いた教材資料の作成方法に
地理の教材，試験問題の作成方
ついて学ぶ。
月原 敏博（教育地域科学部教授）
法を考える
＜備 考＞ USBメモリー（容量数百メガバイト以上）および
Windowsノートパソコンを持参のこと。ノートパソコンを持参で
きない場合は，大学側で用意するので受講者は事前に連絡
のこと。

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

6,000円

30人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950301号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

教諭

小学校・中学校
教諭

6,000円

平成26年4月3日～
20人
平成26年4月16日

平261003950302号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

教諭

小学校・中学校
社会科教諭

6,000円

30人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950303号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

6時間 平成26年8月11日

教諭

中学校社会科・
高等学校公民科
教諭

6,000円

平成26年4月3日～
40人
平成26年4月16日

平261003950304号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井県福井市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校社会科，
高等学校地理歴
史科教諭

6,000円

15人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950305号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井県福井市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950306号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

平261003950307号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井県福井市

教諭

小学校・中学校
教諭

6時間 平成26年11月30日

6時間 平成26年8月24日

6時間 平成26年8月9日

メディア社会とメディア・リテラ
シー

この講習ではまず，「メディア社会」としての現代社会の特質
について基本的な理解を得ます。その上で，この社会を生
き抜くに不可欠な「メディア・リテラシー」（メディア情報の批
伊藤
判的読解・活用力）は，どのように育成し得るかについて，
実際にテレビ番組や新聞記事を読み解く実習を交えながら
考えます。

楽しい算数の授業づくり

○算数教育における２つの理解（わかる・できる）の様相を
概観し，脳科学の知見等を参考にしながらこれからの算数
教育のあり方について検討する。
○算数的活動の充実のため，算数教育における現場の楽 伊禮 三之 （教育地域科学部教授）
しい授業の実践例を具体的にいくつか紹介し，それに基づ 山野下 とよ子（大学院教育学研究科特命准教 福井県福井市
いて検討する。
授）
○上記の講義や実践事例を踏まえ，これまでの算数の授業
づくりの実践を振り返り，相互の実践交流を通して今後の展
望をひらく。

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭

6,200円

平成26年4月3日～
50人
平成26年4月16日

福井大学

楽しい算数の授業づくり

○算数教育における２つの理解（わかる・できる）の様相を
概観し，脳科学の知見等を参考にしながらこれからの算数
教育のあり方について検討する。
○算数的活動の充実のため，算数教育における現場の楽 伊禮 三之 （教育地域科学部教授）
しい授業の実践例を具体的にいくつか紹介し，それに基づ 山野下 とよ子（大学院教育学研究科特命准教 福井県敦賀市
いて検討する。
授）
○上記の講義や実践事例を踏まえ，これまでの算数の授業
づくりの実践を振り返り，相互の実践交流を通して今後の展
望をひらく。

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校教諭

6,200円

30人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950308号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井大学

国際調査等を通して，我が国の数学教育の現状と課題を概
観し，そうした現状を改善するため，身近な素材等を活用し
数学的活動による中学校数学の た子どもたちの意欲を育む具体的な実践例を紹介し，数学
伊禮 三之（教育地域科学部教授）
授業づくり
的活動の一層の充実のための方策を検討する。また，これ
までの数学の授業づくりの実践を振り返り，相互の実践交
流を通して今後の展望をひらく。

6時間 平成26年8月11日

教諭

中学校数学科教
諭

6,200円

30人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950309号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井大学

福井大学

勇（教育地域科学部教授）

福井県福井市
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平成２６年度（第１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

福井大学

国際調査等を通して，我が国の数学教育の現状と課題を概
観し，そうした現状を改善するための，現実と数学の世界の
有用性を実感させる数学的活動 往還を通し，数学の有用性を実感させるような具体的な授
伊禮 三之（教育地域科学部教授）
の授業づくり
業事例を紹介し，数学的活動の一層の充実のための方策
を検討する。また，これまでの数学の授業づくりの実践を振
り返り，相互の実践交流を通して今後の展望をひらく。

福井県福井市

6時間 平成26年8月12日

福井大学

整数の話

整数に関する理論を紹介する。
具体的には，素数（無限性，メルセンヌ素数），完全数，三角
数，四角数などを取り上げ，それらに関する美しい定理につ 櫻本 篤司（教育地域科学部教授）
いて解説する。また，自然数を整数の和に表すこと（整数の
分割）についても触れる。

福井県福井市

6時間

統計学入門

統計学の基礎を理解し，また学習指導要領の改正によって
新たに付け加わった「統計（資料の活用）」領域に関する授
業の助けとなるような講習を行う。具体的には，まず，統計
松本 智恵子（教育地域科学部准教授）
学の簡単な概説とその指導方法例について学習し，次に，
記述統計学と推測統計学に関して理解を深める。更に，「表
計算ソフト（EXCEL等）」を用いて実際にデータ解析を行う。

小学校理科教育の授業づくりと
実習

小学校の理科授業内容について，新学習指導要領に示さ
れた，「粒子・エネルギー」「生命・地球」というキー概念の考
淺原 雅浩（教育地域科学部准教授）
え方を概観し，小中高を見通した小学校の理科学習内容と
大山 利夫（教育地域科学部教授）
科学技術政策について理解を深めます。午後は、生物分野
西沢 徹 （教育地域科学部講師）
または物理・化学分野のどちらかを選択し、実習や実験を
通して理解を深めます。

福井県福井市

松島・雄島周辺の岩石・地層見
学

福井県北部，加越台地西部には新第三紀の火山岩類・堆
積岩類が分布している。今回の更新講習ではバスにて現地
に出かけ，浅い海に堆積した堆積岩やこれを覆う柱状節理
の発達した溶岩，雷の化石，海成段丘や離水海食洞を見学 山本 博文（教育地域科学部教授）
する。途中，ナホトカ号の漂着現場も立ち寄る予定である。 三好 雅也（教育地域科学部講師）
また実験室内で見学した岩石の顕微鏡観察等を予定してい
る。地域の大地の成り立ちや地形･地層の観察方法を学ぶ
良い機会である。

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

ＵＲＬ

教諭

高等学校数学科
教諭

6,200円

30人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950310号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円

30人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950311号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

教諭

小学校・
中学校（数学，社
会，理科）・
高等学校（数学，
公民，物理，生
物）教諭

6,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950312号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校理科に関
心のある小学校・
中学校・高等学
校教諭

6,050円

30人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950313号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井県福井市

6時間 平成26年10月19日

教諭

地学に関心のあ
る小学校･中学
校･高等学校教諭

7,050円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950314号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

目で見てわかる物理学

本講習では，物理分野の力・圧力・熱・波動を教える時に役
立つ演示を紹介します。物理は，理科の中でも教えるのに
特に苦労する科目ですが，その理由は，物理が暗記科目で
はなく，理解科目だからです。「百聞は一見に如かず」と言
われるように，人は，いくら詳しく言葉で説明されるよりも， 栗原 一嘉（教育地域科学部教授）
目で見せてもらった方がよく理解できます。本講習では，日
常生活から懸け離れた物理的な考え方を，できるだけ身の
回りの道具や材料を用いて，「なるほど！」と生徒に理解し
てもらえるような演示を紹介します。

福井県福井市

6時間 平成26年10月11日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭（小
学校教諭も可）

6,000円

9人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950315号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井大学

鑑賞とリンクした創作指導法

これからの音楽科教育では，創作指導にこれまで以上の授
業時数を設定することが余儀なくされてくる。本講習では，
創作を鑑賞とからめて授業内容を検討しようとするものであ
る。表現活動を通して多種多様な音楽の面白さに触れるこ 橋本 龍雄（教育地域科学部教授）
とが出来る創作の授業を，具体的な教材を使って実技を含
めて追求する。受講対象者は，小学校教諭を主な対象とす
るが，その他の職種の方も受講可。

福井県福井市

6時間 平成26年6月7日

教諭

小学校教諭（中
学校音楽科教諭
も可）

6,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950316号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井大学

協働的な活動や探究型の学習が課題となっている現在，音
楽科教育においても新しい授業づくりに向けた取組が求め
られる。本講習では，中学校･高等学校において，生徒の主
生徒の主体的な活動を導く音楽 体的な活動を導くようなポピュラー音楽等を教材とする学習
吉村 治広（教育地域科学部准教授）
科の授業づくり
の可能性について検討する。例えば，音楽について考えた
り，音楽観を広げるような鑑賞の授業を具体的な教材を使
いながら追求する。受講対象者は中学校･高等学校音楽科
教諭を主な対象とするが，その他の職種の方も受講可。

福井県福井市

6時間 平成26年8月26日

教諭

中学校･高等学校
音楽科教諭

6,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950317号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

図画工作科の授業づくり

図画工作科の実践（児童作品・活動写真・実践報告など）を
持ち寄り，図画工作科の指導においてうまくいかなかったこ
となどを中心に語り合います。実際の活動場面を想定しな
がら課題を抽出し，児童の指導・支援の在り方・評価の仕方
濱口 由美（大学院教育学研究科准教授）
について一緒に考えていきます。また，鑑賞題材などを活用
して，言語を引き出す造形活動の可能性を探っていきます。
図画工作科の指導に悩みや不安をお持ちの方にぜひとも
参加していただきたい。

福井県福井市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小学校教諭

6,000円

10人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950318号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

表現としての動画

近年世界的にも評価されているアニメーションの数々。それ
らは書物や映画と同じように人々の生活の一部としてとらえ
られ，消化されていっている。アニメーションの仕組みや歴
史を知り，その発達段階の一つであるゾートロープ等の制
坂本 太郎（教育地域科学部准教授）
作，デジタルカメラとコンピューターを使ったストップモーショ
ンアニメーションの制作と参考作品の鑑賞を通して，美術の
枠だけにとどまらない「表現」の一手法としてのアニメーショ
ンの可能性を考える。

福井県福井市

教諭

中学校・高等学
校教諭（主に美術 12,000円
科教諭）

10人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950319号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井大学

福井大学

福井大学

福井大学

福井大学

福井大学

福井県福井市

平成26年8月25日～
平成26年8月26日

6時間 平成26年8月19日

12時間
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平成26年8月9日～
平成26年8月10日

平成２６年度（第１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

バレーボール（ネット型球技）の
指導法

バレーボールの指導法に関する講習である。主に小学生・
中学生に対する授業を想定して講義・実技を行う。バレー
ボールの発生とその特徴を理解すること，学習者に基本的
なスキルを身につけさせるための練習法とその要点を実技 稲垣 良介（大学院教育学研究科准教授）
を通して習得することを目的とする。また，さまざまなボール
に触れる機会を設ける。小学校・中学校保健体育科教諭を
主な対象とするが他の校種の教諭でも受講可能。

健康と運動の生理学

「栄養」「運動」「ストレス」は，健康的な生活を送るために大
きな影響があります。本講習では，「栄養」「運動」「ストレス」
と健康との関わりの中で，主に「運動」と健康との関わりにつ
いて解説します。具体的には，運動の生理学概論をはじ
戎
め，細胞のエネルギー源，筋肉，呼吸循環機能，体脂肪・血
清脂質，糖代謝，鉄・赤血球，体温調節，活性酸素，消化機
能と運動との関わりについて生理学的に幅広くお話ししま
す。

福井大学

体育指導における子どものつま
ずきと教材づくり

球技は，①自己の身体操作能力②道具操作能力③ボール
や他者など変化する外的事象への対応能力が統一的に要
求されるため，つまずく子どもが多く存在します。そこで〔Ⓐ
つまずきと原因の分析Ⓑ習得させたい学習内容と教材Ⓒ指 宗倉
導の順序性〕の原則について，ボール遊びからスポーツ
（ネット型）へ移行する過程に視点を当て，実技を交えた講
義を行います。

福井大学

木工具や簡単な工作機械（ノコギリ，キリ，げんのう，接着
剤，卓上ボール盤，電動糸鋸盤等）の正しい，安全な使い
方を理解する。おもちゃやパズル（紙や木材）を作りながら，
おもちゃ作りを通した道具等の正
木工等の使い方に慣れる。ケガをしない，させない教具につ 奥野 信一（教育地域科学部教授）
しい使い方（初級）
いても述べる。講習内容に重なる部分もあるため，「おも
ちゃ作りを通した道具等の正しい使い方（中級）」を受講した
教員の受講は認めない。

福井県福井市

福井大学

木工具や簡単な工作機械（ノコギリ，キリ，げんのう，接着
剤，卓上ボール盤，電動糸鋸盤等）の正しい，安全な使い
方を理解する。おもちゃやパズル（紙や木材）を作りながら，
おもちゃ作りを通した道具等の正
木工等の使い方に慣れる。ケガをしない，させない教具につ 奥野 信一（教育地域科学部教授）
しい使い方（中級）
いても述べる。講習内容に重なる部分もあるため，「おも
ちゃ作りを通した道具等の正しい使い方（初級）」を受講した
教員の受講は認めない。

福井大学

技術科教育とものづくり

世界的な技術教育に関する動向について解説する。近年の
日本国内の技術教育に関する研究・実践内容を紹介し，そ
れらの検討を行う。さらに，技能習熟に関する具体的な指導
奥野 信一（教育地域科学部教授）
法のための基礎実験を行い，各自の技能について自己評
価を行う。また，木材加工実習用の教具（切断用治具）を製
作し，使用法について理解する。

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

ＵＲＬ

小学校・中学校
保健体育科教諭

6,250円

26人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950320号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

中学校・高等学
教諭
校保健体育科教
養護教諭 諭，
栄養教諭 養護教諭，
栄養教諭

6,000円

30人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950321号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

教諭

幼稚園・小学校･
中学校保健体育
科教諭

6,250円

30人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950322号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

6時間 平成26年7月13日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,500円

平成26年4月3日～
10人
平成26年4月16日

平261003950323号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井県福井市

6時間 平成26年7月27日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,500円

10人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950324号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井県福井市

6時間 平成26年8月24日

教諭

中学校技術・家
庭科（技術分野）
担当教諭

6,000円

6人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950325号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井大学

職務としての書類作成や教材開発の基本である情報処理
やコンピュータ・ネットワークに関する基礎的知識の確認と
技術の習得をおもな目的とする。受講者は，Windows上の
ワードプロセッサや表計算ソフトの基本的操作などの初級レ
情報処理再入門とネットワーク入
塚本
充（教育地域科学部教授）
ベルから，やや高度なレベルまでを学ぶ。また，教材提示に
門
立川 崇之（総合情報基盤センター准教授)
効果的なスライド作成や配布資料作成についても学ぶ。さ
らに，インターネット利用に際しての基礎・基本も学校現場
の事例を交えながら学ぶ。なお，本講習は汎用性が高く，情
報処理入門レベルのあらゆる教員に適したものである。

福井県福井市

6時間 平成26年8月11日

教諭
全教員（コン
養護教諭 ピュータ利用の初
栄養教諭 級者）

6,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950326号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井大学

職務としての書類作成や教材開発の基本である情報処理
やコンピュータ・ネットワークに関する基礎的知識の確認と
技術の習得をおもな目的とする。受講者は，Windows上の
ワードプロセッサや表計算ソフトの基本的操作などの初級レ
情報処理再入門とネットワーク入
塚本
充（教育地域科学部教授）
ベルから，やや高度なレベルまでを学ぶ。また，教材提示に
門
立川 崇之（総合情報基盤センター准教授)
効果的なスライド作成や配布資料作成についても学ぶ。さ
らに，インターネット利用に際しての基礎・基本も学校現場
の事例を交えながら学ぶ。なお，本講習は汎用性が高く，情
報処理入門レベルのあらゆる教員に適したものである。

福井県福井市

6時間 平成26年8月12日

教諭
全教員（コン
養護教諭 ピュータ利用の初
栄養教諭 級者）

6,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950327号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井県福井市

6時間 平成26年8月26日

6,000円

10人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950328号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井大学

福井大学

福井大学

情報技術とコンピュータ

受講者がかつて学んだり，習得したりした「情報」や「コン
ピュータ」に関わる知識やスキルを比較的最近のものに高
めるための以下の内容の講義と演習をおこなう。
・PCのハードウェアの講義と演習(コンピュータの内部の観
察，デバイスの実物に触れ，各種インタフェースの規格の確
塚本
認)
・PCのオペレーティング・システム(種類や特徴・変遷などの
解説と確認，WindowsやUNIXのコマンド体験)
時間的な余裕があれば，BasicやC言語による簡単なプログ
ラミングも扱う。

福井県福井市

6時間 平成26年6月28日

利光（教育地域科学部教授）

福井県福井市

6時間 平成26年8月6日

啓（教育地域科学部教授）

福井県福井市

6時間 平成26年10月11日

充（教育地域科学部教授）
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教諭

教諭

中学校「技術・家
庭」の技術分野
担当教諭

平成２６年度（第１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

福井大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

本講習では，小学校・中学校・高等学校の家庭科の学習内
容や生徒の実態，授業の困難点や可能性などについて情
報交換し，共通理解を深める。そのうえで，子どもの思考を
荒井 紀子 （教育地域科学部教授）
家庭科のカリキュラム開発と授業 促し，問題解決力を育む家庭科カリキュラムの理論と授業
松田 淑子 （教育地域科学部教授）
づくり
づくりの方法について，諸外国の新しい試みなども参考にし
村上 亜由美（教育地域科学部准教授）
ながら実証的に学ぶ。必要に応じて，学校段階ごとに小グ
ループを作ってモデル授業の開発を行い，授業づくりやカリ
キュラムを構成する力の向上を目ざしたい。

講習の開催地

福井県福井市

時間数

12時間

講習の期間

平成26年8月6日～
平成26年8月7日

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校・中学校・
高等学校の家庭
科担当教諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

12,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950329号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

6,000円

15人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950330号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

デートＤＶについて考える

ＤＶは大人だけの問題ではない。中学生･高校生の男女交
際においてもみられることが知られている。中学生・高校生 高田 洋子 （教育地域科学部教授）
のデートＤＶについて，学校現場の交流を交えながら，ＤＶ， 羽田野 慶子（教育地域科学部准教授）
特に，デートＤＶに焦点を当て，その教育内容や方法などに 武内 昭子 （福井工業大学非常勤講師）
ついて考える。

福井県福井市

6時間 平成26年8月6日

幼児期の発達を理解する

本講習は，講習同日に開催される附属幼稚園の公開保育
や全体会への参加とともに，グループ討議および講義を行
います。幼児教育現場を実際に参観しながら討議等を行う 竹内 惠子（教育地域科学部准教授）
ことで，幼児期における子どもの発達や教師の援助につい
て共通理解を深め学童期へのつながりを学びます。

福井県福井市

6時間 平成26年6月21日

教諭

幼稚園教諭およ
び小学校低学年
担当教諭

6,000円

10人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950331号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

小学校外国語活動の指導法
-理論と実践-

小学校新学習指導要領で必修となった外国語活動の指導
法を，理論と実践の両面から学習する。特に外国語活動の
キーワードとなっているコミュニケーション能力，体験的学習 大下 邦幸（教育地域科学部教授）
について注目し，より効果的で児童の意欲を刺激する外国
語活動のあり方を，演習も交えながら学習する。

福井県福井市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校・中学校
英語科教諭

6,000円

30人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950332号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井大学

小学校外国語活動の指導法
-理論と実践-

小学校新学習指導要領で必修となった外国語活動の指導
法を，理論と実践の両面から学習する。特に外国語活動の
キーワードとなっているコミュニケーション能力，体験的学習 大下 邦幸（教育地域科学部教授）
について注目し，より効果的で児童の意欲を刺激する外国
語活動のあり方を，演習も交えながら学習する。

福井県敦賀市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校・中学校
英語科教諭

6,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950333号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井大学

本講習は英語コミュニケーション能力育成に焦点をあて，教
師として身につけておくべき基本的な理論（仮説・教授法）を
演習も交えながら学ぶことを目的とする。具体的には，以下
英語コミュニケーション能力養成 の４点について学習することになる。
大下 邦幸（教育地域科学部教授）
のための理論と実践
①コミュニケーション能力とは何か
伊達 正起（教育地域科学部准教授）
②Communicative Language Teaching の原理
③外国語習得に関する仮説
④言語形式と意味の両方に焦点をあてた指導法の例

福井県福井市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

60人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950334号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井県福井市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

30人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950335号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950336号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950337号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

6,000円

平成26年4月3日～
60人
平成26年4月16日

平261003950338号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

6,000円

60人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950339号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

福井大学

福井大学

福井大学

中学校･高等学校
教諭
教諭，
養護教諭
養護教諭

英語教育の中の英語学

英語学の識見が英語教育にどのように利用可能かを念頭
に置きながら，次の二つの議論を行う。
（１）生成文法と構文文法の枠組みを用いて，英語の二重目 舘
清隆（教育地域科学部教授）
的語構文の意味的特性と統語的特性を中心に議論する。 中村 太一（教育地域科学部講師）
（２）生成文法理論の枠組みを用いて，英語の省略現象の
統語的・意味的特性について議論する。

福井大学

生活の中の熱とエネルギー

熱とエネルギーについて，日常生活に関連した身近な現象
や機器（調理器具，冷暖房等），事物や環境問題などと関連
づけながら学ぶ。小学校・中学校・高等学校の授業や園児
対象として利用できる簡単な実験を多数紹介しながら，でき
るだけ親しみやすく解説する。これまで受講された様ざまな 葛生 伸（大学院工学研究科教授）
教科の受講者の意見を反映して，毎年，受講者にとってより
有益な講義になるように改善を繰り返してきた。前年度の講
習で使用したテキスト，配布資料は葛生伸のホームページ
（「葛生伸」で検索）に公開している。

福井大学

福井は全国でも社長率の高い県です。児童の中にも将来社
長を目指す人も多いのではないでしょうか。しかし，会社は
どうやってつくられたの?必要なお金をどうやって調達する
会社の設立と仕組みを知る
の? といったことは，あまり知られていません。キャリア教育
～キャリア・アントレプレナーシッ
竹本 拓治（産学官連携本部准教授）
でも会社の知識やアントレプレナーシップ（起業家精神）は
プの醸成～
重要です。本講習では会社の仕組みを知り，あきらめない
心，チャレンジする精神の大切さをゲームを交え，わかりや
すくお話します。

福井大学

本講習では，最新の発達心理学，教育心理学の話題を紹
介しながら，学習とは何か，教育とは何かという一見自明な
より良い子どもとの関わりのため ことを心理学的視座に立って，改めて問い直す機会を提供 岸 俊行 （教育地域科学部准教授）
の教育・発達心理学
していきたい。またその中で，子どもの発達や個性に合わせ 大西 将史（教育地域科学部准教授）
た多様な関わり方についての理解を深め，より良い学級経
営のための一助になることを期待する。

福井県福井市

6時間 平成26年8月1日

教諭
全教諭，
養護教諭 養護教諭

福井大学

本講習では，最新の発達心理学，教育心理学の話題を紹
介しながら，学習とは何か，教育とは何かという一見自明な
より良い子どもとの関わりのため ことを心理学的視座に立って，改めて問い直す機会を提供 岸 俊行 （教育地域科学部准教授）
の教育・発達心理学
していきたい。またその中で，子どもの発達や個性に合わせ 大西 将史（教育地域科学部准教授）
た多様な関わり方についての理解を深め，より良い学級経
営のための一助になることを期待する。

福井県福井市

6時間 平成26年8月21日

教諭
全教諭，
養護教諭 養護教諭

福井大学

福井県福井市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭
（主に理科，社会
科，技術科，家庭
科担当教諭）

福井県福井市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭
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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

福井大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

特別支援教育の成り立ちと障害観の変遷等を概観するとと
もに，知的障害，自閉症スペクトラム，肢体不自由，重複障
害，発達障害等のある子どもの心理・病理的特性と教育的
特別支援教育の最近の動向と課
支援のあり方について理論的・実践的に考察する。また特 石井バークマン麻子（教育地域科学部教授）
題
別支援教育に携わる教師の専門性や医療・福祉分野との
連携のあり方，地域支援の現状と課題等について，講話と
グループワークにより検討する。

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・生徒の支援に関する概説や最近の動向について講
義する。主な内容は，①ＬＤ，AD/HD，高機能自閉症，アス
ペルガー障害等の発達障害児の発見と支援の方法，②不 廣澤 愛子（教育地域科学部准教授）
登校，いじめ，被虐待等の心理的な問題に対する教育相談
やカウンセリング，③保護者の相談や理解・啓発活動のあり
方，校内委員会やＴＴ等の教員の協働体制のあり方など。

講習の開催地

福井県福井市

福井大学

気がかりな子の支援

福井大学

ＥＳＤと環境教育は，今後の教育においてその目的の１つと
なる「持続可能な社会づくり」を担う大変重要なものである。
しかし，これまで福井県内ではその体系的な教育がなく，教
ＥＳＤ（持続発展教育）・環境教育 員が学校現場で指導するうえで大きな課題となっていた。本 前園 泰徳（大学院教育学研究科特命准教授） 福井県福井市
講習では，その基礎から実践例までを広く紹介し，学校運
営におけるＥＳＤと環境教育の活かし方や，現場での指導
方法について言及する。受講者の質問へも対応する。

福井大学

体験活動の意義や効果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する。国立若
狭湾青少年自然の家の立地・環境を生かした特徴的な体験
学習指導・学級経営に生かす体 活動を通しての講習を予定している。
験活動Ⅰ
体験活動としてシーカヤックを予定しているが，荒天時等で
実施できない場合は，「活動プログラムの立案に関する演
習」または「安全管理に関する演習」を実施する。

福井県福井市

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

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6時間 平成26年11月1日

特別支援学校教
諭，
小学校・中学校に
おける特別支援
教諭
学級・通級学級
養護教諭
担当教諭，
栄養教諭
幼稚園教諭，
高等学校教諭，
養護教諭，
栄養教諭

6,000円

60人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950340号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

6時間 平成26年12月26日

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
教諭
校の教諭で特に
養護教諭 教育相談や特別
支援教育コーディ
ネータ相当の教
諭，養護教諭

6,000円

100人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950341号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

6時間 平成26年8月25日

教諭

全教諭

6,000円

100人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950342号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

稲垣 良介（大学院教育学研究科准教授）
杉山 晋平（大学院教育学研究科特命助教）
福井県小浜市
細井
貴（国立若狭湾青少年自然の家企画
指導専門職）

6時間 平成26年10月25日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

6,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950343号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

稲垣 良介（大学院教育学研究科准教授）
杉山 晋平（大学院教育学研究科特命助教）
福井県小浜市
細井
貴（国立若狭湾青少年自然の家企画
指導専門職）

6時間 平成26年10月26日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

6,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月16日

平261003950344号

0776-27-9842

http://www.ufukui.ac.jp/

全教諭、養護教
教諭
諭（発達障害の
19,000円
養護教諭 基礎知識をもって
いる方）

30人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750461号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

福井大学

体験活動の意義や効果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する。国立若
狭湾青少年自然の家の立地・環境を生かした特徴的な体験
学習指導・学級経営に生かす体
活動を通しての講習を予定している。
験活動Ⅱ
体験活動としてスノーケリングを予定しているが，荒天時等
で実施できない場合は，「活動プログラムの立案に関する演
習」または「安全管理に関する演習」を実施する。

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
共生社会の実現に向けて～イン
阿部 利彦（共生科学部准教授）
ン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
クルーシブ教育
三森 睦子（共生科学部専任講師）
達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。

福井県福井市

仁愛大学

特別活動のうちの学級活動とホームルーム活動、生徒指
心理学的なグループ体験を活か 導、キャリア教育、総合的な学習の時間などの基礎として、
大野木裕明(人間生活学部子ども教育学科教
したホームルーム活動：キャリア 児童・生徒の自己理解、他者理解、グループ理解を促進す
授)
教育の基盤づくり
るための短時間の心理学的な演習（エクササイズのセット）
とその位置づけや理論的背景の解説を行う。

福井県越前市

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校教諭
高等学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月2日～
平成26年5月12日

平263030950033号

0778-27-2010

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

仁愛大学

地域に学ぶ・地域を支える――
地域環境学の知見から

本講義は、「地域」「環境」を大きなキーワードとし、社会変
動の中でどのように地域社会が変容を遂げたのかについ
て、理論と実践を通して学ぶ。それを踏まえ、各年齢階梯の
教育への援用可能性を考える。また、2011年の東日本大震
島岡哉（人間学部コミュニケーション学科准教
災を受けて、園児・児童・生徒らそれぞれの「ボランティア活
授）
動」が行われた。後半は、地域社会の危機をどのように支え
るかを、児童・生徒とともに考える手がかりを得るとともに、
「私たちの日常生活の中でできることは何か」を実践的に考
える。

福井県越前市

6時間 平成26年8月4日

教諭

全教諭

6,000円

40人

平成26年4月2日～
平成26年5月12日

平263030950034号

0778-27-2010

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

ICT活用による理数科の授業設
計

「デジタル教科書」という言葉に代表されるように、教室に各
種の情報機器が導入され、「ICT活用が教員の指導力に組
み込まれることによって児童の学力向上に資している」との 伊佐公男(人間生活学部子ども教育学科教授)
調査報告がある。
杉田和一(人間生活学部子ども教育学科准教
そこで、ICT活用に関する先行研究や授業の実践研究等 授)
から、ICT活用による具体的な指導の効用を明確にする。演
習では、グループ討議をとおして、各自、算数及び理科の学
習指導案をたて、授業を演示できるようにする。

福井県越前市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月2日～
平成26年5月12日

平263030950035号

0778-27-2010

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

仁愛大学

18時間
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平成２６年度（第１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

カウンセリングなど臨床心理学的アプローチは、さまざまな
方法論はあるが、基本的には個別的な関わりを通して、個
の理解を目指す。集団活動が中心の学校現場で、個を追求
する臨床心理学的アプローチがそのまま適用できるわけで
森俊之(人間学部心理学科准教授)
はないが、視点を変えて考えることは大切である。本講習で
は、臨床心理学的アプローチの基礎を講義形式で理解する
とともに、グループ討議を通して、自身の関わっている問題
を臨床心理学的に考察できるようになることをめざす。

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

ＵＲＬ

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

30人

平成26年4月2日～
平成26年5月12日

平263030950036号

0778-27-2010

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

仁愛大学

“気がかりな子ども”を心理学的
に考える

福井県越前市

6時間 平成26年8月7日

仁愛大学

知能や主体性を重視する人間観は、西洋思想にもとづいて
いる。だが、現代ではこの人間観は、例えば出生前診断か
らの中絶など、生命の尊厳にかかわる新たな倫理問題を生
西洋思想に学ぶ人間観～生命倫
橋本武志（人間学部コミュニケーション学科准教
み出してもいる。本講義では、生命倫理の一事例を手掛か
福井県越前市
理の事例から
授）
りとしながら、西洋思想にこの人間観の由来を探り、これを
考え直し、弱い立場にいる子どもなどの立場をおもんばかる
一助としたい。

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校教諭
高等学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月2日～
平成26年5月12日

平263030950037号

0778-27-2010

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

仁愛大学

発達過程における幼児・児童期を見据え「自ら考え、判断
し、表現する力を育む」ため、造形表現では幼児期から児童 谷出千代子（人間生活学部子ども教育学科教
幼小連携教育における表現の基 期へとつながる子どもの発達段階をふまえた造形表現活動 授）
福井県越前市
礎
について知識や技能を実践的に体得する。言語表現では言 伊東知之（人間生活学部子ども教育学科教授）
葉に対する感覚や言葉で表現する力を対話や物語を媒体と
し理論的、実践的に導く。

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭向け

6,000円

30人

平成26年4月2日～
平成26年5月12日

平263030950038号

0778-27-2010

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

仁愛大学

ボール運動系の理論と実際

新小学校学習指導要領をもとに、小学校で学習するボール
運動系の領域「ボールゲーム」、「ボール運動」における
「ボール操作」技能に関して、指導方法や技の構造を理論 野田政弘（人間生活学部子ども教育学科教授） 福井県越前市
的に学習する。また、実技をとおして学習した理論を実践的
に体得する。

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年4月2日～
平成26年5月12日

平263030950039号

0778-27-2010

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

仁愛大学

江戸時代の教育に学ぶ

本講習は、最新の研究状況を踏まえ、江戸時代の教育を概
観することを通じて、現代の学校教育の成り立ちと意義を省
察することを目的とする。江戸時代の教育について考えるこ
とは、近代教育の歴史的特質を明らかにすることにつなが 高野秀晴（人間生活学部子ども教育学科准教
り、ひいては、近代教育を支える教育観、子ども観を浮き彫 授）
りにすることへとつながる。現代社会において教育に何が求
められているのかを歴史的観点から考察し、各受講生が教
員の役割と意義を省察する機会としたい。

福井県越前市

6時間 平成26年8月11日

教諭

全教諭

6,000円

30人

平成26年4月2日～
平成26年5月12日

平263030950040号

0778-27-2010

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

仁愛大学

１９５０年代に我が国に登場した「デザイン」。人間生活や社
会の変遷に伴いその解釈や社会との関わりも大きく変化し
てきた、それに伴ってのデザイン教育およびそれを通じて獲
得するための創造力育成について考える。
コミュニケーション・デザインーこ 本学でのこれまでの学生活動の実例を基に指導者・支援者 金田明彦（人間学部コミュニケーション学科教
れからの創造力育成のために
としての考察を解説するとともに、一方で我が国の次代を担 授）
う若者達に求められているコミュニケーション能力の育成の
ために、コラボレーションを円滑にするチームワークについ
て実践的に考え、各機関での活動支援にとっての一助とな
ることをねらいとする。

福井県越前市

6時間 平成26年8月18日

教諭

全教諭

6,000円

40人

平成26年4月2日～
平成26年5月12日

平263030950041号

0778-27-2010

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

仁愛大学

学校における食育を推進するうえで必要となりうる児童生徒
の発育発達、食生活、健康・栄養課題について、各種の調
児童生徒の食生活実態と食育実
桑守豊美（人間生活学部健康栄養学科教授）
査結果をもとに総合的に理解する。それを基礎として、児童
践を理解するための講座
坂本達昭（人間生活学部健康栄養学科助教）
生徒の健全な食生活形成に役立つ食育の実践例について
具体例をもとに紹介する。

6,000円

平成26年4月2日～
40人
平成26年5月12日

平263030950042号

0778-27-2010

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

福井県越前市

6時間 平成26年8月20日

教諭
全教諭、栄養教
栄養教諭 諭

健康・栄養情報を理解するため
の講座

子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身につけ
ていくためには何よりも｢食｣が重要である。食に関する知識
を身につけるためには、健康・栄養情報を理解することが必
要であることから、学校教育で展開される栄養・食教育に役
立つ知識の教授を目的として、本講座では栄養科学、食品
科学、調理科学について実験・演習などを交えて理解を深
める。

浦本裕美（人間生活学部健康栄養学科准教
授）
池田涼子（人間生活学部健康栄養学科准教
授）
佐藤真実（人間生活学部健康栄養学科講師）

福井県越前市

6時間 平成26年8月21日

教諭
全教諭、栄養教
栄養教諭 諭

6,000円

36人

平成26年4月2日～
平成26年5月12日

平263030950043号

0778-27-2010

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

仁愛大学

給食経営管理・食品衛生

給食運営の組織体（学校など）の理念に基づき、より良い製
品（給食）・サービスを顧客（利用者）に提供するために、必
要な資源（人材、食材、資金、設備、技術など）を活用して生
樽井雅彦（人間生活学部健康栄養学科准教
産過程やシステムの円滑化・安全化を図り、評価・改善など
授）
を実践する活動である。その基礎的な概念について学ぶ。
野村卓正（人間生活学部健康栄養学科講師）
また、食品安全基本法の理念を理解し、食品衛生行政機関
が提供している情報を正しく理解して食品の消費活動に反
映していく方法について考える。

福井県越前市

6時間 平成26年8月25日

栄養教諭 栄養教諭

6,000円

40人

平成26年4月2日～
平成26年5月12日

平263030950044号

0778-27-2010

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

仁愛大学

幼稚園や小学校の様々な校務を効率化するためには、ICT
の利用が欠かせない。特に表計算ソフトを活用する基本的
表計算ソフトの活用による校務の な計算や可視化はもとより、大量のデータを対象とした検
篭谷隆弘（人間生活学部子ども教育学科准教
効率化
索・抽出、分類・集計などは、必要不可欠である。講習を通 授）
してこれらの技術を習得し、業務の改善につなげる。
本講習は、1人1台ずつパソコンを利用して演習形式で行う。

福井県越前市

6時間 平成26年8月26日

6,500円

40人

平成26年4月2日～
平成26年5月12日

平263030950045号

0778-27-2010

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

仁愛大学
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教諭

全教諭

平成２６年度（第１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

英語授業における効果的な指導法について、理論と実践の
両面から学習する。特に新学習指導要領が求めているコ
英語授業における効果的な指導
紺渡弘幸（人間学部コミュニケーション学科教
ミュニケーション能力の養成に関わるスキルの統合、意見・
法 －理論と実践－
授）
考えの重視や学習を支える動機づけ等に焦点をあて、演習
を交えながら学習する。

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

ＵＲＬ

福井県越前市

6時間 平成26年8月27日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

30人

平成26年4月2日～
平成26年5月12日

平263030950046号

0778-27-2010

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

子どもたちの発達に応じた音楽表現活動の意義を理解し、
自然な音楽活動を通して、伸びやかな音楽的感性を育成す
木下 由香 (幼児教育学科准教授)
仁愛女子短期大 子どもの音楽的感性を育む実践 る実践的な指導について学ぶ。具体的には、①楽器を使っ
河野 久寿 (幼児教育学科准教授)
学
指導
た創造的音楽活動の実際、②和声的なアプローチから教材
大久保 功治(幼児教育学科教授)
としての楽曲の理解を深めた音楽表現、③器楽合奏編曲の
基礎と器楽合奏の指導法について学ぶ。

福井県福井市

6時間 平成26年8月5日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年5月20日

平263516250101号

0776-56-1133

http://www.jinai.ac.jp

子どもの遊びを「おもちゃ」と「運動」の面から学ぶことを目的
とする。「おもちゃ」では、幼児教育における『おもちゃのチカ
仁愛女子短期大 子どもの遊び ～おもちゃと運動 ラ』についての理解を深めるとともに、身近な素材を用いて 出村 友寛(幼児教育学科講師)
学
～
実際におもちゃを製作する。「運動」では、子どもの運動遊び 重村 幹夫(幼児教育学科教授)
と体力の発達について学ぶとともに、自身の体力測定を行
い、結果を分析評価する。

福井県福井市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年5月20日

平263516250102号

0776-56-1133

http://www.jinai.ac.jp

長野県飯田市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校 教諭

5,000円

50人

平成26年2月16日～
平成26年6月20日

平263039450422号

075-411-8476

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

教諭

小学校（社会・特
別活動）・中学校
（社会・特別活
動）・高等学校
（地理歴史・特別
活動） 教諭

5,000円

50人

平成26年2月16日～
平成26年6月20日

平263039450423号

075-411-8476

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

幼稚園・小学校・
教諭
中学校・高等学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

5,000円

50人

平成26年2月16日～
平成26年6月20日

平263039450424号

075-411-8476

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

21,550円

30人

平成26年5月12日～
平成26年6月11日

平267002350537号

0265-96-2525

http://takato.niye.
go.jp/

6時間 平成26年6月14日

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

5,000円

40人

平成26年2月16日～
平成26年5月9日

平263039450412号

075-411-8476

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

岐阜県高山市

6時間 平成26年6月15日

小学校・中学校・
高等学校教諭
教諭
（生徒指導、道
養護教諭
徳・宗教科）、養
護教諭

5,000円

40人

平成26年2月16日～
平成26年5月9日

平263039450413号

075-411-8476

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

静岡県浜松市

平成26年7月23日～
18時間
平成26年7月25日

全教諭、養護教
教諭
諭（発達障害の
19,000円
養護教諭 基礎知識をもって
いる方）

30人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750462号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

仁愛大学

大谷大学

大谷大学

大谷大学

「生きる力を育む」とはなにを意味し、また、どのようにして
可能になることなのであろうか。哲学的な観点から考える。
具体的には、(1) 明治期の哲学者・仏教者である清沢満之
「生きる力を育む」とは、どのよう と、オーストリアの心理学者V．E．フランクルの思想を参考
村山 保史（文学部准教授）
なことか？
にしつつ考察し、ついで、(2) 二人の思想を統合するものとし
て、 “Narrative Based Education”（ナラティブ＝物語にもと
づく教育）とでも言うべきものの可能性について模索してみ
たい。

京都の歴史の学び方

子どものこころに寄り添う

独立行政法人国 体験活動の指導法を学ぶ
立青少年教育振 （国立信州高遠青少年自然の
興機構
家）

平安京遷都より歴史の中心にあり、修学旅行先としても有
名な京都。多くの寺社が織りなす歴史的景観や多様な文化
などを調べ、学ぶ基礎として、歴史学としての基礎的な調べ
学習の方法についてワークを通して学びます。また、京都が 川端 泰幸（文学部講師）
政治・文化・宗教・景観的に大きく変革する応仁の乱の前後 松金 直美（文学部非常勤講師）
について、また祇園祭の復興などについて講義を通して、
京都について学びます。
子どものこころの発達的な変化、特に小学校中学年から思
春期に当たる中学校・高等学校にかけての変化について、
今一度、改めて考えてみましょう。それに伴って子どもの自
己像が変化し、親子・きょうだいなどの家族関係も、学校に
谷口 奈青理（文学部准教授）
おける友達関係、対教師関係などのあり方も変化します。
一人ひとりの子どものこころを見立て、それを指導や支援に
どう生かしていくのか。みなさんと一緒に考えていきたいと
思います。

長野県伊那市

武田育夫（長野県教育委員会教学指導課長）
布谷光俊（元中部大学教授）
平野吉直（信州大学教育学部教授）
中野真志（愛知教育大学教授）
新学習指導要領に示された、児童・生徒の「体験活動」につ 清水潤（国立信州高遠青少年自然の家主任企
いて、その必要性と教育効果の理解を深め、教師に求めら 画指導専門職）
長野県伊那市
れるコミュニケーション能力の向上や、自然体験活動の指導 久根敏（国立信州高遠青少年自然の家企画指
方法を身につけることにより、教育内容の充実を図る。
導専門職）
牛山高彦（国立信州高遠青少年自然の家企画
指導専門職）
米林尚希（国立信州高遠青少年自然の家企画
指導専門職）

肢体不自由児の姿勢運動発達
支援の理論と実際

肢体不自由児の姿勢と運動の発達支援の理論と実際につ
いて取り上げる。第一に姿勢運動の発達を学習する。第二
に姿勢と運動を支える姿勢反射・反応を中枢神経系の成熟
木舩 憲幸（文学部教授）
との関係で学習する。第三に姿勢運動を支える感覚系につ
いて学習する。第四に姿勢運動発達支援のポイントについ
て実技実習を含めて学習する。

大谷大学

現代と仏教―親鸞の視座―

現代社会の抱えるさまざまな課題について、仏教、特に親
鸞の視座から考える。
今日の、たとえば「いのち」に関する考え方について、人間
の平等と尊厳を説いた親鸞の思想から、確認していく。
藤原 正寿（文学部准教授）
仏教を通して、互いを尊敬し合う社会を志向し、教育におい
てもその大切さを伝えながら、だれかを排除することでしか
仲間作りができない私たち人間の問題を考える。

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
共生社会の実現に向けて～イン
阿部 利彦（共生科学部准教授）
ン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
クルーシブ教育
三森 睦子（共生科学部専任講師）
達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。

大谷大学

長野県飯田市

岐阜県高山市

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年8月9日

18時間
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平成26年11月1日～
平成26年11月3日

教諭

小・中学校教諭

平成２６年度（第１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

児童生徒の「生きる力」を育む上で，体験活動の果たす役
割は大きく，新学習指導要領においても「体験活動の充実」
独立行政法人国 体験活動の計画と指導～集団宿 が提示されている。そこで，青少年施設を活用した「集団宿
立青少年教育振 泊活動を中心に～（国立中央青 泊活動」の企画・運営を中心に，体験活動の教育的意義や
興機構
少年交流の家）
教育課程における体験活動の位置づけを理解し，体験活動
の企画力や野外活動の指導力を身につける講座を開設す
る。

服部英二（国立中央青少年交流の家所長）
杉田 洋（文部科学省初等中等教育局視学官） 静岡県御殿場
吉野達也（国立中央青少年交流の家企画指導 市
専門職）

18時間

これからの青少年の健全育成には、学校教育・家庭・地域
の連携が大変重要である。そこで、当講習会は、自炊によ
る共同生活をしながら、実学的な理論と実技を習得し、社会
性や人間性を豊にして人間力を向上させ、日常生活に必要
な「当たり前」の生活の知恵（生活文化）を身につけ、指導力
の向上に役立ててもらうことを目的とする。

森田勇造(野外文化研究所長）
杉森伸吉（東京学芸大学教授）
佐野賢治(神奈川大学教授）
矢澤真人(筑波大学人文社会系教授）
伊藤純郎（筑波大学人文社会系教授）
岡崎惠視(東京学芸大学名誉教授)
静岡県御殿場
中山順子（野外文化活動指導講師）
市
吉田誠（野外文化活動指導講師）
杉浦基允（野外文化活動指導講師）
大出章裕（野外文化活動指導講師）
西尾三枝子（野外文化活動指導講師）
藤曲敏春（国立中央青少年交流の家非常勤講
師）

平成26年8月20日～
20時間
平成26年8月22日

公益社団法人青
生活体験指導者養成講習
少年交友協会

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
共生社会の実現に向けて～イン
阿部 利彦（共生科学部准教授）
ン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
クルーシブ教育
三森 睦子（共生科学部専任講師）
達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。

愛知県名古屋
市

18時間

平成26年11月1日～
平成26年11月3日

平成26年7月23日～
平成26年7月25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・中学校教諭

23,510円

30人

平成26年5月1日～
平成26年9月30日

平267002350527号

0550-89-2020

http://fujinosato.n
iye.go.jp

教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校 教諭
向け

23,000円

32人

平成26年2月17日～
平成26年7月31日

平268132050431号

03-5391-1901

http://www.din.or.j
p/~kouyuu

全教諭、養護教
教諭
諭（発達障害の
19,000円
養護教諭 基礎知識をもって
いる方）

20人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750463号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

豊橋市教育委員
教科教育法Ｂ１
会

社会科を対象とした教科教育法について研修し，教材研究
のあり方や問題解決学習の工夫，児童生徒支援の方法な
ど，授業づくりに必要な知識・技能の習得を図る。また，コン
山田 昌弘（指導主事）
ピュータの活用方法のひとつとして，社会科デジタル教科書
の活用の仕方について実習を通して習得するとともに，社
会科授業への活用を図る。

愛知県豊橋市

6時間 平成26年7月30日

教諭

豊橋市立小中学
校に勤務する社
会科担当

600円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月25日

平265008650149号

0532-51-2826

http://www.tec.toyo
hashi.ed.jp/

豊橋市教育委員
教科教育法Ｂ２
会

技術・家庭科を対象とした教科教育法について研修し，教
材研究のあり方や問題解決学習の工夫，児童生徒支援の 伊丹 元子（指導主事）
方法など，授業づくりに必要な知識・技能の習得を図る。

愛知県豊橋市

6時間 平成26年7月30日

教諭

豊橋市立小中学
校に勤務する技
術・家庭科担当

600円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月25日

平265008650150号

0532-51-2826

http://www.tec.toyo
hashi.ed.jp/

豊橋市教育委員
教科教育法Ｂ３
会

理科を対象とした教科教育法について研修し，教材研究の
あり方や問題解決学習の工夫，児童生徒支援の方法など，
近藤 たか子(指導主事）
授業づくりに必要な知識・技能の習得を図る。また，様々な
実験を体験し，理科授業への活用を図る。

愛知県豊橋市

6時間 平成26年7月30日

教諭

豊橋市立小中学
校に勤務する理
科担当

600円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月25日

平265008650151号

0532-51-2826

http://www.tec.toyo
hashi.ed.jp/

豊橋市教育委員
教科教育法Ｃ１
会

小学校で必要となる英会話や生活科を対象とした教科教育
法について研修し，教材研究のあり方や問題解決学習の工
上野喜一郎（指導主事）
夫，児童生徒支援の方法など，授業づくりに必要な知識・技
能の習得を図る。

愛知県豊橋市

6時間 平成26年8月1日

教諭

豊橋市立小中学
校に勤務する小
学校担当

600円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月25日

平265008650152号

0532-51-2826

http://www.tec.toyo
hashi.ed.jp/

豊橋市教育委員
教科教育法Ｃ２
会

英語科を対象とした教科教育法について研修し，教材研究
のあり方や問題解決学習の工夫，児童生徒支援の方法な
ど，授業づくりに必要な知識・技能の習得を図る。また，コン
市川 徹（指導主事）
ピュータの活用方法のひとつとして，英語デジタル教科書の
活用の仕方について実習を通して習得するとともに，英語
科授業への活用を図る。

愛知県豊橋市

6時間 平成26年8月1日

教諭

豊橋市立小中学
校に勤務する英
語科担当

600円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月25日

平265008650153号

0532-51-2826

http://www.tec.toyo
hashi.ed.jp/

豊橋市教育委員
健康教育法Ｃ３
会

養護教諭と栄養教諭を対象に，食育の推進を図るための学
校体制づくりや効果的な指導方法を学ぶとともに，食物アレ
ルギーを有する児童生徒への適切な対応を行うための学
中島 清美（指導主事）
校体制づくりや応急処置（エピペン）の使用方法など実技を
通して学び，健康教育や安全管理についての理解を深め，
養護教諭・栄養教諭としての資質向上の一助とする。

6時間 平成26年8月1日

豊橋市立小中学
養護教諭 校に勤務する養
栄養教諭 護教諭，栄養教
諭

600円

15人

平成26年4月1日～
平成26年4月25日

平265008650154号

0532-51-2826

http://www.tec.toyo
hashi.ed.jp/

豊橋市教育委員
コンピュータ活用法Ｄ１
会

教諭・養護教諭・栄養教諭を対象にコンピュータの活用方法
として，Ｗｏｒd，Ｅｘｃｅｌを用いた資料作成，事務処理等の演
習を行う。教諭にとっては自作教材作成，学級・学年だより
作成，学級事務処理への活用，養護教諭にとっては保健事
保木井 伸佳（指導主事）
務処理，保健統計分析，保健室だより作成，栄養教諭に
とっては食育指導のための自作教材作成，食育だより作
成，児童生徒の意識調査の統計処理など，具体事例に基
づき実習する。

6時間 平成26年8月5日

豊橋市立小中学
教諭
校に勤務する教
養護教諭
諭，養護教諭，栄
栄養教諭
養教諭

600円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月25日

平265008650155号

0532-51-2826

http://www.tec.toyo
hashi.ed.jp/

豊橋市教育委員
教師力育成法Ｅ１
会

教諭・養護教諭・栄養教諭を対象に学校組織として機能す
るための方策，学級・学年経営，保健室経営，食育推進の
ための組織づくりのあり方について，講義やロールプレイを
上野 喜一郎（指導主事）
通して学習し，今後の改善に役立てるとともに，児童生徒や
保護者，対外的な関係機関への対応技術を学び，人間的な
幅を広げる。

6時間 平成26年8月18日

豊橋市立小中学
教諭
校に勤務する教
養護教諭
諭，養護教諭，栄
栄養教諭
養教諭

600円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月25日

平265008650156号

0532-51-2826

http://www.tec.toyo
hashi.ed.jp/
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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

豊橋市立小中学
教諭
校に勤務する教
養護教諭
諭，養護教諭，栄
栄養教諭
養教諭

豊橋市教育委員
コンピュータ活用法Ｅ２
会

教諭・養護教諭・栄養教諭を対象とし，コンピュータ，視聴覚
機器の活用方法のひとつとして，パワーポイントや電子黒板
の使い方について演習を行う。教諭にとってはわかりやす
い授業づくりや発表会，児童生徒集会への活用，養護教諭
保木井 伸佳（指導主事）
にとっては学校保健委員会，保護者説明会への活用法，栄
養教諭にとっては栄養指導，食育に係る学校保健委員会，
全校集会等への活用方法について具体事例に基づき実習
する。

愛知県豊橋市

6時間 平成26年8月18日

豊橋市教育委員
教科教育法Ｆ１
会

国語科を対象とした教科教育法について研修し，教材研究
のあり方や問題解決学習の工夫，児童生徒支援の方法な
ど，授業づくりに必要な知識・技能の習得を図る。また，書 大塚 雅史（指導主事）
写の指導法について実技研修を通してその指導のあり方を
学習する。

愛知県豊橋市

6時間 平成26年8月19日

教諭

豊橋市教育委員
教科教育法Ｆ２
会

音楽科担当教員を主な対象とし，教科教育法について研修
し，教材研究のあり方や音楽科における問題解決学習の工
近藤たか子（指導主事）
夫，指導理論や実技向上のための効果的な児童生徒支援
の方法など，授業づくりに必要な知識・技能の習得を図る。

愛知県豊橋市

6時間 平成26年8月19日

豊橋市教育委員
教科教育法Ｇ１
会

算数・数学科を対象とした教科教育法について研修し，教
材研究のあり方や問題解決学習の工夫，児童生徒支援の
方法など，授業づくりに必要な知識・技能の習得を図る。ま 金子 明子（指導主事）
た，コンピュータの活用方法のひとつとして，算数・数学ソフ
トを実習を通して習得するとともに，授業への活用を図る。

愛知県豊橋市

6時間 平成26年8月20日

豊橋市教育委員
教科教育法Ｇ２
会

教諭・養護教諭・栄養教諭を対象に道徳，総合的な学習の
進め方を中心に教材研究や問題解決学習の工夫，児童生
徒支援の方法などを学ぶ。具体的にはメンタルヘルスに関
わる授業づくりや，総合的な学習における健康（保健）学
宮林 秀和（指導主事）
習，食育の授業づくり及び授業への参画・連携のあり方に
ついて実践例を通して学習する。さらに，児童生徒の心身
の健全な成長を図るうえで必要な道徳，総合的な学習の教
育課程上の位置づけについて学習を深める。

愛知県豊橋市

6時間 平成26年8月20日

豊橋市教育委員
学級経営法Ｈ１
会

問題解決学習を展開するための基盤となる学級づくりに焦
点をあて，温かく見やすい学級・学年通信づくりのコツを実
習を通して習得するとともに，郷土の人・もの・ことに対する 島内 三都子（指導主事）
児童生徒の愛着心を高められる問題解決的な授業づくりの
具体的な方法を，研究実践をもとに学ぶ機会とする。

愛知県豊橋市

6時間 平成26年8月25日

教諭

豊橋市教育委員
教科教育法Ｈ２
会

保健体育科を対象とした教科教育法について研修し，実技
伝達講習を通して教材研究のあり方や問題解決学習の工
宮林 秀和（指導主事）
夫，児童生徒支援の方法など，授業づくりに必要な知識・技
能の習得を図る。

愛知県豊橋市

6時間 平成26年8月25日

教諭

豊橋市教育委員
健康・環境教育法Ｉ１
会

教諭・養護教諭を対象としたメンタルヘルス，環境教育のあ
り方について学習し，教職員と児童生徒の心を健全に保つ
ための事例検討や，全校体制で地域の環境を保全していく
手法について研修を深め，教育活動に役立てる。教諭に
伊丹 元子（指導主事）
とっては自身の健康管理と人を含めた地域ぐるみの環境教
育への活用，養護教諭にとっては児童生徒及び教職員の
健康相談や健康を中心にすえた人にやさしい環境教育へ
の活用について，専門的な知識を習得する。

愛知県豊橋市

6時間 平成26年8月26日

豊橋市教育委員
教科教育法Ｉ２
会

図工・美術科を対象とした教科教育法について研修し，教
材研究のあり方や問題解決学習の工夫，児童生徒支援の
方法など，授業づくりに必要な知識・技能の習得を図る。ま
金子 明子（指導主事）
た，コンピュータの活用方法のひとつとして，画像処理のノ
ウハウを実習を通して習得するとともに，図工・美術科授業
への活用を図る。

愛知県豊橋市

6時間 平成26年8月26日

教諭

清松 治子（岡崎市教育委員会学校指導課指
導主事）

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月5日

教諭

熊谷 清一（岡崎市教育委員会学校指導課指
導主事）

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭

片桐

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月5日

教諭

岡崎市教育委員
小学校国語科教育
会
岡崎市教育委員
中学校国語科教育
会
岡崎市教育委員
小学校社会科教育
会
岡崎市教育委員
中学校社会科教育
会

これまでの小学校国語科教育の課題を踏まえ、新学習指導
要領に照らし合わせた学習指導のポイントを具体的な事例
を挙げて明らかにする。
これまでの中学校国語科教育の課題を踏まえ、新学習指導
要領に照らし合わせた学習指導のポイントやよりよい指導
方法、学力向上に向けた取組を明らかにする。
これまでの小学校社会科教育の課題を踏まえ、新学習指導
要領に照らし合わせた学習指導のポイントやよりよい指導
方法、学力向上に向けた取組を明らかにする。
これまでの中学校社会科教育の課題を踏まえ、新学習指導
要領に照らし合わせた学習指導のポイントを具体的な事例
を挙げて明らかにする。

徹（岡崎市立大樹寺小学校教頭）

荒河 昌吾（岡崎市教育委員会学校指導課指
導主事）

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

600円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月25日

平265008650157号

0532-51-2826

http://www.tec.toyo
hashi.ed.jp/

豊橋市立小中学
校に勤務する国
語科担当

600円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月25日

平265008650158号

0532-51-2826

http://www.tec.toyo
hashi.ed.jp/

教諭

豊橋市立小中学
校に勤務する音
楽科担当

600円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月25日

平265008650159号

0532-51-2826

http://www.tec.toyo
hashi.ed.jp/

教諭

豊橋市立小中学
校に勤務する算
数・数学科担当

600円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月25日

平265008650160号

0532-51-2826

http://www.tec.toyo
hashi.ed.jp/

600円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月25日

平265008650161号

0532-51-2826

http://www.tec.toyo
hashi.ed.jp/

豊橋市立小中学
校に勤務する教
諭

600円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月25日

平265008650162号

0532-51-2826

http://www.tec.toyo
hashi.ed.jp/

豊橋市立小中学
校に勤務する保
健体育科担当

600円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月25日

平265008650163号

0532-51-2826

http://www.tec.toyo
hashi.ed.jp/

豊橋市立小中学
教諭
校に勤務する教
養護教諭
諭，養護教諭

600円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月25日

平265008650164号

0532-51-2826

http://www.tec.toyo
hashi.ed.jp/

豊橋市立小中学
校に勤務する図
工・美術科担当

600円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月25日

平265008650165号

0532-51-2826

http://www.tec.toyo
hashi.ed.jp/

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

豊橋市立小中学
教諭
校に勤務する教
養護教諭
諭，養護教諭，栄
栄養教諭
養教諭

小学校教諭、中
学校国語科担当
教諭
小学校教諭、中
学校国語科担当
教諭
小学校教諭、中
学校社会科担当
教諭
小学校教諭，中
学校社会科担当
教諭

平265008750376号
平265008750377号
平265008750378号
平265008750379号

岡崎市教育委員
小学校算数科教育
会

これまでの小学校算数科教育の課題を踏まえ、新学習指導
要領に照らし合わせた学習指導のポイントを明らかにする。
蜂須賀 渉（岡崎市立男川小学校長）
さらに、よりよい指導方法について具体的に検討し、教師の
授業力アップを図る。

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭、中
学校数学科担当
教諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750380号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
中学校数学科教育
会

これまでの中学校数学科教育の内容や傾向、全国学力・学
荻野 款司（岡崎市教育委員会学校指導課主
習状況調査結果から、課題の要因を探り、新学習指導要領
幹）
に照らし合わせた学習指導のポイントを明らかにする。

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学校数学科担当
教諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750381号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp
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平成２６年度（第１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

岡崎市教育委員
小学校理科教育
会

小学校理科学習の内容や授業の基本的な進め方、実験・
観察の要点を模擬授業や実技、協議会を通して探る。ま
た、新学習指導要領を踏まえた教材解釈から、よりよい指
導方法等を明確にする。

児玉 洋行（岡崎市教育委員会学校指導課指
導主事）

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学校理科担当教
諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750382号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
中学校理科教育
会

中学校理科学習の内容や授業の基本的な進め方、実験・
観察の要点を模擬授業や実技、協議会を通して探る。ま
た、新学習指導要領を踏まえた教材解釈から、よりよい指
導方法を明確にする。

小島 寛史（西三河教育事務所指導課主査）

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭、中
学校理科担当教
諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750383号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
小学校音楽科教育
会

小学校音楽科の内容や授業の基本的な進め方を実技を通
して、その要点を明らかにする。また、新学習指導要領を踏 麻場ちとせ（岡崎市教育委員会学校指導課指
まえ、伝統音楽等を取り入れたりした、よりよい指導方法を 導主事）
明確にする。

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭、中
学校音楽科担当
教諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750384号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
中学校音楽科教育
会

これまでの中学校音楽科教育の内容や傾向、子どもの発達
に関する近年の知見を踏まえ、音楽教育の研究を深め、歌
三浦 敦子（岡崎市立上地小学校教頭）
唱、器楽、創作、鑑賞について指導上の配慮や指導法の工
夫について実践的に研修する。

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学校音楽科担当
教諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750385号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
小学校図画工作科教育
会

小学校新学習指導要領に沿った図画工作科教育の指導の
ポイントを明らかにする。また、制作活動や鑑賞に対する児
太田 幹雄（岡崎市立葵中学校教頭）
童の意欲化を図るための工夫、よりよい指導方法や教材の
工夫について研修を深める。

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭、中
学校美術科担当
教諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750386号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
中学校美術科教育
会

新学習指導要領に沿った中学校美術科の指導のポイントを
明らかにする。また、制作活動や鑑賞に対する生徒の意欲 長坂 博子（岡崎市教育委員会学校指導課指
化を図るための工夫、よりよい指導方法や教材の工夫につ 導主事）
いて研修を深める。

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学校美術科担当
教諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750387号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
小学校体育科教育
会

小学校体育科の学習指導要領の改訂のポイントを踏まえ
小田英宣（岡崎市教育委員会学校指導課指導
て、運動を豊かに実践していくための観点から、発達段階に
愛知県岡崎市
主事）
応じた指導内容を具体的な事例をもとに明確にする。

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭・中
学校保健体育科
担当教諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750388号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
中学校保健体育科教育
会

中学校保健体育科の授業の進め方や運動、健康・安全に
ついての授業づくり、生涯運動に親しむ資質や能力の育
成、健康の保持増進のための実践力や体力の向上を図る
体育活動の進め方を明らかにする。

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学校保健体育科
担当教諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750389号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
小・中学校家庭科教育
会

家庭科教育の現状と課題から、小学校家庭科・中学校家庭
分野の授業づくりの方法や教材研究の観点を検討する。ま 鈴木純子（岡崎市教育研究所教育アドバイ
た、新学習指導要領に照らし合わせた具体的な授業の進め ザー）
方を明らかにしていく。

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学校技術・家庭
科担当教諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750390号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
中学校技術科教育
会

これまでの中学校技術科教育を中心に、その内容や傾向と
新学習指導要領を基にして学習指導のポイントを明らかに
近藤文彦（西三河教育事務所管理主事）
する。また、基礎・基本的な技能習得をめざした、よりよい指
導法を探る。

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭，中
学校技術科・家
庭科担当教諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750391号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
小学校外国語活動
会

学習指導要領の改訂の動向を踏まえ、小学校外国語活動
を中心に、小学校と中学校英語教育との連携などを含め、
新たな英語教育の課題について議論をする。

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭，中
学校英語科担当
教諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750392号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
中学校英語科教育
会

中学校英語科の授業についてコミュニケーションを中心に
活性化する方法を明らかにする。また、生徒のコミュニケー 太田 幹也（岡崎市教育委員会学校指導課指
ションをしたいという意欲化を図る実践例の紹介、及び模擬 導主事）
授業を行う。

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭，中
学校英語科担当
教諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750393号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

小中学校養護教
諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
健康教育
会
岡崎市教育委員
保健室と養護教諭
会

野田 豊（岡崎市立矢作中学校教頭）

十河 幸代（岡崎市立恵田小学校長）

これまでの健康教育の内容や傾向を分析することを通し
て、子どもたちの心身の課題となっている要因を探り、よりよ 中村 郁夫（岡崎市立六ツ美中学校教頭）
愛知県岡崎市
い解決方法について具体的に探る。
課題解決に向けて、保健室の機能や養護教諭の専門性を
内山彩由実（岡崎市教育委員会学校指導課指
十分に生かし、子供たちの健やかな育成と自他の命を大切
愛知県岡崎市
導主事）
にする教育に向けた取組を明らかにする。

6時間 平成26年8月5日

教諭
小中学校教諭・
養護教諭 養護教諭

6時間 平成26年8月6日

養護教諭

平265008750394号
平265008750395号

岡崎市教育委員
幼児教育
会

これまでの幼児教育の内容や傾向を分析することを通し
て、幼児期における子供の心身の発達に必要な知識・技
本間 和代（岡崎市立梅園幼稚園長）
能、今日的な課題となっている要因を探り，よりよい解決方
法を明確にする。

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750396号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
道徳教育
会

道徳教育に関わる問題の考察を通して、道徳の時間を核と
する学校の道徳教育について、具体的な事例をもとに教師 石井 洋（岡崎市立矢作北小学校長）
の理解と意欲を高める。

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼・小・中学校教
諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750397号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
特別活動・学級経営
会

特別活動の基本的な性格と教育的意義を、新学習指導要
領を基にして確認する。また、学級活動を中心に生徒理解
戸澤 剛（岡崎市立美川中学校教頭）
や生徒指導にかかわる、よりよい学級づくりの在り方を具体
的事例をもとに研修する。

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼・小・中学校教
諭

0円

平成26年4月1日～
50人
平成26年4月18日

平265008750398号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
生活科・総合的な学習
会

生活科における気付きを高める授業の在り方や具体的な手
立て等を探る。また、総合的な学習の時間における環境教 堺 正司（岡崎市立東海中学校教頭）
育の指導を中心に、その内容や評価方法を明らかにする。

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼・小・中学校教
諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750399号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
情報教育
会

授業の効率化を図るためのＩＣＴ教育の在り方について、コ
岡 秀之（岡崎市教育委員会学校指導課指導
ンピュータ機器の使い方を中心に、具体的な授業実践例を
主事）
もとに明らかにする。

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼・小・中学校教
諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750400号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
発達障がい児の理解と支援
会

学校全体で特別支援教育の理解を深め取り組む中で、発
達障がい児一人一人に応じた計画を立て指導支援をし、交
武田 正道（岡崎市立大門小学校長）
流・共同学習などを展開することなどを、新学習指導要領を
踏まえて明らかにする。

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月7日

教諭
幼・小・中学校教
養護教諭 諭・養護教諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750401号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

岡崎市教育委員
生徒指導
会

カウンセリング・マインドに迫るためのコーチングの習得、問
題行動から学ぶ規範意識の形成と対応、不登校、保護者
永野 光雄（岡崎市立北中学校教頭）
（クレーマー等）への対応、ネット社会の問題への対応につ
いて明らかにする。

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月7日

教諭
幼・小・中学校教
養護教諭 諭・養護教諭

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750402号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp
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平成２６年度（第１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

岡崎市教育委員
保健
会

講習の概要
子どもの健康・安全に関する内容（疾病予防、けがの未然
防止、登校しぶりと心に関する予防的措置、食育と心身の
健康、生活習慣病）等について明らかにする。

担当講師

小田 昌男（岡崎市立六ツ美西部小学校長）

講習の開催地

愛知県岡崎市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月7日

対象職種 主な受講対象者
教諭
幼・小・中学校教
養護教諭 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

ＵＲＬ

0円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月18日

平265008750403号

0564-23-6439

http://www.city.oka
zaki.aichi.jp

皇學館大学

石井 昌浩(一般財団法人 日本教育再生機構
副理事長・教育評論家)
渡邉 毅(教育学部准教授)
松藤 司(文学部非常勤講師)
市川 千秋(教育学部教授)
田口 鉄久(教育学部教授)
錦 かよ子(教育学部教授)
改正教育基本法では旧法の規定に加え「伝統と文化の尊
深草 正博(教育学部教授)
重」など、今日重要と考えられる事柄が新たに教育の目標と
中條 敦仁(教育学部准教授)
して規定された。本学はこの趣旨に合った教育を実践して
小木曽 一之(教育学部教授)
いることから、今般開設する更新講習については改正法に
伝統と文化の理解、道徳教育・生
片山 靖富(教育学部准教授)
沿った内容を展開する。
三重県伊勢市
徒指導及び教科内容の充実
中川 照将(文学部准教授)
内容は「わが国の道徳教育」「学級崩壊が起きない学級開
三品 理絵(文学部准教授)
き」「いじめへの対応」「伝統の心と技」「教科内容の充実（幼
外山 秀一(文学部教授)
保、小学校、国語、社会・地理歴史、英語、理科教育）」な
岡野 友彦(文学部教授)
ど。
中西 哲彦(日本福祉大学国際福祉開発学部
准教授)
川村 一代(文学部准教授)
中松 豊(教育学部准教授)
内田 富儀(文学部非常勤講師)
岩崎 正彌(現代日本社会学部准教授)
橋本 雅之(現代日本社会学部教授)

18時間

平成26年8月21日～
平成26年8月23日

教諭

全教諭

18,000円

150人

平成26年6月2日～
平成26年6月5日

平263038350113号

0596-22-6049

http://www.kogakkan
-u.ac.jp/index.php

皇學館大学

石井 昌浩(一般財団法人 日本教育再生機構
副理事長・教育評論家)
渡邉 毅(教育学部准教授)
松藤 司(文学部非常勤講師)
市川 千秋(教育学部教授)
長尾 陽子(教育学部准教授)
改正教育基本法では旧法の規定に加え「伝統と文化の尊 田口 鉄久(教育学部教授)
重」など、今日重要と考えられる事柄が新たに教育の目標と 中條 敦仁(教育学部准教授)
して規定された。本学はこの趣旨に合った教育を実践して 齋藤 平(文学部教授)
いることから、今般開設する更新講習については改正法に 深草 正博(教育学部教授)
伝統と文化の理解、道徳教育・生
三重県四日市
沿った内容を展開する。
三品 理絵(文学部准教授)
徒指導及び教科内容の充実
市
内容は「わが国の道徳教育」「学級崩壊が起きない学級開 中川 照将(文学部准教授)
き」「いじめへの対応」「伝統の心と技」「教科内容の充実（幼 岡野 友彦(文学部教授)
保、小学校、国語、社会・地理歴史、英語、理科教育）」な
外山 秀一(文学部教授)
ど。
中西 哲彦(日本福祉大学国際福祉開発学部
准教授)
川村 一代(文学部准教授)
中松 豊(教育学部准教授)
内田 富儀(文学部非常勤講師)
岩崎 正彌(現代日本社会学部准教授)
橋本 雅之(現代日本社会学部教授)

18時間

平成26年8月22日～
平成26年8月24日

教諭

全教諭

18,000円

150人

平成26年6月2日～
平成26年6月5日

平263038350114号

0596-22-6049

http://www.kogakkan
-u.ac.jp/index.php

大谷大学

幼児・児童・生徒は幼稚園から高等学校までの間に、著しく
心や体の成長をします。その中で子どもたちは自己の発達
人間関係についての心理学的ア や友人関係の変化を経験していきますが、そこには男子、
田中 久美子（文学部准教授）
プローチ
女子それぞれの難しさがみられます。本講習では、こうした
心身の発達的特徴を踏まえた上で、子ども間、子どもと教師
等の人間関係について心理学的にアプローチをします。

5,000円

60人

平成26年2月16日～
平成26年5月9日

平263039450410号

075-411-8476

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

教諭

小学校・中学校
（社会科）・高等
学校（地理歴史
科）教諭

6,000円

40人

平成26年2月16日～
平成26年5月9日

平263039450411号

075-411-8476

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

5,000円

80人

平成26年2月16日～
平成26年7月18日

平263039450425号

075-411-8476

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

5,000円

40人

平成26年2月16日～
平成26年6月20日

平263039450414号

075-411-8476

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

生徒がより豊かな歴史像を描くために、歴史教育の素材を
提案し、授業運営の一助としたい。本講習は、地域の文化
遺産を歴史教育の素材とするため、彦根城域を例として、史
齋藤 望（文学部教授）
跡踏査の方法や地域博物館の活用方法などを、実践例の
宮﨑 健司（文学部教授）
紹介やフィールドワーク（彦根城博物館、彦根城等）を交え
て実施する。受講対象は、主として中学校社会科教諭、高
校地理・歴史科教諭、小学校教諭とする。

滋賀県長浜市

6時間 平成26年6月7日

幼稚園・小学校・
教諭
中学校・高等学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

大谷大学

歴史教育の可能性
－地域の文化遺産を素材として
－

大谷大学

生徒がより豊かな歴史像を描くために、歴史教育の素材を
提案し、授業運営の一助としたい。本講習は、地域の歴史
齋藤 望（文学部教授）
地域の歴史と文化－長浜市を素 の学び方として長浜を素材に古代から中世・近世の概論、
宮﨑 健司（文学部教授）
材として－
ならびに地域文化財の利用等を講義形式で行う。受講対象
川端 泰幸（文学部講師）
は、主として中学校社会科教諭、高校地理・歴史科教諭、小
学校教諭とする。

滋賀県長浜市

6時間 平成26年8月17日

教諭

小学校・中学校
（社会科）・高等
学校（地理歴史
科）教諭

大谷大学

体育は、身体活動を通して「経験」ができる教科・科目です。
この身体活動を通じ、健康の保持増進と体力の向上を図る
ことは、楽しく明るい生活を営む態度を育むことに通じます。
「楽しさ」のある体育―感情教育 本講習では、学習指導要領の変遷を踏まえながら、「楽し
井上 摩紀（文学部准教授）
として育む力―
さ」に代表される感情教育としての「体育」について講義し、
また実際の受講生同士の関わり合いの中で、即興的に動
いたり、表現したり、またお互いの創作活動を鑑賞するな
ど、実践の中から学びます。

京都府京都市

6時間 平成26年7月19日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校 教諭（体
育・特別活動）

滋賀県彦根市

6時間 平成26年6月8日

31 / 57 ページ

平成２６年度（第１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

6時間 平成26年8月1日

小学校・中学校・
高等学校教諭
教諭
（生徒指導、道
養護教諭
徳・宗教科）、養
護教諭

5,000円

100人

平成26年2月16日～
平成26年6月20日

平263039450415号

075-411-8476

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

6時間 平成26年8月2日

小学校・中学校・
高等学校教諭
教諭
（生徒指導、道
養護教諭
徳・宗教科）、養
護教諭

5,000円

150人

平成26年2月16日～
平成26年6月20日

平263039450416号

075-411-8476

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

小学校・中学校・
高等学校教諭
教諭
（生徒指導、道
養護教諭
徳・宗教科）、養
護教諭

5,000円

150人

平成26年2月16日～
平成26年6月20日

平263039450417号

075-411-8476

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

教諭

小学校・中学校・
高等学校 教諭

5,000円

40人

平成26年2月16日～
平成26年6月20日

平263039450418号

075-411-8476

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

5,000円

70人

平成26年2月16日～
平成26年6月20日

平263039450419号

075-411-8476

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

「親鸞」学－真宗的人間観

教育の基本的視点は人間に置かれるべきである。そして今
日の、たとえば「いのち」に関する教育の現状を鑑みれば、
宗教的視点から、特に絶対平等の世界を生きた親鸞の視
点から、その「人間」を確認する必要があるように思われる。 一楽 真（文学部教授）
すなわち、現代の教育は、「ゆとり」から「学力」へ、また「自 木越 康（文学部准教授）
由」か「規則」か、というように教育的視点が定まらないが、
それはひとえに「人間」（教師観、生徒観）の不明にあると考
える。ここに、親鸞の「人間」を尋ねる意味があると考える。

仏教と現代の人間

現代社会における自己の生き方と教育の目的について仏
教の視点から考える。そのために、①ブッダの生涯とその思
想を正しく学ぶ、②現代社会の常識を仏教の視点から見直
織田 顕祐（文学部教授）
す、③その上で教育する―「生きる力」をはぐくむ―とはどう
釆睪 晃（文学部准教授）
いうことかを考える、という三つの視点を中心に具体的な資
料に基づきながら講義する。その上で、必要に応じて質疑
応答、あるいは懇談などを持つ。

「差別」を凝視する

差別・人権問題の学習は、誰が、何を、どうしようとするもの
なのか、また、何を願われ、願いとするものなのか、という問
いに向き合うことであるという視点から考えていく。そして、
藤原 正寿（文学部准教授）
学習の主体と目的を確認する。特に釈尊の精神、親鸞の精
三木 彰円（文学部准教授）
神をとおして、人間が人間であるために大切なことは何か、
何を見失ってはならないのか、何を真実の力として生きるの
か、について考えていく。

京都府京都市

6時間 平成26年8月3日

校内ネットワークの管理・運営

社会の情報化の急速な進展に伴い、ICTを最大限活用した
学校づくりが求められています。その一つが校内ネットワー
ク運用であり、学校の情報化に伴いその全体を結ぶネット
ワークの構築、維持・管理・運営が重要になります。本講習 酒井 恵光（文学部講師）
では、その基礎な知識・技術に関する講義をはじめ、校内
ネットワークのための基本設定作業、技能・実践力を高める
演習を行います。

京都府京都市

6時間 平成26年8月4日

大谷大学

柳田國男と教育

『遠野物語』や『蝸牛考』で知られ、民俗学の父と言われる
柳田國男は、戦後は国語科や社会科の教科書編纂に監修
者として関わる。本講習では、柳田が教育に関心を持ち、自
らの学問として教育の問題に関わろうとしたのはなぜか、戦
関口 敏美（文学部教授）
後の国語教育構想と社会科教育構想がどのような経緯を
経て生み出されてきたのか、教育史の観点から取り上げ、
現在へつながる教育構想の継続性とその基層について明
らかにします。

大谷大学

幼稚園の「表現」領域で示される、「自分なりに表現すること
を通して、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊か
にする」というねらいは、小学校での表現及び鑑賞の活動を
通して、感性を働かせながら、つくりだす喜びを味わうように 太田 智子（短期大学部准教授）
図画工作で育む力 ―幼稚園か
するとともに、造形的な創造活動の基礎的な能力を培い、 井川 利尾（文学部講師）
ら小学校へのつながり―
豊かな情操を養うという理念につながっている。このように、
幼稚園から小学校への連続性を視野に入れ、『幼稚園教育
要領』、『小学校学習指導要領』に基づいた講義と連続性を
意識した制作を行います。

大谷大学

フィールドワークとものづくりで学
ぶ小学校理科
-学習指導要領改訂のポイントを
踏まえて-

いのちの教育は可能か？

大谷大学

大谷大学

大谷大学

大谷大学

京都府京都市

京都府京都市

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

京都府京都市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校・中学校
（国語科・社会
科）・高等学校
（国語科・地理歴
史科・公民科）
教諭

京都府京都市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

5,000円

40人

平成26年2月16日～
平成26年6月20日

平263039450420号

075-411-8476

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

今回の学習指導要領改訂の趣旨やポイント、目指す指導の
方向を明らかにし理科の学習指導に焦点を絞って、意欲的
に進める学習活動と指導の留意点について具体的な授業
小川 健一（文学部講師）
展開をもとに考察する。フィールドワークやものづくり等の具
体的な体験活動を通して研修し、指導の充実を図る。受講
対象は主として小学校教諭とする。

京都府京都市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭

5,000円

35人

平成26年2月16日～
平成26年6月20日

平263039450421号

075-411-8476

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

急激な社会変化の中で、児童生徒たちにとって「いのち」の
重みを感じる機会が薄れ、そのかけがえのなさに気づくこと
ができないことが多くなっています。「生きる力」を伸ばすた 門脇 健（文学部教授）
めにも、まず教師自身が「生と死」に向き合う姿勢が求めら 桶谷 守（文学部非常勤講師）
れます。教師が「いのち」について教育するために必要なこ
とは何かについて考えていきたい。

京都府京都市

6時間 平成26年8月23日

5,000円

150人

平成26年2月16日～
平成26年7月18日

平263039450426号

075-411-8476

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

京都府京都市

6時間 平成26年8月7日

教諭

全教諭

7,500円

60人

平成26年2月17日～
平成26年5月31日

平263041750170号

075-414-8139

http://www.heian.ac
.jp

「子どもたちの伝統的文化を尊重する心」をはぐくむために、
地域の様々な資源を活用しつつ、多様な経験ができる方法
山岡 景一郎(平安女学院大学・平安女学院大
について考える。特に京都が誇る伝統文化を取り上げ、受
平安女学院大学 京都の伝統文化Ⅱ(理論と実践)
学短期大学部学長）
京都府京都市
講者が教育活動において実践できるよう講義及び実習形式
関根 秀和(裏千家 事務総長)
で理解を深める。具体的には、午前中に伝統文化(茶道な
ど)の体験、午後には課外での講義を予定している。

6時間 平成26年8月8日

教諭

全教諭

7,500円

80人

平成26年2月17日～
平成26年5月31日

平263041750171号

075-414-8139

http://www.heian.ac
.jp

大谷大学

歴史的・文化的資源を数多く有する国際観光都市の京都を
フィールドにして、「子どもたちの伝統文化を尊重する心」を
はぐくむために、地域の様々な資源を活用しつつ、多様な経
験ができる方法についてアプローチする。特に本講座では 毛利 憲一(国際観光学部准教授）
平安女学院大学 京都の伝統文化Ⅰ(理論と実践)
伝統文化の息吹を肌で感じ取る手法として、大学キャンパ 栗本 康代(国際観光学部准教授）
ス近隣の歴史遺産を教材とした実地学習形式を取り入れ、
理解を深める。その上で、受講者の教育活動における実践
を支援する方法を考察する。
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小学校・中学校・
教諭
高等学校教諭、
養護教諭
養護教諭

平成２６年度（第１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

平安女学院大学 京都の伝統文化Ⅲ(臨地実習)

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

歴史的・文化的資源を数多く有する国際観光都市の京都を
フィールドにして、「子どもたちの伝統文化を尊重する心」を
はぐくむために、地域の様々な資源を活用しつつ、多様な経
験ができる方法についてアプローチする。この講習では、と 松山 利夫(国際観光学部教授)
くにフィールドワークなどを交え、歩きながら学ぶ方法をふま 井上 学(国際観光学部准教授）
えて、京都の伝統的な文化や、その変容について実地に学
び、理解を深め、受講者が教育活動において実践できるよ
うにする。

京都府京都市

6時間 平成26年8月9日

教諭

全教諭

7,500円

60人

平成26年2月17日～
平成26年5月31日

平263041750172号

075-414-8139

http://www.heian.ac
.jp

高等学校や中学校での理科の授業において、生徒の興味
を高めるとともに学習意欲の向上につながるような物理学・
化学・生物学の各分野におけるホットな話題をとりあげ、理
学系研究科の教員がそれらの背景や注目されている点、将
来予想される展開などについて平易に解説します。次いで、
本講習でとりあげた内容などの科学のトピックスを、受講生
が今後の担当授業にどのように活用することができると考
えるかを論述していただきます。

大阪府堺市中
区

6時間 平成26年8月5日

教諭

中・高等学校教
諭（理科）

6,000円

30人

平成26年2月17日～
平成26年7月18日

平262005150360号

072-254-8352

http://www.osakafuu.ac.jp/

大阪府堺市中
区

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校（社会）・
高等学校(地理歴
史・公民）教諭

6,000円

30人

平成26年2月17日～
平成26年7月18日

平262005150361号

072-254-8352

http://www.osakafuu.ac.jp/

6,000円

平成26年2月17日～
30人
平成26年7月18日

平262005150362号

072-254-8352

http://www.osakafuu.ac.jp/

村岡
麻田
木下
松坂

和幸（理学系研究科助教）
俊雄（理学系研究科准教授）
誉富（理学系研究科准教授）
裕之（理学系研究科教授）

大阪府立大学

授業で活かす科学トピックス（理
科）

大阪府立大学

この講習は、経営学をヒト・モノ・カネという3要素に、情報を
加えた4つの視点で解説します。ヒトについては人的資源管
理論、モノについては技術経営論、カネについては財務会
実例で学ぶ経営学－新しいネタ
計論、情報についてはマーケティング論の専門家がそれぞ
を増やそう－
れ担当します。いずれも、実例を用いてわかりやすく、各分
野におけるこれまでの経緯や今日的な動向・見方を講義す
る予定です。

大阪府立大学

「遺伝子」や「ゲノム」という言葉を聞かれたことがおありかと
思います。これらに関する知識が、どのように生物I・生物II
および理科総合Bの授業に活用できるか解説します。また
授業で活かす遺伝子情報の生物
青木 考（生命環境科学研究科教授）
遺伝子「情報」を扱うバイオインフォマティクスという最新分
学
尾形善之（生命環境科学研究科准教授）
野も御紹介いたしますので、理科総合Bや生物IIから発展し
た啓発的授業素材としても御活用いただけるものと期待し
ております。

大阪府堺市中
区

6時間 平成26年8月6日

教諭

中・高等学校教
諭（理科）

大阪府立大学

言語科学の専門的知見の授業への応用について講義をい
たします。語用論、認知意味論、情報構造、談話分析など、
英語授業に応用可能な専門的知
実践的で多角的な領域やトピックの要因を具体的な教育の
見
場でどのように活かすことができるかということについて考
えていきます。

大阪府堺市中
区

6時間 平成26年8月6日

教諭

中・高等学校教
諭（英語）

6,000円

30人

平成26年2月17日～
平成26年7月18日

平262005150363号

072-254-8352

http://www.osakafuu.ac.jp/

大阪府立大学

船舶海洋工学の基礎事項を，中学校の理科および高等学
校の数学・物理の知識で解説します。内容は，浮体静力
学，船体運動学，船体構造力学などの基礎となる数学，力
中学・高校の理科・物理で解説す 学，振動学，流体力学に関する事項について講義します。 深沢 塔一（工学研究科教授）
る船舶海洋工学基礎
特に，中学校の理科，高等学校の数学・物理の知識で船舶 片山 徹（工学研究科准教授）
海洋工学のエッセンスを解説し，中学校，高等学校の授業
に船舶海洋工学に関連するトピックスを導入していただくこ
とを目的とします。

大阪府堺市中
区

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校（数学・理
科）・高等学校
（数学・理科・工
業）教諭

6,000円

30人

平成26年2月17日～
平成26年7月18日

平262005150364号

072-254-8352

http://www.osakafuu.ac.jp/

大阪府立大学

保健体育の教育目標には、人間が発育発達の過程でさま
ざまな環境条件に適応し、健康に生きるための心身の良好
な状態を保持し、健やかにはぐくむための身体教育の理論
ヒトの行動から健康教育を考える と実践指導が示されている。本講習では、あらためて人間
理解のためのアプローチとして、ヒトの行動の適応性を総合
的視点から、ヒトとしての身体適応能を探求し、保健体育科
目における健康教育のあり方を考えてみたい。

大阪府堺市中
区

6時間 平成26年8月7日

教諭

中・高等学校教
諭（保健体育）

6,000円

50人

平成26年2月17日～
平成26年7月18日

平262005150365号

072-254-8352

http://www.osakafuu.ac.jp/

大阪府立大学

現代社会と物質・化学

(1) さまざまな分野での化学を基本として「有害な物質を使
わない、つくらない、出さない」グリーンケミストリーの講義と
演習を行います。
(2) 原料から製品を工業的に生産する一連の工程（プロセ
ス）である化学工学の基礎と応用を修得するための講義と
演習を行います。
(3) 固体材料の構造・物性・機能の関係、製造法・耐久性・
信頼性、先端材料の開発に関する知識を深めるための講
義と演習を行います。

大阪府堺市中
区

6時間 平成26年8月8日

教諭

中・高等学校教
諭（理科）

6,000円

50人

平成26年2月17日～
平成26年7月18日

平262005150366号

072-254-8352

http://www.osakafuu.ac.jp/

大阪府立大学

魅力ある英語授業のために

中学校・高等学校英語科教員向けに、参加型の授業を通し
て「魅力ある英語授業」の実践例を提供します。学生アン
小倉 慶郎（高等教育推進機構教授）
ケートで高評価を受けている大学英語教員が数名担当する 岩井 千春（高等教育推進機構教授）
予定です。講習の後半では、近年注目を集めている「通訳 稲垣 スーチン（高等教育推進機構准教授）
訓練法を応用した英語教育」を専門教員が指導します。

大阪府堺市中
区

6時間 平成26年8月8日

教諭

中・高等学校教
諭（英語）

6,000円

30人

平成26年2月17日～
平成26年7月18日

平262005150367号

072-254-8352

http://www.osakafuu.ac.jp/

大阪府立大学

本講習では、「生物における刺激の受容と応答」に関連し、
①植物宇宙実験の成果を交え植物ホルモンの観点から植
物の重力刺激の感受・応答機構と、②ヒトを対象に電気生
授業で生かす生物学－「遺伝・遺
理学的手法を用いて明らかとされた刺激の感受・応答機構
伝子」と「生物における刺激の受
を、そして、「遺伝・遺伝子」に関連し、③遺伝研究の歴史お
容と応答」
よび遺伝子と行動について、および、④染色体の折り畳み
によるエピジェネティックな制御機構（遺伝子型によって決ま
らない形質発現の制御）について、紹介します。

大阪府堺市中
区

6時間 平成26年8月18日

教諭

中・高等学校教
諭 （理科）

6,000円

30人

平成26年2月17日～
平成26年7月18日

平262005150368号

072-254-8352

http://www.osakafuu.ac.jp/

杉村 延広（工学部教授）
中山 雄司（経済学部教授）
西澤 眞三（経済学部准教授）
小嶋 宏文（経済学部准教授）
辻 峰男（経済学部教授）

Lawrence Schourup（特命教授）
宮畑 一範（人文科学系准教授）
橋本 喜代太（電気情報系准教授）
高木 佐知子（人文科学系教授）

松浦
坪内
吉井
三宅

義昌（地域連携研究機構准教授）
伸司（高等教育推進機構准教授）
泉（高等教育推進機構准教授）
孝昭（地域連携研究機構准教授）

岩田 政司（工学研究科教授）
松岡 雅也（工学研究科教授）
井上 博史（工学研究科教授）
金野 泰幸（工学研究科准教授）
池田 浩（工学研究科教授）
武藤 明徳（工学研究科教授）
堀 史説（工学研究科准教授）

宮本健助（高等教育推進機構教授）
浅田 博（高等教育推進機構准教授）
加藤幹男（高等教育推進機構准教授）
田中良晴（高等教育推進機構准教授）
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ＵＲＬ

6時間 平成26年8月18日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

80人

平成26年2月17日～
平成26年7月18日

平262005150369号

072-254-8352

http://www.osakafuu.ac.jp/

6,000円

平成26年2月17日～
80人
平成26年7月18日

平262005150370号

072-254-8352

http://www.osakafuu.ac.jp/

学校コラボレーションⅠ
「特別支援教育と学習理論の現
在」

学校教育が抱える課題に対して、教育分野のみならず社会
福祉分野・心理分野が協力連携してアプローチする「学校コ
ラボレーション」。その３回シリーズ講座の第１回として、ＡＤ
ＨＤやＬＤなど特別な学習支援の必要な児童生徒への教
育、学習や認知についての最新科学の知見を紹介、さら
に、教師の実践的知見をどう若い世代の教師に伝えていく
のか等の問題を語り合います。３回シリーズを通した受講が
望ましい。

学校コラボレーションⅡ
「スクールソーシャルワークと学
校をとりまく社会」

学校教育が抱える課題に対して、教育分野のみならず心理
分野・社会福祉分野が協力連携してアプローチする「学校コ
髙根雅啓（高等教育推進機構准教授）
ラボレーション」。その３回シリーズ講座の第２回として、ス
山野則子（人間社会学部社会福祉学科教授）
クールソーシャルワークという学校教育支援の新たな取り組
西田芳正（人間社会学部社会福祉学科教授）
みを紹介し、現代の学校を取りまく家庭・地域の社会環境に
ついて考えます。３回シリーズを通した受講が望ましい。

大阪府堺市中
区

6時間 平成26年8月19日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

学校コラボレーションⅢ
「学校カウンセリング・不登校問
題と教育の多様化」

学校教育が抱える課題に対して、教育分野のみならず心理
分野・社会福祉分野が協力連携してアプローチする「学校コ
ラボレーション」。その３回シリーズ講座の第３回として、不
登校問題を一つの切り口に、臨床心理・学校カウンセリング
の観点、教育と医療の社会学的な観点、学校を補完する多
様なオルタナティブ教育の観点から考えます。３回シリーズ
を通した受講が望ましい。

大阪府堺市中
区

6時間 平成26年8月20日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

80人

平成26年2月17日～
平成26年7月18日

平262005150371号

072-254-8352

http://www.osakafuu.ac.jp/

情報化社会を支える情報技術

インターネットをはじめとする高度情報化技術は，現代社会
の重要な構成要素となっており，私たちの生活を支える上で
不可欠な存在となっています。本講習では，情報ネットワー
クを支える通信基盤とその応用技術，ネットワークビジネス
を支援する技術，および人間との快適なインタフェースを支
える技術について，近年の先端的研究事例を交えて解説し
ます。

大阪府堺市中
区

6時間 平成26年8月21日

教諭

中学校（理科）・
高等学校（情報・
理科）教諭

6,000円

50人

平成26年2月17日～
平成26年7月18日

平262005150372号

072-254-8352

http://www.osakafuu.ac.jp/

大阪府立大学

身近な水辺環境のデザインプロ
セス

緑地環境における科学の応用事例の1つとして、身近な水
辺環境の整備を取り上げ、多面的機能を有する持続可能な
水辺環境のデザインプロセスについて解説します。また、特
に重要となる水の工学的知識について講義を行い、水に関
わる身近な現象について簡単な模型を使って水理学的観 中桐貴生（生命環境科学研究科准教授）
点から解説します。この講習では、受講対象者の学校種、 加我宏之（生命環境科学研究科准教授）
教科を限定せず、科学が実社会でどのように役立ち得るの
かをご自身で考え、理解していただくことを目的にしており、
様々な学問を複合的に学ぶことの必要性や意義について
考察して頂きます。

大阪府堺市中
区

6時間 平成26年8月21日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

30人

平成26年2月17日～
平成26年7月18日

平262005150373号

072-254-8352

http://www.osakafuu.ac.jp/

大阪府立大学

わが国の教育における情報化の現状について講義します。
また、広く利用されている表計算ソフトであるExcelを利用し 七條達弘（現代システム科学域教授）
教育の情報化とExcelによるデー
て、データの各種統計処理、グラフ作成、関数などの基礎的 真嶋由貴恵（現代システム科学域教授）
タ処理
な利用法を解説し、学校現場で有用な成績処理などを例と 小島篤博（現代システム科学域准教授）
して、パソコンを用いた実習を行います。

大阪府堺市中
区

6時間 平成26年8月22日

教諭

小･中･高等学校
教諭

6,000円

50人

平成26年2月17日～
平成26年7月18日

平262005150374号

072-254-8352

http://www.osakafuu.ac.jp/

大阪府立大学

私たち人類は地球という恵まれた自然環境のなかで生ま
れ、自然との関わりのなかで今日までの発展を遂げてきま
子どもたちの人間形成としての理 した。自然の姿と内包する原理について子どもたちが理解
科教育のために（人間文化の視 を深めることを通じて、人間としての成長をはかるのが理科 岡 勝仁（高等教育推進機構教授）
点からの理科教育）
教育の基本と思います。そのために、自然との関わりのな
かで作り上げてきた様々な文化の視点から理科教育を考え
てみたいと思います。

大阪府堺市中
区

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校・中学校
（理科）・高等学
校（理科）教諭

6,000円

50人

平成26年2月17日～
平成26年7月18日

平262005150375号

072-254-8352

http://www.osakafuu.ac.jp/

平安女学院大学 英語科教育法

本講座では小学校教員を対象に、外国語活動に関して理
論と実践の両面から講義及びワークショップを行う。「理論
編」では、言語習得に関する基本的な理論、単元や授業の
吉岡 誠次(国際観光学部教授)
組み立て方、評価のあり方等について学ぶ。「実践編」で
中西 浩一(高槻市教育センター所長)
は、実際の授業の進め方、ティーム・ティーチングのコツ、効
果的なクラスルーム・イングリッシュの使い方等について学
びます。

大阪府高槻市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年2月17日～
平成26年5月31日

平263041750166号

075-414-8139

http://www.heian.ac
.jp

平安女学院大学 国語科教育法

国語科教育のあり方を巡っては様々な考え方がある。他教
科からも「国語科はきちんとことばの力をつけているのか」
等等、国語科への疑問、注文、詰問が続いている。国語科
には言語・知識・言語行動・言語文化を中心とした狭義の言
広滝 道代(子ども学部教授)
語能力だけでなく、思考力・判断力・表現力など、広義の言
語能力の育成に対して、その中心的役割を果たすことも求
められている。こうした期待にどう応えるべきか。具体的に
検討をして、小学校国語科教育を創造する礎石としたい。

大阪府高槻市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年2月17日～
平成26年5月31日

平263041750167号

075-414-8139

http://www.heian.ac
.jp

平安女学院大学 音楽科教育法

小学校学習指導要領における「A表現」の事項から、項目
(１)歌唱の活動と項目(２)器楽の活動の二つの項目を中心
に実践的な講習を行う。(１)歌唱の項目では呼吸、発声のし
くみから表現まで唱歌を用いて体感し、さらに合唱指導に必 松園 洋二(子ども学部准教授)
要なハーモニーの感覚をカノンを用いて学ぶ。(２)器楽では 黒田 恵美(子ども学部非常勤講師)
「創造」をキーワードに、身近な物を利用した楽器作りとその
展開、即興演奏を取り入れた音楽作りとその指導法を紹介
する。

大阪府高槻市

6時間 平成26年8月19日

教諭

幼稚園教諭及び
小学校の音楽科
担当教諭

6,000円

30人

平成26年2月17日～
平成26年5月31日

平263041750168号

075-414-8139

http://www.heian.ac
.jp

大阪府立大学

大阪府立大学

大阪府立大学

大阪府立大学

伊井直比呂（人間社会学部人間科学科准教
授）
髙根雅啓（高等教育推進機構准教授）
大阪府堺市中
森岡 次郎（人間社会学部人間科学科准教授） 区
里見恵子（人間社会学部人間科学科准教授）
岡本真彦（人間社会学部人間科学科教授）

吉田敦彦（人間社会学部人間科学科および地
域保健学域教育福祉学類教授）
高橋幸治（人間社会学部人間科学科准教授）
工藤宏司（人間社会学部人間科学科准教授）

本多克宏（工学研究科教授）
岩村雅一（工学研究科准教授）
北條仁志（理学系研究科准教授）
勝間 亮（理学系研究科助教）
谷川陽祐（工学研究科助教）
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平成２６年度（第１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

平安女学院大学 生徒指導に関する今日的課題

子どもを取り巻く現代社会の課題を通じて、援助と生徒指導
の在り方を考察し、生徒指導の教育的意義を教科指導、教
育課程に基づく指導との関連から講じる。学校内・校外・家
庭・地域における子どもの問題行動の理解と対応の仕方
を、学習規律・生活規律の指導における学級担任の役割、
地域連携を通しての学校経営の役割、小中連携の視点か
ら考察する。

独立行政法人国
教育現場で活かす体験活動①
立青少年教育振
（国立淡路青少年交流の家）
興機構

グループで協力して課題を解決していく過程で，仲間とのコ
ミュニケーションを活発にすることにより信頼感や協力性を
育むことを目的とした体験活動プログラムについて学びま
す。からだや気持ちをほぐしながらお互いの信頼関係を築 高見
いたり，グループで課題を解決したりするなど，学級づくり，
チームづくりに役立つプログラムを紹介します。講義をもと
に筆記試験を実施し、認定を行います。

独立行政法人国
教育現場で活かす体験活動②
立青少年教育振
（国立淡路青少年交流の家）
興機構

全員の力を合わせてカッター船を進める「カッター実習」と参
加者が協力して取り組む課題解決ゲーム等の体験プログラ
ムを行います。
この実習をとおして，安全管理や活動のねらい、内容をふま
えたうえでより教育効果を高めるためにはどうすればよいか
について考えます。この講義・実習をもとに筆記試験を実施
し、認定を行います。

独立行政法人国
教育現場で活かす体験活動③
立青少年教育振
（国立淡路青少年交流の家）
興機構

教育の現状と今日的な課題や体験活動の意義、必要性、
学習指導要領における体験活動の位置づけについて学び 大本 晋也（兵庫県教育委員会事務局社会教
ます。
育課副課長）
また参加者のこれら課題についての意識を出し合う中で考 平川 和文（神戸大学大学院 教授）
えを深めたり，体験活動を行う目的や方法，さらに安全に体
験活動を行うための計画の作り方やリスクマネジメントの考
え方について学びます。

講習の開催地

三木 正博(子ども学部教授）
清水 里美(平安女学院大学短期大学部保育
科准教授)
大阪府高槻市
安田 信彦(高槻市教育委員会事務局 教育指
導部 教育指導課 課長)

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8月19日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年2月17日～
平成26年5月31日

平263041750169号

075-414-8139

http://www.heian.ac
.jp

兵庫県南あわ
じ市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,740円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月26日

平267002350528号

0799-55-2696

http://awaji.niye.g
o.jp/

三好 一成（国立淡路青少年交流の家 企画指
導専門職）
兵庫県南あわ
服部 和幸（国立淡路青少年交流の家 企画指 じ市
導専門職）

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,740円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月26日

平267002350529号

0799-55-2696

http://awaji.niye.g
o.jp/

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,740円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月26日

平267002350530号

0799-55-2696

http://awaji.niye.g
o.jp/

彰 （大阪国際大学 教授）

兵庫県南あわ
じ市

近藤剛（鳥取短期大学幼児教育保育学科 准
教授）
井上雅仁（公益財団法人しまね自然と環境財団
島根県立三瓶自然館「サヒメル」学芸課 課長
代理）
竹内幹蔵（公益財団法人しまね自然と環境財団
島根県大田市
島根県立三瓶自然館「サヒメル」天文事業室
長）
藤田守弘（国立三瓶青少年交流の家 企画指
導専門職）
荒金岳登（国立三瓶青少年交流の家 企画指
導専門職）

18時間

平成26年8月8日～
平成26年8月10日

教諭

小学校教諭

24,250円

30人

平成26年2月16日～
平成26年6月29日

平267002350531号

0854-86-0319

http://sanbe.niye.g
o.jp/

杉田 洋（文部科学省初等中等教育局 視学
官）
藤原 敬三（岡山大学大学院教育学研究科 准
教授）
教員が体験活動の意義について理解するとともに，学習指 小林 道正（国立吉備青少年自然の家 所長）
導要領における体験活動の取扱いを理解し，教育課程の編 江口 峰男（国立吉備青少年自然の家 次長）
成や教育活動に体験活動を取り入れる方法を講義や実習 宇江 賢（国立吉備青少年自然の家 主任企画
独立行政法人国 生徒指導・学級経営に活かす体
を通して習得する。「野外炊事」，「オリエンテーリング」，
指導専門職）
岡山県加賀郡
立青少年教育振 験活動（国立吉備青少年自然の
「カッター活動」等の体験活動の実習，「体験活動の意義と 河本 潤（国立吉備青少年自然の家 企画指導 吉備中央町
興機構
家）
学習指導要領」や「子どもの現状と課題」，「体験活動の導 専門職）
入とその指導法」等の講義。主な受講対象は小学校教諭と 村上 聖一（国立吉備青少年自然の家 企画指
するが，中学校教諭も受講可能。
導専門職）
飯石 浩二（国立吉備青少年自然の家 企画指
導専門職）
渡邊 剛志（国立吉備青少年自然の家 企画指
導専門職）

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭

小学校教諭

22,700円

30人

平成26年4月10日～
平成26年5月31日

平267002350538号

0866-56-7232

http://kibi.niye.go
.jp/

18時間

平成26年7月28日～
平成26年7月30日

19,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750473号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

教員が体験活動の意義について理解するとともに，児童の
集団宿泊活動を効果的に実施するために基本的な体験活
動の指導技術を身に付ける。また，学習指導要領における
体験活動の取扱いを理解し，教育課程の編成や教育活動
独立行政法人国
授業や学級経営に活かす体験活 に体験活動を取り入れる方法を，講義や実習を通して習得
立青少年教育振
動（国立三瓶青少年交流の家） する。主な内容は，「学級経営に活かせる体験活動の指導
興機構
法」「子どもたちがワクワクする自然観察の技術」等である。
小学校の事例を多く扱うため，主な受講対象を小学校教諭
としているが，中学校教諭や高等学校教諭の受講も可能で
ある。

星槎大学

星槎大学

星槎大学

東日本大震災は私たちに計り知れない影響を及ぼした。震
災後3年が経とうとする今も、元の生活に戻れない子ども達
震災を超えた未来のために
や教師達のいる学校も少なくない。本講習では緊急時から 細田 満和子（星槎大学副学長）
～教育現場で知っておきたいこと 現在まで、震災の現場に身を置き、子どもたちと関わる人々 西永 堅（共生科学部准教授）
～
をゲストに迎えて、受講者の皆さんに、震災と学校現場につ 吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
いてもう一度改めて考え、未来につなげていけるようなヒン
トを示したい。

広島県広島市

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

地球環境と人間活動

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
坪内 俊憲（共生科学部准教授）
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。

広島県広島市

6時間 平成26年11月8日

環境に関心のあ
教諭
る教諭、養護教
養護教諭
諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750495号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

発達特性に応じたサポート

本講習では、通常学級に在籍する児童・生徒の中で、特別
な配慮を要する子どもをどのようにして行動観察から見立
て、その特性に合わせて支援していくかを紹介する。個別の
阿部 利彦（共生科学部准教授）
支援方法だけでなく、学級の環境整備やクラスワイドのソー
シャルスキルトレーニング、授業での工夫についても検討し
ていく。

広島県広島市

6時間 平成26年11月15日

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750505号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp
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平成２６年度（第１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

星槎大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

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
発達障害をもつ児童生徒の指導
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。

講習の開催地

広島県広島市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年11月22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

特に特別支援教
教諭
育に関心のある
養護教諭
教諭、養護教諭

7,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750514号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

林 孝（広島大学大学院教育学研究科学習科
小学校等教員等が体験活動の意義について理解するととも 学専攻・教授）
に「海」を中心とした基本的な体験活動指導技術を実習を通 曽余田 浩史（広島大学大学院教育学研究科
して身に付ける。また，学習指導要領における体験活動の 学習科学専攻・准教授）
独立行政法人国 授業づくりに活かせる体験活動
取扱いを理解し，教育課程の編成や教育活動に体験活動 西原 直久（江田島市教育委員会生涯学習課 広島県江田島
立青少年教育振 ～海が学校！海が先生！～（国
を取り入れる方法を講義や実習を通して習得する。主な講 大柿自然環境体験学習交流館・館長）
市
興機構
立江田島青少年交流の家）
習内容は，「海辺の生き物観察と指導法」，「カッター研修」， 錦織 修一（国立江田島青少年交流の家・企画
「レクリエーションの意義と指導方法」，「野外炊事」の実習 指導専門職）
及び講義。
倉本 倫典（国立江田島青少年交流の家・企画
指導専門職）

18時間

平成26年12月24日～
平成26年12月26日

教諭

小学校教諭

24,760円

30人

平成26年9月1日～
平成26年11月1日

平267002350532号

0823-42-0661

http://etajima.niye
.go.jp/

【１日目】
実習を通して、自然体験活動の指導技術を身に付け、体験
活動の重要性を認識し、学級経営に役立つ体験学習を活
独立行政法人国 学級経営・教科指導に生かす体 用した指導法を学ぶ。「野外炊飯」の基礎技術と安全管理、
立青少年教育振 験活動（国立大洲青少年交流の 学級づくりに役立つ体験学習の実習・講義
興機構
家）
【２日目】
地域を流れる河川で、「生活科」、「理科」、防災や環境を
テーマとした「総合的な学習の時間」を指導するために必要
な地学分野や生物分野の知識や技能を身に付ける。

愛媛県大洲市

12時間

平成26年8月26日～
平成26年8月27日

教諭

小・中学校教諭

12,550円

40人

平成26年3月16日～
平成26年4月8日

平267002350533号

0893-24-5176

http://ozu.niye.go.
jp

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
共生社会の実現に向けて～イン
阿部 利彦（共生科学部准教授）
ン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
クルーシブ教育
三森 睦子（共生科学部専任講師）
達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。

福岡県福岡市

平成26年7月23日～
18時間
平成26年7月25日

全教諭、養護教
教諭
諭（発達障害の
19,000円
養護教諭 基礎知識をもって
いる方）

50人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750464号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

東日本大震災は私たちに計り知れない影響を及ぼした。震
災後3年が経とうとする今も、元の生活に戻れない子ども達
震災を超えた未来のために
や教師達のいる学校も少なくない。本講習では緊急時から 細田 満和子（星槎大学副学長）
～教育現場で知っておきたいこと 現在まで、震災の現場に身を置き、子どもたちと関わる人々 西永 堅（共生科学部准教授）
～
をゲストに迎えて、受講者の皆さんに、震災と学校現場につ 吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
いてもう一度改めて考え、未来につなげていけるようなヒン
トを示したい。

福岡県福岡市

18時間

平成26年7月28日～
平成26年7月30日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

19,000円

50人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750474号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

共生の視点とは、教育基本法第１条及び第２条の平和、民
主、平等、公共の精神の理念と同義である。本講習では、
同法の教育目的のため、授業を企画・運営できる教員・子ど
国際理解・平和学習〜共生の視
もの心身の健康を守る学校づくりに取り組む教員の能力の 天野 一哉（共生科学部准教授）
点から「地球的視野に立って行
向上を目指す。具体的には、沖縄、東京等の戦争等の体験 坪内 俊憲（共生科学部准教授）
動する」資質能力を高める〜
を中心に担当講師が報告する。その情報を踏まえ、教員自
らが授業を構築、発表、討議する等、実践的な講習を実施
する。

福岡県福岡市

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

19,000円

50人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750478号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

長崎大学

①子育て家族を取り巻く状況について論じ、幼稚園で必要と
される支援について検討する。②幼児教育における体験
（多様性と繋がり）について、幼稚園教育要領の視点から検
討③より良い音楽表現活動を支える伴奏法の基本を確認
幼稚園における教育内容の充実
し、リズムとハーモニーを大切にした効果的なピアノ伴奏法
について講習を行う。④より内容豊かな造形的表現活動を
つくり出す技法や発想とは何か、それを実際に活かした造
形表現活動について講習を行う。

井口
小西
堀内
中川

均（教育学部教授）
祐馬（教育学部准教授）
伊吹（教育学部教授）
泰（教育学部教授）

長崎県壱岐市

6時間 平成26年6月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650185号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

①子育て家族を取り巻く状況について論じ、幼稚園で必要と
される支援について検討する。②幼児教育における体験
（多様性と繋がり）について、幼稚園教育要領の視点から検
討③より良い音楽表現活動を支える伴奏法の基本を確認
幼稚園における教育内容の充実
し、リズムとハーモニーを大切にした効果的なピアノ伴奏法
について講習を行う。④より内容豊かな造形的表現活動を
つくり出す技法や発想とは何か、それを実際に活かした造
形表現活動について講習を行う。

井口
小西
堀内
中川

均（教育学部教授）
祐馬（教育学部准教授）
伊吹（教育学部教授）
泰（教育学部教授）

長崎県南松浦
郡新上五島町

6時間 平成26年7月5日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650186号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成26年5月10日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

60人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650187号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

小学校の学習指導I

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ「国語科」、「理科」、「外
国語」及び「書写」の各教科における新たな知見を紹介しま
す。 具体的には、教育現場における課題の解決を企図し
て、各教科の目標と教育内容及び教授方法に関する最新
の知識技能について講義・演習を行います。また、受講者
の実践上の課題にも対応しながら、小学校における各教科
の学習指導のさらなる充実を図ります。

木口 喜惣（国立大洲青少年交流の家企画指
導専門職）
床田 太郎（国立大洲青少年交流の家企画指
導専門職）
佐野 栄（愛媛大学教育学部教授）
高橋 治郎（愛媛大学教育学部教授）
向
平和（愛媛大学教育学部准教授）
中村 依子（愛媛大学教育学部講師）

鈴木 慶子（教育学部教授）
橋本 健夫（大学教育イノベーションセンター教
授）
廣江 顕（言語教育研究センター教授）
平瀬 正賢（教育学部准教授）
長崎県長崎市
ベー シュウキー（言語教育研究センター助教）
楠本 正信（教育学部非常勤講師）
本多 ひとみ（長崎県教育庁義務教育課主任指
導主事）
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平成２６年度（第１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

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

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

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

小学校の学習指導I

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ「国語科」、「理科」、「外
国語」及び「書写」の各教科における新たな知見を紹介しま
す。 具体的には、教育現場における課題の解決を企図し
て、各教科の目標と教育内容及び教授方法に関する最新
の知識技能について講義・演習を行います。また、受講者
の実践上の課題にも対応しながら、小学校における各教科
の学習指導のさらなる充実を図ります。

鈴木 慶子（教育学部教授）
橋本 健夫（大学教育イノベーションセンター教
授）
廣江 顕（言語教育研究センター教授）
平瀬 正賢（教育学部准教授）
長崎県五島市
ベー シュウキー（言語教育研究センター助教）
楠本 正信（教育学部非常勤講師）
本多 ひとみ（長崎県教育庁義務教育課主任指
導主事）

6時間 平成26年5月17日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650188号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

小学校の学習指導I

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ「国語科」、「理科」、「外
国語」及び「書写」の各教科における新たな知見を紹介しま
す。 具体的には、教育現場における課題の解決を企図し
て、各教科の目標と教育内容及び教授方法に関する最新
の知識技能について講義・演習を行います。また、受講者
の実践上の課題にも対応しながら、小学校における各教科
の学習指導のさらなる充実を図ります。

鈴木 慶子（教育学部教授）
橋本 健夫（大学教育イノベーションセンター教
授）
廣江 顕（言語教育研究センター教授）
平瀬 正賢（教育学部准教授）
長崎県壱岐市
ベー シュウキー（言語教育研究センター助教）
楠本 正信（教育学部非常勤講師）
本多 ひとみ（長崎県教育庁義務教育課主任指
導主事）

6時間 平成26年6月7日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650189号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

小学校の学習指導I

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ「国語科」、「理科」、「外
国語」及び「書写」の各教科における新たな知見を紹介しま
す。 具体的には、教育現場における課題の解決を企図し
て、各教科の目標と教育内容及び教授方法に関する最新
の知識技能について講義・演習を行います。また、受講者
の実践上の課題にも対応しながら、小学校における各教科
の学習指導のさらなる充実を図ります。

鈴木 慶子（教育学部教授）
橋本 健夫（大学教育イノベーションセンター教
授）
廣江 顕（言語教育研究センター教授）
長崎県南松浦
平瀬 正賢（教育学部准教授）
郡新上五島町
ベー シュウキー（言語教育研究センター助教）
楠本 正信（教育学部非常勤講師）
本多 ひとみ（長崎県教育庁義務教育課主任指
導主事）

6時間 平成26年6月28日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650190号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

小学校の学習指導I

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ「国語科」、「理科」、「外
国語」及び「書写」の各教科における新たな知見を紹介しま
す。 具体的には、教育現場における課題の解決を企図し
て、各教科の目標と教育内容及び教授方法に関する最新
の知識技能について講義・演習を行います。また、受講者
の実践上の課題にも対応しながら、小学校における各教科
の学習指導のさらなる充実を図ります。

鈴木 慶子（教育学部教授）
橋本 健夫（大学教育イノベーションセンター教
授）
廣江 顕（言語教育研究センター教授）
長崎県諫早市
平瀬 正賢（教育学部准教授）
又は大村市
ベー シュウキー（言語教育研究センター助教）
楠本 正信（教育学部非常勤講師）
本多 ひとみ（長崎県教育庁義務教育課主任指
導主事）

6時間 平成26年7月26日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

平成26年3月11日～
60人
平成26年4月8日

平261007650191号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

小学校の学習指導I

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ「国語科」、「理科」、「外
国語」及び「書写」の各教科における新たな知見を紹介しま
す。 具体的には、教育現場における課題の解決を企図し
て、各教科の目標と教育内容及び教授方法に関する最新
の知識技能について講義・演習を行います。また、受講者
の実践上の課題にも対応しながら、小学校における各教科
の学習指導のさらなる充実を図ります。

鈴木 慶子（教育学部教授）
橋本 健夫（大学教育イノベーションセンター教
授）
廣江 顕（言語教育研究センター教授）
平瀬 正賢（教育学部准教授）
長崎県長崎市
ベー シュウキー（言語教育研究センター助教）
楠本 正信（教育学部非常勤講師）
本多 ひとみ（長崎県教育庁義務教育課主任指
導主事）

6時間 平成26年8月2日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

60人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650192号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

小学校の学習指導I

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ「国語科」、「理科」、「外
国語」及び「書写」の各教科における新たな知見を紹介しま
す。 具体的には、教育現場における課題の解決を企図し
て、各教科の目標と教育内容及び教授方法に関する最新
の知識技能について講義・演習を行います。また、受講者
の実践上の課題にも対応しながら、小学校における各教科
の学習指導のさらなる充実を図ります。

鈴木 慶子（教育学部教授）
橋本 健夫（大学教育イノベーションセンター教
授）
廣江 顕（言語教育研究センター教授）
長崎県佐世保
平瀬 正賢（教育学部准教授）
市
ベー シュウキー（言語教育研究センター助教）
楠本 正信（教育学部非常勤講師）
本多 ひとみ（長崎県教育庁義務教育課主任指
導主事）

6時間 平成26年9月27日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

60人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650193号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

小学校の学習指導I

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ「国語科」、「理科」、「外
国語」及び「書写」の各教科における新たな知見を紹介しま
す。 具体的には、教育現場における課題の解決を企図し
て、各教科の目標と教育内容及び教授方法に関する最新
の知識技能について講義・演習を行います。また、受講者
の実践上の課題にも対応しながら、小学校における各教科
の学習指導のさらなる充実を図ります。

鈴木 慶子（教育学部教授）
橋本 健夫（大学教育イノベーションセンター教
授）
廣江 顕（言語教育研究センター教授）
長崎県諫早市
平瀬 正賢（教育学部准教授）
又は大村市
ベー シュウキー（言語教育研究センター助教）
楠本 正信（教育学部非常勤講師）
本多 ひとみ（長崎県教育庁義務教育課主任指
導主事）

6時間 平成26年10月4日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

60人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650194号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/
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平成２６年度（第１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

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

小学校の学習指導Ⅱ

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ、｢算数科｣、「音楽科」、
「家庭科」、「生活科・総合的な学習」の各教科における新た
な知見を紹介します。 具体的には、教育現場における課題
の解決を企図して、各教科の目標と教育内容及び教授方法
に関する最新の知識技能について講義・演習を行います。
また、受講者の実践上の課題にも対応しながら、小学校に
おける各教科の学習指導のさらなる充実を図ります。

平岡 賢治（教育学部教授）
赤崎 眞弓（教育学部教授）
佐々野 好継（教育学部教授）
西田 治（教育学部准教授）
井手 弘人（教育学部准教授）
森山 浩一（教育学部非常勤講師）
松尾 美智子（教育学部非常勤講師）
野間 康子（長崎県教育センター研修部係長）
田川 雅裕（長崎県教育庁義務教育課主任指
導主事）

長崎県五島市

小学校の学習指導Ⅱ

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ、｢算数科｣、「音楽科」、
「家庭科」、「生活科・総合的な学習」の各教科における新た
な知見を紹介します。 具体的には、教育現場における課題
の解決を企図して、各教科の目標と教育内容及び教授方法
に関する最新の知識技能について講義・演習を行います。
また、受講者の実践上の課題にも対応しながら、小学校に
おける各教科の学習指導のさらなる充実を図ります。

平岡 賢治（教育学部教授）
赤崎 眞弓（教育学部教授）
佐々野 好継（教育学部教授）
西田 治（教育学部准教授）
井手 弘人（教育学部准教授）
森山 浩一（教育学部非常勤講師）
松尾 美智子（教育学部非常勤講師）
野間 康子（長崎県教育センター研修部係長）
田川 雅裕（長崎県教育庁義務教育課主任指
導主事）

長崎県諫早市
又は大村市

小学校の学習指導Ⅱ

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ、｢算数科｣、「音楽科」、
「家庭科」、「生活科・総合的な学習」の各教科における新た
な知見を紹介します。 具体的には、教育現場における課題
の解決を企図して、各教科の目標と教育内容及び教授方法
に関する最新の知識技能について講義・演習を行います。
また、受講者の実践上の課題にも対応しながら、小学校に
おける各教科の学習指導のさらなる充実を図ります。

平岡 賢治（教育学部教授）
赤崎 眞弓（教育学部教授）
佐々野 好継（教育学部教授）
西田 治（教育学部准教授）
井手 弘人（教育学部准教授）
森山 浩一（教育学部非常勤講師）
松尾 美智子（教育学部非常勤講師）
野間 康子（長崎県教育センター研修部係長）
田川 雅裕（長崎県教育庁義務教育課主任指
導主事）

小学校の学習指導Ⅱ

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ、｢算数科｣、「音楽科」、
「家庭科」、「生活科・総合的な学習」の各教科における新た
な知見を紹介します。 具体的には、教育現場における課題
の解決を企図して、各教科の目標と教育内容及び教授方法
に関する最新の知識技能について講義・演習を行います。
また、受講者の実践上の課題にも対応しながら、小学校に
おける各教科の学習指導のさらなる充実を図ります。

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

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650195号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

平成26年3月11日～
60人
平成26年4月8日

平261007650196号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成26年7月12日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

60人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650197号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月19日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

60人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650198号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

平岡 賢治（教育学部教授）
赤崎 眞弓（教育学部教授）
佐々野 好継（教育学部教授）
西田 治（教育学部准教授）
井手 弘人（教育学部准教授）
森山 浩一（教育学部非常勤講師）
松尾 美智子（教育学部非常勤講師）
野間 康子（長崎県教育センター研修部係長）
田川 雅裕（長崎県教育庁義務教育課主任指
導主事）

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年8月21日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

60人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650199号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

小学校の学習指導Ⅱ

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ、｢算数科｣、「音楽科」、
「家庭科」、「生活科・総合的な学習」の各教科における新た
な知見を紹介します。 具体的には、教育現場における課題
の解決を企図して、各教科の目標と教育内容及び教授方法
に関する最新の知識技能について講義・演習を行います。
また、受講者の実践上の課題にも対応しながら、小学校に
おける各教科の学習指導のさらなる充実を図ります。

平岡 賢治（教育学部教授）
赤崎 眞弓（教育学部教授）
佐々野 好継（教育学部教授）
西田 治（教育学部准教授）
井手 弘人（教育学部准教授）
森山 浩一（教育学部非常勤講師）
松尾 美智子（教育学部非常勤講師）
野間 康子（長崎県教育センター研修部係長）
田川 雅裕（長崎県教育庁義務教育課主任指
導主事）

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年8月22日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

60人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650200号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

小学校の学習指導Ⅱ

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ、｢算数科｣、「音楽科」、
「家庭科」、「生活科・総合的な学習」の各教科における新た
な知見を紹介します。 具体的には、教育現場における課題
の解決を企図して、各教科の目標と教育内容及び教授方法
に関する最新の知識技能について講義・演習を行います。
また、受講者の実践上の課題にも対応しながら、小学校に
おける各教科の学習指導のさらなる充実を図ります。

平岡 賢治（教育学部教授）
赤崎 眞弓（教育学部教授）
佐々野 好継（教育学部教授）
西田 治（教育学部准教授）
井手 弘人（教育学部准教授）
森山 浩一（教育学部非常勤講師）
松尾 美智子（教育学部非常勤講師）
野間 康子（長崎県教育センター研修部係長）
田川 雅裕（長崎県教育庁義務教育課主任指
導主事）

長崎県対馬市

6時間 平成26年8月26日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650201号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6時間 平成26年7月5日

長崎県長崎市

平岡 賢治（教育学部教授）
赤崎 眞弓（教育学部教授）
佐々野 好継（教育学部教授）
西田 治（教育学部准教授）
井手 弘人（教育学部准教授）
森山 浩一（教育学部非常勤講師）
松尾 美智子（教育学部非常勤講師）
野間 康子（長崎県教育センター研修部係長）
田川 雅裕（長崎県教育庁義務教育課主任指
導主事）

小学校の学習指導Ⅱ

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ、｢算数科｣、「音楽科」、
「家庭科」、「生活科・総合的な学習」の各教科における新た
な知見を紹介します。 具体的には、教育現場における課題
の解決を企図して、各教科の目標と教育内容及び教授方法
に関する最新の知識技能について講義・演習を行います。
また、受講者の実践上の課題にも対応しながら、小学校に
おける各教科の学習指導のさらなる充実を図ります。

6時間 平成26年6月14日
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平成２６年度（第１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

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

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

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

小学校の学習指導Ⅲ

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ、「社会科」、「図画工作
科」、「体育科」、「情報活用」の各教科における新たな知見
を紹介します。具体的には、児童の基礎学力の保証や問題
解決能力の育成といった教育現場の課題解決に向けて、各
教科の目標と内容及び教授方法に関する最新の知識技能
について講義・演習を行います。また、受講者の実践上の
課題にも対応しながら、小学校における各教科の学習指導
のさらなる充実を図ります。

福田 正弘（教育学部教授）
織田芳人(教育学部教授）
西澤 昭（教育学部教授）
全 炳徳（教育学部教授）
中村 千秋（教育学部准教授）
倉田 伸（教育学部准教授）
田雜 健（長崎県教育庁義務教育課係長）
稲吉 伸一（長崎県教育庁義務教育課指導主
事）
宮田 幸治（長崎県教育庁体育保健課係長）

長崎県長崎市

6時間 平成26年6月7日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

60人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650202号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

小学校の学習指導Ⅲ

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ、「社会科」、「図画工作
科」、「体育科」、「情報活用」の各教科における新たな知見
を紹介します。具体的には、児童の基礎学力の保証や問題
解決能力の育成といった教育現場の課題解決に向けて、各
教科の目標と内容及び教授方法に関する最新の知識技能
について講義・演習を行います。また、受講者の実践上の
課題にも対応しながら、小学校における各教科の学習指導
のさらなる充実を図ります。

福田 正弘（教育学部教授）
織田芳人(教育学部教授）
西澤 昭（教育学部教授）
全 炳徳（教育学部教授）
中村 千秋（教育学部准教授）
倉田 伸（教育学部准教授）
田雜 健（長崎県教育庁義務教育課係長）
稲吉 伸一（長崎県教育庁義務教育課指導主
事）
宮田 幸治（長崎県教育庁体育保健課係長）

長崎県長崎市

6時間 平成26年6月14日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

60人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650203号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

小学校の学習指導Ⅲ

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ、「社会科」、「図画工作
科」、「体育科」、「情報活用」の各教科における新たな知見
を紹介します。具体的には、児童の基礎学力の保証や問題
解決能力の育成といった教育現場の課題解決に向けて、各
教科の目標と内容及び教授方法に関する最新の知識技能
について講義・演習を行います。また、受講者の実践上の
課題にも対応しながら、小学校における各教科の学習指導
のさらなる充実を図ります。

福田 正弘（教育学部教授）
織田芳人(教育学部教授）
西澤 昭（教育学部教授）
全 炳徳（教育学部教授）
中村 千秋（教育学部准教授）
倉田 伸（教育学部准教授）
田雜 健（長崎県教育庁義務教育課係長）
稲吉 伸一（長崎県教育庁義務教育課指導主
事）
宮田 幸治（長崎県教育庁体育保健課係長）

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年6月21日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

60人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650204号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

小学校の学習指導Ⅲ

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ、「社会科」、「図画工作
科」、「体育科」、「情報活用」の各教科における新たな知見
を紹介します。具体的には、児童の基礎学力の保証や問題
解決能力の育成といった教育現場の課題解決に向けて、各
教科の目標と内容及び教授方法に関する最新の知識技能
について講義・演習を行います。また、受講者の実践上の
課題にも対応しながら、小学校における各教科の学習指導
のさらなる充実を図ります。

福田 正弘（教育学部教授）
織田芳人(教育学部教授）
西澤 昭（教育学部教授）
全 炳徳（教育学部教授）
中村 千秋（教育学部准教授）
倉田 伸（教育学部准教授）
田雜 健（長崎県教育庁義務教育課係長）
稲吉 伸一（長崎県教育庁義務教育課指導主
事）
宮田 幸治（長崎県教育庁体育保健課係長）

長崎県諫早市
又は大村市

6時間 平成26年6月28日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

平成26年3月11日～
60人
平成26年4月8日

平261007650205号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

小学校の学習指導Ⅲ

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ、「社会科」、「図画工作
科」、「体育科」、「情報活用」の各教科における新たな知見
を紹介します。具体的には、児童の基礎学力の保証や問題
解決能力の育成といった教育現場の課題解決に向けて、各
教科の目標と内容及び教授方法に関する最新の知識技能
について講義・演習を行います。また、受講者の実践上の
課題にも対応しながら、小学校における各教科の学習指導
のさらなる充実を図ります。

福田 正弘（教育学部教授）
織田芳人(教育学部教授）
西澤 昭（教育学部教授）
全 炳徳（教育学部教授）
中村 千秋（教育学部准教授）
倉田 伸（教育学部准教授）
田雜 健（長崎県教育庁義務教育課係長）
稲吉 伸一（長崎県教育庁義務教育課指導主
事）
宮田 幸治（長崎県教育庁体育保健課係長）

長崎県南松浦
郡新上五島町

6時間 平成26年7月5日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650206号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

小学校の学習指導Ⅲ

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ、「社会科」、「図画工作
科」、「体育科」、「情報活用」の各教科における新たな知見
を紹介します。具体的には、児童の基礎学力の保証や問題
解決能力の育成といった教育現場の課題解決に向けて、各
教科の目標と内容及び教授方法に関する最新の知識技能
について講義・演習を行います。また、受講者の実践上の
課題にも対応しながら、小学校における各教科の学習指導
のさらなる充実を図ります。

福田 正弘（教育学部教授）
織田芳人(教育学部教授）
西澤 昭（教育学部教授）
全 炳徳（教育学部教授）
中村 千秋（教育学部准教授）
倉田 伸（教育学部准教授）
田雜 健（長崎県教育庁義務教育課係長）
稲吉 伸一（長崎県教育庁義務教育課指導主
事）
宮田 幸治（長崎県教育庁体育保健課係長）

長崎県対馬市

6時間 平成26年7月12日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650207号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

小学校の学習指導Ⅲ

現代的教育課題の解決に資することを目的として、新学習
指導要領の動向も視野に入れつつ、「社会科」、「図画工作
科」、「体育科」、「情報活用」の各教科における新たな知見
を紹介します。具体的には、児童の基礎学力の保証や問題
解決能力の育成といった教育現場の課題解決に向けて、各
教科の目標と内容及び教授方法に関する最新の知識技能
について講義・演習を行います。また、受講者の実践上の
課題にも対応しながら、小学校における各教科の学習指導
のさらなる充実を図ります。

福田 正弘（教育学部教授）
織田芳人(教育学部教授）
西澤 昭（教育学部教授）
全 炳徳（教育学部教授）
中村 千秋（教育学部准教授）
倉田 伸（教育学部准教授）
田雜 健（長崎県教育庁義務教育課係長）
稲吉 伸一（長崎県教育庁義務教育課指導主
事）
宮田 幸治（長崎県教育庁体育保健課係長）

長崎県壱岐市

6時間 平成26年7月26日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650208号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

39 / 57 ページ

平成２６年度（第１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

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

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

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

自然界を知るための教材・教具

学校教育の素材の大半は自然界に存在するといっても過
言ではない。教員はともすれば教科内容にのみとらわれ、
幅広い視野での教材研究が忘れがちになっていないだろう
か。一方で、発達した技術をもとにした学校用の教材が多く
開発されている。本講習においては、自然界を理解し、その
知識を様々な教科に活用するための基本的な自然界の見
方や教材活用法を獲得する。そして、実践へのより効果的
な活用を考える。さらに、発達する教室環境にも目を向け、
学習者のための教室環境のあり方についても開発された教
具を使用しながら考える。

呉屋 博（教育学部教授）
橋本 健夫（大学教育イノベーションセンター教
長崎県対馬市
授）
古賀 雅夫（教育学部教授）

6時間 平成26年5月11日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650209号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

自然界を知るための教材・教具

学校教育の素材の大半は自然界に存在するといっても過
言ではない。教員はともすれば教科内容にのみとらわれ、
幅広い視野での教材研究が忘れがちになっていないだろう
か。一方で、発達した技術をもとにした学校用の教材が多く
開発されている。本講習においては、自然界を理解し、その
知識を様々な教科に活用するための基本的な自然界の見
方や教材活用法を獲得する。そして、実践へのより効果的
な活用を考える。さらに、発達する教室環境にも目を向け、
学習者のための教室環境のあり方についても開発された教
具を使用しながら考える。

呉屋 博（教育学部教授）
橋本 健夫（大学教育イノベーションセンター教
長崎県壱岐市
授）
古賀 雅夫（教育学部教授）

6時間 平成26年5月17日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650210号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

自然界を知るための教材・教具

学校教育の素材の大半は自然界に存在するといっても過
言ではない。教員はともすれば教科内容にのみとらわれ、
幅広い視野での教材研究が忘れがちになっていないだろう
か。一方で、発達した技術をもとにした学校用の教材が多く
開発されている。本講習においては、自然界を理解し、その
知識を様々な教科に活用するための基本的な自然界の見
方や教材活用法を獲得する。そして、実践へのより効果的
な活用を考える。さらに、発達する教室環境にも目を向け、
学習者のための教室環境のあり方についても開発された教
具を使用しながら考える。

呉屋 博（教育学部教授）
橋本 健夫（大学教育イノベーションセンター教 長崎県南松浦
授）
郡新上五島町
古賀 雅夫（教育学部教授）

6時間 平成26年5月24日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650211号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

自然界を知るための教材・教具

学校教育の素材の大半は自然界に存在するといっても過
言ではない。教員はともすれば教科内容にのみとらわれ、
幅広い視野での教材研究が忘れがちになっていないだろう
か。一方で、発達した技術をもとにした学校用の教材が多く
開発されている。本講習においては、自然界を理解し、その
知識を様々な教科に活用するための基本的な自然界の見
方や教材活用法を獲得する。そして、実践へのより効果的
な活用を考える。さらに、発達する教室環境にも目を向け、
学習者のための教室環境のあり方についても開発された教
具を使用しながら考える。

呉屋 博（教育学部教授）
橋本 健夫（大学教育イノベーションセンター教 長崎県諫早市
授）
又は大村市
古賀 雅夫（教育学部教授）

6時間 平成26年6月7日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

平成26年3月11日～
20人
平成26年4月8日

平261007650212号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

自然界を知るための教材・教具

学校教育の素材の大半は自然界に存在するといっても過
言ではない。教員はともすれば教科内容にのみとらわれ、
幅広い視野での教材研究が忘れがちになっていないだろう
か。一方で、発達した技術をもとにした学校用の教材が多く
開発されている。本講習においては、自然界を理解し、その
知識を様々な教科に活用するための基本的な自然界の見
方や教材活用法を獲得する。そして、実践へのより効果的
な活用を考える。さらに、発達する教室環境にも目を向け、
学習者のための教室環境のあり方についても開発された教
具を使用しながら考える。

呉屋 博（教育学部教授）
橋本 健夫（大学教育イノベーションセンター教
長崎県長崎市
授）
古賀 雅夫（教育学部教授）

6時間 平成26年7月26日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650213号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

自然界を知るための教材・教具

学校教育の素材の大半は自然界に存在するといっても過
言ではない。教員はともすれば教科内容にのみとらわれ、
幅広い視野での教材研究が忘れがちになっていないだろう
か。一方で、発達した技術をもとにした学校用の教材が多く
開発されている。本講習においては、自然界を理解し、その
知識を様々な教科に活用するための基本的な自然界の見
方や教材活用法を獲得する。そして、実践へのより効果的
な活用を考える。さらに、発達する教室環境にも目を向け、
学習者のための教室環境のあり方についても開発された教
具を使用しながら考える。

呉屋 博（教育学部教授）
橋本 健夫（大学教育イノベーションセンター教 長崎県佐世保
授）
市
古賀 雅夫（教育学部教授）

6時間 平成26年8月20日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650214号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

中学校・高校国語科の内容と指
導

中学校・高等学校の国語科の目標・内容・方法等について、
学習指導要領の国語編の記述をもとに基礎的・基本的なこ
とを確認する。合わせて、新指導要領と現行のものとを比
較・対照する。こうした理解をふまえ、言語事項（言語の特
山本 建雄（教育学部教授）
質に関する事項）の領域の学習・指導についての学的基礎
（国語学に関わる）と新しい動向とを、原理と実践の両面に
わたり、講義と演習とを通し把握し、受講者各位の今後の発
展に備える。

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年7月19日

教諭

中学校・高等学
校
教諭（国語）

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650215号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

中学校・高校国語科の内容と指
導

中学校・高等学校の国語科の目標・内容・方法等について、
学習指導要領の国語編の記述をもとに基礎的・基本的なこ
とを確認する。合わせて、新指導要領と現行のものとを比
較・対照する。こうした理解をふまえ、言語事項（言語の特
山本 建雄（教育学部教授）
質に関する事項）の領域の学習・指導についての学的基礎
（国語学に関わる）と新しい動向とを、原理と実践の両面に
わたり、講義と演習とを通し把握し、受講者各位の今後の発
展に備える。

長崎県諫早市
又は大村市

教諭

中学校・高等学
校
教諭（国語）

6,000円

平成26年3月11日～
50人
平成26年4月8日

平261007650216号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成26年7月26日
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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
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講習の開催地
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講習の期間
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受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

長崎大学

中・高の古典教育において、古文・漢文を教授するための
知識・技能・方法等を見直して授業改善の一助として頂くた
めに、古文・漢文分野における最先端の学問研究を紹介
中学校・高校国語科古典の内容 し、受講者に考えてもらう講習を目指す。具体的には、中・
と指導
高の国語教材に出てくる古典作品では、現在学界では、ど
んな学術研究が行われ、何が問題となっているかを紹介
し、最新の学問成果を授業の中にどう取り込み、活かしてい
くべきかを受講者と一緒に考えたい。

勝俣
荒木
黒﨑
高増

隆（教育学部教授）
龍太郎（活水女子大学文学部教授）
暢子（教育学部非常勤講師）
八潮（教育学部非常勤講師）

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月2日

教諭

中学校・高等学
校
教諭（国語）

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650217号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

中・高の古典教育において、古文・漢文を教授するための
知識・技能・方法等を見直して授業改善の一助として頂くた
めに、古文・漢文分野における最先端の学問研究を紹介
中学校・高校国語科古典の内容 し、受講者に考えてもらう講習を目指す。具体的には、中・
と指導
高の国語教材に出てくる古典作品では、現在学界では、ど
んな学術研究が行われ、何が問題となっているかを紹介
し、最新の学問成果を授業の中にどう取り込み、活かしてい
くべきかを受講者と一緒に考えたい。

勝俣
荒木
黒﨑
高増

隆（教育学部教授）
龍太郎（活水女子大学文学部教授）
暢子（教育学部非常勤講師）
八潮（教育学部非常勤講師）

長崎県対馬市

6時間 平成26年10月11日

教諭

中学校・高等学
校
教諭（国語）

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650218号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

中学校国語科の学習指導ー作
文・書写ー

中学校における国語科「B書くこと」及び「書写」の学習指導
について、教育内容の学問的背景や教授方法の知見に関
して、最新の内容を扱う。そのことを通して、当該分野に関
わる現代的教育課題の解決能力の向上を図る。

6時間 平成26年8月3日

教諭

中学校（国語）教
諭

6,000円

40人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650219号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

中学校・高等学校の英語読解と
文法指導

英語読解と実践的英語文法指導の観点とはいかなるもの
かについて考察します。英語文法を、ただ単に英語の言語
構造を説明する機械的なルールの集合体としてみなすので
はなく、英語の表現構造がもつ意味機能と伝達内容（メッ
稲毛 逸郎（教育学部教授）
セージ）としての観点から捉えていくことにします。また、近 池田 俊也（教育学部准教授）
年、英文読解理解の中心的位置を占めるスキーマ理論によ
る読解モデルを応用しつつ、より精度の高い英文読解指導
方法について検討します。

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年5月17日

教諭

中学校・高等学
校
教諭（英語）

6,000円

25人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650220号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

英語コミュニケーションと文法

本講座は前半と後半の二部構成で行う。前半は、英語コ
ミュニケーションと文法の接点について概説する。後半は、
コミュニカティブな指導理論を実践に応用するための方法を
次の二点から提示する。第一に、コミュニケーションが起こり 松元 浩一（教育学部教授）
やすい教室内環境づくりのための教師の心構えと教室内で アントニー・ブラウン(教育学部准教授）
の役割について実例を基に考察する。第二に、生徒間のコ
ミュニケーションを最大限に引き出す方法とその効果につい
て、様々なコミュニカティブ活動を評価し、考察する。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月12日

教諭

中学校・高等学
校
教諭（英語）

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650221号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

中学校・高等学校数学科の授業構成の視点から教材研究
中学校・高等学校の数学の内容 や教材の数学的広がりについて知見を深める。また、図形 平岡 賢治（教育学部教授）
と指導A
領域に関する講習を行い、この領域の学習内容の理解を深 梶本 ひろし（教育学部教授）
めるとともに、数学科の授業力・指導力の向上を図る。

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年6月28日

教諭

中学校・高等学
校
教諭（数学）

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650222号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

中学校・高等学校数学科の関数領域および代数領域に関 北村 右一（教育学部教授）
中学校・高等学校の数学の内容
する講習を行う。これらの領域の学習内容の理解を深める 末吉 豊（工学部教授）
と指導B
とともに、数学科の授業力・指導力の向上を図る。

長崎県諫早市
又は大村市

教諭

中学校・高等学
校
教諭（数学）

6,000円

平成26年3月11日～
50人
平成26年4月8日

平261007650223号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

中学校数学における新学習指導要領の各領域 (数と式、図
形、関数、資料の活用)と数学的活動及び高等学校数学の 原 昌紀（教育学部非常勤講師）
中学校・高等学校の数学の内容
ⅠⅡⅢ、ＡＢＣの各領域について、内容と指導の実践的な 江口 敬文（教育学部非常勤講師）
と指導C
講習を行う。各領域の内容の理解をより深めるとともに、生 初村 一郎（教育学部非常勤講師）
徒の意欲を喚起する実践的な学習指導の講習を行う。

6,000円

平成26年3月11日～
50人
平成26年4月8日

平261007650224号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

鈴木 慶子（教育学部教授）
平瀬 正賢（教育学部准教授）
長崎県長崎市
服部 一啓（福岡教育大学教育学部准教授・長
崎大学教育学部非常勤講師）

中学校数学科の授業構成の視点から教材研究や教材の数
学的広がりについて知見を深める。また、図形領域に関す 平岡 賢治（教育学部教授）
る講習を行い、学習内容の理解を深める。これらを通して、 梶本 ひろし（教育学部教授）
数学科の授業力・指導力の向上を図る。

長崎大学

中学校の数学の内容と指導A

長崎大学

高等学校数学科の中で、主として数と式の領域および関数
の領域に関する講習を行う。これらの領域の学習内容の理 北村 右一（教育学部教授）
高等学校の数学の内容と指導A
解を深めるとともに、数学的活動を取り入れた授業づくりに 島袋 修(教育学部准教授）
役立つ講習を行う。
講習1.経済学における数理的手法：産業連関分析の手法を
利用して、資本主義経済の再生産構造を数理的に解明す
る。
永田 聖二(教育学部教授)
講習2.日本史：「日本史」をどのようにとらえるのか、その切
福留 真紀(教育学部准教授)
り口はさまざまだが、本講習では「人間関係」という視点から
解き明かしていきたい。九州地域での出来事を題材とし、最
新の研究成果も紹介する。

長崎大学

歴史と経済

長崎大学

①自由主義社会の原則である「他者危害の原則」や、出生
前診断等に関わる「生命倫理学」、および政治思想とも関わ
る「正義論」等、現代における幾つかの倫理学的諸問題に
現代の倫理学および児童虐待を ついて考察する。②日本における児童虐待件数は増加の 飯塚 知敬（教育学部教授）
めぐる諸問題
一途をたどっている。昨今の児童虐待に関する統計や分析 池谷 和子（教育学部准教授）
を紹介した上で、現在の児童虐待防止法制度を解説し、子
供達の身近な大人である教員として現実に何が出来るかを
考える。

6時間 平成26年8月22日

長崎県対馬市

6時間 平成26年10月11日

教諭

中学校・高等学
校
教諭（数学）

長崎県長崎市

6時間 平成26年5月31日

教諭

中学校（数学）教
諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650225号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月18日

教諭

高等学校（数学）
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650226号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650227号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650228号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎県諫早市
又は大村市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校(社会）・高
等学校（地歴、公
民）
教諭

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月26日

教諭

中学校(社会）・高
等学校(公民）
教諭
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

社会科地理・歴史分野の講習として歴史教育および地域研
究の観点から考える。
１．イギリスの歴史教育教材から学ぶ：中学校教育を中心に
堀井 健一（教育学部教授）
歴史の副教材と指導例を英語で読む。
大平 晃久(教育学部准教授）
２．日本との関係からみた東南アジア：主として近世初期の
日本町、明治以降の日本の南進というテーマから東南アジ
アを再考する。

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

ＵＲＬ

長崎県長崎市

6時間 平成26年6月28日

教諭

中学校(社会）・高
等学校（地歴）
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650229号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

電磁石や電流・抵抗および発電機・電動機をより良く教える
ために欠かせない、電磁気学の基礎と現代物理学の原理
を解説し、加えて、身の回りの応用例を紹介する。花とタネ
中西 弘樹（教育学部非常勤講師）
中学校と高等学校の理科の内容 は、植物の繁殖器官であり、もっとも重要な役割をしてい
福山 隆雄（教育学部准教授）
Ａ
る。形態だけの理解や指導ではなく、その役割について進
近藤 寛（教育学部非常勤講師）
化と結びつけて考え、新しい植物に対する見方を修得する。
鉱物の性質に関する実験などを通して、岩石や鉱物につい
て理解を深める。

長崎県五島市

6時間 平成26年5月24日

教諭

中学校・高等学
校
教諭(理科）

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650230号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

電磁石や電流・抵抗および発電機・電動機をより良く教える
ために欠かせない、電磁気学の基礎と現代物理学の原理
を解説し、加えて、身の回りの応用例を紹介する。花とタネ
中西 弘樹（教育学部非常勤講師）
中学校と高等学校の理科の内容 は、植物の繁殖器官であり、もっとも重要な役割をしてい
福山 隆雄（教育学部准教授）
Ａ
る。形態だけの理解や指導ではなく、その役割について進
近藤 寛（教育学部非常勤講師）
化と結びつけて考え、新しい植物に対する見方を修得する。
鉱物の性質に関する実験などを通して、岩石や鉱物につい
て理解を深める。

長崎県長崎市

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校・高等学
校
教諭(理科）

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650231号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

動物と環境の関わりについて、動物の個体数変動とそれに
影響を与える要因についての最新の知見を深める。金属錯
体が、自然界や現代社会では重要な役割を担っていること
星野 由雅（教育学部教授）
中学校と高等学校の理科の内容 を紹介し、その実例と機能を簡単な実験も交えて学ぶ。銀
長島 雅裕（教育学部准教授）
Ｂ
河の形成過程は、膨大な観測データがあるにも関わらず、
大庭 伸也（教育学部准教授）
未だ謎に包まれている。膨張宇宙の中での銀河の形成進
化の理解の現状の紹介を通じて、宇宙における銀河の位置
付けとその重要性を理解する。

長崎県諫早市
又は大村市

6時間 平成26年7月5日

教諭

中学校・高等学
校
教諭(理科）

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650232号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

新学習指導要領を含めて理科の教育課程について解説す
るとともに、近年の国際的な学力調査の結果等にも基づい
中学校と高等学校の理科の内容 て理科の指導法改善について考える。
と指導
また、中学校および高等学校の理科の内容の中から個別
的なテーマを取り上げ、詳細に解説すると共に、関連する教
材を提示し授業法についても考える。

山路
古賀
赤羽
長島
大庭

裕昭（教育学部教授）
雅夫（教育学部教授）
良一（教育学部教授）
雅裕（教育学部准教授）
伸也（教育学部准教授）

長崎県長崎市

6時間 平成26年6月14日

教諭

中学校・高等学
校
教諭(理科）

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650233号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

新学習指導要領を含めて理科の教育課程について解説す
るとともに、近年の国際的な学力調査の結果等にも基づい
中学校と高等学校の理科の内容 て理科の指導法改善について考える。
と指導
また、中学校および高等学校の理科の内容の中から個別
的なテーマを取り上げ、詳細に解説すると共に、関連する教
材を提示し授業法についても考える。

山路
古賀
赤羽
長島
大庭

裕昭（教育学部教授）
雅夫（教育学部教授）
良一（教育学部教授）
雅裕（教育学部准教授）
伸也（教育学部准教授）

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校・高等学
校
教諭(理科）

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650234号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

体育科および保健体育科の授業づくりの基礎となる体育学
体育・スポーツ科学の研究動向と 及びスポーツ科学の基本的知識と最近の研究動向につい 山内 正毅（教育学部教授）
新たな知
て、特に体育・スポーツ哲学、体育・スポーツ心理学の分野 髙橋 浩二（教育学部准教授）
に限定して、講義・演習します。

教諭

小学校・中学校・
高等学校
※保健体育を担
当する教諭

6,000円

40人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650235号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

体育科および保健体育科の授業づくりの基礎となるスポー
スポーツ医科学の研究動向と新 ツ医科学の基本的知識と最近の研究動向について、特に 管原 正志（教育学部教授）
たな知
運動生理学、衛生学・公衆衛生学の分野に限定して、講義・ 小原 達朗（教育学部教授）
演習します。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小学校・中学校・
高等学校
教諭（保健体育）

6,000円

平成26年3月11日～
50人
平成26年4月8日

平261007650236号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

中学校、高等学校の歌唱教材を含む声楽曲とその表現に
中学校、高等学校の歌唱教材と ついての理解を深めるとともに、発音や発声の仕方など、歌
宮下 茂（教育学部教授）
歌唱法の研究
唱表現の技能向上を目指す。また、授業における歌唱指導
や合唱指導のポイントや指導方法についてもふれる。

長崎県諫早市
又は大村市

6時間 平成26年5月31日

教諭

中学校・高等学
校
教諭（音楽）

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650237号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

中学校・高等学
校・特別支援学
校
教諭（音楽）

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650238号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

6,000円

平成26年3月11日～
20人
平成26年4月8日

平261007650239号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

社会科地理歴史の諸問題～歴
史教育と地域研究

長崎県長崎市

6時間 平成26年7月5日

長崎大学

アンサンブル・伴奏法

ピアノ連弾および2台ピアノを用いた、アンサンブル・ピアノ
伴奏法に関する講習を行います。特に専門的な演奏技量は
堀内 伊吹（教育学部教授）
必要ありませんが、中学校の歌唱教材の伴奏ができる程度
の演奏力が必要です。

長崎県長崎市

長崎大学

中学校、高等学校の音楽科の学習指導要領についての理
解を深めるとともに、音楽鑑賞教育の理論と教材楽曲に関
中学校、高等学校の音楽科教育
する理解を深める。教科書に掲載されている教材を含む多 福井 昭史（教育学部教授）
と鑑賞教材研究
様な楽曲を取り上げ、とくに、日本の伝統音楽や諸民族の
音楽の指導方法についてもふれる。

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年9月13日

教諭

中学校・高等学
校
教諭（音楽）

長崎大学

音楽理論

和声学課題の実習を行う。実際の作品から抽出した課題を
三上 次郎（教育学部教授）
使い、基礎となる和声組織の理解をする。

長崎県五島市

6時間 平成26年6月21日

教諭

中学校・高等学
校
教諭（音楽）

6,000円

10人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650240号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

彫刻：彫刻の見方・考え方を通して、彫刻の表現について考
えながら立体教育における基本的な問題を改めて見直す。
美術教育Ⅱ―彫刻の世界、美術
佐藤 敬助（教育学部教授）
美術教育：心象・目的表現の教材開発を通して、指導に必
科教育
中川
泰（教育学部教授）
要な表現力・知識等を再考しつつ、中等美術教育のあり方
を探る。

長崎県長崎市

6時間 平成26年5月10日

教諭

中学校・高等学
校
教諭（美術）

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650241号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成26年7月5日
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美術教育Ⅲ

○美術史・美術理論分野では、まず学習指導要領や最近の
研究動向から鑑賞教育の意義を確認し、作品鑑賞を体験し
ながら、鑑賞を生かした実技授業の在り方を考えます。○工
芸分野では、切り出しの扱い方等を確認し、①論理性、意 菅野 弘之（教育学部教授）
匠②制作③作品鑑賞④魅力的な授業、そして履修認定試 針貝 綾（教育学部准教授）
験を行います。尚、受講にあたっては、中学校・高等学校で
の美術指導の経験と実技力や美術史についての基礎的な
知識があることが望ましい。

長崎県長崎市

6時間 平成26年5月24日

教諭

中学校・高等学
校
教諭（美術）

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650242号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

フードシステムの経済学

ひとは生きていくために毎日多くの財やサービスを消費す
るが、なかでも食料は生存のためになくてはならない基本
的な消費財である。わたしたちが健康で豊かな食生活を維
持していくためには、食料の生産・流通・消費に至るさまざま ガンガ 伸子（教育学部教授）
な領域で起こっている問題について考えてみる必要があ
る。本講座では、食料経済に関する理論と現実の問題につ
いて解説する。

長崎県長崎市

6時間 平成26年6月7日

教諭

中学校・高等学
校
教諭（家庭）

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650243号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

フードサイエンス（食品学・食品
衛生学）

本講義は毎日接している食物を科学的に解説します。さら
に、簡単な実習（実験）を通して味を生化学的に学習しま
す。
水分と食品との関係に焦点を当て、「なぜ食品は腐るの
か？」「水分の状態を上手に活用した食品」について科学的
及川 大地（教育学部准教授）
視点から解説します。また、「食品と接する上でのリスク」お
よび「細菌性食中毒の種類や対策法」を紹介し、日常の食
生活や学校での食事を安全快適な状態に保つ方法につい
て解説します。さらに、二次機能に関して味覚の閾値を体験
し、実際の食品との関連性を学習します。

長崎県長崎市

6時間 平成26年6月21日

6,000円

平成26年3月11日～
35人
平成26年4月8日

平261007650244号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

生活のなかの高分子

現在の私たちの生活にはプラスチック、繊維など高分子が
とても広く使われている。また、人間をはじめとする生物も生
体高分子から形成されている。本講座ではこれら高分子の
飯島 美夏（教育学部准教授）
種類、特徴、性質等について日常生活と関連づけながら解
説する。さらに、近年注目を浴びている高分子に関しても紹
介し、環境との関連についても考える。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月1日

いろいろなものづくり（材料・栽
培）

技術を適切に評価し活用する能力と態度の育成や、農工連
携を進めるために必要な環境に配慮した森林・木材の利用
法や土壌の形成・構造といった材料と栽培の専門領域にお
けるものづくり技術について、先端的な内容を含めて講義を 末弘 百合子（教育学部非常勤講師）
行う（一部、演習を含む）。講習の際には、2会場をテレビ会 木村 彰孝（教育学部助教）
議システムで接続して同日に開講し、それぞれの会場に分
散する講師が自教室と遠隔教室に対して授業を行う形態を
とる。地区の担当は、県南：末弘、五島：木村である。

長崎県長崎市

いろいろなものづくり（材料・栽
培）

技術を適切に評価し活用する能力と態度の育成や、農工連
携を進めるために必要な環境に配慮した森林・木材の利用
法や土壌の形成・構造といった材料と栽培の専門領域にお
けるものづくり技術について、先端的な内容を含めて講義を 末弘 百合子（教育学部非常勤講師）
行う（一部、演習を含む）。講習の際には、2会場をテレビ会 木村 彰孝（教育学部助教）
議システムで接続して同日に開講し、それぞれの会場に分
散する講師が自教室と遠隔教室に対して授業を行う形態を
とる。地区の担当は、県南：末弘、五島：木村である。

長崎県佐世保
市

いろいろなものづくり（エネル
ギー・電気電子・情報）

エネルギー（我が国のエネルギー需給と政策動向、LCA等
の評価方法による環境負荷低減策他）、電気電子（LED化
の促進とその背景、LEDの原理と活用他）、情報（情報社会
とその背景、情報の提示技術としての3D他）の専門領域に 藤本 登（教育学部教授）
おけるものづくり技術について、演習を交えた講義を行う。 武藤 浩二（教育学部教授）
講習は2会場をテレビ会議システムにより同日に開講し、各 藤木 卓（教育学部教授）
会場に分散する講師が自教室と遠隔教室に授業を行う形
態をとる。地区担当は、県央：藤本、武藤、県北：藤木であ
る。

長崎県長崎市

長崎大学

いろいろなものづくり（エネル
ギー・電気電子・情報）

エネルギー（我が国のエネルギー需給と政策動向、LCA等
の評価方法による環境負荷低減策他）、電気電子（LED化
の促進とその背景、LEDの原理と活用他）、情報（情報社会
とその背景、情報の提示技術としての3D他）の専門領域に 藤本 登（教育学部教授）
おけるものづくり技術について、演習を交えた講義を行う。 武藤 浩二（教育学部教授）
講習は2会場をテレビ会議システムにより同日に開講し、各 藤木 卓（教育学部教授）
会場に分散する講師が自教室と遠隔教室に授業を行う形
態をとる。地区担当は、県央：藤本、武藤、県北：藤木であ
る。

長崎県佐世保
市

長崎大学

中学校の技術･家庭（技術分野）の学習指導について、講
義を行う。内容としては、学習指導要領への対応、技術・家
藤木 卓（教育学部教授）
中学校技術・家庭（技術分野）の 庭（技術分野）の学力調査による結果と課題、材料と加工に
藤本 登（教育学部教授）
指導
関する内容における学習指導や教材開発の視点、エネル
木村 彰孝（教育学部助教）
ギー変換や制御に関する内容における学習指導や教材開
発の視点等を対象とする。

長崎県長崎市

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

中学校・高等学
校
教諭（家庭）
栄養教諭
教諭
※その他の教科
栄養教諭
の方は食を科学
的に学ぶ意欲が
強くある方のみ受
講可能

教諭

中学校・高等学
校
教諭（家庭）

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650245号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

中学校（技術）・
高等学校（工業、
農業）
教諭

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650246号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

中学校（技術）・
高等学校（工業、
農業）
教諭

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650247号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

中学校（技術）・
高等学校（工業、
農業）
教諭

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650248号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成26年5月24日

教諭

中学校（技術）・
高等学校（工業、
農業）
教諭

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650249号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校（技術）教
諭

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650250号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成26年5月31日

6時間 平成26年5月31日

6時間 平成26年5月24日
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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

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

長崎県長崎市

6時間 平成26年7月12日

中学校（技術・理
科・数学）・高等
学校（工業・情
報・理科・数学）
教諭

学校教育に浸透する疑似科学

疑似科学とは、一見科学的に見えるが実際には科学的事
実と相反する事がらをいい、そのほとんどが何らかの商売、
宗教的・政治的主張に関連して流布されている．
武藤 浩二（教育学部教授）
本講習では、数多くある疑似科学のうち代表的な数件なら 長島 雅裕（教育学部准教授）
びに授業及び保健室に実際に入り込んでいる疑似科学に 上薗 恒太郎（教育学部教授）
ついて講述し、教員の科学リテラシー及び児童生徒への科
学リテラシー教育の在り方を議論する．

長崎県長崎市

6時間 平成26年6月21日

長崎大学

小学校教材研究（生活と環境）

本講習は、ものづくりやエネルギー・資源の消費に伴う生活
と自然とのつながりを意識した内容で構成され、栽培活動
やおもちゃ作り、紙工作などの活動に必要な理論と実践上
の配慮事項を、講義及び実習・演習を通して学習する。実 藤本 登（教育学部教授）
習例としては、サツマイモ等の栽培ポイントや調理例紹介、 藤木 卓（教育学部教授）
身近な材料を用いたおもちゃ作り、工作紙を用いた立体模
型製作である。対象となる分野は、幼稚園での栽培活動、
生活科、理科、図画・工作である。

長崎県壱岐市

6時間 平成26年5月31日

長崎大学

中学校の技術･家庭（技術分野）における材料と加工に関す
る技術のうち、木材の性質に即した加工法の基礎・基本に
ついて理論と実技を講習する。
木材を用いたものづくりの基礎・
木材（木質材料）の特徴、機能と構造、木工具の仕組みと使 木村 彰孝（教育学部助教）
基本
い方、接合具や仕上げの種類と方法について、板材を用い
た簡単な木製品の製作を通して身につける。
実習に相応しい服装で受講すること。

長崎県長崎市

長崎大学

国家政策であるフューチャースクール推進事業が終盤を迎
え、電子黒板やタブレットPCが全国的に学校へ導入されて
いるが、適切な活用方法や留意点を踏まえた研修は十分で 倉田 伸（教育学部准教授）
小学校におけるICTを活用した授
あるとはいえない。そこで、電子黒板やタブレットPC等を学 瀬戸崎 典夫（首都大学東京大学教育センター 長崎県長崎市
業展開
習に活かすポイントを押さえたうえで、「確かな学力」を定着 助教）
させる教材の作成を行いながら、教育現場で実際に役立つ
ICT活用能力を高める。

長崎大学

ゲーミングシミュレーションによって、子どもたちが活動的に
楽しく協働して概念的知識を身につけていく授業について体
験的に学びます。本講習では、複数のゲーム教材を実際に
授業におけるゲーミングの活用と
体験し、その教育的効果を実感すると同時に、授業への導 福田 正弘（教育学部教授）
実践
入方法について議論します。利用教材は政治・経済的な内
容のものですが、社会科のみならずどの教科の教員でも遂
行可能です。

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

1チップマイコン（PIC）のBASIC言語を用いたプログラミング
の基礎を習得し、中学校技術・家庭科（技術分野）で必修と
なったコンピュータによる計測・制御の教材開発ならびに授
業能力の向上を図る．実習題材として、温度センサと液晶
1チップマイコンによる計測･制御
表示器を用いたディジタル温度計のプログラミングを取り上 武藤 浩二（教育学部教授）
入門
げる．
受講者のスキルとして、BASIC言語による簡単なプログラミ
ングができることを想定している．Windowsの動作するノート
PC（タブレットは不可）持参．

講習の開催地

長崎県長崎市

学校における危機管理

学校や子どもたちを取り巻く環境は大きく変化している。こ
の中で、学校がその使命を果たしていくためには、まず、安
全であることが求められる。本講習では、このねらいを達成
するために、安全への認識を新たにする。①現在の学校が
直面している危機の現状、及び危機管理の具体的な方策
②青少年の非行の現状と、非行の予防や問題行動 ③学
校と警察の連携等、児童生徒の安全確保のための様々な
取り組み

安部 和隆（教育学部教授・教育学部附属小学
校長）
穴山 司（教育学部教授・教育学部附属特別支
援学校長）
長崎県長崎市
風間 伸二郎
（教育学部教授・教育学部附属中学校長）
安永 光利（教育学部非常勤講師）
近藤 邦生（教育学部非常勤講師）

学校における危機管理

学校や子どもたちを取り巻く環境は大きく変化している。こ
の中で、学校がその使命を果たしていくためには、まず、安
全であることが求められる。本講習では、このねらいを達成
するために、安全への認識を新たにする。①現在の学校が
直面している危機の現状、及び危機管理の具体的な方策
②青少年の非行の現状と、非行の予防や問題行動 ③学
校と警察の連携等、児童生徒の安全確保のための様々な
取り組み

安部 和隆（教育学部教授・教育学部附属小学
校長）
穴山 司（教育学部教授・教育学部附属特別支
援学校長）
長崎県諫早市
風間 伸二郎
又は大村市
（教育学部教授・教育学部附属中学校長）
安永 光利（教育学部非常勤講師）
近藤 邦生（教育学部非常勤講師）

学校における危機管理

学校や子どもたちを取り巻く環境は大きく変化している。こ
の中で、学校がその使命を果たしていくためには、まず、安
全であることが求められる。本講習では、このねらいを達成
するために、安全への認識を新たにする。①現在の学校が
直面している危機の現状、及び危機管理の具体的な方策
②青少年の非行の現状と、非行の予防や問題行動 ③学
校と警察の連携等、児童生徒の安全確保のための様々な
取り組み

安部 和隆（教育学部教授・教育学部附属小学
校長）
穴山 司（教育学部教授・教育学部附属特別支
援学校長）
長崎県五島市
風間 伸二郎
（教育学部教授・教育学部附属中学校長）
安永 光利（教育学部非常勤講師）
近藤 邦生（教育学部非常勤講師）

学校における危機管理

学校や子どもたちを取り巻く環境は大きく変化している。こ
の中で、学校がその使命を果たしていくためには、まず、安
全であることが求められる。本講習では、このねらいを達成
するために、安全への認識を新たにする。①現在の学校が
直面している危機の現状、及び危機管理の具体的な方策
②青少年の非行の現状と、非行の予防や問題行動 ③学
校と警察の連携等、児童生徒の安全確保のための様々な
取り組み

安部 和隆（教育学部教授・教育学部附属小学
校長）
穴山 司（教育学部教授・教育学部附属特別支
援学校長）
長崎県佐世保
風間 伸二郎
市
（教育学部教授・教育学部附属中学校長）
安永 光利（教育学部非常勤講師）
近藤 邦生（教育学部非常勤講師）

時間数

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

10人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650251号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

教諭
全学校種
養護教諭 教諭・養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650252号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650253号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校（技術）教
諭

6,000円

10人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650254号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成26年5月24日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650255号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

小学校・中学校
(社会）・高等学校
(公民）
教諭

6,000円

36人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650256号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650257号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650258号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校
教諭

6,000円

平成26年3月11日～
50人
平成26年4月8日

平261007650259号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650260号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年6月28日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年8月23日

6時間 平成26年9月6日
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平成２６年度（第１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

学校教育と野外体験活動

子どもたちの野外体験活動の減少した今日、学校教育の基
盤となる体験活動の意義を再確認するとともに、その活用
小原 達朗（教育学部教授）
について考える。そのために野外活動施設で行なわれてい
中島 和孝（教育学部非常勤講師）
るプログラムを体験し、基本的な考え方や技術、児童・生徒
への展開方法を身につけ学校教育への生かし方を考える。

長崎県諫早市

6時間 平成26年6月1日

教諭

全学校種
教諭

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650261号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

学校教育と野外体験活動

子どもたちの野外体験活動の減少した今日、学校教育の基
盤となる体験活動の意義を再確認するとともに、その活用
小原 達朗（教育学部教授）
について考える。そのために野外活動施設で行なわれてい
中島 和孝（教育学部非常勤講師）
るプログラムを体験し、基本的な考え方や技術、児童・生徒
への展開方法を身につけ学校教育への生かし方を考える。

長崎県諫早市

6時間 平成26年8月22日

教諭

全学校種
教諭

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650262号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

学校教育と野外体験活動

子どもたちの野外体験活動の減少した今日、学校教育の基
盤となる体験活動の意義を再確認するとともに、その活用
小原 達朗（教育学部教授）
について考える。そのために野外活動施設で行なわれてい
中島 和孝（教育学部非常勤講師）
るプログラムを体験し、基本的な考え方や技術、児童・生徒
への展開方法を身につけ学校教育への生かし方を考える。

長崎県諫早市

6時間 平成26年10月4日

教諭

全学校種
教諭

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650263号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

人の心と体

教員にとって、子どもたちの心身の健康は毎日の関心事
である。子どもたちの心身の健康のシグナルの把握、対処
法など、子どもたちの心と体の健康に関して、医療・家庭・
学校の各領域からの最新の情報の獲得と、日常の学校や
家庭での生活の留意点等の理解を目指す。本研修では、医
師と家庭科、臨床心理（特別支援教育等）の教員がチーム
となり講習を行う。

赤崎
内野
村瀬
小柳

眞弓（教育学部教授）
成美（大学院教育学研究科准教授）
邦彦（教育学部非常勤講師）
憲司（教育学部非常勤講師）

長崎県対馬市

6時間 平成26年7月5日

教諭
全学校種
養護教諭 教諭・養護教諭

6,000円

平成26年3月11日～
50人
平成26年4月8日

平261007650264号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

人の心と体

教員にとって、子どもたちの心身の健康は毎日の関心事
である。子どもたちの心身の健康のシグナルの把握、対処
法など、子どもたちの心と体の健康に関して、医療・家庭・
学校の各領域からの最新の情報の獲得と、日常の学校や
家庭での生活の留意点等の理解を目指す。本研修では、医
師と家庭科、臨床心理（特別支援教育等）の教員がチーム
となり講習を行う。

赤崎
内野
村瀬
小柳

眞弓（教育学部教授）
成美（大学院教育学研究科准教授）
邦彦（教育学部非常勤講師）
憲司（教育学部非常勤講師）

長崎県南松浦
郡新上五島町

6時間 平成26年7月12日

教諭
全学校種
養護教諭 教諭・養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650265号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

障害に起因する様々な教育ニーズに適切に対応するため
に、特別支援教育の理念・目的と指導・支援の在り方につ
特別支援教育の意義と指導の在
いて講義する。講習内容は、①特別支援教育の意義（２時
り方
間）、②、特別支援教育の生理・病理学（２時間）③特別支
援教育の心理学（２時間）、の3部門で構成されています。

平田
綿巻
鈴木
吉田

勝政（教育学部教授）
徹（教育学部教授）
保巳（教育学部教授）
ゆり（教育学部准教授）

長崎県長崎市

6時間 平成26年7月20日

教諭
全学校種
養護教諭 教諭・養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650266号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

障害に起因する様々な教育ニーズに適切に対応するため
に、特別支援教育の理念・目的と指導・支援の在り方につ
特別支援教育の意義と指導の在
いて講義する。講習内容は、①特別支援教育の意義（２時
り方
間）、②、特別支援教育の生理・病理学（２時間）③特別支
援教育の心理学（２時間）、の3部門で構成されています。

平田
綿巻
鈴木
吉田

勝政（教育学部教授）
徹（教育学部教授）
保巳（教育学部教授）
ゆり（教育学部准教授）

長崎県壱岐市

6時間 平成26年8月2日

教諭
全学校種
養護教諭 教諭・養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650267号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

障害に起因する様々な教育ニーズに適切に対応するため
に、特別支援教育の理念・目的と指導・支援の在り方につ
特別支援教育の意義と指導の在
いて講義する。講習内容は、①特別支援教育の意義（２時
り方
間）、②、特別支援教育の生理・病理学（２時間）③特別支
援教育の心理学（２時間）、の3部門で構成されています。

平田
綿巻
鈴木
吉田

勝政（教育学部教授）
徹（教育学部教授）
保巳（教育学部教授）
ゆり（教育学部准教授）

長崎県対馬市

6時間 平成26年8月3日

教諭
全学校種
養護教諭 教諭・養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650268号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

障害に起因する様々な教育ニーズに適切に対応するため
に、特別支援教育の理念・目的と指導・支援の在り方につ
特別支援教育の意義と指導の在
いて講義する。講習内容は、①特別支援教育の意義（２時
り方
間）、②、特別支援教育の生理・病理学（２時間）③特別支
援教育の心理学（２時間）、の3部門で構成されています。

平田
綿巻
鈴木
吉田

勝政（教育学部教授）
徹（教育学部教授）
保巳（教育学部教授）
ゆり（教育学部准教授）

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年8月10日

教諭
全学校種
養護教諭 教諭・養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650269号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

村田
吉田
宍倉
庵谷

嘉弘(経済学部教授）
高文（経済学部教授）
学（経済学部准教授）
治男（経済学准教授）

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650270号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650271号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

6,000円

40人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650272号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

長崎大学

現代社会と経済

現代社会における様々な問題は、経済学や経営学あるい
は会計学の知識や手法を用いて考えると上手く解決できる
ことがある。
本講習は、経済学、経営学および会計学の３領域の講義で
構成される。経済学では公共経済学を中心とした経済のミ
クロ分析、経営学では企業評価と事業承継、会計学では原
価計算や原価企画を取りあげる。受講者は、各領域の理論
や分析手法等の講義を聴き、私たちの生活におけるその応
用を考える。

長崎県長崎市

6時間 平成26年5月24日

健康科学特論

健康科学分野における基本的事項、及び最近のトピックス
について概説する。特に学校保健、母子保健、国民栄養の
高村 昇（原爆後障害医療研究所教授）
動向、生活習慣病の疫学等について講義を行う予定であ
林田 直美（原爆後障害医療研究所講師）
る。テキストは特に指定せず、当日スライド資料を配布す
る。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月17日

教諭
全学校種
養護教諭 教諭・養護教諭

子どもの心とからだ

健康な児童生徒の健康増進のための教育や心身の健康問
題を持つ児童生徒への指導などを実践的にまた最新の知
識を獲得することを目的に講習を行う。具体的には救急処
置や感染対策、性教育をはじめとする健全な成長を育む保
健教育、発達障害児の支援などである。

長崎県長崎市

6時間 平成26年7月26日

養護教諭

岩永 竜一郎
（医歯薬学総合研究科准教授）
中尾 理恵子（医歯薬学総合研究科准教授）
宮原 春美（医歯薬学総合研究科教授）
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教諭

中学校(社会）・高
等学校（公民、商
業）
教諭

全学校種
養護教諭

平成２６年度（第１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

歯と口腔の健康

国民の大半が罹患している虫歯（う歯）と歯周病（歯ぐきの
炎症）、口腔と全身との関連性等について、教諭が理解しや
すいようにその症状等を解説する。さらにう触や歯周炎に罹 村田 比呂司（医歯薬学総合研究科教授）
患した場合の治療法、不幸にして抜歯等に至った場合の治 吉田 教明（医歯薬学総合研究科教授）
療法を講義するとともに、病気にかからないための予防法 齊藤 俊行（医歯薬学総合研究科教授）
について解説する。また、歯並びや噛み合わせの不正が健
康に及ぼす影響や治療についても解説する。

自然の中の「くすり」

身近なクスリや最先端医療で用いられる医薬品が、もとをた
どれば植物、動物、微生物から得られた物質から開発され
ている事例を分かりやすく紹介する。また、そのような植物
田中 隆（医歯薬学総合研究科教授）
や動物を山や海に探索する研究についても出来るだけ多く
山田 耕史（医歯薬学総合研究科准教授）
の写真を紹介しながら解説する。この講習では、クスリのも
齊藤 義紀（医歯薬学総合研究科准教授）
ととなる物質をつくる生物、その物質の生理作用、それがク
スリとなるまでの経緯、さらに薬用資源探索の実際について
学び、クスリについての知識を深める。

身の回りの物質と化学の関わり

物質はすべての“もの”を構成する基本要素です。化学はそ
の物質の本質を探り、物質を変換し、また新しい機能を発現
清水 康博（工学研究科教授）
させ、さらにそれらの基本法則を深化する学問です。本講習
香川 明男（工学研究科教授）
では、目覚ましく発展した最新の化学を、主に無機材料（セ
田邉 秀二（工学研究科教授）
ラミックス材料）と金属材料の分野での先端技術や最近のト
ピックスを通して理解する。

保全生物学（環境変化と生物）

近年、自然環境や社会環境の変化が生物に与える影響と
その修復について保全生物学の果たす役割が重要になっ
ている。その視点から「保全生態学入門」「環境変化と生物
多様性・生物間相互作用」「環境変化と里山の荒廃」をテー
マに講義する。

水産科学の最新情報

食の安全保障や食の安心・安全の問題等、近年、水産業の
重要性が再認識されるとともに、取り巻く状況は大きく変化
竹垣 毅（水産・環境科学総合研究科准教授）
している。本講座では、世界及び国内の水産業界並びにそ
高山 久明（水産・環境科学総合研究科教授）
れらを支援する科学技術の動向を理解することを目的とし
武田 重信（水産・環境科学総合研究科教授）
て実施する。本講座では、漁船の性能と漁業情報の活用、
水棲生物の生態、海洋環境に関する最新情報を提供する。

長崎県長崎市

長崎県立大学

「ヒト」「モノ」「思考」の歴史ー西
洋史・西洋経済史の視角ー

「近世・近代ヨーロッパにおける『ヒト』『モノ』の動き、そして
それに伴う『思考の変化』」を主たるテーマとし、経済学部の
柳田芳伸（経済学部教授）
歴史学・西洋史学を専門とする教員が、それぞれの専門分
谷澤 毅（経済学部教授）
野の研究動向を踏まえ、中学・高校における歴史教育の参
長濱幸一（経済学部講師）
考となるように、政治・議会史とは異なる歴史の面白さを提
示する。

長崎大学

長崎大学

長崎県長崎市

長崎県長崎市

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

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6時間 平成26年8月5日

全学校種(保健体
教諭
育）
養護教諭
教諭・養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650273号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成26年8月28日

高等学校(生物、
化学、保健体
教諭
育）・特別支援学
養護教諭 校
教諭
養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650274号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650275号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校(理科、技
術）・高等学校(化
学、技術、工業）
教諭

中西 こずえ（水産･環境科学総合研究科教授）
井口 恵一朗（水産･環境科学総合研究科教
授）
長崎県長崎市
山口 典之（水産･環境科学総合研究科准教
授）

6時間 平成26年9月6日

教諭

中学校・高等学
校（理科）
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650276号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

6時間 平成26年8月25日

教諭

中学校(理科）・高
等学校（生物、水
産）
教諭

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平261007650277号

095-819-2872

http://www.nagasaki
-u.ac.jp/menkyo/

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年6月14日

教諭

中学校（社会）・
高等学校（地歴・
公民）教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平262007850345号

0956-47-5706

http://sun.ac.jp/

長崎県立大学

①地球規模の気候変化の諸要因を考察した後、最近の気
候クライシスについて科学的データに基づいて議論し、その
要因・影響や対策などについて考える。
宮崎明人（経済学部教授）
②温室効果ガスの排出削減を目指す「低炭素都市」モデル 車 相龍（経済学部准教授）
地球環境と地域づくり・まちづくり
を中心に、これからの地域計画やまちづくりのあり方につい 奥山忠裕（経済学部講師）
て考える。
③地域づくりの中で，人と環境の関わりを活かした地域資源
の保全を行う意義について考える。

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年6月21日

教諭

中学校（社会）・
高等学校（地歴・
公民）教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平262007850346号

0956-47-5706

http://sun.ac.jp/

長崎県立大学

長崎県には多くの離島が存在します。長崎県の歴史や文化
が「海」を中心として展開されてきたものであることを理解す
山田千香子（経済学部教授）
離島研究からみた現代社会の課 ると同時に、長崎県の離島の置かれている現状や離島の課
吉居秀樹（経済学部教授）
題
題を把握し、それらの課題解決や地域づくりに向けた諸策
西村千尋（経済学部教授）
を考察していきます。「地域を知ること」から考えていきましょ
う。

長崎県佐世保
市

教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（地歴・公民）
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平262007850347号

0956-47-5706

http://sun.ac.jp/

教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（地歴・公民）
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平262007850348号

0956-47-5706

http://sun.ac.jp/

教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（地歴・公民）
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平262007850349号

0956-47-5706

http://sun.ac.jp/

長崎大学

長崎大学

長崎大学

「高度情報社会」とも称される現代社会では、学校教育に携
わる教員の間で、「学校教育とＩＣＴ(情報通信技術)の利活
用」に対する関心は高く、また学校教育においてもＩＣＴを導
入したさまざまな教育が試みられている。そこで、本講習で 村上則夫（経済学部教授）
は「高度情報社会」の姿を理解する上で不可欠な情報ない 新川 本（経済学部准教授）
しシステムに関して、地域、流通及び経営という視点から、 神保充弘（経済学部教授）
その基本的理解や最新動向等について講義し、学校での
教育内容をより充実させ、かつ教員の職務面でのＩＣＴの利
活用を支援・促進するものとする。

長崎県立大学

地域，流通、経営の視点からみ
た情報ないしシステムの最新動
向

長崎県立大学

現代社会は、グローバル化や情報化の波に乗って目まぐる
しく変化し、かつてないほど緊密な経済連携の下で、資源・
エネルギー、人口・食糧問題、福祉・社会保障などの様々な
西 道彦（経済学部教授）
現代的課題を抱えている。講座では、「経済学者の考える
経済学から見た現代社会の課題
柳田芳伸（経済学部教授）
少子化対策」「貿易手続改革と国際物流システム」「経済政
古河幹夫（経済学部教授）
策の理念：望ましい社会とは？」の三つのテーマを設定し、
現代社会の課題を経済学的な視点から照明を当てて考察
する。

長崎県佐世保
市

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年7月5日

6時間 平成26年7月12日

6時間 平成26年7月26日
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長崎県立大学

英語でのコミュニケーションにおける異文化理解の大切さ、
英語の発音のポイント、そして非言語コミュニケーションの
方法やルールに関して、英語圏文化と日本文化を比較しな
がらお話します。英語学習において学習者が興味を持てる
異文化間コミュニケーションを視
要素とはどういうものなのかを異文化理解に関連づけなが
野に入れた英語教育（外国語活
山崎祐一（経済学部教授）
ら考えます。外国語の発音の習得は、異質な音を知り、そ
動）
れらを認めることから始まるという点においては、異文化の
認知や容認にも深い関係があるということを踏まえ、特に標
準アメリカ英語を基準に、英語の発音について具体例を挙
げながら再確認します。

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年8月11日

教諭

中学校（英語）教
諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平262007850350号

0956-47-5706

http://sun.ac.jp/

長崎県立大学

「戦後の日米関係（在日米軍基地問題等）」、「冷戦後の国
際関係」、「昭和期の日本政治外交史及び戦後日本とアジ
アとの関係」の三つの分野において基本的な問題点を学
瀬端 孝夫（国際情報学部教授）
び、かつ最新の知識にふれる。そして、国際関係の諸問題
国際関係の諸問題に対する見方
李 炯喆（国際情報学部教授）
を考察する際に（あるいは教える際に）、留意すべき点につ
荻野 晃（国際情報学部教授）
いて理解を深める。国際関係の分野では、解答は複数ある
こと。また、答えのない場合や明確な答えの出ない灰色の
部分もあることを再確認する。

長崎県西彼杵
郡長与町

6時間 平成26年5月24日

教諭

中学校（社会）・
高等学校（地歴・
公民）教諭

6,000円

25人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平262007850351号

095-813-5065

http://sun.ac.jp/

食育の現状と食生活・栄養調査
のまとめ方

栄養教諭自らが学校や地域における食育の事業等に関す
る問題・課題に対処できることを目指し，長崎県における食
育の現状や食生活の実態等に関して講義するとともに食生
活・栄養に関する調査方法，分析方法，まとめ方について 武藤 慶子（看護栄養学部教授）
演習を行う．それにより，食に関する今日的課題を見出し， 冨永美穂子（看護栄養学部准教授）
解決できるより高度な専門知識やスキルを身につけ，学校
及び地域における食育の中心的役割を果たしていくための
資質を養う．

長崎県西彼杵
郡長与町

6時間 平成26年5月31日

教諭
小・中学校 教諭
養護教諭 （家庭科）、栄養
栄養教諭 教諭、養護教諭

6,000円

25人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平262007850352号

095-813-5065

http://sun.ac.jp/

活きた教材としての安心安全な
給食づくり

子どもの望ましい食習慣の形成や食に関する理解の促進
のため学校給食の充実が要請されている．そこで，①地域
産物(地産地消)を使用した給食実習を通して，学校給食を｢
武藤 慶子（看護栄養学部教授）
活きた教材｣として活用していくための方法を考える，②給
冨永美穂子（看護栄養学部准教授）
食施設における衛生管理，品質管理，安全管理の再認識と
ともに給食システムの見直しを含めた学校給食の総合評価
に対する理解を深める，ことを目的に実習，講義を行う．

長崎県西彼杵
郡長与町

6時間 平成26年6月1日

小・中学校 教諭
教諭
（家庭科）、栄養
栄養教諭
教諭

6,000円

25人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平262007850353号

095-813-5065

http://sun.ac.jp/

現代社会とメディア

広告を取り巻く社会的背景として「文化」を位置づけるという
比較文化論的・社会学的な観点から、テレビ広告における
外国イメージとジェンダー役割の国際比較、メディアリテラ
シーを通じて、日本国内および海外の広告を検討する。
村上 雅通（国際情報学部教授）
有機水銀による海洋汚染を要因とする水俣病は、ずさんな ポンサピタックサンティ・ピヤ（国際情報学部准
対応によって、実態の解明はほとんどなされていない。水俣 教授）
病の迷走は、原発事故による放射能汚染にも重なる。水俣
病から見えてくる環境汚染の課題をジャーナリスティックな
視点で検証する。

長崎県西彼杵
郡長与町

6時間 平成26年6月14日

教諭

中学校（社会）・
高等学校（公民）
教諭

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平262007850354号

095-813-5065

http://sun.ac.jp/

養護教諭の職務と実践

学校での児童生徒の健康増進および健康課題の解決に向
けた取り組みにおいて、地域のさまざまな関係機関や関係
職種との連携は重要である。そのため、地域における保健
中尾 八重子（看護栄養学部准教授）
活動の実際や公的根拠を理解し、それらをどのように活用
佐藤 順子（長崎県立大学非常勤講師）
していくかを考える。また、養護教諭の職務の中で、近年特
に重要視されている健康相談活動について、理論を基に班
別ワークショップを通して実践をふり返ると共に向上を図る。

長崎県西彼杵
郡長与町

6時間 平成26年8月5日

養護教諭

全学校種
養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平262007850355号

095-813-5065

http://sun.ac.jp/

本講習では、午前にはコーパス言語学における語彙・統語
構造に関する知見を講義、英語試験（TOEIC・TOEFL・
IELTS）の概要紹介、英語学習ツール（多読用英語リー
ダー・オンライン英語辞書サイト）の実践演習をおこなう。午 上村俊彦（国際情報学部教授）
後には英語指導に欠かせない英語の音声について、理論と 山内ひさ子（国際情報学部教授）
実践を交え、英語教師として必要な音声学知識を紹介す
る。実践では、英語教師として生徒のモデルとなるための発
音等の基本を訓練する。

長崎県西彼杵
郡長与町

6時間 平成26年8月2日

教諭

小学校・中学校
（英語）・高等学
校（英語）教諭

6,000円

25人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平262007850356号

095-813-5065

http://sun.ac.jp/

長崎県西彼杵
郡長与町

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校・高等学
校 教諭（英語）

6,000円

25人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平262007850357号

095-813-5065

http://sun.ac.jp/

6,000円

平成26年3月11日～
50人
平成26年4月8日

平262007850358号

095-813-5065

http://sun.ac.jp/

長崎県立大学

長崎県立大学

長崎県立大学

長崎県立大学

長崎県立大学

長崎県立大学

長崎県立大学

言語学と音声学

午前の部では、会話の実践と、外国語としての英語授業で
生徒の意欲を高める方法を示すことを目的とした、様々なコ
ミュニケーション能力に関するアクティビティを担当する。午 Joel Hensley（国際情報学部特任講師）
Improving English Speaking Skills
後の部では、英語の流暢性に重点を置いたアクティビティを Bradley Smith（国際情報学部特任講師）
担当し、受講者の口語英語の上達のための自信構築テク
ニックを実践する。

青少年期の疾患と体の仕組み

養護教諭が成長期にある青少年期の肉体的・生理的特徴
を理解し、適正な教育・指導ができるよう、基礎的事項に関
する知見を深める。
熱中症と日射病・心雑音と心電図異常・尿蛋白とネフロー
立石憲彦（看護栄養学部教授）
ゼ・感染症と予防接種・アレルギー疾患と喘息・肥満とやせ
についてその仕組みを解剖学・生理学・病態生理学と関連
づけて講義する。

長崎県西彼杵
郡長与町

6時間 平成26年8月11日
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教諭
全学校種
養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平262007850359号

095-813-5065

http://sun.ac.jp/

学校における人間関係（法学と
心理学の視点から）

学校内での人間関係について、法制度上どのように整理で
きるかを検討する。教師に関わる対人関係の多様さを指摘
し、それぞれの場面で重要な事柄について論点を呈示す
實原 隆志（国際情報学部准教授）
る。
柳田 多聞（国際情報学部准教授）
よりよい人間関係を育む「アサーション（率直かつ友好的な
意思伝達）」の思想について、論理的（論理的・現実的・建設
的）な思考の観点から実践的に考察する。

長崎県西彼杵
郡長与町

6時間 平成26年 8月 29日

活水女子大学

最新Java言語

Java言語の歴史と今後の発展について解説した上で、最新
のJava（JavaSE8、JavaEE7）言語の仕様と機能を解説す
る。新しいGUI作成技術であるJavaFXと、Lambda式、さらに
JavaEE7で可能になった新しいウェブアプリケーション開発
川場 隆（文学部教授）
手法について解説する。この講習を修了すると最新のJava
言語の機能と特徴および有用性、優位性について理解で
き、教科で教えるための実践的なノウハウやヒントを身につ
けることができる。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月1日

教諭

高等学校
教諭（情報）

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058650432号

095-820-6016

http://www.kwassui.
ac.jp

活水女子大学

本講座では、英米の民族・人種をテーマに、その歴史と特
徴について英米の文学作品と関連させつつ講義します。前
半は18世紀イギリスにおける、アフリカ系等の移民の流入と
イギリス、アメリカの民族・人種問 人種問題を取り上げます。後半はアメリカの大きな特徴の 井石 哲也（文学部教授）
題と現代
一つである多様な移民の歴史と、移民とは異なる歴史背景 上野 葉子（文学部准教授）
を持つアメリカ先住民、アフリカ系アメリカ人の例を紹介しま
す。また、現在の状況、課題を検討し、今後の両国の民族・
人種と文化のありかたを探ります。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校
高等学校
教諭（英語）

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058650433号

095-820-6016

http://www.kwassui.
ac.jp

6時間 平成26年8月19日

小学校
教諭
中学校
栄養教諭 教諭（家庭科）
栄養教諭

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058650434号

095-820-6016

http://www.kwassui.
ac.jp

6時間 平成26年8月20日

小学校
教諭
中学校
栄養教諭 教諭（家庭科）
栄養教諭

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058650435号

095-820-6016

http://www.kwassui.
ac.jp

6,000円

20人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058650436号

095-820-6016

http://www.kwassui.
ac.jp

6,000円

40人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058650437号

095-820-6016

http://www.kwassui.
ac.jp

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058650438号

095-820-6016

http://www.kwassui.
ac.jp

長崎県立大学

味の感じ方の多様性

食べものの味は様々な要因により感じ方が変化し、それぞ
れの味成分は相互に影響をおよぼしている。本講座では味
久木野 睦子（健康生活学部教授）
の感じ方に関する講義と出し汁を用いた簡単な実習を行
山口 尚美(健康生活学部准教授）
い、味の感じ方の多様性について理解を深め、食育や調理
に役立てることを目的とする。

野菜の栄養と調理性

野菜は好き嫌いの対象となることが多いが、健康を維持す
るために必要な食品であるだけでなく、肉や魚にはない彩り
や食感を与えてくれるのも野菜の特徴である。本講座では、 久木野 睦子（健康生活学部教授）
野菜の栄養や調理性に関する講義と簡単な実習を行い、野 山口 尚美(健康生活学部准教授）
菜の特徴について理解を深め、児童生徒の食育に役立て
ることを目的とする。

活水女子大学

音楽力スキルアップ～分析と実
践をとおして～

器楽曲を正しく把握するための分析講義（1時間）、指導者
に必要とされるピアノ演奏力アップのための実践講義（2時
井谷 俊二（音楽学部教授）
間）、創作に必要とされる知識についての講義（1時間）、簡
吉田 峰明（音楽学部教授）
単な課題に基づく創作の実践講義（2時間）。これらを通して
指導者としてのスキルアップをはかってまいります。

活水女子大学

活水女子大学

長崎県長崎市

長崎県長崎市

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校
中学校
高等学校
教諭（音楽）

活水女子大学

住居(建築)の歴史は様々な視点から学ぶことが可能です。
例えば、意匠、構造、材料、施工方法、地域、建築家および
住まい方などがあります。この講習では「発展と改良」の面
日本における住居の発展と改良 から日本における住居の歴史を概観することを目的としま
宮本 達夫（健康生活学部教授）
について
す。そのために ○日本古代における二つの住居形式 ○日
本古代における住居の発展 ○戦前の住宅改良 ○伝統の
継続・消滅・変化 ○戦後の住宅改良などについて写真およ
び図版などを検討しつつ理解を深めます。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校
高等学校
教諭（家庭）

活水女子大学

①教育基本法改定以来の教育をめぐる法制度の変化につ
いて、その背景も含めて講義する。②法教育・規範教育の
目標・内容・方法について、いくつかの素材をふまえて、議
教育をめぐる法制度と、法・規範 論し、検討する。 ③なお、この講習は「全教員」を受講対象
渡邊弘（活水女子大学准教授）
に関する教育のあり方
者とするが、健康増進法や食育基本法についても触れる予
定であるので、「養護教諭」・「栄養教諭」も積極的に受講さ
れたい。
もちろん「教諭」の受講も認められる。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月25日

活水女子大学

前半では、スマートフォンを使ったRSSニュース・リーダーの
活用を通して、時間・場所を問わず自身の英語力（リーディ
ングとリスニング）を強化し、同時に国際情勢や国際社会に
携帯端末によるRSSニュース・
香川実成（文学部准教授）
対する洞察力をさらに深める生活習慣を提案します。後半
リーダーの活用と教育現場への
狩野暁洋（文学部准教授）
では、生徒の英語学習にも使えるアプリを紹介しつつ、RSS
応用
西原真弓（文学部准教授）
リーダーで得た情報から教室内で使えるマテリアルを選り抜
き、生徒の興味・関心を引き出しつつ英語学習に結びつけ
る方法をいくつか提案します。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月26日

活水女子大学

古典においては何を教えるか、がある程度決まっていると
いえるだろうか。伝統文化に親しみ学ぶという教育的指針
が、新学習指導要領によって、「国語科」において、小学校
「伝統文化に親しむ」古典文学教 低学年から高等学校まで一貫して示されて、実施をむかえ
常吉幸子(文学部教授）
育と日本の精神文化
ている。もちろん、それは教員自身が日本の古典文学・風俗
習慣等を、自己に内在する豊かなものとして、持っていなけ
ればならないということを意味する。和歌などの定型詩や能
などを題材に考えたい。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月28日
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教諭
全学校種
養護教諭 教諭・養護教諭・
栄養教諭 栄養教諭

教諭

中学校
高等学校
教諭（英語）

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058650439号

095-820-6016

http://www.kwassui.
ac.jp

教諭

小学校
中学校（国語）
高等学校（国語）
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058650440号

095-820-6016

http://www.kwassui.
ac.jp

平成２６年度（第１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

本講座では、福祉の問題や素材などを通して、他人を思い
やる心や支えあう力を養うための指導法を学びます。具体
的には、近年多様化しつつある福祉の全体像と福祉教育の
長崎ウエスレヤン 学校における福祉教育の指導と 目標を把握した上で、高齢者や障害児・者などの当事者に 中野伸彦（現代社会学部教授）
大学
展開
あたる人たちをどう受けとめていくか、その向き合い方と支 開 浩一（現代社会学部准教授）
援の方法を掘り下げます。また、発達段階に応じた指導・評
価の方法を提示しつつ、具体的な事例やワークシートなどを
用いて指導の要点を学びます。
発達障害や不登校の児童生徒たちへの支援の仕方を、行
動療法・認知行動療法の立場から解説する。まず、発達障
害・行動障害・不登校・別室登校など学校における子どもた
児童生徒のための行動療法・認
長崎ウエスレヤン
ちの諸問題を概観した上で、「レスポンデント条件づけ」「オ 開浩一（現代社会学部准教授）
知行動療法：発達障害や不登校
大学
ペラント条件づけ」「認知学習」の３種の学習理論に基づい 金原俊輔（現代社会学部教授）
の子どもたちへの支援を中心に
た行動療法・認知行動療法を詳述する。つづいて、上記２療
法が有する各種技法のうち、学校で実施することが可能な
ものを紹介する。
発達障害や不登校の児童生徒たちへの支援の仕方を、行
動療法・認知行動療法の立場から解説する。まず、発達障
害・行動障害・不登校・別室登校など学校における子どもた
児童生徒のための行動療法・認
長崎ウエスレヤン
ちの諸問題を概観した上で、「レスポンデント条件づけ」「オ 開浩一（現代社会学部准教授）
知行動療法：発達障害や不登校
大学
ペラント条件づけ」「認知学習」の３種の学習理論に基づい 金原俊輔（現代社会学部教授）
の子どもたちへの支援を中心に
た行動療法・認知行動療法を詳述する。つづいて、上記２療
法が有する各種技法のうち、学校で実施することが可能な
ものを紹介する。
発達障害や不登校の児童生徒たちへの支援の仕方を、行
動療法・認知行動療法の立場から解説する。まず、発達障
害・行動障害・不登校・別室登校など学校における子どもた
児童生徒のための行動療法・認
長崎ウエスレヤン
ちの諸問題を概観した上で、「レスポンデント条件づけ」「オ 開浩一（現代社会学部准教授）
知行動療法：発達障害や不登校
大学
ペラント条件づけ」「認知学習」の３種の学習理論に基づい 金原俊輔（現代社会学部教授）
の子どもたちへの支援を中心に
た行動療法・認知行動療法を詳述する。つづいて、上記２療
法が有する各種技法のうち、学校で実施することが可能な
ものを紹介する。
本講座では、児童・生徒、保護者への対応や子どもたちの
人間関係を育む学級づくりに活かせるような人間関係づくり
に関する理論と方法について学ぶ。具体的には、コミュニ
長崎ウエスレヤン 児童・生徒・保護者対応に活かせ ケーションや人間関係づくり、体験学習・グループアプロー 菅原良子（現代社会学部教授）
大学
る人間関係づくり
チについての理論を学ぶとともに、コミュニケーションや人間 入江詩子（現代社会学部准教授）
関係についてのワークを受講生自身が実際に体験しなが
ら、自分自身のコミュニケーションのあり方をふりかえりつ
つ、人間関係づくりについて学ぶ。
本講座では、児童・生徒、保護者への対応や子どもたちの
人間関係を育む学級づくりに活かせるような人間関係づくり
に関する理論と方法について学ぶ。具体的には、コミュニ
長崎ウエスレヤン 児童・生徒・保護者対応に活かせ ケーションや人間関係づくり、体験学習・グループアプロー 菅原良子（現代社会学部教授）
大学
る人間関係づくり
チについての理論を学ぶとともに、コミュニケーションや人間 入江詩子（現代社会学部准教授）
関係についてのワークを受講生自身が実際に体験しなが
ら、自分自身のコミュニケーションのあり方をふりかえりつ
つ、人間関係づくりについて学ぶ。

長崎ウエスレヤン
共生社会のための語学教育
大学

ヨーロッパやアジアの英語教育の現状を踏まえたうえで、日
本の小中高の英語教育がどのように行われているのか、
齊藤仁志（現代社会学部准教授）
ワークショップ形式で学ぶ。
山崎有介（現代社会学部教授）
その後、言語教育の社会的意義を再考し、語学科目とそれ
以外の教科との関係を見直す場としたい。

長崎ウエスレヤン
言語と文化とコミュニケーション
大学

英語がどのように現在のような国際的地位を築いたか、
ヨーロッパ言語の歴史的背景（文化・人種・宗教・文学）を概
観し英語の成り立ちを学ぶ。また、英語がアジアでどのよう
齊藤仁志（現代社会学部准教授）
な役割を果たし、用いられてきたのかを学ぶ。そして言語を
山崎有介（現代社会学部教授）
運用する際に不可欠な文化的側面の重要性を再認識す
る。また文化的側面を配慮したコミュニケーションのトレーニ
ングを行う。

長崎ウエスレヤン 障害を持っている人たちの生活
大学
及び福祉制度を理解する

本講習では障害についてのどのように理解し関わっていく
べきか、障害を持つ人たちの生活状況はどのようになって
いてどのようなニーズを持っているのか、今まで障害者福祉
金 文華（現代社会学部准教授）
制度はどのように発展してきたか、現在の障害者福祉制度
裵 容俊（現代社会学部教授）
はどのようになっており、これからどのような支援が必要な
のか等について理解することを目的とする。また、コミュニ
ケーションスキルを向上するための演習も含めて行う。

長崎ウエスレヤン
文化的景観と地域再生
大学

近年の文化財保護法の改正により新たに重要文化的景観
という概念が日本の文化財保護制度に導入された。文化財
保護法第２条第１項第５号に、重要文化的景観とは「地域に
おける人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形 加藤久雄（現代社会学部准教授）
成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため 佐藤快信（現代社会学部教授)
欠くことができないもの」と、規定されている。地域活性化方
策として、この制度の活用が期待されている。その現状と未
来像について考えていく。

講習の開催地

長崎県諫早市

長崎県諫早市

長崎県諫早市

長崎県諫早市

長崎県諫早市

長崎県諫早市

長崎県諫早市

長崎県諫早市

長崎県諫早市

長崎県諫早市

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26年7月26日

教諭
全学校種
養護教諭 教諭・養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058750139号

0957-26-1234

http://www.wesleyan
.ac.jp/

6時間 平成26年7月28日

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058750140号

0957-26-1234

http://www.wesleyan
.ac.jp/

6時間 平成26年8月1日

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058750141号

0957-26-1234

http://www.wesleyan
.ac.jp/

6時間 平成26年8月2日

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058750142号

0957-26-1234

http://www.wesleyan
.ac.jp/

6時間 平成26年8月4日

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

平成26年3月11日～
30人
平成26年4月8日

平263058750143号

0957-26-1234

http://www.wesleyan
.ac.jp/

6時間 平成26年8月5日

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058750144号

0957-26-1234

http://www.wesleyan
.ac.jp/

教諭

小学校・中学校
(外国語）・高等学
校（外国語）教諭
（語学に興味のあ
る方）

6,000円

40人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058750145号

0957-26-1234

http://www.wesleyan
.ac.jp/

教諭

小学校・中学校
(外国語）・高等学
校（外国語）教諭
（語学に興味のあ
る方）

6,000円

40人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058750146号

0957-26-1234

http://www.wesleyan
.ac.jp/

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058750147号

0957-26-1234

http://www.wesleyan
.ac.jp/

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058750148号

0957-26-1234

http://www.wesleyan
.ac.jp/

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年8月18日

6時間 平成26年8月2日

6時間 平成26年8月19日
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小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

教諭

中学校（社会）・
高等学校（地歴、
農業、商業、総合
学科）教諭

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成２６年度（第１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

「食」という身近なテーマが、学習者の学びに対する動機づ
けのために、いかに有効であるのかを例示する。外国語や
食文化から見るヨーロッパの歴史 歴史といった素材から、「英語」を中心とする外国語科目、 冨田 高嗣（外国語学部准教授）
長崎外国語大学 と言語－歴史・外国語学習の効 「世界史」を中心ととする社会科科目等の授業に生かしうる MARRA,Claudia（外国語学部教授）
果的な動機づけの提案ー
補助教材作りの手掛かりを提示する。また、講義だけなく、 堺 雅志（福岡大学人文学部教授）
討議や実習を行うので、科目の枠組みを超えて、教材への
ヒントを提供する。

講習の開催地

長崎県長崎市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月3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

全学校種
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058850286号

095-840-2002

http://www.nagasaki
-gaigo.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058850287号

095-840-2002

http://www.nagasaki
-gaigo.ac.jp/

本講習は、早期英語教育に関する最近の流れを踏まえたも
のである。教育心理学や発達心理学の知見を基に、日本に
トータルな視点に立った英語教育 おける学校英語教育を発達段階的に捉え、その今日的問
川島 浩勝（外国語学部教授）
長崎外国語大学 -学習者の発達のプロセスから学 題点を多面的に整理・理解し、学習者の心理学的内実を把
江村 理奈（外国語学部講師）
ぶ握する。次に、具体的な英語指導場面を設定し、学習者の
発達段階に応じた指導はどのようにあるべきかを考察す
る。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小学校英語担当
教諭
中学校・高等学
校英語教諭

「翻訳」という学習テーマが、学習者の「ことばの力」の促進
のために、いかに有効であるのかを例示する。翻訳という素
材を用いることで、「英語」を中心とした外国語科目、国語科 冨田 高嗣（外国語学部准教授）
翻訳ワークショップ：ことばの再発
長崎外国語大学
目、あるいは社会科科目等、様々な授業において生かしう 田口 武史（外国語学部准教授）
見
る補助教材作りの手掛かりを提示する。また、講義だけな 南津 佳広（外国語学部講師）
く、討議や実習を行うので、科目の枠組みを超えて、教材へ
のヒントを提供する。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月5日

教諭

全学校種
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058850288号

095-840-2002

http://www.nagasaki
-gaigo.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058850289号

095-840-2002

http://www.nagasaki
-gaigo.ac.jp/

長崎外国語大学 イギリスの歴史・文化・言語

英語は現在、国際語という地位を築いていますが、その言
語は、元を辿れば、どこに行き着くのでしょうか。英語がブリ
テン島で使われるようになった5世紀から現在までの歴史を
旅してみましょう。講義では、英語の歴史を概観します。ま 加島 巧（外国語学部教授）
た、ブリテン島を構成する４つの地域（イングランド・スコット クリシャン・クマー（外国語学部講師）
ランド・ウェールズ・北アイルランド）について易しい英語で
の講義も含まれています。音声や映像を豊富に使った講義
になると思います。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校英語担当
教諭
中学校・高等学
校英語教諭

長崎外国語大学 「辞書」を巡る諸問題

国語辞典、外国語辞典、百科事典など、学習において不
可欠である「辞書」を巡る様々な問題点を、作り手の視点と
使い手の視点を軸に洗い出し、諸外国の辞書事情を紹介し
つつ「辞書」の持つ意味をとらえなおしていく。この再検討を
基盤にし、教育現場において有効な「辞書」の利用方法を考
え、教材作成にどのように生かすことができるのかを検討す
る。

冨田
田口
松岡
南津

高嗣（外国語学部准教授）
武史（外国語学部准教授）
雄太（外国語学部准教授）
佳広（外国語学部講師）

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月22日

教諭

全学校種
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058850290号

095-840-2002

http://www.nagasaki
-gaigo.ac.jp/

読み継がれてきた「古典」と呼ばれるテキストをいかに学習
に生かすか、また学習者の動機づけに対していかに効果的
古典を生かす－学習における
に活用するのかを例示する。「古典」のあり様を幅広く示す
長崎外国語大学 「古典」の効果的な利用方法の提 ので、国語科目だけなく、外国語科目、社会科科目等、様々
案－
な授業における補助教材作りの手掛かりを提示する。また、
講義だけなく、討議や実習を行うので、科目の枠組みを超え
て、教材へのヒントを提供する。

冨田
春口
佐藤
成瀬

高嗣（外国語学部准教授）
淳一（外国語学部准教授）
久美子（外国語学部講師）
尚志（外国語学部講師）

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月25日

教諭

全学校種
教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058850291号

095-840-2002

http://www.nagasaki
-gaigo.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058850292号

095-840-2002

http://www.nagasaki
-gaigo.ac.jp/

学習指導要領で重要課題としてあげられている「ことばの
力」をいかに育成するか。高度に異文化がせめぎ合ういま、
ことばを用いたコミュニケーション能力を養成する必要性
通訳ワークショップ：高度なリスニ が、今後ますます高まる。本講座では、通訳者を養成する
長崎外国語大学
南津 佳広（外国語学部講師）
ング能力の獲得法
訓練手法導入しながら、実際に簡単な逐次通訳からブース
を用いて行う基礎的な同時通訳を体験し、「ことばの力」に
ついて多角的に考えていく。また、それをどのように教育現
場に還元できうるのかについても議論を行う。

長崎国際大学

前半では、細切れ時間を活用した効果的な英語学習方法
について学び、自ら実践できるようになってもらうと共に、生
徒にもその学習法を指導できるようになることを目指す。後
英語指導力向上のための背景知
田中 誠（人間社会学部准教授）
半は、英語でのエッセイの書き方を中心に学び、積極的に
識Ｂ
Brendaｎ Van Deusen（人間社会学部助教）
授業でも英文エッセイなどを取り入れた指導ができるように
なることを目指す。また、後半はネイティブ・スピーカーの講
師が担当するので、講習は英語で行われる。
日本中が世界遺産登録を希望し、地域振興や街づくりに即
役立つように考えている。「そもそも世界遺産とは」を基本に
世界遺産の意味と価値の展開を中心とする。前半：世界遺
産条約の成立から条約の内容を理解し、登録に至る諸手続
細田 亜津子（人間社会学部教授）
きと問題点、その後の世界遺産保全・保護の必要性を考え
小坂 智子（人間社会学部教授）
ていく。
後半：登録された世界遺産のいくつかの事例をとおし、芸術
的、学際的な価値の多様性を登録する側と見る側の双方の
視点から読み解いていく。

長崎国際大学

世界遺産の意味と芸術的・学際
的価値の展開

長崎国際大学

午前は、スポーツ栄養学の理論に基づきスポーツにおいて
体育・スポーツに関する最新情報 能力が発揮できるよう栄養管理や栄養指導に関する基礎知
～「スポーツ栄養」と「コンディショ 識を提供した上で、食行動に結びつけるための演習を行う。 宮良 俊行（人間社会学部准教授）
ニング」～
午後は、スポーツ選手のコンディショニング、リコンディショニ 宮原 恵子（健康管理学部助教）
ングに関する基礎知識を提供した上で、簡単な実践方法を
紹介し、注意事項にも気をつけるよう促す。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月29日

教諭

小学校英語担当
教諭
中学校・高等学
校英語教諭

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年5月31日

教諭

中学校・高等学
校教諭（英語）

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058950131号

0956-39-2020

http://www.niu.ac.j
p/

教諭

小学校・中学校
（社会科）・高等
学校（地歴・公
民）教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058950132号

0956-39-2020

http://www.niu.ac.j
p/

教諭

小学校・中学校
（保健体育）・高
等学校（保健体
育）教諭

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058950133号

0956-39-2020

http://www.niu.ac.j
p/

長崎県佐世保
市

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年5月31日

6時間 平成26年8月22日
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開設者名

長崎国際大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

学校で学ぶ子どもたちの中に、いじめ・不登校・貧困など課
題を抱える子どもが増加傾向にある。そうした子どもたちに
対して、教職員がスクールカウンセラー（SC）・スクールソー
子どもの学びを支える
シャルワーカー（SSW）と協働して働きかけることは、子ども 豊島 律（人間社会学部教授）
―スクールカウンセラー・スクー
たちの課題を解決し学びを支えていくために有効なのでは 柳 智盛（人間社会学部講師）
ルソーシャルワーカーとの協働―
ないか。そこで、子ども理解の作業を前提としながら、どの
ようなケースにおいて、どのような協働をしたらよいのかに
ついて講述していく。

講習の開催地

長崎県佐世保
市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月29日

対象職種 主な受講対象者

教諭

全学校種教諭

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

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058950134号

0956-39-2020

http://www.niu.ac.j
p/

6,000円

平成26年3月11日～
50人
平成26年4月8日

平263058950135号

0956-39-2020

http://www.niu.ac.j
p/

食を通して健康を考える Ａ

生活様式の多様化により食習慣も多様化しているが、近年
の我が国の疾病構造や栄養調査の結果から推察すると、
適切な食習慣を送っているとは言い難い。健康のための正
野々村 洋子（健康管理学部講師）
しい食生活を送るためにはどのような点に注意すればいい
松尾 嘉代子（健康管理学部講師）
のか、どのような食事をとっていれば病気になりにくいの
か、特に、子どもの頃からの健康について、食を通して考え
ていきたい。

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年9月6日

教諭
全学校種教諭、
栄養教諭 栄養教諭

長崎国際大学

食を通して健康を考える Ｂ

近年、食に対する関心が高まっているが、健康管理と食品
の関係については、充分に正しく理解されているかどうかは
疑問である。日本食卓の在り方が変化し、食育の重要性が
野々村 洋子（健康管理学部講師）
見直される中で安全な食品を選ぶ力についてもこれからの
松尾 嘉代子（健康管理学部講師）
日本人に求められる能力の一つである。食品の安全や正し
い食品の選び方について、食品の表示や健康食品の効果・
効用について知識を広めていきたい。

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年9月20日

教諭
全学校種教諭、
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058950136号

0956-39-2020

http://www.niu.ac.j
p/

長崎国際大学

午前中は、体育・スポーツ原理に関する最新情報を提供す
体育・スポーツに関する最新情報 る。また、学習指導要領の改訂について講義を行う。午後
熊谷 賢哉（人間社会学部教授）
～「体育・スポーツ原理」と「体力 は、体力に関する基礎知識を提供した上で、体力の各要素
田井 健太郎（人間社会学部助教）
とトレーニング」～
を維持・向上させるようなトレーニングに関する理論・実践を
提供する。

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年8月2日

教諭

中学校・高等学
校教諭（保健体
育）

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263058950137号

0956-39-2020

http://www.niu.ac.j
p/

6,000円

平成26年3月11日～
30人
平成26年4月8日

平263058950138号

0956-39-2020

http://www.niu.ac.j
p/

6,000円

40人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263059050103号

095-846-0084

http://www.njunshin.ac.jp/univ/

長崎国際大学

20世紀の後半に遺伝子の実体が物質として明らかにされ、
他の技術革新も進んで、生物学は従来の博物学的学問か
ら、医薬学領域や私たち人間の命と強く関わる生命科学と 和田 守正（薬学部教授）
して大きく変貌した。このような流れの一端を紹介し、新知 藤田 英明（薬学部教授）
見・技術情報と併せて、生物学の体系をupdateして頂き、生
物学指導の一助としていただくことをめざしている。

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年9月20日

教諭

小学校・中学校
（理科）・高等学
校（理科）教諭

小学校英語活動の指導法

学習指導要領の改訂により、必修化となった小学校外国語
活動。それを機に、学級担任による英語活動指導力の向上
が求められている。本講座では、小学校における英語活動
鈴木千鶴子（人文学部教授）
指導の基本的考え方と、教材"Hi,friends!”に盛り込まれたア
村岡三奈子（人文学部准教授）
イディアを、講義で重点的に紹介する。その上で、具体的な
ジェフ・マックファーソン（人文学部講師）
指導方法について、ワークショップで児童の興味関心が高
いゲームや歌（童謡）を例に取り上げ、効果的な使い方を紹
介し,実践力を養う。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭

長崎純心大学

学校における食育の推進

幼稚園や学校における食育推進のポイントについて、学校
組織マネジメントの考え方に立った実践を踏まえて解説す
る。また、受講者が自らの課題を持ち込み、それぞれの課 松本和昭（人文学部教授）
題を基に、学習指導案の作成、模擬授業、研究協議等を通
し、課題解決のための方策を明らかにしていく。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭
全学校種
養護教諭 教諭・養護教諭・
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

35人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263059050104号

095-846-0084

http://www.njunshin.ac.jp/univ/

長崎純心大学

近年、いじめや不登校、虐待など子どもがおかれている状
況が深刻化している。このような背景には、子どもを取り巻く
子ども家庭福祉に関する支援機 家庭・生活環境が影響しているものと思われる。本講義で 岡本明博（人文学部准教授）
関との連携
は子ども虐待を中心に、子ども家庭福祉に関する法制度や 尾里育士（人文学部准教授）
福祉サービス、児童相談所など子ども家庭福祉に関する支
援機関との連携、課題解決へ導く実際について論じる。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭
全学校種
養護教諭 教諭・養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263059050105号

095-846-0084

http://www.njunshin.ac.jp/univ/

長崎純心大学

子どもの心に届き、その心を開放させる話し方、声、姿勢、
表情についての演習（挨拶、呼びかけ等自らの心身の開放
子どもの心を開く語りかけ、音楽 を前提として”一緒にしようね”の姿勢の確認等）、言葉の発
松川暢男（人文学部客員教授）
指導
音やニュアンスの追究の演習（幼児・児童・生徒の心が動
き、身体が動く言葉の追究）。「他を聴く力」を伸ばす歌唱
（合唱）指導の追究。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校・高等学
校教諭（音楽）

6,000円

34人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263059050106号

095-846-0084

http://www.njunshin.ac.jp/univ/

長崎国際大学

長崎純心大学

長崎純心大学

長崎純心大学

生命科学の最前線－生物学習
指導のための知見・技術情報
update-

長崎の歴史と文化の理解

「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」が暫定リストに載せ
られ、長崎では世界遺産への取り組みが進んでいる。教会
片岡瑠美子（人文学部教授）
群のほとんどは、明治・大正期に建立されているが、それぞ
宮坂正英（人文学部教授）
れが16世紀からの歴史を語っている。長崎のキリスト教の
歴史、文化をたどる。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

40人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263059050107号

095-846-0084

http://www.njunshin.ac.jp/univ/

英語で学ぶExcel

本講習では、学校現場で用いられる表計算ソフト、
Excel2010を英語で学ぶことを通して、Excelの操作を学ぶと
ともに、英語の運用力の改善を目指す。受講対象はExcelの
ジュリアン・バンダービーン（人文学部非常勤講
初心者であるが、説明、質疑応答等はすべて英語で行われ
長崎県長崎市
師）
るので、英語のある程度の運用力を持ち、その改善を目指
す英語科教諭及び小学校で英語教育を担当する教諭の受
講が望まれる。

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭・中
学校・高等学校
教諭（英語）

6,000円

35人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263059050108号

095-846-0084

http://www.njunshin.ac.jp/univ/
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開設者名

長崎純心大学

長崎純心大学

長崎純心大学

長崎純心大学

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

対人コミュニケーション

「コミュニケーション」という言葉は私たちの日常生活の中に
氾濫しているが、その意味するところは実はよく理解されて
いないのではないか。人間のコミュニケーション（対人コミュ
ニケーション）とはどのようなものか、そして、その事を知る
畠山 均（人文学部教授）
事によって家庭や職場(生徒、同僚、保護者など）で対人関
係はどう変化するのか。そのような事を講義、ビデオ視聴、
ペアーワーク、グループディスカッションなどを通して体験的
に理解していく。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月7日

音楽鑑賞や音楽遊びを通したコ
ミュニケーション・言語能力の育
成

幼稚園教育要領の内容「人間関係」では、（6）自分の思った
ことを相手に伝え、相手の思っていることに気づく。（8）友達
と楽しく活動する中で、共通の目的を見いだし、工夫したり、
協力したりする。内容「言葉」では、（8）いろいろな体験を通
岩瀬由佳（人文学部准教授）
じてイメージや言葉を豊かにする。小学校学習指導要領音
楽科改訂の要点では、（7）言語活動の充実を挙げている。
そこで、音楽遊びや音楽鑑賞の演習をし、音楽を通したコ
ミュニケーションや言語活動の意識を高める。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月8日

カウンセリング関連

昨今の教育現場を取り巻く内外の情勢の変化に伴い、教師
には、心理学およびカウンセリングの知識と技術を身につけ
ておくことがより重要になってきていると思われる。そこで、3
児島達美（人文学部教授）
名の講師により、心の健康の保持・拡充に関する「ストレス
丸山仁美（人文学部講師）
マネジメント」、生徒や保護者に対する話の聴き方や言葉か
岡嶋一郎（人文学部准教授）
けについての「学校カウンセリング」、さらに学校での危機対
応に関する「学校における緊急支援の理論と実際」につい
て講義を行う。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月8日

日本語・日本文学講義

日本語分野では、日本語の歴史についての講義を行う。歴
史を知ることは、日本語によって紡ぎ出された文化そのもの
を考えることにつながる。そして、それは、生徒に日本語の
美しさ・素晴らしさを伝えていく精神を培うことにも役立つと
考える。日本文学分野では太宰治「走れメロス」についての 長野秀樹（人文学部教授）
講義を行う。この作品は多くの中学校教科書に採用されると 椎葉富美（人文学部准教授）
共に、太宰の中期を代表する作品として、その評価は定着
している。太宰がその典拠としたシラーの「人質」と比較検討
すると共に、生徒の自主的な検討、発表の方法の可能性を
考えたい。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月8日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

教諭
全学校種
養護教諭 教諭・養護教諭

6,000円

52人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263059050109号

095-846-0084

http://www.njunshin.ac.jp/univ/

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263059050110号

095-846-0084

http://www.njunshin.ac.jp/univ/

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263059050111号

095-846-0084

http://www.njunshin.ac.jp/univ/

6,000円

40人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263059050112号

095-846-0084

http://www.njunshin.ac.jp/univ/

6,000円

平成26年3月11日～
50人
平成26年4月8日

平263059150127号

095-838-5308

http://www.nias.ac.
jp/

教諭

幼稚園・小学校
教諭

教諭
全学校種
養護教諭 教諭・養護教諭

教諭

中学校・高等学
校教諭（国語）

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

海洋開発分野では海洋基本法制定などの海洋をめぐる最
近の動き、海洋空間利用や海洋エネルギー開発などに関す
る現状と将来展望について、環境・エネルギー分野では
CO2による地球温暖化および化石燃料枯渇対策として推進
池上国広（工学部教授）
長崎総合科学大 工業技術（船舶、機械）に関する されているバイオマスなどの、自動車を中心とした新エネル
平子 廉（工学部教授）
学
最新の動向
ギー関連技術の現状と将来展望について、設計・構造工学
野瀬 幹夫（工学部教授）
分野では、造船分野を事例とし、情報技術の高度化に伴っ
て求められている設計上流から下流へと設計情報やアプリ
ケーションを連携させた構造物の迅速化技術について講習
する。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月19日

教諭

高等学校教諭
（工業）

電気電子工学分野では、今日、産業の基盤となっているLSI
技術をとりあげ、まずLSIデバイスの動向を概説する。次に
田中義人（情報学部教授）
長崎総合科学大 工業技術（電気電子、情報）に関 LSIの応用技術として組込み技術について解説する。さらに
下島 真（情報学部教授）
学
する最新の動向
情報工学の分野では、身につけて利用する人体通信ﾈｯﾄ
房安貴弘（情報学部准教授）
ﾜｰｸからｲﾝﾀｰﾈｯﾄのような広域通信網まで、様々な形態の
通信技術についての最新動向を紹介する。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月20日

教諭

高等学校教諭
（工業）

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263059150128号

095-838-5308

http://www.nias.ac.
jp/

地球温暖化やエネルギー危機などの環境問題への対応、
さらに地震などの災害に備えた建築や都市計画のあり方、
田中 俊彦（環境・建築学部教授）
長崎総合科学大 工業技術（建築）に関する最新の 伝統的な建築の保存と地域振興など、建築・都市をめぐる
薄 達哉 （環境・建築学部教授）
学
動向
最近のさまざまな動きを展望し、現状の問題点をさぐり、関
山田 由香里 （環境・建築学部准教授）
連技術の現状、建築教育における対応などを通し基礎技術
の大切さについて講習する。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月22日

教諭

高等学校教諭
（工業）

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263059150129号

095-838-5308

http://www.nias.ac.
jp/

情報技術の急速な進化に伴い、時代に即した情報教育の
実践と教育の情報化が求められています。本講習では、教
科「情報」における学習指導要領の改正に伴う情報教育の
留意点を概観するとともに、最新の情報通信技術動向、社
長崎総合科学大 情報コミュニケーション技術に関
横山正人（環境・建築学部教授）
会における情報の活用事例、セキュリティ技術等について
学
する最新の動向
蒲原新一（環境・建築学部講師）
紹介していきます。また、教育の情報化を推進する上で有
効となる情報機器や情報システムの活用技術、並びに教育
情報化を推進していく上での留意点等について考えていき
ます。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月25日

教諭

中学校（技術）・
高等学校（工業・
情報）教諭

6,000円

50人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263059150130号

095-838-5308

http://www.nias.ac.
jp/

幼稚園の歴史を踏まえながら、現代の幼児教育の礎を作っ
長崎女子短期大 教師の資質を探るー倉橋惣三に た倉橋惣三の保育理論を理解する。そのうえで、彼の著作
甲斐晶子（幼児教育学科非常勤講師）
学
学ぶー
『育ての心』を読み、自分の保育を振り返るとともに、幼稚園
教育のあり方、教育者としての姿勢について考えていく。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月19日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263534750173号

095-826-5344

http://www.nagasaki
-joshi.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263534750174号

095-826-5344

http://www.nagasaki
-joshi.ac.jp/

長崎女子短期大
子どもと家庭の支援を考える
学

子どもの生活の基盤である家庭は、児童虐待の増加、子供
の貧困率の拡大など様々な課題を抱えている。学校教育に
おいて、子供の育つ環境へのアプローチは重要であるもの
長尾 久美子（介護福祉専攻教授）
の教員の関わりには限界がある。このような子どもと家庭の
荒木 正平（介護福祉専攻助教）
支援について、福祉や教育の支援施策や福祉等との連携
体制を学ぶとともに、事例をとおして支援の在り方を考え
る。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月19日
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平成２６年度（第１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

長崎女子短期大
ICT活用のための基礎講座
学

パソコン初心者を対象にプレゼンテーションソフトによる教
材作成及び学校教育と著作権等、情報活用・発信の実践法 濵口 なぎさ（生活総合ビジネス専攻講師）
を学ぶ。教育の場において、今後ますますコンピュータやイ 森 弘行（生活総合ビジネス専攻教授）
ンターネット等ICT活用が推進されることを踏まえ、基礎的な 武藤 玲路（生活総合ビジネス専攻准教授）
知識と技能の習得を目指す。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月19日

長崎女子短期大 いのちの教育について
学
～いのちの誕生と愛着形成～

出産を介助してきた助産師の立場から、「いのちの教育」の
一助を提供する。自分の命がどのようにして生まれ、迎えら
れたのかといった自分の命の大切さを知り、他人の命や存 滝川 由香里（幼児教育学科講師）
在に思いを寄せることができるような教育とはどのようなも 浦川 末子（幼児教育学科教授）
のか、また子どもの育ちと愛着形成にはどのような関係が
あるのかについて考える。

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月20日

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月20日

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月22日

表計算ソフトを利用し、校務や授業で応用できるデータの整
森 弘行（生活総合ビジネス専攻教授）
長崎女子短期大 パソコンを利用したデータ分析の 理や視覚化の手法を学ぶ。また、平均値や分散・標準偏差
武藤 玲路（生活総合ビジネス専攻准教授）
学
基礎
の意味、信頼区間や検定など、科学的にデータを分析・解
濵口 なぎさ（生活総合ビジネス専攻講師）
釈するための統計学的な手法の初歩を学ぶ。

長崎女子短期大
地域の食育「長崎食育学」
学

地域の食育「長崎食育学」を学ぶことにより、長崎の食の歴
史や文化について理解を深め、郷土愛を育む教育について
考える。
橋口 亮（食物栄養専攻教授）
講習方法：地域の食育の実践例、課題などの講義、長崎の
歴史や食文化を体験するため食品加工実習の実施

呼吸法や共鳴体、筋肉の使い方について理解を深め、実践
しながら発声法を体得する。また、歌詞や自ら出す声のイ
長崎女子短期大 基本的な発声技能と音楽的表現
メージ力を常に意識し、強弱や抑揚をつけて音楽的表現を 中村 浩美（幼児教育学科講師）
学
を交えた楽しい歌唱法
見出していく。子どもが無理無く発声し、歌う楽しさを感じる
指導の一助とする。

長崎短期大学

造形教育の現在
①求められる造形教育の考え方 ②造形教育の新材料と
造形教育の現在と子どもの体力 活用例 ③造形活動の幼小連携、身体性を培う造形体験
問題と運動遊び
子どもの体力問題と運動遊び
①子どもの体力の現状と課題 ②運動遊びの環境構成に
ついて ③体力向上の基礎づくりと運動遊び体験

陣内 敦（保育学科教授）
中尾健一郎（保育学科教授）

心理学による保育
①自己理解を深める ②発達心理学でみる子どもの世界
③保護者への対応に活かすエクササイズ
小松陽子（保育学科講師）
好ましい食育
林田美鳥（食物科教授）
①現代っ子の食生活の実態 ②現場での食育活動の実例
③「調理体験」の実施における注意点 ④「食」への関心を
高める調理の体験

教諭

幼稚園・小学校
教諭

教諭
全学校種教諭
養護教諭 養護教諭

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

教諭
全学校種教諭
栄養教諭 栄養教諭

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

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263534750175号

095-826-5344

http://www.nagasaki
-joshi.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263534750176号

095-826-5344

http://www.nagasaki
-joshi.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263534750177号

095-826-5344

http://www.nagasaki
-joshi.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263534750178号

095-826-5344

http://www.nagasaki
-joshi.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263534750179号

095-826-5344

http://www.nagasaki
-joshi.ac.jp/

長崎県長崎市

6時間 平成26年8月22日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校（音楽）・
高等学校（音楽）
教諭

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年8月20日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263534850007号

0956-47-5566

http://www.njc.ac.j
p/contents/index.ht
ml

長崎県佐世保
市

6時間 平成26年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263534850008号

0956-47-5566

http://www.njc.ac.j
p/contents/index.ht
ml

6時間 平成26年8月25日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年3月11日～
平成26年4月8日

平263534850009号

0956-47-5566

http://www.njc.ac.j
p/contents/index.ht
ml

19,000円

20人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750476号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

小・中学校教諭

21,300円

30人

平成26年5月1日～
平成26年7月10日

平267002350539号

0994-46-2222

http://osumi.niye.g
o.jp

長崎短期大学

心理学による保育と好ましい食
育

長崎短期大学

今後の英語教育
①グローバル社会での英語教育 ②英語と日本語の基本
的違いの再認識（文法・音声等） ③外国語を初めて学ぶ子
「幼児の音楽教育」についてと今 どもの気持ちとは（外国人講師による会話体験レッスン）
友廣憲子（保育学科准教授）
後の英語教育
「幼児の音楽教育」について
牟田美信（国際コミュニケーション学科教授）
①エミール・ジャック＝ダルクルーズの教育 ②カール・オル
フの教育 ③コダーイ・ゾルターンの教育 ④リトミックの活
用 ⑤即興演奏 ⑥楽器のアンサンブル

長崎県佐世保
市

星槎大学

東日本大震災は私たちに計り知れない影響を及ぼした。震
災後3年が経とうとする今も、元の生活に戻れない子ども達
震災を超えた未来のために
や教師達のいる学校も少なくない。本講習では緊急時から 細田 満和子（星槎大学副学長）
～教育現場で知っておきたいこと 現在まで、震災の現場に身を置き、子どもたちと関わる人々 西永 堅（共生科学部准教授）
～
をゲストに迎えて、受講者の皆さんに、震災と学校現場につ 吉田 克彦（共生科学部非常勤講師）
いてもう一度改めて考え、未来につなげていけるようなヒン
トを示したい。

熊本県熊本市

18時間

平成26年7月28日～
平成26年7月30日

福満 博隆（鹿児島大学教育学部准教授）
金子 満（鹿児島大学教育学部准教授）
坂本 昌弥（鹿児島県立博物館学芸主事）
鹿児島県鹿屋
工藤 智徳（人財科学研究所代表）
市
沖 敦（国立大隅青少年自然の家主任企画指
導専門職）

18時間

平成26年8月6日～
平成26年8月8日

教員が体験活動の意義について理解するとともに、児童・
生徒の集団宿泊学習等を効果的に実施するための基本的
独立行政法人国 生徒指導・学級経営に活かす体
な体験活動の指導技術を身に付ける。
立青少年教育振 験活動(国立大隅青少年自然の
また、学習指導要領における体験活動の取り扱いについて
興機構
家）
理解し、教育活動における体験活動の取り入れ方を講義及
び実習を通して修得する。

対象職種 主な受講対象者

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

教諭

星槎大学

共生の視点とは、教育基本法第１条及び第２条の平和、民
主、平等、公共の精神の理念と同義である。本講習では、
同法の教育目的のため、授業を企画・運営できる教員・子ど
国際理解・平和学習〜共生の視
もの心身の健康を守る学校づくりに取り組む教員の能力の 天野 一哉（共生科学部准教授）
点から「地球的視野に立って行
向上を目指す。具体的には、沖縄、東京等の戦争等の体験 坪内 俊憲（共生科学部准教授）
動する」資質能力を高める〜
を中心に担当講師が報告する。その情報を踏まえ、教員自
らが授業を構築、発表、討議する等、実践的な講習を実施
する。

沖縄県沖縄市

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

19,000円

40人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750477号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

共生の視点とは、教育基本法第１条及び第２条の平和、民
主、平等、公共の精神の理念と同義である。本講習では、
同法の教育目的のため、授業を企画・運営できる教員・子ど
国際理解・平和学習〜共生の視
もの心身の健康を守る学校づくりに取り組む教員の能力の 天野 一哉（共生科学部准教授）
点から「地球的視野に立って行
向上を目指す。具体的には、沖縄、東京等の戦争等の体験 坪内 俊憲（共生科学部准教授）
動する」資質能力を高める〜
を中心に担当講師が報告する。その情報を踏まえ、教員自
らが授業を構築、発表、討議する等、実践的な講習を実施
する。

沖縄県宮古島
市

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

19,000円

60人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750485号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp
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平成２６年度（第１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

星槎大学

共生の視点とは、教育基本法第１条及び第２条の平和、民
主、平等、公共の精神の理念と同義である。本講習では、
同法の教育目的のため、授業を企画・運営できる教員・子ど
国際理解・平和学習〜共生の視
もの心身の健康を守る学校づくりに取り組む教員の能力の 天野 一哉（共生科学部准教授）
点から「地球的視野に立って行
向上を目指す。具体的には、沖縄、東京等の戦争等の体験 坪内 俊憲（共生科学部准教授）
動する」資質能力を高める〜
を中心に担当講師が報告する。その情報を踏まえ、教員自
らが授業を構築、発表、討議する等、実践的な講習を実施
する。

沖縄県那覇市

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

19,000円

60人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750486号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

共生の視点とは、教育基本法第１条及び第２条の平和、民
主、平等、公共の精神の理念と同義である。本講習では、
同法の教育目的のため、授業を企画・運営できる教員・子ど
国際理解・平和学習〜共生の視
もの心身の健康を守る学校づくりに取り組む教員の能力の 天野 一哉（共生科学部准教授）
点から「地球的視野に立って行
向上を目指す。具体的には、沖縄、東京等の戦争等の体験 坪内 俊憲（共生科学部准教授）
動する」資質能力を高める〜
を中心に担当講師が報告する。その情報を踏まえ、教員自
らが授業を構築、発表、討議する等、実践的な講習を実施
する。

沖縄県八重瀬
町

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

19,000円

60人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750487号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

30人

平成26年4月26日～
平成26年5月10日

平267002350534号

098-987-2306

http://okinawa.niye
.go.jp/

500人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750515号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

独立行政法人国
自然体験から子どもの生きる力
立青少年教育振
を（国立沖縄青少年交流の家）
興機構

星槎大学

星槎大学

星槎大学

星槎大学

星槎大学

星槎大学

東北福祉大学

今、学校に求められている、自然体験・集団宿泊活動の指
導力を高めるために、自然体験・集団宿泊活動の教育的意
義や活動時の指導方法、活動の様子の把握、安全指導、
安全管理の方法などを実習や講義を通して学ぶ。主な内容
は「野外炊事の実際」、「学級作りなどに役立てるレクリエー
ション活動」、「海洋活動の指導方法」、「体験活動と学習指
導要領」 、「体験活動の安全指導と安全管理」等の実習・
講義。

平野 貴也（名桜大学 人間健康学部スポーツ
健康学科 准教授）
遠矢 英憲（名桜大学 人間健康学部スポーツ 沖縄県渡嘉敷
健康学科 准教授）
村
與儀 毅（沖縄県教育庁生涯学習振興課生涯
学習推進センター社会教育主事）

地球の大部分は海であり、地球上の生活空間はいずれも
海路によって結ばれている。すなわち、全世界を連結する交
通路となるゆえ海洋進出は必然的であり、その分、海洋の
資源的役割も大きく、漁業や海底資源の確保が大きく取上
国際社会と日本の責務
げられている。本講習では、海底資源や海洋開発に関わる
―海洋開発の問題点について考
新治 毅（共生科学部教授）
問題点、領土や海上交通路の安全確保問題などについて
える
取上げ、日本の役割を踏まえつつ、持続可能な国際社会の
構築のためには何が必要か、日々報道される事象を通じ教
育現場でこどもたちに対して、何を伝えるべきかを考えても
らいたい。

平成26年8月20日～
18時間
平成26年8月22日

教諭

小学校教諭
（中学校教諭及び
26,000円
高等学校教諭も
可）

教諭

教諭（主に社会科
19,000円
担当教諭）

通信教育

18時間

平成26年4月18日～
平成27年1月31日

次代に伝える環境教育を学ぶ

現代の環境問題は、「エコ」という言葉で覆い隠されてしまっ
ている感がある。ことの本質に、社会に生活する大人自身も
目を塞ぎ、つかめないまま問題・課題を「次代を担う世代」に
先送りになっている。本講習では、現代社会に必要だと考え
坪内 俊憲（共生科学部准教授）
られる環境教育に関して、学校現場で教育を担っている教
師を通じて、子供たちにも社会にも将来遭遇するであろう科
学的判断を迫られる事態に必要となる知識と考え方を伝え
ていく。

通信教育

18時間

平成26年4月18日～
平成27年1月31日

地球生命の歴史

46億年に及ぶ地球環境の歴史において、40億年前に誕生
した生命は、地球環境の変化に則したものが適応し、次第
に多様化してきた。本講座では、地球環境における生物多
森川 和子（共生科学部教授）
様性の歴史と形成された経緯及び現代とのつながりについ
て考察する。また、現在、生物多様性の必要性が問われて
いるが、その背景にも触れる。

通信教育

18時間

平成26年4月18日～
平成27年1月31日

学校カウンセリング

不登校、いじめ、子どもの無気力など、問題が山積みする
現在の学校には、スクールカウンセラーを活用した教育相
談体制の変革によって学校そのものを活性化することが求
斎藤 やす子（共生科学部専任講師）
められている。本講座では、カウンセリングの技法や効果を
踏まえながら、教育相談体制を変革するには何が必要かに
ついて学ぶ。

通信教育

平成26年4月18日～
18時間
平成27年1月31日

特別支援教育の動向

特別支援教育とは、支援が必要な子どもたちのニーズを感
知し、必要かつ的確な支援を行うことである。また、これら的
確な支援にはチームアプローチが欠かせない。本講座で
は、発達障害の解説とスクールカウンセラーやスクールソー 前嶋 深雪（共生科学部非常勤講師）
シャルワーカーの役割を学ぶとともに、チームアプローチの
方法を考察する。あわせて、発達障害のほか不登校、家庭
の問題などにも触れる。

通信教育

18時間

今までの、そしてこれからの「教
師像」を想う

子どもの行動が変わったといわれる。親の世代の考えが変
わったといわれる。地域の教育力が無くなったともいわれ
る。しかしながら、子どもの発達課題等、変わらぬものも厳
白鳥 絢也（共生科学部専任講師）
然と存在する。不易と流行を踏まえ、変化する時代の中で、
子どもや親、地域との望ましい接し方、教師である「わたし」
自身について、そのあり方を問うてみたい。

通信教育

18時間

特別支援教育の授業づくり

特別支援教育においては、一人一人の教育的ニーズに応
じた個別的指導（個々の障害を改善・克服するための指導、
言語能力を高める指導等）と児童生徒どうしの相互的関わ
りを生かした集団指導（体育や音楽の指導等）が行われて
いる。レポートを通じて「児童生徒の個々の実態に応じた個
別的指導をどのように計画したらよいか」「複数の児童生徒
を対象とした指導、すなわち、一斉指導場面での指導をど
のように展開したらよいか」を学習する。◆認定試験は全国
各地で開催予定※詳しくは本学HPまで

阿部芳久 （総合福祉学部 教授）
荒川圭介 （総合福祉学部 准教授）
渡辺 徹 （兼任講師）
長谷川 町子（兼任講師）
鳴海 宏司（兼任講師）
早坂 保文（仙台市教育局学校教育部特別支
援教育課（嘱託））

通信教育

18時間
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教諭
環境に関心のあ
養護教諭 る教諭

19,000円

200人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750516号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

理科に関心のあ
る教諭

19,000円

200人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750517号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

カウンセリングや
教諭
教育相談に携
19,000円
養護教諭 わっている教諭、
養護教諭

100人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750518号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

平成26年4月18日～
平成27年1月31日

特別支援教育の
教諭
基礎を学びたい
養護教諭
教諭、養護教諭

19,000円

200人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750519号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

平成26年4月18日～
平成27年1月31日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

19,000円

300人

平成26年2月17日～
平成26年5月9日

平263000750520号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

平成26年4月1日～
平成27年1月12日

職種（教諭・養護
教諭）、学校種
教諭
（小・中・高校・中
養護教諭
等教育学校・特
別支援学校）

15,000円

500人

平成26年2月16日～
平成26年8月1日

平263004350004号

022-233-2211

http://www.tfu.ac.j
p/tushin

教諭

平成２６年度（第１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

東北福祉大学

1.心理教育的援助サービスの基礎 子どもへの援助 教
師、保護者および学校組織への援助 2.段階別心理教育的
援助サービス 一次的援助サービス 二次的援助サービス
三次的援助サービス 3.心理教育的アセスメント 心理教育
学校臨床における心理教育的援 的アセスメントとは 心理教育的アセスメントの対象 心理教 渡部純夫 (総合福祉学部 教授)
助
育的アセスメントにおけるアプローチ 心理教育的アセスメ 内藤裕子 (総合福祉学部 講師)
ントの方法 4.カウンセリング カウンセリングにおける関わ
り 危機介入 以上をレポートをまとめることによって学習す
る。◆認定試験は全国各地で開催予定※詳しくは本学HPま
で

東北福祉大学

知的障害を伴う自閉児の教育について詳しく学習する。基
本的考え方、教育課程の編成の基本的方針、これらの生徒
に中心的に行うべき教育課題（社会的相互交渉の機能を高
める課題、言語コミュニケーションの機能を高める課題、認
知的障害を伴う自閉児の特別支 知機能を高める課題）について具体的事例に基づいて学習
援教育
していく。さらに、これらの教育課題を指導していく上で効率
的な指導方法、これらの児童生徒の指導において大きな課
題である、彼らの不適切な行動への改善方法についても学
習する。◆認定試験は全国各地で開催予定※詳しくは本学
HPまで

阿部芳久 （総合福祉学部 教授）
荒川圭介 （総合福祉学部 准教授）
渡辺 徹 （兼任講師）
長谷川 町子（兼任講師）
鳴海 宏司（兼任講師）
早坂 保文（仙台市教育局学校教育部特別支
援教育課（嘱託））

講習の開催地

通信教育

時間数

18時間

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

平成26年4月1日～
平成27年1月12日

職種（教諭・養護
教諭）、学校種
教諭
（小・中・高校・中
養護教諭
等教育学校・特
別支援学校）

15,000円

500人

平成26年2月16日～
平成26年8月1日

平263004350005号

022-233-2211

http://www.tfu.ac.j
p/tushin

職種（教諭・養護
教諭）、学校種
教諭
（小・中・高校・中
養護教諭
等教育学校・特
別支援学校）

15,000円

500人

平成26年2月16日～
平成26年8月1日

平263004350006号

022-233-2211

http://www.tfu.ac.j
p/tushin

通信教育

18時間

平成26年4月1日～
平成27年1月12日

通信教育

6時間

平成26年5月12日～
平成26年8月24日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月10日～
平成26年5月9日

平263012150024号

047-365-1200

http://www.seitoku.
jp/tk/

通信教育

6時間

平成26年5月12日～
平成26年8月24日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月10日～
平成26年5月9日

平263012150025号

047-365-1200

http://www.seitoku.
jp/tk/

授業と子どもの学び

子ども達は、授業を通して様々なことを学んでいる。ここで
は、小学校とは異なる教育実践が多く紹介されているテキ
ストを用い、小学校の授業を少し離れたところから考えてみ
土橋永一（大学院教職研究科教授）
ることにする。テキストを読みながら、授業という教育活動
を、空間、活動、共同体の視点で考えていく。そして、現実
の小学校の教育課題について、新たな見通しをもちたい。

通信教育

6時間

平成26年5月12日～
平成26年8月24日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月10日～
平成26年5月9日

平263012150026号

047-365-1200

http://www.seitoku.
jp/tk/

保育内容の最新事情

幼児期の発達と保育内容との関係を理解するとともに、時
代の変化とのかかわりを理解します。また、現代社会の現
塩美佐枝（大学院教職研究科教授）
状の中で必要とされる保育内容について考え、幼児教育の
諸課題と関連する保育内容について具体的に学びます。

通信教育

6時間

平成26年5月12日～
平成26年8月24日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成26年4月10日～
平成26年5月9日

平263012150027号

047-365-1200

http://www.seitoku.
jp/tk/

言葉の機能と発達

生まれたばかりの子どもは言葉を発しません。言葉をどのよ
うに獲得していくのか、言葉の発達の過程について振り返っ
てみましょう。また、言葉の機能とは何かについても復習し
ます。登場する子どもの言葉から、言葉の機能と発達につ 東川則子（短期大学部准教授）
いて、さらには、教師の指導について考察し、小学校以上の
教育で重視されている「言語活動の充実」や、小学校１学年
の国語科との関連から発達を考えます。

通信教育

6時間

平成26年5月12日～
平成26年8月24日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成26年4月10日～
平成26年5月9日

平263012150028号

047-365-1200

http://www.seitoku.
jp/tk/

聖徳大学

集団遊びの大切さを考える

かつて、子どもの遊び場であった路地裏、境内、公園などは
管理され遊びの制約もあり、子どもが群れて遊ぶ姿は激減
した。地域での遊びが伝承されにくくなった今、遊ぶための
場（空間）と仲間と時間を保障できるのは「幼稚園」と言って
永井妙子（短期大学部教授）
も過言ではない。本講義では、幼稚園教育の基本を確認し
つつ、遊び（戸外での集団遊び）の中で、子どもが体験する
内容（人とのかかわり、ルールや約束、運動諸機能など）と
指導法について考える。

通信教育

6時間

平成26年5月12日～
平成26年8月24日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成26年4月10日～
平成26年5月9日

平263012150029号

047-365-1200

http://www.seitoku.
jp/tk/

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
好きな時間に自宅で学べる
ら，具体的に概説する。②軽度発達障害あるいは言語障害 府川昭世（こども心理学部教授）
『発達障害及び言語障害児の理
を抱えた子どもへの支援について考察する。いずれも、事 小谷博子（こども心理学部准教授）
解と支援』
例をもと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。

インターネット

6時間

平成26年4月7日～
平成26年12月14日

8,000円

2,000人

平成26年2月16日～
平成26年11月5日

平263021650115号

03-5813-2530

http://www.tokyomir
ai.ac.jp/license/

算数教育の重要な課題である「数学的な思考力や表現力
の育成」について考察する。特に、既習事項を活用して課題
解決する力、自分の考えや方法の根拠を明らかにして筋道
松山武士（大学院教職研究科教授）
立てて考える力、自分の考えを友達の考えと関係付けたり、
統合したりする力、多様な表現方法を用いて自分の考えを
整理したり、分かりやすく説明する力などを考察する。

聖徳大学

新しい算数教育へのアプローチ

聖徳大学

新教育課程が実施され、各地で国語科のいろいろな実践が
行われています。そうした中で、いくつかの課題も生まれて
きているように思います。こうした課題と、これからの国語科
明日からの授業に生かせる国語
教育の方向を考慮し、具体的な事例を取り上げた学習を行 渡邊恒雄（児童学部教授）
科の指導
いたいと考えます。どのような点をさらに伸ばし、どのような
点を改善していったらよいか、日頃の実践を振り返る契機に
していただけたらと考え、企画しました。

聖徳大学

聖徳大学

聖徳大学
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幼・小・中・高校
教諭
教諭
養護教諭
養護教諭

平成２６年度（第１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

8,000円

2,000人

平成26年2月16日～
平成26年11月5日

平263021650116号

03-5813-2530

http://www.tokyomir
ai.ac.jp/license/

平263021650117号

03-5813-2530

http://www.tokyomir
ai.ac.jp/license/

好きな時間に自宅で学べる
『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 藤後悦子（こども心理学部准教授）
インターネット
ウンセリング的対応について解説を行う。具体的には、子ど 山極 和佳（モチベーション行動科学部准教授）
もの心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。

6時間

平成26年4月7日～
平成26年12月14日

幼・小・中・高校
教諭
教諭
養護教諭
養護教諭

東京未来大学

好きな時間に自宅で学べる
『非行及び家族問題の理解と対
応』

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 出口保行（こども心理学部教授（学部長））
念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 春日武彦（こども心理学部非常勤講師）
ら、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。

インターネット

平成26年4月7日～
6時間
平成26年12月14日

幼・小・中・高校
教諭
教諭
養護教諭
養護教諭

8,000円

平成26年2月16日～
2,000人
平成26年11月5日

東京未来大学

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
好きな時間に自宅で学べる
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 渡辺千歳（こども心理学部教授）
『現在の子どもたちをめぐる問題
れる。また子どもたちの虐待問題は後を絶たず，教師が虐 竹内貞一（こども心理学部准教授）
〜発達障害と虐待への対応〜』
待に最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。

インターネット

6時間

平成26年4月7日～
平成26年12月14日

幼・小・中・高校
教諭
教諭
養護教諭
養護教諭

8,000円

2,000人

平成26年2月16日～
平成26年11月5日

平263021650118号

03-5813-2530

http://www.tokyomir
ai.ac.jp/license/

インターネット

6時間

平成26年4月7日～
平成26年12月14日

幼・小・中・高校
教諭
教諭
養護教諭
養護教諭

8,000円

2,000人

平成26年2月16日～
平成26年11月5日

平263021650119号

03-5813-2530

http://www.tokyomir
ai.ac.jp/license/

インターネット

6時間

平成26年4月7日～
平成26年12月14日

幼・小・中・高校
教諭
教諭
養護教諭
養護教諭

8,000円

2,000人

平成26年2月16日～
平成26年11月5日

平263021650120号

03-5813-2530

http://www.tokyomir
ai.ac.jp/license/

18,000円 上限なし

平成26年2月16日～
平成26年7月31日

平263024650285号

0422-22-8562

http://cc.musabi.ac
.jp/

東京未来大学

東京未来大学

好きな時間に自宅で学べる
『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
こころのあり方について学習する。②臨床心理学的な観点 高橋一公（モチベーション行動科学部教授）
から，思春期の子どもたちに生じやすい心の葛藤やつまず 平部正樹（こども心理学部講師）
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。

東京未来大学

好きな時間に自宅で学べる
『教育現場におけるモチベーショ
ン・対人コミュニケーションの理解
と促進』

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（教員角山剛（モチベーション行動科学部教授（学部
生徒、教員-保護者、教員間）について、社会心理学、組織
長）、モチベーション研究所所長）
心理学の視点から、振り返りの手がかりを得る。理論と実習
日向野智子（こども心理学部講師）
を通じて、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。

平成26年4月1日 ～
平成27年1月31日

教諭

小学校全科教
員、小学校図画
工作専科教員、
中学校美術科教
員、高等学校美
術・工芸教員（特
別支援学校含

6時間

平成26年7月1日～
平成26年8月24日

教諭

教諭（すべての学
校種及びすべて
の教科種）

6,000円

200人

平成26年2月16日～
平成26年7月31日

平263028150050号

045-313-5454

http://www.yashima.
ac.jp/univ/

インターネット

6時間

平成26年10月18日～
平成26年11月22日

教諭

教諭（すべての学
校種及びすべて
の教科種）

6,000円

200人

平成26年2月16日～
平成26年9月30日

平263028150051号

045-313-5454

http://www.yashima.
ac.jp/univ/

インターネット

6時間

平成26年7月1日～
平成26年8月24日

教諭

教諭（すべての学
校種及びすべて
の教科種）

6,000円

200人

平成26年2月16日～
平成26年7月31日

平263028150052号

045-313-5454

http://www.yashima.
ac.jp/univ/

「教育方法開発」、「題材開発」、「教材開発」、「連携開発」
の4領域からなる「美術教育実践研究」全般を通信授業で行
大坪 圭輔（造形学部教授）
います。テキスト、大坪圭輔・三澤一実編『美術教育の動
三澤 一実（造形学部教授）
向』（武蔵野美術大学出版局）の学習をもとに、授業実践に
即した学習指導計画やレポートを添削指導します。

通信教育

eラーニング講習「ともに学ぶ学
校と地域－学社連携・融合への
招待－＊自己確立の方法」

前半は「生きる力」育成のための学社連携・融合の考え方
や学校支援事業の取組みについて検討します。後半は、子
どもが自己確立するにあたって必要な力とは何か、その具
体的内容について考察します。ライブ授業の他、通学及び
浅井 経子（生涯学習学部教授）
オンデマンド受講も可能です。試験会場は、本学（横浜市）、
岩井 貴生（生涯学習学部教授）
札幌市（北海道）、郡山市（福島県）、穴水町（石川県）、新
宿区（東京都）、下田市（静岡県）、甲府市（山梨県）、大阪
市（大阪府）、本部町（沖縄県）にあります。監督者委託型試
験も可能です。

インターネット

八洲学園大学

eラーニング講習「ともに学ぶ学
校と地域－学社連携・融合への
招待－＊自己確立の方法」

前半は「生きる力」育成のための学社連携・融合の考え方
や学校支援事業の取組みについて検討します。後半は、子
どもが自己確立するにあたって必要な力とは何か、その具
体的内容について考察します。ライブ授業の他、通学及び
浅井 経子（生涯学習学部教授）
オンデマンド受講も可能です。試験会場は、本学（横浜市）、
岩井 貴生（生涯学習学部教授）
札幌市（北海道）、郡山市（福島県）、穴水町（石川県）、新
宿区（東京都）、下田市（静岡県）、甲府市（山梨県）、大阪
市（大阪府）、本部町（沖縄県）にあります。監督者委託型試
験も可能です。

八洲学園大学

前半では、読書指導の意義について考え、学校図書館のあ
り方について先進事例を取り上げながら考えます。後半で
は、共感を育成し、思いやりの心や創造性を育てる教材の
ｅラーニング講習「子どもを育む 開発と授業の指導法についてとりあげます。ライブ授業の
高鷲 忠美（生涯学習学部教授）
学校図書館＊共感を育成する教 他、通学及びオンデマンド受講も可能です。試験会場は、本
中田 雅敏（生涯学習学部教授）
材と授業開発」
学（横浜市）、札幌市（北海道）、郡山市（福島県）、穴水町
（石川県）、新宿区（東京都）、下田市（静岡県）、甲府市（山
梨県）、大阪市（大阪府）、本部町（沖縄県）にあります。監
督者委託型試験も可能です。

武蔵野美術大学 美術教育実践研究・通信講習

八洲学園大学

18時間
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平成２６年度（第１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

八洲学園大学

前半では、読書指導の意義について考え、学校図書館のあ
り方について先進事例を取り上げながら考えます。後半で
は、共感を育成し、思いやりの心や創造性を育てる教材の
ｅラーニング講習「子どもを育む 開発と授業の指導法についてとりあげます。ライブ授業の
高鷲 忠美（八洲学園大学教授）
学校図書館＊共感を育成する教 他、通学及びオンデマンド受講も可能です。試験会場は、本
中田 雅敏（八洲学園大学教授）
材と授業開発」
学（横浜市）、札幌市（北海道）、郡山市（福島県）、穴水町
（石川県）、新宿区（東京都）、下田市（静岡県）、甲府市（山
梨県）、大阪市（大阪府）、本部町（沖縄県）にあります。監
督者委託型試験も可能です。

インターネット

6時間

平成26年10月18日～
平成26年11月22日

教諭

教諭（すべての学
校種及びすべて
の教科種）

6,000円

200人

平成26年2月16日～
平成26年9月30日

平263028150053号

045-313-5454

http://www.yashima.
ac.jp/univ/

八洲学園大学

前半では、自己・人間中心的な考え方は現代の教育問題の
根底に潜んでいますので、身近な問題を取り上げ他を思い
やる心と公共心について考察します。後半では、現在の教
育行政の諸原則について判例等も引用しながら検討しま
ｅラーニング講習「公共論＊教師
石井 雅之（生涯学習学部教授）
す。ライブ授業の他、通学及びオンデマンド受講も可能で
に役立つ教育行政」
齋藤 荘之助（生涯学習学部客員教授）
す。試験会場は、本学（横浜市）、札幌市（北海道）、郡山市
（福島県）、穴水町（石川県）、新宿区（東京都）、下田市（静
岡県）、甲府市（山梨県）、大阪市（大阪府）、本部町（沖縄
県）にあります。監督者委託型試験も可能です。

インターネット

6時間

平成26年7月1日～
平成26年8月24日

教諭

教諭（すべての学
校種及びすべて
の教科種）

6,000円

200人

平成26年2月16日～
平成26年7月31日

平263028150054号

045-313-5454

http://www.yashima.
ac.jp/univ/

八洲学園大学

前半では、自己・人間中心的な考え方は現代の教育問題の
根底に潜んでいますので、身近な問題を取り上げ他を思い
やる心と公共心について考察します。後半では、現在の教
育行政の諸原則について判例等も引用しながら検討しま
ｅラーニング講習「公共論＊教師
石井 雅之（生涯学習学部教授）
す。ライブ授業の他、通学及びオンデマンド受講も可能で
に役立つ教育行政」
齋藤 荘之助（生涯学習学部客員教授）
す。試験会場は、本学（横浜市）、札幌市（北海道）、郡山市
（福島県）、穴水町（石川県）、新宿区（東京都）、下田市（静
岡県）、甲府市（山梨県）、大阪市（大阪府）、本部町（沖縄
県）にあります。監督者委託型試験も可能です。

インターネット

6時間

平成26年10月18日～
平成26年11月22日

教諭

教諭（すべての学
校種及びすべて
の教科種）

6,000円

200人

平成26年2月16日～
平成26年9月30日

平263028150055号

045-313-5454

http://www.yashima.
ac.jp/univ/
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