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北海道教育大学 作文の評価と添削指導

小、中、高等学校の国語科教育における作文指導の歴史
的な背景等を踏まえ、学校現場における現状などを一層理
解する。全国学力状況調査やＰＩＳＡ調査などの結果を基
長谷川 祥子（教育学部札幌校准教授）
に、子どもの抱える学力の課題などを理解した上で、文章
表現指導法の一つの方法の習得を図る。模擬授業を通し、
実際に論理的な作文を記述する。

北海道札幌市

6時間 平成26年7月28日

教諭

小学校・中学校
（国語）・高等学
校（国語）教諭

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252556号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 いじめを哲学する

学校現場で大きな問題になっている「いじめ」を哲学的に考
える。いじめは現在、実に多様化・潜在化しており、いじめに
対する対応も非常に難しくなっている。本講習では、こども
のアイデンティティ形成において重要な意味をもつ「他者と 佐山 圭司（教育学部札幌校准教授）
の関係」から、いじめの問題を哲学的に考えてみたい。その
際、「差異」「承認」「排除」、あるいは「個性化」「社会化」「抑
圧」などがキーワードになる。

北海道札幌市

6時間 平成26年7月29日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252557号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

1937年に『日本小国民文庫』の第5巻として出版された『君
たちはどう生きるか』は、刊行後70年以上経た現在において
吉野源三郎『君たちはどう生きる
もなお熟読に値する名著である。本講習では、著者吉野源
北海道教育大学 か』から「社会」と「道徳」の授業
佐山 圭司（教育学部札幌校准教授）
三郎が、日中戦争に突き進む当時の日本の青少年に伝え
づくりを考える
ようとしたことを読み解きながら、社会科と道徳の授業のあ
り方や両者の関連を考えてみたい。

北海道札幌市

6時間 平成26年7月30日

教諭

小学校・中学校
(社会科)教諭

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252558号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

校内において、何らかの問題行動を示したり、指導が困難
な子どもがいた時に、教員間で効果的な対応策を得るため
の話し合いをするための技法をいくつか提示し、実践的に
子どもたちの心を読み解くための
北海道教育大学
学ぶ。最初は具体的な事例をいくつか講師の方から上げ、 佐藤 由佳利（大学院教育学研究科教授）
基本知識と実践
参加者はグループ討議をしてもらう。最終的には、各参加者
が自分たちで問題解決していく力をつけられるようになるこ
とを体験してもらう。

北海道札幌市

6時間 平成26年7月31日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252559号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 救急救命処置

職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、 羽賀 將衛（保健管理センター教授）
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月1日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

12人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252560号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 救急救命処置

職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、 羽賀 將衛（保健管理センター教授）
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月5日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

12人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252561号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 救急救命処置

職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、 羽賀 將衛（保健管理センター教授）
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月6日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

12人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252562号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 救急救命処置

職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、 羽賀 將衛（保健管理センター教授）
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道小樽市

6時間 平成26年8月7日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

12人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252563号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 救急救命処置

職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、 羽賀 將衛（保健管理センター教授）
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月8日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

12人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252564号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 救急救命処置

職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、 羽賀 將衛（保健管理センター教授）
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月9日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

12人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252565号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 救急救命処置

職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、 羽賀 將衛（保健管理センター教授）
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月10日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

12人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252566号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 救急救命処置

職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、 羽賀 將衛（保健管理センター教授）
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道室蘭市

6時間 平成26年9月6日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

12人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252567号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 救急救命処置

職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、 羽賀 將衛（保健管理センター教授）
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月20日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

12人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252568号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 救急救命処置

職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、 羽賀 將衛（保健管理センター教授）
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月21日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

12人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252569号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 杜甫の詩と生涯

盛唐時代の詩人である杜甫（712～770）の生涯をたどり、
「春望」「旅夜,懐いを書す」「登高」などの詩を鑑賞しながら、
これらの名作が生まれた背景を考えます。またあわせて、 後藤 秋正（教育学部岩見沢校特任教授）
漢詩の基本的な形式や押韻、対句、平仄などについても確
認して理解を深めます。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭向
け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252570号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道札幌市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252571号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

小学校における社会科学習の位置を小中高一貫の視点か
ら確認したうえで、小学校の社会科学習において取り上げ
小学校の社会科学習を創る－絵 るべき内容や教材作成の方法について、さらに認識を深め
北海道教育大学
鈴木 哲雄（教育学部札幌校教授）
巻物・アイヌ文化・地域市民－
ることをねらいとしている。具体的には、絵巻物の作製とそ
の教材化、アイヌ文化学習の課題と可能性、地域市民を創
る社会科学習の方法、などを講習内容とする予定である。
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算数・数学科の授業は，生徒の＜わかる＞を実現するプロ
セスである。授業は，＜わかる＞を実現する合理的なプロセ
スとして，構築される。
宮下 英明（教育学部札幌校教授）
本講習は，この「合理的」の意味と内容を，受講生に授業す
る。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校・中学校
数学科教諭向け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252572号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

午前の部では、小中学校理科の内容と光との関わりを含め
た「光の基礎事項」を学んだ後，各自がDVDディスクと工作
用紙を材料に分光器を作る。種々の光源や物質から出る光
理科の実験実習B：光と化学、石 のスペクトルと金属塩溶液の吸収スペクトルを分光器で観 早野 清治（教育学部札幌校教授）
北海道教育大学
けんと化学
察し，「物質と色」の教材化の基礎を理解する。午後の部で 田口 哲（教育学部札幌校教授）
は，実験教材の石けんの歴史・化学・性質を通して化学的
な知識や実験技術を共に学習し、それらをもとに各自が油
脂から固形石けんを作成する。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭・中
学校理科教諭向
け

6,000円

15人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252573号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 理科の実験実習Ｇ：光と宇宙

小・中学校の理科学習指導における学習内容の学問的背
景や教授方法の専門的知見に関する最新の内容を習得す
ることを通して，理科教育に関わる現代的教育課題の解決
能力の向上を図る。主として、日時計や望遠鏡など関係す 柚木 朋也（教育学部札幌校教授）
る教材の使用方法について、講義と実習を行うとともに、教
材の作成や授業における教材の利用法について取り扱い、
理科の授業における課題解決能力の向上を図る。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校・中学校
理科教諭

6,000円

16人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252574号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 理科の実験実習Ｇ：光と宇宙

小・中学校の理科学習指導における学習内容の学問的背
景や教授方法の専門的知見に関する最新の内容を習得す
ることを通して，理科教育に関わる現代的教育課題の解決
能力の向上を図る。主として、日時計や望遠鏡など関係す 柚木 朋也（教育学部札幌校教授）
る教材の使用方法について、講義と実習を行うとともに、教
材の作成や授業における教材の利用法について取り扱い、
理科の授業における課題解決能力の向上を図る。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月23日

教諭

小学校・中学校
理科教諭

6,000円

16人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252575号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 より良い英文法指導を目指して

本講習では、英文法指導に焦点を当て、英語教員に必要と
される文法事項の適切な説明力を身につけることをねらい
とします。
最近の英語学（生成文法）の基本的な考え方を紹介した
後、現在の英文法指導の問題点を、具体的事例に沿って、 茨木 正志郎（教育学部札幌校准教授）
批判的に検討します。それらをふまえ、学習者の理解を促
すために教員がどのようなことに留意すべきかを考察しま
す。講習では受講生とのディスカッションを交えながら進め
ていく予定ですので、積極的な参加を期待します。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252576号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 植物育成・栽培実践の指導法

小･中学校等では、これまでも生活科、理科、技術･家庭等
で植物教材が活用されているがさらに環境教育や食育等に
対応する実践的な指導が求められている。本講習では、教
佐藤 肇（教育学部札幌校非常勤講師）
育現場で見られる様々な問題点の解決方法とともに、植物
教材の育成方法(栽培)に関する基本的な指導方法と最新
の知見や技術を、小実習を含めて検討する。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月5日

教諭

幼稚園・小・中学
校及び特別支援
学校で生活科，
理科，技術・家
庭，総合的な学
習等を担当する
教諭向け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252577号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 子ども・地域と防災教育

防災という視点から、自分や家族、さらに地域の人々の命を
どのように守っていく必要があるのかを、「災害イマジネー
ションゲーム・DIG」の手法を取り入れながら、学ぶ。入り口
佐々木 貴子（教育学部札幌校教授）
は、防災という視点であるが、この視点が福祉や環境、子育
てなどの生活問題を解決していくことにつながっていくことか
ら、教科にとらわれずに受講してもらいたい。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月5日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252578号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

子どもの健康に関する今日的課題について，環境保健の視
点，保健教育の観点からの２点を述べる。
子どもの健康に関する今日的課 1．感染症の感染と防御の機構について，特にこどもの体を 青井 陽（教育学部札幌校准教授）
北海道教育大学
題
視点において学ぶ。
前上里 直（教育学部札幌校准教授）
2．健康に望ましい行動形成を促す保健学習の進め方につ
いて，態度形成，認識形成過程の観点から検討する。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月5日

養護教諭 養護教諭向け

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252579号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

不登校が社会現象となるに及んで，教員にも共感的理解や
カウンセリング・マインドが求められ，通常の教育活動にお
いては言葉のコミュニケーションで子供を理解しようとする
が，より深い理解のためにはイメージレベルでのコミュニ
イメージ表現の体験学習－子供 ケーションが必要になる。本講習ではイメージレベルでの自
北海道教育大学
森 範行（大学院教育学研究科特任教授）
の深層世界を読み開くために
己理解と他者理解の体験を目的とし，５名ずつ２つに分か
れ，イメージレベルでの競合と共有を体験する。グループ
ワークは共同フィンガーペインティング，共同切り貼り，共同
箱庭制作など。いずれも無言で制作し，最後にグループごと
に題名をつける。

北海道札幌市

小学校教諭・特
教諭
別支援教育教
12,000円
養護教諭
諭・養護教諭向け

10人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252580号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

中学校・高等学
校国語科教諭向
け

25人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252581号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 算数・数学科授業作法

北海道教育大学 文学教材の研究

中学校国語科の中で代表的な文学教材である『走れメロ
ス』を取りあげ、高等学校国語科の文学教材として『羅生
門』、『山月記』を取りあげて、作品研究を行う。あわせて、
西原 千博（教育学部札幌校教授）
文学教材の教材分析のための基本的な方法や概念なども
講義する。最後にそれらのことについての筆記試験を実施
し評価を行う。

北海道札幌市

12時間

平成26年8月5日～
平成26年8月6日

6時間 平成26年8月6日
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教諭

6,000円

平成２６年度（第２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

北海道教育大学 文法研究と文法教育

現代日本語の文法現象に関わる諸問題の中から、新しい
表現・間違いとされる表現や児童・生徒の言語に対する興
味関心につながる材料などを取り上げ、文法研究を生かし
た文法教育のあり方について触れながら近年の文法研究
の成果を概説する。

馬場 俊臣（教育学部札幌校教授）

北海道札幌市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小・中学校国語
科教諭向け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252582号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 文法研究と文法教育

現代日本語の文法現象に関わる諸問題の中から、新しい
表現・間違いとされる表現や児童・生徒の言語に対する興
味関心につながる材料などを取り上げ、文法研究を生かし
た文法教育のあり方について触れながら近年の文法研究
の成果を概説する。

馬場 俊臣（教育学部札幌校教授）

北海道室蘭市

6時間 平成26年9月7日

教諭

小・中学校国語
科教諭向け

6,000円

15人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252583号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 日本語のオト

言語はまずもってオトとして存在します。しかし私たちは、言
語というとしばしば書かれたものを想起したり、文字と言語
を混同したりしがちになります。言語音に関する知識も、文
吉見 孝夫（教育学部札幌校教授）
法や表記のそれに比べると不確かだと言わざるを得ませ
ん。この講座では、日本語を対象にしてオトとしての言語を
考え、国語科の授業に少しでも役立つことをめざします。

教諭

小学校免許か
中・高校国語免
許の所有者に限
る

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252584号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 戦後の東アジア国際関係

第二次世界大戦後の東アジアの国際関係を規定する要因
は、主に近代以降の帝国主義的国際秩序を否定し，民族独
立および国民国家建設を求めるアジア諸国のナショナリズ
ム革命の流れと、米ソ対立を中心とする冷戦のアジアへの
拡大に伴い、東アジアを冷戦構造に組み込もうとする東西 袁 克勤（教育学部札幌校教授）
両陣営抗争展開の流れだった。このような背景の中に、戦
後東アジア国際関係の基本的構図が形成された。本講義
の内容は上述の基本分析枠組みで戦後東アジアの国際関
係の形成過程を分析するものである。

教諭

高等学校公民科
政治，中学校社
会科政治，小学
校教諭向け

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252585号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 解析学の基礎

【微分方程式で見る非線形の世界】
微分方程式は変化する量の関係を記述します。微分積分の
計算だけでは簡単には解けない非線形の微分方程式を、
後藤 俊一（教育学部札幌校准教授）
中学・高校で学ぶ数学を使って「解く」方法とその結果がも
たらす意味を理解することについて学んでいきたいと思いま
す。

6,000円

平成26年5月6日～
20人
平成26年5月18日

平261000252586号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道小樽市

北海道札幌市

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月6日

北海道札幌市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭向
け

新指導要領で小学校理科に新たに加えられ顕微鏡観察で
取り上げられる「水の中の小さな生き物」を材料として，水生
理科の実験実習C：身近な生き物 生物の採集方法，顕微鏡観察の基本，水生生物の形態的
北海道教育大学
の観察
特徴，水質調査の方法などに関して実験，実習を行う。な
お，その他に陸生動植物を扱った観察実験も取り入れる予
定である。

渡部
高久
木村
並川

英昭（大学院教育学研究科教授）
元（教育学部札幌校教授）
賢一（教育学部札幌校教授）
寛司（教育学部札幌校教授）

北海道札幌市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

15人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252587号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

新指導要領で小学校理科に新たに加えられ顕微鏡観察で
取り上げられる「水の中の小さな生き物」を材料として，水生
理科の実験実習C：身近な生き物 生物の採集方法，顕微鏡観察の基本，水生生物の形態的
北海道教育大学
の観察
特徴，水質調査の方法などに関して実験，実習を行う。な
お，その他に陸生動植物を扱った観察実験も取り入れる予
定である。

渡部
高久
木村
並川

英昭（大学院教育学研究科教授）
元（教育学部札幌校教授）
賢一（教育学部札幌校教授）
寛司（教育学部札幌校教授）

北海道札幌市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

15人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252588号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 タスクを用いる英語の授業

英語教育において，タスクを用いた活動が盛んに行われて
いる。ここでは，その理論的な背景と研究の結果を概観す
る。また，タスク教材の作成の仕方と授業運営の仕方につ 横山 吉樹（教育学部札幌校教授）
いて洞察を深める。また，参加者に実際に授業をしてもら
い，問題点などを論じる。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252589号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 タスクを用いる英語の授業

英語教育において，タスクを用いた活動が盛んに行われて
いる。ここでは，その理論的な背景と研究の結果を概観す
る。また，タスク教材の作成の仕方と授業運営の仕方につ 横山 吉樹（教育学部札幌校教授）
いて洞察を深める。また，参加者に実際に授業をしてもら
い，問題点などを論じる。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月6日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

30人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252590号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 タスクを用いる英語の授業

英語教育において，タスクを用いた活動が盛んに行われて
いる。ここでは，その理論的な背景と研究の結果を概観す
る。また，タスク教材の作成の仕方と授業運営の仕方につ 横山 吉樹（教育学部札幌校教授）
いて洞察を深める。また，参加者に実際に授業をしてもら
い，問題点などを論じる。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月23日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

30人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252591号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭

中学校技術教
諭・工業高校教
諭向け

6,000円

平成26年5月6日～
15人
平成26年5月18日

平261000252592号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252593号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

新学習指導要領が発表され，技術・家庭科の情報基礎分野
の「計測と制御」の項目がこれまでの選択から必修となっ
た。
計測と制御の原理から応用例ま
北海道教育大学
本講習では，この点に対応すべく制御工学の学問的観点か 余湖 静也（藤女子大学花川校非常勤講師）
で
ら全体を解説し，できれば「倒立振子制御装置」や「磁気軸
受制御装置」などの実物に触れた体験も併せて計測と制御
の基本的な考え方を修得する。

北海道教育大学

子どもの心身の健康を支える取
組

子どもの心身の健康を支える取組に関し，社会状況の変化
等を踏まえ，以下の三点から述べる。
１．非行・いじめ・不登校等の適応問題について，近年の子
どもの育ちを踏まえ、児童生徒理解という視点からの取組 渡部 基（教育学部札幌校教授）
２．インターネット，携帯ツールの急速な進展に伴って生じる 佐々木 胤則（教育学部札幌校教授）
人間関係の変容と依存傾向を掴み，その対応を踏まえた取 扇子 幸一（教育学部札幌校教授）
組
３．教育基本法等の改正を受け，平成20年告示の学習指導
要領における保健学習を通じた取組

北海道札幌市

6時間 平成26年8月6日

北海道札幌市

6時間 平成26年8月6日

4 / 264 ページ

養護教諭 養護教諭向け

平成２６年度（第２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

北海道教育大学 カウンセリングの基礎

生徒や保護者，同僚とのコミュニケーションを改善したい人
のための講座です。実践ですぐに役立つカウンセリング・ス
キルを講義とロールプレイを通して学びます。具体的内容と
しては，①相手（生徒・保護者・同僚）の話を共感的に「聴く」
三上 謙一（保健管理センター准教授）
ためのスキル，②自分の気持ちも相手の気持ちも大切にし
ながら相手に「話す」ためのスキル，③学校で災害や事故が
起きた際の緊急の心のケアの方法，④こころの病の基礎知
識、を主に予定しています。

北海道小樽市

6時間 平成26年8月6日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252594号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 カウンセリングの基礎

生徒や保護者，同僚とのコミュニケーションを改善したい人
のための講座です。実践ですぐに役立つカウンセリング・ス
キルを講義とロールプレイを通して学びます。具体的内容と
しては，①相手（生徒・保護者・同僚）の話を共感的に「聴く」
三上 謙一（保健管理センター准教授）
ためのスキル，②自分の気持ちも相手の気持ちも大切にし
ながら相手に「話す」ためのスキル，③学校で災害や事故が
起きた際の緊急の心のケアの方法，④こころの病の基礎知
識、を主に予定しています。

北海道室蘭市

6時間 平成26年9月7日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252595号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 カウンセリングの基礎

生徒や保護者，同僚とのコミュニケーションを改善したい人
のための講座です。実践ですぐに役立つカウンセリング・ス
キルを講義とロールプレイを通して学びます。具体的内容と
しては，①相手（生徒・保護者・同僚）の話を共感的に「聴く」
三上 謙一（保健管理センター准教授）
ためのスキル，②自分の気持ちも相手の気持ちも大切にし
ながら相手に「話す」ためのスキル，③学校で災害や事故が
起きた際の緊急の心のケアの方法，④こころの病の基礎知
識、を主に予定しています。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月23日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

6,000円

20人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252596号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道札幌市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭向け

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252597号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

25人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252598号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 日本語のしくみと日本語教育

近年、外国人児童生徒の在籍する学級が増加し、現在は
公式に把握されている限りでも全国で2万7千人以上の児童
生徒が日本語の支援を必要としている。一方で、教育現場
における日本語教育に対する理解・関心は必ずしも高いも
のとは言えない。今後も外国人児童生徒数は増加が見込ま
阿部 二郎（教育学部札幌校准教授）
れることから、より多くの教員に日本語教育への理解が求
められる。本講習では外国人児童生徒への日本語指導も
視野に入れつつ、日本語と日本語教育の基礎的なことにつ
いて学習する。

本講座では、小中高の社会科地理・生活科・総合学習・地
域学習等を想定し、空知地方の道有林を実際に訪ねて林
森林・林業体験で考える地域と環 業体験を行い、現地で緑や周辺環境を体験することの重要
北海道教育大学
武田 泉（教育学部札幌校准教授）
境
性と、校外学習の企画他を学びます。
朝札幌校に集合後、午前・午後に林業体験や森林散策を予
定、その後教室で関連講義の後、認定試験を行います。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中学校・高等
学校教諭（主に地
歴科・社会科・生
活科・総合学習・
地域学習等）

北海道札幌市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252599号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道室蘭市

6時間 平成26年9月6日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252600号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道札幌市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校・中学校
理科教諭向け

6,000円

15人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252601号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

この講習は、英語と日本語の文構造を対照的に分析できる
ようになることを目的としています。まず、英語と日本語を分
析する際に必要な事柄・用語を確認し、英語と日本語の文
構造の類似点と相違点を探ります。次に、英語と日本語の
大賀 京子（教育学部札幌校准教授）
文構造を対照的に分析するための方法を学びます。最後
に、各参加者が実際に簡単な構文の分析に挑戦します。参
加者同士でのディスカッションも行いながら、議論を進めま
す。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252602号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

小学校家庭科、中学校技術・家庭科（家庭分野）の教材研
究として、スライバーウールを用いた「繊維から糸へ、糸か
小・中学校家庭科教材研究－糸
北海道教育大学
ら布へ」の実習をおこなう。原材料の羊毛繊維から糸への 増渕 哲子（教育学部札幌校准教授）
から布へ－
加工、さらに糸から「織り」、その作品化までの経緯をたどっ
ていく。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中学校家庭
科担当教諭

6,000円

16人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252603号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

小学校算数授業のビデオ観察における観察者の気づきを
活かした授業研究の方法等を講義します。ビデオ視聴にお
ける個人の気づきを記述した付箋紙をもとに、チームで情報
交換による共有化とともに協議・検討し、観察授業の特徴を
ワークショップ「気づきを活かした
北海道教育大学
明らかにして、授業改善の指針を得るとともに受講者自らの 三橋 功一（教育学部札幌校教授）
算数授業研究」
授業を省察する。この気づき、チームでの情報交換・検討、
省察等の経過・結果等を報告書にまとめ、終了時に提出し
ます（報告書により評定）。

小学校算数授業のビデオ観察における観察者の気づきを
活かした授業研究の方法等を講義します。ビデオ視聴にお
ける個人の気づきを記述した付箋紙をもとに、チームで情報
交換による共有化とともに協議・検討し、観察授業の特徴を
ワークショップ「気づきを活かした
北海道教育大学
明らかにして、授業改善の指針を得るとともに受講者自らの 三橋 功一（教育学部札幌校教授）
算数授業研究」
授業を省察する。この気づき、チームでの情報交換・検討、
省察等の経過・結果等を報告書にまとめ、終了時に提出し
ます（報告書により評定）。

小・中学校の理科のうち物理分野に関連する講義・実験・
実習を行う。内容は「エネルギー」、「雪・氷の物理」に関係
理科の実験実習A：物理とエネル
岡崎 隆（教育学部札幌校教授）
北海道教育大学
する事柄のほか原子力発電など最近の科学の話題を取り
ギー
尾関 俊浩（教育学部札幌校教授）
上げる。理科年表の活用法、テスターなどの基本的測定機
器の使用法の実習を行う。

北海道教育大学 英語と日本語の文構造
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平成２６年度（第２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

北海道教育大学 学校における医療的ケア

講習の概要

担当講師

医療的ケアが必要な幼児児童生徒一人ひとりのニーズにあ
わせた教育的配慮の必要性と、医療的ケアの医学的・法律 津村 直子（教育学部札幌校教授）
学的な背景、具体的援助の方法を理解し、学校内の支援体 山田 玲子（教育学部札幌校准教授）
制とコーディネーターとしての力量の向上を図る。

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

養護教諭 養護教諭

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252604号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道札幌市

6時間 平成26年8月7日

つくろうとするものが思い浮かばない。こうした理由で自信
をなくしている子供たちは少なくありません。ではどうすれば
豊かな発想を引き出しながら子供の造形力を高めることが
小学生の造形力を高める図画工 できるのでしょうか。医学において難病を克服するための新
北海道教育大学
花輪 大輔（教育学部札幌校講師）
作科の授業
薬や効果的な治療法が研究されてきたように、教育学にお
いても教育現場の切実な問題を解決するための教材や指
導法の検討が必要です。そのことを指導者としての重要な
使命ととらえ今回の講習で探究します。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

18人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252605号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

つくろうとするものが思い浮かばない。こうした理由で自信
をなくしている子供たちは少なくありません。ではどうすれば
豊かな発想を引き出しながら子供の造形力を高めることが
小学生の造形力を高める図画工 できるのでしょうか。医学において難病を克服するための新
北海道教育大学
花輪 大輔（教育学部札幌校講師）
作科の授業
薬や効果的な治療法が研究されてきたように、教育学にお
いても教育現場の切実な問題を解決するための教材や指
導法の検討が必要です。そのことを指導者としての重要な
使命ととらえ今回の講習で探究します。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

18人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252606号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 漢字の基礎

漢字に関するさまざまな基礎的知識について再確認し,そ
の指導法についても考えます。主として取り上げる内容は,
「漢字」とは何か,漢字の起源と変遷,漢字の総数はどれくら
後藤 秋正（教育学部岩見沢校特任教授）
いあるか,部首について,漢字の日本への伝来,音と訓,日本
の漢字改革,中国の文字改革,日本と中国は「同文同種」か,
漢字の将来などです。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252607号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 漢字の基礎

漢字に関するさまざまな基礎的知識について再確認し,そ
の指導法についても考えます。主として取り上げる内容は,
「漢字」とは何か,漢字の起源と変遷,漢字の総数はどれくら
後藤 秋正（教育学部岩見沢校特任教授）
いあるか,部首について,漢字の日本への伝来,音と訓,日本
の漢字改革,中国の文字改革,日本と中国は「同文同種」か,
漢字の将来などです。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月20日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

30人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252608号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

現行のアイヌ文化・歴史教育の「成果」として、（高等学校ま
での学習で形成された）本学学生のアイヌ文化・歴史に関
アイヌ文化形成期までの理論－ する既存イメージの実態を示し、その形成過程を学校教育
北海道教育大学
百瀬 響（教育学部札幌校准教授）
博物館を利用した教材化
での既習項目や学校教育の現状などから分析することに
よって、その要因を探り、改善点を指摘するとともに、博物
館を用いて教材化について考える。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252609号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

現行のアイヌ文化・歴史教育の「成果」として、（高等学校ま
での学習で形成された）本学学生のアイヌ文化・歴史に関
アイヌ文化形成期までの理論－ する既存イメージの実態を示し、その形成過程を学校教育
北海道教育大学
百瀬 響（教育学部札幌校准教授）
博物館を利用した教材化
での既習項目や学校教育の現状などから分析することに
よって、その要因を探り、改善点を指摘するとともに、博物
館を用いて教材化について考える。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

50人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252610号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道札幌市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭向
け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252611号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道札幌市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校・中学校
理科教諭

6,000円

15人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252612号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

情報基礎が技術・家庭科に導入されてから久しいが，本
講習は，その中心となる計算機について「何故計算機で計
算が出来るのか？」を初心者にも理解してもらえることを主 余湖 静也（藤女子大学花川校非常勤講師）
な目的としている。内容は演算に関する理論面とそれを実
現する具体的な電子回路の両方についての構成となる。

北海道小樽市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校・中学校
技術・家庭科教
諭向け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252613号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 衣服の科学－洗浄と染色－

家庭科の教育内容は生活諸事象を対象としている。衣服
材料の基礎基本を押さえた上で、衣服の取り扱いについ
て、洗浄と染色の視点から科学的にアプローチして、衣服科
森田 みゆき（教育学部札幌校教授）
学の総合的な実践力を培うことを目的とする。理論の他、洗
浄および染色の実験、実習（演示を含む）の具体的方策に
ついて講習する。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校・高等学
校家庭科教諭及
び小学校教諭

6,000円

16人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252614号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 特別支援教育の動向と理解

海外および日本における特別支援教育の動向をとらえると
安井 友康（教育学部札幌校教授）
ともに、学習指導要領改訂に伴う自立活動や地域連携など
齊藤 真善（教育学部札幌校准教授）
の在り方について考える。さらに校内支援、発達支援に関
千賀 愛（教育学部札幌校准教授）
する知識・理解を深めその方法について検討する。

教諭

特別支援学校
（養護学校）、特
別支援学級、通
級による指導、通
常学級の指導者

6,000円

100人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252615号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 数学の小径

本講習では代数学と幾何学におけるいくつかの話題を議論
する。前半では数の理解を深めることを目標とし、演算の定
義から始めて複素数体を構成したい。また、平面幾何にお
いてよく知られている反転法は円に関する鏡映変換のこと 菅原 健（教育学部札幌校准教授）
であり、たいへん興味深い。後半では反転法の応用として 居相 真一郎（教育学部札幌校准教授）
作図問題をいくつか考える。作図の実習を通して反転法を
より良く理解するとともに、正確な作図を試みることにより幾
何学を味わってもらいたい。

理科の実験実習Ｄでは、地学分野の「大地のつくりと変化」
を対象とする。化石採集と漂着物観察を実際に野外で体験
理科の実験実習D：化石と漂着物
北海道教育大学
することを目的とする。そのため、札幌近郊での日帰り巡検 鈴木 明彦（教育学部札幌校教授）
から読む自然誌
を予定している。なお天候不良の場合は、実験室において
示準化石のレプリカ作成を体験する。

北海道教育大学

何故計算機で計算が出来るの
か？

北海道札幌市

6時間 平成26年8月8日
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平成２６年度（第２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

特別支援学校
（養護学校）、特
別支援学級、通
級による指導、通
常学級の指導者

6,000円

100人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252616号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6時間 平成26年8月8日

教諭

全教諭

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252617号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道札幌市

6時間 平成26年12月23日

教諭

全教諭

6,000円

40人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252618号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道札幌市

6時間 平成26年8月9日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭向
け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252619号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道札幌市

6時間 平成26年8月9日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252620号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

オリジナルの金属製品を作って
みよう

普段使用する事のない機械・工具などを用いて、ペーパー
ウェイト・文鎮などの小物やアクセサリー的な製品を作りま
す。
例えば、ネジを作る工具タップ・ダイスを用いて、アクリルや
黄銅製のボルト・ナットを作ります。これを基礎にして最終的
長澤 徹(教育学部釧路校非常勤講師)
には文鎮を仕上げます。
ものづくりなどの実践的・体験的な学習活動を通して、材料
と加工技術に関する基礎的な知識および技術を習得する。
工夫や創造における喜びを体験する中で、主体的に「生き
る力」の育成を目指すものである。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月9日

教諭

小学校・中学校
技術科教諭

6,000円

15人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252621号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

オリジナルの金属製品を作って
みよう

普段使用する事のない機械・工具などを用いて、ペーパー
ウェイト・文鎮などの小物やアクセサリー的な製品を作りま
す。
例えば、ネジを作る工具タップ・ダイスを用いて、アクリルや
黄銅製のボルト・ナットを作ります。これを基礎にして最終的
長澤 徹(教育学部釧路校非常勤講師)
には文鎮を仕上げます。
ものづくりなどの実践的・体験的な学習活動を通して、材料
と加工技術に関する基礎的な知識および技術を習得する。
工夫や創造における喜びを体験する中で、主体的に「生き
る力」の育成を目指すものである。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月20日

教諭

小学校・中学校
技術科教諭

6,000円

15人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252622号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道札幌市

6時間 平成26年8月9日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252623号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 日本人と「木の文化」

日本は「木の文化」といわれる。それは、古来より、日本人
が木の性質を知り、それぞれの木の性質に応じて、用途の
使いわけをしてきたからである。日本人がどのような木を使
大矢 智（教育学部札幌校准教授）
用してきたのかを、木材の性質と関連付けながら概説する。
また、主要な木材製品の一つである、紙の歴史や製造法等
について述べる。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月10日

教諭

小学校・中学校
技術科教諭向け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252624号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 日本人と「木の文化」

日本は「木の文化」といわれる。それは、古来より、日本人
が木の性質を知り、それぞれの木の性質に応じて、用途の
使いわけをしてきたからである。日本人がどのような木を使
大矢 智（教育学部札幌校准教授）
用してきたのかを、木材の性質と関連付けながら概説する。
また、主要な木材製品の一つである、紙の歴史や製造法等
について述べる。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月23日

教諭

小学校・中学校
技術科教諭向け

6,000円

20人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252625号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 特別支援教育の動向と理解

海外および日本における特別支援教育の動向をとらえると
安井 友康（教育学部札幌校教授）
ともに、学習指導要領改訂に伴う自立活動や地域連携など
齊藤 真善（教育学部札幌校准教授）
の在り方について考える。さらに校内支援、発達支援に関
千賀 愛（教育学部札幌校准教授）
する知識・理解を深めその方法について検討する。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月20日

北海道教育大学 認知と学習の心理学

授業を構成するための基礎となる認知心理学と，応用的な
学習心理学を学びます。
認知心理学では，次の事項について概観します。
①記憶のネットワーク構造と精緻化：新しい情報はどのよう
鹿内 信善（教育学部札幌校教授）
に知識として定着するのか？，②メタ認知とその測定：自己
吉野 巌（教育学部札幌校准教授）
を客観的に認知する能力−メタ認知の機能，測定，育成。
学習心理学では，次の事項について概観します。
①授業改善の方法，②新しい学力ヴィジュアルリテラシーの
育成方法，③創造性開発の方法，④その他。

北海道札幌市

北海道教育大学 認知と学習の心理学

授業を構成するための基礎となる認知心理学と，応用的な
学習心理学を学びます。
認知心理学では，次の事項について概観します。
①記憶のネットワーク構造と精緻化：新しい情報はどのよう
鹿内 信善（教育学部札幌校教授）
に知識として定着するのか？，②メタ認知とその測定：自己
吉野 巌（教育学部札幌校准教授）
を客観的に認知する能力−メタ認知の機能，測定，育成。
学習心理学では，次の事項について概観します。
①授業改善の方法，②新しい学力ヴィジュアルリテラシーの
育成方法，③創造性開発の方法，④その他。

北海道教育大学 古典文学について

現在小・中・高等学校の国語科の教科書にも掲載されて
いる古典文学作品のうち，特に『枕草子』を取り上げ，語句
中島 和歌子（教育学部札幌校教授）
や背景，文学史的位置づけなど，基本的及び発展的な知識
について述べ，筆記試験によって理解度を確かめます。

TIMSS,PISA等の国際的な調査では日本の子どもの算
数・数学の成績は高い水準にありながら、算数・数学が楽し
くない、嫌いだと答えている子どもが世界と比較して非常に
算数的な見方・考え方を育てる授
北海道教育大学
多いという結果が出ている。本研修では，子どもの主体的な 大久保 和義（大学院教育学研究科教授）
業の展開
学習を大事にする問題解決的な学習を通して，子どもが楽
しみながら学び，本質的な理解を大事にした学習のあり方
を追求する。

北海道教育大学

北海道教育大学

小学校体育科の内容で取り扱われる「体つくり運動」，「陸上
運動系」，「ボール運動系」の3つについて，指導上の基礎的
な観点を実技を通じて解説します。具体的には「体つくり運
神林 勲（教育学部札幌校教授）
小学校体育における実技指導の 動」では用具を操作する運動（遊び）における投げる・捕る，
北海道教育大学
石澤 伸弘（教育学部札幌校准教授）
基礎
「陸上運動系」では陸上運動の短距離走，ハードル走，走り
中道 莉央（教育学部札幌校講師）
幅跳びの基本的な動作，「ボール運動系」ではゴール型を
題材にボールを持たない人の動き等を中心に講習を展開し
ます。

7 / 264 ページ

平成２６年度（第２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

金本位制・固定相場制・変動相
北海道教育大学
場制

外国為替制度の基本的な知識を、金本位制・固定相場制・
変動相場制の３つの制度から見ていく。また、それをどのよ
濱地 秀行（教育学部札幌校講師）
うに教えていく方法について考える。これらは、歴史的分野
や公民的分野での教育に役に立つと思われる。

北海道室蘭市

6時間 平成26年9月6日

北海道教育大学 歴史の中に見る英語のトリビア

日常使っている言葉にも、それぞれの長くて意外な歴史が
あるものです。知っておくと楽しい英語のトリビアを学びなが
本堂 知彦（教育学部札幌校教授）
ら、イギリスの言葉と文化の歴史を再訪します。講習の中で
は、イギリスの音楽や絵画にも触れる予定です。

北海道室蘭市

6時間 平成26年9月6日

北海道教育大学 歴史からみる現代中国

現在の中国を巡る様々な問題、例えば人口問題と「一人っ
子制度」、都市と農村の格差の問題、広大な版図を持つに
至った状況とその中でのチベット、新疆での民族問題、さら
夏井 春喜（教育学部札幌校教授）
に現在もなお大きな問題となっている近代の日中関係など
を、歴史的アプローチから考えます。日本と東アジアを理解
するための教材を考えるきっかけを提供したいと思います。

北海道室蘭市

北海道教育大学 学校ＧＷTとコミュニケーション

児童・生徒のコミュニケーション能力を高める学校ＧＷＴ（グ
ループワークトレーニング）について，参加型体験学習方式
（演習と小講義）で学びます。アイスブレイク，One Wayコミュ
今 尚之（教育学部札幌校准教授）
ニケーション，情報カードによる問題解決などの演習課題に
取り組み，小講義によって，学校ＧＷＴなどについて理解を
深めます。評価は筆記試験によります。

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭

小学校・中学校
社会科･高等学校
地理歴史・公民
教諭向け

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252626号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252627号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6時間 平成26年9月7日

教諭

小・中学校社会
科歴史分野、高
等学校地歴科世
界史教諭向け

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252628号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道室蘭市

6時間 平成26年9月7日

教諭

小・中学校、高等
学校教諭向け

6,000円

25人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252629号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 身近な水環境と化学

地球上の水についての基礎的な知識を確認した上で，酸
性雨や水質汚染などの最新の内容を習得し，また身近な環
菅 正彦（教育学部札幌校准教授）
境の状態を知ることで，小学校の生活科や理科，中学校の
蠣崎悌司（教育学部札幌校教授）
理科，および小中学校の総合的な学習の時間等で，水を中
心とした環境教育を行う際の参考となる知識を習得する。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月6日

教諭

小学校・中学校
理科教諭向け

6,000円

30人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252630号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 理科の実験実習E：水への理解

酸塩基，錯形成，酸化還元反応の基礎的な理解と，それ
らの容量分析法への応用を解説する。市販飲料水等をモデ
ル試料として水質分析（硬度及び化学的酸素消費（要求）量 蠣崎悌司（教育学部札幌校教授）
測定等）を行い，水質に対する理解と化学反応および安全 菅 正彦（教育学部札幌校准教授）
な実験技術の向上・再確認を行う。最後にそれらを踏まえた
筆記の試験を行う予定である。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月20日

教諭

小学校・中学校
理科教諭向け

6,000円

16人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252631号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 理科の実験実習E：水への理解

酸塩基，錯形成，酸化還元反応の基礎的な理解と，それ
らの容量分析法への応用を解説する。市販飲料水等をモデ
ル試料として水質分析（硬度及び化学的酸素消費（要求）量 蠣崎悌司（教育学部札幌校教授）
測定等）を行い，水質に対する理解と化学反応および安全 菅 正彦（教育学部札幌校准教授）
な実験技術の向上・再確認を行う。最後にそれらを踏まえた
筆記の試験を行う予定である。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月21日

教諭

小学校・中学校
理科教諭向け

6,000円

16人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252632号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 音楽科「鑑賞」指導のポイント

小学校・中学校の音楽科における「鑑賞」指導の基本的な
考え方について、特に、学習過程で児童生徒に意識させた
い視点や指導上の留意点を考察することを通して、教科指 寺田 貴雄（教育学部札幌校准教授）
導力の向上を図る。講習に際しては、具体的実践事例を基
に検討し、深い理解を目指す。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月6日

教諭

小学校・中学校
音楽科教諭

6,000円

20人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252633号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 公正とは何か

平成25年から全面実施されている新学習指導要領では、法
教育の必要性が強く押し出されている。「対立」「合意」と「効
率」「公正」（中学校）、「幸福」「正義」「公正」（高校）が教える
べき概念として例示されている。これらのなかで「公正」はあ 菅野 淑子（教育学部札幌校准教授）
る程度普遍的な概念のように思われる。「公正」とは何かに
ついて考えながら、それぞれの教育課程で可能な授業作り
を試みる。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月20日

教諭

小学校・中学校
（社会科）・高等
学校（公民）教諭

6,000円

25人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252634号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

食育の観点をふまえた望ましい
食習慣の形成と教師の役割

「食育基本法」制定の背景と目的・推進計画などを理解し、
現在の子どもたちに求められている食育とは何か。また、自
分自身の食生活の実態を振り返るとともに、食育を指導す
る教師としての役割について再考する。また、食育の基本 佐々木 貴子（教育学部札幌校教授）
は家庭にあるものの、現状では難しくなっている子どもたち
の家庭環境をふまえて、学校給食などを通して実施されて
いる食育の実践例についても学ぶ。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月20日

6,000円

30人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252635号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

調べ学習に役立つパスファイン
ダー

児童・生徒の調べ学習などに役立つ，情報源への道しるべ
となるパスファインダーの作成演習により，メディア活用に向
けたツール（二次資料）作成法を学びます。講習では，パス
ファインダーの作成を通して，情報源の特徴を学び，情報検
今 尚之（教育学部札幌校准教授）
索力を獲得します。さらに，パスファインダーの活用などに
ついて検討します。評価は，課題を作成し，その発表によっ
て行います。調べ学習や学校図書館の充実に関心ある先
生方の受講をお待ちします。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月20日

教諭

小・中学校、高等
学校教諭向け

6,000円

15人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252636号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

新しい中学校の学習指導要領が完全実施となり1年が経
ちます。指導計画の作成と内容の取り扱いを参考としなが
ら，教科経営にご苦労されていることと思います。その一方
中学校美術科の授業及び教科経 で，美術の教員数が減少し，専門外の教員が授業を担当す
北海道教育大学
花輪 大輔（教育学部札幌校講師）
営改善の在り方
るケースも少なくなく，美術科教員の研修の在り方が問われ
ている現状があります。そこで，今回の講習では，授業改善
を中心とした教科経営力の向上を目指し，美術の授業や評
価，そして年間指導計画の最適化の在り方を探求します。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月20日

教諭

中学校美術科教
諭向け

6,000円

18人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252637号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学

北海道教育大学
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教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

平成２６年度（第２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

小学校外国語（英語）活動の基本理念、指導方法、教材、
英語表現・発音の基礎、および関連諸学問分野の知見を含
萬谷 隆一（教育学部札幌校教授）
めて講義・演習を行う。また、小学校外国語活動と中学校英
語をつなぐ視点から、連携のあり方についても検討する。

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

北海道札幌市

6時間 平成26年12月21日

教諭

小学校，中学校
英語科教諭向け

6,000円

30人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252638号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

情報工学の基礎，マイクロコンピュータ関係講義，その他電
子部品(センサ)関係の講義，これらを使った計測と制御のシ
マイコンによる計測・制御教材開
北海道教育大学
ステムの製作演習，システムの動作させるソフトウェアの製 杵淵 信（教育学部札幌校教授）
発
作，これらの教材化の方法について検討し，物づくり・情報
教育の中で最新技術を教材化する能力を養う。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月21日

教諭

総合学習担当教
諭並びに中学校
技術科教諭

6,000円

15人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252639号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

子どもを取り巻く教育環境の改善には，地域や家庭の力が
必要といわれています。社会教育は，地域の教育力の活性
化やまちづくり（地域自治など）が主題として選ばれ，社会性
（公の心）の啓培，その他公共的課題の解決をめざしていま
北海道教育大学 学校・家庭・地域を結ぶ社会教育
今 尚之（教育学部札幌校准教授)
す。この講習では，子どもの成長と社会教育のかかわりや
学校支援，家庭と学校を結ぶ社会教育実践，そして教育専
門職としての社会教育主事の働きなどを，北海道内の事例
をもとに説明をします。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月21日

教諭

小・中学校、高等
学校教諭向け

6,000円

40人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252640号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

70人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252641号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 小学校外国語活動の基礎

海外の取り組みとして注目される、ドイツにおけるインク
ルージョンや特別支援教育の動向と卒業後の移行に向けた
ドイツの実践に学ぶ障害児者の
北海道教育大学
余暇・スポーツ支援について、テキストや実践場面の映像を 安井 友康(教育学部札幌校教授)
教育と余暇・スポーツ
通して学ぶ。特に学校と他機関との連携や地域の環境形成
などについて、日本における今後の支援のあり方を考える。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月21日

教諭

特別支援学校(養
護学校）、特別支
援学級、通級に
よる指導、通常学
級の指導者

北海道教育大学 雪の教育活用を探る

雪の学習をサポートするWebページ「北海道雪たんけん館」
を開発し、教育現場での活用を図ってきた。雲の中での雪
の成長機構、雪結晶の形など、そのために必要な基礎知識
を解説する。また、雪を‘観る’という視点から、降雪と積雪 高橋 庸哉(教育学部札幌校教授)
の観察を児童とどのように進めたらよいかを解説･実習す
る。小学校における理科、総合的な学習の時間等での活用
を期待する。

北海道札幌市

6時間 平成26年12月26日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

12人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252642号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 幼児教育再入門

0歳から小学校入学までの子どもを対象にした保育内容と
教育制度について考える。具体的には、幼稚園や保育所、
認定こども園や子育て支援などについて、幼稚園教育要領 奥野 正義（教育学部函館校准教授）
や保育所保育指針とからめて、その現状とあり方をもう一度
検討することが目的である。

北海道函館市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

10人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252643号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 源氏物語関連本を読む

世界最大の古典である「源氏物語」。しかし、長さや難しさ
で、教師ですら敬遠するのが実情。しかし、それではもった
いない。この講習では、千年紀を中心に、雑誌記事などにも
木村 哲也（教育学部函館校准教授）
目を配り、原作へのアプローチの仕方をさまざまに探る。コ
ミックも、「あさきゆめみし」ばかりでなく、実にさまざまにある
ことも知っておきたい。

北海道函館市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校・高等学
校国語教諭向け

6,000円

平成26年5月6日～
40人
平成26年5月18日

平261000252644号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 学校で活かすソーシャルワーク

対人援助としてのソーシャルワークについて理解を図る。
特に、児童支援に活用されるソーシャルワークの基盤につ
いて、自己理解、他者理解、相互理解等を中心にその理念 外崎 紅馬（教育学部函館校准教授）
や原則、特質について知見を深め、今後の指導に役立て
る。

北海道函館市

6時間 平成26年8月7日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252645号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 方丈記を読む

方丈記は代表的古典の一つであり、特に阪神・淡路大震
災や東日本大震災のような災害が起こる度に、地震を始め
とする災害の真に迫る描写が注目される。ではその方丈記
杉浦 清志（教育学部函館校教授）
はいつどのような人物によって書かれたのか、作者と作品
に関する最新の研究成果に触れるとともに、時間の許す限
り方丈記を読解する。

北海道函館市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭向
け

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252646号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

特別な設備や道具、工具などが無くても実践のできる工芸
的な工作教材を提案します。小学校の図画工作や特別支
援学級における作業学習での教材として採用できる可能性
図画工作・特別支援教育作業学 があり、難易度は高くありません。特別支援学校での作業
北海道教育大学
阿部 二郎（教育学部函館校准教授）
習のための教材製作
学習の目的を達成させる要素も組み込むことが可能です。
本講習は実技演習が中心で、児童・生徒に指導する際に必
要とされる最低限度の知識と技能を獲得することが目的で
す。

北海道函館市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校・特別支
援学校教諭向け

6,000円

10人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252647号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

特別な設備や道具、工具などが無くても実践のできる工芸
的な工作教材を提案します。小学校の図画工作や特別支
援学級における作業学習での教材として採用できる可能性
図画工作・特別支援教育作業学 があり、難易度は高くありません。特別支援学校での作業
北海道教育大学
阿部 二郎（教育学部函館校准教授）
習のための教材製作
学習の目的を達成させる要素も組み込むことが可能です。
本講習は実技演習が中心で、児童・生徒に指導する際に必
要とされる最低限度の知識と技能を獲得することが目的で
す。

北海道函館市

6時間 平成26年12月13日

教諭

小学校・特別支
援学校教諭向け

6,000円

10人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252648号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

栄養教諭・小学
校・中学校・高等
教諭
学校理科、家庭
栄養教諭
科現職教諭に限
る

6,000円

10人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252649号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 放射線と食品

「食の安心安全」や「放射線」は現代的教育課題のひとつで
あり、食品の安全性を確保し安心できる食生活のため，多く
の食品加工技術が開発されている。管理された放射線を食
品に照射し，殺菌や滅菌を行う加工技術は食中毒を効果的
鵜飼 光子（教育学部函館校教授）
に予防できる。放射線処理された食品を照射食品と称す
る。本講義は照射食品について，最新の知見を習得するこ
とを通して，理科や家庭科などの教科の指導に関わる現代
的教育課題の解決能力の向上を図る。

北海道函館市

6時間 平成26年8月7日
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平成２６年度（第２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

北海道教育大学 初心者のための剣道

本講座では，武道としての剣道文化の特性に触れ，剣道の
基本的な技術や礼法・所作，および日本剣道形の一部を体
得する。また，竹刀の特性を理解した上でその組み立て方 吉村 功（教育学部函館校教授）
を実習するほか，剣道着・袴・防具の着装の仕方などにつ
いても，実践を通して学ぶことを目的とする。

北海道函館市

6時間 平成26年8月7日

北海道教育大学 センサーを使った物理実験

自然現象を理解するためには観察し，現象の背後に隠れて
いる仕組みを明らかにする必要がある。
身近で利用されているさまざまなセンサーを利用した観測
道具を組み立て，それから得た物理量の処理，表示の実習
松木 貴司（教育学部函館校教授）
や電卓を利用したデータ収集機器の利用によるデータ処理
を行う。児童・生徒の教科指導の実践へ向けた内容の検討
と分析を行い，教科の実験・ 実習の利用に関しての方法論
を探る。

北海道函館市

北海道教育大学 センサーを使った物理実験

自然現象を理解するためには観察し，現象の背後に隠れて
いる仕組みを明らかにする必要がある。
身近で利用されているさまざまなセンサーを利用した観測
道具を組み立て，それから得た物理量の処理，表示の実習
松木 貴司（教育学部函館校教授）
や電卓を利用したデータ収集機器の利用によるデータ処理
を行う。児童・生徒の教科指導の実践へ向けた内容の検討
と分析を行い，教科の実験・ 実習の利用に関しての方法論
を探る。

北海道教育大学 模擬句会をやってみよう

教科書にはなじみのない無季自由律俳句や、反戦川柳、は
たまた回文について、まずはふれる。その後、受講者全員
木村 哲也（教育学部函館校准教授）
参加による模擬句会を通して、詩歌の創作に限らない、相
互批評のあり方を学ぶ。

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭

幼稚園・小学校・
中学校体育教諭
向け、ただし剣道
未経験者・初心
者に限る

6,000円

10人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252650号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校理科教
諭向け

6,000円

10人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252651号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道函館市

6時間 平成26年12月13日

教諭

小学校・中学校・
高等学校理科教
諭向け

6,000円

10人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252652号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道函館市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252653号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252654号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

文法は，言語のエッセンスであり骨格をなすものである．文
法を学ぶことは，その言語の核心を理解し，全体像を把握
言語の機能と認知のインターフェ する近道に他ならない．よって，英文法を，学習者がコミュニ
北海道教育大学
上山 恭男（教育学部函館校教授）
イスから構築される教育英文法 ケーションを志向し，「使える英語」を身に付けられるように，
生きて働く知識・技能へと転換できるような様々な方策を考
える．

北海道函館市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校外国語活
動担当者・中学
校・高等学校英
語教諭向け

徒然草は中学でも高校でも定番教材であり、最近は小学
校の教科書にも取り上げられるようになって来た。従って教
員はその内容を熟知している必要があるが、現実には、人
によりその読書経験、理解の度合いは異なるであろう。そこ 杉浦 清志（教育学部函館校教授）
で最新の研究成果を講義によって知ると同時に、いくつか
の段を読解することにより、より正確な知識・読解力を身に
付けられることを狙う。

北海道函館市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭向
け

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252655号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

子どもの知的好奇心をかきたて
る不思議教材の工作

児童・生徒の「知的好奇心」を喚起しつつ、仕組みや原理を
理解することによって一層「感心・感動」できるような教材を
提案します。図画工作や理科、算数・数学の教材としても活
用できます。特別活動や「総合的な学習の時間」において単
阿部 二郎（教育学部函館校准教授）
発的に扱うこともできます。製作指導の方法解説と、演技の
演習を行います。講習は，多数の教科を横断する内容にも
なっていますので，主な受講対象者を「全ての教諭」として
います。

北海道函館市

6時間 平成26年8月8日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252656号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

子どもの知的好奇心をかきたて
る不思議教材の工作

児童・生徒の「知的好奇心」を喚起しつつ、仕組みや原理を
理解することによって一層「感心・感動」できるような教材を
提案します。図画工作や理科、算数・数学の教材としても活
用できます。特別活動や「総合的な学習の時間」において単
阿部 二郎（教育学部函館校准教授）
発的に扱うこともできます。製作指導の方法解説と、演技の
演習を行います。講習は，多数の教科を横断する内容にも
なっていますので，主な受講対象者を「全ての教諭」として
います。

北海道函館市

6時間 平成26年12月14日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

20人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252657号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

中学・高等学校における放射線
教育について

放射線放射に関する基礎知識の確認を行うとともに、現行
の教育課程にどのように放射線教育を取り入れるかについ
ても考える。また、実験（放射線計測、霧箱、放射線照射を 中村 秀夫（教育学部函館校教授）
受けた物質・食品のESR計測など）を通しても理解を深め
る。

北海道函館市

6時間 平成26年8月8日

教諭

理科教諭向け

6,000円

10人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252658号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 日本語教育入門

文部科学省の「日本語指導が必要な児童生徒を対象とした
指導の在り方に関する検討会議」は平成 26 年度より日本
語指導を「特別の教育課程」として正規化することを可能と
する提案をしている。本講習では、世界と地域における日本 伊藤 美紀（教育学部函館校准教授）
語教育の現状を概観しながら、「外国語教育としての日本語
教育」や「外国にルーツをもつ子どもの支援」とはどのような
ものなのかを学ぶ。

北海道函館市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校英語教
諭向け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252659号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 改定常用漢字表の諸問題

2010年に29年ぶりに改定された常用漢字表。この講習で
は、その変更点と狙いを跡づけながら、終戦直後の当用漢
字表からの変遷にも目を向け、批判的な視点からも見てい 木村 哲也（教育学部函館校准教授）
くことにしたい。併せて、漢字かかなかといった表記の問題
や、中国の漢字問題などにもふれてみたい。

6,000円

平成26年5月6日～
40人
平成26年5月18日

平261000252660号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 徒然草を読む

北海道教育大学

北海道教育大学

北海道教育大学

北海道函館市

6時間 平成26年8月9日
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教諭

国語科教諭向け

平成２６年度（第２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

現行の小・中・高学習指導要領において教材の１つとして取
りあげられるようになった「新聞」に関わる、NIEや新聞教育
の基礎知識や理論を取りあげつつ、偏向報道記事の回避
ＮＩＥ・新聞教育入門（指導論と課 などについて解説します。本講習は「講義」で、演習活動は
北海道教育大学
阿部 二郎（教育学部函館校准教授）
題）
ほとんど行いません。知的財産権の考え方や関連諸知識と
併せて、広領域学習である環境・資源・エネルギー教育、食
育教育等に対しても対応できるようになることを目的として
います。

講習の開催地

北海道函館市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8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
全ての教諭・栄養
栄養教諭 教諭向け

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252661号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

平成26年5月6日～
20人
平成26年5月18日

平261000252662号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

学級集団の人間関係づくりに活
北海道教育大学
かせるカウンセリング技法

主として認知行動療法を理論的背景とし，学校現場で予防
的・開発的教育相談として活用されている集団カウンセリン
グの技法（ソーシャルスキル教育，対人関係ゲーム，など）
を中心に，体験演習を通して学習する。その際に，児童期 本田 真大（教育学部函館校講師）
（主に小学校低・中学年），思春期（主に小学校高学年～高
校生）の発達に合わせた工夫点についてもいくつか取り上
げる。

北海道函館市

6時間 平成26年8月9日

教諭

幼稚園教諭以外
の全ての教諭向
け

北海道教育大学 遺伝子の時代の生物学

理科（生物分野）の中でも特に進歩が著しく，現在における
学問的到達段階の把握や時代に合わせた教授方法の開発
が困難な遺伝子及び遺伝子が関わる生命現象に関して， 長谷 昭（教育学部函館校教授）
最新の内容を習得することを通して教科指導に関わる現代
的教育課題の解決能力の向上を図る。

北海道函館市

6時間 平成26年8月9日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭向け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252663号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 国際法

多文化共生時代といわれる現代国際社会の構造の理解
と、その中での国際法の仕組みや役割、機能、そしてその
現代的課題などについて学習する。

北海道函館市

6時間 平成26年8月9日

教諭

中学校社会科・
高等学校地歴、
公民教諭向け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252664号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道函館市

6時間 平成26年8月10日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

12人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252665号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭

中学校（社会）・
高等学校（公
民）・経済教育に
関心のある教諭
向け

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252666号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭

中学校（社会）・
高等学校（公
民）・経済教育に
関心のある教諭
向け

6,000円

40人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252667号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

平成26年5月6日～
60人
平成26年5月18日

平261000252668号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252669号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学

幼児を育てる保護者の心理とカ
ウンセリング

河 錬洙（教育学部函館校准教授）

幼児を育てる保護者（主に母親）とのより良い人間関係を形
成するために，以下の2つの点から学習する。（１）幼児を育
てる保護者の心理に関する講義，（２）保護者との個別の話 本田 真大（教育学部函館校講師）
し合いで活用できるカウンセリング技法に関する講義と演
習。

学校教育のグローバル化は、経済（学）教育のグローバル
化、標準化、「グローバル人材」の育成という課題と関連す
る。現在、検討・実施されている方策は、中央との「格差」を
若者の現実と向き合うグローカル 抱える地方における若者に「生きる力」を与えるものなの
北海道教育大学
畠山 大（教育学部函館校准教授）
経済教育の可能性
か？オルタナティブとしての経済（学）教育が生まれる可能
性は？――という今日的な問題に関する状況や知見を大学
教育の現場の目線で整理・提示し、中等教育までの社会科
教育の現場での参考に供する。
学校教育のグローバル化は、経済（学）教育のグローバル
化、標準化、「グローバル人材」の育成という課題と関連す
る。現在、検討・実施されている方策は、中央との「格差」を
若者の現実と向き合うグローカル 抱える地方における若者に「生きる力」を与えるものなの
北海道教育大学
畠山 大（教育学部函館校准教授）
経済教育の可能性
か？オルタナティブとしての経済（学）教育が生まれる可能
性は？――という今日的な問題に関する状況や知見を大学
教育の現場の目線で整理・提示し、中等教育までの社会科
教育の現場での参考に供する。

北海道函館市

北海道函館市

6時間 平成26年8月10日

6時間 平成26年12月14日

映画化された小説「舟を編む」でも有名になった、辞典編
集。この講習では、辞書を引くものでなく、「読む」ものととら
え直し、辞書の成り立ちについて検証していく。そもそも、自 木村 哲也（教育学部函館校准教授）
分に合った辞書とはどれか、ということを念頭に置いてみた
い。

北海道函館市

6時間 平成26年8月10日

現行の小・中・高学習指導要領で教材の１つとして取りあげ
られるようになった「新聞」を取り上げます。本講習では、そ
の教材化の演習を行います。（本講座は「NIE・新聞教育入
ＮＩＥ・新聞教育の指導計画・教材 門」を受講していることを前提として展開します。）教科教育
北海道教育大学
阿部 二郎（教育学部函館校准教授）
作成演習
そのものではなく、複合的な分野である、資源・エネルギー・
環境教育、食育教育、国際教育、情報教育、進路指導・キャ
リア教育、その他の自由テーマなどでの「新聞」の活用につ
いて検討します。

北海道函館市

6時間 平成26年8月10日

理科第１分野、物理学等の学習指導における現象の普遍
性への気付きを促進する図解や作図の内容の学問的背景
物理で使う数的処理力の作図に や，教授方法の専門的知見に関する最新の内容を、受講者
北海道教育大学
高橋 伸幸（教育学部函館校教授）
よる育成
自身の授業分析に基づき、授業で実施可能な作図や関連
する計算の演習により体験的に習得することを通して，理科
指導に関わる現代的教育課題の解決能力の向上を図る。

北海道函館市

6時間 平成26年8月10日

教諭

小学校・中学校・
高等学校理科教
諭向け

6,000円

10人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252670号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道函館市

6時間 平成26年8月10日

教諭

小学校、中学校・
高等学校国語科
教諭向け

6,000円

15人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252671号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 国語辞典を読む

北海道教育大学 昔話の背後を読む

「昔話」と聞いたとき、我々は普通それには定番とも言える
「正しい形」があるものと思いこみがちである。しかし実際に
読み比べてみると、むしろ流動性のうちにこのジャンルの活
力が秘められているように思えてならない。この講習では国
高橋 修（教育学部函館校教授）
際的に分布している幾つかの昔話を取り上げ、様々な時
代・様々な土地に伝わる話を読み比べてその多様性や変容
のあり方を観察し、昔話の生き様に光を当てることを試み
る。
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教諭

小学校教諭向け

教諭
全ての教諭・栄養
栄養教諭 教諭向け

平成２６年度（第２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

北海道教育大学

講習の名称

｢活用型学力｣を育てるためのヒ
ントを探る

講習の概要

担当講師

学習指導要領をはじめとして「思考・判断・表現」の育成が
求められていますが、日々の実践では「基本」「応用」の線
引きが難しい場合もあります。また、体験が優先して学習経
験としての意味づけが後回しになることもあるでしょう。本講
座ではまず、様々な校種・学年・領域・教科・活動を見渡して 山口 好和（教育学部函館校准教授）
「学力」をとらえる窓口を多様に求めてみます。さらに考える
力を伸ばす方法を広く集約した上で、身近な取り組みを題
材に「活用型学力」への道筋をつける手だてを選択していき
たいと思います。

近年、アフガン戦争やイラク戦争によって世界の貴重な文
化財が失われた。人類の遺産である文化財が失われる危
険性が最も高いのが戦争である。しかし一方で、文化財を
保護することは、平和と密接に関わっている。歴史教育を
映像は語る-文化財にみる戦争と
北海道教育大学
「戦争と平和」をテーマに、文化財を通して考えてみようとい 小栗 祐美（教育学部函館校教授）
平和う内容である。授業は、ビデオなどの映像を中心に、最近の
調査に基づく映像資料を使って、講義及び演習形式で行
う。過去現在の文化財がおかれた状況を識るとともに、文化
財の意味と、それに対して各自が何ができるかを考える。

講習の開催地

北海道函館市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月10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

全ての教諭向け

6,000円

24人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252672号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭

中学校（美術
科）・中学校（社
会科）・高等学校
（美術科）・高等
学校（地歴）・高
等学校（公民）教
諭向け

12,000円

6人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252673号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道函館市

12時間

平成26年8月7日～
平成26年8月8日

北海道教育大学 コミュニケーションと対人葛藤

幼児・児童・生徒対象の授業だけでなく、プレゼンテーショ
ン、集団意思決定、対人葛藤の解決など職場で必要となる
コミュニケーションについて学ぶ。本講座では、コミュニケー
今在 慶一朗（教育学部函館校准教授）
ションの仕組みを理解したうえで、演習を通じてコミュニケー
ションスキルの向上を目指す。演習では発表の様子をビデ
オで撮影し、相互にその様子を検討する。

北海道函館市

12時間

平成26年8月7日～
平成26年8月8日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

12,000円

10人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252674号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 コミュニケーションと対人葛藤

幼児・児童・生徒対象の授業だけでなく、プレゼンテーショ
ン、集団意思決定、対人葛藤の解決など職場で必要となる
コミュニケーションについて学ぶ。本講座では、コミュニケー
今在 慶一朗（教育学部函館校准教授）
ションの仕組みを理解したうえで、演習を通じてコミュニケー
ションスキルの向上を目指す。演習では発表の様子をビデ
オで撮影し、相互にその様子を検討する。

北海道函館市

12時間

平成26年8月9日～
平成26年8月10日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

12,000円

10人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252675号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 コミュニケーションと対人葛藤

幼児・児童・生徒対象の授業だけでなく、プレゼンテーショ
ン、集団意思決定、対人葛藤の解決など職場で必要となる
コミュニケーションについて学ぶ。本講座では、コミュニケー
今在 慶一朗（教育学部函館校准教授）
ションの仕組みを理解したうえで、演習を通じてコミュニケー
ションスキルの向上を目指す。演習では発表の様子をビデ
オで撮影し、相互にその様子を検討する。

北海道函館市

12時間

平成26年12月13日～
平成26年12月14日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

12,000円

10人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252676号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 英国と英語の歴史

英語の中には英語を話す人々の歴史が刻まれています。
英語の歴史的発達のようすを、欧州や英国を舞台にして起
こった主要な歴史的事件と関連付けて、歴史的脈絡の中で
理解することをめざします。もともとの英語がどのように変化 福田 薫（教育学部函館校教授）
して現在の姿に変容してきたのか、ことばにかかわる各種
エピソードを紹介しながら、発音、語彙、文法の観点から変
化の過程を学びます。

北海道函館市

12時間

平成26年8月7日～
平成26年8月8日

教諭

中学校・高等学
校英語教諭向け

12,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252677号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 英国と英語の歴史

英語の中には英語を話す人々の歴史が刻まれています。
英語の歴史的発達のようすを、欧州や英国を舞台にして起
こった主要な歴史的事件と関連付けて、歴史的脈絡の中で
理解することをめざします。もともとの英語がどのように変化 福田 薫（教育学部函館校教授）
して現在の姿に変容してきたのか、ことばにかかわる各種
エピソードを紹介しながら、発音、語彙、文法の観点から変
化の過程を学びます。

北海道函館市

12時間

平成26年12月13日～
平成26年12月14日

教諭

中学校・高等学
校英語教諭向け

12,000円

20人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252678号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

関数概念は小学校5年生から比例として接し始め、中学校１
年生の比例関数2年生の1次関数3年生の2乗に比例する関
数、高校数学I,IIの2次関数や微分積分と小学校・中学校・高
等学校における数学科の重要な学習対象となっている。本
関数概念導入についての教材研 講習では数学における関数について各種資料を用いていろ
北海道教育大学
池田 正（教育学部函館校准教授）
究
いろな角度から調査検討することにより高度な立場から実
際に模擬授業を構築することをおこなう。最終日には模擬
授業を実践し、参加者との議論を通じてこの単元のよりよい
授業のあり方を整理することで今後の授業実践に活用する
ことを図る。

北海道函館市

18時間

平成26年8月7日～
平成26年8月9日

教諭

小学校・中学校・
高等学校数学科
教諭向け

18,000円

12人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252679号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

本講習における「学習」とは、算数などの「勉強」ではなく、
遅刻しないなどの「行動」や「習慣」を身に着けることを意味
する。古典的条件付けと道具的条件付けに基づき、「学習」
条件づけ理論で見直す学習の基 を説明し、予測し、コントロールするのが条件付け理論であ
北海道教育大学
林 美都子（教育学部函館校准教授）
本
る。本講習では、条件付け理論とその応用である行動分析
の入り口を学び、行動や習慣が身に付く原理を知ることで、
無理のない、より良い学生指導を行うための基礎を固める
ことを目指す。

北海道函館市

18時間

平成26年8月7日～
平成26年8月9日

教諭
全ての教諭・養護
18,000円
養護教諭 教諭向け

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252680号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp
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平成２６年度（第２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

北海道教育大学 メディア文化史-ラジオの時代-

多様なメディアが生活を取り巻いている現在、その中でも
「旧」メディアに属すると考えてられている「ラジオ」（ないしは
ラジオ放送）というメディアの歴史・社会的意味を考えてみよ
う、という講習。
「ラジオ」の「黄金時代」は、1920年代から1950年代、その後 吉井 明（教育学部函館校准教授）
もトランジスタラジオが1960/70年代にパーソナル・メディア
として人々を魅了した。ラジオを通じて見る20世紀の社会、
家族、人々の歴史。近現代史・社会授業のイメージ作りのた
めの格好の題材として、提案したい。

北海道函館市

北海道教育大学 触媒および関連の化学教材

規則的な細孔構造を持ち，イオン交換能と固体酸性を有
するゼオライトを主題に，分子模型の作製，イオン交換の実
験，プロトン型ゼオライトを用いた色素やエチレンの合成を
行い，教材としての有用性を解説します。光触媒と導電性高
松橋 博美（教育学部函館校教授）
分子作成の実験も紹介します。なお本講習の実験は，平成
25年度サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト，キャット・
ケム実験室（触媒学会）および各地での高校教員の研修会
で実施したものです。

北海道教育大学 日本の戦後詩を読む

北海道教育大学

理科のマイクロスケール実験の
実践

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

平成26年8月7日～
平成26年8月9日

教諭

中学校（社会
科）・高等学校
（地歴）・高等学
校（公民）教諭向
け

北海道函館市

6時間 平成26年12月13日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭

6,000円

32人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252682号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

高村光太郎よりは下の世代だが、平成に入ってからではな
い詩人たちの、終戦直後からの作品を概観し、教科書に載
る詩を相対化して、詩の果たす役割について考えながら、 木村 哲也（教育学部函館校准教授）
詩を読む楽しみを感じてみたい。また、仏文系の人たちの果
たした役割も見逃せない。

北海道函館市

6時間 平成26年12月13日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

40人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252683号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

講義およびマイクロプレート等を使用したマイクロスケール
実験（酸塩基指示薬、無機定性分析、電池、電気分解、中
中村 秀夫（教育学部函館校教授）
和滴定、硬度測定、有機反応など）を行いマイクロスケール
実験の利点・問題点を理解する。

北海道函館市

6時間 平成26年12月13日

教諭

小・中・高理科教
諭向け

6,000円

10人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252684号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

平261000252685号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

18時間

18,000円

10人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252681号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

ブレインライティング法を用いて
北海道教育大学
磨く創造的問題解決能力

正解があるとは限らず、解決の糸口や方法すら分からな
い問題に、工夫を凝らし、自分なりに取り組むのに必要とさ
れる能力の１つが、創造的問題解決能力である。本講習の
目的の１つは、ブレインライティング法を用いて、受講生一
林 美都子（教育学部函館校准教授）
人一人の創造的問題解決能力を開発し磨きをかけることで
ある。二つ目は、受講生各自の受け持つ教育現場におい
て、児童・生徒の創造的問題解決能力を伸ばすためのヒン
トを得てもらうことである。

北海道函館市

6時間 平成26年12月13日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

平成26年9月28日～
20人
平成26年10月7日

細菌由来ＤＮＡの抽出と分析実
験

本講習では、バイオテクノロジーの基礎として、DNA抽出と
その分析実験手法を基礎から学び・体験することで、教科
指導に関わる現代的教育課題の解決能力の向上を図る。
松浦 俊彦（教育学部函館校准教授）
具体的には、マイクロピペット実習、ＤＮＡ抽出実習、電気泳
動実習、分析と討論（講習のまとめを含む）、そして修了認
定試験（実技試験）を行う。

北海道函館市

6時間 平成26年12月13日

教諭

小学校・中学校・
高等学校理科教
諭向け

6,000円

10人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252686号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭

小学校・中学校
(社会科）・高等学
校（公民）教諭向
け

6,000円

10人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252687号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

10人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252688号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学

北海道教育大学 新聞から学ぶ地方自治

北海道新幹線における新函館駅建設が間近に迫っている。
しかし、この整備新幹線が札幌まで延長されたあかつきに
は、道南地域における衰退が加速されることも予想されて
いる。この問題は地方自治の問題と関連している。本講義
では主として新聞記事を題材にしながらその議論過程を再 田村 伊知朗（教育学部函館校教授）
検討する。
さらに、講義時間に余裕があれば、平成25年におけるJR北
海道の不祥事から、政治学的問題を考察する。教材は講師
が準備する。

北海道教育大学 新聞から学ぶ地方自治

北海道新幹線における新函館駅建設が間近に迫っている。
しかし、この整備新幹線が札幌まで延長されたあかつきに
は、道南地域における衰退が加速されることも予想されて
いる。この問題は地方自治の問題と関連している。本講義
では主として新聞記事を題材にしながらその議論過程を再 田村 伊知朗（教育学部函館校教授）
検討する。
さらに、講義時間に余裕があれば、平成25年におけるJR北
海道の不祥事から、政治学的問題を考察する。教材は講師
が準備する。

北海道函館市

6時間 平成26年12月14日

教諭

小学校・中学校
(社会科）・高等学
校（公民）教諭向
け

北海道教育大学 選択性緘黙の理解と支援

選択性緘黙（場面緘黙）に関する基本的な知識を学習した
上で，演習を通して支援方法について学習する。具体的に
は，（１）選択性緘黙のある幼児の母親との教育相談のロー
ルプレイ，（２）個別の幼児への支援計画の立案，（３）クラス
本田 真大（教育学部函館校講師）
集団への配慮，などである。なお，演習では幼児期を取り上
げるが，基本的な保護者との関係づくり，及び支援計画の
立案方法は小学校低学年も共通する部分が多くあり，その
点を補足しながら講習を進める。

北海道函館市

6時間 平成26年12月13日

教諭

幼稚園・小学校
（低学年）教諭向
け

6,000円

12人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252689号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 国際協力

本講義は、国際協力政策の入門的講座として、国際協力の
意義と現状について概観し、国連を中心として行われている
河 錬洙（教育学部函館校准教授）
国際協力政策を解説しながら、国際社会の現状と課題につ
いて学習する。

北海道函館市

6時間 平成26年12月13日

教諭

中学校社会科・
高等学校地歴、
公民教諭向け

6,000円

20人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252690号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 外国語アラカルト

日本語と英語をあらためて見直すきっかけとするために、フ
ランス語、スペイン語、エスペラント、ラテン語、ドイツ語、中
木村 哲也（教育学部函館校准教授）
国語の6言語を手短に概観する。普及している英語ながら、
かなり特殊な形態である。

北海道函館市

6時間 平成26年12月14日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

平成26年9月28日～
40人
平成26年10月7日

平261000252691号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

現学習指導要領が求める言語活動主体の国語科の授業に
ついて、実践報告や文部科学省が示す諸資料の検討を通
して、授業づくりおよび授業実施の際に留意すべき事柄を 内藤 一志（教育学部函館校教授）
把握する。全日講義ではなく、受講者自身による資料検討
の演習も行う。

北海道函館市

6時間 平成26年12月14日

教諭

小学校・中学校
国語科教諭向け

6,000円

30人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252692号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学

言語活動を主体とした国語科の
授業

北海道函館市

6時間 平成26年12月13日
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平成２６年度（第２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

北海道教育大学 複素数の歴史と役割

虚数（複素数）は昔から多くの人々を悩ましてきたが，現代
科学におけるその役割は極めて大きい。また，虚数は数で
あると同時に，複素平面上の回転としてもとらえることがで
きるやや不思議な存在でもある。この講習では，虚数や複 後藤 泰宏（教育学部函館校教授）
素数の歴史とその数学や物理学における役割について考
える。そのような考察を通して中学・高校数学の発展の一端
を知り，数学の学習指導における理解を深める。

北海道函館市

6時間 平成26年12月14日

北海道教育大学 倫理をめぐる諸問題

倫理とは、人間同士のありさま（筋道・構造、ひいては秩序・
規則）としてとらえることができます。その意味での倫理を、
自分、自分と他人（自分以外の人）の関係、自分と社会の関 後藤 嘉也（教育学部函館校教授）
係という３つの視点から問い直します。さらには、学校・学級
という社会の筋道についても、各自で、また共に考えます。

北海道函館市

6時間 平成26年12月14日

旧くは「情報活用」最近は「ICT利用」と、時々の先進機器を
取り入れた教育活動が多く提案されてきました。しかし身の
周りを振り返れば、新聞・ポスター形式といった学習のまと
めはもちろんのこと、普段の教材文読解やノート作成にも、
情報の収集・取捨選択・編集という行為が含まれています。 山口 好和（教育学部函館校准教授）
本講習では日常の学習活動や生活行動を「メディア理解」
の観点から見直し、領域・教科の枠組みを横断的に見渡せ
る教材づくりについて考えてみます。学校・家庭・地域での
取り組みを幅広く扱います。

北海道函館市

12時間

平成26年12月13日～
平成26年12月14日

「テレビ」の登場は、現代社会の変容と大きくかかわる「事
件」であった。テレビ視聴の文化論・社会論意味を考えなが
ら、メディアと社会、家族、人々の歴史を考える。近現代史・ 吉井 明（教育学部函館校准教授）
社会授業のイメージ作りのための格好の題材として、提案し
たい。

北海道函館市

12時間

平成26年12月13日～
平成26年12月14日

北海道教育大学

メディア理解を促す教材づくり
ワークショップ

北海道教育大学 メディア文化史-テレビの時代-

対象職種 主な受講対象者

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

20人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252693号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

40人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252694号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭
全ての教諭・養護
12,000円
養護教諭 教諭向け

16人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252695号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭

中学校社会科・
高等学校地歴、
公民教諭向け

12,000円

10人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252696号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭向
け

受講料 受講人数

教諭
全ての教諭・養護
養護教諭 教諭向け

韻文は国語教材として定着しているが何をどのように教え
て良いのか、わかりにくい点がある。本講義では韻文の教
わくわくするような韻文の授業作 え方について講義をし、韻文の面白さを考えた上でよりよい
北海道教育大学
大橋 賢一（教育学部旭川校准教授）
り‒漢詩・和歌・俳句・現代詩‒
授業作りのアイディアを提供するつもりでいる。なお、講師
の専門分野は中国の古典であるため、漢詩が中心となる予
定である。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中高（国語）
教諭

6,000円

50人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252697号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

学習指導要領には道徳教育の内容が「内容項目」として提
示されており、「内容項目」において示された道徳的価値が
道徳の授業の主題となる。したがって、道徳の授業を構想
道徳の「内容項目」を哲学・倫理 するにあたっては、「内容項目」に示された道徳的価値に関
北海道教育大学
千葉 胤久（教育学部旭川校准教授）
学的に考える
して教師自身がある程度明確な理解を有している必要があ
る。この講習では、「内容項目」に示された道徳的価値を哲
学・倫理学的に考察し、その意味・意義の理解を深めること
を目指す。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中教諭

6,000円

50人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252698号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道旭川市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中高（数学）
教諭

6,000円

50人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252699号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道旭川市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中(理科)教諭

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252700号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 合唱指導法

１、息をコントロールするための基本練習(運動)
２、様々な音形による発声練習
３、カノンによる合唱曲で、旋律の動きを感じながら美しい
ハーモニーを得る感覚を養う
杉江 光（教育学部旭川校教授）
４、実際に合唱曲（2声または3声）を歌いながらハーモニー
や母音の響きの合わせ方、表現方法（指揮法を含む）を学
ぶ

北海道旭川市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中高（音楽）
教諭

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252701号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 合唱指導法

１、息をコントロールするための基本練習(運動)
２、様々な音形による発声練習
３、カノンによる合唱曲で、旋律の動きを感じながら美しい
ハーモニーを得る感覚を養う
杉江 光（教育学部旭川校教授）
４、実際に合唱曲（2声または3声）を歌いながらハーモニー
や母音の響きの合わせ方、表現方法（指揮法を含む）を学
ぶ

北海道北見市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小・中高（音楽）
教諭

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252702号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 鉛筆デッサン基礎

静物モチーフを鉛筆で描く際の技法や注意点を実践的に学
びます。鉛筆による描写技術の向上と、基礎的な構成力や
正確な形態把握力の獲得を目指します。また、デッサン用
具の基本的な扱い方や準備段階から完成に至るまでの各
大石 朋生（教育学部旭川校准教授）
プロセスに対応した注意点を具体的に解説します。受講に
あたっては４B〜３Hまでの鉛筆、消しゴム（練り消しゴムが
望ましい）、カッター他、鉛筆デッサンに必要な用具の持参
を必要とするので留意すること。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中・高（美術）教
諭

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252703号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 代数の世界

中学校数学科で学習する各領域の内容を概観し、特に、代
数分野の数と計算、数と式の領域からいくつかの話題を取
り上げ、より深い専門性にふれながら、その数学的背景を
奥山哲郎（教育学部旭川校教授）
学ぶ。また、「数学的活動」の楽しさに気づき、数学を活用す
る態度の育成のための諸活動について考える。数学の力量
を高め、数学の専門性を深めることを目的とする。

小学校では平成23年度，中学校では平成24年度から学習
指導要領が完全実施されている。小学校では「身近な自然
生命領域を中心とした小・中学校
北海道教育大学
の観察」，中学校では「DNA」など，新たに追加された項目も 安藤 秀俊（教育学部旭川校教授）
の理科教材
多い。本講習では小・中学校の代表的な生物の観察・実験
を取り上げ，グループごとに観察や実験を行う。
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平成２６年度（第２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

体力を高める運動においては、小学生低・中学年では「多
様な動きをつくる運動」、高学年そして中学校１・２学年では
「体力を高める運動の行い方と組み合わせ方」、中学３学年
小学生から高校生までの体つくり から高校３学年までは「自己のねらいに応じた運動の計画
北海道教育大学
古川 善夫(教育学部旭川校教授）
運動
の立て方と取り組み方」と内容が系統的、段階的に整理さ
れた。本講習では、それぞれの段階での運動内容、計画の
立て方と取り組み方、評価規準、指導の手だてなどについ
て検討する。

北海道教育大学 生活設計の意義と方法

北海道教育大学

第2言語習得研究の成果から得
られる授業改善のヒント

講習の開催地

北海道旭川市

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

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

小・中高(体育）教
教諭
諭・養護教諭・特
養護教諭
支学校教諭

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252704号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

平261000252705号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

家庭科の中には，夢や目標を実現するために，生活資源を
考えながら計画を立てるという生活設計の学習がある。この
学習は，自らの生き方を見つめ，将来を設計することができ
る点で，先生のみならず，児童生徒にとっても大変重要で， 岡田 みゆき（教育学部旭川校教授）
生徒指導にも役立つと考える。本講座では，実際に自分の
生活を設計することを通して，生活設計の意義と方法を学
習する。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月7日

教諭

全ての教諭

6,000円

平成26年5月6日～
40人
平成26年5月18日

第２言語習得理論を概観しながら英語科教育における学習
理論や教授方法の最新の知見に触れることで，各自実践し
てきたこれまでの教科指導を見直し，教育現場での実践に 石塚博規（教育学部旭川校教授）
つなげるヒントを得る。また，海外の英語教育や，学習に役
立つICTについての最近の動向についても触れる。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中高（英語）
教諭

6,000円

50人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252706号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道旭川市

6時間 平成26年8月7日

6,000円

45人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252707号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

特別支援学校教
員・特別支援学
級担当教員・特
別支援コーディ
教諭
ネーターなどを中 12,000円
養護教諭
心とするが、以上
に該当しない教
員の受講も可・養
護教諭

50人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252708号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

１）養護教諭として、どのような視点を持って子ども達の実態
や問題をとらえ、解決に向けての方策を考え、実践するか。
養護教諭の教育実践①－伝える ２）「自己肯定感を持って、未来を切り開く」子ども達を育てる
北海道教育大学
室谷 和恵（教育学部旭川校非常勤講師）
こと、つなぐこと
ためにどのような方策が考えられるか。３）保護者をはじめ、
校内、関係機関等との連携をどう持つか、など、養護教諭の
専門性を生かした「教育実践」について具体例を述べる。
障害者権利条約批准後の特別支援教育の在り方を、インク
ルーシブ教育と合理的配慮という観点から解説し、さらに
「育ちと学びの応援ファイルすくらむ」の考え方に基づく児童
生徒の困難性の捉え方を学び、個別の支援計画作成を通
安達潤（教育学部旭川校教授）
北海道教育大学 個別教育支援計画の理論と実践 して、児童生徒の実態把握と計画立案までの過程習得を目
大久保賢一（教育学部旭川校准教授）
的とする。講義内容は、1)障害者権利条約批准後の特別支
援教育の在り方、2)個別の支援計画に関する概論、3)実際
の事例による実態把握、4)実態に基づいて個別の支援計画
の立案演習、の４点を含むことを予定している。

北海道旭川市

12時間

平成26年8月7日～
平成26年8月8日

養護教諭 養護教諭

北海道教育大学 コミュニケーション

学校教育や教師という切り口から、日常のコミュニケーショ
ン実践についての理解を深めることを目指します。想像力
や創造性を駆使した様々なゲームやアクティビティーを行
う、参加型、体験型、双方向型のワークショップ形式の授業 川島 裕子（教育学部旭川校非常勤講師）
です。また、それらの活動の中で、普段の教育活動を「コミュ
ニケーション実践」という観点から再考し、自らの課題や目
標を明確にしていくことを目指します。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月7日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252709号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 コミュニケーション

学校教育や教師という切り口から、日常のコミュニケーショ
ン実践についての理解を深めることを目指します。想像力
や創造性を駆使した様々なゲームやアクティビティーを行
う、参加型、体験型、双方向型のワークショップ形式の授業 川島 裕子（教育学部旭川校非常勤講師）
です。また、それらの活動の中で、普段の教育活動を「コミュ
ニケーション実践」という観点から再考し、自らの課題や目
標を明確にしていくことを目指します。

北海道旭川市

6時間 平成26年12月13日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

6,000円

20人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252710号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 近代文学入門

文学作品には多様な表現技法が用いられています。この
講座では、著名な文学作品や国語教材を用いて、レトリック
村田 裕和（教育学部旭川校准教授）
や物語構造などに注目した作品読解をおこないます。言葉
だけで築かれた世界の奥深さを探検しましょう。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中高（国語）
教諭

6,000円

50人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252711号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 北海道の歴史を学びなおす

本講習では、北海道の歴史に関するいくつかのトピックを取
り上げ、北海道の歴史の要点を講義する。受講生は北海道
海老名 尚（教育学部旭川校教授）
の歴史の要点を学びなおすことで、北海道の歴史に関する
授業開発に必要な基本的な知識を習得することができる。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中（社会）・高
（地歴・公民）教
諭

6,000円

50人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252712号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 数の集合とその拡張

個数を数えるための自然数に始まり、２次方程式の解の存
在を保証するための複素数の導入に至るまで、数の集合は
段階的に拡張される。その各段階における数の集合の性質
小室 直人（教育学部旭川校教授）
を調べるとともに、数の拡張に伴って拡張される演算や基本
的な関数について、その定義の成り立ちと考え方について
理解する。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中高（数学）
教諭

6,000円

50人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252713号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道旭川市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中高（理科）
教諭

6,000円

50人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252714号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

子どもの理科離れが指摘されるようになって久しい。同時に
近年、小学校教員の理科離れがその遠因ではないかと指
摘されている。そこで、本講義では小学校で理科の授業を
新学習指導要領に対応した新し
松田 禎行 （教育学部旭川校教授）
北海道教育大学
行うのに必要な力を身につけるとともに、中学校の理科教
い理科①物質・エネルギー編
永山 昌史 （教育学部旭川校准教授）
育にも役立つ知識・技能を習得し、自ら教材開発する能力
を身につけるために、理科の授業内容の背景である科学４
領域のうち、物理学分野と化学分野について学ぶ。
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平成２６年度（第２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

子どもの理科離れが指摘されるようになって久しい。同時に
近年、小学校教員の理科離れがその遠因ではないかと指
摘されている。そこで、本講義では小学校で理科の授業を
新学習指導要領に対応した新し
松田 禎行 （教育学部旭川校教授）
北海道教育大学
行うのに必要な力を身につけるとともに、中学校の理科教
い理科①物質・エネルギー編
永山 昌史 （教育学部旭川校准教授）
育にも役立つ知識・技能を習得し、自ら教材開発する能力
を身につけるために、理科の授業内容の背景である科学４
領域のうち、物理学分野と化学分野について学ぶ。

北海道教育大学 小学校教諭のための歌唱講座

小学校教諭のための歌唱講座です。歌うことが苦手という
先生、あるいはさらに磨きをかけたいという先生のために、
教室の子供たちのために活かせる楽しい発声法を交え、
石田 久大（教育学部旭川校教授）
色々な歌を歌いながら学びます。また、午後には小学生向
けの音楽セッションを企画して、発表してもらいます。

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

北海道旭川市

6時間 平成26年12月14日

教諭

小・中高（理科）
教諭

6,000円

40人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252715号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道旭川市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小教諭

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252716号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

平成26年5月6日～
30人
平成26年5月18日

平261000252717号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252718号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

子どもの造形表現の受け止め方について考えたり，典型的
な造形活動を実際に行ったりすることを通して，子どもたち
北海道教育大学 実践を通して学ぶ造形教育基礎 の造形を通した学びについて考察を進め，造形教育の基本 名達 英詔（教育学部旭川校教授）
的な考え方について理解を深めるとともに教育現場での効
果的な指導法について学んでいきます。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月8日

体育科では、「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力
の育成」、「健康の保持増進」、および「体力の向上」の３つ
の具体的な目標が示されている。これらは、児童・生徒が生
涯にわたって良好な生活習慣を形成すること、つまり、運
保健体育への栄養学的アプロー
北海道教育大学
動、栄養、休養のバランスのとれた生活形成と密接に関連 村田芳久（教育学部旭川校准教授）
チ
している。本講習では、保健体育教育や運動部活動教育に
栄養教育を融合させた指導の意義を論じながら、児童・生
徒の良好な生活習慣の定着をめざす体育・保健体育の教
育方法について討議する。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月8日

北海道教育大学 低圧屋内配線実習講座

家庭で使用されている埋込コンセント，埋込スイッチ，ランプ
レセプタクル，ケーブルに関する基本的な屋内配線の実習
ができるコンパクトな木製の教材を利用して，コンセント回 秋葉治克（教育学部旭川校准教授）
路，単極スイッチによる電灯点滅回路，3路スイッチによる電
灯点滅回路の実習を行う。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中（技術）教諭

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252719号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 低圧屋内配線実習講座

家庭で使用されている埋込コンセント，埋込スイッチ，ランプ
レセプタクル，ケーブルに関する基本的な屋内配線の実習
ができるコンパクトな木製の教材を利用して，コンセント回 秋葉治克（教育学部旭川校准教授）
路，単極スイッチによる電灯点滅回路，3路スイッチによる電
灯点滅回路の実習を行う。

北海道北見市

6時間 平成26年8月12日

教諭

中（技術）教諭

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252720号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 英語学入門

本講習では、現代言語理論の中で、英語教育と特に関係す
る部分を中心に扱い、言語理論と英語教育の関係を明確に
することを目的とする。この目的のため、初めに、現代言語
理論がどのような考えを前提としているかを概説し、その
菅野悟（教育学部旭川校准教授）
後、英語の具体的現象を取り上げる。これにより、理論的背
景と具体的現象を合わせて理解できるようになることを目標
とする。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中高（英語）教諭

6,000円

50人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252721号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

養護教諭の職務はその時代や社会・環境の変化とともに大
きく変遷してきた。特に最近「心の居場所としての保健室」の
養護教諭の教育実践②-保健室 役割が重視され、養護教諭の相談活動への期待も大きい。
北海道教育大学
石川 由紀子（教育学部旭川校非常勤講師）
での相談活動
歴史的な変遷とともに自分自身の職務の変化をふり返りつ
つ、保健室の特質や機能を生かした相談活動のあり方につ
いて学習や交流をしたい。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月8日

6,000円

45人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252722号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

現行学習指導要領で重視されている「言語活動の充実」の
趣旨や背景について解説するとともに，全国学力・学習状
言語活動の充実を目指した国語
北海道教育大学
況調査の問題等の分析を通して思考力・判断力等の育成を 渥美伸彦（教育学部旭川校准教授）
科の授業改善
重視した国語科の学習指導の在り方や授業改善のポイント
を考察する。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月9日

教諭

小・中（国語）教
諭

6,000円

50人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252723号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道旭川市

6時間 平成26年 8月9日

教諭

小・中・高教諭

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252724号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭

小・中高（数学）
教諭

6,000円

平成26年5月6日～
50人
平成26年5月18日

平261000252725号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学

東日本大震災：記録・出版／記
憶

私たちの物の見方に大きな影響を与え，教科書を書き換え
させるような大きな出来事が起きたとき，それはどのように
記録され，伝えられていくのか。しかし，その教訓も言い伝
えも，石碑さえ，次第に埋もれ，風化したのではなかった
佐々木 周（教育学部旭川校准教授）
か。それを記憶し，物語り，伝え続けていくことは，可能だろ
うか。「知ること」によって「生き延びること」が可能となるよう
な，私たちの「伝え方」を考え始めてみよう。

算数・数学科のカリキュラムを，目標，内容，方法，評価から
検討し，指導改善について考察することが本講座の目的で
ある。具体的には，明治以降の数学教育史から我が国の算
数・数学教育の変遷について概観し，国内外の大規模調査
北海道教育大学 算数・数学科のカリキュラム改善 から子どもの算数・数学の達成度や教師の算数・数学教育 久保 良宏 （教育学部旭川校教授）
に対する態度などについて検討して、これからの時代に求
められる算数・数学教育のあり方について考え、これを指導
改善へとつなげていく。なお、概ね、小4から高2の段階を議
論の対象とする。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月9日
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教諭

幼・小教諭

小・中高（保健体
教諭
育）教諭・栄養教
栄養教諭
諭

養護教諭 養護教諭

平成２６年度（第２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

理科における天文分野は生徒たちの大きな興味対象である
にも関わらず、苦手意識が強い分野である。それは今の生
徒たちには空間認識能力を養う学習が欠如しているという
ことのみならず、教員側が大学時分に天文教育に接する機
宇宙観と理科教育：地学（太陽系
北海道教育大学
会が少なかったことにも起因する。
関口 朋彦（教育学部旭川校准教授）
分野）
子供の天文学に対する知識・理解の現状を振り返りつつ、
その難しさを再認識しながら天文学の基礎概念に関して講
義する。

北海道教育大学 指揮法

北海道教育大学

アルミ板を使った立体造形実技
講座

北海道教育大学 体育授業づくりの実際

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

北海道旭川市

6時間 平成26年8月9日

教諭

中・高（理科）教
諭

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252726号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

本講習は指揮法の基礎を中心に展開します。指揮法におけ
る間接運動や直接運動などの基礎を学び、それらを用いな
がら拍に応じた振り方を演習します。講習の後半では実際
の曲をピアノに向かって指揮したり、合唱の曲を受講生たち
佐藤 淳一（教育学部旭川校講師）
で歌ってもらい、それに対する指揮など実践的な演習も行
います。指揮法の基礎を見直すことにより、自らの表現を伝
えると共に曲の構造を分かり易く振れるようになることが本
講習の狙いです。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月9日

教諭

小・中・高（音楽）
教諭

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252727号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

アルミ板を素材として用い、その特性、安全教育、切断・曲
げ､組立、接合等の加工方法を習得しながら、予め構想した
造形作品を制作する。また、その過程において、構想と実際 寺田 栄（教育学部旭川校教授）
の加工制作との相違を経験することにより、今後の実技教
材としての展開を図る。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月9日

教諭

中高(美術)教諭

6,000円

10人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252728号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

授業では，子どもたち一人ひとりが生き生きとして，積極的
に学習に取り組んでほしいものです。本講習の前半では誰
もが知っているオリンピックを題材として，小学校では総合
の時間，中・高校では体育理論の授業において，すべての 三浦 裕（教育学部旭川校准教授）
子どもが関心をもてる授業の工夫を行います。また後半は，
あまり知られていないスポーツを取り上げ，これをいかに盛
り上げていくかについて実践し，検討を行います。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月9日

教諭

小・中高（体育）
教諭

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252729号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252730号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

50人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252731号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

45人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252732号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

近年、自家用車のスマートストップなどの安全技術や３Ｄプ
リンタなどのＣＡＭシステムが身近になってきました。これは
いわゆる計測・制御を基本とした技術によって支えられてお
レゴ・マインドストームで学ぶ自律 り、中学校や高等学校でこうした技術の学習が積極的に取
北海道教育大学
渡壁 誠（教育学部旭川校教授）
型ロボット
り上げられています。また、小学校でも先進的な試みとして
取り上げられつつあります。本講座では、レゴ・マインドス
トームを用いて自律型ロボットを作製し、こうした技術の基本
的な内容を考えます。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月9日

教諭

小・中高教諭（特
に，中学校技術・
家庭科教諭，工
業高校教諭）

英語の授業に携わっていると、生徒に指導する文法規則
について、例外と感じられる現象に遭遇することがしばしば
ある。しかし、実は、そのような例外事象を探っていくと、そ
英語の様々な現象を英語の歴史 れらの言語事象が英語史的な事実に由来していることが少
北海道教育大学
野村 忠央（教育学部旭川校准教授）
から学ぶ
なからずあることに気付く。
本講習では、名詞の複数形、動詞の活用、綴り字と発音と
の関係、などなどの様々なトピックを取り上げ、それらが英
語史的には規則的な現象であることを概観していく。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月9日

教諭

中高（英語）教諭

養護教諭は子どもの訴えに対し、身体的、精神的、社会的
側面から様々な情報を分析（ヘルスアセスメント）し、養護診
断を行い、その結果によって処置・対応を決定している。フィ
身体をみるー養護教諭のための
北海道教育大学
ジカルアセスメントとは、身体を観察し、問診、視診、触診、 芝木 美沙子（教育学部旭川校教授）
フィジカルアセスメント
打診、聴診の技術を用いて行う事であり、本講座では、身体
の状態を的確に系統的に把握するための方法について、実
技を含めて行う。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月9日

問題解決的な授業の構成，知識・理解と技能上の指導ポイ
ント，指導者の書写技能の向上，漢字・仮名の成立と文字
書いて知る，書写指導のポイント
北海道教育大学
文化の４項目について，理論とともに書く体験を通して学び 矢野 敏文（教育学部旭川校教授）
と文字文化
ます。日常の授業に活用できるような平易で実践的な内容
にします。

北海道旭川市

6時間 平成26年8月9日

教諭

小・中（国語）・高
（書道）教諭

6,000円

32人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252733号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

問題解決的な授業の構成，知識・理解と技能上の指導ポイ
書いて知る，書写指導のポイント ント，指導者の書写技能の向上，漢字・仮名の成立と文字
北海道教育大学 と文字文化
文化の４項目について，理論とともに書く体験を通して学び 矢野 敏文（教育学部旭川校教授）
ます。日常の授業に活用できるような平易で実践的な内容
にします。

北海道旭川市

6時間 平成26年12月13日

教諭

小・中（国語）・高
（書道）教諭

6,000円

32人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252734号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

養護教諭 養護教諭

北海道教育大学 教育相談・生徒指導等の在り方

必修領域の講習を受け、それぞれの学校種での課題を取り
青山 知充（教育学部旭川校非常勤講師）
上げ、教育相談、生徒指導、学級づくり等の視点から今後
高橋 敏男（教育学部旭川校非常勤講師）
の指導の在り方について説明する。

北海道北見市

6時間 平成26年8月10日

教諭
全ての教諭
養護教諭 養護教諭

6,000円

150人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252735号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 特別支援教育の在り方

各学校や市町村における支援体制の在り方や、通常の学
級における当該児童生徒と周囲の児童生徒に対する指導
の在り方などについて具体的に検討していく。学校種間で 鍋島 博（教育学部旭川校非常勤講師）
の課題の交流を通して、広い視野からの問題解決を目指し
たい。

北海道稚内市

6時間 平成26年8月7日

教諭
全ての教諭・養護
養護教諭 教諭

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252736号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 特別支援教育の在り方

各学校や市町村における支援体制の在り方や、通常の学
級における当該児童生徒と周囲の児童生徒に対する指導
の在り方などについて具体的に検討していく。学校種間で 鍋島 博（教育学部旭川校非常勤講師）
の課題の交流を通して、広い視野からの問題解決を目指し
たい。

北海道北見市

6時間 平成26年8月10日

教諭
全ての教諭・養護
養護教諭 教諭

6,000円

40人

平成26年5月 6日～
平成26年5月18日

平261000252737号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp
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平成２６年度（第２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

北海道教育大学 言語遊戯入門

言語遊戯について、どのようなものがあり、その特色はどの
ようであるかについて、基礎的な内容を講義する。言語遊戯
に関する知識は、国語の授業に限ることなく、様々な場面で
活用できるものである。日本古典文学作品の中でも、万葉
伊藤 一男（教育学部旭川校教授）
集などの和歌文学を中心に、謎々や絵画資料など、広義の
言語遊戯を対象に、様々な言語遊戯を紹介し、その特色を
押さえつつ、授業等でどのように活用できるか、考察してい
く。

北海道教育大学 算数・数学科の授業改善

これまでの算数・数学の授業を見直し、授業を改善していく
きっかけをつかむことを目的とする。そのために、「算数・数
学教育の変遷」をふり返りながら，「算数・数学科の新しい学
習指導要領」についての理解を深める。また，「算数・数学 相馬 一彦（教育学部旭川校教授）
教育の目的」を再確認するとともに，具体的な授業例を通し
て「算数・数学の学習指導」として何が求められるのかを検
討する。

講習の開催地

北海道北見市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月11日

対象職種 主な受講対象者

教諭

全ての教諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

6,000円

50人

6,000円

平成26月5月 6日～
50人
平成26年5月18日

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平261000252738号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

平261000252739号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道北見市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小・中高（数学）
教諭

北海道北見市

6時間 平成26年8月11日

教諭

中高（英語）教諭

6,000円

50人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252740号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道北見市

6時間 平成26年8月12日

教諭

中（社会）・高（地
歴・公民）教諭

6,000円

50人

平成26年5月 6日～
平成26年5月18日

平261000252741号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道北見市

6時間 平成26年8月12日

教諭

中・高（理科）教
諭

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252742号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道北見市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小・中高（保健体
育）教諭

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252743号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道稚内市

6時間 平成26年8月7日

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252744号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道旭川市

6時間 平成26年12月13日

教諭

小・中高（国語）
教諭

6,000円

40人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252745号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道旭川市

6時間 平成26年12月13日

教諭

中・高（数学）教
諭

6,000円

40人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252746号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 英語で授業を行うための工夫

英語で英語の授業を行うための理論的背景を学び、現場
で生かせる活動例や授業展開の方法について学びます。
教師の一方的な授業ではなく、インプット、インテイク・アウト
笠原 究（教育学部旭川校教授）
プットのバランスが取れた授業を目指すために必要なことに
ついて考えます。また、生徒から英語を引き出すための工
夫について、受講生の皆さんと考えていきたいと思います。

北海道旭川市

6時間 平成26年12月13日

教諭

中高（英語）教諭
（小学校英語担
当者も可）

6,000円

50人

平成26年 9月28日～
平成26年10月 7日

平261000252747号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 対話しながらのアート鑑賞

造形作品の鑑賞プログラムを行います。「鑑賞者との対
話」を主要な方法として用いた、鑑賞、アートーゲームなど、
児童生徒だけでなく指導者も楽しめるものです。幼児教育
にも部分的に触れますが、小学校高学年図画工作科から
中学校美術科の内容が中心です。幼稚園教諭の方は、ご
注意願います。
南部 正人（教育学部旭川校教授）
1.「対話をしながらのアート鑑賞」演示
2.「対話をしながらのアート鑑賞」グループ演習
3.「鑑賞における確かな学力」を検討
4.「アートゲーム」演習
5. 修了認定試験（上記実施ポイントの確認を行います）

北海道旭川市

6時間 平成26年12月13日

教諭

小(図工担当)・中
高（美術）教諭

6,000円

30人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252748号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

イギリスのシチュエーション・コメディを分析することを通じ
て，現代イギリス口語英語の語彙や語法についての理解を
シチュエーション・コメディで学ぶ
北海道教育大学
深め，中高英語教員の語学的知識の補填・拡充を図るとと 十枝内 康隆（教育学部旭川校准教授）
イギリスの言語と文化
もに，現代イギリス文化に関する知識を身につけ，それを欧
米文化および国際理解の指導に活かすことを目標とする。

北海道教育大学 社会における裁判所の役割

本講義は、現代社会における裁判の役割について理解を
深めるものである。裁判制度については、裁判員裁判など
をはじめとして、様々な批判や見方があるが、本講義では、
籾岡宏成（教育学部旭川校准教授）
民事裁判、刑事裁判などを中心に、それらの制度の概要を
習得するとともに、現在の司法が抱える現代的な問題につ
いても認識を深める。

生物多様性という概念の基礎を理解し、その上で北海道の
生物相や植生の特徴、成立要因について学ぶ。「自然」が
北海道の自然を生物多様性から
北海道教育大学
どのような生物から成り立っているのかを知る為に、北海道 今村 彰生(教育学部旭川校准教授）
読み解く
の生物（野生植物）について、数十種程度を見分ける能力
の涵養を目指す。

北海道教育大学

児童･生徒の主体的な活動を引
き出す体育授業

生涯スポーツに根ざした体育授業では、児童･生徒の主体
的な学習は欠くことが出来ませんが、一方で、授業規律も軽
視するわけにはいきません。よりよい体育授業を創造する
ためには、小･中･高校の児童・生徒達の実態を洗い出すと
小出高義（教育学部旭川校准教授）
共に、いくつかのモデルとなる授業を手掛かりに、どのよう
に主体的な学習を引き出す手立てが講じられているのか
を、共に考える場にしたい。また、実技を通してその内容に
ついて確認することで、よりよい体育授業を模索したい。

それぞれの学校種での課題を取り上げ、教育相談・生徒指
導・学級づくり等の視点から今後の指導の在り方について
北海道教育大学 教育相談、生徒指導等の在り方
渡部 克孝（教育学部旭川校非常勤講師）
検討していく。学校種間での課題の交流を通して、広い視野
からの課題解決を目指したい。

北海道教育大学 現代日本語学入門

音声、語彙、文法、文字・表記、方言などの観点から、現代
日本語の概要を把握し、日本語の構造や意味、用法につい
て、基本的な知識や考え方の習得をめざす。また、この講
習を通して、日本語を世界の諸言語の一つとして客観的に
作田 将三郎（教育学部旭川校准教授）
観察できるようになること、コミュニケーションを多角的かつ
論理的に分析できるようになること、普段無意識に使用して
いる日本語について意識して考えることの意義を知ってもら
いたい。

17世紀はニュートンやライプニッツ等によって微分積分学が
創始された時代である．関数f(x)のx=aにおける微分係数と
は，平均変化率 f(x)-f(a)/x-a のx→aのときの極限値であ
ニュートン・ライプニッツ時代の数 り，この平均変化率は，中学校では「関数の変化の割合」と
北海道教育大学
齋藤幸子（教育学部旭川校准教授）
学
して学ぶ．積分法は，曲がった図形の面積や体積を計算す
るために考案された．萌芽期の微分積分学は，厳密さは欠
くものの，自然・素朴で多様な発想を含み，小・中・高等学校
の数学に通じる．
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教諭
全ての教諭・養護
養護教諭 教諭

平成２６年度（第２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

北海道教育大学 鑑賞指導

新学習指導要領では、言語活動との関連が重視され、それ
は音楽も例外ではなく、また「批評的」という文言に象徴的
である。しかし音楽に限らず、批評がついてまわるどの分野
に於いてでも、ともすると「批評」の意味は曲解されかねな
木村 貴紀（教育学部旭川校准教授）
い。よって、ことに「鑑賞」に於ける「批評的」な取り組みやと
らえ方に偏向性や不徹底が生じるであろうことは想像に難く
ない。ここでは、単なる感想の域を越えて、「批評的」といわ
れるに相応しい鑑賞のあり方について考える。

北海道旭川市

6時間 平成26年12月13日

北海道教育大学 救急救命処置

職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、 羽賀將衛（保健管理センター教授）
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道旭川市

6時間 平成26年12月13日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

北海道教育大学 救急救命処置

職種にかかわらず、学校現場で働く職員として必要となりう
る基本的な救急心肺蘇生法その他の救急対応について、 羽賀將衛（保健管理センター教授）
講義および実技練習により、知識と手技を習得する。

北海道旭川市

6時間 平成26年12月14日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

北海道教育大学 漢字漢文教材読解法

漢字漢文の基礎について、漢和辞典や白文の教材を利用
しながら、漢文読解能力を高める。こうした作業を通して高 大橋 賢一（教育学部旭川校准教授）
度な教材開発能力を培うことを目的とする。

北海道旭川市

北海道教育大学 歴史・世界史から何を学べるか

「歴史・世界史から何を学べるか」というテーマで，東アジ
アの地域の歴史を子ども・生徒に教える際に，教える側が
山本光朗（教育学部旭川校教授）
歴史的事件・事項のどのような点に注意すればよいか，古
代・中世・近代の代表的な歴史事項を取り上げ考えてゆく。

北海道旭川市

北海道教育大学 歩くスキー遊びの工夫

現代の子どもたちは屋外での遊び，特に北海道では冬期間
の遊びが減少してきていると言われていますが，もし子ども
たちが冬の屋外での遊びに楽しさを見つけることができたな
ら，その様相は変わるかもしれません。本講習では子どもた
三浦 裕（教育学部旭川校准教授）
ちが身近な環境で生き生きとしてスキーを楽しむことができ
るよう，歩くスキー遊びを題材としてその特徴や内容などに
ついて理解するとともに，実際に遊びを経験しながらスキー
指導の糸口を見つけます。

講習では、以下の観点により、へき地・複式教育から小規模
校教育のあり方をとらえます。
1.学校区が広域化、学校規模が小規模校化することによる
課題をとらえます。
へき地・複式教育からとらえた小
北海道教育大学
2.いくつかの事例を紹介します。
川前 あゆみ(教育学部釧路校講師）
規模校教育の工夫
3.へき地・複式教育の実践から少人数指導の工夫を理解す
るためのグループ討議をします。
4.少子化がすすむことによるへき地・小規模校の指導・運営
上の課題をとらえます。

北海道教育大学 小中連携を踏まえた英語教育

小学校外国語活動が必修化され、今後は新たな小中連携
の形が求められる。しかしながら、小学校ではスキルベース
の指導は行わず、中学校ではスキルの獲得も目指した指導
中村 典生(教育学部釧路校教授）
が行われる。本講習は以上の現状を踏まえ、小中互いの文
化を尊重しつつ、効果的な連携ができるための環境づくりと
指導法について学ぶものである。

音楽教育学においては学習者が知識や技能を身体を通し
て自分のものにしていくことで学びが完成へと向かっていく
といわれる。同様のことは長い歴史を持つ日本の伝統音楽
や伝統芸能においても強調されている。本講座では、日本
日本の伝統音楽・伝統芸能にお
北海道教育大学
の伝統芸能の代表的なものの一つである能を主に取り上 中西 紗織(教育学部釧路校講師）
ける学び
げ、能の歴史や演劇的特徴を知り、謡と仕舞の一部を体験
する。さらに、能における「わざ」、声、身体に関する教授・学
習の方法や伝承のあり方から、学ぶことと教えることの意味
を考え直す。

教諭

小・中高（音楽）
教諭

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

30人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252749号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

12人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252750号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

平成26年9月28日～
12人
平成26年10月7日

平261000252751号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

中高（国語）教諭

12,000円

10人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252752号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6時間 平成26年12月14日

教諭

小中（社会）高
（地歴・公民）教
諭

6,000円

40人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252753号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道旭川市

6時間 平成26年12月14日

教諭

小・中高教諭（保
健体育）

6,000円

40人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252754号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道釧路市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校,中学校教
諭向け

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252755号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭

中学校英語科教
諭，小学校外国
語活動担当（予
定）者向け

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252756号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
音楽科教諭及び
伝統芸能に興味
のある方

6,000円

平成26年5月6日～
60人
平成26年5月18日

平261000252757号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252758号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252759号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252760号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道釧路市

北海道釧路市

平成26年12月13日～
平成26年12月14日

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月6日

北海道釧路市

6時間 平成26年8月6日

教諭

JAXA宇宙教育センター等の教材を理科の授業に活用し
て、子どもたちの興味・関心を高める授業を考える。実際に
宇宙教育教材を利用した理科授
北海道教育大学
実験や工作を行うことで児童生徒の視点で教材の持つ価値 中山 雅茂（教育学部釧路校講師）
業
を考える。また、小中学校の指導内容との関連性を調べ、
理科の授業における活用を考える。

北海道釧路市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学校理科教諭向
け

学校における教育活動は、学校の教育目標の効果的な実
践を目指して、様々な内容や方法で展開されています。そ
の教育活動を円滑に進めるためには、校内組織をどのよう
学校運営～教職員の協働意識に
北海道教育大学
にしていけばよいのかを、次の視点から考えていきます。 ・ 八木 修一（大学院教育学研究科教授）
よる校内組織体制の活性化
校務分掌組織は機能しているか ・組織のマンネリ化の要
因には ・教職員の意思形成を図るには ・時間不足の中で
の会議をどうするか ・協働体制をどう作るかなど。

北海道釧路市

6時間 平成26年8月7日

社会科・地理歴史科・公民科の授業を創造するには，どの
ような力が必要なのだろうか。本講習では，授業デザインの 藤本 将人(教育学部釧路校准教授）
内実を再確認し，社会系教科の授業構成を考えたい。

受講者募集期間

教諭

12時間

小学校，中学校
(社会科），高等
学校（地歴・公
民）教諭向け

社会科・地理歴史科・公民科授
北海道教育大学
業の作り方

受講料 受講人数
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教諭
全教諭，養護教
養護教諭 諭向け

平成２６年度（第２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

小学校学習指導要領の全面実施に伴い，次の内容につ
いて説明，演習，協議を通して理解を深め，実践の充実に
向けた糸口を探ることを目指す。
算数科「問題解決の授業」による ① 算数的活動の充実とは，② 問題解決の授業の日常
北海道教育大学
早勢 裕明（教育学部釧路校准教授）
算数的活動の充実
化に向けて，③ 「問題」の工夫の実際，④ 授業研究の工
夫，⑤ 評価問題の工夫
また，これらの内容を扱う中で，算数科における言語活動
の充実の在り方について考えていく。

北海道教育大学 身の回りの化学物質

身の回りには多くの化学物質が使用されています。それら
の物質は化学的、物理的な性質を利用して我々の生活に
役立っています。
この講習では、身近にあるガラス、プラスチック、生体高分
子などの性質や歴史などの解説をします。

平山 雄二（教育学部釧路校准教授）

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

北海道釧路市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252761号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道釧路市

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
理科教諭向け

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252762号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252763号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

今日，生涯にわたり自発的･自主的に運動とかかわることが
できるような運動の学びが求められています。現代社会に
おける人間と運動の関係をふまえたこうした運動の学びは
「運動に遊ぶ」学びの支援を考え 「運動に遊ぶ」学びとして捉えられ，それは幼稚園ならびに
北海道教育大学
越川 茂樹(教育学部釧路校准教授）
る
すべての学校種において大切にされるべき学びのあり方を
示していると考えます。本講習では，こうした運動の学びに
ついて解説するとともに，実際に運動を体験し体育（運動遊
び）の学習指導のあり方について考えていきます。

北海道釧路市

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（保健体育）教
諭向け

イギリスの詩人バイロンが残した言葉に「事実は小説よりも
奇なり」という名言がありますが、作り事であるはずの「小
説」には、案外とその時代の「事実」が散りばめられているも
古くて新しい英文学の鑑賞法-こ のです。この講習では、19世紀イギリスのノーベル賞作家を
北海道教育大学
上石 実加子（教育学部釧路校准教授）
とばと心と構造と例にとり、その作品世界に描かれた当時の時代性や文化を
広く紹介します。今からみれば「古い」時代の小説の中に、
何か「新しい」発見や知識を得られるような、そんな講習を
めざします。

北海道釧路市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校、中学校・
高等学校英語教
諭向け

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252764号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

『生活科における気付きの質を高め、活動や体験を一層充
実するための学習活動を重視すること』『科学的な見方・考
え方の基礎を養う観点から、自然の不思議さや面白さを実
科学好きな子どもたちをつくるた
北海道教育大学
感する学習活動を取り入れること』 などの新指導要領生活 境 智洋（教育学部釧路校准教授）
めの生活科講座
科の改善の方針をもとに、学校における生活科を中心とし
た初等科学教育について受講者との意見交流の中から学
校の実態を把握し、問題点を浮かび上がらせる。

北海道標津郡
中標津町

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252765号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

『生活科における気付きの質を高め、活動や体験を一層充
実するための学習活動を重視すること』『科学的な見方・考
え方の基礎を養う観点から、自然の不思議さや面白さを実
科学好きな子どもたちをつくるた
北海道教育大学
感する学習活動を取り入れること』 などの新指導要領生活 境 智洋（教育学部釧路校准教授）
めの生活科講座
科の改善の方針をもとに、学校における生活科を中心とし
た初等科学教育について受講者との意見交流の中から学
校の実態を把握し、問題点を浮かび上がらせる。

北海道釧路市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252766号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

「地域教育」をめぐる理論や歴史、理念、実態について概観
し、現代における「地域教育」の課題を明らかにする。「地域
教育」の具体的な事例として地域祭礼や伝統行事、地域伝
宮前 耕史(教育学部釧路校准教授）
承芸能等を中心とした「地域伝統文化」を取り上げる。本講
座は、小規模・へき地校での勤務の多い教員を対象として、
地域文化と教育について概観することを目的とする。

北海道釧路市

6時間 平成26年8月8日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252767号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

情報メディアの教材活用へむけ
た中級講座

以下の内容について、主にフリーソフトウェアを活用して、基
本的な取り扱い方を学びます。
実習形式で課題作品を作り、提出していただきます。
(1) 写真などの静止画像や、ビデオや簡単なアニメーション
廣重 真人（教育学部釧路校准教授）
などの動画像の撮影・コンピュータへの取り込み・加工や編
集
(2) 朗読などの音声の録音・加工、MIDI を用いた簡単な音
楽の入力・演奏

北海道釧路市

6時間 平成26年8月8日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252768号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

情報メディアの教材活用へむけ
北海道教育大学
た中級講座

以下の内容について、主にフリーソフトウェアを活用して、基
本的な取り扱い方を学びます。
実習形式で課題作品を作り、提出していただきます。
(1) 写真などの静止画像や、ビデオや簡単なアニメーション
廣重 真人（教育学部釧路校准教授）
などの動画像の撮影・コンピュータへの取り込み・加工や編
集
(2) 朗読などの音声の録音・加工、MIDI を用いた簡単な音
楽の入力・演奏

北海道釧路市

6時間 平成26年12月21日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

平成26年9月28日～
30人
平成26年10月7日

平261000252769号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

現代社会の抱える諸問題について、地理学の視点から読
み解いていきます。今年度は“自然災害と防災（減災）を考
える”と題して講義を行います。講義では地形図の読図を中
自然災害と防災（減災）を読図す 心に各種資料や映像を用いての解説および会場周辺の市
北海道教育大学
酒井 多加志（教育学部釧路校教授）
る
街地を対象としたフィールド調査とディスカッションを行いま
す。具体的な講義内容は、「自然災害を読図する」、「防災
（減災）を読図する」、「防災の視点からのまち歩き」となりま
す。

北海道釧路市

6時間 平成26年8月8日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

60人

平261000252770号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 地域伝統文化と地域教育

北海道教育大学
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平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平成２６年度（第２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

苦手意識をもつ生徒が少なくないと言われる三角関数を再
考する。三角関数とは何か？どんなものか？というところか
黒川 友紀（教育学部釧路校講師）
ら，様々な場面で現れる三角関数の応用例などを通し，三
角関数およびその周辺への理解・関心を深めていきたい。

北海道釧路市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校，中学校・
高等学校数学科
教諭向け

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252771号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

平成23年3月11日の東日本の震災で、福島の原子力発電
所で事故が起き、放射線に対する関心が高まっている。ま
た、学習指導要領に「放射線」が入ってきたことで児童生徒
環境教育（放射線、エネルギー、 に教えなければならない立場の先生も多い。この講習では
北海道教育大学
神田 房行（教育学部釧路校教授）
環境教育）
放射線に関する初歩の知識を文系の先生にもわかりやすく
解説し、放射線の測定などの実習も行う。午前：放射線の性
質やその利用、放射線の人体への影響、危機管理 午後：
桐箱による放射線の観察、カウンターによる計測の実習

北海道釧路市

6時間 平成26年8月8日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252772号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

明治維新以来、日本は欧米の文化を取り入れる中で「音
楽教育」という仕組みそのものを移入しました。現在の音楽
教育の源流は欧米にあり、また欧米の音楽は現在の音楽
西洋音楽史学的視点から見る音 教育の根幹の一つであり続けています。本講座では、鑑賞
北海道教育大学
小野 亮祐（教育学部釧路校准教授）
楽教育成立史
教材を用いながら基本となる西洋音楽史の流れをブラッ
シュアップし、それを手掛かりにしながら音楽教育の成立に
ついて日本だけの問題にせず広く歴史的な視点から考察し
てゆきます。

北海道釧路市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校音楽専科
教員、中・高の音
楽科教諭

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252773号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教育と学校をとりまく課題について、教育法令と判例を通じ
て考察することを目的とする。前半では、関連法令・条例・条
約等を取り上げ、法が規定する教育と学校のあり方につい
教育法令・判例から見る教育・学 て確認する。後半は、教育と学校に係わる判例等を取り上
北海道教育大学
廣田 健（教育学部釧路校准教授）
校
げ、裁判所がどのような判断を下したのかについて確認し、
課題解決のための手がかりを考察したい。課題毎にグルー
プワークを実施、それを踏まえた上で修了認定試験に筆記
試験を実施する。

北海道帯広市

6時間 平成26年8月6日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252774号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭

小学校，中学校
（社会科），高等
学校（地歴）教諭
向け

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252775号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭，
小学校外国語活
動担当（予定）者
向け

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252776号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 三角関数の世界

北海道教育大学 正倉院宝物と古代の日本

正倉院宝物は、年代がはっきりしている、保存状態がよい、
多様性があり数量が多い、優品が多い、世界性があると
いった特質を持つ世界でも希有な文化財である。本講習で
は映像資料を活用しながら、正倉院宝庫の沿革や宝物群
中村 太一（教育学部釧路校教授）
の概要、海外からの伝来経路などを概説し、代表的な宝物
の用法や製作技法・原産地、および歴史的・文化的意義な
どを解説する。なお、文化財や芸術品に興味がある方の受
講も歓迎する。

北海道帯広市

6時間 平成26年8月6日

やさしいアクション・リサーチ：授
業改善をめざして

小学校外国語活動や中学校・高等学校英語科の授業を改
善するための「アクション・リサーチ」とはどのようなものか、
そしてその実践方法を具体的な事例をとおして学びます。ま
松崎 邦守（教育学部釧路校教授）
た、手軽にできる統計的手法を活用した検証方法などを学
びます。さらに、本講習終了後の2学期から実践できる「アク
ション・リサーチ案」の試作にチャレンジします。

北海道帯広市

6時間 平成26年8月6日

動作とイメージを使ったストレス
マネジメント教育

「ストレスがたまっていたからやった」。犯罪が起きるたび
に、そんな報道を目にします。また元気そうに学校生活を
送っている児童生徒の中にもリストカットや摂食障害などの
問題を抱えている子がいます。
安川 禎亮（大学院教育学研究科准教授）
自分の「イライラやむかつき、不安」がどうして生じるのか、
そういった反応をどうすれば人や自分を傷つけずに解消・解
決できるのか？学校教育の中でストレスについて学ぶ授業
をもっと積極的に行う時代が来ています。

北海道帯広市

6時間 平成26年8月7日

教諭
全教諭，養護教
養護教諭 諭

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252777号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道帯広市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校、中学校
（社会科），高等
学校（地歴・公
民）教諭向け

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252778号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 基礎を再確認する理科講座

何気なく扱いがちな南中時刻や回転運動および反射の法
則について、背景にある考え方を教師として理解し、小学校
から高校までの理科の学習指導における教育内容の学問 小原 繁（教育学部釧路校教授）
的背景に関する基礎知識・理解を増していくことを通して、
教科指導に係わる能力の向上を図る。

北海道帯広市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校，中学校・
高等学校理科教
諭向け

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252779号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 日仏文化交流史

幕末から明治にかけて、北海道とフランスとの間で行なわ
れた、いくつかの政治的・文化的接触と交流の掘り起こし作
業をとおして、文化の交流の歴史とその意味を考えてみる。
また、その交流がその後の地域にどのような影響を与えた
高橋 忠一（教育学部釧路校非常勤講師）
のか、そこから私たちは何を学ぶべきなのかを考えてみた
い。異文化交流・地域史などに力点を置いた地域教材の開
発、総合的な学習の研究という観点から、教科にかかわり
なく援用できる講座です。

北海道帯広市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校，中学校，
高等学校教諭向
け

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252780号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 ゲームと数列

数学的な解析のできるゲームの典型例は、三山崩しであ
る。また、山の数を増やしたり、石を取るときのルールを少し
変えたりしても、局面が先手必勝かどうかの判定法がわか
ることがあり、フィボナッチ列が関係することもある。こうした 和地 輝仁（教育学部釧路校准教授）
ゲームと代数学や組合せ論との関わりを知り、数学の授業
内容の学問的背景や専門的知見を豊かにし、数学的知識
を深めることがねらいである。

北海道帯広市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校，中学校・
高等学校数学科
教諭向け

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252781号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学

北海道教育大学

地域素材を生かした社会科の授業づくりについて、主に道
地域素材を生かした社会科の授 東の地域素材を取り上げ、小学校、中学校、高等学校にお
北海道教育大学
内山 隆（教育学部釧路校准教授）
業づくり
ける社会科授業のねらい及び内容、方法を習得することを
通して、学校段階を見通した授業の構成力の向上を図る。
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平成２６年度（第２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

新指導要領に設けられた、伝統的な言語文化という分野
は、中学校から学んでいた古典の分野に当たる。しかし、近
年から小学一年生から学ぶものとなり、いままで、古典を教
伝統的な言語文化と国語の特質 えてこなかった小学校の先生方にとって、どう教えれば良い
北海道教育大学
石井 由紀夫（教育学部釧路校教授）
に関する講座
のか戸惑いがあるように思われる。そこで、小学校四年生
からの教科書に掲載されている教材を取り上げ、その指導
の観点について考えてみたい。中学校や高等学校について
も考える。

北海道帯広市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校，中学校・
高等学校国語科
教諭向け

6,000円

60人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252782号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

小学校で実施されている学校農園や地域の農業者との連
携で行われている一連の農業体験学習は、環境教育実践
の中でも重要な領域の一つです。この農業体験は社会科や
環境教育（栽培技術を土台にし 道徳と連結して行われる傾向があります。本講習では、水
北海道教育大学
野村 卓（教育学部釧路校准教授）
た理数連結教材としての活用法） 稲を用いて、農業体験、栽培体験の基本的管理法の習得と
ともに、理科や算数との連結を図り、学校生活の中で栽培
管理する過程に、理科や算数を埋め込む方法及び内容を
提示します。

北海道標津郡
中標津町

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭，中
学校技術科教諭
向け

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252783号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

瀧廉太郎から始まる日本語による芸術歌曲の歴史を現代
へと辿り、主要な作曲家とその作品の傾向や特徴、後世に
与えた影響などを俯瞰する。取り上げる作曲家は、瀧廉太
郎・山田耕筰・信時 潔・橋本國彦・平井康三郎・髙田三郎・
鴨川 太郎（教育学部釧路校教授）
別宮貞雄・中田喜直・團伊玖磨・大中 恩・小林秀雄・湯山
昭など。また、一部の文部省唱歌や童謡にも考察を加え、
今後の音楽教育がいかなる歌唱教材を選択していくべきか
考える手がかりを探る。

北海道標津郡
中標津町

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭、中・
高の音楽科教諭

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252784号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

主として、小・中学校の書写教材等を使用した実技指導と指
導法を教授。その他関連して漢字や仮名文字の歴史や,教
書写が苦手な教員のための書写
北海道教育大学
材の書風の基礎となる古典の紹介等を含める。
村山 昌央（教育学部釧路校教授）
講座
※受講者の経歴や経験又は学校種等により内容を変更す
る場合もある。

北海道標津郡
中標津町

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校，中学校・
高等学校国語科
教諭のうち，書写
が苦手な教諭

6,000円

平成26年5月6日～
40人
平成26年5月18日

平261000252785号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道標津郡
中標津町

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校，中学校・
高等学校理科教
諭向け

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252786号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

ふまねっと運動は，50センチ四方のマス目でできたあみを
床に敷いて，そのあみを踏まないように歩く運動です。運動
の発達支援，注意力・集中力の改善といった効果に加え，
仲間同士の交流を活発にし，人間関係を円満にする力があ
クラスを明るくまとめるふまねっと ります。
北海道教育大学
北澤 一利（教育学部釧路校教授）
運動
この講座では，学級の人間関係を修復，改善する，交流
のプログラムとしての指導方法を学ぶことで，クラスからいじ
めをなくしたり，予防する活動につなげることと，子供同士の
信頼関係を高めるためのツールとして紹介したいと思いま
す。

北海道標津郡
中標津町

6時間 平成26年8月7日

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252787号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

新学習指導要領の教科書に基づき、小学校の理科・算数を
中心として、教科横断型の総合的な学習も含めて、いくつか
の単元を選定してその教育内容検討と、教材化の構想を検
小学校理科・算数を中心とする教 討する。また、場合によっては地域の課題に応じては特定
北海道教育大学
倉賀野 志郎（教育学部釧路校教授）
育内容検討・教材開発講座
領域の教科に限定されない総合的な学習に対応する教育
内容等も検討する。最終的には教育内容検討を踏まえての
教材化に向けての構想をまとめて報告し相互に検討するこ
とをもって修了認定の資料とする。

北海道標津郡
中標津町

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252788号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

西洋哲学と東アジア思想について、基礎的な要点を再確認
することで、哲学・倫理学についての理解を深める。具体的
思想の伝統をめぐって：哲学・倫 には、「哲学」とはどのような意味をもつ営みか、近代哲学
北海道教育大学
朝倉 友海（教育学部釧路校准教授）
理学の基礎
はどのような成り立ちをもっているか、東アジアの三教とは
それぞれどのような特徴をもった思想なのか、等々の事項
を、最新の知見を反映させつつ整理する。

北海道標津郡
中標津町

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校(社会科）・
高等学校（公民）
教諭向け

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252789号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

海外の図工や美術の教材事例を見ながら、図工・美術教
育に対する視野を広げ、学校教育における図工・美術の役
佐々木 宰(教育学部釧路校教授）
割をあらためて考えます。さらに、海外の教材を実際に体験
することで、普段の授業への応用を考えます。

北海道標津郡
中標津町

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校，中学校・
高等学校美術科
教諭向け

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252790号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

通常学級に在籍するLD、ADHD、高機能自閉症のある子ど
も達の理解を通して、行動面・対人面・学習面に関する支援
のあり方について、関わりの基本、教材の工夫、指導の配
二宮 信一（教育学部釧路校准教授）
慮の観点について述べ、保護者や専門機関との連携のあり
方について実践的に解説する。また、インクルーシブ教育に
ついて解説する。

北海道釧路市

6時間 平成26年12月20日

6,000円

60人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252791号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 日本歌曲史概説

北海道教育大学 津波の物理とシミュレーション

北海道教育大学 世界の図工・美術と教材研究

北海道教育大学

子どもの学びと育ちの特別支援
教育

波及び津波の一般的な性質に関する説明をする。そして、
自分のパソコンで津波のシミュレーションを体験し、波及び
津波の理解をさらに深める。
講習にはあらかじめ指示するフリーソフトのインストールを
中川 雅仁（教育学部釧路校准教授）
施されたノートパソコンが必要。簡単なプログラミングも体験
する。プログラミング言語の習得は目的とはしていない。説
明の関係上、微分方程式などが出てくるが、この計算がで
きる必要はない。
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平成２６年度（第２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

現行『現代仮名遣い』（昭和61年7月1日内閣告示第1号）と、
かつての『現代かなづかい』（昭和21年内閣告示第33号）と
の間に違いがある。現行『現代仮名遣い』法を読みながら、
「音頭」の確認、表記と文法との係わりの確認を行い、『現代
石井 行雄（教育学部釧路校准教授）
仮名遣い』と『現代かなづかい』との違いを認識することを目
的とする。国語教育の基礎になる、言語政策上の仮名表現
法の変化に対応する視座を養うと共に、音韻論・文法論を
再確認する。

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

北海道釧路市

6時間 平成26年12月20日

教諭

小学校，中学校・
高等学校国語科
教諭向け

6,000円

60人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252792号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道釧路市

6時間 平成26年12月20日

教諭

小学校，中学校，
高等学校教諭向
け

6,000円

60人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252793号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 中国の過去・現在・未来

中国は、「地大物博」すなわち土地は広く物産は豊かと称さ
れます。それに加え、多くの人がいて、そして長い歴史の蓄
積があります。紀元前以来の文明を直接に引き継いで現在
にまでつながる例は、中国をおいてほかにはありません。彼
竹内 康浩（教育学部釧路校教授）
の地において展開された歴史から学ぶことが多いのはもと
よりですが、一方では、プラスの要素ばかりでないことも事
実です。この講習では、まずは基礎的なところから中国を知
ることにつとめようとするものであります。

北海道釧路市

6時間 平成26年12月20日

教諭

小学校，中学(社
会科），高等学校
（地歴）教諭向け

6,000円

60人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252794号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 学校で活かす自然体験学習

自然体験学習の定義について紹介し、我が国の学校教育
に広く普及しているネイチャーゲーム、プロジェクトアドベン
チャー、の2つを取り上げ、それぞれの理論と実習・実践を
諌山 邦子（教育学部釧路校准教授）
通しての研修を行う。そのことにより、小学校教育の中で自
然体験学習を取り入れた学習を展開していく能力の向上を
図る。

北海道釧路市

6時間 平成26年12月21日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

60人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252795号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 数学の問題に挑戦

子どもたちに数学の力を身に付けさせるためには、子どもた
ちを数学好きにすることがとても有効であり、そのためには
まず、教師自身が数学が好きであることが大切である。そこ
で、教師自身が、数学の問題にじっくり取り組んで、数学を
関谷 祐里（教育学部釧路校教授）
楽しむ時間をもつ。それによって、数学が好き、数学が面白
い、という気持ちを再認識するとともに、数学好きの子ども
たちを育てようという意識を高めるためのきっかけづくりとす
る。

北海道釧路市

6時間 平成26年12月21日

教諭

小学校，中学校・
高等学校数学科
教諭向け

6,000円

60人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252796号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 ドローイングと美術

ドローイング（素描・線描）は、美術家の諸領域における創
造活動の基礎である。受講者は実際に手を動かしてドロー
イングを体験しつつ、美術の専門的知見を習得することを通 富田 俊明（教育学部釧路校講師）
して，教科指導に関わる現代的教育課題の解決能力の向
上を図る。

北海道釧路市

6時間 平成26年12月21日

教諭

小学校，中学校・
高等学校美術科
教諭向け

6,000円

60人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252797号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 環境保全と地域づくり

環境保全活動を通じた地域づくりについて考えることをテー
マにしている。再生可能エネルギー普及や資源循環推進と
いった環境保全に関する取り組みは、地域の社会経済活動
の活性化の新たな手段になりつつある。また、環境保全推
平岡 俊一（教育学部釧路校講師）
進の側から見ても、こうした取り組みは重要な意味を有して
いる。本講習では、主に地域レベルでの温暖化防止活動を
題材として、全国各地の事例をもとに、取り組みの重要性等
について考えた上で、具体的な活動の企画等を行う。

北海道釧路市

6時間 平成26年12月23日

教諭

全ての教諭向け

6,000円

60人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252798号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 生成文法と英語教育

生成文法とは人間が生得的に持っている言語に関する知
識を解明する学問である。この言語知識の中には音声に関
わる知識、語の形態に関わる知識、意味に関わる知識、統
語構造に関する知識、単語の知識などが含まれる。本講習
椙本 顕士（教育学部釧路校講師）
ではこれらの知識のうち、主に単語の知識について生成文
法が仮定する基本的概念を具体的な事例を挙げながら解
説し、この知識が高等学校や中学校の文法教育においてど
のような形で生かされる可能性があるのか探る。

北海道釧路市

6時間 平成26年12月23日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

60人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252799号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道釧路市

6時間 平成26年12月23日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

60人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252800号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭

小学校教諭なら
びに中学校・高等
学校体育科教諭
のうち球技指導
が苦手な方

6,000円

60人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252801号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 『現代仮名遣い』法を読む

各校種（小学校･中学校・高等学校）の各教科および「総合
的な学習の時間」の学習指導要領がどのような考えに基づ
教育課程作成の背景－教科と総
北海道教育大学
いて構成されているのか，学校現場における実践事例など 森 健一郎（大学院教育学研究科准教授）
合を中心に－
と関連づけながら理解する。このことによって，教育に関わ
る現代的課題の解決能力の向上を図る。

保育現場において、教師(保育者)は目的を持って子どもた
ちへ強い誘導を行うものから、子どもの自主性を尊重し干
渉を極力控えるものまで、幅広く、多様なかかわりを行って
保育実践における教師の援助を います。近年の「幼稚園教育要領」は保育者に何を求めて
北海道教育大学
井上 薫（釧路短期大学幼児教育学科教授）
考える
おり、その要請はどのような背景から来ているのか。また、
ヴィゴツキーの「最近接領域」などの子どもとの関係性を重
視した保育観や、子ども理解にかかわるいくつかの視点を
参考に、「援助」の在り方を考えます。

集団で行う身体接触を伴う球技
北海道教育大学 におけるコミュニケーションスキ
ルの指導

サッカー、バスケットボールおよびハンドボールに代表され
る「集団で行う身体接触を伴う球技」のゲーム中に用いられ
るコミュニケーションスキルについて、その有用性ならびに
平岡 亮（教育学部釧路校講師）
活用事例を講義と実践にて示し、実技を通して受講者に体
験を促す。実技においては、受講者は、被授業者ならびに
授業者の双方を実践する。

北海道釧路市

6時間 平成26年12月23日
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平成２６年度（第２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

北海道教育大学 青年のキャリア意識

本講習は次の2点からなる。1点目は青年期のキャリア形成
に関わる諸理論や実践の概観である。これらについて，「大
学進学」「就職」といった具体的な状況に加えて，それらを含
みこんだ児童や生徒，そして学生の「人生」という視点から
半澤 礼之（教育学部釧路校准教授）
概観する。2点目は，受講者がこれまでに行ってきたキャリ
ア教育に対する個人・グループ（受講者間）での省察であ
る。この省察にあたっては1点目で学んだことを前提とし，講
習での学びと各自の実践を結びつけることを目指す。

北海道帯広市

6時間 平成26年12月20日

教諭

高等学校教諭向
け

6,000円

60人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252802号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 彫刻の方法論と美術教育

彫刻の技法を、美術教育の観点から一つの方法論として捉
え、その意義と教育内容について体験的に学ぶ。まず、彫
刻の基本的な原理について、塑造（モデリング）と木彫（カー
ビング）2つの手法を対置した技法論についての講義を行
福江 良純（教育学部釧路校講師）
う。次に、その実践としての実習を行う。実習は、彫刻の必
要最小限の要素で構成された新視点の教材でもあり、これ
らを通し、参加者自らが彫刻の方法論から教育内容を引き
出していくことを目的とする。

北海道帯広市

6時間 平成26年12月20日

教諭

小学校，中学校・
高等学校美術科
教諭

6,000円

60人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252803号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 化石でたどる北海道のおいたち

北海道は日本でも有数の化石産地で，中生代三畳紀以降
のさまざまな化石が発見されている。とくに，中生代白亜紀
の地層，蝦夷層群からのアンモナイトや脊椎動物化石は世
界的にも有名である。本講習では，北海道の古生物学の研 松原 尚志（教育学部釧路校准教授）
究史や発見されている古生物について概説するとともに，そ
れらの研究を通じて明らかとなってきた大地のおいたちを，
最新の研究成果を踏まえながらたどる。

北海道帯広市

6時間 平成26年12月20日

教諭

小学校，中学校・
高等学校理科教
諭

6,000円

60人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252804号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道帯広市

6時間 平成26年12月21日

教諭

小学校、中学校
国語科教諭向け

6,000円

60人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252805号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道帯広市

6時間 平成26年12月21日

教諭

中学校（社会
科），高等学校
（公民）教諭向け

6,000円

60人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252806号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教育相談はその対象によって，活動のあり方が異なる。本
講習では，学校教育における教育相談等における支援や
援助，あるいは指導についてそれらの関係を整理し検討す
教育相談の実際ー保護者との関
る。現代の教育相談活動に求められる基本的スタンスであ
北海道教育大学 係，コミュニケーション，連携につ
小淵 隆司（教育学部釧路校准教授）
るカウンセリングマインドや生徒指導，保護者との関係づく
いてー
り等について，基本的な知識や事柄について今日的な課題
やトピックスについて深め，特に保護者との関係やコミュニ
ケーションについて，支援事例を通して検討したい。

北海道帯広市

6時間 平成26年12月21日

教諭
全教諭，養護教
養護教諭 諭向け

6,000円

60人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252807号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 個人種目におけるスキルアップ

小学校教諭及び中学校，高等学校保健体育科教諭を対象
に、剣道、器械運動、陸上競技に代表される個人種目のス 岡嶋 恒（教育学部岩見沢校教授）
ポーツ種目に関する体育授業に関わる内容について、各講 佐藤 徹（教育学部岩見沢校教授）
師の専門分野の研究成果をベースに講義や実技を行い、 杉山 喜一（教育学部岩見沢校教授）
参加教員の教育指導能力の向上を図る。

北海道岩見沢
市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校保健体育教諭
向け

6,000円

75人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252808号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 モーツァルトを鑑る

モーツァルトの生涯を、様々な映像資料を駆使して提示し、
幼少から旅また旅の人生の中で、人間モーツァルトがどの
ように成長し、名曲を世に送り出したかを、幾つかの項目に
塚田 康弘（教育学部岩見沢校教授）
分けて検証する。特に、イタリアの栄光と、幼少期から22作
品のオペラが作曲されているがこの項目には詳しい資料を
提示する。

北海道岩見沢
市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校音楽教諭向け

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252809号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

子どもの絵の発達を踏まえた指
北海道教育大学
導のあり方とアニメーション表現

（１）子どもの絵の発達は、自らの成長にもとづくものである
ことを子どもの絵などを見ながら理解するとともに絵などの
表現の指導の在り方を考える。
阿部 宏行（教育学部岩見沢校准教授）
（２）学習指導要領に示されている映像メディア表現のひと 倉重 哲二（教育学部岩見沢校講師）
つとして簡単なアニメーションの表現を実技体験としておこ
なう。

北海道岩見沢
市

教諭

小学校教諭及び
中学校美術教
諭，高等学校美
術・工芸教諭向け

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252810号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 子どもの体力問題を考える

現代の子どもの健康・体力に関する問題点の多角的な分析
と問題解決に関する方法・方策の検討を通して保健体育科
（体育科）に期待されている現代的教育課題の解決能力の
向上を図る。
本講習では，栄養学な観点，生理学的な観点，社会学的な
観点からの子どもの健康や体力低下問題について検討し，
その後学校教育の中での解決方法を探る。

6,000円

75人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252811号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 ピアノの演奏方法について

ピアノソロの演奏法では実践を通して教師のピアノ演奏によ
る音楽鑑賞の可能性について学ぶ。連弾の演奏法では実
野呂 佳生（教育学部岩見沢校教授）
践を通してアンサンブルの基礎を学ぶ。合唱の伴奏法を講
義及び実践を通して教育現場での伴奏のポイントを学ぶ。

6,000円

平成26年5月6日～
30人
平成26年5月18日

平261000252812号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

小中学校、国語科で扱われる文学作品の読解を通して、そ
の教材としての意味、価値を確認したいと考えます。同時に
北海道教育大学 「文学教材を読む」-研究と指導- そのための指導法を学習指導要領との関連から考えていき 津田 順二（大学院教育学研究科教授）
ます。また文学作品の背景や他の作品との関係にも視野を
広げ作品を取り上げて検討していきます。

北海道教育大学

法教育・憲法学習と「公民的資
質」

本講習では、法教育・憲法学習を通して社会科の目標であ
る「公民的資質」をどのように養成していくかについて検討
する。具体的には、法を学ぶことの意義、国家・社会の形成
者として何が必要なのか、市民社会の誕生、憲法の歴史、 浅利 祐一（教育学部釧路校教授）
人権・近代立憲主義の意義などの論点の検討を通して、社
会科の目標である公民的資質を養うとはどういうことなのか
について考える。

大山 祐太（教育学部岩見沢校特任講師）
新開谷 央（教育学部岩見沢校教授）
鈴木 淳一（教育学部岩見沢校教授）
寅嶋 静香（教育学部岩見沢校特任准教授）
森田 憲輝（教育学部岩見沢校准教授）

北海道岩見沢
市

北海道岩見沢
市

6時間 平成26年8月2日

6時間 平成26年8月3日

小学校教諭及び
中学校，高等学
教諭
校保健体育教
栄養教諭
諭，栄養教諭向
け

6時間 平成26年8月3日

小学校教諭及び
中学校，高等学
校音楽教諭向け
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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

北海道教育大学 観察に基づく立体表現

立体表現の基本であるモチーフの観察（デッサンを含む）か
ら塑造による立体造形を行い、観察することの難しさや大切
さを学ぶ。講習１～２においてモチーフを使用してデッサンを 中村 和雄（教育学部岩見沢校教授）
行い、講習３～４においてモチーフを用いず、デッサンをもと
に塑造制作を行う。

北海道岩見沢
市

集団種目におけるスキルアップ
北海道教育大学
～ボールゲームを中心に～

保健体育授業のより良い実践のためには，保健体育に携
わる教師が保健体育に関わる多様な科学的な理論に精通
している必要があるとともに，実践の現場でそれらを合理的 奥田知靖（教育学部岩見沢校准教授）
に応用できる力量形成が重要である．本講習では，講師が 越山賢一（教育学部岩見沢校教授）
それぞれの専門分野の立場から，ゴール型のバスケット
志手典之（教育学部岩見沢校教授）
ボール・サッカーおよびネット型のバレーボールに関わる内
容について講義・実技を行う．

北海道岩見沢
市

小学校でも、担任教員がすぐ授業で実践できる音楽づくりを
体験的に学習する講座です。本講座では、誰でもすぐ演奏
できる楽器や音具、声を使って音楽づくりを体験します。そ
誰でもできる小・中学校の「音楽 れは、旋律づくりではない、音楽の創作(小学校では「音楽
北海道教育大学
尾藤 弥生（教育学部岩見沢校教授）
づくり」＆創作の理論と実習体験 づくり」と学習指導要領に記載されている)で、音楽の学習の
中で一番思考力、判断力、表現力の育成に貢献できる学習
内容です。さらに、音楽づくりの体験を通してどのように指導
すればよいかの指導方法についても考えます。

北海道教育大学 書表現の講義と実技

現在、小・中学校の教育活動の中で、書写の授業、特に毛
筆の授業が十分に行われていないという実態が報告されて
います。国語の授業時間の確保ということから書写の授業
が削られてしまうという実態もあるようです。更に指導者の
青木 英昭（教育学部岩見沢校准教授）
毛筆に対する苦手意識もその一因であると考えられます。
そこで、その苦手意識を克服するために、文字の成り立ち
から楷書の完成を概観するとともに、現在の漢字の基礎で
ある唐時代の楷書の臨書を行います。

北海道岩見沢
市

北海道岩見沢
市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月3日

6時間 平成26年8月4日

6時間 平成26年8月4日

6時間 平成26年8月4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

小学校教諭及び
中学校美術教
諭，高等学校美
術・工芸教諭向け

6,000円

25人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252813号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校保健体育教諭
向け

6,000円

75人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252814号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校音楽教諭向け

6,000円

平成26年5月6日～
30人
平成26年5月18日

平261000252815号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭

小学校教諭及び
中学校国語教
諭，高等学校書
道教諭向け

6,000円

25人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000252816号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

6,000円

50人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252817号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

学校教育における自然体験学習の重要性が強調されるよう
になった社会的背景や，一般的な学習とは異なるその教授 能條 歩（教育学部岩見沢校教授）
北海道教育大学 学校教育における自然体験学習 方法などについての専門的知見についての最新の内容を 山田 亮（教育学部岩見沢校講師）
知り，現代的教育課題の解決方法としての自然体験学習に 濱谷 弘志（教育学部岩見沢校特任准教授）
ついて学ぶ．

北海道岩見沢
市

6時間 平成26年12月20日

教諭

幼稚園教諭及び小学
校教諭、中学校，高
等学校教諭向け（※
保健体育に限定しな
い）

【午前】「ベートーベン・交響曲第9番」は、人間がこの世であ
らゆる苦しみを通りつつも、なお生きることの「歓喜」を求め
ていく姿を音楽的に表現していると理解することができる。
それはヨーロッパ的な精神のようでありながら、最終的には 二宮 英美歌（教育学部岩見沢校准教授）
ベートーベン交響曲第9番～人間
北海道教育大学
日本人も含めた人間普遍の次元を持っている。そうした教 キーンレ・フリーデリケ（教育学部岩見沢校講
の教育～，ソルフェージュと創作
育的メッセージに思いを馳せながら、この傑作を一緒に学び 師）
たいと思う。【午後】音楽の基礎であるソルフェージュ力を再
認識し，グループでの創作活動を取り入れながら，表現を伝
え・受け取ること（アウトプット・インプット）の重要性を探る。

北海道岩見沢
市

6時間 平成26年12月20日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校音楽教諭向け

6,000円

30人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252818号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

用の美としての工芸の世界を、歴史的な視点や科学的な視
点を通して多面的に解説する。（講義）
金属素材は教材として扱われる機会が少ない。それは設備
の不十分さ、指導者の知識不足による要因が考えられる。
工芸教育の有用性と金属素材に
前田 英伸（教育学部岩見沢校准教授）
北海道教育大学
本講習では、１，金属という素材の魅力を知っていただくた
よる表現
佐々木けいし（教育学部岩見沢校教授）
めの知識。２，金属という素材は意外に容易に扱える素材
である事を知っていただくための、扱い方。３，わずかな設
備で金属を教材にできる実践例。を、実制作を通して体験
する。（実技）

北海道岩見沢
市

6時間 平成26年12月20日

教諭

中学校美術教
諭，高等学校美
術・工芸教諭向け

6,000円

40人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252819号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

学校教育におけるウインタース
北海道教育大学
ポーツの学習

現行の学習指導要領においては、指導計画の作成と内容
の取り扱いに関して、「自然とのかかわりの深い雪遊び、氷
上遊び、スキー、スケート、水辺活動などの指導について
は、地域や学校の実態に応じて積極的に行うことに留意す 小林 規（教育学部岩見沢校教授）
ること。」（小学校学習指導要領 第2章 第9節 体育）と明 前田 和司（教育学部岩見沢校教授）
記されている。（中学校学習指導要領もほぼ同様）本講習で 山本 理人（教育学部岩見沢校准教授）
は、ウインタースポーツを育んできた北海道の地域特性を
踏まえ、ウインタースポーツの現状と課題、具体的な指導法
のあり方について解説する。

北海道岩見沢
市

6時間 平成26年12月21日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校保健体育教諭
向け

6,000円

75人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252820号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

北海道教育大学 楽典を深読みする

楽典の内容について、見過ごされがちな部分を中心に扱
い、誤解されがちな事柄について正しく理解ができるように 二橋 潤一（教育学部岩見沢校教授）
する。特に音程と音律、施法と音階についての解説を行う。

北海道岩見沢
市

6時間 平成26年12月21日

教諭

小学校教諭及び
中学校，高等学
校音楽教諭向け

6,000円

30人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252821号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

教諭

小学校教諭及び
中学校美術教
諭，高等学校美
術・工芸教諭向け

6,000円

40人

平成26年9月28日～
平成26年10月7日

平261000252822号

011-778-0699

http://www.hokkyoda
i.ac.jp

（１）「鑑賞者の心理的側面」からの作品鑑賞について解説
します。多くの人が「さっぱり解らない…」という抽象絵画の
見方を中心に、情動や恒常性そして視線移動やゲシュタル
絵画鑑賞における視覚心理と教
新井義史（教育学部岩見沢校教授）
北海道教育大学
トなど、視覚心理の観点から平易にご紹介します。
材としての日本画の有用性
羽子田龍也（教育学部岩見沢校准教授）
（２）通常小中高では扱わない日本画の画材を体験的に使
用しながら、教育現場における日本画材の有用性や、水彩
画や油彩画などの画材との差異をご紹介します。

北海道岩見沢
市

6時間 平成26年12月21日
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平成２６年度（第２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

本講習では、ポーランドにおける歴史研究と歴史教育のあ
り方を、第一次大戦後の独立から現在まで辿りつつ、体制
の変化が何を変え、また何を変えなかったのか、という問題 松家 仁（商学部教授）
について議論します。またこういった中・東欧の変化から、
授業の中で役立つ経験を探っていきたいと思っています。

小樽商科大学

歴史研究と歴史教育の間で
－中東欧の事例から

小樽商科大学

本コースの講義は、すべて英語で行われ、聞き、話し、読
み、書く技術と文法をコミュニティブに教えるための実践的
英語による教授法(TETE)ーコミュ なコースです。 各講義では、効果的でかつ生徒を引き付け
ニカテイブな授業のための教材 る英語で英語を教えるための教材を作成するコツを提供し
作成とヒント
ます。講義に引き続き、英語による教授法(TETE)の個々の
問題点とその解決法を討議し各自が授業で実践できるよう
にします。

大島 稔（言語センター教授）
小林敏彦（大学院商学研究科教授）
John Thurman（言語センター教授）
Ibrahim Farouck（言語センター准教授）
Mark Holst（言語センター教授）
Daniela Caluianu（言語センター教授）

講習の開催地

北海道札幌市

北海道札幌市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年7月19日

12時間

平成26年7月26日～
平成26年7月27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（社会），
高等学校（地歴）

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000450557号

0134-27-5242

http://www.otaruuc.ac.jp/

教諭

小学校，
中学校（英語），
高等学校（英語）

12,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000450558号

0134-27-5242

http://www.otaruuc.ac.jp/

6,000円

平成26年5月6日～
30人
平成26年5月18日

平261000450559号

0134-27-5242

http://www.otaruuc.ac.jp/

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000450560号

0134-27-5242

http://www.otaruuc.ac.jp/

平261000450561号

0134-27-5242

http://www.otaruuc.ac.jp/

株式会社の仕組みと法
―会社とは何だろうか？

現代経済社会において株式会社は非常に重要な地位を
占めており、会社に関するニュースも日常的に見聞きすると
思いますが、その仕組みについては意外と知られていませ
ん。そこで、本講習では、中学や高校における公民授業でも 南 健悟（商学部准教授）
扱われる株式会社制度について、法的な側面から解説を行
い、より深い公民の授業を実践してもらうことが、中心的な
ねらいとなります。

北海道札幌市

6時間 平成26年7月27日

教諭

中学校（社会），
高等学校（公民）

国際社会と法
―いまさら聞けない国際関係の
仕組み

本講習では、「いまさら聞けない」と感じがちな国際関係の
基本的枠組みを確認しつつ、現代的な論点にも触れること
で、国際関係に関する論点を俯瞰することを目的としていま
す。グローバル化に伴って国内的なものと国際的なものの
小林友彦（商学部准教授）
境界があいまいになる中、バランスのとれた理解を再構築
することが、主たる目的です。また、国際社会にもルールが
あることを教えるのは、法教育の一環としても役立つと期待
されます。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月4日

教諭

中学校（社会），
高等学校（公民）

自由貿易協定と北海道経済

本講習では、自由貿易のメリットは何か、そもそも自由貿
易協定をなぜ結ぶ必要があるのか、自由貿易により北海道
経済はどのようなことが起こると予想されるのか、北海道経
済は貿易自由化の進展に対してどのように対処すれば良い 柴山千里（商学部教授）
のかについて、資料や貿易理論を用いて論点整理すること
で、今後の北海道のありかたを考える材料を提供することを
目的としています。

教諭

中学校（社会），
高等学校（公民）

6,000円

平成26年5月6日～
20人
平成26年5月18日

ＰＣを用いた情報管理等の効果
的手法とセキュリティの基礎

Excel、Word、Power Pointを効果的に利用し、PCで生徒の
個人情報管理や成績処理・記録を行うヒント、宛名のタック
シール印刷や学級通信の作成を容易に行う方法のヒントを
演習形式で学習します。また、インターネットを利用した授業
亀丸 俊一（工学部教授）
等で生徒に注意させるべきセキュリティと、教諭が生徒の個
人情報を管理する上での注意点を紹介します。マウス、
キーボード操作可能なPC初級者から中級者を対象としま
す。

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校（全
教科）教諭向け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000750595号

0157-26-9177

http://www.kitamiit.ac.jp/

北見工業大学

ＰＣを用いた情報管理等の効果
的手法とセキュリティの基礎

Excel、Word、Power Pointを効果的に利用し、PCで生徒の
個人情報管理や成績処理・記録を行うヒント、宛名のタック
シール印刷や学級通信の作成を容易に行う方法のヒントを
演習形式で学習します。また、インターネットを利用した授業
亀丸 俊一（工学部教授）
等で生徒に注意させるべきセキュリティと、教諭が生徒の個
人情報を管理する上での注意点を紹介します。マウス、
キーボード操作可能なPC初級者から中級者を対象としま
す。

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000750596号

0157-26-9177

http://www.kitamiit.ac.jp/

小樽商科大学

小樽商科大学

小樽商科大学

北見工業大学

北海道札幌市

北海道北見市

6時間 平成26年9月6日

6時間 平成26年8月11日

北海道北見市

6時間 平成26年8月12日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校・高等学校（全
教科）教諭向け

北見工業大学

地球環境問題とエネルギー問題には表裏一体の密接な関
係があり、特に地球温暖化は深刻な問題です。持続可能な
社会を作るためにはクリーンエネルギー利用は必須です。
本講座では、身近なエネルギーである電気を二酸化炭素を
環境に優しいクリーンエネルギー 排出しないで発電する技術として太陽光発電、燃料電池の 岡﨑 文保（工学部准教授）
基礎技術を解説し、これらを授業でも活用できる簡単な教材
作りを通して学習します。また、新エネルギー分野として温
度差発電や振動発電などを体験しながら、環境に優しいグ
リーンテクノロジーについても紹介します。

北海道北見市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
理科教諭向け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000750597号

0157-26-9177

http://www.kitamiit.ac.jp/

北見工業大学

地球環境問題とエネルギー問題には表裏一体の密接な関
係があり、特に地球温暖化は深刻な問題です。持続可能な
社会を作るためにはクリーンエネルギー利用は必須です。
本講座では、身近なエネルギーである電気を二酸化炭素を
環境に優しいクリーンエネルギー 排出しないで発電する技術として太陽光発電、燃料電池の 岡﨑 文保（工学部准教授）
基礎技術を解説し、これらを授業でも活用できる簡単な教材
作りを通して学習します。また、新エネルギー分野として温
度差発電や振動発電などを体験しながら、環境に優しいグ
リーンテクノロジーについても紹介します。

北海道北見市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
理科教諭向け

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000750598号

0157-26-9177

http://www.kitamiit.ac.jp/

北海道札幌市

平成26年7月30日～
18時間
平成26年8月1日

平263000751816号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

発達障害がある子どもたちへの
支援

本講習は、知的障害、自閉症スペクトラム障害、学習障害、
ADHDなどの発達障害がある子どもたちへの具体的な支援
方法を学ぶものである。具体的には、自傷行動、他傷行動 西永 堅（共生科学部准教授）
などの問題行動に対する行動介入を応用行動分析の観点 清水 直治（共生科学部非常勤講師）
から検討し、言語コミュニケーション発達支援、知能検査や バイラ ビレンドラ（東洋大学非常勤講師）
認知検査を用いたアセスメントから個別の指導計画の作成
の三分野からインクルーシブ教育に向けて考察する。
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特別支援教育に
教諭
関心のある教
養護教諭
諭、養護教諭

19,000円

平成26年3月17日～
230人
平成26年5月9日

平成２６年度（第２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

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

北海道札幌市

6時間 平成26年5月10日

教諭
小中高教諭
養護教諭 小中高養護教諭

5,000円

20人

平成26年4月14日～
平成26年4月23日

平263002151136号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

現在、学校教育では、様々な心の問題を抱え、生きづらい
子どもが増えている。子どもへの総合的な心のケア力が教
師にも求められてきている。予防・開発的な学校教育相談、
具体的には、構成的グループエンカウンター（Structured
自分がわかる教育カウンセリング
北海道情報大学
Group Encounter：ＳＧＥ）等の心理技法を生かすことが求め 中村 正巳(経営情報学部 教授)
体験（基礎講座）
られつつある。本講座では、集団内での人間関係を見直し、
適切なクラス運営に役立つ教育カウンセリングを学習し体
験する講座です。この講座は基礎的な実技を体験する入門
講座です。

北海道札幌市

6時間 平成26年5月31日

教諭
小中高教諭
養護教諭 小中高養護教諭

5,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月16日

平263002151137号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

現在、学校教育では、様々な心の問題を抱え、生きづらい
子どもが増えている。子どもへの総合的な心のケア力が教
師にも求められてきている。予防・開発的な学校教育相談、
具体的には、構成的グループエンカウンター（Structured
さらに自分がわかる教育カウンセ
北海道情報大学
Group Encounter：ＳＧＥ）等の心理技法を生かすことが求め 中村 正巳(経営情報学部 教授)
リング体験（応用講座）
られつつある。本講座では、集団内での人間関係を見直し、
適切なクラス運営に役立つ教育カウンセリングを学び体験
する講座です。基礎講座をさらに発展させた実技中心の講
座です。基礎講座を受講していなくても受講可能です。

北海道札幌市

6時間 平成26年7月5日

教諭
小中高教諭
養護教諭 小中高養護教諭

5,000円

20人

平成26年6月9日～
平成26年6月20日

平263002151138号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

北海道札幌市

6時間 平成26年11月29日

教諭
小中高教諭
養護教諭 小中高養護教諭

5,000円

30人

平成26年11月4日～
平成26年11月14日

平263002151139号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

10,000円

30人

平成26年4月1日～
平成26年6月4日

平268132551635号

03‐3463‐7721

http//www.nojokyoka
i.or.jp

青少年のコミュニケ―ションが大きく変質し、同世代や異世
代との不可解なやりとりが問題化している。 現代の青少年
は複雑な人間関係にあえいでいるようにも見える。ひもとく
現代青少年のコミュニケーション キーワードは過度の「情報化」「同調志向」「優しい関係」で
北海道情報大学 の問題性とその解決法～教育カ ある。本講座では、子ど ものコミュニケーションの具体的な 中村 正巳(経営情報学部 教授)
ウンセリングを手がかりに
問題性を提起し、その対処方法を紹介し、集団内での人間
関係を見直し、適切なクラス運営に役立つ教育カウンセリン
グ手法を体験する講座である。

北海道情報大学

学級集団づくりに役立つ教育カ
ウンセリング体験講座

学級経営に役立つ人間関係づくりプログラムを理解し、実技
体験する講座です。
構成的グループエンカウンター（Structured Group
Encounter：ＳＧＥ）という心理技法を体験的に学びます。ざっ
くばらんなふれあいで知らない自分に気づくし、相手のこと
も深くわかり、対人関係の悩みが軽減できます。日頃の人 中村 正巳(経営情報学部 教授)
間関係を見直し、資質向上を目指します。１日たっぷりと言
語や非言語の様々な心理演習をゆったりと体験しながら、
心地よい心の変容を感じながら学級づくりに有益な技法を
マスターします。

公益財団法人全 農業実験実習講習会『食品製
国学校農場協会 造』『作物』

「小麦とパンの最新事情」
・小麦栽培化の歴史
・世界のパンとミルクの文化
・製粉工場見学
・酵母と発酵食品
・製パン工場・イースト菌工場見学
・国産小麦でつくるパン実習Ⅰ・Ⅱ
・北海道の小麦

一般社団法人日
教育カウンセリング講座①
本図書文化協会

児童生徒に確かな生きる力を身につけさせるため、教育カ
ウンセリングに基づく指導の考え方と方法について講義及
び演習を行う。主な内容は①構成的グループエンカウン
ター②教育カウンセリング概論③SGE方式スーパービジョン
④サイコエジュケーション⑤学級集団とアセスメントと学級経
営⑥特別支援教育を進める学校システムなどである。

中村正巳（北海道情報大学教授）
大友秀人（北海商科大学教授）
河村茂雄（早稲田大学教育・総合科学学術院
教授）

一般社団法人日
教育カウンセリング講座②
本図書文化協会

児童生徒に確かな生きる力を身につけさせるため、教育カ
ウンセリングに基づく指導の考え方と方法について講義及
び演習を行う。主な内容は①構成的グループエンカウン
ター②実践者が行うリサーチの方法③SGE方式スーパービ
ジョン④サイコエジュケーション⑤学級集団とアセスメントと
学級経営⑥特別支援教育を進める学校システムなどであ
る。

中村正巳（北海道情報大学教授）
大友秀人（北海商科大学教授）
河村茂雄（早稲田大学教育・総合科学学術院
教授）

講習の開催地

時間数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

三浦秀穂 （帯広畜産大学畜産学部畜産科学科教授）
平田昌弘 （帯広畜産大学畜産学部畜産科学科准教
授）

小田有二 （帯広畜産大学畜産学部畜産科学科教授）
山内宏昭 （帯広畜産大学畜産学部畜産科学科教授） 北海道帯広市
折笠善丈 （帯広畜産大学畜産学部畜産科学科助教）
大西一光 （帯広畜産大学畜産学部畜産科学科助教）
森 正彦 （帯広畜産大学畜産学部畜産科学科助教）

人間力-Human strength-は人間のもつ基本的な強さであ
り、歴史と文化を超えて大切にしてきた、よりよく生きるため
しなやかに、賢く生きるための人 の原則である。本講義では、①近年におけるResilience現象 丹藤進（経営法学部教授）
青森中央学院大
間力‐Human strength-の発達と （困難から“はね戻ってくること”）及びFlow経験（内発的に動 高橋興（経営法学部教授）
学
教育
機づけられた自己の没入感覚を伴う経験）の研究から人間 竹中司郎（経営法学部准教授）
力について解説し、②生きる力としての学力、③学校と地域
の協働について、各考察する。

中（技術・家庭
科）高（農業科・
家庭科）の教諭

18時間

平成26年8月4日～
平成26年8月8日

北海道釧路市

18時間

平成26年8月6日～
平成26年8月8日

教諭
小中高等学校教
養護教諭 諭及び養護教諭

35,000円

平成26年6月6日～
15人 平成26年7月20日 ※
定員に達し次第〆切

平268136351114号

03-3941-0211

http://www.toshobun
ka.co.jp/workshop/

北海道釧路市

18時間

平成26年8月6日～
平成26年8月8日

教諭
小中高等学校教
養護教諭 諭及び養護教諭

35,000円

平成26年6月6日～
15人 平成26年7月20日 ※
定員に達し次第〆切

平268136351115号

03-3941-0211

http://www.toshobun
ka.co.jp/workshop/

平263002751066号

017-728-0131

http://www.aomoricg
u.ac.jp

青森県青森市

6時間 平成26年8月1日
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教諭

教諭

中学校教諭
社会
高等学校教諭
公民
高等学校教諭
商業

6,000円

50人

平成26年4月1日～
平成26年7月18日

平成２６年度（第２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

リーマンショックの後遺症が引き続く中、わが国の経済・社
会構造は急速に変わりつつある。時代環境に適合しない
様々な活動や人材は停滞して行き場所を失いかけている。
しなやかに、賢く生きるための経
青森中央学院大
困難な時代を迎える若者にとって、しなやかに、賢く生きる 内山清（経営法学部教授）
済・法律リテラシーの養成（Ⅰ）―
学
ためには、働くことにまつわる現代的諸問題に、経済・法律 小俣勝治（経営法学部教授）
「労働」を鍵概念として－
的センスを持って対処することはきわめて重要な資質の一
つである。本講習は、最新の知識・情報をやさしくわかりや
すく解説することを主眼とする。
景気低迷や災害等による低所得層や高齢世帯の貧困化が
懸念されている。突然の失業・解雇、病気等のリスクにあっ
しなやかに、賢く生きるための経 て、経済的基盤が求められている。近年における貨幣の多
青森中央学院大
岩船彰（経営法学部教授）
済・法律リテラシーの養成（Ⅱ）― 様な機能と流れの複雑さからみて、いま、貨幣の教育が緊
学
寺井里沙（経営法学部講師）
「貨幣」を鍵概念として－
急課題となっている。子どもたちに対して、世界的な視点に
立った総合的体系的な経済教育を経済学・法律学双方の
視点から考察する。

青森中央短期大 学校教育における「いのちの教
学
育」の原理的なあり方について

青森中央短期大
幼児期における食育の実際
学

日本の学校教育において、近年、「いのちの教育」を導入す
る動きがあるが、その原理的な部分については未検討な
ケースが多い。本講習では、実際に「いのちの教育」を行う
ときに、教師がどのような理論、理屈に依拠して具体的な指 清多 英羽 （幼児保育学科准教授）
導を組み立てるのかという、原理的な説明を試みる。具体
的な授業の行い方等の実践的な内容は扱わず、教育理論
の部分を重点的に講義する。
幼児期における食育の充実が求められている。本講習で
は、幼児の食生活の実態、食育のねらいの考え方、食育の
内容と環境構成、食育の指導計画等の作成等について講
義を行う。
木村亜希子（食物栄養学科講師）
また、講義の内容を踏まえて、食育指導計画案の作成を演
習形式で行う。

「微生物利用」
１ 微生物学総論
２ 微生物の培養法
３ 微生物の分類と形態観察
４ 培養微生物の観察、グラム染色
公益財団法人全 農業実験実習講習会『微生物利
５ 環境微生物の代謝とその利用
国学校農場協会 用』
６ 根粒菌の観察
７ 発酵食品と微生物の利用
８ 麹、酵母等の観察と麹酵素活性測定
９ 病原菌の検出と制御
１０ 植物病原菌の観察

中沢 伸重
福島 淳
佐藤 孝
藤 晋一
伊藤 俊彦
志村洋一郎

（秋田県立大学生物資源科学部教授）
（秋田県立大学生物資源科学部准教授）
（秋田県立大学生物資源科学部准教授）
（秋田県立大学生物資源科学部准教授）
（秋田県立大学生物資源科学部助教）
（秋田県立大学生物資源科学部助教）

講習の開催地

青森県青森市

青森県青森市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月4日

6時間 平成26年8月5日

対象職種 主な受講対象者

教諭

中学校教諭
社会
高等学校教諭
公民
高等学校教諭
商業

教諭

中学校教諭
社会
高等学校教諭
公民
高等学校教諭
商業

青森県青森市

6時間 平成26年8月5日

幼稚園教諭
教諭
養護教諭
養護教諭 小・中・高等学校
教諭

青森県青森市

6時間 平成26年8月7日

教諭
幼稚園教諭
栄養教諭

秋田県秋田市

18時間

平成26年7月28日～
平成26年8月1日

教諭

中（技術・家庭
科）
高（農業科・家庭
科）
の教諭

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4月1日～
平成26年7月18日

平263002751067号

017-728-0131

http://www.aomoricg
u.ac.jp

6,000円

平成26年4月1日～
50人
平成26年7月18日

平263002751068号

017-728-0131

http://www.aomoricg
u.ac.jp

6,000円

30人

平成26年4月1日～
平成26年7月18日

平263502151939号

017-728-0121

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

6,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年7月18日

平263502151940号

017-728-0121

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

10,000円

30人

平成26年4月1日～
平成26年6月4日

平268132551636号

03‐3463‐7721

http//www.nojokyoka
i.or.jp

平261001450921号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

平261001450922号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

本講習は、以下の二つの柱で構成される。
「幼児の発達をみる視点」
保育において気になる子を例にとりながら、子どもの遊びや
原野 明子（人間発達文化学類准教授）
幼児の「発達」と「表現」をとらえる 行為を解釈しながら、子どもの経験の意味について考える。
白石 昌子（人間発達文化学類教授）
「保育における音楽活動や遊び」
さまざまな音楽教材や遊びを紹介しながら、教材研究の方
法や、幼児の発達にふさわしい教材の展開などを考える。

福島県福島市

6時間 平成26年8月4日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

平成26年4月16日～
40人
平成26年5月9日

福島大学

幼児期の「学び」や保育の自己評価・子ども評価についての
最新の研究成果を踏まえ、幼児期に育てるべき「学び」の瞬
幼児期の学びをとらえる：子ども 間をとらえる方法を身につけることを目的とする。そのため
大宮 勇雄（人間発達文化学類教授）
の見方を変えて保育を楽しく
に、近年注目されているニュージーランドの「学びの物語」を
参考にして、子どもの生き生きとした学びのプロセスをとらえ
るための、誰でもやれる観察と記録の進め方を説明する。

福島県福島市

6時間 平成26年9月20日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

福島大学

心身障害児を対象としたこれまでの特殊教育から発達障害
特別支援教育の推進と充実をめ
児を取り込んだ特別支援教育への転換についてその意義と 松﨑 博文(人間発達文化学類教授)
ざしてA
課題について学ぶ。

福島県福島市

6時間 平成26年6月21日

6,000円

200人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

福島大学

特別支援教育の推進と充実をめ 広汎性発達障害（PDD），注意欠陥多動性障害（ADHD）の
ざしてB
症状、診断、治療、指導の留意点について学ぶ。

福島県福島市

6時間 平成26年8月7日

6,000円

200人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

福島大学

発達障害や知的障害のある子ども達に対する支援を行って
いくのに活用が期待されている応用行動分析の入門となる
特別支援教育の推進と充実をめ
事項を学ぶ。また，発達障害や知的障害のある子ども達が 鶴巻 正子（人間発達文化学類教授）
ざしてＣ
示す「気になる行動」とその対応法について，応用行動分析
の観点から演習形式で考えていく。

福島県福島市

6時間 平成26年8月12日

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450925号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

現行の学習指導要領の柱である「思考力」を鍛える国語の
授業の在り方を具体的な教材を扱い、講師の模擬授業を含
めた演習形式で考えます。また、なぜ「言語活動を充実する
国語セミナー（小学校教諭向け）
佐藤 佐敏（新潟大学教育学部准教授）
こと」が、「学力の向上」につながるのか、具体的な実践事例
をもとに考えます。明日の授業に活きる理論と実践を確認し
ていきます。

福島県福島市

6時間 平成26年8月19日

6,000円

80人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450926号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

内田 千代子（人間発達文化学類教授）
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小中学校教諭・
教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭・養護教諭
小中学校教諭・
教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭・養護教諭
小学校教諭・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭・養護教諭

教諭

小学校教諭

平261001450923号
平261001450924号

平成２６年度（第２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

福島大学

国語セミナー 漢文学

漢文学の基礎となる古代の諸文化について、「漢字文化」の
観点をふまえつつ講述する。具体的には、①漢文学の原
義、②漢字の成立とその背景、③古代の寓話寓言、④古代 澁澤 尚（人間発達文化学類准教授）
の歌謡といった内容を中心に、文字資料、図版資料を使用
しながら考察をおこなってゆく。

福島大学

国語セミナー日本文学（古典文
学）

中学校・高等学校の古文教材をいくつか取り上げ、指導内
容上のポイントについて解説する。取り上げるジャンルは和
井実 充史（人間発達文化学類教授）
歌・物語など、時代範囲は上代・中古文学。授業は講義だ
けでなく、受講者との質疑応答なども取り入れつつ進める。

福島県福島市

6時間 平成26年6月21日

教諭

中学校・高等学
校国語科教員

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450928号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

国語セミナー 日本語学

言語学の一分野としての日本語学（国語学）に関する講義
を行う。具体的には、国語教育で扱われている国文法と、日
中川 祐治（人間発達文化学類准教授）
本語学・日本語教育で扱われる日本語文法との共通点、相
違点について概観し、あるべきことばの教育に考える。

福島県福島市

6時間 平成26年8月18日

教諭

中学校・高等学
校国語科教員

6,000円

80人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450929号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

小学校外国語セミナー

小学校外国語活動の実施にあたり、必要とされる英語教育
の理論的知識を理解し、実践（授業のデザイン、実施、反省
の三位一体）していける素地を養う。特に心理言語学的視
佐久間 康之（人間発達文化学類教授）
点から第二言語習得の特徴を探るとともに、外国語活動の
指導上の創意工夫として「Hi, friends!」を中心に講義してい
く。

福島県福島市

6時間 平成26年6月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450930号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

英語研究セミナーA

英語教育学では「英語理解における記憶の役割と評価」、
「英語教育におけるテスト（評価）の意義とその方法」につい
て講義を行う。「英語理解における記憶の役割と評価」で
は、言語を理解する際にかかわる記憶の種類とその重要性 佐久間 康之 （人間発達文化学類教授）
及びテストにおける評価のあり方について理解を深めること 髙木 修一 （人間発達文化学類講師）
を目指す。「英語教育におけるテストの意義とその方法」で
は、さまざまなテスト（評価）の役割とテスト作成から実施後
の処理について理解を深めることを目指す。

福島県福島市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校・高等学
校英語科教員

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450931号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

英語研究セミナーB

英語を中心とした通時的・共時的な言語研究の成果に基づ
いて、英語の語彙・意味・構造などに関するいくつかのトピッ 衛藤 安治（人間発達文化学類教授）
クを取り上げる。英語教育の視点をふまえながら、それぞれ 朝賀 俊彦（人間発達文化学類教授）
の事項について理解を深めることを目的とする。

福島県福島市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校・高等学
校英語科教員

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450932号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

英語研究セミナーC

英語圏の文学・文化および関連する研究について講述し、
教師の専門的力量や教授能力の向上に資することを目標と
飯嶋 良太 （人間発達文化学類准教授）
します。英語研究セミナーA・Bと併せて受講することにより、
三分野に関する専門的な知見が得られるだけでなく、授業
実践についても有益な情報が得られることになります。

福島県福島市

6時間 平成26年8月4日

教諭

中学校・高等学
校英語科教員

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450933号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

小学校社会科セミナー

小学校社会科の様々な分野に関して、近年の社会科教育
学や関連諸学の成果を基にした新たな知見を紹介するとと
もに、それらを社会科教育においてどのように活用していっ
たら良いのか、できるだけ具体的に解説する。小学校社会 初澤 敏生(人間発達文化学類教授）
科の事例を取り上げながらの講習となるので、主な受講対
象者は小学校教諭とするが、中学校・高校教諭も受講可
能。

福島県福島市

6時間 平成26年8月3日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450934号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

小学校社会科セミナー

小学校社会科の様々な分野に関して、近年の社会科教育
学や関連諸学の成果を基にした新たな知見を紹介するとと
もに、それらを社会科教育においてどのように活用していっ
たら良いのか、できるだけ具体的に解説する。小学校社会 初澤 敏生(人間発達文化学類教授）
科の事例を取り上げながらの講習となるので、主な受講対
象者は小学校教諭とするが、中学校・高校教諭も受講可
能。

福島県郡山市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450935号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

中学校社会科公民分野の、経済分野を中心とした教育内
中学校社会科教材開発（公民的 容研究と教材づくりの視点と方法を考えていく。そののち、
分野）
参加者一人ひとりの問題意識を発表してもらい、参加者全
員でその解決策等を探っていく。

福島県福島市

6時間 平成26年7月19日

教諭

中学校・高等学
校社会科・公民
科教員

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450936号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

中学校社会科地理的分野の様々な内容に関して、近年の
地理学や社会科教育学、関連諸学の成果を基にした新た
な知見を紹介するとともに、それらを授業においてどのよう
中学校社会科教材開発（地理的
初澤 敏生（人間発達文化学類教授）
に活用していったら良いのか、できるだけ具体的に解説す
分野）
中村 洋介（人間発達文化学類准教授）
る。中学校社会科の事例を取り上げながらの講習となるの
で、主な受講対象者は中学校教諭とするが、小学校・高校
教諭も受講可能。

福島県福島市

6時間 平成26年7月20日

教諭

中学校社会科教
諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450937号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

中学校社会科歴史的分野の様々な内容に関して、近年の
歴史学や社会科教育学、関連諸学の成果を基にした新た
な知見を紹介するとともに、それらを授業においてどのよう
中学校社会科教材開発（歴史的
に活用していったら良いのか、できるだけ具体的に解説す 三宅 正浩（人間発達文化学類准教授）
分野）
る。中学校社会科の事例を取り上げながらの講習となるの
で主な受講対象者は中学校教諭とするが、小学校・高校教
諭も受講可能。

福島県福島市

6時間 平成26年7月21日

教諭

中学校社会科教
諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450938号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

福島大学

福島大学

福島大学

福島大学

福島大学

小島 彰（人間発達文化学類教授）
西内 裕一（人間発達文化学類教授）

福島県福島市

6時間 平成26年9月20日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
国語科教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450927号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/
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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

福島大学

高等学校地理・歴史科日本史の様々な内容に関して、近年
の歴史学や社会科教育学、関連諸学の成果を基にした新
たな知見を紹介するとともに、それらを授業においてどのよ
高等学校地理・歴史科教材開発
うに活用していったら良いのか、できるだけ具体的に解説す 三宅 正浩（人間発達文化学類准教授）
（日本史）
る。高等学校地理・歴史科の事例を取り上げながらの講習
となるので主な受講対象者は高等学校教諭とするが、小学
校・中学校教諭も受講可能。

福島県福島市

6時間 平成26年8月7日

教諭

高等学校地理歴
史科教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450939号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

高等学校地理・歴史科世界史の様々な内容に関して、近年
の歴史学や社会科教育学、関連諸学の成果を基にした新
たな知見を紹介するとともに、それらを授業においてどのよ
高等学校地理・歴史科教材開発
うに活用していったら良いのか、できるだけ具体的に解説す 三宅 正浩（人間発達文化学類准教授）
（世界史）
る。高等学校地理・歴史科の事例を取り上げながらの講習
となるので主な受講対象者は高等学校教諭とするが、小学
校・中学校教諭も受講可能。

福島県福島市

6時間 平成26年8月8日

教諭

高等学校地理歴
史科教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450940号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

高等学校地歴科地理的分野の様々な内容に関して、近年
の地理学や社会科教育学、関連諸学の成果を基にした新
たな知見を紹介するとともに、それらを授業においてどのよ
高等学校地理・歴史科教材開発
初澤 敏生（人間発達文化学類教授）
うに活用していったら良いのか、できるだけ具体的に解説す
（地理）
中村 洋介（人間発達文化学類准教授）
る。高等学校地歴科の事例を取り上げながらの講習となる
ので、主な受講対象者は高等学校教諭とするが、小学校・
中学校教諭も受講可能。

福島県福島市

6時間 平成26年8月9日

教諭

高等学校地理歴
史科教諭

6,000円

60人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450941号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

算数・数学教育 もう一歩先へ

今日、日々の算数・数学の授業において、算数的活動・数
学的活動の充実を図り、子どもたちの思考力や判断力、表
現力をより一層育むことが期待されている。算数的活動・数
学的活動の充実に向けて、子ども観、授業観、算数・数学
観を新たに振り返り、今後の教材研究や授業づくりの方向
性について考える。小学校算数科の学習内容を中心に、中
学校数学科の内容にも触れ、小中接続の視点から講座を
構成、展開する。

森本
手島
江森
大橋

明（人間発達文化学類教授）
勝朗（元聖徳大学教授）
英世（群馬大学教育学部教授）
淳子（会津若松市立永和小学校校長）

福島県福島市

6時間 平成26年8月１1日

教諭

小学校教員・中
学校数学教員

6,000円

200人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450942号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

全国学力・学習状況調査を生かした算数・数学の授業づくり
が求められている。特に、思考力を要するB問題を中心にし
思考力をはぐくむ算数・数学の授
て算数・数学の授業づくりの方向性について考える。小学校
業づくり
算数科の学習内容を中心に、中学校数学科の内容にも触
れ、小中接続の視点からも講座を構成、展開する。

森本
笹川
宮前
大橋

明（人間発達文化学類教授）
直樹（人間発達文化学類特任教授）
貢（福島学院大学教授）
淳子（会津若松市立永和小学校校長）

福島県福島市

6時間 平成26年12月6日

教諭

小学校教員・中
学校数学教員

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450943号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

学習者である児童、生徒の急速な変容に対応した指導教育
を求められる数学教員を対象に、自己変革と対応の必要性
の自覚を求め、具体的にどのように対応していくか、その方
法を考えていきたい。今回は、1000年に一度という東日本
数学教員に要求されるものと、自
大震災とそれから引き続く放射線被ばくの中で、福島の教 栗原 秀幸（人間発達文化学類教授）
ら欲するものの発見
育に何が必要かを議論していきたい。また、いつでも変わら
ない普遍的、不変的な価値の探究というより、変わっていけ
る可塑性へ追求を考えていきたい。1回の講義の中で、なる
べく、活動と思考とが含まれるように中身を構築したい。

福島県福島市

6時間 平成26年10月25日

教諭

小学校教員、中
学校・高等学校
数学科教員

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450944号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

有理数と無理数

有理数による無理数の近似の理論の一端を紹介し、数に関
する理解を深めることを目標とする。無理数の特徴付け、部
屋割論法を用いたディクレの定理、連分数の理論について 相原 義弘（人間発達文化学類教授）
講義を行う。 特に2次の無理数に関するラグランジュ、ガロ
ワの結果について紹介する。

福島県福島市

6時間 平成26年6月22日

教諭

中学校・高等学
校数学教員

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450945号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

複素関数論入門

まず、複素数 z=x+iy を平面上の点(x,y)に対応させ、２つの
複素数の四則演算が平面上では何を表すかを学びます。
次に、複素数が平面上を動くとき、２次関数よって値がどの
濱野 佐知子（人間発達文化学類准教授）
ように変化するかを考察し、実数値関数と複素数値関数と
の違いについて学びます。最後に、代数学の基本定理を証
明します。

福島県福島市

6時間 平成26年10月4日

教諭

中学校・高等学
校数学科教員

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450946号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

小学校理科セミナー

現行の学習指導要領では、自然の事物・現象について実感
を伴った理解を図り、科学的な見方や考え方を養うことを求
めつつ、中学校・高等学校における理科へとつながる系統
性を重視しています。この講座では、小学校理科を意識した 平中 宏典（人間発達文化学類准教授）
実験・観察を交えながら、学習内容を具体化するための教
材開発や指導の新たな試みを検討し、新しい理科教育の展
望を多面的に学びます。

福島県福島市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小学校教員、中
学校理科教員

6,000円

70人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450947号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

元々は小児用の玩具として開発された組み立てブロック
LEGOであるが、これを用いたロボット作成ができるようにな
り、現在では大学や高等専門学校など、さまざまな教育分
組み立てブロックによる教材開発 野で活用されている。LEGOあるいはこれに類似した素材を 増田 正（共生システム理工学類教授）
活用した教材開発の可能性について議論した後、教材のプ
ロトタイプを作成し、最後に発表を行い意見交換する。教材
への理解や発想、質問への対応等を基に評価を行う。

福島県福島市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校・高等学
校理科教員

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450948号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

日本の生物多様性国家戦略は，「生物多様性の重要性を
社会全体に広く認識させること」を目標の一つとして掲げて
いる。子どもたちが生物多様性の意義に気づき，地域や地
球の生物多様性の現状を理解するためには，教師が生物
塘 忠顕（共生システム理工学類教授）
多様性とは何か，生物多様性を低下させている原因，そし
て生物多様性を守ることの必要性を正しく理解していること
が重要である。本講習ではこれらを理解するために必要な
「生物多様性の基本」を学ぶ。

教諭

中学校・高等学
校理科教員

6,000円

平成26年4月16日～
40人
平成26年5月9日

平261001450949号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

生物の多様性を考える

福島県福島市

6時間 平成26年8月12日
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開設者名

福島大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

インターネット等で公開されている様々なデータを素材に，
より効果的な教材を作成できることが期待できる。本講座で
は， teiten2000 プロジェクト等で公開されているデータを活
インターネットを活用した教材作
篠田 伸夫（共生システム理工学類教授）
用し，新学習指導要領（理科）で述べられている気象観測の
成〜気象データを用いた気象教
渡部 昌邦（富岡第一中学校教頭）
内容に即した教材作成を例に，ワークショップ形式で開講す
材の作成ワークショップ〜
渡邉 景子（聖心女子大学非常勤講師）
る。ワード，エクセル，パワーポイントの少なくともいずれか
１つを用いて教材・教案を作成するので，日常的に使えるこ
とが望ましい。

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

福島県福島市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小学校教員、中
学校技術科教
員、 中学校理科
教員、
高等学校工業科
教員、高等学校
情報科教員、高
等学校理科教員

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450950号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島県福島市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校・高等学
校理科教員

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450951号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

教諭

中学校技術科教
員、中学校理科
教員、高等学校
工業科教員、
高等学校理科教
員、高等学校情
報科教員

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450952号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

平261001450953号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

放射線の物理

放射線に関わる物理的内容についての講習を行う。放射線
の発生メカニズムおよび放射線量を表す単位などについて
確認した後、放射線を測定するための計測器の原理および
データの読み方を学ぶ。また実際に調査機関で用いられて 山口 克彦（共生システム理工学類教授）
いる食物放射線測定器やGe検出器による実習を行う。福島
における放射線教育の在り方を理科教員として自ら考えら
れる力を養うことを目的とする。

福島大学

ちからとかたちの秘密

自然界に存在する樹木や生物，機械・構造物を構成する部
品などを見ると，身の回りにある様々なモノは，最適な大き
さ・かたちを持って存在していることがわかる。本講義では，
様々なモノを取り上げ，「ちから」と「かたち」の関係について 小沢 喜仁（共生システム理工学類教授）
講義する。機械やそのメカニズム，構造物などの例題をもと
に物体に働く力と形の関係を解説し，これが実現する動き
やエネルギー変換についても述べる。

福島大学

理論的には音楽教育の歴史と思想・哲学、カリキュラム論、
コミュニティ音楽（療法）、実践的にはボディ・パーカッション、
小学校音楽科教育の理論と実践 サウンド・エデュケーション等を扱うことで、これからの小学 杉田 政夫（人間発達文化学類准教授）
校音楽科教育の在り方に関する考察を深めることを目的と
している。

福島県福島市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校教諭

6,000円

平成26年4月16日～
40人
平成26年5月9日

福島大学

本講座においては、近年の多様化する教科指導内容や教
音楽科における器楽の理解と指
員の専門的知識・技能習得への要請に対応し、器楽領域に
導法
金谷 昌治（人間発達文化学類教授）
おける理解と指導法の検討・講義・演習をおこなう。弦楽器
「弦楽器の奏法と指導」
を中心とした器楽の理解と指導法の検討。

福島県福島市

6時間 平成26年7月19日

教諭

中学校・高等学
校音楽科教員

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450954号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島県福島市

6時間 平成26年7月27日

教諭

小学校教員、中
学・高校音楽科
教員

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450955号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

音楽に関する基礎的技術とその応用力を確認し、必要に応
じて追加的指導、対面講習を行う。主な内容は、「音楽の作
り方」に関する演習を通じて、音楽創作の知識、技術を見
嶋津 武仁(人間発達文化学類教授)
る。またそのための必要な基礎技能を確認する。とりわけ、
今日求められる情報機器を用いた創作学習の方法につい
て、研修を行う。

福島県福島市

6時間 平成26年8月6日

福島大学

音楽の作り方

福島大学

音楽科においては、近代までの西洋音楽のみならず、多様
な音楽をその背景となる文化・歴史とのかかわりから理解
することが求められている。
本講習では、講義や鍵盤楽器の演奏を通して、西洋音楽
鍵盤楽器の演奏法および伴奏法 （特に鍵盤楽器）における演奏法や解釈を深める。そして伴 中畑 淳（人間発達文化学類准教授）
奏法等を考える。
中学校･高等学校教科書で扱う合唱曲について、伴奏法を
実践的に探究しますので、予め発表する課題曲の伴奏部分
を準備したうえで参加してください。

福島県福島市

6時間 平成26年7月21日

教諭

中学校・高等学
校音楽科教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450956号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

前半ではレッジョエミリア市における造形教育を中心とした
教育活動の紹介と分析を行い、併せて造形教育のあり方に
ついて今日的視点で講義する。後半では小学校における彫
小学校における造形教育の意義
三浦 浩喜（人間発達文化学類教授）
刻的表現に関わる基礎的な知識技能の概要を，実践に結
と実践の展開
新井 浩（人間発達文化学類教授）
びつけられるように簡潔にまとめたものを講義する。併せて
学習指導要領の解釈並びに学校種別の連携を視野に入れ
た実践例の紹介も行う。

福島県福島市

6時間 平成26年7月5日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450957号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

今日の中学校・高等学校における美術教育の役割を再確
認しながら、題材づくり・授業づくりの実際を学ぶ。
造形的な表現活動を通した指導
具体的には、「美術教育における指導と評価の視点及び学 三浦 浩喜(人間発達文化学類教授）
と評価のあり方
校教育での美術科の役割」に関する認識を深めながら、表 天形 健(人間発達文化学類教授）
－美術科教育学－
現活動における基礎的な育みたい学力について考察し、授
業実践力の向上をはかる。

福島県福島市

6時間 平成26年5月31日

教諭

中学校・高等学
校美術科教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450958号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

今日の中学校・高等学校における美術教育の役割を再確
造形的な表現活動を通した指導
認しながら、題材づくり・授業づくりの実際を学ぶ。
と評価のあり方
加藤 奈保子（人間発達文化学類准教授）
以下は、具体的な講習内容
－絵やデザイン（映像メディア含
渡邉 晃一（人間発達文化学類准教授）
「絵やデザインに表す活動及び鑑賞活動における指導と評
む）などの平面造形について－
価の視点」

福島県福島市

6時間 平成26年7月6日

教諭

中学校・高等学
校美術科教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450959号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

造形的な表現活動を通した指導 今日の中学校・高等学校における美術教育の役割を再確
と評価のあり方
認しながら、題材づくり・授業づくりの実際を学ぶ。
－彫刻や工芸などの立体造形に
ついて－

福島県福島市

6時間 平成26年6月22日

教諭

中学校・高等学
校美術科教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450960号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

小学校における体育科の役割に対する深い理解を促すとと
体育科教育の最新理論と教育内 もに、体育の授業づくりに役立てることができる最新の体育
容
科教育に関する理論と実践の紹介及び解説を行う。それら 小川 宏（人間発達文化学類教授）
（小学校教諭向け）
の知見をもとに、これまでの授業実践の振り返りを行い、授
業改善に向けた課題の明確化を図る。

福島県福島市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450961号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

片野 一（人間発達文化学類教授）
新井 浩(人間発達文化学類教授）
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

福島大学

体育科教育に関わる最新の知見を、理論と実技の両面から
総合的に検討する。理論面においては教科教育学及び体
体育科教育の最新理論と教育内 育学と運動学、実技面ではオープンスキル系とクローズドス
容
キル系に分け、担当者の専門分野からの視点を中心にし
て、体育科教育の実践に関わる最新の知見を解説・指導す
る。

小川
鈴木
安田
川本
杉浦
中村

宏（人間発達文化学類教授）
裕美子（人間発達文化学類教授）
俊広（人間発達文化学類准教授）
和久（人間発達文化学類教授）
弘一（人間発達文化学類准教授）
民雄（人間発達文化学類教授）

福島県福島市

福島大学

小学校家庭科セミナー

本講習内容は、小学校家庭科について、教科の特徴や学
習指導上の課題および教科内容の科学・技術を学び、教科
認識や学習指導力を高めることを目的として実施する。本
年度は、家庭科教育学、食物学、住居学を専門とする教員
及び学外講師が新学習指導要領の内容もふまえ、講義等
を行う。

浜島
阿部
千葉
石幡

京子(人間発達文化学類教授)
成治（人間発達文化学類特任教授）
養伍（人間発達文化学類教授）
良子(福島県白河市立五箇小学校校長)

福島県福島市

福島大学

この講習では、①現代の消費社会と生活についての理解を
深めるとともに、家庭科における消費者教育の意義や役割
を確認する、②生徒が主体的な消費者として価値判断と意
中学校・高校家庭科セミナー・家 思決定を行っていくための、視野の広がりと思考の深まりを
角間 陽子（人間発達文化学類准教授）
庭科教育
めざす家庭科の学習指導のあり方を考える、を主たる内容
として、講義を中心に簡単な演習を取り入れて行います。な
お、27年度は中学校・高校家庭科セミナーにおけるこの分
野の講習は予定していません。

福島県福島市

福島大学

この講習は，被服分野における教科専門の知識を深めるこ
とを目的としています。主な内容は個性を生かした衣服の着
中学校・高校家庭科セミナー・被 装のあり方を中心とし，デザインとカラー・コーディネートの
千葉 桂子（人間発達文化学類教授）
服学
基礎について講義します。カラー・コーディネートについては
イメージ分析に関する演習を行い，教材化の可能性につい
て検討します。

福島大学

この講習は、食物学の教科専門に関する知識を深めること
中学校・高校家庭科セミナー・食 を目的として、調理科学に関連する内容や、現代の日本の
中村 恵子(人間発達文化学類教授)
物学
食生活状況、食育の進め方などについて、講義を中心に簡
単な実習・実験などを交えながら行います。

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

教諭

中学校・高等学
校保健体育科教
員

教諭

小学校教諭

6時間 平成26年9月27日

福島県福島市

6時間 平成26年9月20日

福島県福島市

6時間 平成26年10月4日

『学び合い』道徳授業の探究

21世紀型の道徳授業とは、児童生徒の自律と協同を実現
するための授業であろう。自律のためには、児童生徒が主
体性を発揮できる授業展開が必要だし、協同のためには、
他者との対話や「教え合い」「学び合い」が必要となろう。本
松下 行則（人間発達文化学類教授）
講習は、これまでの講習形式とは異なり、受講者全員が主
体的に「教え合い」「学び合う」講習とする。講師は、課題を
出す（講義はしない）が、解決するのは受講者自身である。
主体的に学習する受講者を希望する。

福島県福島市

6時間 平成26年6月7日

福島大学

『学び合い』道徳授業の探究

21世紀型の道徳授業とは、児童生徒の自律と協同を実現
するための授業であろう。自律のためには、児童生徒が主
体性を発揮できる授業展開が必要だし、協同のためには、
他者との対話や「教え合い」「学び合い」が必要となろう。本
松下 行則（人間発達文化学類教授）
講習は、これまでの講習形式とは異なり、受講者全員が主
体的に「教え合い」「学び合う」講習とする。講師は、課題を
出す（講義はしない）が、解決するのは受講者自身である。
主体的に学習する受講者を希望する。

福島県福島市

6時間 平成26年7月12日

福島大学

経済的困窮や養育に問題のある家庭、発達障害や学校不
適応、非行問題などに対する学校での支援チームのあり
方、学外の児童福祉、保健福祉、医療、警察等の関係機関
家庭支援に対応する生活指導研 との連携などをめぐって、スクールソーシャルワークという新
鈴木 庸裕（人間発達文化学類教授）
修講座
しい視点から問題の解決や軽減をはかる実践について、演
習を取り入れて講義する。なお、演習では、相談援助の技
法やチーム会議の進め方、子ども理解の方法、関係機関と
の連携、アセスメント技法等について深めます。

福島県福島市

福島大学

①現代の子どもがかかえている発達的課題を検討しつつ，
それをスクールカウンセラーとどのように協働するかについ
臨床心理学Ⅰ－教育相談の考え
中野 明德（総合教育研究センター教授）
て検討する（中野担当） ②教育相談組織の持ち方，スクー
方と進め方－
青木 真理（総合教育研究センター教授）
ルカウンセラーの活用の仕方，保護者面接のコツについて
講義する（青木担当）

福島大学

福島大学

臨床心理学Ⅱ－発達障害の基
本的理解－

近年、発達障害への関心が教育現場で高まりつつあり、ア
スペルガー症候群やADHDなどの診断概念が知られるよう
になった。しかしながら、発達障害の特性を意識した教育方
法のまり普及は十分ではない。特に学校現場ではSSTが流 内山 登紀夫（人間発達文化学類教授）
行している感があるが、個々の事例の評価に基づかない支 渡辺 隆（人間発達文化学類教授）
援がなされる傾向があり憂慮される。本講義では、診断特
性と個々の子どもの評価に基づいた支援をどう組み立てる
か、その基本的な考え方について述べる。

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

18,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450962号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

6,000円

70人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450963号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

教諭

中学・高等学校
家庭科教諭

6,000円

平成26年4月16日～
50人
平成26年5月9日

平261001450964号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

教諭

中学・高等学校
家庭科教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450965号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

中学・高等学校
教諭
家庭科教諭/栄
栄養教諭
養教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450966号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450967号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450968号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

6時間 平成26年7月24日

教諭
教諭、養護教諭
養護教諭

6,000円

平成26年4月16日～
40人
平成26年5月9日

平261001450969号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島県福島市

6時間 平成26年8月30日

教諭
教諭、養護教諭
養護教諭

6,000円

170人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450970号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島県福島市

6時間 平成26年8月31日

教諭
教諭、養護教諭
養護教諭

6,000円

170人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450971号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

18時間

平成26年8月4日～
平成26年8月6日

6時間 平成26年9月28日
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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

学校の中のジェンダーを考える

戦後の学校教育が男女平等の推進に大きな役割を果たし
ました。しかし、学校教育の場は表面的には男女の平等を
保障しているように見えますが、性差別を再生産する場とも
なっています。１．ジェンダーって何？２．学校という場での
差別の再生産（隠れたカリキュラム）３．性別分業規範と家 千葉 悦子（行政政策学類教授）
庭科教育、４．人権学習としてのジェンダー平等教育、という
テーマで学校の中のジェンダー問題について考えます。教
育におけるジェンダー問題への気付きと生徒へのジェン
ダー教育の必要性について理解を深めることをめざします。

福島県二本松
市

6時間 平成26年8月2日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

70人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450972号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

外国語活動の実態、そして改善
へ

2011年以来、英語専攻でない教諭は児童の英語に対する
良い態度の育成について、自信を持っていない。また、困難
であると考えている。そこで、この講習は①担当講師が2013
年に実施した、小学校外国語活動と中学校英語教育の一
真歩仁 しょうん（行政政策学類助教）
致性に関する全国調査の結果を紹介する。と同時に、②先
生は一人で教える場合、またはALT/EＡＡと一緒に教える場
合、それぞれどう改善するかを受講者と論じる。実際に使え
る活動の紹介をも取り込む予定である。

福島県福島市

6時間 平成26年9月6日

教諭

小学校で外国語
活動を担当する
教員

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450973号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

簿記会計と租税法

高校における簿記教育は、その後の進路と関連付けて行わ
れるものと考えられる。本講習では、簿記会計の上位資格
としての公認会計士や税理士を念頭に、それら試験の必須
稲村 健太郎（経済経営学類准教授）
科目である各種税法（租税法）の基礎理論と、簿記と関連の
ある判例などを考察することで、税務・会計専門家としての
将来を見据えた教育に資することを目的とする。

福島県福島市

6時間 平成26年8月11日

教諭

高等学校商業科
教員

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450974号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

農業と企業参入

１．農業の産業としての特質、２．植物・生物利用産業として
の農業と企業経営との関係、３．規模拡大の際の借地料・
飯島 充男（副学長）
地代の問題、を検討し、現在の農業への企業参入や規制緩
和の問題、減反政策の終了を考える。

福島県福島市

教諭

小学校教員・中
学校社会科、高
等学校地歴公民
科教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450975号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

自然体験活動の技術と実際

小中学校において児童・生徒を対象に行う自然体験活動の
指導者として必要な技術を扱う。具体的には、「自然体験活
動の意義」、「身近な自然の見方・伝え方」、｢野外救急法」、
「リスクマネージメント論」などを内容とし、フィールドワーク 谷 雅泰（人間発達文化学類教授）
やワークショップなどの方法を取り入れる。自然体験活動を
行っているNPO団体の関係者の協力を得ながら、実際的な
活動について取り扱う。

福島県猪苗代
町

教諭

小学校・中学校
教諭

12,000円

45人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450976号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

福島大学

今日の福島県の生活環境や保育環境から、幼児期の自然
体験活動の意義・必要性について理解を深める。また、実
自然の魅力を子どもの学びに生
践例や体験をもとに自然の中での「子どもの気づきや学
柴田 卓（仙台大学非常勤講師）
かす保育技術
び」・「安全管理」についての理解を深め、戸外遊びや園外
保育で活かせる保育技術の向上を図る。

福島県福島市

6時間 平成26年10月13日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261001450977号

024-548-8412

http://www.fukushim
a-u.ac.jp/

家庭の本質と快適な生活

家庭の分野では、住む哲学から家庭の本質に触れ、現代
の家庭・家族の特徴と問題点を受講生と－緒に考えます。
福祉分野では、高齢者の介護の必要性から、高齢者が住
み慣れた地域で生活を継続することを可能とする福祉サー
ビスを学びます。
住分野では、多様化するライフスタイルに求められる居住空
間について、住環境の観点から事例をとおして考察します。
衣分野では、クリーニングや家庭洗濯の汚れ除去メカニズ
ムの実験をまじえて、衣環境の視点からインナーウェアや寝
具等の快適性を考えます。

深谷笑子（家政学部准教授）
熊田伸子（家政学部准教授）
阿部恵利子（家政学部講師）
武井玲子（家政学部教授）

福島県郡山市

6時間 平成26年7月30日

教諭

中学校・高等学
校（家庭科）教諭

6,000円

30人

平成26年3月17日～
平成26年4月18日

平263005550599号

024-932-4848

http://www.koriyama
-kgc.ac.jp

家庭生活と情報

「型染を知る～造形表現への展開～」では、糊を防染剤と
する型染に代表的な「紅型」の伝統工芸に触れ、技法の持
つ性格と美しさを知ると同時に、型染の基礎である「ステン
シル技法」により造形表現を試みます。「授業でのパソコン
活用法を考える」では、近い将来に訪れるであろう「パソコン
が普及した教室」での授業を想定した体験授業を行います。
実際にパソコンを操作しながら活用方法を知り、パソコン活
用教育を考えます。

太宰待子（短期大学部家政科福祉情報専攻准
教授）
福島県郡山市
山口 猛（短期大学部家政科福祉情報専攻講
師）

6時間 平成26年7月31日

教諭

中学校・高等学
校（家庭科）教諭

6,000円

30人

平成26年3月17日～
平成26年4月18日

平263005550600号

024-932-4848

http://www.koriyama
-kgc.ac.jp

食生活と食の安全

Ⅰコマはきのこの見分け方を例にとり、食毒きのこの判別の
背景、中毒を減らす方法について解説し、併せてきのこの
放射能汚染についての話題提供を行います。Ⅱ・Ⅲコマは
加齢に伴う機能障害から食に関する障害を取り上げ、正常
廣井勝（家政学部教授）
に摂食嚥下するために必要な生理的役割、感覚機能等に
根本恵美子（家政学部講師）
ついて解説した後、簡単な調理実習を行います。Ⅳコマは
影山志保（家政学部講師）
放射性物質の環境汚染とそれに引き続く食品の放射能汚
染調査ならびに土壌や食品の放射線核種に至るまでの分
析結果を通して、土壌から農作物への放射能汚染の実態を
紹介します。

6時間 平成26年8月1日

教諭

中学校・高等学
校（家庭科）教諭

6,000円

30人

平成26年3月17日～
平成26年4月18日

平263005550601号

024-932-4848

http://www.koriyama
-kgc.ac.jp

福島大学

福島大学

福島大学

福島大学

郡山女子大学

郡山女子大学

郡山女子大学

福島県郡山市

6時間 平成26年10月4日

12時間
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平成26年10月4日～
平成26年10月5日

平成２６年度（第２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

いわき短期大学

講習の名称

子どもの豊かな発達を支えるた
めに

講習の概要

本講習では、①「幼児理解と評価」②「教材研究」③「保育相
談」の３点を中心に解説する。それぞれの内容としては、①
で「発達・学力観の変遷と評価」「豊かな保育につながる幼
児理解」②では、「感性を育む音楽表現」「感性を育む造形
表現」「意欲を育む幼児体育」③では、「保育相談の基本」
「保育相談の実際」についてである。

担当講師
前 正七生(幼児教育科准教授)
鈴木 まゆみ（幼児教育科准教授）
村田 文弘（幼児教育科教授）
吉津 恭子（幼児教育科教授）
橋浦 孝明（幼児教育科講師）
小坂 徹（幼児教育科教授）
及川 千都子（幼児教育科講師）
常深 浩平（幼児教育科講師）

講習の開催地

福島県いわき
市

時間数

18時間

講習の期間

平成26年8月19日～
平成26年8月21日

対象職種 主な受講対象者

教諭

幼稚園教諭

受講料 受講人数

18,000円

40人

受講者募集期間

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平263503850603号

0246-25-9185

http://www.shkac.jp/ijc/index.htm
l

平263503952987号

024-932-4848

http://www.koriyama
-kgc.ac.jp

子どものあそびや育ちへの関与の仕方などの保育実践論
を、講義とディスカッションを通して学び合います。またバレ
上野智子（幼児教育学科教授）
郡山女子大学短 現代の子どもの教育理解と身体 エ、ジャズダンスなどの西洋的な運動や、日本の伝統芸
賀門康博（郡山女子大学附属幼稚園園長、幼
期大学部
表現
能、民俗芸能などの日本人特有の運動などから身体表現
児教育学科非常勤講師）
の多様性を学び、さらに保育者自身の自己の身体を再確認
し、現場における子どもの表現運動の向上を目指します。

福島県郡山市

6時間 平成26年7月30日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

平成26年3月17日～
90人
平成26年4月18日

子どもの病気の対処法について、子どもの体のしくみや症
状のメカニズムと関連付けて学習します。また劇的表現（ド
郡山女子大学短 現代の子どもの劇表現と健康理 ラマ）の体験を通して、自己表現やそれを他者と交流するこ 山本直樹（有明教育芸術短期大学講師）
期大学部
解
との楽しさを改めて体感し、その体験を通して、表現者とし 永瀬悦子（幼児教育学科講師）
て子どもと向き合うために必要な力、子どもに表現を促すた
めの工夫や心構えについて受講者と共に検討します。

福島県郡山市

6時間 平成26年7月31日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

90人

平成26年3月17日～
平成26年4月18日

平263503952988号

024-932-4848

http://www.koriyama
-kgc.ac.jp

身体の型取りから、その形・動勢の面白さ・美しさ・仕組みに
気付き、それらの形を組み合わせた新たな創作物の制作等
の活動を行います。造形要素を生かし、既成概念を取り
郡山女子大学短 現代の子どもの造形表現と音楽 払った豊かな発想力・造形力を身に付け、保育現場で実際 三瓶令子（幼児教育学科教授）
期大学部
表現
に生かせる力を身に付けます。また保育者自身が音楽活動 早川 仁（幼児教育学科准教授）
の「表現者」として成長するとともに、幼児の「表現を育てる
もの」として成長すること等について、ワークショップを通して
体験します。

福島県郡山市

6時間 平成26年8月1日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

90人

平成26年3月17日～
平成26年4月18日

平263503952989号

024-932-4848

http://www.koriyama
-kgc.ac.jp

福島県郡山市

6時間 平成26年7月30日

教諭

中学校・高等学
校（美術科）教諭

6,000円

15人

平成26年3月17日～
平成26年4月18日

平263503952990号

024-932-4848

http://www.koriyama
-kgc.ac.jp

【伝達のためのデザイン指導方法】では、「美術」教科の中
でデザイン領域の役割について再確認すると共に、広告表
現における考え方を授業の中で生かすことを考えます。【映
像表現－立体ゾートロープの制作】では、仮現運動や残像
郡山女子大学短
久家三夫（生活芸術科教授）
デザインの指導法及び映像表現 効果などの映像表現に関わる視覚認知の仕組みについて
期大学部
小松太志（生活芸術科講師）
講義をし、19世紀の映像玩具を中心とした映像装置の変遷
について学びます。立体ゾートロープの制作を通して、授業
現場において映像表現を導入する可能性について探りま
す。

福島県郡山市

6時間 平成26年7月31日

教諭

中学校・高等学
校（美術科）教諭

6,000円

15人

平成26年3月17日～
平成26年4月18日

平263503952991号

024-932-4848

http://www.koriyama
-kgc.ac.jp

一般的に日本は木の文化といわれています。木造建造物
や仏像、また様々な生活用品として、身近な素材であるとと
もに、木の性質、しなやかさや抵抗感、肌合いなど、彫刻材
郡山女子大学短
料として造形する上でもとても魅力的な素材です。本講習で
木を用いた授業の指導について
黒沼 令（生活芸術科講師）
期大学部
は木彫作品の制作を通して、木材の性質、道具の種類や扱
い方など木彫の基本的な技能の習得と、中学生や高校生を
対象とした授業素材としての木の性質的魅力や制作過程に
おける教育的意義などを検討することを目標とします。

福島県郡山市

6時間 平成26年8月1日

教諭

中学校・高等学
校（美術科）教諭

6,000円

15人

平成26年3月17日～
平成26年4月18日

平263503952992号

024-932-4848

http://www.koriyama
-kgc.ac.jp

郡山女子大学短
指導法・楽器論・編曲法Ⅰ
期大学部

音楽科指導法では、新学習指導要領における「Ａ表現」と
「Ｂ鑑賞」の各活動と「共通事項」の解説と、それをどう関連
岡部富士夫（音楽科教授）
させ授業を展開させていくのかを実践します。器楽論、編曲
磯部哲夫（音楽科講師）
法Ⅰでは各楽器の特性を理解した上で、移調楽器の考え
南川 肇（音楽科講師）
方、和声法との関連を理論的に学び、編曲法Ⅱの実践に結
びつけます。

福島県郡山市

6時間 平成26年7月30日

教諭

中学校・高等学
校（音楽科）教諭

6,000円

30人

平成26年3月17日～
平成26年4月18日

平263503952993号

024-932-4848

http://www.koriyama
-kgc.ac.jp

郡山女子大学短
編曲法Ⅱ・歌唱法・伴奏法
期大学部

編曲法Ⅱでは編曲法Ⅰで学んだ理論をもとに編曲の実践を
実習します。また編曲の過程で生ずる様々な問題について
岡部富士夫（音楽科教授）
話し合い、解決の糸口を探ります。歌唱法では発声指導の
深谷登喜子（音楽科教授）
基礎と応用、感性を歌唱で表現するための歌唱指導法、歌
磯部哲夫（音楽科講師）
曲の歌唱演奏法を実践します。伴奏法では教科書の楽曲、
コンクール等の合唱、その他の伴奏法について学びます。

福島県郡山市

6時間 平成26年7月31日

教諭

中学校・高等学
校（音楽科）教諭

6,000円

30人

平成26年3月17日～
平成26年4月18日

平263503952994号

024-932-4848

http://www.koriyama
-kgc.ac.jp

郡山女子大学短
指揮法の基本と応用
期大学部

指揮の基本では実際の指揮法の基礎について学び、形式
や和声法などの楽曲分析を行うことによって楽曲を演奏に
岡部富士夫（音楽科教授）
結びつけていくテクニックについて学びます。また指揮の応
深谷登喜子（音楽科教授）
用では実習を通して現在抱えている問題や悩みについて共
に考えます。

教諭

中学校・高等学
校（音楽科）教諭

6,000円

平成26年3月17日～
30人
平成26年4月18日

平263503952995号

024-932-4848

http://www.koriyama
-kgc.ac.jp

郡山女子大学短
好きな絵をハートで書く
期大学部

「上手い絵」と「いい絵」は必ずしも同じではありません。大
人は何故、幼児の素朴な絵に感動するのでしょう。不器用
な手先に拙い技法。でもそこには純粋な気持ちと生き生きと
した心が感じ取れます。本講座ではご自身の、思い出の写
真をコピー機で自由に拡大・縮小しバランスを見ながら切っ 浅野 章（生活芸術科教授）
たり、ちぎったりしてボール紙台紙に貼り込んでいき、さらに
彩色をして完成へと向かいます。ここでは拡大・縮小したも
のを組み合わせることによる「意外性」を体験し自分だけ
の、ときめくような独創的世界を創りだしていきます。

福島県郡山市

6時間 平成26年8月1日
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平成２６年度（第２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

いわき市教育委
員会

いわき市教育委
員会

いわき市教育委
員会

いわき市教育委
員会

いわき市教育委
員会

いわき市教育委
員会

いわき市教育委
員会

いわき市教育委
員会

いわき市教育委
員会

いわき市教育委
員会

いわき市教育委
員会

いわき市教育委
員会

いわき市教育委
員会

いわき市教育委
員会

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

授業力向上講座 小学校国語

学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するとと
もに、国語科指導の課題と改善点を分析する。また、言語
活動の充実を図るための授業づくりについて協議し、具体
的に「単元を貫く言語活動」を位置づけた指導計画の作成
や授業について演習を通して研修を深め、より一層の指導
力の向上を図る。

岡 亮(いわき市教育委員会学校教育課指導主
事）
福島県いわき
吉田 紀文(いわき市教育委員会総合教育セン 市
ター指導主事）

6時間 平成26年7月22日

教諭

小学校教諭向け

0円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月15日

平265007451052号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

授業力向上講座 小学校社会

馬渕 章（いわき市教育委員会総合教育セン
学習指導要領の趣旨や内容について理解を深め、演習等
ター所長、元いわき市教育委員会学校教育課
を通して、社会に関する専門的な資質・能力の向上を図る。
福島県いわき
指導主事）
また、今日的教育課題を考察することで、今後の授業への
市
髙野 淳一（いわき市教育委員会学校教育課指
改善策を見いだすことができるようにする。
導主事）

6時間 平成26年7月23日

教諭

小学校教諭向け

0円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月15日

平265007451053号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

授業力向上講座 小学校算数

講義及び演習を通して、算数教育の今日的課題や「改善方
針」の理解を図るとともに、学習指導要領で求められている
「学力」を児童が主体的に身に付けることができる授業を目
新井 達也（いわき市教育委員会総合教育セン 福島県いわき
指す。特に、小・中の指導内容の効果的な接続、問題解決
ター指導主事）
市
的な学習過程において児童の自己学習力や自己評価能力
を育てる「学習評価」や「学習指導（算数的活動）」の在り方
についての総合的な知見と実践力を高める講習とする。

6時間 平成26年7月22日

教諭

小学校教諭向け

0円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月15日

平265007451054号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

授業力向上講座 小学校理科

小学校理科の指導にあたって、学習指導要領の趣旨や内
容について理解を深め、実験や観察などの演習を通して、
理科に関する専門的な資質・能力の向上を図る。また、今
日的教育課題を考察することで、今後の授業への改善策を
見いだすことができるようにする。

後藤 幸一（いわき市教育委員会学校教育課指
導主事）
福島県いわき
新家 久永（いわき市教育委員会総合教育セン 市
ター指導主事）

6時間 平成26年7月23日

教諭

小学校教諭向け

0円

平成26年4月8日～
20人
平成26年4月15日

平265007451055号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

授業力向上講座 中学校国語

学習指導要領の趣旨や内容の基礎的事項を確認するとと
もに、国語科指導の課題と改善点を分析する。また、言語
活動の充実を図るための授業づくりについて協議し、具体
的に「単元を貫く言語活動」を位置づけた指導計画の作成
や授業について演習を通して研修を深め、より一層の指導
力の向上を図る。

岡 亮（いわき市教育委員会学校教育課指導主
事）
福島県いわき
吉田 紀文（いわき市教育委員会総合教育セン 市
ター指導主事）

6時間 平成26年8月1日

教諭

中学校国語教諭
向け

0円

15人

平成26年4月8日～
平成26年4月15日

平265007451056号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

授業力向上講座 中学校社会

馬渕 章（いわき市教育委員会総合教育セン
学習指導要領の趣旨や内容について理解を深め、演習等
ター所長、元いわき市教育委員会学校教育課
を通して、社会に関する専門的な資質・能力の向上を図る。
福島県いわき
指導主事）
また、今日的教育課題を考察することで、今後の授業への
市
平山 明裕（いわき市教育委員会学校教育課指
改善策を見いだすことができるようにする。
導主事）

6時間 平成26年8月1日

教諭

中学校社会教諭
向け

0円

15人

平成26年4月8日～
平成26年4月15日

平265007451057号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

授業力向上講座 中学校数学

講義及び演習を通して、数学教育の今日的課題や「改善方
針」の理解を図るとともに、学習指導要領で求められている
「学力」を生徒が主体的に身に付けることができる授業を目
新井 達也（いわき市教育委員会総合教育セン 福島県いわき
指す。特に、小・中の指導内容の効果的な接続、問題解決
ター指導主事）
市
的な学習過程において生徒の自己学習力や自己評価能力
を育てる「学習評価」や「学習指導（数学的活動）」の在り方
についての総合的な知見と実践力を高める講習とする。

6時間 平成26年8月1日

教諭

中学校数学教諭
向け

0円

20人

平成26年4月8日～
平成26年4月15日

平265007451058号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

授業力向上講座 中学校理科

中学校理科の指導にあたって、学習指導要領の趣旨や内
容について理解を深め、実験や観察などの演習を通して、
理科に関する専門的な資質・能力の向上を図る。また、今
日的教育課題を考察することで、今後の授業への改善策を
見いだすことができるようにする。

後藤 幸一（いわき市教育委員会学校教育課指
導主事）
福島県いわき
新家 久永（いわき市教育委員会総合教育セン 市
ター指導主事）

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校理科教諭
向け

0円

15人

平成26年4月8日～
平成26年4月15日

平265007451059号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

授業力向上講座 中学校英語

教科の本質に迫る授業の設計や教科の特性を生かした授
業の展開など、授業のあり方についての理解を深める。更
に、学習指導要領の趣旨や内容について理解を深め、演習
などを通して英語に関するより専門的な資質・能力の向上を
図る講習とする。

堀越 綾子（いわき市教育委員会学校教育課指
導主事）
福島県いわき
菊田 啓希（いわき市教育委員会学校教育課指 市
導主事）

6時間 平成26年8月1日

教諭

中学校英語教諭
向け

0円

15人

平成26年4月8日～
平成26年4月15日

平265007451060号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

カウンセリング基礎講座

教育相談において、個の内面に働きかける技法であるカウ
ンセリングの基本的な知識・技能についての講義・演習を通
して、児童生徒理解や望ましい対応等についての研修を行 渡邉 信貴（いわき市教育委員会総合教育セン 福島県いわき
う。また、児童生徒の社会的スキルを育て、支え合い、励ま ター指導主事）
市
し合える関係を作るための手法を学び、より一層の指導力
の向上を図る。

6時間 平成26年7月28日

教諭
小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭向け

0円

70人

平成26年4月8日～
平成26年4月15日

平265007451061号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

学校教育相談講座①

学校教育相談の進め方や生かし方等の基礎的な知識・理
解の習得を図る講義・演習を通して、自己理解、他者理解を
渡邉 信貴（いわき市教育委員会総合教育セン 福島県いわき
深める集団づくりや学校組織体制の確立、児童生徒理解、
ター指導主事）
市
望ましい対応等についての研修を深め、より一層の指導力
の向上を図る。

6時間 平成26年7月29日

教諭
小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭向け

0円

70人

平成26年4月8日～
平成26年4月15日

平265007451062号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

学校教育相談講座②

教育相談を生かした問題行動の早期発見・早期対応につい
てのグループ協議を行う。また、校内支援体制作りや児童
渡邉 信貴（いわき市教育委員会総合教育セン 福島県いわき
生徒理解、Ｑ－Ｕテストを活用した学級づくりについての理
ター指導主事）
市
論や指導実践等の講義を通して、教育相談のリーダー的資
質を高める。

6時間 平成26年8月21日

教諭
小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭向け

0円

70人

平成26年4月8日～
平成26年4月15日

平265007451063号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

発達障がい教育講座

ＬＤやＡＤＨＤ、自閉症スペクトラム等の発達障がいの概要
や特性について確認するとともに、発達障がいを有すると思
渡邉 信貴（いわき市教育委員会総合教育セン 福島県いわき
われる児童生徒の実態及びそれに対する支援策や校内体
ター指導主事）
市
制づくり、関係機関との効果的な連携等について理解を深
める。

6時間 平成26年8月5日

教諭
小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭向け

0円

70人

平成26年4月8日～
平成26年4月15日

平265007451064号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/

経済教育講座

鈴木 和美（いわき市教育委員会学校教育課指
児童生徒が「社会の仕組みや経済の働き」を正しく理解し、
導係長、元いわき市教育委員会学校教育課指
主体的に社会で自立できる力を育むためのワークショップを
福島県いわき
導主事）
体験したり、経済教育の意義を理解したりすることを通して、
市
福羽 由佳子（いわき市教育委員会総合教育セ
経済教育のより一層の指導力の向上を図る。
ンター指導主事）

6時間 平成26年8月20日

0円

70人

平成26年4月8日～
平成26年4月15日

平265007451065号

0246-22-3705

http://www.iwakiec.fks.ed.jp/
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教諭

小・中学校教諭
向け

平成２６年度（第２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

公益財団法人全
日本私立幼稚園
保育現場での質を高める
幼児教育研究機
構

幼稚園教諭を受講対象者とする。園内研修の再構築及び
同僚性を深めることを目的とし、園としての保育の自己点
検・自己評価の具体的な方法について理解を深め､園内研
修での自己点検・自己評価の具体的な取り組みについて実
践を通して考察し、さらに同僚性を深めていく具体的な方法
について実践を通しながら現状と課題について考察し、より
望ましい園内研修のあり方について学ぶ事を目的としてい
る。

茨城大学

新課題講習１

本学教育学部臨床心理学の研究・教育に携わっている3名
岸 良範（教育学研究科教授）
の講師が担当し、学校臨床心理学の理論と実践を、児童生
守屋 英子（教育学研究科教授）
徒の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、教育活動
金丸 隆太（教育学研究科准教授）
（相談）に生かす方法を学ぶ。

茨城県水戸市

6時間 平成26年5月31日

新課題講習１

本学教育学部臨床心理学の研究・教育に携わっている3名
岸 良範（教育学研究科教授）
の講師が担当し、学校臨床心理学の理論と実践を、児童生
守屋 英子（教育学研究科教授）
徒の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、教育活動
金丸 隆太（教育学研究科准教授）
（相談）に生かす方法を学ぶ。

茨城県水戸市

新課題講習２

本学教育学部で臨床心理学の研究・教育に携わっている講
師が、教室内での生徒間の人間関係を発展させ、豊かなこ
正保 春彦（教育学研究科教授）
ころを育てる技法とマインドについて児童生徒の心身の発
達や人間形成上の課題を踏まえ、講義と演習を行う。

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

高橋昇(原釜幼稚園理事長・園長,仙台青葉学
院短期大学非常勤講師,近畿大学豊岡短期大
学通信教育部非常勤講師)
福島県福島市
賀門康博(郡山女子大学附属幼稚園園長,郡山
女子大学短期大学部非常勤講師)

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

7,500円

40人

平成26年3月17日～
平成26月3月31日

平268134050641号

03-3237-1957

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

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

50人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553065号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

6時間 平成26年8月20日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

50人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553066号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城県水戸市

6時間 平成26年5月31日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

40人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553067号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

新課題講習２

本学教育学部で臨床心理学の研究・教育に携わっている講
師が、教室内での生徒間の人間関係を発展させ、豊かなこ
正保 春彦（教育学研究科教授）
ころを育てる技法とマインドについて児童生徒の心身の発
達や人間形成上の課題を踏まえ、講義と演習を行う。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月20日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

25人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553068号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

新課題講習３

通常の学級に在籍する発達障害児への支援が注目されて
いる。本講義では、本学教育学部で障害児教育の研究・教
育に携わっている2名の講師により、発達障害児に関わる 勝二 博亮（教育学部准教授）
我が国の施策から脳科学的知見を含む発達障害に関わる 東絛 吉邦（教育学部 教授）
最新知見を紹介し、彼らにいかなる支援が必要か、児童生
徒の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成26年5月31日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

50人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553069号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

新課題講習３

通常の学級に在籍する発達障害児への支援が注目されて
いる。本講義では、本学教育学部で障害児教育の研究・教
育に携わっている2名の講師により、発達障害児に関わる 勝二 博亮（教育学部准教授）
我が国の施策から脳科学的知見を含む発達障害に関わる 東絛 吉邦（教育学部 教授）
最新知見を紹介し、彼らにいかなる支援が必要か、児童生
徒の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月20日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

50人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553070号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

新課題講習３

通常の学級に在籍する発達障害児への支援が注目されて
いる。本講義では、本学教育学部で障害児教育の研究・教
育に携わっている2名の講師により、発達障害児に関わる 勝二 博亮（教育学部准教授）
我が国の施策から脳科学的知見を含む発達障害に関わる 東絛 吉邦（教育学部 教授）
最新知見を紹介し、彼らにいかなる支援が必要か、児童生
徒の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成26年12月25日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553071号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

新課題講習４

本学教育学部で、教育方法学の立場から現代の子どもに
ついて研究・教育に携わっている講師が児童生徒の心身の
発達や人間形成上の課題を踏まえ、前半は、なぜ現代の子
どもたちが変わったように見えるのか、社会の変化を理解 生越 達（教育学部教授）
することを通して、子どもたちの問題行動のなかに隠された
意味を講じる。後半は、子どもたちをどのように理解したらよ
いのか、具体的な事例を取り上げながら講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成26年5月31日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

50人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553072号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

新課題講習４

本学教育学部で、教育方法学の立場から現代の子どもに
ついて研究・教育に携わっている講師が児童生徒の心身の
発達や人間形成上の課題を踏まえ、前半は、なぜ現代の子
どもたちが変わったように見えるのか、社会の変化を理解 生越 達（教育学部教授）
することを通して、子どもたちの問題行動のなかに隠された
意味を講じる。後半は、子どもたちをどのように理解したらよ
いのか、具体的な事例を取り上げながら講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月20日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

50人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553073号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

新課題講習４

本学教育学部で、教育方法学の立場から現代の子どもに
ついて研究・教育に携わっている講師が児童生徒の心身の
発達や人間形成上の課題を踏まえ、前半は、なぜ現代の子
どもたちが変わったように見えるのか、社会の変化を理解 生越 達（教育学部教授）
することを通して、子どもたちの問題行動のなかに隠された
意味を講じる。後半は、子どもたちをどのように理解したらよ
いのか、具体的な事例を取り上げながら講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成26年12月25日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

40人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553074号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

新課題講習５

本学教育学部で情報教育の研究・教育に携わっている講師
が、本講習では、学校教育における情報教育のこれからの
課題について児童生徒の心身の発達や人間形成上の課題
を踏まえ、新学習指導要領と教育の情報化、文科省新「情 本田 敏明（教育学部教授）
報教育の手引き」等の動向を中心に講義し、また、授業で役
立つ情報の教育内容と方法について、実習を交えて講じ
る。

茨城県水戸市

6時間 平成26年5月31日

6,000円

50人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553075号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

6時間 平成26年5月24日
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教諭

教諭

幼稚園教諭

養護教諭・栄養
教諭を除く全教諭

平成２６年度（第２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

新課題講習５

本学教育学部で情報教育の研究・教育に携わっている講師
が、本講習では、学校教育における情報教育のこれからの
課題について、新学習指導要領と教育の情報化、文科省新
本田 敏明（教育学部教授）
「情報教育の手引き」等の動向を中心に講義し、また、授業
で役立つ情報の教育内容と方法について、実習を交えて講
じる。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月20日

新課題講習６

児童生徒の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、前
半は、本学教育学部で体育社会学の研究・教育に携わって
いる講師が、新しい学校体育の課題を生涯スポーツの視点
日下 裕弘（教育学部教授）
からライフステージ別に「身体」「体験活動」を軸に講じる。後
渡邊 將司（教育学部准教授）
半は、本学教育学部で発育発達学・形態学の研究・教育に
携わっている講師が、おもに小学生から中学生の体力の発
達、トレーニング法やその効果に関して講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成26年5月31日

新課題講習７

児童生徒の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、前
半は、本学教育学部で体育社会学の研究・教育に携わって
いる講師が、新しい学校体育の課題を生涯スポーツの視点
からライフステージ別に「身体」「体験活動」を軸に講じる。後 日下 裕弘（教育学部教授）
半は、本学教育学部で運動生理学の研究・教育に携わって 松坂 晃（教育学部教授）
いる講師が、子どもの肥満や体力・運動に関する現状を紹
介しながら、体育が「豊かなスポーツライフの実現」をめざす
背景について講じる。

茨城県水戸市

新課題講習８

本学教育学部で人間環境教育の研究・教育に携わっている
講師が、児童生徒の心身の発達や人間形成上の課題を踏
まえ、前半はコミュニケーションの媒体として身体の持つ意
加藤 敏弘（教育学部准教授）
味を非言語コミュニケーションを理解することから考え、後半
はコーチングの基本を学び、各種ワークシートを用いて学校
現場でのコーチングについて講じる。

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

6,000円

25人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553076号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

小・中・高教諭
教諭
（体育・保健）・養
養護教諭
護教諭

6,000円

50人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553077号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

6時間 平成26年8月20日

小・中・高教諭
教諭
（体育・保健）・養
養護教諭
護教諭

6,000円

50人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553078号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城県水戸市

6時間 平成26年5月31日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

50人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553079号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

新課題講習８

本学教育学部で人間環境教育の研究・教育に携わっている
講師が、児童生徒の心身の発達や人間形成上の課題を踏
まえ、前半はコミュニケーションの媒体として身体の持つ意
加藤 敏弘（教育学部准教授）
味を非言語コミュニケーションを理解することから考え、後半
はコーチングの基本を学び、各種ワークシートを用いて学校
現場でのコーチングについて講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月20日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

50人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553080号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

新課題講習９

本学教育学部で人間環境教育の研究・教育に携わっている
講師が、小学校、中学校段階から哲学・倫理学的思考を行
い、身につけていくということについて、道徳や特別活動、
木村 競（教育学部教授）
生徒指導に活かして「生きる力」を育てるという観点から、実
践例も紹介しつつ、その意義と可能性について児童生徒の
心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月20日

教諭
小・中教諭、養護
養護教諭
教諭、栄養教諭
栄養教諭

6,000円

50人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553081号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

新課題講習１０

前半では, 生物圏の環境と生物の多様性について解説し,
生物の絶滅の危機と保全について考えます。後半では, 自
然の恵み（生態系サービス）にはどのようなものがあるか確 山村 靖夫（理学部教授）
認し, 持続的な利用の可能性, 地球環境変化が生態系に及
ぼす影響について考察します。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小・中・高教諭
（理科）

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553082号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

新課題講習１１

間違い（誤り、エラー）の意義を解説します。間違いは排除
すべきものと考えてしまいがちですが、間違いは知性を支え
る重要な特性であると見ることもできます。この講習では間
違いを科学します。科学技術の歴史における失敗から学ん 矢内 浩文（工学部准教授）
だ事例と小・中・高を対象に講師が実践してきた金属材料の 横田 仁志（工学部講師）
簡単な実験を紹介する。鋼の焼き入れ、形状記憶効果等を
体感する実験を通して、座学では得られない実験の効果に
ついて説明する。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小・中・高教諭
（理科）

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553083号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

新課題講習１２

微生物は古くから、酒、醤油などわれわれの身近な食品に
利用されています。また、生体触媒である酵素は食品のみ
にならず、近年では洗剤、診断薬などさまざまな分野に利用
されています。本講義では微生物と酵素の利用技術につい 長南 茂（農学部准教授）
て解説します。環境、農業、食にかかわる問題について、近 伊丹 一浩（農学部准教授）
現代を中心に歴史的に解説し、人間の健康やいのちに関わ
る、これら問題への対応の模索において必要となる知見を
講義します。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小・中・高教諭
（理科）

6,000円

40人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553084号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

新展開講習（英語コース）１

小学校外国語活動の指導、英語の教科指導、生徒指導、
教育内容の充実を目指すこの講習は、前半は「小学校外国
猪井 新一（教育学部教授）
語活動」、後半は「コミュニケーション・コンセプト：教師と生徒
ドラコス・ジョセフ（非常勤講師）
のスピーキング力向上のためのアイディア」について受講す
る。

茨城県水戸市

6時間 平成26年6月14日

教諭

小・中・高教諭
（英語）

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553085号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

新展開講習（英語コース）２

英語の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
齋藤 英敏（教育学部准教授）
講習は、前半は「英語科実践研究報告をどう書くか」、後半
トゥール・ティモシー・デニス（非常勤講師）
は「英語授業の手法」について受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成26年6月28日

教諭

中・高教諭（英
語）

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553086号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

新展開講習（英語コース）３

小学校外国語活動の指導、英語の教科指導、生徒指導、
教育内容の充実を目指すこの講習は、前半は「小学校外国 猪井 新一（教育学部教授）
語活動」、後半は「イギリス文学・文化と英語テキストそして 小林 英美（教育学部准教授）
異文化理解」について受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小・中・高教諭
（英語）

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553087号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学
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教諭

養護教諭・栄養
教諭を除く全教諭

平成２６年度（第２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

英語の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、前半は「文を作る仕組みと単語を作る仕組み」、後 竝木 崇康（教育学部教授）
半は「アメリカ文学・文化と英語テキストそして異文化理解」 君塚 淳一（教育学部教授）
について受講する。

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

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中・高教諭（英
語）

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

田中 健次（教育学部教授）
神部 智（教育学部教授）

茨城県水戸市

6時間 平成26年6月14日

教諭

小・中・高教諭
（音楽）

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

藤田 文子（教育学部准教授）
佐藤 篤（教育学部教授）

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小・中・高教諭
（音楽）

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

谷川 佳幸（教育学部准教授）
山口 哲人（教育学部准教授）

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小・中・高教諭
（音楽）

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

新展開講習（家庭コース）１

家庭科の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこ
の講習は、前半は、衣環境に関する最新の情報を取り上
げ、講義と実験をとおして理解を深める。後半は、サスティ 木村 美智子（教育学部教授）
ナブル時代に要求される住生活、住環境のあり方について 乾 康代（教育学部教授）
講義と演習を行う。演習として、安全な住まいをテーマに、
簡単な住宅模型の製作と実験を行う。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小・中・高教諭
（家庭）

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

茨城大学

新展開講習（家庭コース）２

中・高家庭科教員を対象としたこの講習は、家庭科食分野
の教育の充実を目指し、今後力を入れるべき食の時事問題
の教育を中心に扱う。近年注目されている食のトピックス
（食の安全、食文化教育、食による環境負荷、など）につい
て、教育に取り入れるべき内容を講義にて整理し、更にこの
西川 陽子（教育学部准教授）
ような内容を実技教育に取り入れる方法について、実践的
に実習の形で学ぶ。なお、内容は中・高家庭科食分野の教
育を基礎としているが、小学校からの食育指導においても
十分生かせる内容であることから、栄養教諭も対象としてい
る。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月22日

教諭
中・高教諭（家
栄養教諭 庭） 栄養教諭

6,000円

25人

茨城大学

新展開講習（技術・工業・情報
コース）１

技術・工業・情報の教科指導、生徒指導、教育内容の充実
を目指すこの講習は、前半は「技術科の指導と評価」、後半 工藤
は「栽培とものづくり・情報とものづくり」について受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小・中・高教諭
（技術・工業・情
報）

6,000円

茨城大学

新展開講習（技術・工業・情報
コース）２

技術・工業・情報の教科指導、生徒指導、教育内容の充実
を目指すこの講習は、前半は「金属とものづくり・木材ともの
づくり」、後半は「機械とものづくり・電気電子とものづくり」に
ついて受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小・中・高教諭
（技術・工業・情
報）

茨城大学

国語の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
昌子 佳広（教育学部教授）
新展開講習（国語・書道コース）１ 講習は、前半は「ICT教育を意識した国語科授業」、後半は
橋浦 洋志（教育学部教授）
「詩をどう読むか」を受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成26年6月14日

教諭

茨城大学

国語および書道（書写を含む）の教科指導、生徒指導、教育
内容の充実を目指すこの講習は、前半は「国語科の協働学 鈴木 一史（教育学部准教授）
新展開講習（国語・書道コース）２
習」、後半は「書字に関する学習指導について」を受講す
齋木 久美（教育学部准教授）
る。

茨城県水戸市

6時間 平成26年6月28日

茨城大学

国語の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、前半は、「ICT教育を意識した国語科授業」、後半 昌子 佳広（教育学部教授）
新展開講習（国語・書道コース）３
は「中国文言小説（漢文で書かれた小説）を読む」を受講す 増子 和男（教育学部教授）
る。

茨城県水戸市

鈴木 一史（教育学部准教授）
川嶋 秀之（教育学部教授）

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

平261001553092号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553093号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553094号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553095号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

小・中・高教諭
（国語）

6,000円

60人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553096号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

教諭

小・中・高教諭
（国語・書道）

6,000円

60人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553097号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

6時間 平成26年8月21日

教諭

小・中・高教諭
（国語）

6,000円

60人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553098号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小・中・高教諭
（国語）

6,000円

60人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

曽我 日出夫（教育学部教授）
栗原 博之（教育学部准教授）

茨城県水戸市

6時間 平成26年6月28日

教諭

小・中・高教諭
（算数・数学）

6,000円

60人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

算数・数学の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
すこの講習は、前半は「算数・数学の実践的課題、指導
鈴木 芳夫（非常勤講師）
新展開講習（算数・数学コース）２
法」、後半は「解析学のトピックから（主として中高等学校）」 梅津 健一郎（教育学部教授）
について受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小・中・高教諭
（算数・数学）

6,000円

60人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小・中・高教諭
（算数・数学）

6,000円

60人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城県水戸市

6時間 平成26年6月14日

教諭

小・中・高教諭
（社会・公民）

6,000円

60人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

新展開講習（音楽コース）１

茨城大学

新展開講習（音楽コース）２

茨城大学

新展開講習（音楽コース）３

茨城大学

茨城大学

茨城大学

茨城大学

ＵＲＬ

http://www.ibaraki.
ac.jp/

新展開講習（英語コース）４

茨城大学

平261001553088号

電話番号

029-228-8802

茨城大学

茨城大学

認定番号

音楽科の教科指導、生徒指導、教科内容の充実を目指すこ
の講習は、前半で「音楽科の授業づくり」後半は「クラシック
音楽の魅力」について受講する。
音楽科の教科指導、生徒指導、教科内容の充実を目指すこ
の講習は、前半で「楽しくためになる歌唱指導」後半は「ピア
ノを活用したソルフェージュ」について受講する。
音楽科の教科指導、生徒指導、教科内容の充実を目指すこ
の講習は、前半で「発声法と歌唱」後半は「編曲法」につい
て受講する。

国語の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
新展開講習（国語・書道コース）４ 講習は、前半は「国語科の協働学習」、後半は「言葉の意味
を探る」を受講する。
算数・数学の教科指導、教育内容の充実を目指すこの講習
新展開講習（算数・数学コース）１ は、前半は「世の中における数字の活用」、後半は「幾何学
の話題から」について受講する。

雄司（教育学部教授）

野崎英明（教育学部教授）
臼坂高司（教育学部講師）
安田健一（教育学部特任教授）
榊 守（教育学部教授）

算数・数学の教科指導、教育内容の充実を目指すこの講習
新展開講習（算数・数学コース）３ は、興味ある数学の問題をもとに「数学的な思考力・判断
笠原 勇（非常勤講師）
力・表現力を育てる指導」について受講する。
社会科の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこ
新展開講習（社会・地歴・公民
村山 朝子（教育学部教授）
の講習は、前半は「社会科教育学」、後半は「公民分野」に
コース）１
蓮井 誠一郎（人文学部准教授）
ついて受講する。

平261001553089号
平261001553090号
平261001553091号

平261001553099号
平261001553100号
平261001553101号
平261001553102号
平261001553103号

茨城大学

新展開講習（社会・地歴・公民
コース）２

社会科の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこ
の講習は、「地理学」について受講する。午前中は、城下町 小野寺 淳（教育学部教授）
の見方・考え方を講義し、午後は水戸市内を歩きながら、実 小原 規宏（人文学部准教授）
地に指導する。

茨城県水戸市

6時間 平成26年6月28日

教諭

小・中・高教諭
（社会・地歴）

6,000円

60人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553104号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

新展開講習（社会・地歴・公民
コース）３

社会科の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこ
木村 勝彦（教育学部教授）
の講習は、前半は、「社会科教育学」、後半は「地理学」につ
大島 規江（教育学部准教授）
いて受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小・中・高教諭
（社会・地歴）

6,000円

60人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553105号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

新展開講習（社会・地歴・公民
コース）４

社会科の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指すこ
の講習は、前半は、日本列島の歴史を含む世界史（特にア
ジアを中心とした前近代史に重点を置く）、後半は「近年注 澁谷 浩一（人文学部教授）
目されているテーマや最新の研究成果から見た日本史」に
ついて受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小・中・高教諭
（社会・地歴）

6,000円

60人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553106号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学
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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

茨城大学

新展開講習（図工・美術・工芸
コース）１

図工・美術・工芸の教科指導、生徒指導、教育内容の充実
を目指すこの講習は、「図画工作科・美術科・工芸科教育の 金子 一夫（教育学部教授）
新展開」について、表現主題論、鑑賞理論等及びデザイン 島田裕之（教育学部教授）
の実践的内容を中心に受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小・中・高教諭
（図工・美術・工
芸）

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553107号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

新展開講習（図工・美術・工芸
コース）２

図工・美術・工芸の教科指導、生徒指導、教育内容の充実
を目指すこの講習は、「図画工作科・美術科・工芸科教育の 小泉 晋弥（教育学部教授）
新展開」について、美術館教育・鑑賞教育方法等及び彫刻 島 剛（教育学部准教授）
の実践的内容を中心に受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小・中・高教諭
（図工・美術・工
芸）

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553108号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

体育・保健の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
吉野 聡 （教育学部准教授）
新展開講習（体育・保健コース）１ すこの講習は、前半は「保健体育総論」、後半は「陸上運動
渡邊 將司（教育学部准教授）
の学習指導」について受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成26年6月14日

教諭

小・中・高教諭
（体育・保健）

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553109号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

体育・保健の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
新展開講習（体育・保健コース）２ すこの講習は、前半は「体ほぐし運動の理論と実践」、後半 加藤 敏弘（教育学部准教授）
は「バスケットボールの学習指導」について受講する。

茨城県水戸市

6時間 平成26年6月28日

教諭

小・中・高教諭
（体育・保健）

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553110号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

6,000円

平成26年3月21日～
30人
平成26年4月9日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

体育・保健の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
新展開講習（体育・保健コース）３ すこの講習は、前半は「保健体育総論」、後半は「ダンスの
学習指導」について受講する。
体育・保健の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
新展開講習（体育・保健コース）４ すこの講習は、前半は「ソフトバレーボールの学習指導」、
後半は「水泳の学習指導」について受講する。

平261001553111号
平261001553112号

吉野 聡（教育学部准教授）
篠田 明音（教育学部講師）

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小・中・高教諭
（体育・保健）

勝本 真（教育学部教授）
富樫 泰一（教育学部教授）

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小・中・高教諭
（体育・保健）

茨城大学

特別活動における教育内容の充実を目指すこの講習は、
「特別活動の今日的課題と実践」について講ずる。児童生
新展開講習（道徳・特別活動コー
徒の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、特別活動
ス）１
の課題を理解するとともに、学校組織全体として実践の充
実を図る方法について講義する。

杉本 憲子（教育学部准教授）

茨城県水戸市

6時間 平成26年6月14日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553113号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

特別活動における教育内容の充実を目指すこの講習は、
「特別活動の今日的課題と実践」について講ずる。児童生
新展開講習（道徳・特別活動コー
徒の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、特別活動
ス）１
の課題を理解するとともに、学校組織全体として実践の充
実を図る方法について講義する。

杉本 憲子（教育学部准教授）

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月22日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553114号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

特別活動における教育内容の充実を目指すこの講習は、
「特別活動の今日的課題と実践」について講ずる。児童生
新展開講習（道徳・特別活動コー
徒の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、特別活動
ス）１
の課題を理解するとともに、学校組織全体として実践の充
実を図る方法について講義する。

杉本 憲子（教育学部准教授）

茨城県水戸市

6時間 平成26年12月26日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

40人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553115号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

道徳教育における教育内容の充実を目指すこの講習は、
「道徳教育の今日的課題と実践」について講ずる。児童生
新展開講習（道徳・特別活動コー
徒の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、道徳教育
ス）２
の課題を理解するとともに、学校組織全体として実践の充
実を図る方法について講義する。

生越 達（教育学部教授）

茨城県水戸市

6時間 平成26年6月28日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553116号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

道徳教育における教育内容の充実を目指すこの講習は、
「道徳教育の今日的課題と実践」について講ずる。児童生
新展開講習（道徳・特別活動コー
徒の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、道徳教育
ス）２
の課題を理解するとともに、学校組織全体として実践の充
実を図る方法について講義する。

生越 達（教育学部教授）

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月21日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553117号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

道徳教育における教育内容の充実を目指すこの講習は、
「道徳教育の今日的課題と実践」について講ずる。児童生
新展開講習（道徳・特別活動コー
徒の心身の発達や人間形成上の課題を踏まえ、道徳教育
ス）２
の課題を理解するとともに、学校組織全体として実践の充
実を図る方法について講義する。

生越 達（教育学部教授）

茨城県水戸市

6時間 平成26年12月27日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

40人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553118号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

新展開講習（特別支援教育コー
ス）１

特別支援教育の教育内容の充実を目指すこの講習は、主
勝二 博亮（教育学部准教授）
として特別支援学校教員のための講習で「特別支援教育に
前川 久男（教育学部特任教授）
おける心理・生理アセスメントの活用」について講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成26年6月14日

教諭

特別支援学校教
諭

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553119号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

新展開講習（特別支援教育コー
ス）１

特別支援教育の教育内容の充実を目指すこの講習は、主
勝二 博亮（教育学部准教授）
として特別支援学校教員のための講習で「特別支援教育に
前川 久男（教育学部特任教授）
おける心理・生理アセスメントの活用」について講じる。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月21日

教諭

特別支援学校教
諭

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

平261001553120号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

新展開講習（特別支援教育コー
ス）２

荒川 智（教育学部教授）
新井 英靖（教育学部准教授）

茨城県水戸市

6時間 平成26年6月28日

教諭

特別支援学校教
諭

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

新展開講習（特別支援教育コー
ス）２

荒川 智（教育学部教授）
新井 英靖（教育学部准教授）

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月22日

教諭

特別支援学校教
諭

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

新展開講習（特別支援教育コー
ス）２

荒川 智（教育学部教授）
新井 英靖（教育学部准教授）

茨城県水戸市

6時間 平成26年12月26日

教諭

特別支援学校教
諭

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

防災・安全教育の生徒指導、教育の内容の充実を目指すこ
の講習では、前半、「心のケア」という点から教師が大災害
直後の子どもの心理的な支援をどのように行えばよいのか
新展開講習（防災・安全教育コー という点を講義した上で、子ども達自身が自分の精神的健 金丸 隆太（教育学研究科准教授）
ス）１
康を保てるようにするにはどのような指導方法があるのか 大辻 永（教育学部准教授）
について講義する。また、後半、学校安全に関する法的根
拠について触れた後、津波災害、竜巻災害、原子力防災な
どについて、具体的な指導法もいくつか交えて講義する。

茨城県水戸市

6時間 平成26年6月14日

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城大学

茨城大学

特別支援教育の生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、主として特別支援学校教員のための講習で、「特
別支援教育の新動向」について受講する。
特別支援教育の生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、主として特別支援学校教員のための講習で、「特
別支援教育の新動向」について受講する。
特別支援教育の生徒指導、教育内容の充実を目指すこの
講習は、主として特別支援学校教員のための講習で、「特
別支援教育の新動向」について受講する。
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教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

平261001553121号
平261001553122号
平261001553123号

平261001553124号

平成２６年度（第２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

茨城大学

防災・安全教育の生徒指導、教育の内容の充実を目指すこ
の講習では、前半、「心のケア」という点から教師が大災害
直後の子どもの心理的な支援をどのように行えばよいのか
新展開講習（防災・安全教育コー という点を講義した上で、子ども達自身が自分の精神的健 金丸 隆太（教育学研究科准教授）
ス）１
康を保てるようにするにはどのような指導方法があるのか 大辻 永（教育学部准教授）
について講義する。また、後半、学校安全に関する法的根
拠について触れた後、津波災害、竜巻災害、原子力防災な
どについて、具体的な指導法もいくつか交えて講義する。

茨城大学

新展開講習（幼稚園コース）１

茨城大学

新展開講習（幼稚園コース）１

茨城大学

新展開講習（幼稚園コース）１

茨城大学

新展開講習（幼稚園コース）２

茨城大学

新展開講習（幼稚園コース）２

茨城大学

茨城大学

茨城大学

講習の開催地

受講料 受講人数

受講者募集期間

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

http://www.ibaraki.
ac.jp/

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

平261001553135号

029-228-8802

http://www.ibaraki.
ac.jp/

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月11日
53137号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月11日
53138号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
理科

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月11日
53139号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

中・高・中等教育
学校・特別支援
学校（中・高）
英語

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月11日
53140号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

幼稚園教諭

6,000円

20人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

生越 達（教育学部教授）

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

生越 達（教育学部教授）

茨城県水戸市

6時間 平成26年12月26日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

幼稚園教育における幼児指導、教育内容の充実のための
講習は、「幼稚園教育の新展開」について受講する。

新井 英靖（教育学部准教授）
塩田 智代（非常勤講師）

茨城県水戸市

6時間 平成26年6月28日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

20人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

幼稚園教育における幼児指導、教育内容の充実のための
講習は、「幼稚園教育の新展開」について受講する。

新井 英靖（教育学部准教授）
塩田 智代（非常勤講師）

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

養護教諭を対象としたこの講習は、学校保健、生活指導の
充実を目指し、前半は「学校保健組織活動と関係機関の連 瀧澤 利行（教育学部教授）
新展開講習（養護教諭コース）１
携」後半は「養護教諭が行う研究のまとめと発表の方法」に 廣原 紀恵（教育学部准教授）
ついて受講をする。

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月21日

養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

斉藤 ふくみ（教育学部准教授）
青栁 直子（教育学部准教授）

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月22日

養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

大辻 永（教育学部准教授）
平松 不二夫（聖徳大学非常勤講師）

茨城県水戸市

6時間 平成26年6月28日

教諭

小学校教諭（理
科）

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

茨城県水戸市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小・中・高教諭
（理科・農業）

6,000円

35人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

6時間 平成26年8月22日

教諭

小・中・高教諭
（理科・農業）

6,000円

30人

平成26年3月21日～
平成26年4月9日

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
社会科

6,000円

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
数学・算数

茨城大学

茨城県水戸市

筑波大学

社会科・歴史教育は自国中心の目標を掲げやすく、特に歴
史教育に関する発言や教科書叙述をめぐっては外交問題
国際理解の観点から見た社会科 にまで発展したこともあります。本講習では、2000年代に入
國分 麻里(人間系准教授)
(歴史)教育
り大きく変化している韓国の歴史教育の現状、日本と韓国
の民間による歴史共通教材を取り上げながら、隣国に関す
る理解を深めます。

茨城県つくば
市

世界の授業，日本の授業～算
数・数学授業の国際比較～

教育という社会的・文化的な営みを研究するために，異なる
文化の下で行なわれる他国の教育実践と比較・対比するこ
とがあります。本講習では，算数・数学授業の国際比較研
究の知見を概観し，他国との比較を通して浮き彫りになる日
清水 美憲(人間系教授)
本の授業の優れた面を探るとともに，先人の努力によって
長い年月をかけて蓄積されてきた授業改善の工夫の意義を
見直します。講義に加え，授業ビデオの視聴による他国と日
本の授業の比較を行います。

茨城県つくば
市

理科好きな子どもを育てる授業

国内外の調査結果から日本の子どもの理科学力の現状や
理科教育の問題点とその原因の一端を明らかにし、それを
踏まえつつ、現代理科教育の目的・目標の変化を確認し、
大高 泉(人間系教授)
理科好きを育てる理科授業作りの視点を具体例に即して探
片平 克弘(人間系教授)
るとともに、学習指導要領における理科教育改善の方向と
改訂のポイントを学校段階ごとに解説する。講義形式を基
本とするが、討論・意見交換の機会を設けたい。

茨城県つくば
市

英語教師としての自己教育力ブ
ラッシュアップ

英語教師の自己教育力の基盤には、自らの言語観、言語
習得観とそれらに基づく言語指導観の確立があります。本
講座では、そのために必要な、「言語（英語）それ自体」と、 久保田 章(人文社会系教授)
「人が言語を学習する過程」、さらには「人が言語を用いて 中田 元子(人文社会系教授)
紡ぎだす社会的、文化的価値」などに対する幅広い関心と 宮腰 幸一(人文社会系准教授)
深い観察力、豊かな感受性の共有を目指し、英語学、応用
言語学、英文学の観点からアプローチします。

茨城県つくば
市

6時間 平成26年6月14日

6時間 平成26年6月14日

6時間 平成26年6月14日

6時間 平成26年6月14日
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ＵＲＬ

029-228-8802

6時間 平成26年6月14日

理科・農業の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
松川 覚（教育学部准教授）
すこの講習は、「身近な化学」について受講する。

平261001553125号

電話番号

http://www.ibaraki.
ac.jp/

茨城県水戸市

養護教諭を対象としたこの講習は、学校保健、生活指導の
新展開講習（養護教諭コース）２ 充実を目指し、前半は「健康相談理論及び方法」、後半は
「小児の生体のリズムと健康」を講じる。
理科の教科指導、生徒指導、教科内容の充実を目指すこの
新展開講習（理科コース）１
講習では、「子どもと共に考える実験方法」について受講す
る。

認定番号

029-228-8802

生越 達（教育学部教授）

幼稚園教育における幼児指導、教育内容の充実のための
講習は、「思春期までを見据えた幼児教育と新しい保育の
可能性」について受講する。
幼稚園教育における幼児指導、教育内容の充実のための
講習は、「思春期までを見据えた幼児教育と新しい保育の
可能性」について受講する。
幼稚園教育における幼児指導、教育内容の充実のための
講習は、「思春期までを見据えた幼児教育と新しい保育の
可能性」について受講する。

理科・農業の教科指導、生徒指導、教育内容の充実を目指
すこの講習は、前半の生物の分野では小中学校における
小野 義隆（教育学部教授）
新展開講習（理科・農業コース）２ 小さな生き物・微生物の学習指導の充実を目指し、後半の
上栗 伸一（教育学部准教授）
地学の分野では微生物の化石が語る地球表層環境につい
て受講する。

筑波大学

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成26年12月27日

新展開講習（理科・農業コース）１

筑波大学

講習の期間

茨城県水戸市

茨城大学

筑波大学

時間数

平261001553126号
平261001553127号
平261001553128号
平261001553129号
平261001553130号
平261001553131号
平261001553132号
平261001553133号
平261001553134号

平成２６年度（第２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

図画工作・美術教育を複眼的に
考える

図画工作・美術教育における今日的な二つの課題について
検討します。
一つは、図画工作・美術における鑑賞教育の在り方を検討
します。美術鑑賞における発達的な特徴を分析し、発達を
ふまえた鑑賞スキルの指導方法や教材づくりについて考え 石﨑 和宏(芸術系教授)
ます。
橋本 時浩(附属聴覚特別支援学校教諭)
二つめは、特別支援学校における美術教育について検討し
ます。学習指導要領の基本的な考え方をふまえ、聴覚特別
支援学校での具体的実践例をもとに指導法と教材開発につ
いて考えます。

茨城県つくば
市

進路と教育

本講習では、主として各種統計データを使いながら、我が国
の子どもたちの進路と教育をめぐる現状と課題について、よ
りマクロな視点から分析・考察していきます。その中で、フ
稲永 由紀(ビジネス科学研究科講師)
リーターやニート、不本意就学といった、近年課題となって
いる事柄についても、適宜取り扱っていきます。

茨城県つくば
市

筑波大学

特別なニーズのある子どもの理
解と支援

通常の学級における特別支援教育では，行動問題・学習問
題・精神面の問題への理解と支援，周囲の理解と啓発，そ
れらを支える校内外の支援体制の整備について，包括的に
園山 繁樹(人間系教授)
考えることが重要です。本講習では，一人一人のニーズに
米田 宏樹(人間系講師)
応じた支援のあり方について，講義，および模擬事例等を
用いた支援の実際に関するグループ討議を通して学びま
す。

筑波大学

特別支援教育の理念を実現するために、体育はどのよう
特別支援教育における体育〜障 な役割を担えるのか？障害のある児童生徒の体育の現状
齊藤 まゆみ(体育系准教授)
害のある子どもも“いきいき”でき を分析し、課題を共有する。そこから障害のある子どもも“い
澤江 幸則(体育系准教授)
る体育活動をめざして〜
きいき”できる体育活動とはどのようなものか、新しい視点で
の体育について考える

筑波大学

発達障害の子どもの特性に配慮した授業は、全ての子ども
にとってわかりやすい授業です。本講習では、発達障害の
子どもの抱える困難についての疑似体験、具体的な教材教
幼稚園や小中学校等に在籍する
安部 博志(附属大塚特別支援学校主幹教諭)
具、授業改善から学校力向上へのプロセスなどに視点をあ
気になる子への支援～発達障害
田丸 秋穂(附属桐が丘特別支援学校教諭)
て講義・演習を行います。また、肢体不自由や視覚障害の
に焦点をあてて～
宮崎 善郎(附属視覚特別支援学校教諭)
ある子どもたちへの配慮と支援についても触れます。実践
に裏打ちされた事例をもとに、特別支援教育の窓から見え
る明るい未来を展望していきましょう。

筑波大学

現代的健康課題について青少年の危険行動（①身体運動，
②食行動，③喫煙，④飲酒，⑤薬物乱用，⑥性的行動，⑦
現代的課題に対応した保健教育
交通安全上の行動，⑧暴力・武器携帯，⑨自傷行動）という 野津 有司(体育系教授)
の考え方と進め方
視点から包括的に捉え，その実態や関連要因を踏まえた学
校での保健教育の効果的な進め方について学びます。

茨城県つくば
市

筑波大学

道徳教育およびその指導法の現状を社会的・歴史的背景
から分析し、我が国における道徳教育の心理主義化の功罪
を考えます。そのうえで、心理主義の呪縛を超えて、「生きる
心の教育からの脱却と道徳教育
吉田 武男(人間系教授)
意味」や「生きがい」を子どもに見出させると同時に、教師が
教育者として輝ける、日本の伝統と文化に根づいた新しい
我が国の道徳教育のあり方について探究します。

茨城県つくば
市

筑波大学

情報コミュニケーション技術（ICT）と視聴覚メディアの教育現
場での活用を考察します。実際にパソコン教室でパソコンを
操作しながら、情報・教材の提示、音声の編集、画像サイト
ICTと視聴覚メディアの教育利用 の利用、成績記録の工夫などの実習を行います。パソコン 中園 長新(人間系特任研究員)
は使っているが、ICTについてはよく知らないという方が、今
後のICT活用を模索・計画するにあたり、新たな一歩を踏み
出していただくことを想定した実践的な講習内容です。

茨城県つくば
市

筑波大学

筑波大学

就学前の教育は、子どもたちが主体的に、自ら周りの様々
なものに働きかけて活動し、発達を図っていくことが基盤と
なります。そこで、様々な障害の特性と配慮事項を踏まえ、
高見 節子(附属視覚特別支援学校教諭)
幼児自身が必要な経験を積み重ねることができる環境づく
高橋 幸子(附属大塚特別支援学校副校長)
り、子どもの意欲を育む指導内容、指導方法の工夫につい
加藤 敦(附属久里浜特別支援学校教諭)
て、講義、演習を通じて理解を深めます。また、乳幼児教育
相談の事例をとりあげながら、家族を支える視点や具体的
支援について考えていきます。

筑波大学

就学前の子どもたちと家族への
支援

筑波大学

最近の体育授業研究の知見を基に「良い体育授業」の基礎
的条件と、自らの授業を振り返り改善するための授業分析
体育授業の基礎的条件と体育理 方法や形成的授業評価について学びます。
三木 ひろみ(体育系准教授)
論の授業づくり
2020年オリンピック開催を踏まえて「オリンピック教育」につ 宮崎 明世(体育系准教授)
いて学び、学校教育の中で実現できるさまざまな可能性を
実践的に検討します。

茨城県つくば
市

茨城県つくば
市

茨城県つくば
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

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
芸術

6,000円

25人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月11日
53141号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
キャリア教育

6,000円

30人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月11日
53142号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年6月14日

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭
特別支援教育

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月11日
53143号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年6月14日

中・高・中等教育
学校・特別支援
学校（中・高）
保健体育

6,000円

30人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月11日
53144号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年6月14日

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭
特別支援教育

6,000円

100人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月11日
53145号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年6月15日

小・中・高・中等
教諭
教育学校・特別
養護教諭 支援学校・養護
栄養教諭 教諭・栄養教諭
保健体育

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月11日
53146号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年6月15日

幼・小・中・高・中
教諭
等教育学校・養
養護教諭 護教諭
道徳

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月11日
53147号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年6月15日

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
情報

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月11日
53148号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭
特別支援教育

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月11日
53149号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月18日
53150号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年6月14日

6時間 平成26年6月14日

茨城県つくば
市

6時間 平成26年6月15日

茨城県つくば
市

6時間 平成26年6月22日
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教諭

教諭

教諭

小・中・高・中等
教育学校
保健体育

平成２６年度（第２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

筑波大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校等のクラスの中
で、ロービジョンや視力低下が原因で、見えにくそうにしてい
どんなふうに見えているの？どう る子どもたちやどこまで見えているのか？どんなふうに見え
雷坂 浩之(附属久里浜特別支援学校副校長)
すればいいの？～見えにくい子 ているのか？と心配や不安になる子どもたちはいません
どもたちの理解と支援～
か？本講習では、講義と演習を通して、眼疾や視力、視野
による見え方について理解した上で、学習・生活環境につい
ての配慮やサポート等について具体的に学んでいきます。
現学習指導要領は、言語活動の充実をうたうとともに、新聞
教育、NIE（教育に新聞を）が取り組んできた「学級学習新聞
作り」（小3・4）や「論説や報道の比較読み」（中3）などが盛り
込まれました。これからの教育には、新聞を活用した様々な 鈴木 伸男(教育家庭新聞社編集顧問（非常
取り組みが求められます。学校教育におけるNIEの意義や、 勤）)
授業での新聞活用を具体的にお伝えするとともに、簡単な
新聞作りを体験していただきます。現場の授業にすぐ役立
つ内容です。

講習の開催地

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6月22日

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭
特別支援教育

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月18日
53151号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

茨城県つくば
市

6時間 平成26年7月19日

教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
情報

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月14日
53152号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年7月26日

教諭

小・中・高・中等
教育学校
国語

6,000円

40人

平成26年3月25日～
平成26年6月21日

平261001653153号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

平26平成26年3月25日～平
40人
10016成26年6月21日
53154号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

茨城県つくば
市

時間数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

筑波大学

新聞活用（NIE、新聞づくり）で育
む言語力

筑波大学

国語科における教育内容は、いくつかの選択肢から選び取
るという過程を経て決定されていると考えることができます。
その選択の論理について、過去の学習指導要領の展開か
教育課程における言語活動の重
塚田 泰彦(人間系教授)
ら検討するとともに、新教育課程における国語科の理念と
視と読解力の育成
甲斐 雄一郎(人間系教授)
実践上の課題を「言語活動例」や読解力を主な手がかりに
して考えます。国語教育に関心のある小学校から高等学校
までの教員を対象として想定しています。

茨城県つくば
市

筑波大学

社会科（公民科）に作業的・体験的な学習を取り入れること
の意義及び方法について学ぶことを目的とします。具体的
社会科（公民科）授業における参
には、地球家族や貿易ゲームなどの参加型学習のアクティ 唐木 清志(人間系准教授)
加型学習の活用
ビティを先生方に体験してもらうことで、講義の目的を達成し
たいと考えています。

茨城県つくば
市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小・中・高・中等
教育学校
社会科

筑波大学

本講座では、「おや？」「なるほど！」をキーワードにした算
数・数学科問題解決の指導の理論、教材、教材研究の方法
をワークショップ形式で体験します。理論解説は前半で終
おや？なるほど！による算数・数
礒田 正美(人間系准教授)
え、後半は、参加者が互いに話し合いながら指導を構想す
学科の問題解決指導
坂本 正彦(附属中学校教諭)
る課題に取り組み、最後に教訓として教材研究方法を検討
します。題材は、小学校、中学校教材を中心に取り上げ、異
学校間教員相互の学び合いを目指します。

茨城県つくば
市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小・中・高・中等
教育学校
数学・算数

6,000円

100人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月21日
53155号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
理科

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月21日
53156号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

中・高・中等教育
学校・特別支援
学校（中・高）
英語

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月21日
53157号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
情報

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月21日
53158号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭
生徒指導

6,000円

60人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月21日
53159号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月22日
53160号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

理科好きな子どもを育てる授業

国内外の調査結果から日本の子どもの理科学力の現状や
理科教育の問題点とその原因の一端を明らかにし、それを
踏まえつつ、現代理科教育の目的・目標の変化を確認し、
大高 泉(人間系教授)
理科好きを育てる理科授業作りの視点を具体例に即して探
片平 克弘(人間系教授)
るとともに、学習指導要領における理科教育改善の方向と
改訂のポイントを学校段階ごとに解説する。講義形式を基
本とするが、討論・意見交換の機会を設けたい。

茨城県つくば
市

筑波大学

英語教師としての自己教育力ブ
ラッシュアップ

英語教師の自己教育力の基盤には、自らの言語観、言語
習得観とそれらに基づく言語指導観の確立があります。本
講座では、そのために必要な、「言語（英語）それ自体」と、 久保田 章(人文社会系教授)
「人が言語を学習する過程」、さらには「人が言語を用いて 中田 元子(人文社会系教授)
紡ぎだす社会的、文化的価値」などに対する幅広い関心と 宮腰 幸一(人文社会系准教授)
深い観察力、豊かな感受性の共有を目指し、英語学、応用
言語学、英文学の観点からアプローチします。

茨城県つくば
市

筑波大学

情報コミュニケーション技術（ICT）と視聴覚メディアの教育現
場での活用を考察します。実際にパソコン教室でパソコンを
操作しながら、情報・教材の提示、音声の編集、画像サイト
ICTと視聴覚メディアの教育利用 の利用、成績記録の工夫などの実習を行います。パソコン 中園 長新(人間系特任研究員)
は使っているが、ICTについてはよく知らないという方が、今
後のICT活用を模索・計画するにあたり、新たな一歩を踏み
出していただくことを想定した実践的な講習内容です。

茨城県つくば
市

筑波大学

不登校・いじめ・非行などの学校生活の問題に焦点をあて
て、子どもの学校生活での苦戦の理解を促進し、学級担
学校で苦戦する子どもへの援助 任、養護教諭、特別支援教育コーディネーターを中心とする 石隈 利紀(附属学校教育局教育長)
～チーム援助に焦点をあてて～ チーム援助について、講義と演習で学習する。発達障害の 相樂 直子(附属高等学校教諭)
疑似体験やチーム援助演習など、実践的で受講者参加型
の講習をめざす。

筑波大学

筑波大学

書写・書道教育の今日的課題

新指導要領における国語科書写・芸術科書道の基本的な
考え方について理解を深めるとともに、それに応じた教材開
発や指導法を、実践例をもとに検討します。広く書写から書 菅野 智明(芸術系准教授)
道への接続を見渡し、また討議や実技を交えることにより、
内容の充実を目指します。

茨城県つくば
市

茨城県つくば
市

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年7月27日
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教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
芸術

平成２６年度（第２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7月27日

小・中・高・中等
教諭
教育学校、養護
養護教諭 教諭
キャリア教育

6,000円

60人

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭
特別支援教育

キャリア教育

キャリア教育は、将来社会人として自立的に生きるための
力と態度を全学校活動を通して発達させることを目指しま
す。意義、新学習指導要領との関係、小・中・高における特
徴と学校種間連携の意味、キャリア教育ついての誤解から
藤田 晃之(人間系教授)
の脱却等、基本的な理解を深めます。さらに、各自の学校
での実践に役立つ実践例の紹介、教師に求められるコミュ
ニケーション能力や問題解決能力、情報活用能力等の確認
を目指します。

特別なニーズのある子どもの理
解と支援

通常の学級における特別支援教育では，行動問題・学習問
題・精神面の問題への理解と支援，周囲の理解と啓発，そ
れらを支える校内外の支援体制の整備について，包括的に
塩川 宏郷(人間系准教授)
考えることが重要です。本講習では，一人一人のニーズに
岡崎 慎治(人間系准教授)
応じた支援のあり方について，講義，および模擬事例等を
用いた支援の実際に関するグループ討議を通して学びま
す。

茨城県つくば
市

6時間 平成26年7月27日

筑波山は噴火したか？

本講習では、まず筑波山の成因を紹介し、続いて身近な風
景にある地球科学的現象を取り出し、日本列島の地球科学
を解説します。また身近な風景の中に潜む自然災害、とくに 久田 健一郎(生命環境系教授)
火山と地震の災害などについても焦点を当てます。そしてこ 荒川 洋二(生命環境系教授)
れらを踏まえて本講習では、地層や火成岩などの露頭観察
法、指導法をより実践的に紹介します。

茨城県つくば
市

6時間 平成26年6月15日

筑波大学

ストレスマネジメントスキル

日常のストレスを自己成長のエネルギーに変えて生きること
ができるよう、ストレスへのレジリエンス(精神的回復力）向
橋本 佐由理(体育系准教授)
上のためのスキルを学びます。また、児童生徒や保護者、
上司や部下、同僚との人間関係ストレスを解決できるヒュー
マン・リレーションスキルを学びます。

筑波大学

病気の予防はどの世代にもとても大切なこと。でも、意外と
知らないことがたくさん。また、何かあったとき病院に行くの
がいいとも限らないのが実情です。今回は、臨床にかかわ
臨床医が語る心と身体の健康～ る医師が、健康診断の読み方や、心のケア、風邪の予防、
予防からケアまで～
手洗いの実習、喫煙予防教育などについて、様々な研究結
果や最新の情報をふまえてわかりやすくお話しします。ご自
身のためにも、教育のためにもあすから使える情報が満載
です。

筑波大学

筑波大学

筑波大学

横谷 省治(医学医療系講師)
阪本 直人(医学医療系講師)
前野 貴美(医学医療系講師)
釋 文雄(附属病院病院講師)
小曽根 早知子(附属病院病院講師)
河村 由吏可(筑波大学附属病院病院講師)

本講習では、先生方に小・中・高校から大学への橋渡しにな
る興味深い数学の話題をいくつか選んで解説します。例え
ば、(1)ライプニッツの記号 (2)円運動・三角関数・ニュートン
磯崎 洋(数理物質系教授)
の法則 (3)複素数と球と世界地図 (4)正多面体はどれだけ
加藤 久男(数理物質系教授)
あるのか？(5)三等分できない角度とは (6)非ユークリッド幾
何学はどこが革新的なのか (7) 作図問題と数の関係（有理
数、無理数との関係） (8)集合と逆理など。

6,000円

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

幼・小・中・高・中
等教育学校
理科

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月11日
53182号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年6月15日

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭
保健体育

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月11日
53183号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

茨城県つくば
市

6時間 平成26年6月15日

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭
保健体育

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月11日
53184号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

茨城県つくば
市

6時間 平成26年6月21日

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月17日
53185号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月17日
53186号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

茨城県つくば
市

筑波大学

化学製品は私達の生活を豊かにしましたが、事件や事
故、健康障害を学校においても引き起こしました。この講習
の目標は、①化学物質の危険性と有害性の理解、②学校
生活等における危険、有害物質の所在の認識、③事故や
安全衛生と化学物質～安全管理
健康障害防止の手法の習得です。
野本 信也(数理物質系教授)
エキスパートへの道しるべ～
教員は安全管理をも担って職務を行っています。教員の
安全意識の水準を高めることは大切です。この講習を契機
として安全管理全般の実践力を身につけてもらうことを目的
とします。

茨城県つくば
市

6時間 平成26年6月21日

筑波大学

①材料の特性を理解するための材料力学の基本を解説し
ます．②競技スポーツにおける材料開発について競泳水着
やサイクリングなどの実例を含めて最新の開発トピックを解
亀田 敏弘(システム情報系准教授)
身近な先端材料～オリンピックか 説します．③航空宇宙・自動車産業等で利用される複合材
松田 哲也(システム情報系准教授)
ら航空宇宙まで～
料の実例を含めて，有限要素法等の数値シミュレーション
松田 昭博(システム情報系准教授)
手法を紹介します．④材料の宇宙での長期利用に特有な問
題点を解説し，ミクロな視点でのシミュレーションによる材料
開発の可能性を紹介します．

茨城県つくば
市

6時間 平成26年6月21日

筑波大学

様々な側面で私たちの日常を大きく変化させつつあるコン
ピュータネットワークの現状や課題を次の３つのテーマから
平易に解説します。
●変化する娯楽とコミュニケーション事情：携帯端末とクラウ 徳永 隆治(システム情報系教授)
コンピュータネットワークが変える
ドが実現するSNSやCGM
天笠 俊之(システム情報系准教授)
日常とWeb周辺技術
●インターネットを支える大規模データ処理技術：Web基盤 亀山 啓輔(システム情報系准教授)
技術と検索エンジンの仕組み
●パターン認識と生体認証：個人情報を保護し，ネットワー
ク上の安全性を確保するための基盤技術

茨城県つくば
市

茨城県つくば
市

筑波大学

変動する大地

ＵＲＬ

平26平成26年3月25日～平
40人
10016成26年6月22日
53162号

教諭

教諭

小・中・高・中等
教育学校
数学

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭・栄養教
栄養教諭
諭
理科

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月22日
53161号

電話番号

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

少し物知りになれる数学の話

八木 勇治(生命環境系准教授)
八反地 剛(生命環境系講師)
藤野 滋弘(生命環境系助教)
池端 慶(生命環境系助教)

認定番号

029-853-2096

茨城県つくば
市

筑波大学

近年の観測により、大地がどのように変動しているのかが
明らかになりつつある。ここでは、地震・火山・津波・地滑り
等の観察から、大地の変動プロセスとメカニズムについて講
義を行う。講義の前半では、プレートテクトニクスなどの大規
模な変動を理解し、講義の後半では、個別の現象について
理解する。

受講者募集期間

教諭

小・中・高・中等
教育学校
理科

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月17日
53187号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年6月21日

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
技術

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月17日
53188号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年6月21日

教諭

高
理科

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月17日
53189号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/
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平成２６年度（第２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

食べ物を作る動物たち

私たちの生活は、数多くの「食べ物を作る動物たち」によっ
て支えられていますが、それらの動物の姿は以外に知られ 田島 淳史(生命環境系教授)
ていません。本講座では、実際にウシやニワトリに触れると 石川 尚人(生命環境系助教)
供に、ミルクや卵といった身近な食材がどの様に作られ、ま 浅野 敦之(生命環境系助教)
た加工されているかを体験します。

茨城県つくば
市

筑波大学

歴史・教育・文化

「絵で読む教育の歴史と文化」というテーマで、絵画や図像
史料を中心に、古代から近現代に至るまでの教育実践の変
化を読み解いていく。主な対象は、古代スパルタの教育、円
環的な人間形成としての教養教育、「マナーが人間を形成 安川 哲夫(人間系教授)
する」、近代学校と学級（クラス）一斉授業の成立で、これら
の理念や実践が誕生してきた歴史的・社会的・文化的要因
を探る。

茨城県つくば
市

筑波大学

本講習では体育スポーツ指導場面での心理的問題・課題に
ついて、「スポーツ技術の学習過程」「体育学習指導におけ
体育スポーツ指導における心理 る動機づけ」「スポーツ選手のバーンアウト」「スポーツカウ
中込 四郎(体育系教授)
的問題・課題
ンセリングの特徴」の４つの課題を中心に講義を行う。後半
の２つの課題では、相談事例にもとづき解説し、スポーツ系
課外活動指導での生徒理解につなげていきたい。

茨城県つくば
市

筑波大学

現在、北京と台北の二つの故宮博物院には、中国歴代の
書の名品が数多く収蔵されています。この講習では、それら
故宮博物院の名跡～鑑賞と臨書
の中から特に優れたものを選りすぐり、実際に筆を執りなが 菅野 智明(芸術系准教授)
～
ら鑑賞し、その名品たる所以について理解を深めてゆこうと
思います。

茨城県つくば
市

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

学校トラブルの「解決」に向けて

学校において生ずる各種の「トラブル」は、授業・部活動の
みならず、精神衛生や食育等も含め、近年ますます多様化
してきており、学校や教員の対応に対しても、従来より一段
と厳しい評価が行われる傾向が生じてる。この講習では、実 星野 豊(人文社会系准教授)
例及び仮設例の解説や議論等を通じて、学校トラブルに対
して学校や教員はどのように対応すべきであり、何を以て学
校トラブルが「解決」したと言えるかについて考えてみたい。

茨城県つくば
市

イタズラ実験オモシロ工作

合言葉は「理科しよう！」。生き物が見せる意外な一面の観
察や、身近な素材を利用した実験、小学生でも作れる工作
が、最先端のサイエンスにつながります。本講習では、実際 野村 港二(教育イニシアチブ機構教授)
に手を動かして、理科を体感するためのセンスを学びます。 八畑 謙介(生命環境系講師)
理科は苦手という先生から、昆虫少年がそのまま大人に
なった先生まで、身近な素材で理科してみませんか。

茨城県つくば
市

哲学カフェ

学ぶとは何か、教えるとは何か、学生とは誰か、教師とは誰
か……哲学・倫理学・宗教学を専門とする教員が受講者と
テーブルを囲んで、受講者がふだん考えていること、考えて
もなかなか答えが見つからないことを主題に、〈哲学カフェ〉
の手法を用いて、解答のない議論に取り組みます。哲学・倫
理学・宗教学に関する専門知識はいっさい不要です。〈悩む
力〉と〈聞く力〉、そして、お好きな飲み物等を持参して受講し
てください。

茨城県つくば
市

西欧の歴史・言語･文化

ヨーロッパの多言語環境の歴史のなかでそれぞれの文化
的特性を醸成してきた３つの大国、スペイン、ドイツ、フラン
スの＜個性＞的な出来事や事実を紹介します。スペインに 武井 隆道(人文社会系教授)
ついては国の浮沈と国民気質、ドイツについては異文化言 宮崎 和夫(人文社会系准教授)
語としてのドイツ語、フランスについては歴史と文学、を中心 川那部 保明(人文社会系教授)
テーマとして扱います。異文化理解の一助としていただけれ
ば幸いです。

組織マネジメントと人材育成

学校を取り巻く社会・経済環境について概説した後に、企
業・大学の２つの現場における改革実務経験と経営学の基
礎理論に基づき、組織マネジメントの目的、基本的な考え方
と枠組み、重視すべき要素、組織と人間の関係などについ
吉武 博通(ビジネスサイエンス系教授)
て講義する。併せて、これからの社会に必要な人材像と組
織における人材育成について講義し、これらを踏まえて、組
織マネジメントと人材育成について、意見交換しながら、共
に考えてみることにする。

茨城県つくば
市

社会基盤と国土の未来

我が国の社会基盤政策および地域・国土計画を対象とし
て、欧米諸国との比較を行いながら、その歴史および近年
の動向を解説する。さらに社会基盤が抱える課題の解決方 石田 東生(システム情報系教授)
法を考察し、国土の将来について考える。特に維持管理問 岡本 直久(システム情報系准教授)
題、国土強靱化、環境問題等の現状と課題に焦点をあて
る。

茨城県つくば
市

稲と米のはなし

日本を代表する作物であるイネを題材として，植物としての
稲から食料としての米までを理解していただきます．実際の
水田での稲の観察から作物としての稲の多様性と水田環
境，食料としての米の品質とその利用法について実習しま 加藤 盛夫(生命環境系助教)
す．イネ栽培の基礎，形態調査の基本を学ぶことは教育現
場で広く利用されているバケツイネのより有効な活用に役
立ちます．

茨城県つくば
市

井川 義次(人文社会系教授)
保呂 篤彦(人文社会系教授)
五十嵐 沙千子(人文社会系准教授)
津崎 良典(人文社会系助教)

茨城県つくば
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

教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校
理科

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月17日
53190号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年6月21日

教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
社会

6,000円

30人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月17日
53191号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年6月21日

教諭

中・高・中等教育
学校
保健体育

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月17日
53192号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
国語 書道

6,000円

平26平成26年3月25日～平
30人
10016成26年5月17日
53193号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年6月21日

幼・小・中・高・中
教諭
等教育学校・特
養護教諭 別支援学校・養
栄養教諭 護教諭・栄養教
諭

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月17日
53194号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年6月21日

教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
理科

6,000円

50人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月17日
53195号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
社会

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月18日
53196号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
社会

6,000円

25人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月18日
53197号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

60人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月18日
53198号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

小・中・高・中等
教育学校
社会

6,000円

平26平成26年3月25日～平
50人
10016成26年5月18日
53199号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
理科

6,000円

15人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月18日
53200号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年6月21日

6時間 平成26年6月21日

6時間 平成26年6月22日

6時間 平成26年6月22日

6時間 平成26年6月22日

6時間 平成26年6月22日

6時間 平成26年6月22日

44 / 264 ページ

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭・栄養教
栄養教諭
諭

平成２６年度（第２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

筑波大学

水泳指導要領改訂の解説

新しく改訂された指導要領の水泳領域について、小学校・
中学校・高等学校それぞれの改訂ポイントを具体的に解説
する。小学校では、特に1・2年生の水慣れ、3・4年生の初歩
椿本 昇三(体育系教授)
的な泳ぎに関するポイント。、中学校では、複数の泳法で泳
ぐこと、リレーについての解説。高等学校では、水泳を生涯
スポーツとして、どのように理解し、実際に運動するための
知識を習得するための理論を説明する。

茨城県つくば
市

6時間 平成26年6月22日

教諭

筑波大学

環境デザインは幅広い視点から私たちの「環境」をデザイン
する研究分野です。人間は「環境」の産物であり、また環境
も人間の「産物」です。このような人間と環境との相互依存
環境デザインの役割と実践事例
鈴木 雅和(芸術系教授)
的な関係から、環境デザインの枠組みと社会的役割を講述
し、あわせて、環境デザインの様々な実践事例を紹介しま
す。

茨城県つくば
市

6時間 平成26年6月22日

教諭

学校トラブルの「解決」に向けて

学校において生ずる各種の「トラブル」は、授業・部活動の
みならず、精神衛生や食育等も含め、近年ますます多様化
してきており、学校や教員の対応に対しても、従来より一段
と厳しい評価が行われる傾向が生じてる。この講習では、実 星野 豊(人文社会系准教授)
例及び仮設例の解説や議論等を通じて、学校トラブルに対
して学校や教員はどのように対応すべきであり、何を以て学
校トラブルが「解決」したと言えるかについて考えてみたい。

茨城県つくば
市

アジア・太平洋戦争を考える

平和学習は戦争そのものを直視することから始まります。
本講習では、沖縄で起きた集団自決と教科書検定問題、広
島平和記念資料館の展示問題と「はだしのゲン」、広島・長
崎の原爆投下のリハーサルとして行われた模擬原爆投下
伊藤 純郎(人文社会系教授)
訓練、関東地方や茨城県内に残る戦争遺跡や満蒙開拓青
少年義勇軍内原訓練所を事例に、原爆と原発という視点を
盛り込みながら、アジア・太平洋戦争を考えます。修学旅行
や平和学習に活用できる教材を提供します。

茨城県つくば
市

筑波大学

里山探検隊

教育基本法には教育の目標の1つとして、「生命を尊び、自
然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと」と明
記されています。これを達成するためには、教員が身近な
自然環境や生き物についてよく理解している必要がありま
す。本講習では、植物・昆虫・菌類の専門家と1日の行動を
ともにすることにより、身近な生き物の見方を学びます。

筑波大学

初等教育で重要な食育の実践を想定し、雑穀栽培を用いた
総合学習に必用な基礎知識と応用技術の習得を目標としま
す。作物栽培に必用な道具や機械の安全な使用方法につ
雑穀を用いた総合学習の展開～ いても学びます。また、雑穀の調理実習を想定して、雑穀を
林 久喜(生命環境系教授)
基礎知識から応用技術まで～
調製し、加工して、食べるとこまでの一連の実習を実施しま
す。本講習により、1人でも多くの教員が雑穀を総合学習に
取り入れ、食育を実践できるようになることを期待していま
す。

筑波大学

地域の人々の健康を護るしくみとしての地域保健に関する
制度、施策等の現状を説明するとともに、地域保健行政の
専門職である保健師活動と学校保健を担う養護教諭の保
地域の健康を護るしくみを知る～
健教育に必要なファシリテーションスキル等について演習を 吉岡 洋治(医学医療系准教授)
その具体的な活動事例を通して
含めて授業を展開する。また、世界が注目する地域ぐるみ 山海 知子(医学医療系准教授)
～
の疾病予防・健康づくりの実践活動の成果を紹介し、疾病
予防活動の基盤をなす科学であり、健康問題を人間集団と
して捉える「疫学」をテーマに演習を通して理解を深める。

筑波大学

筑波大学

澤村
戒能
山岡
中山
八畑
岡根
阿部

京一(生命環境系准教授)
洋一(生命環境系教授)
裕一(生命環境系教授)
剛(生命環境系講師)
謙介(生命環境系講師)
泉(生命環境系准教授)
淳一 ピ－タ－(生命環境系助教)

茨城県つくば
市

茨城県つくば
市

茨城県つくば
市

事件・事故対応における「適切」
と「適法」

学校において生じた事故・事件対応に対し、従来行われて
きたような「話し合い」や「信頼関係」に基づく解決方法は、
徐々に通用しなくなっていると言われる。では、学校や教員
が、「合法」「適法」を旨として行動すれば、それは「適切」な
星野 豊(人文社会系准教授)
解決なのだろうか？この講習では、授業、部活動、精神衛
生、食育等、様々な局面における実例や仮設例の解説や議
論を通じて、学校で生じた問題への「法律上の対処」の効用
と限界とについて考えてみたい。

茨城県つくば
市

筑波大学

身近な物質の不思議さ・面白さ

私達の周りの物は様々な物質から構成されています。例え
ば、自動車の車体には金属、プラスティックが、内部の機器
には半導体、磁性体が、その他にはセラミック（磁器）、高分
子材料、複合材料が使用されています。本講義では物質を 大嶋 建一(特命教授)
人間との係りのもとで捉え、それぞれが持つ固有の性質、
その応用と用途を伝えます。実習では簡単な科学おもちゃ、
例えば、分光シートを用いた万華鏡を制作し自然光と蛍光
灯の違いを学びましょう。

茨城県つくば
市

筑波大学

日本研究の国際化の現状について講義します。今回は、文
化、社会・メディア、日本語の三領域それぞれの視点から、
日本研究を国際化していくための取り組み、海外での日本 佐藤 貢悦(人文社会系教授)
日本研究の国際化～日本を発信
研究の現状、国際比較で見える日本の特徴、今後の展望 仲田 誠(人文社会系教授)
し、世界を取り込む～
等について解説します。内容は多岐にわたるため、資料を 小野 正樹(人文社会系准教授)
用いて平易に解説することで、異文化理解の一助ともなるこ
とを希望します。

筑波大学

茨城県つくば
市

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
保健体育

小・中・高・中等
教育学校

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

80人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月18日
53201号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

30人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月18日
53202号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月18日
53203号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年6月22日

幼・小・中・高・中
教諭
等教育学校・特
養護教諭 別支援学校・養
栄養教諭 護教諭・栄養教
諭

6時間 平成26年6月22日

教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
社会

6,000円

平26平成26年3月25日～平
40人
10016成26年5月18日
53204号

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
理科

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月21日
53207号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月21日
53208号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年7月26日

小・中・高・中等
教育学校・特別
教諭
支援学校・養護
養護教諭
教諭
保健体育

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月21日
53209号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年7月26日

幼・小・中・高・中
教諭
等教育学校・特
養護教諭 別支援学校・養
栄養教諭 護教諭・栄養教
諭

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月21日
53210号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年7月26日

小・中・中等教育
学校・特別支援
学校（小中）
理科

6,000円

25人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月21日
53211号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月22日
53212号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年7月27日
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幼・小・中・特別
教諭
支援学校・栄養
栄養教諭 教諭

教諭

教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校

平成２６年度（第２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

組織マネジメントと人材育成

学校を取り巻く社会・経済環境について概説した後に、企
業・大学の２つの現場における改革実務経験と経営学の基
礎理論に基づき、組織マネジメントの目的、基本的な考え方
と枠組み、重視すべき要素、組織と人間の関係などについ
吉武 博通(ビジネスサイエンス系教授)
て講義する。併せて、これからの社会に必要な人材像と組
織における人材育成について講義し、これらを踏まえて、組
織マネジメントと人材育成について、意見交換しながら、共
に考えてみることにする。

茨城県つくば
市

筑波大学

素粒子の世界と宇宙元素合成

物質を構成する原子は、電子と原子核から成り立っていま
す。原子核は陽子・中性子からなり，これらはさらにクォーク
と呼ばれる粒子からなっています。電子やクォークを素粒子
と呼びます。
受川 史彦(数理物質系教授)
講習の前半では、これら素粒子のふるまいについて学びま
小澤 顕(数理物質系教授)
す。
原子核は、宇宙の始まりや星の中で元素合成により生成さ
れました。講習の後半は、原子核の性質と宇宙元素合成に
ついて学びます。

茨城県つくば
市

筑波大学

誰でも手軽に使える教育用プログラミング言語「Processing」
の基本を，約半日の演習を通して身につけてもらいます．
Processing は綺麗なヴィジュアルの教材等の作成に向いて
簡単にヴィジュアルプログラミン
おり，直感的な理解が可能です．文系でプログラミングをし 延原 肇(システム情報系准教授)
グ～楽しみながら魅力的な教材
たことのない人，大歓迎です．また自分自身で授業の魅力 海老原 格(システム情報系助教)
をつくろう～
的な副教材を作りたい人にもお薦めです．この講習に参加
して，ご自身の授業の「引き出し」を，１つ増やしてみません
か？

筑波大学

放射線・放射能の基礎、放射線の生体影響、放射線の測定
技術などについて講義を通して学び、さらに、各種放射線測
松本 宏(生命環境系教授)
気になる放射線を理解する～放 定器による環境放射能や食品中放射能の測定実習を通し
末木 啓介(数理物質系教授)
射線の基礎と測定～
て測定原理や測定値の意味を理解する。また、学校現場に
古川 純(生命環境系助教)
おける在学生の放射線に係る健康管理、環境衛生の上で
留意すべき点についても考える。

茨城県つくば
市

筑波大学

誰にでもできる柔道の初心者指
導

「柔道の指導はむずかしくない。」を前提に講習を展開しま
す。
小俣 幸嗣(体育系教授)
また、教師の実技力を高めるのではなく、どのように生徒を
桐生 習作(体育系特任助教)
動かしたらいいのか、を考えながら、「なぜ」に応える方法を
提示します。

茨城県つくば
市

筋疲労の科学と運動器のメデイ
カルチェック

成長の過程で筋を含む運動器は変化します。成長や運動
負荷によって適応していく変化であればよいのですが、時と
して「障害」につながることもあります。しかしながら、定期的
に一定の方法で運動器をチェックしていけば、小さな変化を 大森 肇(体育系教授)
捉えることが可能になります。運動器の中でも筋の疲労と障 宮川 俊平(体育系教授)
害に焦点をあて、わかりやすく科学的に解説します。障害の
予防だけでなく競技パフォーマンスの向上にも役立つことで
しょう。

茨城県つくば
市

筑波大学

事件・事故対応における「適切」
と「適法」

学校において生じた事故・事件対応に対し、従来行われて
きたような「話し合い」や「信頼関係」に基づく解決方法は、
徐々に通用しなくなっていると言われる。では、学校や教員
が、「合法」「適法」を旨として行動すれば、それは「適切」な
星野 豊(人文社会系准教授)
解決なのだろうか？この講習では、授業、部活動、精神衛
生、食育等、様々な局面における実例や仮設例の解説や議
論を通じて、学校で生じた問題への「法律上の対処」の効用
と限界とについて考えてみたい。

筑波大学

声も出さず、動かない植物は、生き物として認識することが
難しい。しかしひとたび「生き物としての植物」の見方を学ぶ
と、その姿かたちや生活史の巧妙さ、多様さに驚かされるば
筑波実験植物園で学ぶ、ふだん かりです。本講座では筑波実験植物園を利用し、実際に植
聞けない話
物やそれに関わる昆虫を手に取って植物学の基礎を学びま
す。最新の知見も交え植物の「生き様」の面白さを理解する
ことで、身近な植物がいかに興味深い存在であるかを教育
活動において伝える技能の習得を目指します。

國府方 吾郎(国立科学博物館植物研究部研
究主幹)
堤 千絵(国立科学博物館植物研究部研究員)
奥山 雄大(国立科学博物館植物研究部研究
員)
大澤 良(生命環境系教授)

筑波大学

身近に見られる雑草や雑木林の樹木や，どれも同じに見え
るコケのなかまにも，それぞれ名前がついています。その名
前がわかれば，植物への興味・関心も高まり，また，それを
ミュージアムパークで開く野外観
記録することにより自然環境の変化も見えてきます。この講
察へのとびら
座では，自然博物館のフィールドや標本資料を活用して，子
どもたちとの野外観察で役立つ身近な草木やコケの名前を
調べるときのポイントを学びます。

小幡 和男(ミュージアムパーク茨城県自然博物
館副参事兼企画課長)
鵜沢 美穂子(ミュージアムパーク茨城県自然博 茨城県坂東市
物館資料課学芸員)
上條 隆志(生命環境系教授)

筑波大学

筑波大学

茨城キリスト教大
世界の教育に学ぶ
学

諸外国における教育実践、およびそれを支える理念につい
て、「比較教育論の視点」「東アジアの教育と文化的背景―
日韓を中心に―」「カンボジアの教育事情－ポル・ポト政権 藤田 悟（文学部教授）
後の疲弊と支援―」の３つのテーマを設定して解説します。 染谷 智幸（文学部教授）
本講習を通して、生徒に対する指導の背景となる、世界の 岩間 信之（文学部准教授）
教育動向に関する最新の知見について理解することを目標
としています。

茨城県つくば
市

茨城県つくば
市

茨城県つくば
市

茨城県日立市

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭・栄養教
栄養教諭
諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

60人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月22日
53213号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月22日
53214号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

60人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月22日
53215号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年7月27日

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭・栄養教
栄養教諭
諭
理科

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月22日
53217号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年7月27日

中・高・中等教育
学校・特別支援
学校（中・高）
保健体育

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月22日
53218号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年7月27日

小・中・高・中等
教諭
教育学校、養護
養護教諭 教諭
保健体育

6,000円

平26平成26年3月25日～平
40人
10016成26年6月22日
53219号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年7月27日

幼・小・中・高・中
教諭
等教育学校・特
養護教諭 別支援学校・養
栄養教諭 護教諭・栄養教
諭

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月22日
53220号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
理科

6,000円

35人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月27日
53221号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
理科

6,000円

30人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月27日
53222号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校教諭

6,000円

平成26年5月7日～
50人
平成26年5月24日

平263005852058号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.j
p/koshin/

6時間 平成26年7月27日

6時間 平成26年7月27日

6時間 平成26年7月27日

6時間 平成26年8月1日

6時間 平成26年8月1日

6時間 平成26年8月9日
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教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
理科

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭・栄養教
栄養教諭
諭

教諭

平成２６年度（第２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

諸外国における教育実践、およびそれを支える理念につい
て、「比較教育論の視点」「東アジアの教育と文化的背景―
日韓を中心に―」「カンボジアの教育事情－ポル・ポト政権 藤田 悟（文学部教授）
後の疲弊と支援―」の３つのテーマを設定して解説します。 染谷 智幸（文学部教授）
本講習を通して、生徒に対する指導の背景となる、世界の 岩間 信之（文学部准教授）
教育動向に関する最新の知見について理解することを目標
としています。

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

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263005852059号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.j
p/koshin/

6時間 平成26年8月9日

教諭
小・中・高・中等
養護教諭 教育学校・養護・
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263005852060号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.j
p/koshin/

茨城県日立市

6時間 平成26年8月11日

教諭
小・中・高・中等
養護教諭 教育学校・養護・
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263005852061号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.j
p/koshin/

茨城キリスト教大
心身のケア理論とそのスキル
学

日々の教育活動を営む上で、幼児・児童・生徒及び教員自
身の「心身の健康」を保つための理論とスキルを学びます。
本講習では、「こどものメンタルケア」「教員のメンタルヘルス
ケア」についての最新の知見を理解するとともに、「フェルデ
栗原 加代（看護学務部准教授）
ンクライス・メソッド」の実技を通して、心身の状態を整えるた
大山 康彦（文学務部教授）
めの具体的方法を身につけることを目標としています。健康
望月 珠美（生活科学部准教授）
を保つために、身体面・精神面の双方から、しかも自らも整
えていく重要性を学ぶことは、日常生活での指導や健康教
育、栄養教育など様々な教育活動の基盤として活用できま
す。

茨城県日立市

6時間 平成26年8月9日

教諭
幼・小・中・高・養
養護教諭
護・栄養教諭
栄養教諭

6,000円

25人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263005852062号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.j
p/koshin/

茨城キリスト教大
心身のケア理論とそのスキル
学

日々の教育活動を営む上で、幼児・児童・生徒及び教員自
身の「心身の健康」を保つための理論とスキルを学びます。
本講習では、「こどものメンタルケア」「教員のメンタルヘルス
ケア」についての最新の知見を理解するとともに、「フェルデ
栗原 加代（看護学務部准教授）
ンクライス・メソッド」の実技を通して、心身の状態を整えるた
大山 康彦（文学務部教授）
めの具体的方法を身につけることを目標としています。健康
望月 珠美（生活科学部准教授）
を保つために、身体面・精神面の双方から、しかも自らも整
えていく重要性を学ぶことは、日常生活での指導や健康教
育、栄養教育など様々な教育活動の基盤として活用できま
す。

茨城県日立市

6時間 平成26年8月11日

教諭
幼・小・中・高・養
養護教諭
護・栄養教諭
栄養教諭

6,000円

25人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263005852063号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.j
p/koshin/

茨城キリスト教大
学校における健康管理
学

幼児・児童・生徒の生理・安全欲求を充足し、学校教育の円
滑な実施に資する健康管理方法について学びます。「ヒヤリ
ハット事例から事故防止を考える」では最新の知見から受
講者自身の体験を構造化し、「はじめての医療的ケア」「こど
も・おとなの救急看護」では体のしくみを復習し、実技を通し
て援助手技を習得することを目標としています。こどもの安
全を守る方法として、教諭・養護教諭・栄養教諭すべてに理
解してほしい経管栄養、吸引、エピペン注射、救急蘇生
（AEDを含む）などの基本的手技をとりあげます。

松永
松澤
原島
白木
片田
直成

恵(看護学部准教授)
明美(看護学部准教授)
利恵（看護学部助教）
裕子（看護学部助教）
裕子（看護学部准教授）
洋子（看護学部教授）

茨城県日立市

6時間 平成26年8月9日

教諭
幼・小・中・高・養
養護教諭
護・栄養教諭
栄養教諭

6,000円

25人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263005852064号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.j
p/koshin/

茨城キリスト教大
学校における健康管理
学

幼児・児童・生徒の生理・安全欲求を充足し、学校教育の円
滑な実施に資する健康管理方法について学びます。「ヒヤリ
ハット事例から事故防止を考える」では最新の知見から受
講者自身の体験を構造化し、「はじめての医療的ケア」「こど
も・おとなの救急看護」では体のしくみを復習し、実技を通し
て援助手技を習得することを目標としています。こどもの安
全を守る方法として、教諭・養護教諭・栄養教諭すべてに理
解してほしい経管栄養、吸引、エピペン注射、救急蘇生
（AEDを含む）などの基本的手技をとりあげます。

松永
松澤
原島
白木
片田
直成

恵(看護学部准教授)
明美(看護学部准教授)
利恵（看護学部助教）
裕子（看護学部助教）
裕子（看護学部准教授）
洋子（看護学部教授）

茨城県日立市

6時間 平成26年8月11日

教諭
幼・小・中・高・養
養護教諭
護・栄養教諭
栄養教諭

6,000円

25人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263005852065号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.j
p/koshin/

茨城キリスト教大
教科外活動の現在
学

「道徳教育」「児童・生徒指導」「特別活動」「学級経営」の4
領域について、基礎・基本とされてきた事柄を再確認すると
鈴木 盈（文学部兼任講師）
ともに、近年の種々のトピックをふまえながら各々の領域に
川本 欣治（文学部教授）
関わる新たな動向について解説します。本講習により、教科
外活動に関する専門的知識・技能の総合的なリニューアル
をはかることを目標としています。

茨城県日立市

6時間 平成26年8月9日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263005852066号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.j
p/koshin/

茨城キリスト教大
教科外活動の現在
学

「道徳教育」「児童・生徒指導」「特別活動」「学級経営」の4
領域について、基礎・基本とされてきた事柄を再確認すると
鈴木 盈（文学部兼任講師）
ともに、近年の種々のトピックをふまえながら各々の領域に
川本 欣治（文学部教授）
関わる新たな動向について解説します。本講習により、教科
外活動に関する専門的知識・技能の総合的なリニューアル
をはかることを目標としています。

茨城県日立市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263005852067号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.j
p/koshin/

茨城キリスト教大
幼児教育の理論と実践
学

発達心理学の最新の知見から「幼児のこころの発達」を解
説したうえで、「幼児教育の実践」の中核に位置する「お話」
江尻 桂子（文学部教授）
論および「おもちゃ｣論について、実技を交えて展開します。
原口 なおみ（文学部教授）
本講習により、幼児の心身の発達や特徴をふまえた幼児教
飛田 隆（文学部講師）
育の理論と具体的実践方法を理解することを目標としてい
ます。

茨城県日立市

6時間 平成26年8月9日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

25人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263005852068号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.j
p/koshin/

茨城キリスト教大
世界の教育に学ぶ
学

茨城県日立市

6時間 平成26年8月11日

栄養教諭制度の創設により児童生徒に対する食教育が制
度化され、学校給食の管理とともに、学校給食を活用した食
に関する実践的指導が求められています。本講習では、
川上 美智子（生活科学部教授）
茨城キリスト教大
学校給食を活用した食育の実践 「学校給食を活用した食品の機能成分の指導」「学校給食を 井川 聡子（生活科学部教授）
学
活用した栄養指導」「学校における食物アレルギー対応」の 鯨井 隆（生活科学部教授）
３テーマについての理解を深め、技能を身につけることを目
標としています。

茨城県日立市

栄養教諭制度の創設により児童生徒に対する食教育が制
度化され、学校給食の管理とともに、学校給食を活用した食
に関する実践的指導が求められています。本講習では、
川上 美智子（生活科学部教授）
茨城キリスト教大
学校給食を活用した食育の実践 「学校給食を活用した食品の機能成分の指導」「学校給食を 井川 聡子（生活科学部教授）
学
活用した栄養指導」「学校における食物アレルギー対応」の 鯨井 隆（生活科学部教授）
３テーマについての理解を深め、技能を身につけることを目
標としています。
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教諭

平成２６年度（第２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

茨城キリスト教大
幼児教育の理論と実践
学

発達心理学の最新の知見から「幼児のこころの発達」を解
説したうえで、「幼児教育の実践」の中核に位置する「お話」
江尻 桂子（文学部教授）
論および「おもちゃ｣論について、実技を交えて展開します。
原口 なおみ（文学部教授）
本講習により、幼児の心身の発達や特徴をふまえた幼児教
飛田 隆（文学部講師）
育の理論と具体的実践方法を理解することを目標としてい
ます。

茨城県日立市

6時間 平成26年8月11日

茨城キリスト教大
特別支援教育の現在
学

「特別支援教育の現状と課題」、「個の認知特性に応じた支
援－心理アセスメントの概要とその活用」、「家庭に対する
特別支援－要支援児童・生徒の保護者と向き合う－」の３つ 石田 隆雄（文学部教授）
のテーマを設定して解説します。本講習により、特別支援を 細川 美由紀（文学部准教授）
要する児童・生徒および保護者への理解と対応を学び、特 中島 美那子（文学部准教授）
別支援教育の最新の知見について理解することを目標とし
ています。

茨城県日立市

6時間 平成26年8月9日

教諭
小・中・高・養護
養護教諭 教諭

茨城キリスト教大
特別支援教育の現在
学

「特別支援教育の現状と課題」、「個の認知特性に応じた支
援－心理アセスメントの概要とその活用」、「家庭に対する
特別支援－要支援児童・生徒の保護者と向き合う－」の３つ 石田 隆雄（文学部教授）
のテーマを設定して解説します。本講習により、特別支援を 細川 美由紀（文学部准教授）
要する児童・生徒および保護者への理解と対応を学び、特 中島 美那子（文学部准教授）
別支援教育の最新の知見について理解することを目標とし
ています。

6時間 平成26年8月11日

教諭
小・中・高・養護
養護教諭 教諭

茨城キリスト教大 初等・中等学校における英語教
学
育の展望

初等・中等学校における英語教育について、「英語学習指
導に必要な基礎知識」、「タスクを活用した効果的な英語指
導」、「効果的な小学校外国語（英語）活動」の３つのテーマ
を設定して解説します。本講習では、児童・生徒に対する英 沼館 ジェニー（文学務部助教）
語学習指導の背景となる専門的知見および指導方法につ 髙橋 教雄（文学部教授）
いて理解することを目標としています。特に、「効果的な小 村上 美保子（文学部准教授）
学校外国語（英語）活動」においては、実践的な指導法の一
助として、同時間帯に実施される小学校対象の夏期英語集
中クラスも参観します。

茨城県日立市

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

25人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263005852069号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.j
p/koshin/

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263005852070号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.j
p/koshin/

6,000円

平成26年5月7日～
50人
平成26年5月24日

平263005852071号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.j
p/koshin/

6,000円

25人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263005852072号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.j
p/koshin/

6,000円

25人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263005852073号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.j
p/koshin/

教諭
幼・小・中・高・養
養護教諭
護・栄養教諭
栄養教諭

6,000円

200人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263005852074号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.j
p/koshin/

教諭

幼稚園教諭

茨城県日立市

6時間 平成26年8月9日

教諭

外国語活動を行
う小学校教諭、
中・高学校英語
科教諭

アメリカの文学や映画のなかで描かれている「教師像」に焦
点をあて、それが英語によってどのように表現されているか
もあわせて、教師とは何かを考える一助とします。また、各
茨城キリスト教大 中等学校における英語教育の展
国の英語教科書を比較して解説します。本講習により、教 Ｉｖｅｓ，Ｈａｒｒｉｓ Ｇ．（文学部教授）
学
望
職についての省察を促すとともに、生徒に対する英語学習
指導の背景となる専門的知見および指導方法について理
解することを目標としています。

茨城県日立市

6時間 平成26年8月11日

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校英語科教諭

茨城キリスト教大
人類の課題と教育の展望
学

人類共通の課題と考えられるさまざまな問題のうち、「戦争
と平和」「食」「人権」の3つのテーマに焦点をあてて解説し、
斎藤 聖二（文学部教授）
これからの教育に何ができるかについて考えながら、提議し
川上 美智子（生活科学部教授）
てゆきます。本講習を通して、幼児・児童・生徒に対する指
安藤 博（生活科学部兼任講師）
導上必要な人類の課題に関する最新の知見について理解
することを目標としています。

茨城県日立市

6時間 平成26年8月12日

宇都宮大学

本講習では、刑事手続や裁判員制度を概観し、刑事裁判
の目的や刑事裁判におけるルールなどを学習した上で、模
擬評議を行う。児童や生徒に裁判員の職務を体験させるこ
とによって、被告人の人権や裁判員制度などを単に知識と
黒川 亨子（教育学部講師）
して理解させるだけではなく、裁判員制度の意義や課題を
実感させるとともに、被告人の人権保障の重要性や刑事裁
判における事実認定の難しさなどを学ばせる授業を行う能
力を修得することを目標とする。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小・中（社会科）・
高等学校（公民
科）教諭

6,000円

42人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001850997号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校教諭

6,000円

27人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001850998号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

英語で行う英語授業

中学校・高等学校における英語で行う英語授業の有効な
活動の習得を図る。その基本的な考え方を第二言語習得、
英語教育学、学習理論などの観点でとらえ、従来の英語授
業・活動の問題点と改善点について考え、英語で行う英語
渡辺 浩行（教育学部教授）
授業の諸活動を実践する。その方法として、講義だけでな
く、授業録画ビデオ視聴よる授業分析、グループディスカッ
ション、グループ別模擬授業（活動）とその振り返り、などを
用いる。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年7月12日

教諭

中・高等学校（英
語科）教諭

6,000円

30人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001850999号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

小中連携の英語活動

小中連携を目標として、小学校外国語活動と中学校英語
授業の両方に有効な英語教育法の習得をめざす。まずは
小学校から高校までの学習指導要領を解読し日本の英語
教育の目標を確認する。次に、その目標実現に有効と考え
られる第二言語習得理論などの科学的知見に基づく外国語 山野 有紀（教育学部講師）
教授法について、理念と実践から学ぶ。さらに、その学びを
実際の授業にどのようにいかすかについて考え、グループ
別模擬授業を行う。最後に、それぞれの実践について、ディ
スカッション、振り返りを行う。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小・中学校（英
語）教諭

6,000円

30人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851000号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

宇都宮大学

宇都宮大学

刑事手続と裁判員制度

小学校理科の実験講習

実験や工作を通じて、小学校理科の次の内容を扱う。
・ 燃焼の仕組み：炎の性質、燃える条件、固体・液体・気
体の燃え方の違い。
・ 水溶液の性質：酸・アルカリと物質の安定性、身の回り
の指示薬。
南 伸昌（教育学部教授）
・ 顕微鏡による観察：デンプン粒の観察、葉の気孔の観
察。
・ 電気の利用：発電・蓄電、電気の変換・利用、電磁石。
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平成２６年度（第２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

英語で行う英語授業

中学校・高等学校における英語で行う英語授業の有効な
活動の習得を図る。その基本的な考え方を第二言語習得、
英語教育学、学習理論などの観点でとらえ、従来の英語授
業・活動の問題点と改善点について考え、英語で行う英語
渡辺 浩行（教育学部教授）
授業の諸活動を実践する。その方法として、講義だけでな
く、授業録画ビデオ視聴よる授業分析、グループディスカッ
ション、グループ別模擬授業（活動）とその振り返り、などを
用いる。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年7月19日

教諭

中・高等学校（英
語科）教諭

6,000円

30人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851001号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

小中連携の英語活動

小中連携を目標として、小学校外国語活動と中学校英語
授業の両方に有効な英語教育法の習得をめざす。まずは
小学校から高校までの学習指導要領を解読し日本の英語
教育の目標を確認する。次に、その目標実現に有効と考え
られる第二言語習得理論などの科学的知見に基づく外国語 山野 有紀（教育学部講師）
教授法について、理念と実践から学ぶ。さらに、その学びを
実際の授業にどのようにいかすかについて考え、グループ
別模擬授業を行う。最後に、それぞれの実践について、ディ
スカッション、振り返りを行う。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年7月19日

教諭

小・中学校（英
語）教諭

6,000円

30人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851002号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

水彩画の基礎技法

水彩絵具の素材の特長を踏まえ、図画工作や美術にお
ける水彩画に関する題材や児童、生徒に描画を指導する上
でのポイントについて講義します。
株田 昌彦（教育学部准教授）
また、幾つかの簡単な題材を通して水彩画の基本的な描
き方を教授します。それにより、素材の使用法や描画手順
の違いによる作品の印象の違いについて触れます。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年7月19日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

30人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851003号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

農業や食料に関する関心が高まる中、学校教員が農業
に関する基礎知識を有することは、生徒と接する様々な面
で重要である。とくにTPP加盟やFTA締結など自由貿易体
制への移行が進められる中で、日本農業の生き残り方策が
日本及び東南アジアにおける水
大きな関心事となっている。本講義ではまず、工業化社会 後藤 章（農学部教授）
と農業
における農業問題を明らかにしつつ、日本農業の方向性に
ついて考察する。また、経済開発が進行する東南アジアの
国々における稲作農業を概観し、最大の制約条件である
「水」の観点から農業発展を展望する。

教諭

小・中（社会・理
科）・高等学校
（地理歴史・公
民・農業）教諭

6,000円

60人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851004号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

6,000円

平成26年4月5日～
55人
平成26年4月23日

平261001851005号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

宇都宮大学

自然科学の新展開

自然科学での近年の研究進展は著しく、目覚ましい成果
が様々な領域で得られている。本講座では、物理学、生物
学、地球科学、惑星科学、天文学の領域で、できるだけ興
味深い最近のテーマをとりあげ、平易に紹介する。この講座
を履修することで、理科関係科目の担当教諭が、新しい
テーマを自信をもって指導できるようになることで、教育現
場での「理科ぎらい」の解消を支援する。なお、宇都宮大学
に新設された高解像天体望遠鏡と簡易プラネタリウムも活
用する（当日の天候によって内容に変更の可能性がある）。

宇都宮大学

音楽の理論と分析

現在の学習指導要領に示された音楽教科の内容は、以
前に比べ、音楽理論や音楽構造の知的理解を要する事項
が大幅に強化されています。小学校・中学校・高等学校で
音楽を担当する教師には、理論・構造面に関する能力が必 木下 大輔（教育学部准教授）
要不可欠です。本講習では、音楽理論・音楽形式論の基礎
を講ずるとともに、身近な教材を用いて音楽分析を実習しま
す。

宇都宮大学

(１) 表現・鑑賞演習：①受講者による作品表現・鑑賞、②
各自持参の１学級分児童生徒の絵画１題材作品の鑑賞指
導の発表、③表現・鑑賞の評価に関する悩 みの発表と質
疑応答。
小・中学生の絵画作品の鑑賞指 (２) 筆記試験：①図画工作・美術の評価に関する講話、②
山口 喜雄（教育学部教授）
導と評価
本講習講師による小・中学校実践のねらいと指導作品の鑑
賞、③評価の観点と実践に関する講話。以上の講習の過程
で、鑑賞や評価に関する歴史的教育的な理解、各自が自信
をもって表現や鑑賞の指導が行える方法の獲得と態度の形
成をねら いとする。

宇都宮大学

宇都宮大学

宇都宮大学

上田
松居
堀田
杉本

高嘉（教育学部教授）
誠一郎（教育学部教授）
直巳（教育学部教授）
智（教育学部非常勤講師）

自然科学の新展開

自然科学での近年の研究進展は著しく、目覚ましい成果
が様々な領域で得られている。本講座では、物理学、生物
学、地球科学、惑星科学、天文学の領域で、できるだけ興
味深い最近のテーマをとりあげ、平易に紹介する。この講座
を履修することで、理科関係科目の担当教諭が、新しい
テーマを自信をもって指導できるようになることで、教育現
場での「理科ぎらい」の解消を支援する。なお、宇都宮大学
に新設された高解像天体望遠鏡と簡易プラネタリウムも活
用する（当日の天候によって内容に変更の可能性がある）。

音楽の理論と分析

現在の学習指導要領に示された音楽教科の内容は、以
前に比べ、音楽理論や音楽構造の知的理解を要する事項
が大幅に強化されています。小学校・中学校・高等学校で
音楽を担当する教師には、理論・構造面に関する能力が必 木下 大輔（教育学部准教授）
要不可欠です。本講習では、音楽理論・音楽形式論の基礎
を講ずるとともに、身近な教材を用いて音楽分析を実習しま
す。

上田
松居
堀田
杉本

高嘉（教育学部教授）
誠一郎（教育学部教授）
直巳（教育学部教授）
智（教育学部非常勤講師）

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年7月19日

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小・中・高・中等
教育・特別支援
学校（理科）教諭

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小・中・高等学校
音楽担当教諭

6,000円

55人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851006号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

教諭

小（図画工作）・
中（美術）学校教
諭

12,000円

32人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851007号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

栃木県宇都宮
市

12時間

平成26年7月26日～
平成26年7月27日

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年7月27日

教諭

小・中・高・中等
教育・特別支援
学校（理科）教諭

6,000円

55人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851008号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年7月27日

教諭

小・中・高等学校
音楽担当教諭

6,000円

55人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851009号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/
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平成２６年度（第２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

幼・小・中・高等
教諭
学校教諭、養護
養護教諭
教諭

6,000円

70人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851010号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

子どもから出発する授業

授業記録（逐語記録）や子どもの作文、子どもの行動の
記録等をもとに、それらの関係をさぐりながら、日頃見られ
る子ども達の授業での姿や、学校での様々な行動にある背
景を考察していきます。グループ単位で時間をかけて分析・
溜池 善裕（教育学部教授）
考察を行い、日頃、授業に直接関わっている教員や、授業
外で子どもと関わっている養護教員が互いに意見を交換
し、子どもに関する理解を深め合い、子ども一人ひとりを生
かす指導のあり方（子どもから出発する授業）に迫ります。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年7月27日

なぜ毛筆で学ぶのか －書写指
導の誤解と真実－

子どもたちの道具セットを見られよ。その中にある毛筆
は、セットの価格からして劣悪であるとわかる。たまに素晴
らしい授業を拝見するが、固まった筆、穂先の割れた筆で
授業が行われている。体育でも空気の抜けたボールを使っ
ているのだろうか。書写の教科書は改訂ごとに活字のような 中島 望（教育学部教授）
四角い文字になる。練習用紙と清書用紙、教師用の朱墨、
それに○○書道展。無くてもよい順に並べた。まずは板書
の文字からチェックしたい。次に、ひらがなと楷書の正しい
形、行書学習の本来的意義をお伝えする。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭

6,000円

35人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851011号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

ヤング図形と整数の分割

本講習では、整数の分割の図形的表現であるヤング図
形について講義する。最初に、ヤング図形の定義と簡単な
性質、整数の分割との関係を述べ、代表的な整数の分割恒
等式を解説する。次に、ヤング盤や標準盤などの定義と、標
三橋 秀生（教育学部准教授）
準盤の個数に関する（ある有名な）公式を解説し、公式の成
り立つ理由を説明する。本講座を履修することで、整数問題
や数え上げ問題に対し、図形的思考がいかに有効であるか
を理解できるだろう。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中・高等学校の
数学科教諭

6,000円

60人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851012号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

情報教育の目標に基づいて、コンピュータやインターネッ
トなどのICTや、学習指導用の教材コンテンツなどを活用し
た授業改善の方法を検討します。また、情報モラルの最近
授業に役立つ教員のＩＣＴ活用入
の状況から、学校や地域のあり方についても検討します。 川島 芳昭（教育学部准教授）
門
さらに、インターネットに流通している最近の学習指導用
の教材コンテンツを実際に操作しながら、授業に役立てる方
策を検討します。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

30人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851013号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

美術史研究と美術作品の見方

美術作品をどのように授業に生かすことができるのか。
この講習では美術史研究の学的展開やそこから導かれる
観点を整理し、美術史上の重要な作品や教科書掲載作品
などから導かれる美術概念やその特性などを分析する。そ 本田 悟郎（教育学部准教授）
れらが単なる知識理解を超えた美術作品の見方を提示し、
図画工作・美術の表現と鑑賞の題材にどのように関わるか
を受講者とともに考察、検討する。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中・高等学校
(美術)教諭

6,000円

36人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851014号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

地域社会と地方自治

少子高齢化のもと、地域社会では自治体や企業だけでな
く、住民や団体・ＮＰＯといったボランタリーセクターが各々
の力を発揮することが求められている。また、行政のみなら
ず、たとえば住民の代表機関である地方議会においても、と
中村 祐司（国際学部教授）
くに住民との関係において「協働」に向けた変化を迫られて
いるし、現に進行している。本講義では、地域における教育
のあり方なども含め、住民活動の実践事例を挙げながら、
受講生と共に考える機会としたい。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月8日

小・中(社会科)・
教諭
高等学校(地理歴
養護教諭 史科・公民科）教
諭、養護教諭

6,000円

55人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851015号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

本講習では、重い障害がある子どもとの長期間の教育
実践経験を有する人を主たる対象として、重度・重複障害教
育における実践研究（アクション・リサーチ）の現状と課題、
障害の重い子どもとの教育的係 特に教育的係わり合いの視点について、映像資料を用いな
岡澤 慎一（教育学部准教授）
わり合い
がら解説したり、受講生相互に協議したりする。そのなか
で、教育的係わり合いとは実践研究に他ならず、実践を省
察し記述することが実践的見識を高めるということを先生方
と共有していきたい。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月11日

特別支援学校教
教諭
諭、養護教諭向
養護教諭
け

6,000円

60人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851016号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

三島由紀夫の戯曲を読む

三島由紀夫は、小説とともに演劇に情熱的に取り組み、
多くのすぐれた現代戯曲を書き残している。この講義では、
三島が能を近代的な装いのもとに転生させた現代戯曲『近
代能楽集』連作について分析し、古典の受容の問題につい
守安 敏久（教育学部教授）
ても考える。文学作品の緻密な理解を通して、読解力と考
察力を養成し、教育活動に活かしたい。なお三島由紀夫『近
代能楽集』（新潮文庫）所収「卒塔婆小町」「葵上」「班女」を
事前に読んでくることが、本講習の必須の受講要件となる。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月11日

教諭

中・高等学校国
語教諭向け

6,000円

75人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851017号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

小中学校における思考力・判断
力・表現力育成の理論と実際

学習指導要領で重視されている「活用」や「思考力・判断
力・表現力育成」の在り方について概説をしたのち，小学校
（理科），中学校（国語・理科）に分かれて，学習の実際を授
業のビデオを用いながら解説する。その後，附属教員と共
に小集団での議論・意見交換を行う。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小・中学校（国
語・理科）教諭

6,000円

80人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851018号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

走、跳、投などの基礎的な運動について、何m投げられた
か、何秒で走れたかなどの記録をもとにした数量的な評価
体育の実技指導に活かす運動観
ではなく、どのような動きが身に付いているかという質的な 加藤 謙一（教育学部教授）
察
評価の見方について学びます。そして、体育授業における
観察学習の意義やその効果的な指導について考えます。

教諭

幼・小・中・高等
学校の体育や運
動部を指導する
教諭

6,000円

60人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851019号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

宇都宮大学

宇都宮大学

松本
浅川
荒川
荏原
加藤

敏（教育学部教授）
邦彦（教育学部非常勤講師）
卓士（教育学部非常勤講師）
寛一（教育学部非常勤講師）
雅継（教育学部非常勤講師）

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月12日
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平成２６年度（第２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

消費者教育推進法 が制定され、学校は、消費者教育の
様々な場における推進の機関として位置付けられていると
ともに、消費者となりうる児童・生徒の安全・安心の確保に
関しても責任を負っている。このことを達成するためには学
赤塚 朋子（教育学部教授）
校全体での取り組みが必要と思われるので、教科にとらわ
れない教諭を対象として、これまで担ってきた家庭科の視点
を基に小・中・高と体系的に捉えた消費者教育の授業実践
について検討したい。

宇都宮大学

消費者教育

宇都宮大学

高齢者や障害者の疑似体験に取り組む学校は多い。そ
の実施にあたっては多くの課題を検討し、準備する必要が
あるが、具体的に実践に即して検討する機会はほとんどな
いのが現状である。そこでこの講習では、主として公共交通
心のバリアフリーに焦点をあてた
の利用場面に焦点をあて、交通弱者の置かれている状況を 長谷川 万由美（教育学部教授）
福祉教育の実践的検討
理解するための「心のバリアフリー」の推進に向けた授業の
あり方について、国土交通省の協力を得て、実車(ノンステッ
プバスや福祉タクシーなど)を利用して実践的な検討を行
う。

講習の開催地

栃木県宇都宮
市

栃木県宇都宮
市

宇都宮大学

中学校理科指導再考

中学生になると増えるといわれる理科嫌いとは何か、なぜ
理科嫌いが起こるのかを、生徒の実態調査などのデータに
基づいて考察しながら、中学校理科のあり方について考え
ていきます。
その上で、理科の中でも特に苦手意識が高いといわれる 伊東 明彦（教育学部教授）
物理分野を中心に、実習を交えながら教材研究や指導の在
り方について議論していきます。物理分野の指導に困難を
感じている方、物理が少し苦手だと思っている方も気軽に受
講してください。

栃木県宇都宮
市

宇都宮大学

指揮は合唱、器楽合奏等において必要不可欠である。現
実には奏者の指導に集中するあまり、自分の指揮法を見直
す機会があまり多いとは言えないのが現状である。そこで、
指揮をより分かり易くするために 一度原点に立ち戻り、奏者にとって分かりやすい図形、たた 髙島 章悟（教育学部講師）
き、拍の取り方から指揮者のイメージの中に音がどのように
鳴っているかどうか、呼吸法と照らし合わせながら検証し、
講習を行う。

栃木県宇都宮
市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月12日

6時間 平成26年8月18日

6時間 平成26年8月18日

6時間 平成26年8月18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

小・中・高等学校
教諭

6,000円

100人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851020号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

幼・小・中・高・中
教諭
等教育・特別支
養護教諭 援学校教諭、養
護教諭

6,000円

60人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851021号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

教諭

小・中学校（理
科）教諭

6,000円

平成26年4月5日～
30人
平成26年4月23日

平261001851022号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

教諭

小・中・高等学校
において音楽活
動に従事している
方

6,000円

55人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851023号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

6,000円

200人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851024号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

教諭

いじめの感情心理学

近年、小中学生における「いじめ」の問題がクローズアッ
プされています。当然、いじめは許されない卑劣な行為で
す。しかし、だれもがそれを悪いとわかっていながら、いじめ
る側に回ったり、いじめを見て見ぬふりをしたりする場合も
澤田 匡人（教育学部准教授）
少なくありません。本講座では、このような問題の理解と対
応について、いじめを取り巻く感情（妬み・恨み・シャーデン
フロイデ）に焦点を当てた最新の研究成果を交えながら、平
易に解説していきます。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月19日

宇都宮大学

たのしくわかる化学実験のコツ

中学校理科第1分野,及び高等学校化学分野の実験の中
からいくつかの教材を精選して,体験的に知識を再確認して
戴きます。教科書で扱う化学実験の初歩から発展的なもの
まで順を追って，安全・確実に実験を成功させるノウハウを 山田 洋一（教育学部教授）
説明します。ねらい：「たのしくわかる化学実験」の「わかる」
という部分について,「何をどのように分からせるか」考えるこ
とも有意義でしょう。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小・中・高・特別
支援学校(理科)
教諭

6,000円

35人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851025号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

小学校理科の特質や観察・実験のねらいに沿って、子ども
の科学的認識を育むことを目指した授業について考察しま
井口 智文（教育学部教授）
子どもの科学的認識を育む小学 す。それとともに、物理・化学・生物の各分野から精選され
人見 久城（教育学部教授）
校理科授業
た実験教材について、体験的に学習することを目指します。
出口 明子（教育学部准教授）
また、身近な材料を用いたものづくり、化学実験を安全に行
うスキル、生物観察のポイントなども取り上げます。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

28人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851026号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

電気電子工学技術は，私たちの生活を支える科学技術
の柱であり，あらゆる産業の発展に貢献してきた。本講座で
は，目に見えない電気電子現象が私たちの身の周りや社会
現代社会を支える電気電子工学 でどのように使われているかを，電気電子工学分野の基本
技術
的な技術要素である「電力」，「エレクトロニクス」，「通信」，
「制御」の観点から説明することにより，理科の中でも生徒
にとって得手不得手が分かれる電気電子工学分野に興味
をもたせるためのヒントを提供する。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小・中・高等学校
（理科、技術、工
業）教諭

6,000円

55人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851027号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

幼・小・中・高・中
教諭
等教育学校・特
養護教諭 別支援学校教
諭、養護教諭

6,000円

75人

平成26年4月5日～
平成25年4月23日

平261001851028号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

6,000円

28人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851029号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

入江
船渡
古神
平田

晃亘（工学研究科教授）
寛人（工学研究科教授）
義則（工学研究科教授）
光男（工学研究科教授）

本講義では，米であれ肉であれ私たちの食料の源泉は
光合成にあること，日本は米生産量のおよそ２倍ものトウモ
ロコシを輸入していること，これにともなう環境問題と持続的
農業の必要性を述べます。本講義を通じて，食料生産や環 和田 義春（農学部教授）
境問題について現在を考える多様な視点を知って，教師自
らが考える契機となるとともに，子供たちに食育や環境教育
を行うことに資することを目的とします。

宇都宮大学

私たちの食料生産と環境

宇都宮大学

小学校理科の特質や観察・実験のねらいに沿って、子ども
の科学的認識を育むことを目指した授業について考察しま
井口 智文（教育学部教授）
子どもの科学的認識を育む小学 す。それとともに、物理・化学・生物の各分野から精選され
人見 久城（教育学部教授）
校理科授業
た実験教材について、体験的に学習することを目指します。
出口 明子（教育学部准教授）
また、身近な材料を用いたものづくり、化学実験を安全に行
うスキル、生物観察のポイントなども取り上げます。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月20日

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月21日
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幼・小・中・高・中
教諭
等教育・特別支
養護教諭 援学校教諭、養
護教諭

教諭

小学校教諭

平成２６年度（第２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

6,000円

65人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851030号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

カラスの生物学

カラスという生物を生態の面から生活史などを解説する。
その後、脳の発達、学習能力、視覚、羽装構造、消化器、飛
翔筋の構成などについて哺乳類のそれらと比較しながら、
カラスという動物を中心にして、動物の体の仕組みと働きに
ついて解説する。また、脳および視覚については、これら器 杉田 昭栄（農学部教授）
官の科学的解析方法を分子生物学的側面、電子顕微鏡解
析による超微細構造的側面から、現在の科学的な生物解
明のアプローチをまじえながら講義を行う。このことから、生
物の分解的見方や統合的思考が身に付く。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小・中・高・中等
教育学校（理科）
教諭、特別支援
学校教諭

宇都宮大学

思考力を育てる算数・数学の授
業を考える

算数・数学科における思考力育成に関わる研究動向を紹
介し、グループワークと発表を取り入れながら、算数的活
動・数学的活動を授業に取り入れる視点や手立て、教師の
日野 圭子（教育学部教授）
役割について考察を行う。思考力を育てる授業の視点は
様々であることを知り、自分の授業について振り返ったり、
視野を広げたりする機会となるようにしたい。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小・中学校数学
教諭向け

6,000円

60人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851031号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

非言語コミュニケーションに関与する主要な９つの非言語
メディア（人体、動作、目、身体接触、対人的空間、周辺言
非言語コミュニケーションの理論 語、沈黙、時間、色彩）について映像や実験を交えながら解
茅野 理子（教育学部教授）
と実際
説する。無意識のうちに送受信してしまっている９つの情報
源に気づくことで、より豊かな自己表現、洞察的な他者（幼
児・児童・生徒）理解ができるようになることをめざす。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月22日

幼・小・中・高等
教諭
学校教諭、特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

60人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851032号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

本講習では、１９世紀末、はるばるイギリスから極東の東
アジアを訪れたイザベラ・バードが書き残した３つの旅行記
を取り上げる。バードは、女性の視点から封建社会から近
代社会へと移行する東アジアの生の姿を描き上げて注目を
旅行記に見る東アジアの近代―
集めたイギリスを代表する旅行家である。そこで本講習で 丁 貴連（国際学部教授）
イザベラ・バードを手掛かりとして
は、とりわけ女性の記述に注目し、王族から上中流、底辺
の女性たちの美意識や家族関係、親子関係、恋愛と結婚、
家事と労働、食生活、教育、出産と子育などを比較紹介し、
それらの視点を授業に役立ててもらうことを目的とする。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月25日

小･中（社会科）･
高等学校（地理
歴史科･公民科）
教諭

6,000円

55人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851033号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月26日

特別支援学校及
教諭
び特別支援学級
養護教諭
教諭、養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851034号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

6時間 平成26年8月26日

教諭

小・中（社会科）・
高等学校（地理
歴史科・公民科）
教諭、特別支援
学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851035号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

教諭

小･中（社会科）･
高等学校（地理
歴史科･公民科）
教諭

6,000円

55人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851036号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

12,000円

45人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851037号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

6,000円

100人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851038号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

宇都宮大学

LD、ADHD、ASD(自閉症スペクトラム)児の特性を理解し、
それぞれの障害特性に応じた教育支援のあり方を学習す
る。具体的には、LD児の場合は、その7割を占めるといわれ
る読字障害(ディスレクシア)が文章を読む際にどのように捉 梅永 雄二（教育学部教授）
えているか、ADHDの多動・衝動性・不注意は学業とどのよ
うに関連するか、ASDのコミュニケーション、対人関係の困
難さなどを学ぶ。

宇都宮大学

発達障害児の理解と支援

宇都宮大学

地理教育の実践においては、地理的事象を分析し、児
童・生徒が理解可能な地理情報に加工する技能が必要で
す。
本講座では、教師に訪問や見学の経験がない場合でも、
児童・生徒の地域理解をうながす
授業で取り上げる地域の自然環境・歴史・産業・交通・文化 松村 啓子（教育学部准教授）
視点と方法
などをいきいきと伝えるための視点や方法を、地形図の読
図、空中写真の判読、統計・行政資料・旅行記の活用など、
実際の作業をつうじて学ぶことをめざします。受講者は、
USBメモリを用意してください。
現代の日本では、男女共同参画社会の構築が課題と
なっています。しかし、男性の育児休業取得率2.6％(2011
年、厚生労働省「雇用均等基本調査」)という数字が示すよう
に、その歩みは多くの困難に満ちています。本講義では、
マリー ケオマノータム（国際学部教授）
ジェンダー概念の基礎を論じるとともに、家族と労働におけ
るジェンダー問題の構図を理論的・実証的に明らかにするこ
とをとおして、主として「社会科」教育の充実の一助となるこ
とをめざします。

宇都宮大学

現代社会とジェンダー

宇都宮大学

新学習指導要領において「伝統・文化」を各教科に取り入
れることが課題になっている。本講座では、伝統染織という
伝統染織にみる感性を取り入れ 手仕事がもつ環境観や生命観などについて述べ、家庭科
佐々木 和也（教育学部准教授）
た家庭科教育
教育を中心に感性を育む「ものづくり」の要素を取り入れる
ことの意義について講義する。また、染織実習を体験するこ
とで理解を深め、学校現場での利用について検討する。

宇都宮大学

ヨーロッパの歴史を読みなおす

８世紀から２０世紀までのヨーロッパの歴史を担当講師の
独自の視点から概説するとともに、ヨーロッパ文明に先行し
ていたビザンツ帝国、イスラム圏、インド、中国などの諸文
明が、なぜ、いつごろから、どのようにして逆転してしまった
のか、その諸要因を再検証することにより、歴史が教えてく 下田 淳（教育学部教授）
れることや歴史のおもしろさを授業の材料として提供するこ
とを目的とする。
また、ヨーロッパの歴史が各教科の中にどのような影響
を及ぼしているのかを認識する機会としてほしい。

栃木県宇都宮
市

教諭

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月26日

栃木県宇都宮
市

平成26年8月26日～
12時間
平成26年8月27日

教諭

幼・小・中・高家
庭科教育・総合
学習(環境教育)
担当教諭

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小・中・高等学校
教諭
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平成２６年度（第２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

宇都宮大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

持続可能な社会の構築には、効率的な生産プロセスが重
要です。ここでは、合理的に物質を生産する化学プロセスの
持続可能な社会の構築のための ための学問である「化学工学」の基礎を修得するための講 佐藤 剛史（工学研究科准教授）
化学
義と演習を行います。また、エネルギー問題・環境問題に関 佐藤 正秀（工学研究科准教授）
連したトピックスについて、実例の紹介を中心とした講義を
行います。
講習では、①教育政策における「キャリア教育」の内容
及び位置づけ、②日本型雇用とその変容、③不安定雇用に
就いた若者たち、④日本の職業教育・訓練、⑤日本におけ
る職業指導・進路指導のこれまで、⑥児童生徒が働くことを 丸山 剛史（教育学部准教授）
考えるようになる教育実践について取り上げ、要点ないしは
特徴について説明するとともに、意見交換・話し合いの機会
を設け、交流により理解を深めることができるようにする。

宇都宮大学

「キャリア教育」の動向と児童生
徒が働くことについて考えるよう
になる教育実践

宇都宮大学

保育所、幼稚園から小学校へ、子どもたちの育ちを受け
渡すことは保育者の役割の一つです。園での生活や遊びを
通して、子どもたちがどのような経験を積んできたのかを保
保幼小連携をどうすすめるか
育者と小学校教員が共有することは今日においては特に重
天野 珠路（日本女子体育大学体育学部准教
－子どもの育ちと学びをつなげる 要であり、子ども理解に基づく連携が求められているといえ
授）
－
るでしょう。本講座では園や小学校での様々な取組やアプ
ローチカリキュラム、スタートカリキュラムなどを紹介しなが
ら、子どもの主体性を大事にした保幼小連携について学ん
でいきます。
近年、自然体験学習の重要性が叫ばれ、学校現場にお
いて数多く実践されている。本講習では、「体験を学びにつ
なげる」という視点から「野外教育」の歴史、意義および効果 平野 智之（教育学部准教授）
についてグループワークやディスカッション等を交えながら
概説する。その後、イニシアティブゲームを体験する。

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

中・高等学校理
科教諭向け

6,000円

55人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851039号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

6時間 平成26年9月6日

小・中・高・特別
教諭
支援学校教諭、
養護教諭
養護教諭

6,000円

60人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851040号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年9月6日

教諭
幼稚園・小学校
養護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

80人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851041号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年9月6日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月5日～
平成26年4月23日

平261001851042号

028-649-5119

http://www.utsunomi
ya-u.ac.jp/

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月29日

栃木県宇都宮
市

教諭

宇都宮大学

野外教育の理論と実際

作新学院大学

本講習は、小学校での「外国語活動」等の授業において、
子どもが英語に興味を持てる授業の作り方を知り、教師が
自信を持って英語を教えられるようになることを目的とする。
子どもとともに作る楽しい英語の 講習の５つのポイント：①授業で使える英語ゲームの紹介お クイン マシュー(作新学院大学非常勤講師)
授業
よびワークショップ、②レッスンプランニング、③ALTとの関 クリス スミス(獨協大学非常勤講師)
係作りとALT活用の仕方、④英語の教え方Q＆A：受講者の
疑問へのアドバイス、⑤授業体験：年間指導計画と具体的
授業内容。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月2日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

50人

平成26年3月16日～
平成26年4月30日

平263006750629号

028-667-7111

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

作新学院大学

本講習では、日本語学、日本近代文学、漢文学を専門とす
池上 啓(作新学院大学人間文化学部教授)
国語科の教材研究を深める－日 る3名の教員が、中学校や高等学校で扱う可能性のある教
玉城 要(作新学院大学人間文化学部教授)
本語学・日本近代文学・漢文学 材等に関して、それぞれの専門分野での近年の研究状況を
原 貴子(作新学院大学人間文化学部特任講
の視点から－
紹介する。それにより、生徒の興味関心を喚起したり本文を
師)
解釈したりする際の参考になることを目標としている。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

50人

平成26年3月16日～
平成26年4月30日

平263006750630号

028-667-7111

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

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

40人

平成26年3月16日～
平成26年4月30日

平263006750631号

028-667-7111

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

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円

50人

平成26年3月16日～
平成26年4月30日

平263006750632号

028-667-7111

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

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

70人

平成26年3月16日～
平成26年4月30日

平263006750633号

028-667-7111

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

6,000円

50人

平成26年3月16日～
平成26年4月30日

平263006750634号

028-667-7111

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

8,000円

20人

平成26年4月19日～
平成26年6月13日

平263019050604号

028-627-7121

http://www.riko.tei
kyo-u.ac.jp/

前半は，乳幼児期から児童期にかけての、主に他者との関
係の形成や自己の形成を軸にすえながら、発達的な子ども
理解の基本姿勢について講義を行う。後半では、乳幼児期 牧 裕夫（幼児教育科特任教授)
等の子ども理解についてロールプレイを活用した事例をもと 設楽 紗英子（幼児教育科講師)
に解説し、ロールプレイを教育場面等で活用するためには
どのような方法があるか受講者と共に考え、深めていく。

作新学院大学

乳幼児・児童の発達と相談支援

作新学院大学

本講習では、スポーツ、ビジネス、健康等の分野で、幅広く
活用されている人間力（ライフスキル）の向上に役立つメン
教育メンタルスキルズトレーニン タルスキルズトレーニングについて、実技やグループワーク
笠原 彰（経営学部准教授）
グ
を中心に講習する。教員のメンタルヘルスに役立ち、教育を
めぐる様々な問題に対して柔軟に対応できる手がかりを得
られるようにする。

栃木県宇都宮
市

作新学院大学

しばしば指摘されてきている地域の人間形成力の弱体化は
学校の生徒指導上の困難の一因にもなっており、学校と地
域の連携は現代の大きなテーマの一つである。その一方
まちづくり・地域づくりの視点と対 で、まちづくりは全国的に広がっており、地域社会の参画協 橋立 達夫（経営学部教授）
応
働の可能性を大きく引き出す試みが注目されている。本講 前橋 明朗（経営学部教授）
習は、こうしたまちづくり・地域づくりの歴史と実際を概説す
ることにより、学校と地域の連携の手がかりを得ることを目
指している。

栃木県宇都宮
市

作新学院大学

本講習では、発達障害のある児童・生徒が学校場面で示す
さまざま問題について、それが生じるメカニズムを理解し、
発達障害のある児童・生徒への
いかに対応するかを検討する。また、発達障害によって引き 田所 摂寿（人間文化学部准教授）
支援の具体的な方法－学校での
起こされる二次障害（うつ、自尊心の低下、不登校など）に 高浜 浩二（人間文化学部准教授）
アセスメント、対応を学ぶ－
対するアセスメントおよび予防方法、対応方法について事例
を交えて考察する。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月1日

教諭

中学校・高等学
校の理科担当教
諭向け

帝京大学

食品の機能と製造

１．摂取することにより疾病の予防、改善が期待できる代表
的な機能性食品の作用を説明し、機能を表示することがで
きる保健機能食品、特定保健用食品制度の役割と現状に 古賀 仁一郎（理工学部准教授）
ついての講義を行います。
榎元 廣文（理工学部講師）
２．代表的な乳製品であるチーズの栄養学的な特徴および
製造法について説明後、チーズ作り実習を行います。

6時間 平成26年8月7日
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平成２６年度（第２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1日目に以下の2つの実験のうち１つを行い、レポートを
提出する。 講習2日目に実験結果のレポートをパワーポイ
ントにまとめ、実験の担当講師全員の前で研究発表を行な 橋本 敬三（理工学部教授）
工業科教育と理科教育に役立つ
う。①放射線安全教育と放射線の計測実験（橋本担当、定 大森 隆夫（理工学部教授）
工学実験
員3名）．②低速風洞による翼まわりの流れ観察（大森担
当、定員3名）．実験を体験し、基本原理を理解する力、結果
をとりまとめる力、発表する力を高めることができる．

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

栃木県宇都宮
市

平成26年8月4日～
12時間
平成26年8月5日

教諭

中学校、高等学
校教諭（理科、技
12,000円
術科、工業科）向
け

納得する数学の授業
－グラフ描画ソフトGRAPESの
利用－

フリーソフトGRAPESを利用すると関数を理解するための
様々なアプローチが可能になる。
はじめにGRAPESの基本的な使い方を紹介する。次に教師
が授業で関数を視覚的・動的に扱う場面、生徒が自分の考
福田 千枝子(理工学部講師)
えをGRAPESを使って思考実験する授業事例を紹介し、最
後に教材の作成をする。
生徒が分かったと納得する授業づくりのためにテクノロジー
の利用を考え、その入門コースと位置づける.

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭向
け

帝京大学

キャリア教育の基礎を学ぶ

本講習は、キャリア教育の意義について学ぶという基礎的
な内容である。具体的には、中学校・高等学校における進
路指導の現状での問題点を話し合う。また、社会で求めら
れる人材像をふまえて、進路指導を中心としたキャリア教育 横山 明子（理工学部教授）
の目標やその有効性についての理解を深め、今後の進路
指導に役立てることを目的とする。この講習はグループディ
スカッション形式で行う。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

帝京大学

本講習は、救急処置の重要性を理解し、保健体育や部活動
指導等の場面を想定して、学校現場において最低限必要だ
学校現場で必要な救急処置の知 と考えられる外傷時、緊急時対応のできる実践力を習得す
剱持 佑起(医療技術学部柔道整復学科助教)
識と技術
るための内容である。具体的には、心肺蘇生法、外傷発生
時の応急処置、運搬法について講義と実習形式で実施して
いく。

帝京大学

帝京大学

帝京大学

ものづくりの流れは製品設計、加工、組立、検査の過程を経
ますが、生産効率や精度維持を図るためには、最初の段階
の設計データを有効に活用する必要があります。このため
CAD/CAM技術が発展してきましたが、近年になってCADモ
３次元CAD/CAMによるものづくり デリングの３次元化が容易になり、ものづくりの各過程がよ 古澤 利明(理工学部教授)
と設計
り高度化されてきました。
頃安 貞利(理工学部准教授)
講習では、ものづくりの概要、設計への解析の導入、CAM
データの作成などについて講義します。なお、筆記試験によ
り理解度を評価します。

群馬県立女子大 日本のことば、日本の文学
学
―ことばの多様性―

日本語の多様性、すなわち方言を考察することにより、地域
ごとにいきづく生活文化のありように迫る。具体的には、群
馬県の方言語彙を中心にとりあげる。日本語方言のなかで
の位置づけを確認し 、群馬県方言の特徴を明らかにする。 新井 小枝子（文学部准教授）
さらに、その背後にある人びとのものの考え方やとらえ方を
把握する。「方言をよむ」ことによって、「ことば」の本質に
迫ってみたい。

『伊勢物語』や『源氏物語』などの平安文学作品の中から、
比較的有名ないくつかの章段や場面をとりあげて読む。歴
群馬県立女子大 日本のことば、日本の文学
史的な背景や文学史的意義、個々の表現の問題性、文学
学
―平安文学作品を読みなおす―
作品としての解釈の可能性などに配慮しながら、鑑賞上の
魅力を考える。

室田 知香（文学部講師）

群馬県立女子大 英語と英米文化への誘い
学
―英語の意味を捉える―

英語における意味の問題に注目し、考察します。最初に取
り上げるのは、英語の前置詞です。各前置詞の意味は単純
な図式的イメージであるという考えに基づいて具体案を示
し、各前置詞の多様な用法を統一する一つの図式を見出し 嶋田 裕司（文学部教授）
ます。次に、英語の詩を取り上げます。幾つかの詩を材料に 松﨑 慎也（文学部准教授）
して、技巧を凝らしたイメージ、比喩、音、リズムなど、独特
な言葉の用法が、どのような意味を伝えようとしているのか
探ります。

群馬県立女子大 英語と英米文化への誘い
学
―英米の社会と文化を知る―

英語を学ぶことは、そのことばの用いられる社会と文化を知
ることであり、そこに英語教育のひとつの目的がある。本講
座は、英米の社会と文化の特質を知ることによって、英語と 藤村 好美（文学部教授）
いうことばの背景について理解を深め、より深みのある英語 ロドニー ・ビドル（文学部准教授）
教育への基礎となることをめざす。ビドルが英国の社会と文
化について、藤村がアメリカの社会と文化について論じる。

群馬県立女子大 芸術の世界
学
―芸術を創る―

美学美術史学科の実技系二人の教員が、「絵画」と「デザイ
ン」それぞれの専門分野から、芸術創造の教育実践につい
て参加者とディスカッションをします。また美術実技から簡単
高橋 綾（文学部准教授）
な実技体験と指導を受けます。その上で、大学における芸
山崎 真一（文学部准教授）
術の創造教育についての基本的な知識および様々な話題
を、具体的に教育体験を介して語ってもらいながら、自由な
質疑応答を行います。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月7日

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年8月22日

群馬県佐波郡
玉村町

群馬県佐波郡
玉村町

群馬県佐波郡
玉村町

群馬県佐波郡
玉村町

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月7日

6時間 平成26年8月7日
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受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6人

平成26年4月19日～
平成26年6月13日

平263019050605号

028-627-7121

http://www.riko.tei
kyo-u.ac.jp/

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年6月13日

平263019050606号

028-627-7121

http://www.riko.tei
kyo-u.ac.jp/

中学校・高等学
校教諭向け

8,916円

30人

平成26年4月19日～
平成26年6月13日

平263019050607号

028-627-7121

http://www.riko.tei
kyo-u.ac.jp/

中学校・高等学
教諭
校保健体育教
養護教諭 諭、養護教諭向
け

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年6月13日

平263019050608号

028-627-7121

http://www.riko.tei
kyo-u.ac.jp/

教諭

高等学校教諭
（工業、情報）向
け

7,000円

8人

平成26年4月19日～
平成26年6月13日

平263019050609号

028-627-7121

http://www.riko.tei
kyo-u.ac.jp/

教諭

国語に関心のあ
る小学校教諭、
中学校・高等学
校の国語担当教
諭

6,000円

20人

平成26年5月13日～
平成26年6月6日

平262001752522号

0270(65)8511

http://www.gpwu.ac.
jp/ext/renew/index.
html

教諭

国語に関心のあ
る小学校教諭、
中学校・高等学
校の国語担当教
諭

6,000円

20人

平成26年5月13日～
平成26年6月6日

平262001752523号

0270(65)8511

http://www.gpwu.ac.
jp/ext/renew/index.
html

教諭

英語に関心のあ
る小学校教諭、
中学校・高等学
校の英語担当教
諭

6,000円

20人

平成26年5月13日～
平成26年6月6日

平262001752524号

0270(65)8511

http://www.gpwu.ac.
jp/ext/renew/index.
html

教諭

英語に関心のあ
る小学校教諭、
中学校・高等学
校の英語担当教
諭

6,000円

20人

平成26年5月13日～
平成26年6月6日

平262001752525号

0270(65)8511

http://www.gpwu.ac.
jp/ext/renew/index.
html

教諭

美術・芸術に関心
のある小学校教
諭、中学校・高等
学校の美術・芸
術担当教諭

6,000円

20人

平成26年5月13日～
平成26年6月6日

平262001752526号

0270(65)8511

http://www.gpwu.ac.
jp/ext/renew/index.
html

平成２６年度（第２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

群馬県立女子大 芸術の世界
学
―芸術を観る―

本学美学美術史学科の「美術史」の教員が、西洋美術史と
日本美術史の専門分野から、美術作品を通して芸術を観る
ポイントを講義します。西洋美術史では、ギリシア神話を
テーマにして、ヨーロッパの美術作品をみていきます。日本 藤沢 桜子（文学部准教授）
美術史では、中・近世の絵画の中から特に水墨画をとりあ 大石 利雄（文学部准教授）
げます。水墨画のもつ造形的な豊かさ、おもしろさについ
て、また、外来美術である水墨画の日本絵画史に果たした
役割・意義について理解を深めます。

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 平成26年8月8日

群馬県立女子大
男と女の社会学(教育と性差)
学

現代日本のさまざまな「子ども問題」を、「男は外で仕事、女
は家庭で家事育児」という日本の性役割という視点から分
析し、「男女共同参画社会」の実現の必要性と教員の役割
佐々木 尚毅（文学部教授）
について考えます。また、諸外国のライフワークバランスの
状況について理解を深め、学校教育が果たすべき役割につ
いても考えます。

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 平成26年8月4日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

自閉症スペクトラム障害児の早期発見・介入について、現
自閉症スペクトラム障害をどう理
在どのようなことがわかってきているのかを検討することで、
群馬県立女子大 解するか
この障害に対する基本的な理解を深めたい。早期発見に関 毛塚 恵美子(文学部教授）
学
―早期発見・介入の現状と課題
わる代表的な研究や早期の介入方法について紹介し、受講
―
者とともに考え、検討する場としたい。

群馬県佐波郡
玉村町

6時間 平成26年8月5日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

情報処理技術の習得と活用
（Excelの基礎と教育への活用）

講義・演習形式により授業教材や教育情報での活用を想定
したExcelによる情報処理の基礎を習得する。具体的には、
表計算やグラフ作成等Excelの基本操作とデータ処理方法
を習得すると共に、これを教育に活用するためのヒントを提
山口 憲二（地域政策学部非常勤講師）
供し、受講者それぞれの実践につなげることを目的とする。
想定する受講者の情報リテラシーは、Windowsの基本操作
およびWordによる基本的な文書作成が可能なレベルであ
る。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月11日

教諭

高崎経済大学

「学ぶこと」と「考えること」

「学ぶこと」と「考えること」は、文系・理系、就学期・就労期を
問わず、人間が生きる上で必要とされる営みである。本講
座では、人文社会系の専門の異なる4人の講師が、それぞ
れの専門領域における「学び」や「思考」のかたちを提示す
る。講義または演習を通して、各科目や総合的な学習等の
指導に応用できる技法や知識の習得を目指す。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月11日

高崎経済大学

わが国の税制の骨格や基本税目の内容を学ぶ。特に、日
常生活に必要な税金の知識を知り、巷間流布されている間
日本の税制の概要（生活に必要
田中 久夫（経済学部教授）
違った税金情報に左右されない盤石の見識を得て欲しい。
な税金の話）
上野 正人（経済学部非常勤講師）
具体的には、個人所得税、消費税、相続税、贈与税などの
ノウハウを学びたい人にお勧めしたい。

群馬県高崎市

高崎経済大学

郷土を知ろう（群馬の地理と歴
史）

群馬県の自然・社会や歴史について、地理的・歴史的観点
から講義を行う。地理的には、各種の主題に沿った「地図」
「グラフ」の作成を通じて、視覚的理解の重要性を提示す
津川 康雄（地域政策学部教授）
る。歴史的には、地域史を学ぶ意義を考え、群馬県の地域
西沢 淳男（地域政策学部准教授）
史を事例に、地域の歴史を見る目を養ってもらう。本講を通
じて、群馬の時間と空間、グローカルな視点の確立を図りた
い。

美術・芸術に関心
のある小学校教
諭、中学校・高等
学校の美術・芸
術担当教諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

20人

平成26年5月13日～
平成26年6月6日

平262001752527号

0270(65)8511

http://www.gpwu.ac.
jp/ext/renew/index.
html

6,000円

20人

平成26年5月13日～
平成26年6月6日

平262001752528号

0270(65)8511

http://www.gpwu.ac.
jp/ext/renew/index.
html

6,000円

平成26年5月13日～
20人
平成26年6月6日

平262001752529号

0270(65)8511

http://www.gpwu.ac.
jp/ext/renew/index.
html

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平262001851724号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平262001851725号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

6時間 平成26年8月11日

教諭

小学校教諭、及
び社会・公民・現
代社会を担当す
る中・高等学校教
諭

4,800円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平262001851726号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（地歴）教諭

4,800円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平262001851727号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

高崎経済大学

グループ討議と実習、振り返りと分かち合い等により、文章
を書く楽しさを実感する。最終的な到達目標としては意見文
や評論文を念頭に置いているが、本講座では作文から小論
文章作成技法――作文から小論
文への筋道を一日でたどることを目指す。他に、文章表現 高松 正毅（経済学部教授）
文へ――
の「理論」および「教授法」、さらに教師のための「自己鍛錬
法」などを含む。
講師も全受講者とともに楽しく学びたい。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平262001851728号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

高崎経済大学

情報化社会を意識した適切な教育のために、教育における
情報リテラシーの育成について考える。また、教員自身の情
報リテラシーを高めるために、プレゼンテーションツール（パ
情報処理技術の習得と活用
ワーポイント）の使用方法を学習し、文字だけでなく図・グラ 松井 洋子（経済学部非常勤講師）
（プレゼンテーションと情報リテラ
フ・画像等を活用し、「自分の考えを伝える」ために配慮すべ 藤本 理弘（高崎商科大学非常勤講師）
シー）
きことを考える。教育現場における実践力を高めるために演
習も実施する。受講者には、Windows基本操作およびWord
の基本的な文書作成が可能なレベルを想定する。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平262001851729号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

高崎経済大学

群馬県には、JR在来線6路線の他、東武鉄道3路線、中小
私鉄3社などの鉄道が通り、生徒の通学には重宝されてい
る。しかし、路線バスは、全県にわたって不便なうえ、運賃
群馬県における生活交通の特性 が高いので、駅から離れた地域から通学する生徒は、苦労
大島 登志彦（経済学部教授）
と生徒の通学事情
が多い。こうした群馬県における生活交通事情と生徒の通
学の実態について、具体的状況を把握するとともに、学校･
教員サイドからの指導や配慮、行政の対応の在り方などを
考察していく。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平262001851730号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

高崎経済大学

國分
伊藤
土谷
大村

功一郎（経済学部准教授）
宣広（経済学部准教授）
岳史（経済学部准教授）
和人（経済学部准教授）
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教諭

平成２６年度（第２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

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小学校教諭、中
学校（社会）・高
等学校（公民）教
諭

4,800円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平262001851731号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平262001851732号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

子どもの現在と学校教育

不登校、暴力行為など児童生徒の問題行動の背景のひと
つである児童虐待、発達障害等に注目し、その背景の考察 細井 雅生（地域政策学部教授）
を事例等も含めながら検討し、スクール・カウンセリングの 樺澤 徹二（スクールカウンセラー、臨床心理
活用や家庭との協力等も含め、生徒指導の在り方を考え
士）
る。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平262001851733号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

高崎経済大学

情報処理技術の習得と活用
（ホームページの作成と情報セ
キュリティ）

学校は説明責任を果たすとともに、学校情報を積極的に地
域社会に向けて発信していくことが重要であるが、当講習で
はその情報発信の有効なツールとしてのホームページ作成
を学ぶ。インターネットにおける情報処理のしくみを理解しな
阿部 圭司（経済学部教授）
がら、学校現場の業務に役立つ技術を身につけること目標
とし実習する。想定する受講者の情報リテラシーは、
Windowsの基本操作およびWordによる基本的な文書作成
が可能なレベルである。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月13日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平262001851734号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

高崎経済大学

地域経済の内発的発展には、地域の個性や優位性を創出
する地域資源（自然資源、人材、技術、立地環境など）の有
効活用が重要です。本講では、その実現のため、自治体や
地域経済の内発的発展と産業振 産業団体、学校などが連携して取り組む地域産業の振興方
河籐 佳彦（地域政策学部教授）
興
策について考えます。講義の構成は、概ね次のとおりです。
①地域と産業の基本理論、②内発的発展と産業振興、②地
域個性を活かした産業振興（事例研究）、③まちづくりと地
域産業振興（事例研究）。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月13日

教諭

小学校教諭、中
学校（社会）・高
等学校（地歴・公
民）教諭

4,800円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平262001851735号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

高崎経済大学

現代社会と「いのち」教育

この講義では、主に現代医療をめぐる諸問題から、「いの
ち」教育について考究します。
一人一人の人生の大切さ、かけがえのない命について考え
ることは、限りある命であることから気づき得られることがあ
ります。
熊沢 利和（地域政策学部教授）
講義は、ワークショップ形式で実施します。具体的には、医
療倫理、自殺、虐待等の現状と課題から、教員として児童・
生徒と共に、命や死に向き合う態度・教育について考えてい
きたいと思います。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月13日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平262001851736号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

高崎経済大学

現代日本の大学進学率は５０％を超えている。一方、教育
の七五三という言葉に見られるように、高校生の三割程度
しか学習についていけない現状で大学進学率が五割を超え
大学現場では何が起きているの
ていることの意味を問う。今、大学の現場では何が起きてい
か～小・中・高・大の接続につい
るのか？学生とのインタラクションＶＴＲや答案事例を紹介し 鷲北 貴史（経済学部非常勤講師）
て教育社会学の視座から考える
つつ、小・中・高の学習がいかに大切か、教育社会学の視
～
座で考察をしていきたい。隣接領域であるヴィゴツキーやバ
ンステインの理論も取り上げ、その指導事例も紹介していき
たい。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月13日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平262001851737号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

児童福祉施設に生活する要養護児童、里親委託されている
児童等の現状を、児童虐待や発達障害等の問題とも関係
細井 雅生（地域政策学部教授）
づけながら検討し、スクール・カウンセリング、スクール・ソー
樺澤 徹二（スクールカウンセラー、臨床心理
シャルワーク、児童相談所、発達障害児センター、児童福祉
士）
施設など関係専門機関・施設との連携の在り方等を考え
る。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月13日

教諭

小・中・高等学校
教諭

4,800円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平262001851738号

027-344-6264

http://www.tcue.ac.
jp

幼児、児童、生徒の健康管理は学習指導要領横断的であ
り、かつ生活指導をする上で必要不可欠である。そのため、
健康管理を正しく理解するためには、身体における循環、伝 長澤亨（医療情報学科教授）
導の仕組みを理解するとともに、収集したデータを適切に処 木村憲洋（医療情報学科准教授）
理することが重要である。本講習では、わが国の健康政
児玉直樹（医療情報学科准教授）
策、健康管理のための測定機器の原理、データの処理の体
験を通じて、現場での健康管理の実践に役立たせる。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭
諭、栄養教諭
栄養教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平263007953043号

027-352-1290

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

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭
諭、栄養教諭
栄養教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平263007953044号

027-352-1290

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

1990年代以降，世界経済は長期不況に陥った。危機を打開
すべく市場メカニズムに期待が寄せられ，グローバリゼー
ションの旗印の下に規制緩和が推進されてきた。しかしその
結果，一方では様々な領域で経済格差が拡大し，他方では 岡田 和彦（経済学部教授）
財政赤字の拡大が進行して経済危機をもたらした。こうした 天羽 正継（経済学部講師）
中で，セーフティネットとそれを支える財政との関係が重大
な問題としてクローズアップされている。この今日的課題に
ついて，参加者とともに考えたい。

高崎経済大学

セーフティネットと日本の財政

高崎経済大学

地域コミュニティ、NPO、大学、企業など、学校外での地域
づくりの実践の中には、地域課題の解決とともに人びとを育
む多様な教育実践もまた内包されている。本講習では、東
地域づくりの実践に学ぶ －学校
日本大震災・被災地復興、環境問題に取り組むNPO、高校 櫻井 常矢（地域政策学部教授）
と地域との連携を考える－
と大学との連携など、いくつかの具体的事例をもとに地域づ
くりの実践に学びつつ、学校の教育・学習資源をより豊かに
する方策を考えてみる。

高崎経済大学

高崎経済大学

適応困難と関係する専門機関・
施設との連携

高崎健康福祉大
医療と情報
学

一次予防は、バランスの良い食事などの食生活や日常生
活の中での自分の体力にあった適度な運動、規則正しい睡
眠、休養などの生活習慣に留意することにより病気の発生・
高崎健康福祉大 生活習慣病の一次予防と二次予 発症を予防するものである。
五十嵐美絵（健康栄養学科准教授）
学
防
二次予防とは、早期発見・早期治療を意味し、適切な医療と 竹内真理（健康栄養学科講師）
合併症対策を行うことである。
本講座では生活習慣病の一次予防、二次予防について学
び、学校教育現場における健康管理について考える。

講習の開催地

時間数
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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年度（第２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

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平263007953045号

027-352-1290

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

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平263007953046号

027-352-1290

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

全国の特別支援学校には、義務教育段階で重度・重複障
害のある子どもが平均して4割強在籍しており、通学による
教育または訪問による教育を受けている。
一人ひとりに合った教育を行うことは、理念としては普及し
高崎健康福祉大 障害の重い子どもの理解と係わ
ているが、実践レベルになると、なかなか難しいのが現状で 松田直（子ども教育学科長・教授）
学
り
ある。子ども一人ひとりの状態や行動をどのようなものとし
て理解し、どのような係わりをすればよいか、実践事例をも
とにして考えてみたい。主な視点は、「健康状態」「探索活
動」「コミュニケーション」である。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月6日

生命科学が飛躍的に進展したが、分子レベルの生命科学
の教育はまだまだ浸透していない。一般教養としての生命
現象を理解させるために目に見える教材が必要である。今
生命科学の基礎を体感できる実 回は、「生命の遺伝情報をコードしているDNAを身近な野菜
高崎健康福祉大
験・観察講座 －DNAの抽出とタ から抽出する実験」及び「遺伝情報の流れであるセントラル 片山豪（子ども教育学科教授）
学
ンパク質合成－
ドグマを可視化する実験（DNAの遺伝情報をmRNAに転写
し、それを元にして緑色蛍光タンパク質（GFP）を合成する実
験）」について講義を交えて行う。基礎から理解できるように
講義する予定。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月6日

幼少期から、自分の体に注意を向けて、自己管理する能力
は、学習を円滑に進めるうえでも大変重要である。近年、姿
勢不良、運動不足、過剰な運動により、骨・関節系疾患や糖
尿病などの内科疾患を引き起こすことが知られている。発達
浅香満（理学療法学科長・教授）
高崎健康福祉大 発達期の障害を予防するための 期に関わる大人が、きちんとした知識をもち、正しい指導を
吉田剛（理学療法学科教授）
学
知識と実践
教育の現場で行っていくことができれば、多くの発達期の障
入澤孝一（理学療法学科教授）
害が予防できる。
本講習は、姿勢が人体に及ぼす影響、肥満児に対する対
応、スポーツ障害予防などについて、基礎知識を身につけ、
評価・指導できる能力を養うことを目的とする。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭
諭、栄養教諭
栄養教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平263007953047号

027-352-1290

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

いじめや不登校など児童・生徒の抱える問題は，家庭環境
に起因することも少なくない。生活問題を社会サービスや社
会資源と結びつけて解決・軽減するスクールソーシャルワー
いじめ・不登校に活用できる福祉 カー（SSW）は，スクールカウンセラーとは異なる教員の支援
高崎健康福祉大
金井敏（社会福祉学科教授）
の資源～スクールソーシャル
策として注目されている。
学
永田理香（社会福祉学科講師）
ワーカーの実践から学ぶ
本講座では，担任や支援コーディネーターが活用できる社
会資源としてのSSWの職務内容を理解するとともに，高崎
市のSSWの実践事例をもとに，活用方法を体験的に考え
る。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月7日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平263007953048号

027-352-1290

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

摂食障害をはじめとする小児思春期の食行動異常の予防
は、児童青年期における重大な精神保健課題である。中央
教育審議会の答申でも、食に関する指導体制の整備につ
いて、栄養教諭制度をはじめとした提言がなされてきた。
上原徹（社会福祉学科教授）
本講習では、１．児童青年期の「食」と心身・精神疾患、２． 鈴木慶三（社会福祉学科教授）
摂食障害特論、３．小児思春期のメンタルヘルス、４．学校
組織対応（①家庭②学校内）、について、専門医の視点も交
えて包括的な情報提供を行う。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月7日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭
諭、栄養教諭
栄養教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平263007953049号

027-352-1290

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

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月7日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭
諭、栄養教諭
栄養教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平263007953050号

027-352-1290

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

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月7日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭
諭、栄養教諭
栄養教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平263007953051号

027-352-1290

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

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月8日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭
諭、栄養教諭
栄養教諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平263007953052号

027-352-1290

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

高崎健康福祉大
摂食障害と学校対応について
学

生命科学の領域は日進月歩であり、新しい知見や技術が
日々集積されている。本講習は、最新のトピックを学ぶこと
により、生命科学についての理解を深めることを目的とす
る。以下の3つの項目を3名の教員が分担し講義をおこなう
高崎健康福祉大 生命科学−最新の成果からヒトの
予定である。
学
仕組みを知る

村上孝（薬学科教授）
今井純（薬学科准教授）
森哲哉（薬学科准教授）

教諭

小学校教諭、中
学校高等学校理
科教諭

1. 「がんの生物学的特性と治療抵抗性」
2. 「ヒトはなぜしゃべることができるのか」
3. 「アレルギー研究からみる免疫の仕組み」

高崎健康福祉大 相談活動に活かすコーチングス
学
キル

学校における相談活動場面で、児童・生徒に対して効果的
なサポートができるためのコーチングスキルを学ぶ。
講習は、コーチングについての理論編を1コマ。2コマをコー
池田優子（看護学科長・教授）
チングのコアスキルの学習と実際の演習を行う。
さらに相談内容に応じたティーチングやコーチングの活用の
使い分けについて学ぶ。

子どものころからの不活動や偏った食習慣が後々まで引き
継がれ、過体重、やせ、肥満などにつながっているケースが
多い。これらの現状をふまえ、学校現場で生かすスポーツ
食育の実践方法を提案する。
具体的には、
高崎健康福祉大
木村典代（健康栄養学科教授）
学校現場で生かすスポーツ食育 １．おやつのエネルギー量と運動のエネルギー量を体験す
学
大家千枝子（健康栄養学科准教授）
る。
２．一日の食事をバランスよく選ぶことができる力を身につ
けさせる
３．活動レベルを上げるためのアプローチ法
４．ロコチェックの体験 など
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平成２６年度（第２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

高崎健康福祉大 疾病・障がいを持つ小児の理解
学
と医療・教育との連携

小児の疾病や発達障がいについて、診断や治療、日常生
活指導など基本的な事項の理解とのぞましい医療と教育の
連携について考えていく。
１．小児期における主な慢性疾患（糖尿病、ぜんそく、アレ
ルギー等）の診断、治療、子どもの自己管理方法、学校で 野本悦子（看護学科教授）
の対応
２．発達障がい児の理解
３．医療と教育（学校・地域）の連携
グループディスカッションも一部取り入れる予定。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月8日

高崎健康福祉大 クラスルームイングリッシュを学
学
ぶ

近年、小学校および中学校では生きた英語を教える重要性
が高まっている。本講習では、そうした生の英語を学べる具 松田幸子（子ども教育学科講師）
体的な教材を紹介し、それをもとに受講者とともに指導案の クリストファー・ターン（医療情報学科准教授）
内容についての議論をおこなう。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月8日

高崎健康福祉大
学校事故とその対応・処理
学

学校は、子ども達を安全な環境の中で教育・指導しなけれ
ばならないが、現実には、日々大小の事故が生じ、教師は
その対応に苦慮することが少なくない。この講習では、あっ
てはならないが現実には避けることの難しい学校事故につ 森部英生（人間発達学部長・教授）
き、その予防をはじめ、事故が生じてしまったときには誰が 吉田惠子（子ども教育学科准教授）
どのような責任を負い、被害者はどのような救済を受けるこ
とができるかを、実例（裁判例）をもとに考えてみることにす
る。

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月8日

群馬県高崎市

6時間 平成26年8月8日

幼稚園教育の中での教材と小学校教育での教材は、それ
ぞれの独自性をもっていることは当然だが、同時に学びの
教材研究 ～幼稚園における教
高崎健康福祉大
主体者である子どもたちにとっては、関係性が深く、つなが
材と小学校における教材につい
髙梨珪子（子ども教育学科教授）
学
りのあるものでなければならない。具体的な教材を取りあげ
てその実際とあり方を考える～
ながら、その関係性と独自性、そこにおける学びの意味を
追求し、あり方を考える。

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

教諭
全教諭、養護教
養護教諭
諭、栄養教諭
栄養教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平263007953053号

027-352-1290

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

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平263007953054号

027-352-1290

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

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平263007953055号

027-352-1290

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

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平263007953056号

027-352-1290

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

平263506150617号

027-231-8286

http://www.hirakata
gakuen.ac.jp

教諭

小学校教諭、中
学校（英語）教諭

教諭
全教諭、養護教
養護教諭
諭、栄養教諭
栄養教諭

受講者募集期間

教諭

幼稚園小学校教
諭

6,000円

平成26年4月1日～
60人
平成26年4月30日

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

明和学園短期大 アートで遊ぶ！～創造力を育て
学
る発想とは～

子どもたちの豊かな想像力を育むためには、指導者が柔ら
かな心と新しい発想で子どもたちと一緒に発見し驚き感動
する感性を持っていることが大切である。この講習では実際
松本 玲子（生活学科教授）
に音楽や造形などの創造性豊かな遊びや実習体験を通じ
て感性を磨き、どのような工夫や発想が保育・教育現場で
必要かを学ぶ。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月1日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

明和学園短期大
子どもの発育と食生活
学

「家庭の食教育力の低下」をはじめ「孤食」「個食」等々の問
題が話題になっている。最近の子どもの食をめぐる状況に
対して、楽しみながら食べて、食を大切にする心を養う食育
高橋 雅子（生活学科専任講師）
が重要な意味を持つ。本講座では、受講者とともに、子ども
たちに望ましい選食力を育てるための食育の在り方を探求
し、併せて子どもと一緒に楽しめるおやつ作りを提案する。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月1日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

60人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平263506150618号

027-231-8286

http://www.hirakata
gakuen.ac.jp

子ども（幼児）が本来もっている「なぜ？」「知りたい！」と思
う気持ちを引き出す。知的好奇心はこどもの科学する姿勢
明和学園短期大
幼児のためのワクワク実験・工作 の土台となる。生活の中の身近な不思議に対して、より理 天宮 陽子（生活学科専任講師）
学
解を深めたり、興味関心を高めるような方法や手順を、受講
者と共に実験・工作、観察を通じて考える。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月4日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平263506150619号

027-231-8286

http://www.hirakata
gakuen.ac.jp

学校における食に関する指導の中で、学校行事との関わり
は深い。年間の学校行事(食の年間指導計画)に組み込ん 尾上 治子（明和学園短期大学生活学科非常
だ食教育の計画立案の事例紹介をし、教材の情報提供を 勤講師)
行う。グループワークにて課題を討議する。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月4日

6,000円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平263506150620号

027-231-8286

http://www.hirakata
gakuen.ac.jp

幼稚園は、幼児期にふさわしい生活を通して子どもが育つ
場であると同時に、保護者が親として成長していく場でもあ
明和学園短期大 幼稚園に求められる子育て支援
髙橋 恵津子（明和学園短期大学生活学科非
る。本講習では、幼稚園における子育て支援の観点から示
学
について考える
常勤講師)
された多様な役割を踏まえ、幼稚園だからこそできる子育て
支援について、実践例等を基に理解を深める。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月5日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

60人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平263506150621号

027-231-8286

http://www.hirakata
gakuen.ac.jp/

明和学園短期大 自分のカラダを知る～生涯健康
学
でいるために～

人間の発達段階（乳幼児期・児童期・青年期・成人期・中年
期・老年期）にあわせた運動実践について、理論的に解説
する。また、身体組成及び筋力の測定・評価・分析を行い、 永井 真紀（生活学科専任講師）
それを通して得た知見や機器の操作を含む技能の取得を、
児童・生徒の健康指導に応用する方法の獲得に役立てる。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平263506150622号

027-231-8286

http://www.hirakata
gakuen.ac.jp

明和学園短期大
食品の安全教育のために
学

近年、食品を取り巻く状況は食品の加工・貯蔵・輸送技術等
の発展により食品流通の広域化、国際化が進んでいる。こ
れにより食生活が豊かになった反面、食を取り巻く環境は
複雑化し、食品アレルギー・食中毒をはじめとした食品によ 小山 孝（生活学科教授)
る健康被害、食品偽装等も後を絶たない。このことから食品
の安全性確保、危害を防止するうえでの基礎的な食品衛生
について学ぶ。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月6日

教諭
小学校教諭・栄
栄養教諭 養教諭向け

6,000円

50人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平263506150623号

027-231-8286

http://www.hirakata
gakuen.ac.jp

明和学園短期大
食物アレルギーの理解
学

食物アレルギーをもつ子どもが安心・安全な食生活を送れ
るように配慮するためには、正しい知識をもつことが大切で
ある。また食育の観点からも、子ども達が食物アレルギーを
理解することで、食を通じて互いの違いを認め合い協力する
木村 祐美（生活学科准教授）
中での成長が期待できると考えられる。食物アレルギーに
関する基礎知識を学び、誤解や偏見によるトラブル対応、心
のケア等についてグループワークを通して考える講座とす
る。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月7日

教諭
幼稚園・小学校・
栄養教諭 栄養教諭向け

6,000円

60人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平263506150624号

027-231-8286

http://www.hirakata
gakuen.ac.jp

明和学園短期大
学校行事と食教育について
学
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教諭
小学校教諭・栄
栄養教諭 養教諭向け

平成２６年度（第２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

附属坂戸高等学校実践演習

本校では文部科学省研究開発を通して、生徒のキャリア意
識形成を高めるための様々な科目を開発し、実践を重ねて
きました。本実践演習では、総合的学習の時間の授業公開
の参観やグループワークによる演習を通じて、高等学校に
おけるキャリア教育を概観するとともにその推進のあり方に
ついて理解を深めていきます。

石井 克佳(附属坂戸高等学校主幹教諭)
深澤 孝之(附属坂戸高等学校教諭)
阪本 康之(附属坂戸高等学校教諭)
岡 聖美(附属坂戸高等学校教諭)

附属坂戸高等学校実践演習

ESDとはEducation for Sustainable Development（持続的な
発展のための教育）のことです。大げさなことをいきなりやる
のではなく、まずは身近なところ、できるところから始めてみ
ませんか。本実践演習では、「産業社会と人間」および各科
目の授業公開やグループワークによる演習を通して、高等
学校におけるESDのあり方について考えます。

平野
建元
本弓
久保

延行(附属坂戸高等学校教諭)
喜寿(附属坂戸高等学校教諭)
康之(附属坂戸高等学校教諭)
美由紀(附属坂戸高等学校教諭)

埼玉県坂戸市

6時間 平成26年12月13日

女子栄養大学

食品・食材に関する最新情報

近年では、食生活の欧米化が進行し、生活習慣病が増加し
たことから、日本型食生活の良い点が見直されつつある。
そこで、本講では、日本型食生活の特徴である米、野菜類、
魚介類の美味しい食べ方、栄養・健康機能（サプリメントも
含む）、安全性等について、科学的なデータによる最新情報
をわかり易く解説する。

岡留 博司（農研機構食品総合研究所製造工
学ユニット長）
鈴木 平光（栄養学部教授）
三浦 理代（栄養学部教授）

埼玉県坂戸市

6時間 平成26年8月7日

女子栄養大学

学校教育における食育の在り方をテーマに、下記の内容を
講義する。
学校教育における食育の在り方 （１）学校教育における食育の現状と今後の課題
（２）食育を推進するための学校でのネットワークづくり
（３）学校における指導技術

岡﨑 光子（名誉教授）
桑原 憲一（東京学芸大学・獨協大学・埼玉県
立大学非常勤講師）
塩塚 宏治（大妻女子大学非常勤講師／武蔵
村山市立第四中学校栄養教諭兼務武蔵村山
市教育委員会）

埼玉県坂戸市

石谷 孝佑（日本食品包装協会理事長）
平口 嘉典（栄養学部専任講師）
埼玉県坂戸市
小島 由美（cinq代表取締役／栄養学部非常勤
講師）

筑波大学

筑波大学

食品の生産・流通・消費にいたる過程をフードシステムとい
う。加工食品のフードシステムについて、我が国の現状を踏
まえて段階を追って解説する。現在、我が国では家庭の飲
食費の50%以上を加工食品と外食が占めており、フードシス
テムを理解することは、より良い食生活を送る上で重要であ
り、食育にもつながる。講義概要は①食品開発の現場・新
商品開発の技術的裏付け、②農産物生産・流通の動向と展
望、③食の流通とコミュニケーション

埼玉県坂戸市

対象職種 主な受講対象者

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校

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26平成26年3月25日～平
10016成26年6月28日
53253号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

30人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年11月8日
53262号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭
家庭科教諭、
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年5月7日

平263009151116号

049-284-3291

http://www.eiyo.ac.
jp/menkosin/

6時間 平成26年8月8日

教諭
家庭科教諭、
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年5月7日

平263009151117号

049-284-3291

http://www.eiyo.ac.
jp/menkosin/

6時間 平成26年8月9日

教諭
家庭科教諭、
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年5月7日

平263009151118号

049-284-3291

http://www.eiyo.ac.
jp/menkosin/

6時間 平成26年8月2日

教諭

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校

女子栄養大学

フードシステムの最新情報

女子栄養大学

５０年ぶりに改正された学校保健安全法第９条は、養護教
諭が中心となって行う個別の保健指導である。その効果的
保健養護基礎演習Ⅰ－学校保 な指導は喫緊の課題である。本講習は、法律の考え方、問
健安全法第９条の保健指導を身 題把握の観察法、法第８条健康相談と法第９条保健指導と
三木 とみ子（客員教授）
近な実践に生かすための基本と のつなぎ方を具体的体験（歯肉の観察、対処、評価、日常
実際
化等）を通して学ぶ。評価は、実践のプロセスなどの基本的
理解及び演習体験の重要ポイントを記述する（筆記試験・小
レポート60分）。

埼玉県坂戸市

6時間 平成26年8月7日

養護教諭、
教諭
中学校・高等学
養護教諭
校保健科教諭

6,000円

50人

平成26年4月23日～
平成26年5月7日

平263009151119号

049-284-3291

http://www.eiyo.ac.
jp/menkosin/

女子栄養大学

養護教諭の多くは、ヒヤッとしたりハットしたり失敗してし
まったが大事に至らなかった経験を持っている。またそのよ
うな体験は、救急処置のみではなく、教育職員として活動す
保健養護基礎演習Ⅱ－日々の
る際にも起きていることが明らかになった。本講習では、
遠藤 伸子（栄養学部教授）
実践に生かす養護教諭のヒヤリ・
様々な分野のヒヤリ・ハットに関する理論や学校管理下にお 大沼 久美子（栄養学部専任講師）
ハット①
ける判例などを基に学校におけるヒヤリ・ハットの回避方法
を学習する。評価（30分）は、ヒヤリ・ハットについての基本
的な理解について筆記試験を行う。

埼玉県坂戸市

6時間 平成26年8月8日

養護教諭、
教諭
中学校・高等学
養護教諭
校保健科教諭

6,000円

50人

平成26年4月23日～
平成26年5月7日

平263009151120号

049-284-3291

http://www.eiyo.ac.
jp/menkosin/

女子栄養大学

グループ内において各自のヒヤリ・ハット体験を共有し、グ
ループで１つ選定したヒヤリ・ハット体験の要因を分析する。
保健養護基礎演習Ⅲ－日々の 分析結果をふまえ、①予防安全策の立案、②起こってしまっ
遠藤 伸子（栄養学部教授）
実践に生かす養護教諭のヒヤリ・ たときの対処法、③学校内外の連携など対応策を作成す
大沼 久美子（栄養学部専任講師）
ハット②
る。各グループが発表し、全体討議・講評を行う。評価は
「養護教諭のヒヤリ・ハット」に関する知識理解度、演習経験
の重要ポイントを記述する（筆記試験３０分）。

埼玉県坂戸市

6時間 平成26年8月9日

養護教諭、
教諭
中学校・高等学
養護教諭
校保健科教諭

6,000円

50人

平成26年4月23日～
平成26年5月7日

平263009151121号

049-284-3291

http://www.eiyo.ac.
jp/menkosin/

6,000円

60人

平成26年4月14日～
平成26年6月27日

平263009751069号

049-235-2157

http://www.tohomusic.ac.jp

東邦音楽大学

楽譜の秘密を探る

授業で使用する教科書等の既存の楽譜を、児童や生徒の
実態に応じて、どうアレンジするかを目的に、楽譜に書かれ
た情報や、書かれていないあるいは書くことが出来ない隠さ
れた情報の読み方や解釈などは本講習でなければ学べな
い内容です。また質疑も織り交ぜながら分かりやすく進めて
行きます。

井上淳司（准教授）
小島佳男（教授）
長生淳（講師）
加茂下裕（講師）

埼玉県川越市

6時間 平成26年8月25日
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教諭

小学校教諭、中
学校（音楽科）教
諭、高等学校（音
楽科）教諭

平成２６年度（第２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

東邦音楽大学

講習の名称

講習の概要

小・中・高等学校での管楽器を用いた器楽指導において、
教師によっては、基礎知識（呼吸法も含め）が不足している
現実も多いことから本講習は意義深いものと捉えています。
器楽指導における楽器の基礎知 器楽指導（活動）で使用される各楽器の「機能・特性・構造・
識と呼吸法
基本的な奏法など」について講習。管楽器については、提
示した楽器から受講者が選択とします。打楽器については
受講生も実際に各楽器の奏法を体験する内容も含めます。
受講者からの質疑にも応えていきたいと考えます。

担当講師

安藤芳広（特任准教授）
磯部周平（特任教授）
岩間丈正（准教授）
大塚哲也（講師）
加古勉（教授）
河野玲子（講師）
佐々木雄二（管弦打主任教授）
澤敦（准教授）
鈴木一志（講師）
中村明子（講師）
西久保友広（講師）
露木薫（特任准教授）
益田善太（講師）
松岡雅裕（講師）
藤井完（講師）
吉川武典（特任准教授）

講習の開催地

埼玉県川越市

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26日

教諭

小学校教諭、中
学校（音楽科）教
諭、高等学校（音
楽科）教諭

6,000円

60人

平成26年4月14日～
平成26年6月27日

平263009751070号

049-235-2157

http://www.tohomusic.ac.jp

教諭

小学校教諭、中
学校（音楽科）教
諭、高等学校（音
楽科）教諭

6,000円

60人

平成26年4月14日～
平成26年6月27日

平263009751071号

049-235-2157

http://www.tohomusic.ac.jp

6,000円

100人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452267号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

6,000円

100人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452268号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

実用的指揮法

指揮をしているとき、思い通りのテンポを得られない、思った
響きにならない、という問題にしばしば直面することがありま
す。生徒にとってわかりやすい指揮を身に付けるため、教材
田中良和(東京藝術大学講師）
を例にとって、音が出るタイミングや、適切なテンポ設定の
あり方、さらに美しいサウンド作りにむけて実践的に研究し
ます。なお、指揮棒は不要です。

埼玉県川越市

6時間 平成26年8月27日

「食育」教育推進の基礎

本講は、「食育」によって、学習指導要領に掲げる児童・生
徒の「生きる力」を高め、延いては、教育基本法の目標であ
る「わが国の伝統や文化」、「公共の精神の尊重、国や郷土
愛」の発揚に繋げることを目指している。そこで先ず、「食育
基本法」の成立背景と、同法の目標・理念を説く。その後、 金子 俊（教育学部教授）
学校給食を中心にした「食育」が知育、徳育及び体育の基
礎となるような「食と栄養」に関する知識、「食」を選択する
力、健全な食生活の実践等ができる有為な知識・技術を講
ずる。

埼玉県越谷市

6時間 平成26年6月7日

多様な子どもたちの才能を伸ば
す外国語活動

ハワード・ガードナーの多元的知能理論をもとに、児童英語
教育に多彩な面からアプローチする。前半では空間的知能
や音楽的知能などに関連して、英語教育に有効な絵本を
使った活動の組み立てを実践するとともに、歌や詩から英 糸井 江美（文学部准教授）
語に親しむ方法をいくつか紹介する。後半では、身体運動 芦田川 祐子（文学部准教授）
的知能を意識したTPRの一種として、身体・心・呼吸のバラ
ンス、集中力を高める英語ヨガと英語ダンスを紹介する。最
後に総括、シェアリングをおこなう。

埼玉県越谷市

6時間 平成26年6月14日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭「英語」、
特別支援学校教
諭

文教大学

小学校算数科授業研究論

小学校算数科の授業力を向上するには、授業研究が最も
実践的であり効果的である。本講習では全国から算数の授
業がうまいと言われる先生方の授業のビデオを視聴して、
授業研究を行う。まず授業ビデオを、そしてコメントビデオ
石井 勉（教育学部准教授）
を、最後にインタビュービデオを視聴し、その合間に簡単な
演習を行う。授業研究を通して、授業設計を見つめ直すとと
もに、教材研究の方法、効果的な指導方法など多面的に授
業の在り方を検討していく。

埼玉県越谷市

6時間 平成26年6月14日

教諭

小学校教諭

6,000円

60人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452269号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

文教大学

○前半は、平成２０年版学習指導要領をふまえた国語教育
の今日的課題を整理する。特に、「知識基盤社会化」「グ
ローバル化」といった時代を背景として、「思考力、判断力、
表現力」「知識・技能の活用」「学力の二極化」「自信の欠
国語教育の今日的課題と授業改 如」といった課題について、国語教育の視点から、具体例を
萩原 敏行（教育学部准教授）
革
ふまえながら講義する。○後半は、上記の課題をふまえた
国語授業改革について、他教科における言語活動の充実
の授業実践例と、国語科の授業実践事例をビデオを通じて
検討する。特に「習得、活用、探究」の授業構成について整
理、検討を行いたい。

埼玉県越谷市

6時間 平成26年6月21日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国語）

6,000円

100人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452270号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

文教大学

○前半は、平成２０年版学習指導要領をふまえた国語教育
の今日的課題を整理する。特に、「知識基盤社会化」「グ
ローバル化」といった時代を背景として、「思考力、判断力、
表現力」「知識・技能の活用」「学力の二極化」「自信の欠
国語教育の今日的課題と授業改 如」といった課題について、国語教育の視点から、具体例を
萩原 敏行（教育学部准教授）
革
ふまえながら講義する。○後半は、上記の課題をふまえた
国語授業改革について、他教科における言語活動の充実
の授業実践例と、国語科の授業実践事例をビデオを通じて
検討する。特に「習得、活用、探究」の授業構成について整
理、検討を行いたい。

埼玉県越谷市

6時間 平成26年7月19日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国語）

6,000円

100人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452271号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

東邦音楽大学

文教大学

文教大学
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教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

平成２６年度（第２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

教育の情報化 ～iPadを用いた
授業づくりを中心として～

平成23年に文科省は「教育の情報化ビジョン」を示した。そ
こでは「学びのイノベーション」として、ICTを活用し、一斉学
習および個別学習に加えて子どもたち同士が教え合い学び
合う協働的な学び（協働学習）を推進することに重点を置い
ている。本研修ではデジタル教科書の動向と、協働学習の
今田 晃一（教育学部教授）
基になっているCSCL (コンピュータを支援する協働教育)の
基本的な考え方を概観し、協働学習につながるデジタル機
器として、タブレット型情報端末であるiPadを用いた実践事
例の紹介や簡単実習を行い、その有用性について検討す
る。

埼玉県越谷市

6時間 平成26年6月21日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

32人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452272号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

教育の情報化 ～iPadを用いた
授業づくりを中心として～

平成23年に文科省は「教育の情報化ビジョン」を示した。そ
こでは「学びのイノベーション」として、ICTを活用し、一斉学
習および個別学習に加えて子どもたち同士が教え合い学び
合う協働的な学び（協働学習）を推進することに重点を置い
ている。本研修ではデジタル教科書の動向と、協働学習の
今田 晃一（教育学部教授）
基になっているCSCL (コンピュータを支援する協働教育)の
基本的な考え方を概観し、協働学習につながるデジタル機
器として、タブレット型情報端末であるiPadを用いた実践事
例の紹介や簡単実習を行い、その有用性について検討す
る。

埼玉県越谷市

6時間 平成26年6月28日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

32人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452273号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

幼稚園・小学校等における保護
者との関わり

幼稚園・小学校における保護者との関わり方が大きな課
題となっている。本講座では、保護者の心理やカウンセリン
グの基本的な知識と技法を基盤として、保護者との具体的
な関わり方について、演習を交えて考えていく。とくに幼稚 石川 洋子（教育学部教授）
園や小学校における保護者との関わり方について、具体的 井上 清子（教育学部教授）
な事例をもとにしながら、保護者の言動の心理的背景や具
体的な対応について、演習や討議を行いながら、実践へと
つなげることができるような講座としたい。

埼玉県越谷市

6時間 平成26年6月28日

書写指導の基礎基本

小学校・中学校の書写指導に必要な知識・技能について、
その基礎基本を確認する。学習指導要領のポイントや、具
体的な指導法等に触れながら、日頃の実践上の疑問を解
消し、現場での書写の授業実践に直接生かせる内容で進 豊口 和士（文学部准教授）
める。受講者の状況によって、高等学校芸術科書道の内容
に若干触れることもある。基本的な毛筆書写用具と鉛筆(2B
程度)は各自で用意する。

文教大学

書写指導の基礎基本

小学校・中学校の書写指導に必要な知識・技能について、
その基礎基本を確認する。学習指導要領のポイントや、具
体的な指導法等に触れながら、日頃の実践上の疑問を解
消し、現場での書写の授業実践に直接生かせる内容で進 豊口 和士（文学部准教授）
める。受講者の状況によって、高等学校芸術科書道の内容
に若干触れることもある。基本的な毛筆書写用具と鉛筆(2B
程度)は各自で用意する。

文教大学

本講習では作品を制作する上で重要な造形材料（素材）に
ついて、講義・演習を行う。美術には絵画、彫刻、デザイン、
工芸など様々な領域があるが、どの様な領域であっても、
材料と無縁な活動はない。この講習で取り扱う材料の教育
工作の授業の展開 （造形材料と
は基礎的なものだが、それ故に幼・小・中・高を問わず、全 久保村 里正（教育学部准教授）
加工）
ての美術教育、造形教育に応用できるものである。「普段、
何気なく目にしている素材」や、「普段、何気なく使用してい
る道具」を基礎から見直し、実際に手に取り扱うことによっ
て、指導力の向上を目指す。

文教大学

講義の前半は、学校に対する保護者等からの多様な要望
や要求を取り上げ、なかでも解決を左右する初期段階の対
応について習得する。次に、グループに分かれた事例検討
を通じて、保護者等との連携の在り方を協議し、対応力を高
学校と家庭 －よりよい連携のた
石橋 昭良（人間科学部教授）
める。講義の後半は、学校・家庭・地域の連携による教育の
めに－
金藤 ふゆ子（人間科学部教授）
推進が平成18年 に教育基本法第13条に規定された背景に
ついて、いくつかの統計的調査をもとに検討する。さらに日
本、及び諸外国の取り組みの現 状とその効果を、統計的調
査や事例分析をもとに考察する。

埼玉県越谷市

文教大学

子どもたちが、わくわくしながら楽しい理科の学習ができる
よう、
〇新学習指導要領の趣旨と内容の概要に関する解説。
〇児童が目的意識をもって主体的に学ぶ授業展開例につ
いての講話。
児童が楽しく学ぶ理科授業のポ
〇児童の興味・関心を高める簡単な実験の紹介と体験。
イント－観察・実験の指導を中心
山田 陽一（教育学部教授）
〇基本的な観察・実験の実習。
に－
〇「ものづくり」の体験。
〇児童が興味を持って楽しく活動する授業についての情
報交換。
等を通して、理科がちょっぴり苦手な先生も対象とした講習
を行う。

埼玉県越谷市

文教大学

文教大学

文教大学

文教大学

埼玉県越谷市

埼玉県越谷市

埼玉県越谷市

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

40人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452274号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国
語）、高等学校教
諭（書道）

6,000円

100人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452275号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国
語）、高等学校教
諭（書道）

6,000円

100人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452276号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭「美術」・
高等学校教諭
「美術」

6,000円

40人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452277号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円

60人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452278号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

6時間 平成26年7月19日

教諭

小学校教諭

6,000円

48人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452279号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

6時間 平成26年7月5日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年7月12日
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平成２６年度（第２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

文教大学

子どもたちが、わくわくしながら楽しい理科の学習ができる
よう、
〇新学習指導要領の趣旨と内容の概要に関する解説。
〇児童が目的意識をもって主体的に学ぶ授業展開例につ
いての講話。
児童が楽しく学ぶ理科授業のポ
〇児童の興味・関心を高める簡単な実験の紹介と体験。
イント－観察・実験の指導を中心
山田 陽一（教育学部教授）
〇基本的な観察・実験の実習。
に－
〇「ものづくり」の体験。
〇児童が興味を持って楽しく活動する授業についての情
報交換。
等を通して、理科がちょっぴり苦手な先生も対象とした講習
を行う。

埼玉県越谷市

6時間 平成26年8月2日

文教大学

臨床心理学の基礎を学ぶ

学校現場ではカウンセリングを中心とした心理学的な技法
を学ぶ機会が増えてきている様子である。しかし、その基礎
となる臨床心理学について学ぶ機会は意外と少ないのでは
ないだろうか。そこで、この講習では基礎から平易に具体的
事例を取りあげつつ臨床心理学について解説する。その二 岡田 斉（人間科学部教授）
つの柱である、心の問題について知る異常心理学と、心の
問題の改善を目的とするカウンセリングや精神分析、最近
浸透しつつある認知行動療法に代表されるような心理療法
の概要について理解していただくことを目的とする。

埼玉県越谷市

6時間 平成26年8月1日

文教大学

この講座は、主として中学校社会科の歴史学習を題材とし
て、次の二つのテーマを内容とします（中学高校の地理・公
民分野の内容も多少含まれます)。一つは教科書の知識分
中学校社会科・歴史学習を中心
類による問いの作成と、育成する力を踏まえた学習課題の
とした授業づくり
設定、それに対応した学習活動を組み込んで構成される授 六本木 健志（教育学部准教授）
－教科書知識・地域教材の位置
業のあり方を、四つの社会科論を通して考察します。二つめ
づけと活用－
は、地域教材の活用において、個別事象の学習を自己完結
させずに全体・普遍性へとつなげていく視座に関して、具体
的な単元を取り上げて検討します。

埼玉県越谷市

6時間 平成26年8月2日

文教大学

新しい学習指導要領において，教科横断的に言語活動の
充実が求められていることは周知の通りである。だが，授業
で子どもの発表の場面や話し合いの場面を設けさえすれ
ば，言語活動を充実したことになるのだろうか？
この講習では，算数・数学科として，言語活動をどのように
永田 潤一郎（教育学部准教授）
とらえ，授業づくりに活かしていけばよいのかを考える。具
体的には，講義を通して言語活動についての理解を深める
と共に，具体的な事例を基に算数・数学科における授業の
イメージをとらえ，グループ活動で言語活動を活かした授業
づくりに取り組む。

算数・数学科における言語活動
を活かした授業づくり

埼玉県越谷市

豊かな人間性をはぐくむ指導力
武蔵野学院大学
の向上

内容としては、国際化社会の中、世界の動向にも目を向け
ることを重視した指導の在り方を中心とした『国際理解教
育』。自ら感じ、考え、判断する道徳的実践力を高める指導
の在り方を中心とした『道徳教育』。自己表現活動の能力を
高める指導の在り方を中心とした『コミュニケーション能力』
など、演習も取り入れ、教師のこれからの児童・生徒の豊か
な心を育てる指導の在り方を探り、指導技術を磨く講義。

本多周爾（国際コミュニケーション学部教授）
松本多加志（武蔵野短期大学幼児教育学科教
埼玉県狭山市
授）
輪嶋直幸（国際コミュニケーション学部教授）

共生の心をはぐくむ指導力の向
武蔵野学院大学
上

内容としては、臨床心理学に基づく子ども理解やスクールカ
ウンセラーなどとの連携の在り方を中心とした『教育相談』。
障害の現状と教師の取り組み及び関係機関などとのサポー
トの在り方を中心とした『特別支援教育』。人権の本質を探り
教師の人権感覚を問い直し、人権尊重教育の在り方を中心
とした『人権教育』など、教師の生徒理解を基にした共生の
心を育てる指導法の在り方を探り、指導技術を磨く講義。

齋藤英男（国際コミュニケーション学部准教授）
浅川茂実（武蔵野短期大学幼児教育学科講
師）
埼玉県狭山市
外池武嗣（国際コミュニケーション学部兼任講
師）

内容としては、クールジャパンなどのポップカルチャーや英
米文学から名文を取り入れた教材収集の在り方やその教
材研究の進め方を中心とした『英米文学』。日英語比較に基
英語教育にかかわる指導力の向 づく効果的な英語プロソディの習得法を中心とした『英語
武蔵野学院大学
上
学』。子どもが興味をもつ授業展開の在り方や英語コミュニ
ケーション能力の育成を中心とした『英語教育学』など、教
師のこれからの英語指導力を高める講義。

佐々木隆（国際コミュニケーション学部教授）
梅田紘子（国際コミュニケーション学部教授）
ｼﾞｪﾌﾘｰ･ﾄﾗﾝﾌﾞﾘｰ（国際コミュニケーション学部
准教授）

埼玉県狭山市

6時間 平成26年8月9日

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年8月21日

6時間 平成26年8月22日
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対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校教諭

教諭
養護教諭 全教員
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

48人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452280号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

6,000円

100人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452281号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

教諭

中学校教諭（社
会）・高等学校教
諭（地歴）

6,000円

50人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452282号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

教諭

小学校教諭・中
学校教諭（数
学）・高等学校教
諭（数学）

6,000円

50人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452283号

048-974-8811
（代）

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu.html

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

平成26年4月9日～
平成26年4月19日
50人
※但し、定員になり次
第締切

平263010650626号

04-2954-6131

http://www.musashin
o.ac.jp/

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

平成26年4月9日～
平成26年4月19日
50人
※但し、定員になり次
第締切

平263010650627号

04-2954-6131

http://www.musashin
o.ac.jp/

教諭

英語科中学校教
諭・英語科高等
学校教諭

6,000円

平成26年4月9日～
平成26年4月19日
30人
※但し、定員になり次
第締切

平263010650628号

04-2954-6131

http://www.musashin
o.ac.jp/

平成２６年度（第２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

子どもが自然にかかわり、自然のもつ不思議さや驚きを感
じる、いわゆるセンス・オブ・ワンダーの重要性が言われて
いる。できたかできないか、わかったかわからないか、という
二者択一の世界から、対象にかかわり対象と一体になって
小・中学校教員のための理科教
いく子どもの「学び観」は今後ますます重要になっていくにち 露木 和男（教育・総合科学学術院 教授）
室
がいない。自然は子どもの想像力、創造力をつけ、美しさや
不思議さに感動する感性を育んでいく。まずは教師の自然
離れを食い止め、教師自ら自然へのかかわりの行動を起こ
し、子どもの感性に寄り添える感性をもちたいと思う。

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

埼玉県所沢市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校・中学校
理科教諭

9,000円

1次募集：平成26年4月
15日～平成26年4月24
平26日
40人
302582次募集：平成26年5月
50644号
22日～平成26年5月29
日

この講習は、指導要領に示されている特別活動の『望まし
い集団活動』を中心にすすめる。特に学級活動の場面にお
いて、児童生徒に対して集団や社会の一員としての個人に
ついて考えさせるための教材として、レクリエーションゲーム 福島 邦男（健康生活学科准教授）
に代表される課題解決ゲームを取り上げる。ゲームを実際
に体験することをとおして、日常の教育実践で簡易に実施
できる方法を検討する。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

80人

平成26年3月20日～
平成26年5月16日

平263507350915号

0493-54-5101

http://www.musashig
aoka.ac.jp

武蔵丘短期大学 バレーボール

本講習では、バレーボールの基本的技術の習得を目指す
ための指導方法を扱う。特に、バレーボールの中のスパイ
クに重点をおき、午前中は講義形式で検討する。具体的に
川合 武司（武蔵丘短期大学学長）
は、様々なスパイクのスイング、技術を取り上げ解説する。
杉山 仁志（健康生活学科教授）
その後、受講者間でグループディスカッションを行う。午後
佐藤 亮輔（健康生活学科講師）
は、本学体育館にて実技形式によって、種々の練習法を実
体験し、中高の保健体育の授業での指導に資する教授法を
検討する。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校・高等学
校保健体育科教
諭

6,000円

20人

平成26年3月20日～
平成26年5月16日

平263507350916号

0493-54-5101

http://www.musashig
aoka.ac.jp

武蔵丘短期大学 これからの道徳教育を考える

この講習では、これからの学校教育を考察する上で、先ず
鍵となる徳育の概念や哲学的思想を中心に検討する。ま
鈴木 宏（健康生活学科講師）
埼玉県比企郡
た、高等学校における教科化の問題についても概説する。 高橋 勇一（健康生活学科准教授・事務局長代
吉見町
その中でカリキュラム論にも触れながら、有効な道徳教育に 理）
ついて受講生の方々と共に考えたい。

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

80人

平成26年3月20日～
平成26年5月16日

平263507350917号

0493-54-5101

http://www.musashig
aoka.ac.jp

武蔵丘短期大学 バスケットボール

本講習では、バスケットボールの基本的技術の習得を目指
すための指導方法を扱う。特に、バスケットボールの中の
シュートに重点をおき、午前中は講義形式で検討する。具体
的には、様々なシュートの技術を取り上げ解説する。その
山村 伸（健康生活学科講師）
後、受講者間でグループディスカッションを行う。午後は、本
学体育館にて実技形式によって、種々の練習法を実体験
し、中高の保健体育の授業および部活動での指導に資する
教授法を検討する。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校・高等学
校保健体育科教
諭

6,000円

20人

平成26年3月20日～
平成26年5月16日

平263507350918号

0493-54-5101

http://www.musashig
aoka.ac.jp

担当講師の専門分野は、臨床スポーツ心理学です。運動部
員が抱える様々な心理的問題の中から、次のようなテーマ
を取り上げて解説させて頂きます。１．自己実現を果たすた
運動部員の心理をマネジメントす めに有用な心理的手法 ２．重大な怪我や病気に対する心
武蔵丘短期大学
桂 和仁（健康生活学科教授）
る
理的対処法 ３．あがりや不安への対処法 ４．バーンアウ
トに落ち入らせないために ５．ティームビルディングのため
の留意点 ６．集団への適応感規定因 以上ですが、部員
と関わる際のヒントとして頂ければ幸いです。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成26年8月9日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

50人

平成26年3月20日～
平成26年5月16日

平263507350919号

0493-54-5101

http://www.musashig
aoka.ac.jp

本講習では児童・生徒に対する以下の事柄について考え
る。
① 過栄養・低栄養の問題、② その他の健康問題、③ ス
ポーツ活動とともに実践する「スポーツ食育」の利点と方法
武蔵丘短期大学 子ども達の食を通じた健康づくり
長島 洋介（健康生活学科講師）
論、④ スポーツと栄養を同時に捉える意義、子どもの食生
活・運動に関する最新情報、⑤ 食育活動事例の紹介
また、グループワークや演習を行いながら、食育についての
理解を深めることで、教育現場での応用を検討する。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成26年8月9日

小学校・中学校・
教諭
高等学校教諭、
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

50人

平成26年3月20日～
平成26年5月16日

平263507350920号

0493-54-5101

http://www.musashig
aoka.ac.jp

6,000円

平成26年4月9日～
平成26年4月19日
50人
※但し、定員になり次
第締切

平263507451775号

04-2954-6131

http://www.musashin
o.ac.jp/

6,000円

平成26年4月9日～
平成26年4月19日
50人
※但し、定員になり次
第締切

平263507451776号

04-2954-6131

http://www.musashin
o.ac.jp/

6,000円

平成26年4月9日～
平成26年4月19日
70人
※但し、定員になり次
第締切

平263507451777号

04-2954-6131

http://www.musashin
o.ac.jp/

早稲田大学

武蔵丘短期大学

特別活動としてのレクリエーショ
ンゲーム

自己表現力をはぐくむ指導力の
武蔵野短期大学
向上

内容としては、叫ばず正しい音程で楽しく歌えるための発声
法を中心とした『音楽指導』。エコ時代の中で廃材を利用し
て美術作品を創作する活動の在り方を中心とした『美術指
芳野道子（幼児教育学科准教授）
導』。子供の健康・体力向上を目指した運動遊びや組体操
小山一馬（幼児教育学科准教授）
の指導の在り方を中心とした『体育・健康指導』など、実技
伴好彦（幼児教育学科准教授）
演習なども取り入れ、教師のこれからの初等教育における
自己表現力を高める指導の在り方を探り、指導技術を磨く
講義。

内容としては、幼児教育の在り方を中心とした『幼児心理』。
幼児を取り巻く現代社会の現状とこれに対応した家庭などと
の連携に基づいた『保護者との連携』。幼児教育をめぐる実 宮本一史（武蔵野短期大学学長・教授）
武蔵野短期大学 幼児理解に基づく指導力の向上
情を省察し、今後、重視すべき指導の在り方を中心とした
酒井幸子（幼児教育学科教授）
『幼児理解教育』など、教師のこれからの幼児教育の在り
方・進め方を探る講義。
内容としては、初等教育における外国語活動の推進に向け
た指導の在り方などを中心とした『外国語教育』。コンピュー
タの活用やその著作権などを中心とした『情報教育』。身近
教育課題解決に向けた指導力の
武蔵野短期大学
な自然の中で幼児・児童たちに発見の意味と喜びを味わわ
向上
せることを中心とした『環境教育』など、教師のこれからの初
等教育にかかわる課題に対応する指導技術の向上を目指
した講義。

埼玉県狭山市

埼玉県狭山市

青木雅幸（武蔵野学院大学国際コミュニケー
ション学部教授）
木川裕（武蔵野学院大学国際コミュニケーション
埼玉県狭山市
学部准教授）
福田直（武蔵野学院大学国際コミュニケーション
学部教授）

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年8月21日

6時間 平成26年8月22日
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教諭

幼稚園・小学校
教諭

教諭

幼稚園教諭

教諭

幼稚園・小学校
教諭

03-5286-3838

http://web.edu.wase
da.ac.jp/

平成２６年度（第２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

筑波大学

野菜やその栽培の手法は、理科教材として適したものが多
数あります。理科に興味がない者にも、食べるものとして興
丈夫でおいしい野菜の品種を目
味をもってもらえる内容です。メロンやトマト、ピーマンやカボ
指して～園芸植物育種研究所で
チャなどを主な材料として、丈夫でおいしく、かつ安全な野
の体験型学習～
菜の品種をめざした本研究所での体験型学習で、いろいろ
な実験のアイデアになるような話題と実習を提供します。

石川 恵子( 公益財団法人園芸植物育種研究
所研究開発部環境科科長)
千葉県松戸市
志水 勝好(生命環境系講師)
野村 港二(教育イニシアチブ機構教授)

筑波大学

野菜やその栽培の手法は、理科教材として適したものが多
数あります。理科に興味がない者にも、食べるものとして興
丈夫でおいしい野菜の品種を目
味をもってもらえる内容です。メロンやトマト、ピーマンやカボ
指して～園芸植物育種研究所で
チャなどを主な材料として、丈夫でおいしく、かつ安全な野
の体験型学習～
菜の品種をめざした本研究所での体験型学習で、いろいろ
な実験のアイデアになるような話題と実習を提供します。

石川 恵子( 公益財団法人園芸植物育種研究
所研究開発部環境科科長)
千葉県松戸市
志水 勝好(生命環境系講師)
野村 港二(教育イニシアチブ機構教授)

時間数

講習の期間

6時間 平成26年6月29日

6時間 平成26年7月5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・高・中等
教育学校・特別
支援学校
理科

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月25日
53205号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
理科

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月31日
53206号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

25人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月24日
53250号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

25人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月21日
53256号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平263011451140号

043-273-1320

http://www.kandagai
go.ac.jp/kuis/

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月30日

平263016550890号

0476-98-1032

http://www.sakura.j
untendo.ac.jp/index
x.html

附属聴覚特別支援学校実践演
習

聴覚障害教育の専門性や指導方法を、高等部授業参観を
通して学びます。授業参観後のグループ討議では、生徒の 伊藤 僚幸(附属聴覚特別支援学校副校長)
学力を高め、思考を育てるための授業展開等を検討し、指 橋本 時浩(附属聴覚特別支援学校教諭)
導上の問題点と対応策を明らかにします。聴覚障害のある 最首 一郎(附属聴覚特別支援学校教諭)
生徒への関わり方を具体的・実践的に学ぶことができます。

附属聴覚特別支援学校実践演
習

聴覚に障害のある幼児・児童・生徒は、聴覚をどのように活
用しているのか、発音の指導はどのように行われているの
か、手話の特徴や活用方法を、演習を通して具体的に学ぶ
ことができます。また、聴覚障害児･生徒の言語指導上の課
題や指導方法を学び聴覚障害教育の理解を深めることがで
きます。

英語教授法・学習法再検討

(1)英語力の向上(2) Communicative Language Teaching
(CLT)の知識の習得と理解の向上(3)専門的な分野での向
上が目標です。教えながら英語を使い英語力を高め、
Philip Murphy （言語教育研究所准教授）
listening, reading, writing, speakingを統合した実践的教授法
Timothy Mark Murphey （外国語学部英米語学 千葉県千葉市
を身につけ、生徒のコミュニケーション能力の評価方法も考
科教授）
えます。更に、指導法あるいは英語力に関連する領域で向
上を目指す分野を選択していただき、参加者同士で協力し
教材や方法を討論し、実際の行動計画を作成します。

平成26年7月30日～
18時間 平成26年8月1日,
平成26年8月4日

教諭

中学校の英語教
諭／高等学校の
英語教諭及び中
学・高等学校の
19,000円
英語教育に強い
関心のある方で、
英語のみの授業
に意欲のある方

保健体育科教育の最新教育内
容

教科指導（体育、保健）、生徒指導等の基礎的知識と現代
の教育現場において必要な知識をもとに、これからの体育 長登 健 （スポーツ健康科学部 教授）
及び保健の授業の在り方につ いて考え、それぞれの指導 下村 義夫（スポーツ健康科学部 教授）
方法及び技術を明確にし、教授方法の工夫による実践的指 荻原 朋子（スポーツ健康科学部 助教）
導力の向上を図るための講義・演習による研修を行う。

千葉県印西市

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭

中学校・高等学
校保健体育科教
諭

千葉敬愛短期大
コミュニケーション能力の育成
学

核家族化、少子化、情報メディアやテレビゲームの飛躍的
普及、地域における人間関係の希薄化など、子どもを取り
巻く環境は大きく変化し、複雑化している。子どもが、人、モ
ノ、社会に直に触れる直接体験の機会は減少し、特に、集
吉村 真理子(初等教育科教授）
団の中でうまく対人関係を作ることが難しくなってきている。
本講座では、幼稚園や小学校において、子どもたちが人と
触れ合う場を意図的に設定する活動として、構成的グルー
プエンカウンターを取り上げ、その実践について紹介する。

千葉県佐倉市

6時間 平成26年8月20日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

平成26年3月25日～
50人 平成26年4月10日

平263508152082号

043-486-7111

http://www.chibakei
ai.ac.jp/

千葉敬愛短期大
理科教育
学

多くの子どもが「理科大好き」になることは、我が国の将来
に関わる大課題である。教師の誰もが分かっているが、な
かなかそれを実現できていない。第一の理由は実験・観察
の繁雑さである。この問題を極力回避しつつ、授業中に子ど
松尾 忠正（初等教育科非常勤講師）
ものキラキラした瞳を現出させ、体験的知識が身につくには
どうしたらいいか。本講座では、新指導要領施行に伴って導
入された実験・観察を中心に、よりよい理科指導のあり方を
考える機会としたい。

千葉県佐倉市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭

6,200円

平成26年3月25日～
40人 平成26年4月10日

平263508152083号

043-486-7111

http://www.chibakei
ai.ac.jp/

千葉敬愛短期大 「動く・歌う・作る」の実践
学
（児童文化）

幼児、及び小学校低学年の児童の身体表現、歌唱、制作等
の指導において、「楽しい」と感じる活動を取り入れることは
必須である。今回は、子どもたちも教師も「楽しい」と感じる
ことができる、手遊び、歌遊び、児童文化の実践と、牛乳
関根 久美（初等教育科非常勤講師）
パックを使った「おもちゃ」の制作を通して「先生の引き出し」
を増やしていく事を目的とし、受講生自身が講習に「楽しく」
参加していただきたい。

千葉県佐倉市

6時間 平成26年8月20日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

平成26年3月25日～
50人 平成26年4月10日

平263508152084号

043-486-7111

http://www.chibakei
ai.ac.jp/

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

平成26年3月25日～
60人 平成26年4月10日

平263508152085号

043-486-7111

http://www.chibakei
ai.ac.jp/

筑波大学

筑波大学

神田外語大学

順天堂大学

日髙 雄之(附属聴覚特別支援学校教諭)
竹村 茂(附属聴覚特別支援学校教諭)
天神林 吉寛(附属聴覚特別支援学校教諭)
鈴木 牧子(附属聴覚特別支援学校教諭)

近年、子どもに関する社会問題として「虐待」があげられる。
その要因のひとつには、「家族」の形態が変容したことも影
響をしている。そこで、産業構造に照らし合わせながら家族
千葉敬愛短期大 家族の変遷と虐待
藤 京子（初等教育科准教授）
の変遷と虐待の関連について、実際のビデオを通して講じ
学
子どもの危機的状況と緊急支援
小柴 孝子（宮城女子大学准教授)
る。講座の後半は、虐待を始めとする子どもの危機的状況
の事例をもとに、学校がとるべき緊急支援のあり方について
講じる。

千葉県市川市

千葉県市川市

千葉県佐倉市

6時間 平成26年6月28日

6時間 平成26年8月25日

6時間 平成26年8月21日
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幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭

18,000円

平成２６年度（第２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

代表作『スーホの白い馬』等の絵本作品で知られる画家・赤
羽末吉を手がかりに、その生涯や作品、制作活動等をたど
りながら、赤羽の目指した絵本観について、絵画という観点
から考える。そして、「絵本づくり」という実技の制作活動を
久保木 健夫(初等教育科専任講師）
通して、絵本における絵の表現と文の表現という表現活動
について考え、絵本から浮かび上がる種々の問題点や世界
観を共有しながら、表現活動についての一層の理解を促す
ことを目的とする。

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

千葉県佐倉市

6時間 平成26年8月22日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

50人

平成26年3月25日～
平成26年4月10日

平263508152086号

043-486-7111

http://www.chibakei
ai.ac.jp/

千葉県佐倉市

6時間 平成26年8月22日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

50人

平成26年3月25日～
平成26年4月10日

平263508152087号

043-486-7111

http://www.chibakei
ai.ac.jp/

千葉県佐倉市

6時間 平成26年8月21日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,200円

40人

平成26年3月25日～
平成26年4月10日

平263508152088号

043-486-7111

http://www.chibakei
ai.ac.jp/

千葉県佐倉市

6時間 平成26年8月22日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

9,675円

50人

平成26年3月25日～
平成26年4月10日

平263508152089号

043-486-7111

http://www.chibakei
ai.ac.jp/

音・音楽に関係した教育活動にはどのような方法があるの
でしょうか。先生方の日々の実践の中にも、子どもの創造性
や豊かな感性を育むことに繋がっているものも多々あるの
ではないかと思います。ここでは音・音楽を媒体とした創造 谷中 優(初等教育科教授)
性を育む教育方法について理論も含めながらお話を進めて
いくことで、新しい発見や考察のきっかけを皆で作っていき
ましょう。

千葉県佐倉市

6時間 平成26年8月21日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

50人

平成26年3月25日～
平成26年4月10日

平263508152090号

043-486-7111

http://www.chibakei
ai.ac.jp/

国語科における教育内容は、いくつかの選択肢から選び取
るという過程を経て決定されていると考えることができます。
その選択の論理について、過去の学習指導要領の展開か
教育課程における言語活動の重
塚田 泰彦(人間系教授)
ら検討するとともに、新教育課程における国語科の理念と
視と読解力の育成
甲斐 雄一郎(人間系教授)
実践上の課題を「言語活動例」や読解力を主な手がかりに
して考えます。国語教育に関心のある小学校から高等学校
までの教員を対象として想定しています。

東京都世田谷
区

6時間 平成26年6月14日

教諭

小・中・高・中等
教育学校
国語

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月11日
53136号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年8月20日

小・中・高・中等
教諭
教育学校、養護
養護教諭 教諭
キャリア教育

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月16日
53163号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年8月20日

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭
特別支援教育

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月16日
53164号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年8月20日

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭
生徒指導

6,000円

28人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月16日
53165号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

千葉敬愛短期大
絵本づくり
学

子どもの想像力と創造性を引き出し、育むにはどうすれば
良いか。鑑賞(観察と想像)－何が描かれているのか、作者
が一番描きたかったのはどんなことか。この絵にはどんな
「お話し」があるのかな?音楽にしたらどんな音かな?では具
千葉敬愛短期大 想像力と創造性の美術教育～み
体的にどうするか、美術館に行く前に、あるいは行かなくて 広本 伸幸(桜美林大学講師)
学
んなで行こう美術館へ～
も教室を美術館にしてみよう。何枚かの大きな展覧会ポスタ
－を黒板に貼って、絵柄の一部だけが見えるように他は別
の紙で隠しておく、子どもたちとの対話はどのように始まる
かな?

千葉敬愛短期大 食事摂取と子どもにできる調理
学
実習

昨今幼稚園や小学校では様々な食育が実践されている。偏
りなく栄養を摂取するには、何をどのくらい、どのように食べ
るか知る必要がある。そのために本講座では食事摂取基
準、食事バランスガイドなどについて解説する。また、じゃが
奥寺 昌子（初等教育科非常勤講師）
いもやさつまいもを用いたおやつ作りと簡単な朝食作りによ
り、子どもにできる調理実習について紹介する。併せて主
食・主菜・副菜がそろった和食の献立を作ることで日本型食
生活、食文化を示す。

子どもにはそれぞれのものの見方、判断の仕方があり、私
たちはそれを「個性」として捉えている。同じように教師一人
一人にも「個性」が存在するため、自分と似た心の動き方を
する子どもの理解はし易いが、対極の心の動き方をする子
千葉敬愛短期大 教師の自己理解と子ども観の形
どもの理解は難しい場合がある。本講習では、性格検査を 大野 雄子（初等教育科准教授）
学
成
用いたグループワークを通し、教師が自己理解を深めること
によって、子どもの個性やラーニング・スタイルを見つめる
視点を養い、自分自身の個性をティーチング・スタイルに生
かすための実践的知見を習得することを目的とする。

千葉敬愛短期大 創造性を育む音楽活動 作って
学
楽しむ音・音楽

筑波大学

講習の開催地

キャリア教育は、将来社会人として自立的に生きるための
力と態度を全学校活動を通して発達させることを目指しま
す。意義、新学習指導要領との関係、小・中・高における特
徴と学校種間連携の意味、キャリア教育ついての誤解から
藤田 晃之(人間系教授)
の脱却等、基本的な理解を深めます。さらに、各自の学校
での実践に役立つ実践例の紹介、教師に求められるコミュ
ニケーション能力や問題解決能力、情報活用能力等の確認
を目指します。

筑波大学

キャリア教育

筑波大学

幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校等のクラスの中
で、ロービジョンや視力低下が原因で、見えにくそうにしてい
どんなふうに見えているの？どう る子どもたちやどこまで見えているのか？どんなふうに見え
すればいいの？～見えにくい子 ているのか？と心配や不安になる子どもたちはいません
雷坂 浩之(附属久里浜特別支援学校副校長)
どもたちの理解と支援～
か？本講習では、講義と演習を通して、眼疾や視力、視野
による見え方について理解した上で、学習・生活環境につい
ての配慮やサポート等について具体的に学んでいきます。

筑波大学

いじめや不登校、暴力行為など児童生徒の問題行動につ
いて、学校心理学を基盤とした問題状況の分析を行い、困
学校生活で苦戦している子ども
難さを抱える児童生徒に応じた生徒指導について、具体的
への援助～学校生活の様々な場
家近 早苗(聖徳大学児童学部准教授)
な方法を検討します。講習は、生徒指導に関する基礎的な
面を活かして～
知識の習得と、事例検討、ロールプレイなどを通しての具体
的な指導方法について学ぶことを目的とします。

東京都文京区

東京都文京区

東京都文京区
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平成２６年度（第２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

特別なニーズのある子どもの理
解と支援

通常の学級における特別支援教育では，行動問題・学習問
題・精神面の問題への理解と支援，周囲の理解と啓発，そ
れらを支える校内外の支援体制の整備について，包括的に
藤原 義博(人間系教授)
考えることが重要です。本講習では，一人一人のニーズに
菅野 和恵(人間系准教授)
応じた支援のあり方について，講義，および模擬事例等を
用いた支援の実際に関するグループ討議を通して学びま
す。

触って考える数学

小・中・高等学校で扱う基本立体を中心に、作ること・見るこ
と・触ることを通して、そこに潜む数学的性質を捉え実感す
高村 明良(附属視覚特別支援学校教諭)
ることを目指します。特に見ること・触ることの特徴の違いに
内田 智也(附属視覚特別支援学校教諭)
注目することで、数学的な理解が深まる過程を、演習と講義
を通して、感覚的に捉えます。

点字と手引きを学ぼう～視覚に
障害のある児童・生徒の理解の
ために～

点字と手引（アイマスク体験等）は総合的な学習の柱である
「福祉」で多く取り上げられています。しかし、教師にとって、
江村 圭巳(附属視覚特別支援学校教諭)
その指導方法について学ぶ機会は、余り多くはありません。
原田 早苗(附属視覚特別支援学校教諭)
そこで、本講座ではこの二つの内容を中心にして講義と実
左振 恵子(附属視覚特別支援学校教諭)
習・実技を通して、基本的な考え方を押さえた上で、指導の
際に必要な留意点について確認をします。

筑波大学

新聞活用（NIE、新聞づくり）で育
む言語力

現学習指導要領は、言語活動の充実をうたうとともに、新聞
教育、NIE（教育に新聞を）が取り組んできた「学級学習新聞
作り」（小3・4）や「論説や報道の比較読み」（中3）などが盛り
込まれました。これからの教育には、新聞を活用した様々な 鈴木 伸男(教育家庭新聞社編集顧問（非常
取り組みが求められます。学校教育におけるNIEの意義や、 勤）)
授業での新聞活用を具体的にお伝えするとともに、簡単な
新聞作りを体験していただきます。現場の授業にすぐ役立
つ内容です。

筑波大学

不登校・いじめ・非行などの学校生活の問題の背景にある
発達障害という苦戦の要因に焦点をあてて、子どもの学校
生活での苦戦の理解を促進し、学級担任、養護教諭、特別
学校生活で苦戦する子どもへの
熊谷 恵子(人間系教授)
支援教育コーディネーターを中心とするチーム援助につい
援助（発達障害に焦点をあてて）
初谷 和行(貞静学園短期大学講師)
て、講義と演習で学習します。発達障害の疑似体験やチー
ム援助演習など、実践的で受講者参加型の講習をめざしま
す。

筑波大学

筑波大学

筑波大学

就学前の教育は、子どもたちが主体的に、自ら周りの様々
なものに働きかけて活動し、発達を図っていくことが基盤と
なります。そこで、様々な障害の特性と配慮事項を踏まえ、
高見 節子(附属視覚特別支援学校教諭)
幼児自身が必要な経験を積み重ねることができる環境づく
高橋 幸子(附属大塚特別支援学校副校長)
り、子どもの意欲を育む指導内容、指導方法の工夫につい
加藤 敦(附属久里浜特別支援学校教諭)
て、講義、演習を通じて理解を深めます。また、乳幼児教育
相談の事例をとりあげながら、家族を支える視点や具体的
支援について考えていきます。

講習の開催地

東京都文京区

東京都文京区

東京都文京区

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20日

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭
特別支援教育

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月16日
53166号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
数学・算数

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月16日
53167号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

小・中・高・中等
教育学校・特別
教諭
支援学校、養護
養護教諭
教諭
特別支援教育

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月16日
53168号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
情報

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月17日
53169号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年8月20日

教諭

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

東京都文京区

6時間 平成26年8月21日

東京都文京区

6時間 平成26年8月21日

幼・小・中・高・養
教諭
護教諭
養護教諭
生徒指導

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月17日
53170号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年8月21日

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭
特別支援教育

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月17日
53171号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年8月21日

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭
特別支援教育

6,000円

平26平成26年3月25日～平
100人
10016成26年7月17日
53172号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年8月22日

教諭

中・高・中等教育
学校・特別支援
学校（中・高）
英語

6,000円

30人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月18日
53173号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

幼・小・中・中等
教育学校（中）・
特別支援学校
国語

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月18日
53174号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

高・中等教育学
校（高）
国語

6,000円

平26平成26年3月25日～平
30人
10016成26年7月19日
53175号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

筑波大学

就学前の子どもたちと家族への
支援

筑波大学

発達障害の子どもの特性に配慮した授業は、全ての子ども
にとってわかりやすい授業です。本講習では、発達障害の
子どもの抱える困難についての疑似体験、具体的な教材教
幼稚園や小中学校等に在籍する
安部 博志(附属大塚特別支援学校主幹教諭)
具、授業改善から学校力向上へのプロセスなどに視点をあ
気になる子への支援～発達障害
田丸 秋穂(附属桐が丘特別支援学校教諭)
て講義・演習を行います。また、肢体不自由や視覚障害の
に焦点をあてて～
宮崎 善郎(附属視覚特別支援学校教諭)
ある子どもたちへの配慮と支援についても触れます。実践
に裏打ちされた事例をもとに、特別支援教育の窓から見え
る明るい未来を展望していきましょう。

筑波大学

本講座では、新学習指導要領の趣旨もふまえて、言語活動
を活性化し、主体的な活動を通して4技能のコミュニケーショ
ン能力を育成する授業改善の具体的な視点を受講者に提
言語活動（英語）の充実と主体的
示します。そもそも言語活動とは何のことか戸惑っている方 蒔田 守(附属中学校主幹教諭)
な学習習慣の育成
や自分の殻を破れずに悩んでいらっしゃる先生方に、新た
な視点を提供することにより、ともに新しい英語教育を考え
ましょう。

東京都文京区

筑波大学

字を書くには先づ字を知らなければならない。漢字平仮名
の成り立ちと仕組みとを説明する。楷書では毛筆の筆運び
が硬筆に直結する。毛筆の特性を知って筆運びの基本、例
書写指導～児童・生徒の文字へ
鹽谷 健(人間学群非常勤講師)
えば筆は必ず立てて運ぶなどを理解する必要がある。悪筆
の関心を高めるために～
小倉 太郎(聖徳大学人文学部講師)
の原因の大なるものは楷書の速書にあるので、行書の実技
も積極的に取り入れる。毛筆指導に自信をもって臨める知
識と技術とを得られるようにしたい。

東京都世田谷
区

筑波大学

漢字の話から始め、次に二字熟語、四字熟語を用いて、漢
文訓読において最も重要な語順について説明する。二字熟
語、四字熟語は日常のあらゆる文章にあり、教材として利
漢文訓読～高等学校国語での漢 便性は高く、漢文訓読の応用に役立つものである。読解に
鹽谷 健(人間学群非常勤講師)
文教材の工夫と有効活用～
おいては文脈把握が重要であり、語法に関しては其の意義
を理解することが重要である。其の要点を講じて、漢文訓読
の基礎学習に自信をもって臨める知識方法を得られるよう
にしたい。

東京都世田谷
区

東京都文京区

東京都文京区

6時間 平成26年8月22日

6時間 平成26年8月23日

66 / 264 ページ

教諭

受講者募集期間

平成２６年度（第２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

筑波大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

第１部では、契約や事故など身近な事例をもとに、法の基
本的な考え方について学びます。受講者の皆さんの問題意
識を大切にしながら、授業で法を扱う場合の基本的な視点
吉田 俊弘(大正大学TSRマネジメント機構特命
法教育入門～契約から裁判員裁 を考えます。第２部では、弁護士の指導のもと、裁判員裁判
東京都世田谷
教授)
判制度まで～
を念頭に、模擬裁判を実際に体験します。裁判とは何か、
区
鈴木 啓文(くれたけ法律事務所弁護士)
裁判を授業でどのように教えればよいかなど、受講生の疑
問にこたえる形でわかりやすく展開します。初めての方やこ
れから取り組む方、是非ともご参加下さい。

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8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

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
社会科

6,000円

36人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月18日
53176号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
数学・算数

6,000円

150人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月18日
53177号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

30人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月18日
53178号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

考える算数・体験的算数

算数・数学は本来、論理的・抽象的な学習ですが、子どもの
納得を得るためには具体的・体験的な算数をしなければな
りません。また、「考えることの教育」について、新しい学習
指導要領では「帰納的考え」「類推的考え」「演繹的考え」が 坪田 耕三(青山学院大学特任教授)
強調されています。このことの具体をお話します。さらに授 細水 保宏(附属小学校副校長)
業の実施に当たっては、多様性の尊重、共同的な学び、価
値の共有を生かすことが重要です。これらを生かした算数
の具体的授業例を参加者とともに検討します。

東京都世田谷
区

フリーソフトを用いた楽しい統計

中学校・高等学校の授業で，教師として知っておきたい統計
の基本的な内容や，実際の統計教材の作り方を学びます。
フリーソフト「Ｒ」を用いて，ヒストグラム・度数多角形・箱ひげ
図・相関図・分布関数を描いたり，乱数を用いた教材の作成
川﨑 宣昭(附属高等学校教諭)
方法などを高等学校までの範囲で指導上の留意点を含め
て学びします。「統計の内容は少し苦手かなぁ」という方でも
パソコンを使って楽しく学べ，「Ｒ」の使用経験が全くなくても
大丈夫です。

東京都世田谷
区

6時間 平成26年8月22日

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
数学・算数

ゲノム情報を活用する遺伝子実
験の紹介

新学習指導要領 高校「生物」の学習内容となったＰＣＲ実
験を実際に行います。また、本校の授業で生徒と一緒に取
り組んでいる実験を紹介しながら、ゲノム・データベースの
情報を活用してオリジナルなＰＣＲ実験を組み立てる手順、 仲里 友一(附属駒場高等学校主幹教諭)
組換え体を作成しないで行う遺伝子実験の可能性について
検討します。遺伝子実験やＰＣＲ実験を一度も行ったことの
ない方もご参加下さい。

東京都世田谷
区

6時間 平成26年8月22日

教諭

中・高・中等教育
学校
理科

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月18日
53179号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

筑波大学

演劇の専門家とつくる教室

本校生徒を交え、他者との関わりを通じて、「発見」をし続け
る講座です。演出家・劇作家・俳優と協働して開発した、授
業や生徒指導に生かせるプログラムを本校生徒と一緒に体
験します。コミュニケーションをうながし、人間関係をほぐし、 平田 知之(附属駒場高等学校教諭)
体験を通して学力を高め、学校生活を豊かにするためのヒ
ントが満載です。学校と地域との関わりや、地域の専門家と
の協力関係の築き方にも触れたいと思います。

東京都世田谷
区

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
芸術

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月18日
53180号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

筑波大学

独唱から合唱までの幅広い声楽形態の中で使用でき、直近
の授業等ですぐに使える実用的な内容が満載。美しい声で
歌うための基礎トレーニング法、日本の歌やイタリアの歌を
歌唱及び合唱指導法～美しい歌 用いてその曲の歌唱法と指導法及び指揮法を解説し体験し
小宮 一浩(附属駒場高等学校教諭)
声を導くための実践演習～
ていただく。また教員のための楽語解説(イタリア語)を行
い、楽語の正しい発音とイタリア語本来の意味を理解してい
ただく。音楽の授業や部活動等で声楽合唱指導を大切にし
ている方を主な対象者とします。

東京都世田谷
区

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校
音楽

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月18日
53181号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

筑波大学

最近、「食育」という言葉をよく耳にしませんか？ 食事を楽
しむ事ができることは、心を豊かにし身体を強くすることに繋
がります。幼児・児童・生徒が食べることに興味を持ち、見て
食べる大切さ 食を見つめ直そう
触って体験し確かめて食材を理解し、食事を楽しみ、食への 飯野 順子(特定非営利法人地域ケアさぽーと
～障がいのある子どもたちの食
関心・意欲を育てる取り組みを、視覚・知的・肢体不自由別 研究所 理事長)
育から学ぶ～
支援学校での実践を紹介しながら学んでいきます。また、そ
の中で、養護教諭や栄養教諭の役割についても考えていき
ます。

6時間 平成26年8月20日

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭・栄養教
栄養教諭
諭
家庭

6,000円

30人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月16日
53223号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年8月20日

幼・小・中・高・中
教諭
等教育学校・特
養護教諭 別支援学校・養
栄養教諭 護教諭・栄養教
諭

6,000円

60人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月16日
53224号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年8月20日

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
社会

6,000円

60人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月16日
53225号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

学校における法律問題

学校において生じうる法律上の問題は、授業や部活動のほ
か精神衛生や食育をも含めて近年ますます多様化してきて
おり、全ての局面について適切な対処が求められるに到っ
ている。この講習では、学校の中でどのような法律上の問
星野 豊(人文社会系准教授)
題点が生じうるかを、実例及び仮設例について解説ないし
議論することにより、学校の置かれている現状を理解し、法
律上の対処における考え方と学校教育における基本的な
考え方との異同について考えてみたい。

アジア・太平洋戦争を考える

平和学習は戦争そのものを直視することから始まります。
本講習では、沖縄で起きた集団自決と教科書検定問題、広
島平和記念資料館の展示問題と「はだしのゲン」、広島・長
崎の原爆投下のリハーサルとして行われた模擬原爆投下
伊藤 純郎(人文社会系教授)
訓練、関東地方や茨城県内に残る戦争遺跡や満蒙開拓青
少年義勇軍内原訓練所を事例に、原爆と原発という視点を
盛り込みながら、アジア・太平洋戦争を考えます。修学旅行
や平和学習に活用できる教材を提供します。

東京都文京区

東京都文京区

東京都文京区

6時間 平成26年8月22日

6時間 平成26年8月22日

6時間 平成26年8月22日

67 / 264 ページ

教諭

平成２６年度（第２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

心から心に響くうた

人はなぜ歌うのでしょう。言葉では言い尽くせない気持ちや
ことがらを音楽に託し、その音楽に再び言葉を乗せて、心を
大野 徹也(東京学芸大学教育学部教授)
伝えようとします。ひとりで、ふたりで、そして４人、１０人、２
小野山 幸夏(附属視覚特別支援学校教諭)
０人と広がる、独唱・重唱・合唱の歌の世界を参加者全員で
実習・体現します。

学校における法律問題

学校において生じうる法律上の問題は、授業や部活動のほ
か精神衛生や食育をも含めて近年ますます多様化してきて
おり、全ての局面について適切な対処が求められるに到っ
ている。この講習では、学校の中でどのような法律上の問
星野 豊(人文社会系准教授)
題点が生じうるかを、実例及び仮設例について解説ないし
議論することにより、学校の置かれている現状を理解し、法
律上の対処における考え方と学校教育における基本的な
考え方との異同について考えてみたい。

東洋医学的アプローチによる生
徒の健康管理

本講習では、東洋医学的治療の基本的考え方を通して、生
徒が訴える様々な症状（肩こり・腰痛・胃腸障害・月経異常・
不眠・スポーツによる傷害等）に対する見方について学んで
いきます。さらに、学校における生徒の健康管理に対する東
高橋 智(医学医療系教授)
洋医学の可能性について考えていきます。講義では、専門
用語を極力避け、人体模型などを観察しながら説明し、鍼・
灸・マッサージの実演などを通じて、より具体的・体験的に
講習を進めます。

筑波大学

リハビリテーションの理論と実際

午前の講義では、わが国における医学的リハビリテーション
の理論と現状について学び、その課題や問題点を確認しな
工藤 康弘(附属視覚特別支援学校教諭)
がら認識を深めます。午後の実技では理学療法の実践的な
山中 利明(附属視覚特別支援学校教諭)
方法論を学びながら、障害者（児）の自立支援のための基
礎的な技術の習得を目指します。

筑波大学

本講習では、視覚障害者のために開発された商品・設備の
指先で知る日常生活のユニバー デザイン、支援技術を実際に体験し、その有効性や課題に
青松 利明(附属視覚特別支援学校教諭)
サルデザイン～五感を磨く体験 ついて学びます。日常生活の不便さを解消するユニバーサ
山口 崇(附属視覚特別支援学校教諭)
～
ルデザインの発見によって、子供たちに「便利さとは何か」を
伝える授業づくりの視点が得られます。

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

学校教育と個人情報保護

学校は、学業関係のみならず、心身の健康関係を含めた教
員や生徒の個人情報や私的情報を<多数取得している状況
にあるが、その管理や利用に関しては、近時複雑な問題が
生ずるに至っている。この講習では、個人情報保護に関す
星野 豊(人文社会系准教授)
る基本的知識について概説した後、学校の中で個人情報保
護をめぐってどのような問題点が生じうるかを、仮設例に基
づいて議論することにより、学校としてあるべき個人情報の
取り扱いについて考えてみたい。

電子図書館の現状

近年，電子ジャーナルや電子書籍を提供する大学図書館や
公共図書館が増えてきている。本講習ではそうした電子図
書館の現状，具体的にはシリアルズクライシスを契機とする 辻 慶太(図書館情報メディア系准教授)
オープンアクセスジャーナルや機関リポジトリの増加，グー 芳鐘 冬樹(図書館情報メディア系准教授)
グルによる大学図書館蔵書のスキャニングに関する著作権
問題，貴重書画像データベースなどについて紹介する。

愛着から発達を考える

愛着（アタッチメント）は、親子関係のみならず、生涯にわた
る人との関係の持ち方や精神的な健康との関係について検
討されてきています。本講習では、愛着の定義をお伝えし、
個人差、乳幼児から思春期にかけての愛着関係の変化や 安藤 智子(人間系教授)
親子関係から仲間関係、教師との関係における愛着につい
て講義します。後半は、講義をふまえて、教育現場における
生徒指導について討議していただきます。

組織マネジメントと人材育成

学校を取り巻く社会・経済環境について概説した後に、企
業・大学の２つの現場における改革実務経験と経営学の基
礎理論に基づき、組織マネジメントの目的、基本的な考え方
と枠組み、重視すべき要素、組織と人間の関係などについ
吉武 博通(ビジネスサイエンス系教授)
て講義する。併せて、これからの社会に必要な人材像と組
織における人材育成について講義し、これらを踏まえて、組
織マネジメントと人材育成について、意見交換しながら、共
に考えてみることにする。

身近な物質の不思議さ・面白さ

私達の周りの物は様々な物質から構成されています。例え
ば、自動車の車体には金属、プラスティックが、内部の機器
には半導体、磁性体が、その他にはセラミック（磁器）、高分
子材料、複合材料が使用されています。本講義では物質を
大嶋 建一(特命教授)
人間との係りのもとで捉え、それぞれが持つ固有の性質、
その応用と用途を伝えます。実習では簡単な科学おもちゃ、
例えば、分光シートを用いた万華鏡を制作し自然光と蛍光
灯の違いを学びましょう。

講習の開催地

東京都文京区

東京都文京区

東京都文京区

東京都文京区

東京都文京区

東京都文京区

東京都文京区

東京都文京区

東京都文京区

東京都文京区

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成26年8月20日

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
音楽

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月16日
53226号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年8月21日

幼・小・中・高・中
教諭
等教育学校・特
養護教諭 別支援学校・養
栄養教諭 護教諭・栄養教
諭

6,000円

60人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月17日
53227号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年8月21日

小・中・高・中等
教育学校・特別
教諭
支援学校・養護
養護教諭
教諭
保健体育

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月17日
53228号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年8月21日

小・中・高・中等
教育学校・特別
教諭
支援学校、養護
養護教諭
教諭
保健体育

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月17日
53229号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月17日
53230号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

60人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月18日
53231号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月18日
53232号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

30人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月18日
53233号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

60人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月18日
53234号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月18日
53235号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6時間 平成26年8月21日

6時間 平成26年8月22日

6時間 平成26年8月22日

6時間 平成26年8月22日

6時間 平成26年8月22日

6時間 平成26年8月22日
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教諭

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭・栄養教
栄養教諭
諭

教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
国語

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭・栄養教
栄養教諭
諭

教諭

小・中・中等教育
学校・特別支援
学校（小中）
理科

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年度（第２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

筑波大学

学校にパソコンはあるものの、授業や書類管理になかなか
活かせていない…そんな悩みはありませんか？本講習で
教員のためのパソコン再入門（初 は、そんな先生方を対象に、ワープロ（Word）、表計算ソフト
心者編）～表計算ソフト・インター （Excel）の活用法や学校で活用できるインターネットによる
町田 多加志(附属駒場中学校主幹教諭)
ネットを活用し、子どもへの指導 情報収集術を、NTTデータグループ社員が、一人１台のパ
をバージョンアップ～
ソコンを使い、初心者にも分かり易く伝えます。また、情報漏
えいの原因となるパソコンのセキュリティ脅威や、それを防
ぐための手法についても学びます。

筑波大学

視覚に障害のある生徒への体育指導は、基礎基本を大切
にすることから、一般の体育指導に役立つ要素や運動が苦
パラリンピックスポーツを体験しよ 手な子供の体育指導に関するヒントを多く含んでいます。本 原田 清生(附属視覚特別支援学校教諭)
う
講習では、ロンドンパラリンピックで団体競技初の金メダル 寺西 真人(附属視覚特別支援学校教諭)
を獲得したゴールボール競技を中心に、視覚障害者のス
ポーツを体験し、指導方法や配慮事項を学びます。

筑波大学

ひとにも教えたくなる宇宙の話

小惑星探査機「はやぶさ」、宇宙のはじまり、宇宙のはて、ブ
ラックホール、地球外生命、宇宙旅行、国際宇宙ステーショ
ン、宇宙飛行士……宇宙には子どもたちをひきつけるテー
阪本 成一(宇宙航空研究開発機構教授)
マが満ち溢れています。ニュースでも触れる機会の多いこ
れらの宇宙の話題を教室に導入するためのヒントをお伝え
します。

筑波大学

微生物は、私たちの健康や地球環境の維持に極めて大きく
かかわっていますが、その実態はあまり知られていません。
私たちのからだと地球を支える身
本講座では、腸内細菌が私たちの健康をどのように守って
近なミクロワールド～食育、環境
星野 貴行(生命環境系教授)
いるのか、微生物が地球環境の維持や環境浄化にどのよう
教育に役立つ微生物・バイオの
高谷 直樹(生命環境系教授)
に役立っているのかなどについてわかりやすく紹介し、ホー
はなし～
ムルームや総合学習などで食育や環境教育に役立つ情
報・題材を提供します。

筑波大学

学校にパソコンはあるものの、授業や書類管理になかなか
活かせていない…そんな悩みはありませんか？本講習で
教員のためのパソコン再入門（初 は、そんな先生方を対象に、ワープロ（Word）、表計算ソフト
心者編）～表計算ソフト・インター （Excel）の活用法や学校で活用できるインターネットによる
町田 多加志(附属駒場中学校主幹教諭)
ネットを活用し、子どもへの指導 情報収集術を、NTTデータグループ社員が、一人１台のパ
をバージョンアップ～
ソコンを使い、初心者にも分かり易く伝えます。また、情報漏
えいの原因となるパソコンのセキュリティ脅威や、それを防
ぐための手法についても学びます。

筑波大学

「遠足の日の天気は？」「雨は１時間以内に降るの？」「修
学旅行の服装は？」「雷が鳴ったらどうする？」など，天気予
報を日常生活や学校での教育活動，防災・健康教育に生か
楽しく学べるやさしい天気予報活 す方法を楽しくわかりやすく学びます。専門的な知識がなく
川﨑 宣昭(附属高等学校教諭)
用術
てもやさしい解説と作業を行う講義・演習で，どなたでも受
講可能です。情報を伝える専門家の気象キャスターの仕事
内容や防災情報の活用方法についてもわかりやすく解説し
ます。

筑波大学

小児期から青年期にいたる発達途上のこどもや若者の心
理・精神学的問題について、小児科医・精神科医の視点か
ら最近のトピックを紹介します。精神科（石丸）からは、若者
発達期のこころと行動～小児科・ に見られる主な精神疾患の特徴を解説し、特に近年におけ 石丸 昌彦(放送大学教授)
精神科の視点から～
る鬱病の病像の変化に触れます。小児科（広瀬）からは、近 広瀬 宏之(横須賀市療育相談センター所長)
年大きな話題となり、学校現場でも対応を迫られている発達
障害（自閉症、ADHD、アスペルガー障害など）について、そ
の概念・現状・対応の原則などを概説します。

筑波大学

筑波大学

筑波大学

附属桐が丘特別支援学校実践
演習

当校で行っている肢体不自由児の通級による支援教室の
「体育」「算数」「書写」「情報」の授業を通して、肢体不自由
児の運動面や認知面、見え方などの障害特性を踏まえた課
題の設定の仕方や指導内容の選定、学習上の手だて、配
慮の方法について学びます。経験年数にかかわらず、小学
校の教員はもちろん特別支援学校の教員、さらには特別支
援教育コーディネーター、養護教諭の方も学んでいただけま
す。

類瀬 健二(附属桐が丘特別支援学校教諭)
大川原 恒(附属桐が丘特別支援学校教諭)
杉林 寛仁(附属桐が丘特別支援学校教諭)
齋藤 豊(附属桐が丘特別支援学校教諭)

附属視覚特別支援学校実践演
習

視覚特別支援学校の幼・小・中・高の授業を参観いただき
ます。視覚に障害のある幼児・児童・生徒に対する指導へ
の配慮や工夫をチェックシートに記録し、授業後、その記録
や疑問点などを中心に研究協議を行います。視覚に障害の
ある幼児・児童・生徒への配慮事項、有効な指導方法や学
校生活における支援の仕方を実践的に学ぶことができま
す。

高見
武井
中田
石井

節子(附属視覚特別支援学校教諭)
洋子(附属視覚特別支援学校教諭)
ちずか(附属視覚特別支援学校教諭)
裕志(附属視覚特別支援学校教諭)

附属大塚特別支援学校実践演
習

知的障害のある幼児・児童・生徒への有効な指導方法や学
校生活における支援の仕方を実践的に学ぶことができま
す。午前は、幼稚部から高等部までの公開授業を参観しま
す。午後は、第１講義として、４学部のいずれか一つの講義
を受講し、各学部の概要、子どもの実態、指導方法の特
色、教材教具の工夫などについて研修します。続く第２講義
では、「支援部」による地域支援の実践に関する講義を受講
します。

高橋
安達
中村
根本
安部

幸子(附属大塚特別支援学校副校長)
敬子(附属大塚特別支援学校教諭)
晋(附属大塚特別支援学校教諭)
文雄(附属大塚特別支援学校教諭)
博志(附属大塚特別支援学校主幹教諭)

講習の開催地

東京都世田谷
区

東京都文京区

東京都世田谷
区

東京都世田谷
区

東京都世田谷
区

東京都世田谷
区

東京都世田谷
区

東京都板橋区

東京都文京区

東京都文京区

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月22日

6時間 平成26年8月23日

6時間 平成26年8月23日

6時間 平成26年8月23日

6時間 平成26年8月23日

6時間 平成26年8月23日

6時間 平成26年8月23日

6時間 平成26年6月14日

6時間 平成26年6月21日

6時間 平成26年6月21日
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対象職種 主な受講対象者

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭・栄養教
栄養教諭
諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

30人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月18日
53236号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

中・高・中等教育
学校・特別支援
学校（中・高）
保健体育

6,000円

30人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月19日
53237号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
理科

6,000円

150人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月19日
53238号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

36人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月19日
53239号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

30人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月19日
53240号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

72人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月19日
53241号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

72人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月19日
53242号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月11日
53243号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月17日
53244号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

30人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月17日
53245号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

小・中・高・中等
教育学校・特別
教諭
支援学校、養護
養護教諭
教諭
理科

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭・栄養教
栄養教諭
諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭
理科

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
教諭
支援学校、養護
養護教諭
教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭

平成２６年度（第２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

附属小学校実践演習

午前は道徳，午後は図画工作について授業を行い，終了後
に授業者がその教科の課題と授業方法について講義を行
います。そこでは，教材研究の仕方，学習意欲と問題意識 加藤 宣行(附属小学校教諭)
の持たせ方，発問と板書の仕方，評価の仕方などの授業の 仲嶺 盛之(附属小学校教諭)
作り方を具体的に講義します。そして評価を行います。従っ
て，参観者は2つの授業を参観できます。

附属中学校実践演習

主に中学校において各教科を担当されている教員を対象と
した講座です。当日、本校の授業を参観し、その実践報告を
もとに、研究協議や分析を行い、授業内容や指導方法等に 小山 浩(附属中学校主幹教諭)
ついての考察を深めていきます。各教科の教材研究、授業 小林 美礼(附属中学校教諭)
計画、授業の工夫等さまざまな内容に触れながら、教科教
育における教師力の向上をめざします。

附属高等学校実践演習

土曜日に行っている１・２学年の授業のようすを、２時間参
観していただきます。その後、教科ごとの分科会では、公開
授業についての意見交換や、授業方法についての協議、授
業の工夫についての紹介など、よりよい授業作りのための
話し合いを行います。

附属桐が丘特別支援学校実践
演習

学習活動において、肢体不自由児がICTを活用することは、
社会生活で限定されがちなことを補い、積極的な社会参加
の意義も大きいと考えられます。しかし、デバイスの設定や
向山 勝郎(附属桐が丘特別支援学校教諭)
入力方法などの課題を解決する必要があります。本講習で
佐藤 孝二(附属桐が丘特別支援学校教諭)
は、肢体不自由児に対する情報教育やICT活用による支援
河野 文子(附属桐が丘特別支援学校教諭)
方策について、実践事例を通して学んでいきます。他の障
害種や通常学級で学ぶ子どもの取り組みにも活かせる内容
になっています。

附属小学校実践演習

午前は理科，午後は社会について授業を行い，終了後に授
業者がその教科の課題と授業方法について講義を行いま
す。そこでは，教材研究の仕方，学習意欲と問題意識の持 白岩 等(附属小学校教諭)
たせ方，発問と板書の仕方，評価の仕方などの授業の作り 梅澤 真一(附属小学校教諭)
方を具体的に講義します。そして評価を行います。従って，
参観者は2つの授業を参観できます。

筑波大学

附属桐が丘特別支援学校実践
演習

当校主催の講習会「自立活動実践セミナー2014」(8/4～
8/6)の最終日に開設するⅠコースを受講していただきます。
生活上・学習上の「配慮」や「手だて」を明確にし、授業等で 岡部 盛篤(附属桐が丘特別支援学校教諭)
生かすことを目的とした個別の指導計画の作成の方法を学 加藤 隆芳(附属桐が丘特別支援学校教諭)
んでいきます。公開授業（ＶＴＲ）や個別の指導計画の作成 石田 周子(附属桐が丘特別支援学校教諭)
の演習を多く取り入れ、経験の浅い方にも取り組みやすい
内容ですので、様々な校種・職種の方にお薦めいたします。

筑波大学

一斉授業とは一味違った体験講座プログラムを用意しま
す。本校教員が行う講座、本校生徒と一緒に参加するワー
クショップなど、いくつかの講座から１～２講座を自由に選択
します。ご自分の専門や興味と関心のある教科をお選びい 濱本 悟志(附属駒場高等学校副校長)
附属駒場中・高等学校実践演習
ただけます。新たな学びのスタイルを体験していただく企画 大野 新(附属駒場中学校副校長)
です。その後「筑駒の教育」を紹介し、勤務校での様子と比
較検討し、これからの学校教育の在り方について議論を深
めます。

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

筑波大学

川﨑
江原
鈴木
石隈

宣昭(附属高等学校教諭)
一浩(附属高等学校教諭)
亨(附属高等学校教諭)
利紀(附属学校教育局教育長)

附属小学校実践演習

午前は算数，午後は理科について授業を行い，終了後に授
業者がその教科の課題と授業方法について講義を行いま
す。そこでは，教材研究の仕方，学習意欲と問題意識の持 中田 寿幸(附属小学校教諭)
たせ方，発問と板書の仕方，評価の仕方などの授業の作り 佐々木 昭弘(附属小学校教諭)
方を具体的に講義します。そして評価を行います。従って，
参観者は2つの授業を参観できます。

附属大塚特別支援学校実践演
習

知的障害のある幼児・児童・生徒への有効な指導方法や学
校生活における支援の仕方を実践的に学ぶことができま
す。午前は、幼稚部から高等部までの公開授業を参観しま
す。午後は、第１講義として、４学部のいずれか一つの講義
を受講し、各学部の概要、子どもの実態、指導方法の特
色、教材教具の工夫などについて研修します。続く第２講義
では、「支援部」による地域支援の実践に関する講義を受講
します。

附属中学校実践演習

主に中学校において各教科を担当されている教員を対象と
した講座です。本講座は、本校で毎年開催している研究協
議会に参加していただくという形式とし、講演会、研究授
小山 浩(附属中学校主幹教諭)
業、研究協議等の講習内容で行います。授業の実践報告を
小林 美礼(附属中学校教諭)
もとに、研究協議や分析を行い、授業研究や指導方法等に
ついての考察を深め、教科教育における教師力の向上をめ
ざします。

附属高等学校実践演習

本年度研究大会と同時開催の形で行います。各教科とも、
１時間または２時間の研究授業を参観していただき、その後 川﨑 宣昭(附属高等学校教諭)
の分科会では、前半は研究授業についての意見交換を行 江原 一浩(附属高等学校教諭)
い、後半は教科ごとのテーマに沿って協議し、指導方法や 鈴木 亨(附属高等学校教諭)
授業の工夫などについて検討していきます。

高橋
安達
中村
根本
安部

幸子(附属大塚特別支援学校副校長)
敬子(附属大塚特別支援学校教諭)
晋(附属大塚特別支援学校教諭)
文雄(附属大塚特別支援学校教諭)
博志(附属大塚特別支援学校主幹教諭)

講習の開催地

東京都文京区

東京都文京区

東京都文京区

東京都板橋区

東京都文京区

東京都板橋区

東京都世田谷
区

東京都文京区

東京都文京区

東京都文京区

東京都文京区

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成26年6月28日

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
道徳、図画工作

6時間 平成26年6月28日

6時間 平成26年6月28日

6時間 平成26年6月28日

6時間 平成26年7月12日

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月25日

6時間 平成26年9月6日

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月8日

6時間 平成26年12月6日
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教諭

教諭

教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校

中・高・中等教育
学校・特別支援
学校（中）

小・中・高・中等
教育学校・特別
教諭
支援学校、養護
養護教諭
教諭

教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
理科・社会

小・中・高・中等
教育学校・特別
教諭
支援学校、養護
養護教諭
教諭

教諭

教諭

小・中・高・中等
教育学校・特別
支援学校

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
算数、理科

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭

教諭

教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校

中・高・中等教育
学校・特別支援
学校（中）

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

80人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月24日
53247号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

32人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月24日
53248号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

平26平成26年3月25日～平
30人
10016成26年5月24日
53249号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

25人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月24日
53251号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

80人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月7日
53252号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

20人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月2日
53254号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年7月21日
53255号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

80人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年8月2日
53257号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

30人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年9月27日
53258号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

32人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年10月4日
53259号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

30人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年11月1日
53261号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

平成２６年度（第２回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

大妻女子大学

講習の名称

大妻女子大学教員免許状更新
講習
（幼稚園教諭向け）

講習の概要

【「こどもとともに“いる”“いきる”“つくる”」（幼稚園教諭向
け）】
こどもと”いる・つくる・生きる”ことの意義を探る為にあらゆる
情報と教材を提供し、実践・考察を繰り返しながら更なる保
育力向上を目指す。こどものモチベーション向上の為にどん
な視点が重要かも問いかけていきたい。例えば、こどもに伝
えたい手づくり遊びを現代に生かしていく方法やイマジネー
ション力を豊かにする造形あそび、保育者の係わりや集団
でいることの発達的意味等を考察する。

担当講師

講習の開催地

18,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月16日

平263014252055号

03-5275-6319

http://www.gakuin.o
tsuma.ac.jp/

石井
矢野
中村
金田

雅幸（家政学部児童学科准教授）
博之（家政学部児童学科准教授）
圭吾（家政学部児童学科教授）
卓也（家政学部児童学科教授）

東京都千代田
区

18時間

平成26年8月4日～
平成26年8月6日

教諭

小学校教諭向け

18,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月16日

平263014252056号

03-5275-6319

http://www.gakuin.o
tsuma.ac.jp/

東京都千代田
区

18時間

平成26年8月4日～
平成26年8月6日

教諭

中学校・高等学
校家庭科教諭向
け

18,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月16日

平263014252057号

03-5275-6319

http://www.gakuin.o
tsuma.ac.jp/

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭向
け

6,000円

平26平成26年3月17日～平
50人
30182成26年4月11日
51779号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

6,000円

50人

平26平成26年3月17日～平
30182成26年4月11日
51780号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

大東文化大学

いま、海洋が注目されている。本講座では海洋資源の中の
漁業資源・水産業を通じて
水産資源の位置づけ、世界漁業の中の日本漁業の位置づ
山下 東子（大東文化大学現代経済学科 教
海洋資源・食料・貿易問題を考え けを考える。魚を持続的に利用する方法についてゲームや
授）
る
クイズで面白く学ぶ実践例を、受講者にご披露して議論す
る。

大東文化大学

ＵＲＬ

幼稚園教諭向け

大東文化大学

大東文化大学

電話番号

教諭

平和心理学からの教育論
－発達のより良い援助者となる
ために－

大東文化大学

認定番号

平成26年8月4日～
平成26年8月6日

人間の潜在的可能性の開花を阻害する影響力を「暴力」と
規定し、その構造の解明、対立の非暴力的解決のスキルに
ついて心理学視点から取り組む平和心理学。その視座か
杉田 明宏（大東文化大学教育学科 准教授） 東京都板橋区
ら、「平和教育」のみならず子どもの発達の現状、教育のあ
り方について考察し、教師が人間発達のよりよい援助者と
なるための方法についても学ぶ。

大東文化大学

受講者募集期間

18時間

大妻女子大学教員免許状更新
講習
（中高家庭科教諭向け）

大東文化大学

受講料 受講人数

東京都千代田
区

家庭科教育の被服・食物分野では、「衣服と人間」・「食育」
反町 吉秀（家政学部食物学科教授）
をテーマに、現状に触れながら今日的課題について解説す
明渡 陽子（家政学部食物学科教授）
る。また、実習では「飾育・デザインの創造性」・「食品の調
松本 美鈴（家政学部食物学科教授）
理性」を理解し考察しながら授業への展開を論じる。
阿部 栄子（家政学部被服学科教授）
内田 直子（家政学部被服学科准教授）
授業においてコンピュータやネットワーク、最新の情報ツー
大網 美代子（家政学部被服学科専任講師）
ルを活用することは、生徒の学力の定着及び向上にとって
福島 健介（帝京大学教職センター教授）
大切である。しかしながら，単に利用すれば授業の目的が
生田 茂（社会情報学部社会情報学科教授）
達成できるというものでもない。授業におけるネットワークや
坂井 知志（常磐大学コミュニティ振興学部教
メディア、情報ツールの適切な活用法について事例を通して
授）
理解を深める。

大東文化大学

対象職種 主な受講対象者

博昭（家政学部児童学科准教授）
和子（家政学部児童学科教授）
悦雄（家政学部児童学科准教授）
和美（家政学部児童学科教授）
卓也（家政学部児童学科教授）
圭吾（家政学部児童学科教授）

大妻女子大学教員免許状更新
講習
（小学校教諭向け）

大妻女子大学

講習の期間

是澤
阿部
加藤
田代
金田
中村

【小学校授業の改善と発展：理科、社会科（含むICT活用）、
算数、図画工作の実践に向けて】
小学校の授業づくりにおける現代的な課題を視点に、授業
づくりや教材開発について実践に即して講習する。問題解
決の過程を取り入れた理科の授業づくりや実験･観察の在
り方、ICTの活用をふまえた社会科の授業づくり、児童文化
を活かした算数の教材研究、図画工作における児童の造形
表現（自己表現や共同制作）を取りあげる。

大妻女子大学

時間数

6時間 平成26年8月21日

東京都板橋区

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校（社会、
公民、地理）教諭
向け

只隈 伸也（大東文化大学スポーツ科学科 准
教授）
東京都板橋区
佐藤 真太郎（大東文化大学スポーツ科学科
講師）

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校（体育・
保健）教諭向け

6,000円

30人

平26平成26年3月17日～平
30182成26年4月11日
51781号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

個（人）を活かした組織づくり

昨今優れた教員の条件として『情熱・力量・人間力』が求め
られている。本講義では、スポーツ（陸上競技）を通じて上記
の要素に対して視野を広げることを目的とする。 １．個
（人）を活かした組織づくり（講義）、２．ストレングストレーニ
ング（講義）、３．陸上競技を科学する（長距離選手の乳酸
値測定）、４．ストレングストレーニング（実技）

中国書道の歴史文化と書論

高等学校書道科担当教諭を対象とし、学校現場で役立てら
れるように、書道史・書論・鑑賞の各領域に関する内容を取
澤田 雅弘（大東文化大学書道学科 教授）
り上げる。書論においては、中国知識人層に受け継がれた
伝統的な書の理念を中心に講義する。

東京都板橋区

6時間 平成26年8月21日

教諭

高等学校(書道)
教諭向け

6,000円

50人

平26平成26年3月17日～平
30182成26年4月11日
51782号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

意欲を育て、学び合う算数の授
業

「わかる・できる・役に立つ」算数、実感のある算数の学び
は、発見・討論の共同の学び合いの中で豊かに展開されま
す。学ぶ意欲を育て、子どもたちが算数の学習の中で自分 渡辺 恵津子（大東文化大学教育学科 准教
発見・友だち発見ができる「楽しい算数の授業実践（小１～ 授）
小６）」について、模擬授業や算数教材作りを交えながらお
こないます。

東京都板橋区

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

80人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平263018251783号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

自然体験を生かした授業づくり

環境教育の推進にともない体験学習が重視されるように
なってきました。特に新しい学習指導要領では体験活動が
たくさん取り上げられており、中でも自然体験は小学校で望
森 美文（大東文化大学環境創造学科 非常勤
まれています。ここでは、自然体験活動の企画から実施、評
東京都板橋区
講師）
価に至る流れの要点や、どなたも容易に導入できるパッ
ケージドプログラムを使った体験的な学習法などを参加型
で学びます。

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭（中
学校・高等学校
教諭も可）向け

6,000円

平26平成26年3月17日～平
50人
30182成26年4月11日
51784号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

コーパスを利用した英語教育

言語解析の目的で編纂されたコーパス（言語集積）を有効
に活用し、実際に使っている英語教科書との比較研究を行
山﨑 俊次（大東文化大学英語学科 教授）
ない、英語辞書、語彙習得、コロケーション分析、文法指導
等の点で英語教育に役立つ講習を行ないます。

東京都板橋区

6時間 平成26年8月21日

教諭

中学校・高等学
校（英語）教諭向
け

6,000円

30人

平26平成26年3月17日～平
30182成26年4月11日
51785号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

今、死守すべきこと：「遊びの充
実」事例を通して考える

平成元年の幼稚園教育要領の改訂から２５年、今、保育は
多様な社会的要求のただなかにあります。しかし、忘れては
いけないこと、それは、保育という営みは「遊びを通して」子 金澤 妙子（大東文化大学教育学科 准教授） 東京都板橋区
どもを育てるということです。基本に立ち返りつつ、具体的な
保育の事例でそのことを考えていきます。

6時間 平成26年8月21日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

50人

平26平成26年3月17日～平
30182成26年4月11日
51786号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/
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平成２６年度（第２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

6,000円

50人

平26平成26年3月17日～平
30182成26年4月11日
51787号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

6,000円

50人

平26平成26年3月17日～平
30182成26年4月11日
51788号

03-5399-7320

http://www.daito@ac
.jp/

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

大東文化大学

ビートルズのジョージ・ハリスンの活躍によって、インド音楽
の楽器シタールは世界的に知られるようになった。手塚治
ビートルズのインド、手塚治虫の 虫の漫画『ブッダ』は２０１１年はじめてアニメ化され、古代イ 井上 貴子（大東文化大学国際文化学科 教
インド
ンドの歴史や思想を再考させてくれた。本講座では、ビート 授）
ルズや手塚治虫をきっかけにして、インドの歴史や思想、文
化や芸能について理解を深めることを目標にします。

東京都板橋区

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校（社会）、
高等学校（地理
歴史、公民）教諭
向け

大東文化大学

本講習では、講習の前半で、企業が支払う税金である法人
税法の基本的な内容について説明し、講習の後半で、①消
日本企業の税務戦略と経営課題 費税の増税が企業経営に与える影響と経営課題、②経営 髙沢 修一（大東文化大学経営学科 准教授） 東京都板橋区
の国際化が生み出す租税競争が企業経営に与える影響と
経営課題について説明致します。

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校、中学校
(社会)、高等学校
(公民)教諭向け

6,000円

平26平成26年3月17日～平
50人
30182成26年4月11日
51789号

電話番号

ＵＲＬ

学校におけるリスクマネジメント

前半：学校においては多種多様なリスクの発生が想定され
る。このようなリスクに対して、第一に正しい知識を持つこ
と、第二に課せられている義務について理解し、実践できる
能力を養うことを目的に講義を行う。後半：学校・教職員を
取り巻く環境は生徒、保護者、地域、教委と日常的に危機
対応そのものといえる。生徒指導にあけくれる学校や、改革
を迫られる学校での様々な経験から得られた日常的な危機
対応の方法について講義を行う。

進藤 周治（大東文化大学スポーツ科学科 教
授）
東京都板橋区
森
浩寿（大東文化大学スポーツ科学科 教
授）

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭向
け

大東文化大学

日本書道史・書論とその文化

高等学校書道科担当教員をおもな対象とし、日本書道史と
書論並びに鑑賞について画像などを示しながら講義する。
髙橋 利郎（大東文化大学書道学科 准教授） 東京都板橋区
また日本の書を取り巻く文化的な環境について考える機会
を設けるものとする。

6時間 平成26年8月22日

教諭

高等学校（書道）
教諭向け

6,000円

50人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平263018251790号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp

大東文化大学

「ことばの教育」としての教科の独自性をふまえつつ、国語
科教育で育てたい認識と表現の力、ものの見方・考え方に
ものの見方・考え方を育てる国語 ついて提案します。子どもの現実から出発する学級づくり、
山中 吾郎（大東文化大学教育学科 講師）
の授業
授業づくりが具体的にイメージできるように、絵本、詩教材、
説明文、文学教材の実践例や模擬授業も交えて講習しま
す。

東京都板橋区

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

50人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平263018251791号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

大東文化大学

新学習指導要領で小学校のカリキュラムに導入された「川
原のれき」の教材を取り上げ、考える力を養う理科の授業づ
河原の砂・石を教材とした考える くりについて校外授業の利用方法も含めて講習します。中
中井 睦美（大東文化大学教育学科 教授）
力を養う理科の授業づくり
高理科の地学分野にも応用可能です。簡単に授業で使用
可能な観察・実習方法を講習し、使用した砂の試料や画像
は「おみやげ」として持ち帰れます。

東京都板橋区

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭
（理科・地学）向け

6,000円

50人

平26平成26年3月17日～平
30182成26年4月11日
51792号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

大東文化大学

生徒に対して自信をもって音声指導にあたれるよう、受講者
英語教師のための「グルグル」発 の発音スキル（個々の音およびリズム）を「グルグルメソッ
靜 哲人（大東文化大学英語学科 教授）
音トレーニング講座
ド」（個別コーチング法）で鍛えます。教材は教科書本文、ス
ピーチ、歌など。

東京都板橋区

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校・高等学
校（英語）教諭向
け

6,000円

30人

平26平成26年3月17日～平
30182成26年4月11日
51793号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

大東文化大学

子どもたちの心とからだの育ちそびれが著しい。しかし、子
どもたちはもっと人間らしく生きたい、健康になりたいと深く
保健室登校の子どもたち（子ども
富山 芙美子（勤医会東葛看護学校 非常勤講
願っている。この願いに応えるための子どもの実態の見方、
東京都板橋区
の心とからだ）
師）
つかみ方、働きかけ方をどうしたらよいか、そのための校内
の教職員の連携のあり方は、などを考える。

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校、中学校
教諭向け

6,000円

50人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平263018251794号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

大東文化大学

現代の「子ども理解」をもとに、「社会科は何を学ぶ教科な
のか」を考え、中学生の社会への関心や生きる意欲を育て
学ぶ意欲を育てる中学社会科の
佐藤 博（大東文化大学教育学科 非常勤講
る学びの課題や方法を探究します。｢楽しく、わかる授業｣を
授業づくり
師）
めざして、地理・歴史・公民各分野の具体的な授業の試み
や教材研究を講習します。

東京都板橋区

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校（社会）教
諭向け

6,000円

50人

平26平成26年3月17日～平
30182成26年4月11日
51795号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

日本の古典文学作品を取り上げ、内容の読解をおこなう。
作品に表れた思想・習俗・信仰などについて論じていく。具
体的には上代の文学（『古事記』『万葉集』『風土記』『日本霊
山口 敦史（大東文化大学日本文学科 教授） 東京都板橋区
異記』など）を取り上げる。ヤマトタケル伝承、雄略天皇伝承
の解釈と鑑賞が中心となる。テキストはプリント等を配布す
る。

6時間 平成26年8月23日

教諭

中学校・高等学
校（国語）教諭向
け

6,000円

50人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平263018251796号

03-5399-7320

http://www.daito@ac
.jp/

6,000円

50人

平26平成26年3月17日～平
30182成26年4月11日
51797号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

大東文化大学

大東文化大学

日本の古典文学

大東文化大学

1．日本における株式会社制度の形成過程の概略を説明す
株式会社の仕組みとカネの流れ る。 ２．株式会社における種々の取引と決算書類の説明。 白坂 亨（大東文化大学企業システム学科 教
東京都板橋区
の管理
３．健康診断型財務分析から問題探索型財務分析の必要 授）
性についての説明。というテーマで授業を実施します。

6時間 平成26年8月23日

教諭

小学校・中学校
（社会）、高等学
校（公民）教諭向
け

大東文化大学

『ピーターラビットのおはなし』で著名なビアトリクス・ポター
は、さまざまな足跡を残した女性である。絵本作家としては
もちろんのこと、ビジネスの才覚を持ち、すぐれた農場経営
者としても成功し、さらに自然を後世に残す努力を惜しまな
ピーターラビットの生みの親：ビア かった環境保護実践家でもあった。本講座では、絵本を始
河野 芳英（大東文化大学英米文学科 教授） 東京都板橋区
トリクス・ポターについて
め、彼女の残した業績などを講じつつ、そうしたトピックをい
かに学校現場での情操教育に活かすかを考える。また本学
付設の「大東文化大学ビアトリクス・ポター資料館」をどのよ
うに教育・研究に活用しているかについても触れてゆきた
い。

6時間 平成26年8月23日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭向
け

6,000円

50人

平26平成26年3月17日～平
30182成26年4月11日
51798号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

大東文化大学

一連の『ダ・ヴィンチコード』ブームが収束したここ数年でもレ
オナルド・ダ・ヴィンチをめぐっては≪モナ・リザ≫のモデル
レオナルド・ダ・ヴィンチの生涯と 問題や新発見（?!）の絵画や素描などの話題が世界的に尽
田辺 清（大東文化大学国際文化学科 教授） 東京都板橋区
芸術
きない。本講座では以上の最新事情も踏まえながらスライド
やDVDを用いて「画家レオナルド」の実像について分析と解
明を試みたい。

教諭

小学校、中学校、
高等学校(社会、
地理歴史）教諭
向け

6,000円

50人

平26平成26年3月17日～平
30182成26年4月11日
51799号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

6時間 平成26年8月23日
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平成２６年度（第２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

小学校の先生のための英語

本講習は、(1)教員自身の英語の基礎力アップトレーニング
のノウハウとその実践 (2)英語を指導者として教えるため
の応用言語学的概念・他 (3)小学校外国語活動を理解する
ための背景とその特徴 (4)小学校外国語活動のためのア
小室 俊明（大東文化大学教育学科 教授）
クティビティと注意点の４点を中心に、受講者に様々なアク
ティビティ（英語で行うものがかなりあります）に参加してもら
いながら小学校外国語活動を行うのに役立つ知識と技能の
獲得を目指します。

土壌の生物と生態系の循環

近年の様々な環境問題の理解と解決には生態系の仕組み
を正しく知り、その知識を持って臨むことが必要である。生
態系には多様な生命が存在しているが、中でも生態系の循 橋本 みのり（大東文化大学環境創造学科 講
東京都板橋区
環の鍵となるのは、土壌中の生物たちである。本講習では、 師）
土壌生物の観察から、それらの生物による物質循環や生態
系の関係について実習も含めた講習を行う。

安全・安心で楽しい柔道授業

平成24年度から、中学校においては武道必修化が完全実
施されている。その中で特に柔道は、「投げる」「抑える」な
どの格闘を伴う相対的な運動であり、安全な環境で、生徒
が安心して取り組めることが第一優先となる。本講座では、 高橋 進（大東文化大学健康科学科 教授）
「安全・安心」を踏まえた上で、且つ楽しく授業を展開する術
と小中高の保健体育科のねらいを捉えながら学ぶことを目
的とする。

大東文化大学

高校書道におけるかなの学習

日本の書道の中で、かなは重要な位置を占めるが、実際の
教育現場では敬遠されがちである。かなの基本は高校書道
Ⅰで取り扱われているので、現行４社の教科書を比較検討
髙城 弘一（大東文化大学書道学科 教授）
することにより、かなおよびその古典である古筆の取り扱わ
れ方を考えてみたい。また、教科書の内容にそって、かなの
学習方法についても理解を深めることを目標とする。

玉川大学

１ 言語活動重視の背景を考察し、言語力を伸ばすための
なるほど、そうか！
教材研究の方法を、実際の教材を使用して演習する。
輿水 かおり(教師教育リサーチセンター(教職
子どもの納得を引き出す国語教 ２ 子どもの「？（疑問や戸惑い）」から「！（なるほど、そう
担当）教授)
室
か）」を導き出す授業づくりのために、実際の指導場面を盛
り込んだ模擬授業を展開する。

大東文化大学

大東文化大学

大東文化大学

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26平成26年3月17日～平
30182成26年4月11日
51800号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

教諭

小学校・中学校・
高等学校（理科・
生物）教諭向け

6,000円

平26平成26年3月17日～平
30人
30182成26年4月11日
51801号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

6時間 平成26年8月23日

教諭

小学校・中学校・
高等学校(体育・
保健)教諭向け

6,000円

20人

平26平成26年3月17日～平
30182成26年4月11日
51802号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

6時間 平成26年8月23日

教諭

高等学校（書道）
教諭向け

6,000円

30人

平26平成26年3月17日～平
30182成26年4月11日
51803号

03-5399-7320

http://www.daito.ac
.jp/

平263018651242号

042(739)7097

http://www.tamagawa
.jp/

6時間 平成26年8月23日

教諭

小学校教諭向け

6時間 平成26年8月23日

東京都板橋区

東京都板橋区

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校教諭

6,000円

東京都町田市

6時間 平成26年8月4日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成26年5月11日～
平成26年5月30日

平263018651243号

042(739)7097

http://www.tamagawa
.jp/

東京都町田市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭・中
学校(英語)教諭

6,000円

60人

平成26年5月11日～
平成26年5月30日

平263018651244号

042(739)7097

http://www.tamagawa
.jp/

通常の学級の中にいる発達障害
児自身の見方、聞き方、考え方、
人間関係の特徴―集団活動を通
して具体的に学級全員が学ぶプ
ログラムを考える―

教室の中で指導や関わりの難しい子どもたち、特に発達障
害と呼ばれている子どもたちの視覚、聴覚、情報処理の特
性やコミュニケーションのとり方の特徴を最新の認知心理学
の所見から説明します。
また、あまり注目されない、発達障害児のぎこちなさについ
ても知見を紹介します。
安藤 正紀(教職大学院教授)
具体的な対応については、学校心理学における一次的援
助サービスの多くの具体例を理論と併せて紹介すると同時
に、運動を中心とした集団活動プログラムを実際に体験しな
がら、その子どもたちの理解と具体的な指導方法について
深めたいと思います。

東京都町田市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭

6,000円

80人

平成26年5月11日～
平成26年5月30日

平263018651245号

042(739)7097

http://www.tamagawa
.jp/

幼児期の表現

幼児期の日常的な表現の意味とそれに対する保育者の受
容、援助をする意味について考える。また、一方、幼児が生
活の中で様々な表現を楽しみ、生活経験や発達に応じた表
現する意欲を十分に発揮させることができるためには保育 田澤 里喜(教育学部助教)
者に豊かな感性、創造性が必要となる。本講座では幼児の
表現場面を具体的に捉え、保育者に必要な感性、創造性に
ついても検討をする。

東京都町田市

6時間 平成26年8月5日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成26年5月11日～
平成26年5月30日

平263018651246号

042(739)7097

http://www.tamagawa
.jp/

東京都町田市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月11日～
平成26年5月30日

平263018651247号

042(739)7097

http://www.tamagawa
.jp/

変化する時代や社会の変化の中で、これからの幼児教育
（保育）の質と子育て支援についてのあり方について学ぶ。
特に、保育の質とは何かを理解し、それを高めるためのカン 大豆生田 啓友(教育学部准教授)
ファレンス等の方法についても学ぶほか、家庭や地域との
協同や発信のあり方についても学んでいく。

玉川大学

子どもが言語を獲得する過程や認知発達段階を踏まえ、小
学校でコミュニケーションの素地を養うには、どのようなカリ
小学校英語
キュラムを立て、どのような指導法を用いるのがよいか、言
－小・中一貫英語教育の視点か
佐藤 久美子(教職大学院教授)
語教育に留まらず、子どもの教育に目を向けた観点で講
ら－
義、実践演習をする。教員が実際に授業で使用できる基礎
的な指導方法や英語表現も取り扱う。

玉川大学

対象職種 主な受講対象者

東京都町田市

保育の質と子育て支援

玉川大学

講習の期間

平成26年5月11日～
40人
平成26年5月30日

玉川大学

玉川大学

東京都板橋区

時間数

小学校理科の化学教材を中心とした内容について、いくつ
かの教材を取り上げ、教材内容としての教育的価値を明確
にするなど、教材研究の重要なポイントを解説します。理科
小学校理科における教材研究の
の比較的得意としない教員でも、普段の理科授業で簡単に 田島 操（教師教育リサーチセンター（教職担
ポイント
できる実験を見ながら分かりやすく講習していきます。さら 当）教授）
－化学教材を中心として－
に、理科の実験・観察が行いやすい理科室の在り方も学び
ます。
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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

玉川大学

本講座では、身近な事象から教材作りをする教員の視点
を、互いに作成したものや経験を通して日頃から考えている
ことから学びあい、日々の学習指導に生かすことができるよ
数学についての身近な事象から うにしたい。また、思考力・判断力・表現力等をはぐくむ観点 下田 照雄（教師教育リサーチセンター（教職担
東京都町田市
の教材研究
から言語活動の充実も求められており、数学での言語活動 当）教授）
の充実について指導事例集を参考にしながら、日々の学習
指導を振り返り、互いの実践について話し合い学びあう機
会としたい。

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校（数学）教
諭

6,000円

30人

平成26年5月11日～
平成26年5月30日

平263018651248号

042(739)7097

http://www.tamagawa
.jp/

玉川大学

新学習指導要領において社会科は地図・地球儀指導をより
一層重視するように改訂された。しかし地図指導に関しては
教師間でかなりの力量の差が認められることから、研修を
地図＆地球儀の指導力がアップ 通してその指導法を習得する必要がある。本講習において
寺本 潔(教育学部教授)
すれば社会科が面白くなる
は最新の知見にたって、生活科から社会科への移行指導
に始まり,社会科地域学習と地図活用、地図帳の利用、地球
儀指導などに関して授業場面を想定しながら具体的に解説
する。

東京都町田市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭・中
学校（社会）教諭

6,000円

50人

平成26年5月11日～
平成26年5月30日

平263018651249号

042(739)7097

http://www.tamagawa
.jp/

玉川大学

小・中学校で行われる体ほぐしの運動や体つくりの運動の
学習を踏まえた上で、エアロビック動作に含まれているバラ
エアロビック動作を用いたダンス
ンスのとれた様々なステップや床での支持系の運動を取り
の指導法
武内 麻美(教育学部 非常勤講師)
入れて、楽しく体を動かしながら体つくり運動のねらいを学
-体つくり運動から表現習する。また、中学校のダンス領域における踊る・創る・見る
といった要素を持つチーム・ダンスエアロビックを提案する。

東京都町田市

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)
教諭

6,000円

30人

平成26年5月11日～
平成26年5月30日

平263018651250号

042(739)7097

http://www.tamagawa
.jp/

東京都町田市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成26年5月11日～
平成26年5月30日

平263018651251号

042(739)7097

http://www.tamagawa
.jp/

東京都町田市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭・中
学校（理科）教諭

6,000円

25人

平成26年5月11日～
平成26年5月30日

平263018651252号

042(739)7097

http://www.tamagawa
.jp/

6,000円

平成26年5月11日～
50人
平成26年5月30日

平263018651253号

042(739)7097

http://www.tamagawa
.jp/

現在障がいのある子どもの入園は以前に比べて増加傾向
にあり、各園では個々の子どもへの対応や、保育のあり方
に苦慮する現場の声を聞くことも多くなった。本講習では、
障がいのある子どもだけでなく、保育の中で配慮が必要な
子どもやかかわりの難しい子どもを含む。特に「幼児理解」
をキーワードに理解の方法、保育のあり方など、実践的な
内容として取り組み、保育の質的向上につながる講習とす
る。

玉川大学

障がいのある子どもを含む幼児
理解と保育実践

玉川大学

理科（生物分野）の授業では、実物を見て、触れて、考察す
る実物教育実践が必要である。この講座では、生物教材と
観察・実験から科学的探究活動
してのカイコについて認識を深め、カイコ5齢幼虫の解剖授
につなげる理科の授業
業を提示する。指導者として必要な観察・解剖実験の基礎 佐治 量哉(脳科学研究所准教授)
―カイコ5齢幼虫の解剖からの展
的な知識、技能を習得する。また、解剖授業から科学的探
開―
究活動への展開例を提示し、学習のねらいに応じた解剖授
業のあり方について検討する。

若月 芳浩(教育学部教授)

子どものこころの理解の仕方
-教室でできるカウンセリング的
アプローチ-

現代の教育場面では、児童理解、生徒理解ということが強
調されているが、子どものこころを理解するには一体どのよ
うな視点が大切なのだろうか。また、ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾏｲﾝﾄﾞを持っ
た教員というが、どのように接すれば良いのだろうか。日常 原田 眞理(通信教育部教授)
的にさまざまなことが起きる教室において役立つように、子
どもを理解するための視点を学び、カウンセリング的アプ
ローチを学ぶ。

東京都町田市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭

玉川大学

美術・図工およびデザイン
「色彩を理解し、その活用を学
ぶ」

スポーツ選手のユニフォームはなぜ派手な色なのか？ 季
節を色で感じさせるにはどんな色使いが効果的か？
美術の授業において「色彩」は重要な要素と考えられる。色
林 三雄(芸術学部教授)
の体系的な理解や組み合わせの効果について学ぶことで、
中島 千絵(芸術学部准教授)
ポスター制作や絵画制作の指導に役立てることができる。こ
の講座では知識の修得と演習課題による学びを通して、わ
かりやすい色彩の学習を行う。

東京都町田市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭・中
学校（美術）教諭

6,000円

30人

平成26年5月11日～
平成26年5月30日

平263018651254号

042(739)7097

http://www.tamagawa
.jp/

玉川大学

平成20年に学習指導要領が改訂されました。その学習指導
要領の改訂の趣旨を押さえて、子どもたちの学習指導の工
夫改善を図る方法について学びます。特に、要素の教え込
明日から活かせる！
みにならない効果的な〔共通事項〕の扱い方、楽しいながら
学習指導要領の趣旨を生かした も学びのある音楽づくり・創作の授業づくり、自分なりの価値 高須 一(教育学部教授)
楽しい音楽の授業を創造する
判断ができるようになるような鑑賞の指導法を中心に学び
ましょう。なお、小学校と中学校の学習指導要領の連続性
やそれぞれの特性については、講座の中でそのつど扱い、
小中の連携が取りやすくなるようにします。

東京都町田市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭、中
学校（音楽）教諭

6,000円

25人

平成26年5月11日～
平成26年5月30日

平263018651255号

042(739)7097

http://www.tamagawa
.jp/

玉川大学

「心の教育実践センター」で実施している体験学習型プログ
ラムである「玉川アドベンチャープログラム（tap）」の施設な
円滑な対人関係を促進するため どを活用し、演習形式で参加型の授業を展開する。主に人
の
間関係づくり／学級づくり／コミュニケーションスキルに関す 難波 克己(学術研究所准教授)
コミュニケーション A
る体験学習を通して、その重要性を再認識した上で、児童・
生徒・保護者・教員間などで教育と生活の場にて活用できる
ようにする。

東京都町田市

平成26年8月9日～
12時間
平成26年8月10日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高等学
校教諭

12,000円

30人

平成26年5月11日～
平成26年5月30日

平263018651256号

042(739)7097

http://www.tamagawa
.jp/

玉川大学

グループワークを活用し、演習形式で参加型の授業を展開
円滑な対人関係を促進するため する。主に対人関係づくり／学級づくり／コミュニケーション
の
スキルに関する体験学習を通して、その重要性を再認識し 工藤 亘(教育学部准教授)
コミュニケーション B
た上で、児童・生徒・保護者・教員間などで活用できるように
する。

東京都町田市

平成26年8月11日～
12時間
平成26年8月12日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高等学
校教諭

12,000円

30人

平成26年5月11日～
平成26年5月30日

平263018651257号

042(739)7097

http://www.tamagawa
.jp/

玉川大学
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

美術科教育の内容の充実化と現代化を図るための方法論
を総合的な活動と講義によって教授する。具体的には表現
領域の絵画（日本画）とメディアアートを今回は取り上げ、制
作体験を通して教材開発の視点を明らかにし、技術的な側
面を含めて授業・指導の実際を紹介したい。さらに鑑賞領域
の教材の在り方や指導したい事柄について解説する。ま
た、実践研究の一端を紹介し講習全体を通して、教育内容
の今日的な展開についての理解を深めさせることを目的と
する。

丸山 浩司（美術学部教授）
星 博人（福島県教育センター指導主事）
三上 晴子（美術学部教授）
久世 祥三（美術学部非常勤講師）
千々岩 修（美術学部講師）

東京医療保健大
子どもの医療と食育
学

学校における危機管理に対する養護教諭の役割について、
具体的に考える。学校管理下における児童・生徒の怪我に
対する最新の応急措置について学ぶ。また、院内学級の現
状及び対応、養護教諭として日常の養護実践を整理・分析
する意義を学び、実際の整理・分析方法を体験する。さら
に、学童期は、生涯に渡る望ましい食習慣形成のための重
要な時期である。児童の心身の健康な発育や、生活習慣予
防のための「食育」について学ぶ。

宮本 千津子（医療保健学部看護学科教授）
篠木 絵理（医療保健学部看護学科教授）
末永 由理（医療保健学部看護学科准教授）
小澤 知子（医療保健学部看護学科准教授）
砂村 京子（医療保健学部看護学科准教授）
小城 明子（医療保健学部医療栄養学科准教
東京都品川区
授）
鈴木 礼子（医療保健学部医療栄養学科准教
授）
原田 竜三（医療保健学部看護学科講師）
細田 明美（医療保健学部医療栄養学科講師）
喜多村 健二（学生支援センター顧問）

日本女子体育大
ダンスと体つくり運動の指導法
学

北川幸夫（体育学部教授）
笹本重子（体育学部教授）
松山善弘（体育学部教授）
心身を解放し全身でリズムやイメージの世界に没入して踊 髙野美和子（体育学部准教授）
ることの楽しさを味わい、表現するダンスの指導法を学ぶ。 宮本乙女（体育学部准教授）
またダンスに活かす「体つくり運動」の指導法を学ぶ。
須甲理生（体育学部講師）
岩淵多喜子（体育学部講師）
畔柳小枝子（体育学部非常勤講師）
石川浩子（体育学部非常勤講師）

多摩美術大学

美術科教育の今日性について

東京都八王子
市

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

18時間

平成26年8月6日～
平成26年8月8日

東京都世田谷
区

18時間

平成26年8月4日～
平成26年8月6日

対象職種 主な受講対象者

教諭

高等学校（美術・
工芸）、中学校
（美術）、小学校
（図工）教諭

養護教諭 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

25,000円

30人

平成26年4月9日～
平成26年5月8日

平263018750602号

042-679-5629

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

20,000円

20人

平成26年3月17日～
平成26年7月18日

平263019651512号

03-5421-7655

http://www.thcu.ac.
jp

18,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平263023151111号

03-3300-2257

http://www.jwcpe.ac
.jp

平成26年3月20日～
40人
平成26年7月11日

平263023953023号

03-5684-4899

http://www.ubunkyo.ac.jp/center
/teachingprofession/

教諭

中学校・高等学
校教諭（保健体
育）

東京都文京区

平成26年8月4日～
18時間
平成26年8月6日

教諭

中・高等学校教
諭（英語）

18,000円

東京都千代田
区

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭，高等
学校教諭

7,000円

50人

平成26年4月1日～
平成26年5月9日

平263024752075号

03（3296）4423

http://www.meiji.ac
.jp/shikaku/

伊藤直樹（文学部教授）
伊藤貴昭（文学部専任講師）
東京都千代田
松田美登子（文学部非常勤講師）
区
武田洋子（公益財団法人小平記念日立教育振
興財団日立家庭教育研究所研究員）

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭，高等
学校教諭

7,000円

50人

平成26年4月1日～
平成26年5月9日

平263024752076号

03（3296）4423

http://www.meiji.ac
.jp/shikaku

英語教育・英語学・教科指導等
の充実

中学校及び高等学校の英語指導法に関し、コミュニケー
ションを主眼にした英語指導法を紹介しながら、ワークショッ
プ形式で、実際に授業案作成や活動例を 受講者に体験し
てもらうことを通し、自身の指導法に活用できるようなトレー
ニングを行う。文法指導を中心に実践・トレーニングを行い、
ふりかえりをする。

教師への支援と子ども理解

本講座は、心理検査・心理査定の手法の基礎について学ぶ
とともに、それらを用いて子どもを理解する方法について理
諸富祥彦（文学部教授）
解を深める。また、カウンセリングを保護者対応と学級経営
高瀬由嗣（文学部准教授）
にいかすためのポイントについて学ぶ。これらの学習によ
り、教師の実践的な能力を高めることを目的とする。

明治大学

子どもの育ちと学びの支援

以下のテーマを取り上げながら、子どもの育ちと学びの過
程、および学校や教師の役割について、より多面的にとらえ
る視点を養います。
①子育て支援の実践と虐待を受けた子どもに対する関わり
のポイント
②スクールカウンセラーと教員がチームとなって特別支援教
育にたずさわる際のポイント
③学習意欲を高める授業実践とは
このうち、②と③はいずれか選択となります。

明治大学

この英語クラスは，英語の授業観と学問観の捉え直しを目
指します。「自律した学習者を育てる英語授業」で自律した
学習者の定義を考えます。「新学習指導要領とcan-do リス
尾関直子（国際日本学部教授）
授業改革の視点と方法（英語クラ ト」で作成方法や，到達目標達成のための授業を考えます。
久保田俊彦（文学部准教授）
ス）
「教材のデータ化と授業準備・教材作成の精度向上」で授業
遠藤雪枝（文学部非常勤講師）
準備を効率化し，目的に沿った教材選択・作成を考えます。
「コミュニケーション能力の育成を目指す文法指導」で日頃
の実践を客観的に見つめ直します。

東京都千代田
区

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
の英語担当教諭

7,000円

30人

平成26年4月1日～
平成26年5月9日

平263024752077号

03（3296）4423

http://www.meiji.ac
.jp/shikaku/

明治大学

この理科クラスでは，理科の授業観と学問観の捉え直しを
目指します。この講習では，第一に「理科教育の果たす役
割」として，自然科学への生徒の意欲や興味・関心を引き出
授業改革の視点と方法（理科クラ し，「考える力」の向上のため，どのような指導法があるかを 峯岸文男（理工学部非常勤講師）
ス）
多角的に検討します。第二に「理科授業デザインの省察」と 益田裕充(文学部非常勤講師）
して，理科授業の「デザイン原則」である「問題解決の過程」
を学び合い，さらなる授業観を身につけることができる講習
を目指します。

東京都千代田
区

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
の理科担当教諭

7,000円

20人

平成26年4月1日～
平成26年5月9日

平263024752078号

03（3296）4423

http://www.meiji.ac
.jp/shikaku/

明治大学

この社会・地歴・公民クラスでは，社会・地歴・公民の授業観
と学問観の捉え直しを目指します。この講習では，「歴史把
握の方法」で教育分野における歴史叙述のあり方を検討し
授業改革の視点と方法（社会・地
ます。「現代把握の方法」で歴史的な事象や社会的な〈記
山田朗（文学部教授）
歴・公民クラス）
憶〉を次世代に継承していく方法を検討します。「生徒ととも
に取り組む教材研究」で実際の授業でどんなものを，どのよ
うに教材化したらよいかについて学びます。

東京都千代田
区

教諭

小学校教諭、中
学校の社会、高
等学校の地歴・
公民担当教諭

7,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年5月9日

平263024752079号

03（3296）4423

http://www.meiji.ac
.jp/shikaku/

文京学院大学

明治大学

椿まゆみ（文京学院短期大学教授）
牛江ゆき子（外国語学部教授）
野川健一郎（外国語学部准教授）
隅田朗彦（外国語学部准教授）
阿佐宏一郎（文京学院短期大学助教）
与那覇信恵（外国語学部助教）

6時間 平成26年8月8日
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

明治大学

この国語クラスでは，国語の授業観と学問観の捉え直しを
目指します。この講習では，「国語科の抱える諸問題」で，
「教科書を教える」ことと「教科書で教える」ことについて考え
授業改革の視点と方法（国語クラ てみます。「古典（古文）の授業」で現代において古典を学ぶ 山﨑健司（文学部教授）
ス）
意義はどこにあるのかについて問い直します。「現代文の授 伊藤氏貴(文学部准教授)
業」「表現の授業」で「現代文」という科目の目標とするところ
を再検討し，その目標に対してどのような授業のあり方が望
ましいのかを考えます。

東京都千代田
区

明治大学

この数学クラスでは，数学の授業観と学問観の捉え直しを
目指します。この講習では，第一に「生徒とともに作る数学
授業改革の視点と方法（数学クラ の授業を目指して」として，具体的な問題解決の場面を取り 佐藤英二（文学部教授）
ス）
上げながら，ものが分かっていくプロセスを検討してゆきま 阿原一志（総合数理学部教授）
す。第二に「複素数平面と図形的性質」として，大学数学へ
の接続として重要な学習について学びます。

東京都千代田
区

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
の国語担当教諭

6時間 平成26年8月8日

目白大学

集団遊び・児童文化財を通じて、子ども同士のコミュニ
ケーション能力促進の５つの条件①親密性・②対等性・③異
遊びと対人関係能力開発―学
文化性・④意図性・⑤具体性をもとに体験する講座。子ども 宇田川 光雄（人間学部非常勤講師、財団法人
級・全体集会におけるレクリエー が描いたものがすぐに人形になり演じることが「人形劇」・ど 日本レクリエーション協会理事）
東京都新宿区
ション指導の実際―
うして鳴るのかなどの原理を理解し、楽しむことが出来る「資 内山 則子（人間学部非常勤講師）
源活用クラフト」・コミュニケーション促進を促す「集団ゲー
ム」の活用場面による展開方法を学習する。

目白大学

集団遊び・児童文化財を通じて、子ども同士のコミュニ
ケーション能力促進の５つの条件①親密性・②対等性・③異
遊びと対人関係能力開発―学
文化性・④意図性・⑤具体性をもとに体験する講座。子ども 宇田川 光雄（人間学部非常勤講師、財団法人
級・全体集会におけるレクリエー が描いたものがすぐに人形になり演じることが「人形劇」・ど 日本レクリエーション協会理事）
東京都新宿区
ション指導の実際―
うして鳴るのかなどの原理を理解し、楽しむことが出来る「資 内山 則子（人間学部非常勤講師）
源活用クラフト」・コミュニケーション促進を促す「集団ゲー
ム」の活用場面による展開方法を学習する。

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

7,000円

30人

平成26年4月1日～
平成26年5月9日

平263024752080号

03（3296）4423

http://www.meiji.ac
.jp/shikaku/

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
の数学担当教諭

7,000円

平成26年4月1日～
30人
平成26年5月9日

平263024752081号

03（3296）4423

http://www.meiji.ac
.jp/shikaku/

6時間 平成26年6月28日

教諭

幼・小教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151212号

03-5996-3159

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

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼・小教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151213号

03-5996-3159

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

6時間 平成26年8月8日

小学校教師向け英語講座

小学校で外国語活動の授業を行う際の基本的な方法につ
いて考察する。第１に小学校で行われた英語の授業の具体
的な実践例を検討し、教材の活用方法、子どもたちの様
子、授業の進め方などを話し合う。第２にコミュニケーション
を重視した表現の活動を組み立てる手立てとして、ゲーム、
歌、手遊び歌などを実際に行う。第３に教師も子どもたちも
学習した実感を持てるような授業の展開例として、絵本を教
材として用いる方法について考察する。

栗原 浪絵（人間学部非常勤講師、東京大学教
養学部英語ﾃｨｰﾁﾝｸﾞｱｼｽﾀﾝﾄ、(株)イーオン英会
東京都新宿区
話講師）
佐藤 久美子（文化学園大学非常勤講師）

6時間 平成26年6月28日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151214号

03-5996-3159

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

小学校教師向け英語講座

小学校で外国語活動の授業を行う際の基本的な方法につ
いて考察する。第１に小学校で行われた英語の授業の具体
的な実践例を検討し、教材の活用方法、子どもたちの様
子、授業の進め方などを話し合う。第２にコミュニケーション
を重視した表現の活動を組み立てる手立てとして、ゲーム、
歌、手遊び歌などを実際に行う。第３に教師も子どもたちも
学習した実感を持てるような授業の展開例として、絵本を教
材として用いる方法について考察する。

栗原 浪絵（人間学部非常勤講師、東京大学教
養学部英語ﾃｨｰﾁﾝｸﾞｱｼｽﾀﾝﾄ、(株)イーオン英会
東京都新宿区
話講師）
佐藤 久美子（文化学園大学非常勤講師）

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151215号

03-5996-3159

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

遠足・巡検現地講習（歴史系博
物館）

遠足や見学などで博物館に出かける機会は多い。これら
の施設を教育実践の場として全教諭が上手に利用できるこ
とが望ましい。そこで江戸東京４００年の歴史・生活・文化を
展示する大型博物館である東京都江戸東京博物館を対象
鈴木 章生（社会学部教授、前東京都江戸東京
に、遠足・巡検に関する現地講習を実施する。見学に際して
東京都台東区
博物館学芸員）
の事前準備、緊急時対応などのマネージメントをはじめ、小
～高に応じた学習プログラムの組み立て方、歴史学習や文
化財教育などの事例解説を行い、歴史系博物館の教育実
践と博学連携について現場学習を通じて理解を深める。

6時間 平成26年6月28日

教諭

小・中・高教諭、
社会科教諭(特に
教科は問わない）

6,000円

20人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151216号

03-5996-3159

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

目白大学

遠足・巡検現地講習（歴史系博
物館）

遠足や見学などで博物館に出かける機会は多い。これら
の施設を教育実践の場として全教諭が上手に利用できるこ
とが望ましい。そこで江戸東京４００年の歴史・生活・文化を
展示する大型博物館である東京都江戸東京博物館を対象
鈴木 章生（社会学部教授、前東京都江戸東京
に、遠足・巡検に関する現地講習を実施する。見学に際して
東京都台東区
博物館学芸員）
の事前準備、緊急時対応などのマネージメントをはじめ、小
～高に応じた学習プログラムの組み立て方、歴史学習や文
化財教育などの事例解説を行い、歴史系博物館の教育実
践と博学連携について現場学習を通じて理解を深める。

6時間 平成26年8月6日

教諭

小・中・高教諭、
社会科教諭(特に
教科は問わない）

6,000円

20人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151217号

03-5996-3159

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

目白大学

平成１９年度より特殊教育から特別支援教育への制度的
な転換が実施された。その大きな変化は通常学級に在籍す
る発達障害児童生徒に対して、一人ひとりのニーズに応じ
発達障害児童生徒の基礎的理
る教育理念に基づいて支援を含めた制度的な拡充が図ら 松矢 勝宏（人間学部非常勤講師）
解
―制度
れたことである。したがって、本講義において、第一には転 廣澤 満之（人間学部専任講師）
論的および心理的立場から―
換が必要とされた制度論的な意義（松矢担当）、第二に発
達障害児童生徒の心理学的な意義（廣澤担当）について、
基礎的理解を深める。

教諭
小・中教諭、養護
養護教諭 教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151218号

03-5996-3159

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

目白大学

目白大学

目白大学

東京都新宿区

6時間 平成26年6月28日
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開設者名

目白大学

目白大学

目白大学

目白大学

目白大学

目白大学

目白大学

目白大学

目白大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

平成１９年度より特殊教育から特別支援教育への制度的
な転換が実施された。その大きな変化は通常学級に在籍す
発達障害児童生徒の基礎的理 る発達障害児童生徒に対して、一人ひとりのニーズに応じ
解
る教育理念に基づいて支援を含めた制度的な拡充が図ら 松矢 勝宏（人間学部非常勤講師）
―制度論的および心理的立場か れたことである。したがって、本講義において、第一には転 廣澤 満之（人間学部専任講師）
ら―
換が必要とされた制度論的な意義（松矢担当）、第二に発
達障害児童生徒の心理学的な意義（廣澤担当）について、
基礎的理解を深める。

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

東京都新宿区

6時間 平成26年8月6日

教諭
小・中教諭、養護
養護教諭 教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151219号

03-5996-3159

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

教師のメンタルヘルス

教師という職業は、人間関係から生じるストレスのもっとも
多い職業の一つであるといわれる。教師の心の健康は、児
童・生徒の円満な人格成長をはじめ教育活動の充実にもつ
庄司 正実（人間学部教授）
ながっていくと考えられる。この講座では、メンタルヘルスや
奈良 雅之（保健医療学部教授）
うつ病に関する知識を学ぶと共に、実際に自分の心理的ス
丹 明彦（人間学部准教授）
トレス状況を把握しながら、演習を通して、ストレス対処のた
めの様々な方法を身につける（ストレスマネージメント）こと
を目的とする。

東京都新宿区

6時間 平成26年6月28日

教諭
幼・小・中・高教
養護教諭 諭 養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151220号

03-5996-3159

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

教師のメンタルヘルス

教師という職業は、人間関係から生じるストレスのもっとも
多い職業の一つであるといわれる。教師の心の健康は、児
童・生徒の円満な人格成長をはじめ教育活動の充実にもつ
庄司 正実（人間学部教授）
ながっていくと考えられる。この講座では、メンタルヘルスや
奈良 雅之（保健医療学部教授）
うつ病に関する知識を学ぶと共に、実際に自分の心理的ス
丹 明彦（人間学部准教授）
トレス状況を把握しながら、演習を通して、ストレス対処のた
めの様々な方法を身につける（ストレスマネージメント）こと
を目的とする。

東京都新宿区

6時間 平成26年8月6日

教諭
幼・小・中・高教
養護教諭 諭 養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151221号

03-5996-3159

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

子どもの想像力を引き出すため
の造形表現
―シルクスクリーン―

版画（シルクスクリーン）表現・実技・指導が行えるように実
践的な力を習得し、制作においての、技術的な方法を習得
する。子どもは想像することによって、いろいろな世界を想
像の中で体験するものである。想像とは頭の中で思い描くこ
おかもと みわこ（人間学部教授）
とであり、推し量ることである。想像力を育むため、版を用い
て実際に制作してみる。版を重ね、想像していなかった表現
が一瞬に仕上がる感動を子どもとともに味わえる制作がで
きるようにする。

東京都新宿区

6時間 平成26年7月5日

教諭

幼・小教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151222号

03-5996-3159

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

子どもの想像力を引き出すため
の造形表現
―シルクスクリーン―

版画（シルクスクリーン）表現・実技・指導が行えるように実
践的な力を習得し、制作においての、技術的な方法を習得
する。子どもは想像することによって、いろいろな世界を想
像の中で体験するものである。想像とは頭の中で思い描くこ
おかもと みわこ（人間学部教授）
とであり、推し量ることである。想像力を育むため、版を用い
て実際に制作してみる。版を重ね、想像していなかった表現
が一瞬に仕上がる感動を子どもとともに味わえる制作がで
きるようにする。

東京都新宿区

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼・小教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151223号

03-5996-3159

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

情報メディアの活用

情報社会の進展を踏まえ、教育における情報化の推進が
課題のひとつとなっている。本講習では、「情報モラル教育
の進め方」「教育におけるＩＣＴ活用」を中心に、教育におけ
る情報化のあり方を考える。情報モラル教育では、学校だ
原 克彦（社会学部教授）
けでなく、家庭における理解と協力、身近な情報機器に潜
藤谷 哲（人間学部准教授）
む危険性とその安全教育の内容や方法について学ぶ。ま
た、ＩＣＴ活用では、授業での活用をはじめ、児童生徒に対す
る情報活用能力の育成や学習評価、校務での活用などに
ついて演習をとおして可能性を探っていく。

東京都新宿区

6時間 平成26年7月5日

教諭
小・中・高教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151224号

03-5996-3159

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

情報メディアの活用

情報社会の進展を踏まえ、教育における情報化の推進が
課題のひとつとなっている。本講習では、「情報モラル教育
の進め方」「教育におけるＩＣＴ活用」を中心に、教育におけ
る情報化のあり方を考える。情報モラル教育では、学校だ
原 克彦（社会学部教授）
けでなく、家庭における理解と協力、身近な情報機器に潜
藤谷 哲（人間学部准教授）
む危険性とその安全教育の内容や方法について学ぶ。ま
た、ＩＣＴ活用では、授業での活用をはじめ、児童生徒に対す
る情報活用能力の育成や学習評価、校務での活用などに
ついて演習をとおして可能性を探っていく。

東京都新宿区

6時間 平成26年8月7日

教諭
小・中・高教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151225号

03-5996-3159

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

学級経営の問題点

学級経営には、教育課程経営、教室経営、集団経営等の
領域がある。本講習では学級経営全般を踏まえつつも、特
に集団経営を中心として、学級の雰囲気と人間関係、学級
集団づくり等を取り上げて論じる。社会の変化、子どもの変
化に対応して、変化の中にあって学級をまとめ受容的な学 中山 博夫（人間学部教授）
級集団づくりをするための実践知を追求する。子どもたちの
心のケアのために、大きな働きをしている養護教諭にとって
も、受容的な学級集団づくりを論じる本講習は、有益な情報
を提供するものである。

東京都新宿区

6時間 平成26年7月5日

教諭
小・中・高教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151226号

03-5996-3159

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

学級経営の問題点

学級経営には、教育課程経営、教室経営、集団経営等の
領域がある。本講習では学級経営全般を踏まえつつも、特
に集団経営を中心として、学級の雰囲気と人間関係、学級
集団づくり等を取り上げて論じる。社会の変化、子どもの変
化に対応して、変化の中にあって学級をまとめ受容的な学 中山 博夫（人間学部教授）
級集団づくりをするための実践知を追求する。子どもたちの
心のケアのために、大きな働きをしている養護教諭にとって
も、受容的な学級集団づくりを論じる本講習は、有益な情報
を提供するものである。

東京都新宿区

6時間 平成26年8月7日

教諭
小・中・高教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151227号

03-5996-3159

http://www.mejiro.a
c.jp
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平成２６年度（第２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

目白大学

発達障害児童生徒の指導は、個々の児童・生徒の実態に
応じて行う必要がある。発達障害児童・生徒が学校生活に
おいてどのようなことに困難を感じているか、視覚・聴覚の
発達障害児童生徒の心理・臨床 感覚異常や不器用さを教師が体験する。この体験からグ
矢島 卓郎（人間学部教授）
的理解
ループワークを通じて児童生徒の学習・集団生活における
困難さ、心理的ストレスについて理解する。合わせて、発達
障害児の心理検査プロフィールの特徴を解説し、発達・認知
の視点からも理解を深める。

東京都新宿区

6時間 平成26年7月5日

教諭
小・中教諭、養護
養護教諭 教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151228号

03-5996-3159

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

目白大学

発達障害児童生徒の指導は、個々の児童・生徒の実態に
応じて行う必要がある。発達障害児童・生徒が学校生活に
おいてどのようなことに困難を感じているか、視覚・聴覚の
発達障害児童生徒の心理・臨床 感覚異常や不器用さを教師が体験する。この体験からグ
矢島 卓郎（人間学部教授）
的理解
ループワークを通じて児童生徒の学習・集団生活における
困難さ、心理的ストレスについて理解する。合わせて、発達
障害児の心理検査プロフィールの特徴を解説し、発達・認知
の視点からも理解を深める。

東京都新宿区

6時間 平成26年8月7日

教諭
小・中教諭、養護
養護教諭 教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151229号

03-5996-3159

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

東京都新宿区

6時間 平成26年7月5日

教諭
幼・小・中・高教
養護教諭 諭 養護教諭

6,000円

20人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151230号

03-5996-3159

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

教諭
幼・小・中・高教
養護教諭 諭 養護教諭

6,000円

平成26年4月18日～
20人
平成26年4月25日

平263025151231号

03-5996-3159

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

学校現場における韓国語

韓国からのニューカマーが増え続けている近年、学校現
場には授業が理解できずに周りから孤立する子どもたちも
出現している。そのような子どもたちと心の通う教育ができ 金 河守（外国語学部准教授）
るよう、韓国語をまったく知らない教員を対象に韓国語の入 金 香淑（外国語学部准教授）
門を学習する。また、韓国語の学習とともに韓国の文化・社
会・歴史等総合的な理解を深められるようにする。

学校現場における韓国語

韓国からのニューカマーが増え続けている近年、学校現
場には授業が理解できずに周りから孤立する子どもたちも
出現している。そのような子どもたちと心の通う教育ができ 金 河守（外国語学部准教授）
るよう、韓国語をまったく知らない教員を対象に韓国語の入 金 香淑（外国語学部准教授）
門を学習する。また、韓国語の学習とともに韓国の文化・社
会・歴史等総合的な理解を深められるようにする。

東京都新宿区

6時間 平成26年8月7日

運動遊びとリズム遊びの理解と
実践

子どもの生活環境の変化に伴う、体力の低下、リズム感
の低下が著しい事が問題となっている。子どもは仲間との
ふれあい遊び、運動遊びを通して心を開き、からだの調整
本間 玖美子（人間学部教授）
力を養うことができる。そこで本講習は、身体発達および運
雪吹 誠（人間学部専任講師）
動発達の理論を交えながら実践を行う。前半は体ほぐしに
はじまり、楽しいリズムによるリズム遊びを、後半はマットな
どの用具を用いた運動遊びを実践する。

東京都新宿区

6時間 平成26年7月12日

教諭

幼・小教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151232号

03-5996-3159

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

目白大学

運動遊びとリズム遊びの理解と
実践

子どもの生活環境の変化に伴う、体力の低下、リズム感
の低下が著しい事が問題となっている。子どもは仲間との
ふれあい遊び、運動遊びを通して心を開き、からだの調整
本間 玖美子（人間学部教授）
力を養うことができる。そこで本講習は、身体発達および運
雪吹 誠（人間学部専任講師）
動発達の理論を交えながら実践を行う。前半は体ほぐしに
はじまり、楽しいリズムによるリズム遊びを、後半はマットな
どの用具を用いた運動遊びを実践する。

東京都新宿区

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼・小教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151233号

03-5996-3159

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

目白大学

最初に、発音・イントネーションを改善するための各種の理
論を検討する。１・２・３・４時間目は主として発音練習とその
教材、５・６時間目は日常会話の中のイントネーションに焦
ノブオカ，メアリ（外国語学部専任講師）
英語発音・イントネーション 改善 点をあてる。講習はすべてネイティブスピーカーが担当し、
ビオルシ，ウィリアム ロバート（外国語学部専
のヒント
受講者が実際に発音・イントネーションの演習に参加する。
任講師）
演習では中学校・高等学校の授業で活用可能な教材を使
用し、英語の授業指導に資する改善のヒントを得ることを目
標としている。

東京都新宿区

6時間 平成26年7月12日

教諭

中・高教諭、英語
教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151234号

03-5996-3159

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

目白大学

最初に、発音・イントネーションを改善するための各種の理
論を検討する。１・２・３・４時間目は主として発音練習とその
教材、５・６時間目は日常会話の中のイントネーションに焦
ノブオカ，メアリ（外国語学部専任講師）
英語発音・イントネーション 改善 点をあてる。講習はすべてネイティブスピーカーが担当し、
ビオルシ，ウィリアム ロバート（外国語学部専
のヒント
受講者が実際に発音・イントネーションの演習に参加する。
任講師）
演習では中学校・高等学校の授業で活用可能な教材を使
用し、英語の授業指導に資する改善のヒントを得ることを目
標としている。

東京都新宿区

6時間 平成26年8月8日

教諭

中・高教諭、英語
教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151235号

03-5996-3159

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

6時間 平成26年7月12日

教諭

小・中・高教諭、
社会科教諭（特に
教科は問わない）

6,000円

20人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151236号

03-5996-3159

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

目白大学

目白大学

目白大学

目白大学

遠足・巡検現地講習（野外博物
館）

校外の史跡見学や野外博物館などを利用する機会は多
い。これらの施設を教育実践の場として全教諭が上手に利
用できることが望ましい。そこで江戸から昭和の歴史的建造
物２９棟を復元・移築する江戸東京たてもの園を対象に、遠
足・巡検に関する現地講習を実施する。見学に際しての事 鈴木 章生（社会学部教授、前東京都江戸東京 東京都小金井
前準備、緊急時対応などのマネージメントをはじめ、小～高 博物館学芸員）
市
校に応じた学習プログラムの組み立て方、建築物を通した
歴史学習や文化財教育など、野外博物館ならではの教育
実践とその利用方法について現場解説を通じて理解を深め
る。
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平成２６年度（第２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

校外の史跡見学や野外博物館などを利用する機会は多
い。これらの施設を教育実践の場として全教諭が上手に利
用できることが望ましい。そこで江戸から昭和の歴史的建造
物２９棟を復元・移築する江戸東京たてもの園を対象に、遠
足・巡検に関する現地講習を実施する。見学に際しての事 鈴木 章生（社会学部教授、前東京都江戸東京 東京都小金井
前準備、緊急時対応などのマネージメントをはじめ、小～高 博物館学芸員）
市
校に応じた学習プログラムの組み立て方、建築物を通した
歴史学習や文化財教育など、野外博物館ならではの教育
実践とその利用方法について現場解説を通じて理解を深め
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・中・高教諭、
社会科教諭（特に
教科は問わない）

6,000円

20人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151237号

03-5996-3159

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

6時間 平成26年7月12日

教諭
小・中教諭、養護
養護教諭 教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151238号

03-5996-3159

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

目白大学

発達障碍児童・生徒の指導を効果的に行うには、子ども
の問題行動について、指導者がどのように理解している
か、また、指導方法とその結果について、定期的に検証しな
発達障害児の事例検討と検査の がら進める必要がある。その検証の方法として、事例検討 羽田 紘一（有明教育藝術短期大学子ども教育
東京都新宿区
活用による理解の進め方
を行うことが有効である。今回は、演者が提出する事例に基 学科教授、目白大学人間学部非常勤講師）
づいて、「短縮事例法」という実際的な方法の演習を行う。
あわせて「S-M社会生活能力検査」を活用した発達障碍児
童・生徒の事例理解の進め方について実習する。

6時間 平成25年8月8日

教諭
小・中教諭、養護
養護教諭 教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151239号

03-5996-3159

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

目白大学

学校内外における教育活動中に起こりうる危機に対して、
①原因を分析する②防止対策を検討する③万が一の場合
の対応策を探ることによって危機管理能力やトラブルへの
危機管理・トラブル対応・緊急支 対応力及び授業力などの向上を目的とする。講座では、①
佐藤 幸夫(東京都教職員研修センター教授）
援
体験した事例の発生状況や対応策を分析する②危機の種
類、原因や対策などについて理論的に学ぶ③グループ討議
やロールプレイングなどを行って事例研究を行う④安全で
効果的な教育実践プログラムを策定する。

東京都新宿区

6時間 平成26年7月12日

教諭
幼・小・中・高教
養護教諭 諭 養護教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151240号

03-5996-3159

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

目白大学

学校内外における教育活動中に起こりうる危機に対して、
①原因を分析する②防止対策を検討する③万が一の場合
の対応策を探ることによって危機管理能力やトラブルへの
危機管理・トラブル対応・緊急支 対応力及び授業力などの向上を目的とする。講座では、①
佐藤 幸夫（東京都教職員研修センター教授）
援
体験した事例の発生状況や対応策を分析する②危機の種
類、原因や対策などについて理論的に学ぶ③グループ討議
やロールプレイングなどを行って事例研究を行う④安全で
効果的な教育実践プログラムを策定する。

東京都新宿区

6時間 平成26年8月8日

教諭
幼・小・中・高教
養護教諭 諭 養護教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月25日

平263025151241号

03-5996-3159

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

早稲田大学

生徒指導については、近年注目を集めているゼロトレランス
（妥協なき指導法）をとりあげて考察する。ゼロトレランスの
理論と方法について解説したうえで、代表的な賛成意見と
反対意見を整理することにより、現在求められている生徒指
生徒指導・キャリア教育の実践と 導の在り方を考える。キャリア教育については、中央教育審 三村 隆男（教育・総合科学学術院 教授）
課題
議会答申や文部科学省の報告書を辿りながら、わが国の 宮古 紀宏（教育・総合科学学術院 助教）
学校教育におけるキャリア教育導入の意義について考え
る。また、小・中・高等学校など、各学校においてのキャリア
教育を教育計画に活かす方法について事例をふまえ講義
する。

6,000円

1次募集：平成26年4月
15日～平成26年4月24
平26日
50人
302582次募集：平成26年5月
50642号
22日～平成26年5月29
日

03-5286-3838

http://web.edu.wase
da.ac.jp/

早稲田大学

小中学校及び高等学校における特別支援教育は、コーディ
ネーターの指名、校内委員会の設置こそ進展したが、対象
児童生徒への適切な支援の実現は学校、教員によって差
通常の学級における特別支援教 がある。今後の教員には、個の特性を見立て、集団の中で
高橋あつ子（教育・総合科学学術院 准教授）
育
多様な支援を行う力が求められる。本講座では、特性の見
立てを行い、集団に対しユニバーサルデザインの授業を行
い、対象児童生徒にも適切な支援を行える実践力を育む内
容とする。

6,000円

1次募集：平成26年4月
15日～平成26年4月24
平26日
40人
302582次募集：平成26年5月
50643号
22日～平成26年5月29
日

03-5286-3838

http://web.edu.wase
da.ac.jp/

早稲田大学

英語音声指導としては、音声そのものに焦点を当てる必要
度が比較的高い音声指導（音読指導、リスニング指導）もあ
れば、音声上の正確さをさほど問題にする必要がない種類
音声学を応用した英語音声指導 の音声指導（ディベートなどの、伝達内容中心のスピーキン 松坂 ヒロシ（教育・総合科学学術院 教授）
グ指導）がある。本講習は前者を扱う。英語音声学の基本
（分節音、プロソディー）を押さえたのち、そうした知識を使っ
ての音声指導の方法を論ずる。

6,000円

1次募集：平成26年4月
15日～平成26年4月24
平26日
50人
302582次募集：平成26年5月
50645号
22日～平成26年5月29
日

03-5286-3838

http://web.edu.wase
da.ac.jp/

早稲田大学

今日の日本で歴史は一般に暗記科目として認識され，この
ことは，歴史をめぐる知識と思考が市民の政治的判断力形
成に対して持つ意味が充分に理解されていないことを示し
ドイツの歴史・政治教育～現代史
ている。本講習はドイツに目を向け，そこで現代史を中心と 近藤 孝弘（教育・総合科学学術院 教授）
を学ぶことの意味について
する歴史がどのように教えられ，また学ばれているかを知る
ことで，日本の歴史教育の現状を反省的に捉える視点の獲
得を目指す。

6,000円

1次募集：平成26年4月
15日～平成26年4月24
平26日
50人
302582次募集：平成26年5月
50646号
22日～平成26年5月29
日

03-5286-3838

http://web.edu.wase
da.ac.jp/

目白大学

遠足・巡検現地講習（野外博物
館）

目白大学

発達障碍児童・生徒の指導を効果的に行うには、子ども
の問題行動について、指導者がどのように理解している
か、また、指導方法とその結果について、定期的に検証しな
発達障害児の事例検討と検査の がら進める必要がある。その検証の方法として、事例検討 羽田 紘一（有明教育藝術短期大学子ども教育
東京都新宿区
活用による理解の進め方
を行うことが有効である。今回は、演者が提出する事例に基 学科教授、目白大学人間学部非常勤講師）
づいて、「短縮事例法」という実際的な方法の演習を行う。
あわせて「S-M社会生活能力検査」を活用した発達障碍児
童・生徒の事例理解の進め方について実習する。

東京都新宿区

東京都新宿区

東京都新宿区

東京都新宿区

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月6日
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教諭

教諭

教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校 教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校 教諭

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校 英語科教諭

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校 社会科・地理
歴史科教諭

平成２６年度（第２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

早稲田大学

現在、学級に集う児童の対人関係がうまく形成されず、一斉
の授業や活動の展開が難しく、さらに学級が集団として成
立しない、という問題が増加している。本講座では、学級内
学級集団育成に生かすソーシャ にルールとリレーションを統合して確立していくことで学級づ 河村 茂雄（教育・総合科学学術院 教授）
ル・スキル・トレーニング（小学校 くりを展開していく考え方・方法論を、学級集団分析尺度Q- 苅間澤 勇人（岩手県立一関第一高等学校教
教諭対象）
Uを活用して解説する。さらに、その具体的な手法として、学 諭（生徒指導主事））
校生活のあらゆる場面を捉えて、学級で行うソーシャル・ス
キル・トレーニングの考え方と展開のあり方について、演習
方式で取り組んでいくものである。

早稲田大学

この講習では、子どもの社会性や人間関係力の低下、さら
にいじめの頻発や学級内の規律の低下等、支え合い認め
合う仲間づくりに関わる諸問題の解決が求められる中、学
学級力を育てる授業づくり・集団 級経営における集団づくりの新しい手法として開発した、
田中 博之（教育・総合科学学術院 教授）
づくり
「学級力向上プロジェクト」の理論と実践について具体的に
解説する。学級力アンケートやレーダーチャートの活用法と
そのための授業づくりについて、豊富な資料や写真等を用
いて理解を深められるようにする。
学習者の興味・関心を喚起しつつも、国語科の確かな学力
が育成できるような国語教育が求められている。学習指導
要領の改訂や新しい教科書が話題になるいま、改めて国語
教育の本質的な課題を明らかにしてみたい。本講座では、 桑原 隆（教育・総合科学学術院 特任教授）
国語教育の理論・実践それぞれに目配りをしながら今日的 町田 守弘（教育・総合科学学術院 教授）
な課題を確認したうえで、いかに効果的な国語教育を創造
するのかという点に関しての具体的な提案を試みる。講座
の前半を桑原、後半を町田が担当する。

講習の開催地

東京都新宿区

東京都新宿区

早稲田大学

国語教育の課題と創造

早稲田大学

映画を中心として、他にもドラマ・ニュース・ドキュメンタリー
など身近な映像を用いて教材を自作し、授業に役立てる方
法を考える。特定の文法事項や英語表現、または英語圏独
映画など身近な映像を用いて教 特の風習を学ぶために、ネイティブの話す自然な英語と状
吉田 雅之（教育・総合科学学術院 専任講師） 東京都新宿区
材を自作する
況設定は無限の使い道がある。作品をまるごと見せるので
はなく、数分程度の「映像資料」として活用することで、通常
の授業枠の中でも補足説明として利用できることを説明した
後、その場で教材を作成していただく。
理学科地球科学専修と生物学専修の２名ずつの教員の専
門分野を中心に、国内外の新しい知見を解説する。地球科
学の分野では、「惑星地球の進化」や「地震と活断層」につ
いて、生物学の分野では、「脳と生命現象」や「生命とエネル
ギー」について取り上げる予定である。

筒井 和義（教育・総合科学学術院 教授）
小笠原 義秀（教育・総合科学学術院 教授）
高木 秀雄（教育・総合科学学術院 教授）
園池 公毅（教育・総合科学学術院 教授）

早稲田大学

現代自然科学の現状

早稲田大学

近代国家における学校教育制度の要件とは何か、どのよう
な時代的な要請に基づいて、また、どのような歴史的な経
緯を経て成立したのかについて、わが国の場合には明治維
学校教育の制度と歴史―日本と 新と第二次世界大戦後の改革について、西洋の場合にはフ 藤井 千春（教育・総合科学学術院 教授）
西洋―
ランス、イギリス、ドイツ、アメリカを比較することにより明ら 長島 啓記（教育・総合科学学術院 教授）
かにする。また、現在の各国における学校教育制度を比較
し、各国が抱える問題に対してどのような教育改革が試み
られ、進められているのかを紹介する。

早稲田大学

現在、学級に集う生徒の対人関係がうまく形成されず、一斉
の授業や活動の展開が難しく、さらに学級が集団として成
立しない、という問題が増加している。本講座では、学級内
学級集団育成に生かすソーシャ にルールとリレーションを統合して確立していくことで学級づ 河村 茂雄（教育・総合科学学術院 教授）
ル・スキル・トレーニング（中学
くりを展開していく考え方・方法論を、学級集団分析尺度Q- 苅間澤 勇人（岩手県立一関第一高等学校教
校・高等学校教諭対象）
Uを活用して解説する。さらに、その具体的な手法として、学 諭（生徒指導主事））
校生活のあらゆる場面を捉えて、学級で行うソーシャル・ス
キル・トレーニングの考え方と展開のあり方について、演習
方式で取り組んでいくものである。

早稲田大学

早稲田大学

学校図書館を活用した授業プラ
ン作り

学習指導要領総則では指導計画等作成にあたって配慮す
べき点として学校図書館の利活用を図り生徒の学習・読書
活動を充実させることを挙げています。この指針を受けて本
雪嶋 宏一（教育・総合科学学術院 教授）
講習では本学教育学部学生読書室を「学校図書館」とみな
須永 和之（國學院大學文学部 教授）
して図書館資料を利活用してワークショップ形式で新たな授
業プランを作成し相互評価しながら情報共有を図っていくも
のです。

「国語」教材の研究

中学校や高等学校の「国語」教科書に採用されている日
本文学の教材を扱う。また、国語科や国語教科書について
松本 直樹（教育・総合科学学術院 教授）
の考察も行う。本年度は、教材 としては上
福家 俊幸（教育・総合科学学術院 教授）
代の神話、中古の物語を中心に、学界における最新の研究
和田 敦彦（教育・総合科学学術院 教授）
を踏まえて解説する。その後、国語科、国語教科書をめぐる
近代の諸問題につ いて解説する。

東京都新宿区

東京都新宿区

東京都新宿区

東京都新宿区

東京都新宿区

東京都新宿区

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月7日

6時間 平成26年8月7日

6時間 平成26年8月7日

6時間 平成26年8月7日

6時間 平成26年8月7日

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年8月8日
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対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校教諭

教諭

小学校・中学校
教諭

教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校 国語
科教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校 英語科教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校 理科教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校 教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校 教諭

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校 教諭

教諭

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校 国語
科教諭

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

1次募集：平成26年4月
15日～平成26年4月24
平26日
35人
302582次募集：平成26年5月
50647号
22日～平成26年5月29
日

03-5286-3838

http://web.edu.wase
da.ac.jp/

6,000円

1次募集：平成26年4月
15日～平成26年4月24
平26日
50人
302582次募集：平成26年5月
50648号
22日～平成26年5月29
日

03-5286-3838

http://web.edu.wase
da.ac.jp/

6,000円

1次募集：平成26年4月
15日～平成26年4月24
平26日
50人
302582次募集：平成26年5月
50649号
22日～平成26年5月29
日

03-5286-3838

http://web.edu.wase
da.ac.jp/

6,000円

1次募集：平成26年4月
15日～平成26年4月24
平26日
40人
302582次募集：平成26年5月
50650号
22日～平成26年5月29
日

03-5286-3838

http://web.edu.wase
da.ac.jp/

6,000円

1次募集：平成26年4月
15日～平成26年4月24
平26日
50人
302582次募集：平成26年5月
50651号
22日～平成26年5月29
日

03-5286-3838

http://web.edu.wase
da.ac.jp/

6,000円

1次募集：平成26年4月
15日～平成26年4月24
平26日
50人
302582次募集：平成26年5月
50652号
22日～平成26年5月29
日

03-5286-3838

http://web.edu.wase
da.ac.jp/

6,000円

1次募集：平成26年4月
15日～平成26年4月24
平26日
35人
302582次募集：平成26年5月
50653号
22日～平成26年5月29
日

03-5286-3838

http://web.edu.wase
da.ac.jp/

6,000円

1次募集：平成26年4月
15日～平成26年4月24
平26日
30人
302582次募集：平成26年5月
50654号
22日～平成26年5月29
日

03-5286-3838

http://web.edu.wase
da.ac.jp/

6,000円

1次募集：平成26年4月
15日～平成26年4月24
平26日
50人
302582次募集：平成26年5月
50655号
22日～平成26年5月29
日

03-5286-3838

http://web.edu.wase
da.ac.jp/

平成２６年度（第２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

社会科・地理歴史科の教員むけに、野外実習を通じて地理
学と歴史学の両方に関わる内容とします。本講では旧江戸
城、丸の内、日本橋、神田川周辺などを実際に歩き、地形 久保純子（教育・総合科学学術院 教授）
や土地条件、土地利用、過去の災害、歴史などを現場で学
びます（最後に早稲田大学にて認定試験を実施します）。

早稲田大学

江戸・東京の地理と歴史をたず
ねる（野外実習）

早稲田大学

一つの問題解決という設定での数学的活動は、端的にいえ
ば「数学『的』活動」、すなわち「数学の傾向がうかがえる活
動」から「数学の活動」への変容が意図されています。で
数学的活動に相応しい教材づくり
渡邊 公夫（教育・総合科学学術院 教授）
は、従来の教材にどのような要素を加味すると新学習指導
要領で言及されている数学的活動となるのか、具体例を交
えて解説します。

講習の開催地

東京都新宿区
ほか

東京都新宿区

一條 彰子（東京国立近代美術館 主任研究
員，独立行政法人国立美術館 主任研究員）
国立美術館が文部科学省の共催を得て毎年実施している，
東良 雅人(国立教育政策研究所教育課程研
美術館と学校の連携の推進を目的とした鑑賞教育について
独立行政法人国 美術館を活用した鑑賞教育の充
究センター 研究開発部 教育課程調査官，文 東京都千代田
の研修。2日間の研修内容は，ギャラリートーク分析，ワー
立美術館
実のための指導者研修
部科学省初等中等教育局 教育課程課 教科 区
ルドカフェ，グループワークによる鑑賞授業研究など。なお，
調査官）
一般公募は実施していない。
奥村 高明（聖徳大学 児童学部 児童学科
教授）

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年8月8日

平成26年8月4日～
12時間
平成26年8月5日

附属久里浜特別支援学校実践
演習

本校は、知的障害を伴う自閉症の幼児児童を対象に教育
を行っています。講習では、実際の授業場面を参観し、講義
や演習（教材教具の作成等）を通じて、自閉症についての理 下山 直人(人間系教授)
解と自閉症児に対する支援方法等を具体的に学び、自閉症 雷坂 浩之(附属久里浜特別支援学校副校長)
教育の教育課程の編成や指導の在り方を考えます。なお、
授業参観は、本校保護者授業参観と併せて実施します。

附属久里浜特別支援学校実践
演習

本校は、知的障害を伴う自閉症の幼児・児童を対象に教育
を行っています。講習では、実際の授業場面を参観し、講義
や演習（教材教具の作成等）を通じて、自閉症についての理
下山 直人(人間系教授)
解と自閉症児に対する支援方法等を具体的に学び、自閉症
雷坂 浩之(附属久里浜特別支援学校副校長)
教育の教育課程の編成や指導の在り方を考えます。なお、
授業参観は本校主催の一般向け授業公開と併せて実施し
ます。

神奈川県横須
賀市

6時間 平成26年11月8日

横浜国立大学

体育実技指導の実際（表現運
動・ダンス・体ほぐし）

初心の指導者でも、ダンス指導（小中高、特別支援）ができ
るポイントを習得できるようにする。また、体ほぐし運動の教
材をできるだけ体験して頂く。小・中学校における教材を多く
高橋和子（教育人間科学部教授）
扱うため、主な受講対象者は小・中学校教諭とするが、高校
教諭も受講可能。特別支援教育にも適用できるヒントがあ
る。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年7月31日

横浜国立大学

グローバリゼーションの進展に伴って地域社会の国際化も
進行している。日本をとりまく東アジア近隣諸国との関係の
歴史や現状についての基本的な理解をもとに、日本社会に
国際化、多元化する社会におけ おける外国籍住民およびその子どもたち（ダブルの子どもた
る共生教育
ちを含む）の現状と課題について講じる。また他方で日本社
会のむかう多様性の共存（ダイバーシティ）の一つの実例と
して、「男女共同参画」をとりあげ、その現状と課題について
講じる。

筑波大学

筑波大学

志田基与師（大学院環境情報研究院教授）
于臣（国際戦略推進機構基盤教育部門准教
授）
小ヶ谷千穂（大学院都市イノベーション研究院
准教授）

神奈川県横須
賀市

6時間 平成26年6月21日

対象職種 主な受講対象者

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校 社会科・地理
歴史科教諭

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校 数学科教諭

教諭

小学校教諭，小
学校図画工作専
科教諭，中学校
美術教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
教諭
別支援学校・養
養護教諭
護教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
（保健体育）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

9,000円

1次募集：平成26年4月
15日～平成26年4月24
平26日
30人
302582次募集：平成26年5月
50656号
22日～平成26年5月29
日

03-5286-3838

http://web.edu.wase
da.ac.jp/

6,000円

1次募集：平成26年4月
15日～平成26年4月24
平26日
50人
302582次募集：平成26年5月
50657号
22日～平成26年5月29
日

03-5286-3838

http://web.edu.wase
da.ac.jp/

平267000951804号

03-3214-2591

http://www.artmuseu
ms.go.jp/

0円

平成26年4月1日～
67人
平成26年4月18日

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年5月17日
53246号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

40人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年10月4日
53260号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

6,000円

70人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352359号

045-339-3168

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

平261003352360号

045-339-3168

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

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月1日

教諭

全教諭

6,000円

平成26年3月17日～
100人
平成26年4月11日

横浜国立大学

学習指導要領が求める思考力・判断力・表現力との関連性
についての理解を深め，それらの能力を育成する授業のあ
り方について、具体的に提示する。思考力・判断力・表現力
社会科教育授業の最先端４ 思 を育成するための問題解決的な学習づくりに必要な知識や
考力・判断力・表現力を育成する スキルを習得するのが、本講習の目的である。受講者は学 重松克也（教育人間科学部教授）
授業のあり方
習指導要領解説 社会科編を持参すること。本講座は小学
校社会科を題材に行われる趣旨を勘案して受講するのであ
れば、中学校・高等学校等他学校種の教諭の受講も認め
る。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月1日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352361号

045-339-3168

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

横浜国立大学

日本語研究の最前線

現代における日本語や日本語教育を主たる対象として，そ
の研究の最前線を概観するとともに，個別の研究における
方法論や問題点を検討しつつ，これからの展開や可能性な
どについて解説を加える。また，この問題に関して，受講者 河野俊之（教育人間科学部教授）
との話し合いを進める。
金澤裕之（教育人間科学部教授）
特に，国語科の「言葉」の単元に関する内容を扱う。知識の
伝授とは同義ではない，「教える」とはどういうことかなど，
日本語教育の観点からの考察を中心に行っていく。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月1日

教諭

小学校教諭、中
学校（国語）教諭

6,000円

50人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352362号

045-339-3168

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

横浜国立大学

近年、身の周りの製品やエネルギーなどのライフサイクル
に注目した環境教育の事例が増えている。CO2などの環境
への影響を自らの問題として受け止め、行動や学びに反映
するために、ライフサイクルの考え方を学ぶことは極めて重
ライフサイクルの考え方に基づく 要である。本講では、身近な製品などのライフサイクルを通
松本真哉（理工学部教授）
環境教育の手法
した環境影響を考える教育教材の指導方法を学び、更に学
校での教科学習における活用方法を受講者と共に検討す
る。なお紹介予定教材の主たる対象が中高生のため中学
校・高等学校教諭を対象としたが、小学校教諭の受講も可
能である。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月1日

教諭

中学・高等学校
（教科等問わな
い）教諭

6,000円

40人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352363号

045-339-3168

http://www.ynu.ac.j
p/
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平成２６年度（第２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

横浜国立大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

小学校図工、中学校美術に於ける美術教育実技の基本的
な内容のうち、立体的な表現を主とする造形を、作品制作を
通して講習を行う。基礎的な表現力や、モチーフに対峙する
実技講習・立体 『動物を木で作
態度、他者の作品を見る目（鑑賞力）を養い、美に対する感 藤森民雄（教育人間科学部教授）
る』
性や造形力、美術文化への関心を高める。講習の体験を通
して、子どもたちに何を学ばせるのか考えさせる。具体的に
は、身近にある材料、木（幹・枝・根・木片等）で動物を作る。

講習の開催地

神奈川県横浜
市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月1日

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校教諭、中
学校（美術科）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

14人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352364号

045-339-3168

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

教諭

小学校（算数専
門）教諭、中学
校・高等学校（数
学）教諭

6,000円

平成26年3月17日～
40人
平成26年4月11日

平261003352365号

045-339-3168

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

教諭

小学校教諭、中
学・高等学校（教
科等は問わない）
教諭

6,000円

30人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352366号

045-339-3168

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

教諭

小学校教諭、中
学・高等学校（教
科等問わない）教
諭

6,000円

20人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352367号

045-339-3168

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

6,000円

60人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352368号

045-339-3168

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

離散数学への招待

本講習では，パズル的な題材を通して，離散数学の初歩に
ついて触れる．そこでは，一対一対応の考え方，鳩の巣原
理，偶奇性などを扱い，難しい計算や大掛かりな公式を用
中本敦浩（大学院環境情報研究院准教授）
いることなく，簡単な四則演算と簡単な論理により，奥深い
数学的事実を明らかにすることを目標とする．ただし，しばし
ば順列組合せの知識が必要となることに注意してほしい．

神奈川県横浜
市

持続可能な環境とそのリスク

環境汚染等による健康被害の現状や考え方を講義するとと
もに、新聞等に掲載されている情報とのギャップを把握して
もらい、環境に限らず教育時の情報収集・利用の課題がど
こにあるかを考察する。また、過疎化とグローバル化が進む 松田裕之（大学院環境情報研究院教授）
将来の日本の生物多様性政策について、途上国、欧米、日 中井里史（大学院環境情報研究院教授）
本を比較しながら考察する。一般の方が普段目にすること
が多いであろう話題を取り上げることから、特に対象者を制
限することなく実施する。

神奈川県横浜
市

著作権に配慮したICT活用教材
作成

著作権に関する入門の講義によって，著作物の利用に関す
る基本的な考え方を学ぶ．さらに，ネット上にある著作権の
切れた教材や，クリエイティブコモンズなどの著作権者の権
利を守りながら教材として写真や絵，動画などを利用する方 山本光（教育人間科学部准教授）
法を実習形式で行う．受講者は，可能であれば無線LANに
接続できるノートPCを持参できる方，もしくは大容量のUSB
メモリを持参することができる方を想定している．

神奈川県横浜
市

横浜国立大学

英語教師のためのテストデータ
分析入門－筆記テストからパ
フォーマンステストまで－

英語教師にとって、指導の一環としてテストを作成したり実
施したりする機会は多いでしょう。しかしテストに対する理解
は、必ずしも十分とはいえない面もあるのではないでしょう
か。テストデータから教育上有用な様々な情報を引き出すこ
斉田智里（教育人間科学部教授）
とができます。本講習では、テストの基礎的な概念を理解し
た上で、エクセルを用いてテストデータ分析の実習を行いま
す。良いテストとは何かを考察し、指導に活かすテストの作
成や分析の技法について学びます。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校（外国語
活動）教諭、中
学・高等学校（英
語）教諭

横浜国立大学

新学習指導要領における新しい評価規準について概括す
る。その上で、小学校理科教育でどのような視点から指導と 和田一郎（教育人間科学部准教授）
小学校理科における新しい指導
評価をすることが必要であるかを講義と演習を通して、具体 森本信也（教育人間科学部教授）
と評価の視点
的な理解を図る。この評価規準の理解に基づき、ICT機器 加藤圭司（教育人間科学部教授）
活用なども含めた､いくつかの指導方略を検討する。

神奈川県横浜
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3月17日～
平成26年4月11日

平261003352369号

045-339-3168

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

横浜国立大学

体育実技指導の実際（柔道・剣
道）

柔道および剣道に関する指導内容と指導方法を講義と実技
横山直也（教育人間科学部教授）
によって学び，教科指導に関する実践的知識を身につけ
木村昌彦（教育人間科学部教授）
る．

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
（保健体育）教諭

6,000円

30人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352370号

045-339-3168

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

横浜国立大学

美術教育・美術理論の基礎

小・中学校における美術教育の基本的な内容を美学・美術
史的な視点から，また学習指導要領を中心にした視点から
解説しながら講習を行う。また，学校教育現場で授業を行う 小野康男（教育人間科学部教授）
際の問題点，疑問点などを参加者と共に考えながらの講習 大泉義一（教育人間科学部准教授）
とする。講義に加え，受講者が参加しながら解決策を探って 小池研二（教育人間科学部准教授）
いくワークショップを取り入れた講習とする。高校美術も受
講可能

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校教諭、中
学校（美術科）教
諭

6,000円

25人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352371号

045-339-3168

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

横浜国立大学

グローバル社会を生きる生徒・児童たちに必要なコミュニ
ケーション能力を身につけさせるために、何を指導すること
が求められ、どのような指導をしたらよいか、について、具
佐野正之（教育人間科学部名誉教授）
アクション・リサーチによる英語授 体的な指導手順の分析やモデル授業の視聴を交えながら
神奈川県横浜
村越亮冶（神奈川県立国際言語文化アカデミア
業改善
考察する。さらによりよい授業実践のために、アクションリ
市
専任講師）
サーチの手法を用いた授業改善の方法を学び、演習を通し
て、自らの授業を振り返りながら改善プランをたてることでそ
の理解を深める。

教諭

小学校（外国語
活動）教諭、中
学・高等学校（英
語）教諭

6,000円

60人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352372号

045-339-3168

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

教諭

小学校（算数専
門）教諭、中学
校・高等学校（数
学）教諭

6,000円

40人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352373号

045-339-3168

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

教諭

小学校教諭、中
学・高等学校（教
科等問わない）教
諭

6,000円

20人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352374号

045-339-3168

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

横浜国立大学

横浜国立大学

横浜国立大学

横浜国立大学

横浜国立大学

離散数学への招待

本講習では，パズル的な題材を通して，離散数学の初歩に
ついて触れる．そこでは，一対一対応の考え方，鳩の巣原
理，偶奇性などを扱い，難しい計算や大掛かりな公式を用
中本敦浩（大学院環境情報研究院准教授）
いることなく，簡単な四則演算と簡単な論理により，奥深い
数学的事実を明らかにすることを目標とする．ただし，しばし
ば順列組合せの知識が必要となることに注意してほしい．

神奈川県横浜
市

著作権に配慮したICT活用教材
作成

著作権に関する入門の講義によって，著作物の利用に関す
る基本的な考え方を学ぶ．さらに，ネット上にある著作権の
切れた教材や，クリエイティブコモンズなどの著作権者の権
利を守りながら教材として写真や絵，動画などを利用する方 山本光（教育人間科学部准教授）
法を実習形式で行う．受講者は，可能であれば無線LANに
接続できるノートPCを持参できる方，もしくは大容量のUSB
メモリを持参することができる方を想定している．

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月4日

6時間 平成26年8月4日

6時間 平成26年8月4日

6時間 平成26年8月5日

6時間 平成26年8月5日

6時間 平成26年8月5日
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平成２６年度（第２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

横浜国立大学

生徒による英語を用いた主体的な言語活動は，現在の学
習指導要領中において，最も重要視されている項目であ
英語の発音および文法指導の実 る。本講義では，「英語で行う英語授業」にも対応できるよう 高橋 邦年（教育人間科学部教授）
践的理解
な，コミュニケーションを目的とした，英語の発音指導と文法 渡辺雅仁（大学教育総合センター教授）
指導について，レクチャーに加え，モデリング，ディスカッショ
ン，模擬授業等の実践的活動を通じて理解を深める。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月6日

横浜国立大学

平成20年告示の新学習指導要領では、各教科等において
言語活動の充実を図ることが求められている。その中に
あって、国語科における言語活動はどのようにあるべきか。
国語科における言語活動の充実
その意義と役割、授業づくりの方法等について、実践事例 髙木まさき（教育人間科学部教授）
－小・中－
等も紹介しながら、具体的に考えて行く。また小中連携の重
要性が求められていることから、小中の教員による情報交
換等も交え、相互理解を深める場ともしていきたい。

神奈川県横浜
市

横浜国立大学

文化研究と国語教育

作家論・作品論・テクスト論など、日本近現代文学研究にお
ける方法論の推移を確認し、そのなかで現在さまざまな研
究の蓄積が進みつつある文化研究の方法を紹介するととも
一柳廣孝（教育人間科学部教授）
に、芥川龍之介「死後」、ライトノベルのイラストなどを取り上
げつつ、国語教育の現場に文化研究の成果を接続する具
体的な手立てについて考察する予定である。

横浜国立大学

新指導要領の改訂を受けて伝統文化である和服について
着装も含めて理解するためには新しい教育デザインが必要
である。そこで、和服の中でも最もカジュアルで身近な浴衣
を取り上げ、浴衣を題材とした着装を含む学習を通して、子
浴衣の着装を通じて伝えるきもの どもたちの心に日本の和服文化を尊重し継承・発展させよう
薩本弥生（教育人間科学部教授）
文化の学習
とする芽を育むことを意図した教育プロジェクトを紹介し、そ
れに必要な教員側の知識、技能について研修を行う。浴衣
は貸与するため、申込み時に性別・身長を回答いただく。授
業で必要な技能習得とのため、全員、女物、男物とも着装
する。

横浜国立大学

横浜国立大学

横浜国立大学

横浜国立大学

横浜国立大学

横浜国立大学

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（外国語
活動）教諭、中
学・高等学校（英
語）教諭

6,000円

60人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352375号

045-339-3168

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

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学校（国語）教諭

6,000円

100人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352376号

045-339-3168

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

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭、中
学・高等学校（国
語）教諭

6,000円

50人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352377号

045-339-3168

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

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭、中
学・高等学校（家
庭科）教諭

6,000円

25人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352378号

045-339-3168

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

6,000円

30人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352379号

045-339-3168

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

これからの時代に求められる書
写・書道教育－小・中・高－

小・中学校国語科「書写」と高等学校芸術科「書道」につい
て、教育内容や教授法の理解を深め、実践力を高める講
座。実技を伴いながら、教材の観点や効果的な授業過程を
体験的に学ぶ。また、「書写」と「書道」の接続の観点から、
双方のねらいや学習の意義を明確にした上で、子どもたち 青山浩之（教育人間科学部准教授）
の表現活動に生きる書写・書道のあり方について考える。
受講対象者は、小学校教諭・中学校（国語）教諭・高等学校
（書道）教諭等。
【持ち物】毛筆書写（書道）用具

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭、中
学校（国語）・高
等学校（書道）教
諭

地理教育の基礎（世界の諸地
域）

世界の諸地域に関する地理学習分野のうち，とくにアジア・
オセアニア地域の自然環境と生活文化について，最近の研
究動向を紹介するとともに，地図，統計資料，景観写真など 池口明子（教育人間科学部准教授）
の地理教材の開発や，主題の設定のあり方についてグ
ループで議論する．

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校・高等学
校（社会・地理歴
史）教諭

6,000円

30人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352380号

045-339-3168

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

海洋と宇宙の今

荒井誠（大学院工学研究院教授）
上野誠也（大学院環境情報研究院教授）
近年、海洋基本法、および宇宙基本法が成立し、海洋空間 川村恭己（大学院工学研究院教授）
と宇宙空間の利用と環境保全の在り方についての我が国 鈴木和夫（大学院工学研究院教授）
の基本的な方針が初めて明文化された。本講では、海洋宇 日野孝則（大学院工学研究院教授）
宙空間における最新の科学技術が、どのような新しい資源 西佳樹（大学院工学研究院准教授）
開発、空間利用及び環境保全への対策を生みだすのかを 平川嘉昭（大学院工学研究院准教授）
平易に解説する。文系教科担当者でも興味があれば受講 宮地幸二（大学院工学研究院准教授）
可能
村井基彦（大学院環境情報研究院准教授）
和田大志（大学院工学研究院准教授）
樋口丈浩（大学院環境情報研究院助教）

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校・高等学
校（数学・理科）
教諭

6,000円

40人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352381号

045-339-3168

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

金工の基礎（機械加工）

今回の講習では、最初に最近の加工技術や教材として多用
する金属材料（鉄系材料，銅合金，アルミ合金など）につい
ての講義を行います（約２時間）。その後、図面の作成を行
い、旋盤などの工作機械を使用してものづくり実習（オリジ
坂本智（教育人間科学部准教授）
ナルドライバーの製作）を行います（約４時間）。金属材料の
基礎的な講義および中学校の現場では行うチャンスが少な
い機械加工の実習を行うことで、「材料と加工の技術」の指
導力向上を図ります。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校（技術）教
諭

6,000円

6人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352382号

045-339-3168

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

透明水彩画の材料と方法

透明水彩画に於ける基礎的技術、つまり紙の白を明部に用
い、絵の具層（陰影部のモデリングによる下層描きと、固有
色の上層描き）からなる色彩の重層構造による賦彩方法が
作り出す造形空間の認識を深める事を目的とする。そのた 赤木範隆（教育人間科学部教授）
め絵具（色材）の科学的組成や色彩学的理解が必要とな
る。写真図版の転写により素描技術の巧拙の差異を抑制し
つつ、賦彩の技術を中心に行なう。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学・高等学校
（美術）教諭

6,000円

平成26年3月17日～
15人
平成26年4月11日

平261003352383号

045-339-3168

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

フリーソフトで探究する数学

フリーの数式処理ソフトMaxima，代数，幾何，解析が統合さ
れた数学教育のためのフリーソフトGeoGebra，さらには数
学教育で非常に普及しているフリーのグラフ描画ソフト
馬場裕（教育人間科学部教授）
GRAPESの紹介，および機能についての解説を行う．さら
に，これらのソフトを用いて数学の教材作成を行う．

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月13日

教諭

中学・高等校（数
学）教諭

6,000円

50人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352384号

045-339-3168

http://www.ynu.ac.j
p/
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平成２６年度（第２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

横浜国立大学

昨年と同じく、声楽、ピアノ、作曲・音楽理論、および音楽教
河野克典（教育人間科学部教授）
音楽担当教員のための実践力養 育（歌唱指導法）の４分野において、初等、中等教育におけ
大瀧郁彦（教育人間科学部教授）
成講座（１）声楽、ピアノ、作曲、 る音楽科の指導力の向上をめざした講習を行う。受講生
島田 広（教育人間科学部准教授）
音楽教育
は、４つの分野より１つを選択し、６時間通してそれぞれの
中嶋俊夫（教育人間科学部准教授）
講師の指導のもとで研修する。

横浜国立大学

学校における食育の進め方

現在の学習指導要領から総則に、学校の教育活動全体を
通じて適切に行われるべき体育・健康に関する指導の一つ
として、「食育の推進」があげられている。2005年の食育基
本法の制定にいたるまでの経緯やその後の食育活動の現 杉山久仁子（教育人間科学部教授）
状を振り返りながら、今後学校における食育をどのように進
めていけばよいのか、小学校および中学校を対象として考
える。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月13日

横浜国立大学

１）技術教育、技術科教育の目的等に関する講義（技術科
教育の必要性、目的、他教科との関係等）、２）教材研究（そ
技術科教育の目的等の再確認と
横尾恒隆（教育人間科学部教授）
の１）（通信教材等のデモンストレーション）、３）教材研究（そ
教材研究
鬼藤明仁（教育人間科学部准教授）
の２）（木工教材に関する検討と実習）。主たる対象は中学
校技術科教員とするが、工業高校教員の受講も歓迎する。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月13日

「環境とは何か」や環境問題の分類などについて解説し、
次いで「どのような環境教育が必要か」、環境教育の進め方
で具体的な内容を示す。教室で直ぐに使える実践例例え
ば、世界の水、食、エネルギーを子どもたちと考える環境教
堀雅宏（一般社団法人日本ダストコントロール
育を展開するためのワークシート、「地球の食卓」などを教
協会理事）
員が子どもたちになったつもりで本を読んだあとのグループ
西岡正江（鎌倉市立鎌倉第一中学校校長）
内発表などで、ツールとして環境かるたや放射能汚染など
にも触れる。最後に実践上の課題についてのディスカッショ
ンも行う。（小中向けだが、60％程度はアドバンスコースと同
じ）

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月13日

対象職種 主な受講対象者

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

40人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352385号

045-339-3168

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

小学校教諭、中
教諭
学校（教科等問
養護教諭 わない）教諭、養
栄養教諭 護教諭、栄養教
諭

6,000円

25人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352386号

045-339-3168

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

教諭

中学校（技術科）
教諭、工業高等
学校教諭

6,000円

15人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352387号

045-339-3168

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

6,000円

80人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352388号

045-339-3168

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

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
（音楽）教諭

受講料 受講人数

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月13日

教諭

小学校教諭、中
学・高等学校（教
科等問わない）教
諭

横浜国立大学

考える環境教育 （基礎コース）

横浜国立大学

一，「現代仮名遣い」について 助詞の「は」「へ」「を」の表
記，ルビを振る場合「王様」は「おうさま」・「扇」は「おおぎ」で
ある事等を国語史から考察する。 二，変化してきた日本語
日本語の歴史から説明する現代 「ら抜き言葉」や「漢語・外来語の多さ」等について考察す
古田恵美子（教育人間科学部准教授）
日本語の問題点
る。 三，インターネットが変える日本語コミュニケーション
現在進行中の変化をまとめた上，受講者も実例を挙げてグ
ループで考察し，未来の日本語とその教育について考え
る。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月13日

教諭

小学校教諭、中
学・高等学校（国
語）教諭

6,000円

50人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352389号

045-339-3168

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

横浜国立大学

昨年一昨年に引き続き、学習指導要領で「適宜指導するこ
と」として指導が義務づけられている「移動ド唱法」の理論と
音楽担当教員のための実践力養 指導のワークショップ。今回は、合唱指導をどう行うのか、そ
成講座（２）移動ド唱法と合唱指 の理念とテクニックを中心に講習を行う。小学校の低学年か 小川昌文（教育人間科学部教授）
導
ら中学校にいたるまで、教育現場の現実を踏まえた対応を
どうすればいいのか、参加教員とともによりよいアプローチ
を検討していく。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月14日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
（音楽）教諭

6,000円

30人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352390号

045-339-3168

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

フリーソフトで探究する数学

フリーの数式処理ソフトMaxima，代数，幾何，解析が統合さ
れた数学教育のためのフリーソフトGeoGebra，さらには数
学教育で非常に普及しているフリーのグラフ描画ソフト
馬場裕（教育人間科学部教授）
GRAPESの紹介，および機能についての解説を行う．さら
に，これらのソフトを用いて数学の教材作成を行う．

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月14日

教諭

中学・高等校（数
学）教諭

6,000円

50人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352391号

045-339-3168

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

学び合いのある算数授業づくり

学び合いのある算数授業をつくるための１２のコツを講義
し、小学校低学年、中学年、高学年の授業事例をもとにビデ
オ視聴による授業分析や授業展開案作成を演習形式で行
石田淳一（教育人間科学部教授）
う。協同学習を取り入れた授業展開やグループ学習の取り
入れ方についても講義し、子供どうしの主体的な学びができ
るようにするための工夫を理解することを目標とする。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月14日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352392号

045-339-3168

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

横浜国立大学

考える環境教育 （アドバンス
コース）

環境問題の本質、環境問題の変遷と近年の環境問題、環
境対応などについて解説するとともに、「どのような環境教
育が必要か」で具体的な内容や環境教育の進め方につい
て解説する。教室で直ぐに使える実践例や総合学習の進め
方のノウハウ、環境と環境問題について子どもたちに発す
るべき問い、地球規模環境汚染モデル実験などのツールや
環境放射能問題、温暖化懐疑論を取り上げ、実践上の課題
についてのディスカッションも行う。(高学年向けだが、60％
程度は基礎コースと同じ）

6時間 平成26年8月14日

教諭

小学校教諭、中
学・高等学校（教
科等問わない）教
諭

6,000円

80人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352393号

045-339-3168

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

横浜国立大学

昨年度に引き続き、生田流による箏のワークショップをおこ
なう。基本的な奏法をふまえて、代表的な曲を習得するとと
音楽担当教員のための実践力養
もに、教育現場で指導するための必要不可欠な指導技術も 郷司雅子（教育人間科学部非常勤講師）
成講座（３）箏のワークショップ
合わせて学ぶ。
【持ち物】箏の爪

6時間 平成26年8月15日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
（音楽）教諭

6,000円

30人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352394号

045-339-3168

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

6,000円

平成26年3月17日～
50人
平成26年4月11日

平261003352395号

045-339-3168

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

横浜国立大学

横浜国立大学

横浜国立大学

学び合いのある算数授業づくり

堀雅宏（一般社団法人日本ダストコントロール
協会理事）
神奈川県横浜
本田清（日本教育大学院大学修士課程非常勤 市
講師）

学び合いのある算数授業をつくるための１２のコツを講義
し、小学校低学年、中学年、高学年の授業事例をもとにビデ
オ視聴による授業分析や授業展開案作成を演習形式で行
石田淳一（教育人間科学部教授）
う。協同学習を取り入れた授業展開やグループ学習の取り
入れ方についても講義し、子供どうしの主体的な学びができ
るようにするための工夫を理解することを目標とする。

神奈川県横浜
市

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月15日
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教諭

小学校教諭

平成２６年度（第２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

横浜国立大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

小学校低学年から古典教育が義務化され、小・中・高校に
おける教育をどう関連づけ、どう特徴づけるかが問われる
昨今である。 生徒との楽しい古典文学の時間を実現し、生
涯を通じて古典に興味を持ち、愛する人間を育成するため
元気づく古典ー伝統的な言語文
に、受講者間でも情報交換し、自由な発想で考える機会を 三宅晶子（教育人間科学部教授）
化事項への取り組み
持ちたい。
講義予定内容 １）元気づく古典とは ２）古文は時の方言
３）複眼で観る能〈敦盛〉＝『平家物語』敦盛最期から能〈敦
盛〉へ
小・中・高校における体育科教育・保健科教育での授業実
践の基本とそれらの背景となる運動生理学、衛生学を学
び、体育科養育・保健科教育の教材考案への応用的な知
見を身につける．

森本茂（教育人間科学部教授）
物部博文（教育人間科学部准教授）
梅澤秋久（教育人間科学部准教授）

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

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学･高等校（教科
等問わない）教諭

6,000円

50人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352396号

045-339-3168

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

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
（保健体育）教諭

6,000円

40人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352397号

045-339-3168

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

横浜国立大学

保健体育科教育の基礎と実際

横浜国立大学

90年代以降、日本の会社がおかれている経済的・社会的環
社会科教育内容の最先端 現代 境は劇的に変化してきている。その現状を踏まえた上で資
片岡浩二（教育人間科学部教授）
資本主義の諸相
本主義経済や会社について原理的に考察し、21世紀の日
本の会社をめぐる諸課題を多面的に検討する。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月27日

教諭

中学・高等学校
（社会科）教諭

6,000円

50人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352398号

045-339-3168

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

横浜国立大学

本講習では、前半で社会的基盤材料である金属・合金材料
の諸特性と産業材料として重視される材料物性を紹介する
とともに、これらの物性がどのような原理で所与の物性を示
すか説明する。さらにより優れた特性を得るために用いられ
福富洋志（大学院工学研究院教授）
金属合金の材料特性と構造評価 ている材料学的手法について述べる。多くの材料物性は組
竹田真帆人（大学院工学研究院准教授）
織を通じて制御されているので、後半部分で微細組織を解
析・評価するために用いられている走査型および透過型電
子顕微鏡法について触れる。最後に物性と組織の関係を量
子力学を基礎とする化学結合の観点から纏める。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月28日

教諭

中学・高等学校
（理科）教諭

6,000円

10人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352399号

045-339-3168

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

横浜国立大学

地球の活動と生物の生き方に焦点をあてて解説する。大気
や海洋の循環、気象現象、大地の変動に関する知見を通し 筆保弘徳（教育人間科学部准教授）
理科の基礎講座（生物・地学編） て明らかにされつつあるダイナミックな地球の姿や、その地 西栄二郎（教育人間科学部准教授）
球上に生存する動・植物の姿について学び、地球と生物に 河潟俊吾（教育人間科学部准教授）
ついての基本的な仕組みを理解する。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月28日

教諭

小学校教諭、中
学校（理科）教諭

6,000円

50人

平成26年3月17日～
平成26年4月11日

平261003352400号

045-339-3168

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

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。

神奈川県川崎
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）

60人

平成26年3月17日～
平成26年5月9日

平263000751815号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

有効な教育相談とは

有効な教育相談を行うために必要な関わり方の本質につい
て理解することを目的とします。自己理解と他者理解を深め
ることや共感的理解などの必要性について、体験的学習を
小澤 敬子（共生科学部非常勤講師）
通して再認識する中で、子ども達の成長に関わる者として
の日頃の各自の取り組みを振り返り、今後に生かす時間と
することを望みます。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月4日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

7,000円

120人

平成26年3月17日～
平成26年5月9日

平263000751817号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

インクルーシブな学級づくり

発達障害をもつ生徒をどのようにケアし、インクルーシブな
学級づくりをしていくのか、教室の中での個別の指導や社会
佐藤 由加子（共生科学部専任講師）
性を高める集団授業など、講師の実際の取り組みや事例か
ら考察する。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月5日

特別支援教育に
教諭
関心のある教
養護教諭
諭、養護教諭

7,000円

120人

平成26年3月17日～
平成26年5月9日

平263000751818号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

本講習では応用行動分析学の考え方を基にして、主に、行
動上の問題（気になる行動・問題行動）を示す子どもへの支
特別支援教育に活かす応用行動
援方法を講義する。様々な事例を取り上げながら、講義や 原口 英之（共生科学部非常勤講師）
分析学
演習を通して、ポジティブな行動支援の考え方また、支援を
実施するための具体的な方法を学ぶ。

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月6日

特別支援教育に
教諭
関心のある教
養護教諭
諭、養護教諭

7,000円

平成26年3月17日～
120人
平成26年5月9日

平263000751819号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

近年のインクルージョン教育の流れの中で、障がいや病気
を持ちながら学校に通う子どもたちに対する特別な配慮は
ますます重要になっている。また、家族が病気や障がい、食
物アレルギーを持っている子どもも少なくない。その際に
細田 満和子（星槎大学副学長）
は、教育学や心理学的と共に、保健医療的視点からのアプ
ローチも必要となってくる。そこで本講習では、受講者に、子
どもの気持ちに寄り添えるように、現場で役立つ保健医療
について講義する

星槎大学

学校現場で役立つ保健医療

星槎大学

日本の近代化の扉を開こうとアメリカを目指した日系移民た
ちの血と涙の苦闘の歴史から排日感情の高まり、日米開
戦、原爆投下など近現代の日米愛憎の歴史を踏まえなが
日米比較文化論講座～自由と人
ら、アメリカでの民主化の原点にフォーカスし、講師の同時 北岡 和義（共生科学部非常勤講師）
権をめぐって
代史的アメリカ体験談を交えながらマイノリティへの差別と
偏見を乗り越えようとしてきた指導者の理想と努力、民主主
義の進化過程を考察する。

神奈川県相模
原市

神奈川県横浜
市

18時間

平成26年8月6日～
平成26年8月8日

6時間 平成26年8月11日
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教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

教諭

中学校（社会）、
高校（地歴・公
民）、歴史に関心
のある教諭

19,000円

160人

平成26年3月17日～
平成26年5月9日

平263000751820号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

7,000円

120人

平成26年3月17日～
平成26年5月9日

平263000751821号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

平成２６年度（第２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

環境問題は広く認識され、自然保護はごく当然のことのよう
に思われています。しかし、自然保護は、実際の社会の中
で考えなければなりません。「自然をまもる」とはどういうこと
か。これからを生きていく児童生徒たちのために教員として
鬼頭 秀一（東京大学教授）
何ができるのかを具体的な社会問題例に上げ、自然科学や
医学に関する学問だけでなく社会や倫理などの観点から考
察する。公害問題、放射線の人体への影響など、人間に関
する問題も含めて、実践的な形で解決策を提示する。

講習の開催地

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月12日

地球環境に関心
教諭
のある教諭、養
養護教諭
護教諭

7,000円

120人

平成26年3月17日～
平成26年5月9日

平263000751823号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

6時間 平成26年8月13日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

7,000円

120人

平成26年3月17日～
平成26年5月9日

平263000751824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

100人

平成26年3月17日～
平成26年5月9日

平263000751825号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

6,000円

80人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452284号

0467-53-2111

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu

星槎大学

環境を守るとは～自然との共生
を考える

星槎大学

本講習では、芸術が教育にもたらす意義を講師の経験と実
践例を基に考察する。音楽や美術などの視聴覚教材を用い
芸術を通じてコミュニケーション力
野口 桂子（共生科学部特任准教授）
た授業展開や、表現アートセラピー等を用いたメンタルサ
を育む
安久津 太一（共生科学部非常勤講師）
ポートについて、特にアメリカを中心とした世界教育に触れ
ながら紹介する。

神奈川県横浜
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。

神奈川県川崎
市

時間数

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

心に響く道徳教育

「道徳とは何か」「道徳教育とは何か」「子どもの道徳性の発
達」「道徳教育の授業理論」など、道徳教育に関する基礎理
論を学びなおします。また、「学校における道徳教育」「子ど 赤坂 雅裕 （国際学部教授）
もの心に響く道徳授業」の最新の実践を学び、実践的指導
力を高めます。

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 平成26年6月14日

小学校教諭 中
教諭
学校教諭 高等
栄養教諭 学校教諭 栄養
教諭

文教大学

学校教育と情報

学校教育とディジタルクリエイションでは、コンピュータを活
用した教材作成の演習として、イベントや発表会の告知や
心身の健康に関する啓蒙などについてのポスターを制作す
る。学校教育と情報リテラシーでは、近年、不登校の主たる 川合 康央 （情報学部准教授）
要因となる等社会問題化している児童生徒のインターネット 池辺 正典 （情報学部准教授）
関連のトラブル事例の分析などを通して、適切なインター
阿部 秀尚 （情報学部講師）
ネットの利用に繋がる知識を学習する。学校教育と情報活
用では、コンピュータを利用して収集した情報を整理し、指
導局面において活用する方法について学習する。

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 平成26年6月21日

教諭
全教諭 養護教
養護教諭 諭

6,000円

60人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452285号

0467-53-2111

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu

文教大学

身体運動・スポーツの実施は、健康増進に大きく貢献するも
のである。一方で文科省の調査から、若年者の体力レベル
の「二極化」が顕著に表れていることも事実である。本講習
では、若年期から理解すべき身体運動の重要性についての
若年期から理解すべき身体運動 理論を解説し、加えて簡易な体力測定を実施したうえで、身 小林 勝法 （国際学部教授）
の重要性についての理論と実践 体運動のベースとなる筋力トレーニングとストレッチングを 上田 大 （健康栄養学部講師）
実践する。また、運動と「両輪」というべき栄養の重要性も解
説する。さらには、「ストレス社会」と言われる現代に向け
て、東洋的手法を用いたストレスマネジメントについても実
践・解説する。

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 平成26年6月28日

小学校教諭 中
教諭
学校教諭 高等
栄養教諭 学校教諭 栄養
教諭

6,000円

40人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452286号

0467-53-2111

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu

6,000円

50人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452287号

0467-53-2111

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu

教諭
全教諭 栄養教
栄養教諭 諭

6,000円

30人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452288号

0467-53-2111

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu

小学校教諭 中
学校教諭 高等
学校教諭

6,000円

80人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452289号

0467-53-2111

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu

文教大学

文教大学

文教大学

文教大学

初・中等教育における数学教科
内容の学問的位置

初･中等教育の数学教科で扱われる内容について、いくつ
かの項目を選び、それらが現代数学の体系の中で、どうい
う位置にある概念や知識と評価できるか、考察を試みたい。
惠羅 博 （情報学部教授）
あわせて、それらの概念や技法が生まれた数学の歴史にも
触れ、大きな思考の枠組みの中で、数学教科の内容を捉え
ることに挑戦したい。

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 平成26年7月5日

食育講座

現代社会における食の諸問題をとらえ、人の健康、社会の
安全と安定、そして地球の健康つくりを目指す食育のあり方
を調理実習を体験し、具体的な食生活のあり方を模索す
る。
岩井 達 （健康栄養学部講師）
〔持ち物〕
エプロン（又は白衣）、三角巾（ヘアネットなど頭を覆うもので
代用可）、マスク、上履き（スリッパ、サンダル不可）

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 平成26年7月12日

国際学のフロンティア

“狭くなった”地球を舞台とした諸問題を自分たちの生活圏
からとらえ直し、より良い暮らしを営むために自他の関係性
をより望ましいものへと作り変えていくうえでも、グローバリ
ゼーションに絡んだ諸々の事象、そしてそれらとかかわる自
分たちのスタンスをいかに定めるか、という課題を扱う研究 奥田 孝晴 （国際学部教授）
の必要性が高まっている。「『国際理解』から『国際学』へ」な
どの講義を実施し、最新の国際学を学ぶ。評価について
は、科目ごとに修得状況の確認テストを行い、６時間分の総
合評価により修了認定を行う。

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 平成26年8月4日
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教諭

教諭

小学校教諭 中
学校教諭（数学）
高等学校教諭
（数学）

平成２６年度（第２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

英語科授業改善の視点

新学習指導要領が小・中・高のすべてで実施され、コミュニ
ケーション能力の育成を目指した英語教育が展開されてい
る。2013年12月には、「グローバル化に対応した英語教育
改革実施計画」が文部科学省から発表され、2020年の東京 阿野 幸一 （国際学部教授）
オリンピックを見据えた改革案が示された。これを受け、今 塩沢 泰子 （国際学部教授）
後の英語教育の方向性を把握し、英語教師として取り組む 千葉 克裕 （国際学部准教授）
課題や指導法について学び、最新の脳神経言語学に基づく
語彙習得法やオーラル・コミュニケーションの指導法につい
て理解を深める講座としたい。

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 平成26年8月5日

教育活動全体でのキャリア教育
実践のあり方

教育活動のすべてが、その特性に即して「基礎的・汎用的
能力」の育成に寄与し、キャリア発達の促進に貢献すると捉
えたい。学校における教育実践は、児童生徒に対して相互
に結び付き、影響し合って、螺線を描くごとく発達を促してい
新井 立夫 （情報学部准教授）
るのが現実である。「キャリア教育」も他の教育活動と同様
に教育活動全体の中で一人一人の児童生徒が体験・経験
する事象と相まって、全人格的発達の促進を促すという教
育実践の在り方を探ってみたい。

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭
全教諭 養護教
養護教諭 諭

文教大学

教育カウンセリングの基礎

教育カウンセリングの基礎として、１.リレーション（relation）
と問題行動、２.構成的グループ・エンカウンター、３.発達段
階を通しての児童生徒理解の3つのテーマより、講習を展開 平宮 正志 （文教大学・二松学舎大学非常勤
する。なお１.リレーション（relation）と問題行動、及び３.発達 講師）
段階を通しての児童生徒理解は講義が中心である。また２.
構成的グループ・エンカウンターは、演習が中心である。

神奈川県茅ヶ
崎市

6時間 平成26年8月8日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

専修大学

「目のつけどころ」を鍛えればどのような環境も野外博物館
に様変わりします。社会にある様々な施設の空間づくりなど
を参考に しながら、そのノウハウを学校内の学びの環境づ
身近な場所を野外博物館にしよ くりに応用してみましょう。音にも、色にも、そして空間の形 黒沢 眞里子(文学部教授)
う！
にも、いろいろな工夫があることがわかります。身近な環境 寺尾 格(経済学部教授)
をどう見たらよいかを、講習、ワークショップ、キャンパス探
索を通じて学びます。小学校、中学校、高等学校、それぞれ
に活用が可能です。

文教大学

文教大学

専修大学

専修大学

専修大学

専修大学

専修大学

神奈川県川崎
市

6時間 平成26年7月31日

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28日～
平成26年4月11日

平263010452290号

0467-53-2111

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu

6,000円

80人

平成26年3月28日～
平成26年4月11日

平263010452291号

0467-53-2111

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu

6,000円

平成26年3月28日～
80人
平成26年4月11日

平263010452292号

0467-53-2111

http://www.bunkyo.a
c.jp/stf/shougai/ko
ushinkoushu

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・中等教育学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

30人

平成26年3月24日～
平成26年6月13日

平263017950900号

044-911-7156

http://www.senshuu.ac.jp/

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・中等教育学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

30人

平成26年3月24日～
平成26年6月13日

平263017950901号

044-911-7156

http://www.senshuu.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年3月24日～
平成26年6月13日

平263017950902号

044-911-7156

http://www.senshuu.ac.jp/

教諭

中学校教諭（英
語） 高等学校教
諭（英語）

受講料 受講人数

共生社会をめざして―学校・家
族・企業(1)
「地域における学校防災を考え
る」

本講習では、「学校防災」を特に「地域」と関連づけて考えて
いく。学校の立地・施設構成、利用者属性、利用状況（利用
可能性）等々をもとに、発災の可能性とその事態の進展に
関して、いわゆるシナリオ型被害想定や地域防災マップづく 大矢根 淳（人間科学部教授）
りの手法の紹介を含みながら検討してみる。「学校防災」概 馬場 純子（人間科学部教授）
念・実践の広がりを体得していだきたい。なお、この講習は
同一テーマ(1)(2)(3)として開設される講習の一つであるが、
個別にも履修できる。

消費生活の高度化と「倫理的消
費」

グローバリゼーションの進展とともに、消費者は安価な消費
財が市場で提供されるようになった。これによって、所得水
準の低迷にもかかわらずデフレ経済の真っただ中にある日
本人にとっては、消費生活を維持することができた。その反
鈴木 奈穂美（経済学部准教授）
面、消費財を生産・流通する労働者は、長時間労働、深夜
小池 隆生（経済学部准教授）
労働、低賃金などの過酷な労働条件のもと働かざるを得な
くなり、心身ともに疲弊していった。このような現代の生産・
流通・消費で生じる光と影について、グループワークを通じ
て考察を深めていく。

神奈川県川崎
市

6時間 平成26年7月31日

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校・特別支援学
校教諭（社会・公
民）

カナヅチをなくす水泳指導法

体育の中でも特に夏季に実施される水泳授業を展開するに
あたって、担当する教員が知っておきたい、身につけておき
たい事項を講義と実技で修得していく。実技に関しては安全
佐竹 弘靖（ネットワーク情報学部教授）
管理や救助法を行うと共に、泳ぎの苦手な生徒がいかにし
時任 真一郎（法学部准教授）
て水泳嫌いを克服できるかの指導法を体験する。さらに、こ
れまで、指導に取り入れられなかったマリンスポーツの授業
導入の可能性を考えるものとする。

神奈川県川崎
市

6時間 平成26年7月31日

教諭

小学校・中学校・
特別支援学校教
諭(体育）

6,000円

20人

平成26年3月24日～
平成26年6月13日

平263017950903号

044-911-7156

http://www.senshuu.ac.jp/

英語科教育指導方法例

高等学校（あるいは中学校）の英語の授業に関して，英語
教育学研究の成果を踏まえ，授業の組み立て方や指導方
片桐 一彦（文学部教授）
法など見直すべき点を考える。リスニング指導，音読指導，
ロンコープ，ピーター Ｄ．（文学部准教授）
発音指導等を主に扱う。講義形式とワークショップ形式の両
方を採り入れる。

教諭

高等学校・中等
教育学校・特別
支援学校教諭
（英語）
（中学校教諭（英
語））

6,000円

30人

平成26年3月24日～
平成26年6月13日

平263017950904号

044-911-7156

http://www.senshuu.ac.jp/

共生社会をめざして－学校・家
族・企業（2）
「家族法から見た家族の変貌と
子どもたち」

近年のわが国では、晩婚・非婚化、少子化、生殖補助医療
による出生子の増加、離婚に伴う単親家庭の増加、児童虐
待の顕在化、高齢単身者の増加、相続紛争の激化など、家
族をとりまく環境は大きく変貌し、家族に対する意識も揺ら
いでいる。学校においても、子どもたちの背後で彼らの家族 家永 登（法学部教授）
が揺らいでいることを実感することがあると思う。本講習で 木幡 文徳（法学部教授）
は、家族法の立場から、具体的な事例を提示してこれら家
族の変貌を検討し、議論する。なお、この講習は同一テーマ
(1)(2)(3)として開設される講習の一つであるが、個別にも履
修できる。

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・中等教育学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

30人

平成26年3月24日～
平成26年6月13日

平263017950905号

044-911-7156

http://www.senshuu.ac.jp/

神奈川県川崎
市

神奈川県川崎
市

神奈川県川崎
市

6時間 平成26年7月31日

6時間 平成26年8月1日

6時間 平成26年8月1日
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平成２６年度（第２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

専修大学

専修大学

専修大学

専修大学

専修大学

講習の名称

長岡造形大学

長岡造形大学

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

アジアと日本企業

日本国内市場が少子高齢化で縮小するなか、アジアに売り
上げと利益の半分以上を依存する日本企業はすでに過半
数を超えています（株式上場企業）。本講座では、アジアビ
小林 守（商学部准教授）
ジネスにおいて日本企業を取り巻く状況とそれに対応する
岩尾 詠一郎（商学部准教授）
日本企業の対応を学びます。対象地域は中国、東南アジア
です。日本企業と連携する現地企業の特徴と変貌について
も併せて言及します。

神奈川県川崎
市

6時間 平成26年8月1日

Creating Tasks for English
Classes

この講習では、高等学校の英語の授業に必要となるタスク
がどのように作られるのかに焦点をおきます。どのような要
因がタスクの難易度に影響するのかを考え、実際に日本の
ロンコープ，ピーター Ｄ．（文学部准教授）
高等学校で使われるであろうタスクを一緒に作ります。
片桐 一彦（文学部教授）
なお、この講習は英語で行います。また、試験問題について
も英語で出題し、解答も英語で記述していただきますので、
予めご承知おきください。

神奈川県川崎
市

6時間 平成26年8月2日

共生社会をめざして－学校・家
族・企業（3）
「ワーキングプアを考える」

本講習では、企業の中の「共生」をとりあげ、その社会への
影響につき考察を試みる。具体的にはいわゆる「雇い止め」
などが議論されている非正規従業員と、一方で相対的に雇
用が守られている正社員との「共生」問題を素材とする。な
廣石 忠司（経営学部教授）
お単なる講義形式でなく、ディスカッション、それに続く発表
長谷川 聡（法学部准教授）
を軸にすえて講習を展開する。なお、この講習は同一テーマ
(1)(2)(3)として開設される講習の一つであるが、個別にも履
修できる。

神奈川県川崎
市

6時間 平成26年8月2日

対象職種 主な受講対象者

平263017950906号

044-911-7156

http://www.senshuu.ac.jp/

教諭

高等学校教諭
（英語）

6,000円

30人

平成26年3月24日～
平成26年6月13日

平263017950907号

044-911-7156

http://www.senshuu.ac.jp/

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校・特別支援学
校教諭（社会・公
民）

6,000円

30人

平成26年3月24日～
平成26年6月13日

平263017950908号

044-911-7156

http://www.senshuu.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年3月24日～
平成26年6月13日

平263017950909号

044-911-7156

http://www.senshuu.ac.jp/

6,000円

20人

平成26年3月24日～
平成26年6月13日

平263017950910号

044-911-7156

http://www.senshuu.ac.jp/

平26（※左記研修の実施要項に
5人 基づき、都道府県教育委員 70002会等からの推薦により受講 50988号

046-839-6827

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

教諭

知っておきたい理科（地学）

小学校「土地のつくりと変化」、中学校「火山と地震」・「地層
の重なりと過去の様子」に関する内容を取り挙げ、基本的内
容を講義する。特に「岩石(堆積岩・火成岩)の分類と成因」 佐藤 暢（経営学部准教授）
を取り上げ、「岩石(堆積岩・火成岩)の分類」について講義 大月 祥子（商学部講師）
する。実習では、実際の岩石の観察を行い、更に簡便・安
価な演示実験を行う予定である。

神奈川県川崎
市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小学校・中学校・
特別支援学校教
諭（理科）

ＣＧの基礎（その理論と実際）

あらゆる側面において、必須のツールとなったＣＧだが、そ
の仕組みをきちんと理解した上で使っている人は少ないと
思われる。この講習では画像処理ソフト(photoshop)を使っ
土田 知也（造形学部教授）
た演習を中心に、ＣＧの歴史、基本的理論を講義し、コン
金澤 孝和(造形学部准教授）
ピューターグラフィックを多面的に理解してもらうと共に、講
義及び演習を通し操作方法や考え方など、実際の学校現場
での活かせる技術の習得を目的とする。

デジタル一眼レフカメラによる撮
影の基礎

美術指導、生徒指導や教育におけるデジタルカメラの使い
方、撮影方法を学ぶ。講習では実際にデジタル一眼レフカメ
ラやパソコンを使い、カメラの操作方法、撮影技術、画像の
取り込み、画像の見方、画像処理の一連の流れを通して、 松本 明彦（造形学部教授）
その基礎を学んでいく。デジタルカメラの使用方法や撮影方
法の基礎や画像処理を学び、教材の作成等、教育現場に
て役立てていただきたい。

ＵＲＬ

平成26年3月24日～
平成26年6月13日

6時間 平成26年8月2日

菅原 浩（造形学部教授）
後藤哲男（造形学部教授）
木村 勉（造形学部教授）
上野裕治（造形学部教授）
川口とし子（造形学部教授）
江尻憲泰（造形学部教授）
平山育男（造形学部教授）
山下秀之造形学部教授）
森 望 （造形学部教授）
渡邉誠介（造形学部教授）
澤田雅浩（造形学部准教授）

電話番号

30人

神奈川県川崎
市

環境デザインとは何か？環境デザインを構成している各専
門分野からわかり易く解説します。私達の身の回りを取り巻
く自然環境から都市環境は人間の営為のままに放置した状
態では、決して住みやすく、他の国の人々に誇れる環境に
建築・環境デザイン論 -今長岡造 はなりません。今あるものを大切にし、それを良い方向に維
形大学が考えていること持するためには、人間の明確な意思が必要です。環境デザ
イン学とはそのような意思を専門分野毎に明らかにし、総合
化することによって達成される学問です。環境デザインにつ
いての知識を習得し、生徒たちと共に考える力を身につけ
ることを目標とします。

認定番号

6,000円

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校・特別
支援学校教諭
（社会・公民）

田中 良広（教育支援部総括研究員）
原田 公人（企画部上席総括研究員）
徳永亜希雄（教育支援部主任研究員）
金森 克浩（教育情報部総括研究員）
土井 幸輝（教育情報部主任研究員）
神山 務（企画部研究員）
藤本 裕人（教育情報部上席総括研究員）

受講者募集期間

教諭

金融リテラシー（金融の基礎教
育）をどう語るか---金融サービ
ス産業の役割を中心にして---

障害のある幼児児童生徒の教育を担当する教職員に対
し、専門的知識及び技術を深めさせるなど必要な研修を行
い、その指導力の一層の向上を図り、今後の各都道府県等
における指導者としての資質を高めるための講習。
講習内容は、視覚障害教育、聴覚障害教育を主とする障
害児教育論、ICF及びICTの活用、インクルーシブ教育シス
テム関係で構成される。

受講料 受講人数

小学校・中学校・
高等学校・中等
教育学校・特別
支援学校教諭
（社会・公民）

モノとおカネが円滑に流れれば私たちの生活は豊かになり
ます。なかでも個人の貯蓄が企業の設備投資等に向けて円
滑に流れれば、安くて質の良い商品が大量に生み出され、
一国の経済は成長します。そうした貯蓄のおカネを企業の
設備投資等に向けて円滑に流す重要な役割を果たしている 小藤 康夫（商学部教授）
のが、金融サービス産業です。具体的には銀行、証券会
渡邊 隆彦（商学部講師）
社、保険会社等の金融機関です。この講習では「金融リテラ
シー」（金融の基礎教育）として、金融機関が果たす役割を
生徒たちにどのように説明したらよいかを改めて考えてみた
いと思います。

独立行政法人国
平成26年度第一期特別支援教
立特別支援教育
育専門研修
総合研究所

長岡造形大学

講習の概要

平成26年3月17日～
平成26年5月2日

神奈川県横須
賀市

新潟県長岡市

平成26年5月12日、
平成26年5月13日、
平成26年5月15日、
18時間
平成26年5月22日、
平成26年6月4日

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

新潟県長岡市

18時間

新潟県長岡市

平成26年8月18日～
18時間
平成26年8月20日
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一般募集はしません。

特別支援学校教
諭、小・中学校等
特別支援教育担
当教諭

0円

教諭

小・中・高等・中
等教育学校教諭
(国語、社会、建
築、技術など）及
び環境に関する
教育を担当する
全ての教諭

18,000円

100人

平成26年3月16日～
平成26年6月25日

平263029053057号

0258-21-3351

http://www.nagaokaid.ac.jp

教諭

小・中・高等・中等教
育学校教諭（美術・
工芸・技術）及びデザ
イン、プロダクトデザ
イン、CG等のスキル
を業務上必要とする
教諭

18,000円

20人

平成26年3月16日～
平成26年5月25日

平263029053058号

0258-21-3351

http://www.nagaokaid.ac.jp/

教諭

小・中・高等・中
等教育学校教諭
（社会、美術、工
芸、技術等）

19,000円

20人

平成26年3月16日～
平成26年5月25日

平263029053059号

0258-21-3351

http://www.nagaokaid.ac.jp

教諭

決定した者（研修の受講者
以外の者は、免許状更新講
習を受講することはできませ
ん。））

平成２６年度（第２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

タイポグラフィ（紙面における文
字構成法）の基礎演習

タイポグラフィとは、文字情報を紙面に正確に分かりやすく、
かつ効果的に美しく配置する構成法である。一部の専門分
野で扱われてきたタイポグラフィだが、文章を作成すること
がより日常的な行為となった現代では、この技法は一般に
天野 誠(造形学部教授）
も必要になってきたと実感する。このような状況から、この講
習では教育の現場におけるタイポグラフィの重要性を説き
ながら、実際に現場で活かせる基礎的な考え方と技法を習
得することを目的とする。

JavaScriptによる情報の可視化

私達の日常は様々なデータに囲まれていますが、それらを
数値のまま理解する事は困難です。グラフや様々な手法を
使い可視化し理解しています。今回はJavaScriptのライブラ
リを使いデータを可視化するための手法を学びます。表計
算ソフトで作られるグラフとは一味違うグラフ作成の手法を 真壁 友（造形学部准教授）
学びます。グラフを作成しWeb上での利用や教室でのプレゼ
ンテーションといった応用を考えます。講習は大学備え付け
のMacで行いますが、ノートパソコンを持参しての講習も可
能です。

美術・工芸演習の基礎（模様染
の実際）

美術・工芸の実技教育には、造形の目的に応じた素材と表
現技法の実践的な経験が必要となる。授業への応用を考慮
に入れ、素材、道具の扱い等、基礎的な後染め技法の習
得、および造形における素材と表現について理解を深める
為の作品制作をわかり易い指導の下行う。
鈴木 均治(造形学部教授）
実際の教育現場においても実施できるよう簡易的な設備で
も実施できる内容を取り入れるとともに、科目・学校種にか
かわらず造形、芸術を通して教育に必要な人間的豊かさを
感じてもらい、今後に役立てていただきたい。

美術・工芸実習の基礎（金属造
形の実際）

美術・工芸の実技教育には、造形目的に応じた素材の選択
と表現技法の実践的な経験が必要となる。美術や工芸の実
際の授業に応用することも含め、基礎的な金属造形の制作
工程に伴う安全な用具機器の取り扱い、加工原理を理解・
考察するための鋳金技法による作品制作をわかり易い指導
長谷川 克義(造形学部准教授）
の下行う。
実際の教育現場においても実施できるよう簡易的な設備で
も実施できる内容を取り入れるとともに、科目・学校種にか
かわらず造形、芸術を通して教育に必要な人間的豊かさを
感じてもらい、今後に役立てていただきたい。

長岡造形大学

美術・工芸演習の基礎
（ガラス鋳造技法による器の制
作）

造形表現を軸とした実技教育には、その素材を理解し表現
技法の実践的な経験が必須である。今回の講習を通し基本
的なガラス鋳造技法の習得と造形における素材と表現につ
いて理解を深める為の作品制作を行います。そして、科目・
中村 和宏(造形学部准教授）
学校種にかかわらず造形・芸術を通して教育に必要な人間
の文化的豊かさを感じてもらい、わかり易い指導の下で各
教諭において今後の授業応用も踏まえ、この講習を役立て
ていただきたい。

新潟薬科大学

20世紀後半の分子生物学の急速な進展の中、遺伝子組換
え技術が開発され、様々な遺伝子組換え生物が作られてい
る。講義では、植物、微生物を題材にし、遺伝子組換えの原
遺伝子組換え技術の進展と将来 理とその将来展望について概説する。実験では、大腸菌へ 髙久洋暁（応用生命科学部准教授）
展望
オワンクラゲ由来の緑蛍光蛋白質遺伝子の導入を行った 田中宥司（応用生命科学部教授）
後、遺伝子組換えの結果、大腸菌が獲得したオワンクラゲ
由来の機能を確認する。最後に、遺伝子組換え技術の可能
性と問題点についてみんなで議論する。

長岡造形大学

長岡造形大学

長岡造形大学

長岡造形大学

新潟薬科大学

食中毒・学校での事例と病原体
について

学校給食による食中毒は、死者3人と患者8000人を出した
96年の堺市O157事件のように多数の被害者を出すことが
ある。ノロウイルスによるものも多い。しかし件数として多い
のは、総合学習や調理実習での食中毒である。食中毒の原
浦上 弘(応用生命科学部教授)
因とその予防法について、講義を行う。放射線については、
低線量での健康被害の有無が専門家の間でも意見がわれ
るので、食品などの規制が困難となる。その背景と他の毒
物との違いを説明する。

講習の開催地

新潟県長岡市

新潟県長岡市

新潟県長岡市

新潟県長岡市

新潟県長岡市

新潟県新潟市

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成26年8月20日

教諭

小・中・高等・中
等教育学校教諭
（国語・英語・美
術・工芸・技術な
ど）及び文字・デ
ザイン・美術等の
知識を業務上必
要とする全ての
教諭

6,000円

20人

平成26年3月16日～
平成26年5月25日

平263029053060号

0258-21-3351

http://www.nagaokaid.ac.jp

教諭

小・中・高等・中
等教育学校教諭
（簡単で良いので 12,000円
Web制作の経験
のある方）

15人

平成26年3月16日～
平成26年5月25日

平263029053061号

0258-21-3351

http://www.nagaokaid.ac.jp

教諭

小・中・高等・中
等教育学校教諭
（美術・工芸・技
術）及び図工・美
術等を担当する
全ての教諭

21,000円

10人

平成26年3月16日～
平成26年5月25日

平263029053062号

0258-21-3351

http://www.nagaokaid.ac.jp/

教諭

小・中・高等・中
等教育学校教諭
（美術・工芸・技
術）及び図工・美
術等を担当する
全ての教諭

22,000円

10人

平成26年3月16日～
平成26年5月25日

平263029053063号

0258-21-3351

http://www.nagaokaid.ac.jp

教諭

小・中・高等中等
教育学校教諭
（美術・工芸・技
術）及び図工・美
術等を担当する
全ての教諭

21,500円

6人

平成26年3月16日～
平成26年5月25日

平263029053064号

0258-21-3351

http://www.nagaokaid.ac.jp

教諭

中学校教諭（理
科）、高校教諭
（理科・農業）

6,000円

50人

平成26年4月25日～
平成26年5月16日

平263029753024号

0250-25-5386

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

養護教諭、小学
教諭
校教諭、中・高校
養護教諭
教諭（理科）、栄
栄養教諭
養教諭

6,000円

50人

平成26年4月25日～
平成26年5月16日

平263029753025号

0250-25-5386

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

12時間

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月21日

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

平成26年8月19日～
18時間 平成26年8月20日、平
成26年8月22日

平成26年8月19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6日

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月7日

新潟薬科大学

化学の最近のトピックスのうち幾つかを中学校や高等学
校の教科書に掲載されているような事柄と絡めて紹介す
る。特に、最近話題のグリーンケミストリーの分野について
化学の最近のトピックスと教育現
新井祥生（応用生命科学部教授）
は、演者らの研究も一部紹介しながらやや専門的な話題を
場で使える簡単な実験
中村豊（応用生命科学部教授）
提供する。また、現場の理科実験室で可能で安価な材料で
すむ簡単でそれでいて生徒の興味を引くような目に見える
変化が出る実験を紹介する。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中・高校教諭（理
科）

6,000円

50人

平成26年4月25日～
平成26年5月16日

平263029753026号

0250-25-5386

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

新潟薬科大学

人類はこの100年余りで多くの病気を克服してきた。病原微
生物による感染症対策の歴史において特に顕著であるが、
病原微生物との闘いの歴史に学
これら微生物との闘いによって生命科学について重要な知 太田達夫（応用生命科学部教授）
ぶ生物学
見が獲得された。その解明の歴史を素材に、生物学を身近
に感じられるよう解説する。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中学・高校教諭
（理科）

6,000円

50人

平成26年4月25日～
平成26年5月16日

平263029753027号

0250-25-5386

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

89 / 264 ページ

平成２６年度（第２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

1.生態系のより深い理解を目的に、植物生態・分類・生物多
様性の保全に関する講義を行います。特に、陸上植物の系
統分類、群落の構造解析、植生の分布と環境要因の解析、
自然度評価、生物多様性の価値など解説します。
白﨑 仁（薬学部教授）
2.群集・種個体群の野外調査の手法、植物種の区別を、大
学周辺の里山を使って実習します。悪天候の場合は、大学
周辺の植物を採集して実習室内で顕微鏡観察と植物の同
定を行います。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中・高校教諭（理
科）

6,000円

50人

平成26年4月25日～
平成26年5月16日

平263029753028号

0250-25-5386

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

富山福祉短期大 「幼少期に必要な運動遊びにつ
学
いて」

幼少期に必要とされる運動動作の獲得や子どもの発育発
達の応じた運動指導の方法について講義及び実技を通じて
学ぶ。また、日本サッカー協会のキッズリーダー講習会を併 小川耕平（幼児教育学科 助教）
用して実施することで、実際の教育現場で使える実践的な
運動遊びについての知識と技術を習得する。

富山県射水市

6時間 平成26年7月29日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

8,000円

30人

平成26年3月17日～
平成26年6月17日

平263515651511号

0766-55-5567

http://www.tfukushi.urayama.ac.
jp/

金沢大学

小学校選択講座：図画工作

図画工作科における「つくる活動」の意義，指導計画の配
慮事項について講義の後，機構工作の講義と作品制作を
鷲山 靖（人間社会研究域学校教育系教授）
通じて機構工作のカリキュラム・学習指導のあり方を検討す
る。

石川県金沢市

6時間 平成26年7月19日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850658号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

小学校選択講座：図画工作

図画工作科における「つくる活動」の意義，指導計画の配
慮事項について講義の後，機構工作の講義と作品制作を
鷲山 靖（人間社会研究域学校教育系教授）
通じて機構工作のカリキュラム・学習指導のあり方を検討す
る。

石川県鳳珠郡
穴水町

6時間 平成26年7月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850659号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

小学校選択講座：社会

社会科が苦手な先生に，社会科を大好きになっていただく
ための講座です。社会科のおもしろさの必要十分条件とは
何か。どうやったらその必要十分条件を盛り込めるようにな 村井 淳志（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市
るのか。豊富な授業例を提示しながら，わかりやすく解説し
ます。

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校教諭

6,000円

150人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850660号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

小学校選択講座：社会

社会科が苦手な先生に，社会科を大好きになっていただく
ための講座です。社会科のおもしろさの必要十分条件とは
石川県鳳珠郡
何か。どうやったらその必要十分条件を盛り込めるようにな 村井 淳志（人間社会研究域学校教育系教授）
穴水町
るのか。豊富な授業例を提示しながら，わかりやすく解説し
ます。

6時間 平成26年7月19日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850661号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

小学校選択講座：音楽

小学校の音楽授業づくりにおける基礎的・基本的な内容
及び指導方法について，それぞれの領域ごとに再確認し，
実際に具体的な教材，授業実践を通して学ぶことを目的と 篠原 秀夫（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市
する。歌唱の活動，器楽の活動，音楽づくりの活動，及び鑑
賞の活動である。

6時間 平成26年8月2日

教諭

小学校教諭

6,000円

70人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850662号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

矢倉
辻井
理科：新しい学習指導要領にもとづく小学校理科の内容に
授）
ついて，生物領域および物理領域の内容を取り上げて解説
井原
する。
酒寄
小学校選択講座：理科・算数・英 算数：新しい学習指導要領にもとづく小学校算数科の内容
滝沢
語
について，その背景にあるいくつかの数学的内容も含めて
授）
解説し，授業改善に資する。
守屋
英語：新しい学習指導要領にもとづく小学校英語の指導方
大谷
法を，コミュニケーションや言語学習の観点から解説する。
伊藤
授）

6時間 平成26年8月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

150人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850663号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

6時間 平成26年8月29日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850664号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

新潟薬科大学

金沢大学

金沢大学

金沢大学

植物生態・分類・生物多様性保
全の生物学

公隆(人間社会研究域学校教育系教授）
宏之(人間社会研究域学校教育系准教
良訓(人間社会研究域学校教育系教授）
淳史(人間社会研究域学校教育系教授）
雄一(人間社会研究域学校教育系准教 石川県金沢市
哲治(人間社会研究域学校教育系教授）
実(人間社会研究域学校教育系教授）
伸也(人間社会研究域学校教育系准教

体育：運動領域「表現リズム遊び」「表現運動」の内容「表
現遊び」「表現」の学習指導について，授業例を検討する講
義及び実技を行い，授業実践に資する。
吉川 京子（人間社会研究域学校教育系教授）
石川県金沢市
家庭科：「身近な消費生活と環境」の領域を中心に，家庭 尾島 恭子（人間社会研究域学校教育系教授）
科という教科の特徴を踏まえた指導と学習内容について学
ぶ。

金沢大学

小学校選択講座：体育・家庭

金沢大学

教材研究を行う上で参考となるよう，日本文学の近年の動
向を知り，具体的な作品に関する問題を取り上げる。また，
日本語・日本文学の最近の動向
近年話題になっている日本語に関する問題について取り上
と課題
げる。これらを通じて，さらに教育上の課題についても考え
る。

石川県金沢市

6時間 平成26年7月28日

教諭

中学校・高等学
校（国語）教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850665号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

(1)改訂常用漢字表，｢敬語の指針｣等，日本語をめぐる近年
の施策･指針等への理解を確実なものにする。
日本語・日本語研究の近年の動
近藤 明（人間社会研究域学校教育系教授）
(2)日本語研究の近年の成果をふまえ，ことばに注目して一
石川県金沢市
向
飯島 洋（人間社会研究域学校教育系准教授）
味違う教材(古文･現代文)読解につなげる手立てを検討す
る。

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校・高等学
校（国語）教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850666号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

グローバル時代は，世界の諸言語の一つとして日本語に
ついて学ぶことの重要性に気づかせてくれる。１コマ目と3コ
マ目は，日本語学の視点から，旧態依然とした国語教育に
グローバル時代のニーズに応え
おける言語学習，文法学習の内容を面白くするための提案
る国語教育とその課題―日本語
をしてみたい。また，グローバル時代を迎え，日本語を母語
学，日本語教育学の視点から―
としない児童・生徒が教室で学ぶ状況が増えてきた。2コマ
目では日本語教育の視点からそのような子どもたちへの指
導上の課題について考える。

6時間 平成26年7月27日

教諭

中学校・高等学
校（国語）教諭，
小学校教諭も可

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850667号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

髙山 知明（人間社会研究域歴史言語文化学
系教授）
杉山 欣也（人間社会研究域歴史言語文化学
系教授）

加藤 和夫（人間社会研究域歴史言語文化学
系教授）
石川県金沢市
深澤のぞみ（人間社会研究域歴史言語文化学
系教授）
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ＵＲＬ

金沢大学

地域の福祉課題

人口の高齢化や格差の拡大という現代の福祉課題を通し
て地域社会を捉え，社会福祉学，経済学，社会学といった
多様な学問的視点からの分析を紹介し検討する。背景にあ
る社会変動や政策の変遷を理解し現状を把握するととも
に，解決に向けた様々な取り組みを紹介し，課題解決のあ
り方を考えていきたい。

森山 治（人間社会研究域経済学経営学系教
授）
横山 壽一（人間社会研究域経済学経営学系
教授）
田邊 浩（人間社会研究域人間科学系教授）

石川県金沢市

6時間 平成26年8月9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4月7日～
平成26年5月6日

平261003850668号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

本講座では，アベノミクスの「三本の矢」（順不同：「金融緩
和」「成長戦略」「財政出動」）を主な話題として，経済成長
現代経済の諸問題：アベノミクス
論・金融経済論・ケインズ経済学の各側面から中学社会科
を中心に
あるいは高校地歴公民の授業で少しでも役立ちうる視点を
提供します。

塩谷 雅弘（人間社会研究域経済学経営学系
准教授）
池下研一郎(人間社会研究域経済学経営学系
准教授
瀬尾 崇(人間社会研究域経済学経営学系准
教授)

石川県金沢市

6時間 平成26年8月27日

教諭

中学校（社会
科）・高校（地理
歴史・公民）教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850669号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

石川県金沢市

6時間 平成26年7月20日

教諭

中学校（社会）・
高等学校（地理
歴史・公民）教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850670号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

現代世界の様相を理解する上で，近代から現代にかけて
の国際政治史を理解することは非常に重要である。この講
義では北朝鮮や中国をめぐる国際的緊張の度合いが和ら
古泉 達矢（人間社会研究域法学系准教授）
ぐことのない東アジア，および「アラブの春」以降各国の政情
佐藤 尚平（人間社会研究域法学系准教授）
が世論を賑わせている西アジアに着目する。そして現代の
動静を理解するための糸口を探るという観点から，両地域
をめぐる２０世紀の国際政治史を整理・素描してみたい。

金沢大学

近現代国際政治史

金沢大学

１９世紀後半以降の現代数学とそれまでの数学とは大き
な隔たりがある。その理由は様々であるが，１つあげるとす
ると虚数の理解であろう。じつは虚数は突然に誕生したわ
川越 謙一（理工研究域数物科学系講師）
けではなく，その存在が疑われた期間が数百年続いた。当
現代数学への道--虚数と級数-牛島 顕（理工研究域数物科学系准教授）
時の数学者たちがどのようにして虚数を理解していったかを
加須榮 篤（理工研究域数物科学系教授）
解説したい。大きな隔たりの理由の１つに無限級数も候補
にあげられるであろう。無限級数にまつわる不思議な公式
も紹介したい。

石川県金沢市

6時間 平成26年7月28日

教諭

中学校・高等学
校（数学）教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850671号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

円周率と逆正接系公式

円という図形の性質に古来から興味が持たれたのは，実
用性の観点のみならず知的好奇心の観点からも自然な事
でした。また，円は数学の授業で扱われる基本的な図形の
牛島 顕（理工研究域数物科学系准教授）
一つです。円の長さや面積を求める事は，この図形の性質
加須榮 篤（理工研究域数物科学系教授）
に関する基本的な問題であり，円周率はその問題を解く鍵
川越 謙一（理工研究域数物科学系講師）
となる数値です。円周率のより正確な値を求める為の，紀元
前から始まる人々の努力の道筋を紹介し，計算機で求める
際に用いられる逆正接系公式を重点的に解説します。

石川県金沢市

6時間 平成26年7月27日

教諭

中学校・高等学
校（数学）教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850672号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

幾何学点描

円を転がすことによって描かれる曲線について，その性質
や応用について考察する。定規とコンパスや適当な円形の 加須榮 篤（理工研究域数物科学系教授）
ものを利用して曲線の概形を求める作業を行う。また，グラ 川越 謙一（理工研究域数物科学系講師）
フの幾何に実験で触れる。中学校および高校数学の図形と 牛島 顕（理工研究域数物科学系准教授）
計量に関する領域を補う内容である

石川県金沢市

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校・高等学
校（数学）教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850673号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

近年の分子レベルでの解析技術の著しい進歩により，生
物学は飛躍的に発展している。本講座では，分子（核酸，タ
ンパク質），細胞，個体を研究対象とするいくつかの研究分
現代ニーズに応える生物学の最 野において，教科書の内容から話を起こし，身近な話題と
新事情
絡めつつ，最新の情報を提供する。教科書に記載されてい
る内容を大幅に補強することで，「生物」の授業に厚みを持
たせること，また，「生物」を専門としない教員に対しても最
新の生命科学を紹介することを目的とする。

金森 正明(理工研究域自然システム学系講師)
岩見 雅史(理工研究域自然システム学系教授)
東(遠藤) 浩(理工研究域自然システム学系准 石川県金沢市
教授)
福森 義宏(理工研究域自然システム学系教授)

6時間 平成26年8月28日

教諭

中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850674号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

海野 進（理工研究域自然システム学系教授）
柏谷 健二（金沢大学招へい講師）
荒井 章司（理工研究域自然システム学系教
授）
石川県金沢市
森下 知晃（理工研究域自然システム学系教
授）
長谷部徳子（環日本海域環境研究センター准
教授）

6時間 平成26年8月30日

教諭

中学校・高等学
校（理科）教諭

6,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850675号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

6,000円

平成26年4月7日～
48人
平成26年5月6日

平261003850676号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

6,000円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850677号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

金沢大学

金沢大学

現代地球科学の諸問題

近年の地球科学の動向を展望して，特に進展著しく，理解
を深めておく必要があると思われるトピックをいくつか取り上
げて重点的に解説する。
大トピック１. 島弧から大陸へ - 島弧火山が作る大陸地殻.
２. 地球深部掘削計画 - 海洋プレートをつくるマグマ活動と
地下生命圏.
大トピック2. 長期気候変動と地球環境. ２. 水文環境の変
動と地表プロセス.

スキルアップのための化学実験
と化学構造式の描画実習

安全に且つ正確な化学実験を行うには，知識に加え適度
な経験と技術が必要となる。本講習では実験操作の再確認
国本 浩喜(理工研究域物質化学系教授)
を目的に，化学実験の基礎である計量器具の取扱いと滴定
本田 光典(理工研究域物質化学系准教授)
操作の実習を行う。更に化学構造式を描画する標準的ソフ
山口 孝浩（理工研究域物質化学系准教授）
トウェアであるChemDrawについて利用方法を学び，正確か
つ美しい化学構造の描画方法を習得する。

石川県金沢市

6時間 平成26年8月29日

教諭

中学校・高等学
校（理科）教諭

現代物理学の基礎―アインシュ
タインの相対性理論

19世紀，光の正体をめぐる論争の末，光速度が観測者の
速度に依らないという大矛盾が明らかになった。アインシュ
タインは，光速度を絶対的とすれば時間と空間が相対的と
青木 健一(理工研究域数物科学系教授)
なる事を導き，相対性理論を打ち立てた。本講習では，予備
末松大二郎(理工研究域数物科学系教授)
知識を仮定せず簡単な算数計算だけで相対性理論とその
帰結を導く。また，教室で生徒が実行可能な波の性質を調
べる実験と霧箱による素粒子観測の実験も行う。

石川県金沢市

6時間 平成26年8月27日

教諭

中学校・高等学
校(理科)教諭
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金沢大学

「保健体育科の教材研究と指導法」では，今日の教育実
践の特質を踏まえつつ，新学習指導要領において求められ
「保健体育科の教材研究と指導
山田 哲（人間社会研究域学校教育系准教授）
る教材研究や体育指導法について解説する。「コーチング
法」＆「コーチングのバイオメカニ
横山 剛士（人間社会研究域学校教育系准教 石川県金沢市
のバイオメカニクス」では，バイオメカニクスの基礎的な知識
クス」
授）
を概説し，コーチングへのバイオメカニクスの利用方法につ
いてとりあげる。

6時間 平成26年8月12日

教諭

中学校・高等学
校（保健体育）教
諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850678号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

本講座では，学習指導要領をいかした保健体育科の授業
づくりと学校体育経営の課題について話題提供をします。体
育分野に関しては，「授業づくりのポイント」，「体育授業と学
岩田 英樹（人間社会研究域人間科学系教授）
保健体育科の授業と学校体育経 校体育経営（特別活動や運動部活動）の課題」について述
藤谷かおる（人間社会研究域人間科学系教授） 石川県金沢市
営
べます。保健に関しては，平成２０年，21年学習指導要領の
保健分野，科目保健の改訂のポイント，及び「習得した知識
を活用する学習活動」を保健の授業を進める上での留意点
等について取り上げます。

6時間 平成26年8月11日

教諭

中学校・高等学
校（保健体育）教
諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850679号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

音楽教師のためのピアノ実技

任意のピアノソロ作品又は器楽曲，声楽曲の任意のピア
ノ伴奏，中高音楽教科書に掲載されている歌唱教材等のピ 小野 隆太（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市
アノ伴奏の実技レッスンをする。

6時間 平成26年7月20日

教諭

中学校・高等学
校(音楽)教諭

6,000円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850680号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

中学校・高等学校の音楽の教科書で扱われている合唱曲
学校教育における実践的な歌唱
と独唱曲の教材をとり上げ，その歌唱法と指導法を考察し 安藤 常光（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市
法および歌唱指導法
ながら，日本語と外国語の発音の違いなどを学ぶ。

6時間 平成26年7月21日

教諭

中学校・高等学
校（音楽）教諭

6,000円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850681号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

より実践的な音楽理論の理解を深めることを目的としま
す。はじめに，既成の教材や講師が編曲した楽曲をつかっ
て，和声法・対位法の基礎を復習します。その後，歌唱・合
唱・合奏教材を用いて自ら編曲を試みます。最後に完成し 浅井 暁子（人間社会研究域学校教育系准教
音楽科教師のための作編曲講座
た楽曲は，受講生で演奏発表し，演奏効果の面からも考察 授）
します。編曲の素材は基本的には教材としますが，校歌の
伴奏やクラブ活動のための楽曲などを用いることも可能で
す。但し2時間で仕上げられる曲。

石川県金沢市

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校・高等学
校（音楽）教諭

6,000円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850682号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

大村 雅章（人間社会研究域学校教育系教授）
宮下 孝晴（人間社会研究域歴史言語文化学
石川県金沢市
系教授）
鷲山 靖（人間社会研究域学校教育系教授）

6時間 平成26年7月31日

教諭

中学校・高等学
校（美術）教諭

6,000円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850683号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

石川県金沢市

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校・高等学
校（美術）教諭

6,000円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850684号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

石川県金沢市

6時間 平成26年8月25日

教諭

中学校・高等学
校（美術）教諭

6,000円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850685号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

鯨 幸夫（人間社会研究域人間科学系教授）
黒堀 利夫（人間社会研究域人間科学系教授）
佐々木敏彦（人間社会研究域人間科学系教
石川県金沢市
授）
香坂 玲（人間社会研究域人間科学系准教授）

6時間 平成26年8月25日

教諭

中学校・高等学
校（技術）教諭

6,000円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850686号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

教諭

中学校（技術科）
教諭・高等学校
（芸術科工芸）教
諭

12,000円

平成26年4月7日～
10人
平成26年5月6日

平261003850687号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

6,000円

平成26年4月7日～
20人
平成26年5月6日

平261003850688号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

共同制作としてのフレスコ画

中世イタリアを中心としたフレスコ画について，講義と実技
を行う。特にルネサンス以前の壁画，工房制作におけるブ
オン・フレスコ画について，画面構成法や技法史，図像学に
よる主題の解読など講義する。また，実技では当時の技法
や材料に基づいた，共同作業としてのフレスコ画制作を実
施する。

金沢大学

彫刻概説

本講習は３部構成である。第１部では彫刻教材の検討・展
望について意見交換する。第２部では彫刻の種類や造形要
鷲山 靖(人間社会研究域学校教育系教授)
素について著名な作品を取り上げて論ずる。第３部では２０
江藤 望(人間社会研究域学校教育系教授)
世紀の彫刻に大きな影響を及ぼしたロダンについて概説す
る。

金沢大学

昨今注目される映像メディア表現を通して，美術科教育に
おけるデザイン教育の役割を表現と鑑賞の視点から考えま 池上 貴之（人間社会研究域学校教育系准教
デザイン教育と映像メディア表現 す。講習では，学校にある機材を使って，簡単にできる映像 授）
メディア表現の実技を交えながら，デザイン教育について考 鷲山 靖（人間社会研究域学校教育系教授）
えます。

金沢大学

教育内容の充実～栽培・電気・
機械の最近のトピックス～

近年，森林・作物生産と環境保全に関して多くの問題を受
け，森林・木工の分野の環境教育と，穀物からのエネル
ギー生産（バイオエタノール化）や有機栽培を含めた作物生
産の動向について解説する。さらに，振動や熱，電磁波など
の身の回りにあるエネルギーを電力として回収する｢環境に
やさしい回収型エネルギー発電技術｣について解説する。過
去の破壊事故を例に金属の「疲労」について基礎的な話を
交えて解説する。

金沢大学

ものづくり学習・教育の魅力

ものづくり学習に関する技術科及び芸術科工芸の現状・
展望について意見交換を実施後，鍛金技法による丼鍋の制
鷲山 靖(人間社会研究域学校教育系教授)
作と親子丼の調理を通じて，学校教育における「ものづくり
学習・教育」の意義を検討する。

金沢大学

家庭科のカリキュラムや授業を構想するさいの視点・観点
について，講義・演習・討論を行う。授業実践例や教材・教
家庭科のカリキュラム：授業づくり 具，資料等を分析したり，授業を構想したりしながら進めて
綿引 伴子（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市
A
いく。問題解決型の学習，思考力や市民性の育成，消費者
教育の動向，食育との関係，地域に根ざした教材化など，
できるだけ今日的課題を取り上げる。

6時間 平成26年8月9日

教諭

中学校・高等学
校(家庭）教諭

金沢大学

家庭科のカリキュラムや授業を構想するさいの視点・観点
について，講義・演習・討論を行う。授業実践例や教材・教
具，資料等を分析したり，グループまたは個人で授業を構
家庭科のカリキュラム：授業づくり
想したりする。構想した授業について相互に検討し合う。
綿引 伴子（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市
B
(「家庭科のカリキュラム・授業づくりA」の講習をふまえた内
容なので，「家庭科のカリキュラム・授業づくりA」とともに受
講することが望ましい。）

6時間 平成26年8月10日

教諭

中学校・高等学
校(家庭）教諭

6,000円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850689号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

本講習の目的は，現在の保育及び保育を巡る現状と課題
を知り，受講者自身がそうした現状と課題を踏まえたうえ
家庭科の授業づくり：保育の現状 で，実際の授業の在り方を案出する機会を提供することで 滝口 圭子（人間社会研究域学校教育系准教
から
ある。具体的には，まず，保育及び保育を巡る現状と課題 授）
について講義をする。受講者による現状と課題に関する集
団討論の後に，各自で授業実践例を考案する。

6時間 平成26年8月11日

教諭

中学校・高等学
校（家庭）教諭

6,000円

25人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850690号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

石川県金沢市

石川県金沢市

平成26年8月11日～
12時間
平成26年8月12日
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感じていただけるようにと考えている。
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ＵＲＬ

石川県金沢市

6時間 平成26年8月25日

教諭

中学校・高等学
校（英語）教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850691号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

石川県金沢市

6時間 平成26年8月26日

教諭

中学校・高等学
校（英語）教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850692号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

異文化間コミュニケーション

本講習の目的は，異文化に属する人々とコミュニケーショ
ンする際にギャップが起こる原因をコミュニケーション学の観
点から解明し，異文化間コミュニケーションを効果的に行う
ために必要な英語力を習得することである。個人／集団主
小林 恵美子（外国語教育研究センター准教授) 石川県金沢市
義やハイ／ロー・コンテキストといった文化的価値志向，時
間の概念や空間の使い方といった非言語行動等，ギャップ
の原因とされる概念を説明し，グループディスカッションを交
えながら進める。

6時間 平成25年8月27日

教諭

中学校・高等学
校（英語）教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850693号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

受講者に必要と考える医療・保健分野におけるトピックス
を選択し，それぞれの知識や対応策等について概説する。
トピックスは「思春期に発症しやすい心の病気」，「放射能・
放射線の影響とその利用」，「発達期のスポーツ障害」，「生
活習慣病」，「思春期・青年期のセクシュアリテイとリプロダク
テイブ・ヘルス/ライツ，性感染症」である。講義内容は独立
しているが，筆記試験は一括して行い，各知識等の定着に
ついて確認する。

平成26年4月7日～
100人
平成26年5月6日

平261003850694号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

アメリカ短編小説の読み方

金沢大学

近年グローバルに活躍できる若者の育成を目指し，あら
ゆる教育現場で多種多様な取り組みが行われているが，多
くの場合英語が国際交流のための万能ツールと見なされて
グローバル人材育成のために英
いる。またこのような現状のもと，小中高そして大学への英
語教育ができること －国際交流
斉木 麻利子(国際機構教授)
語指導のバトンタッチをスムースに行うことが，以前にも増し
の事例から―
て重要な課題となってきている。本講習では，身近な教育現
場での国際交流の事例を検証しながら，学校レベルを通じ
た英語教育の在り方を模索する。

金沢大学

講習の開催地

金沢大学

医療・保健分野のトピックス

武村 哲浩（医薬保健研究域保健学系准教授）
三秋 泰一（医薬保健研究域保健学系准教授）
森下英理子（医薬保健研究域保健学系教授） 石川県金沢市
島田 啓子（医薬保健研究域保健学系教授）
北岡 和代（医薬保健研究域保健学系教授）

金沢大学

障害者権利条約では当事者の「自己決定権」を基本的権
利として重視しているが，教育活動にあってもこれを最大限
に尊重すべきである。今日，個のニーズに応じた指導が強
総合リハビリテーションの思想と 調される一方，心理学的支援技法の浸透による要素主義的
吉川 一義（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市
特別支援教育
理解や短期的行動変容を求める傾向が強まっている。人格
形成を目指す教育的視点の後退という現状批判は，学校現
場のみならず教育研究領域にも通じる。以上をふまえて，講
習では教育の意義と役割を再考する。
自閉症，アスペルガー症候群，LD，ADHDなど，いわゆる
「軽度」発達障害と総称される発達障害のタイプを概説し，ラ
イフステージごとに遭遇する対人関係やコミュニケーション，
学習，社会適応上の支援すべき問題について事例を紹介
大井 学（人間社会研究域学校教育系教授）
する。巷間流布する一見わかりやすい「支援法」の陥りやす
い誤り，発達障害を持つ子どもの臨床像とニーズの多様性
への対処の必要，生涯を見通した多角的で柔軟な支援の
在り方について述べる。

6時間 平成26年8月28日

中学校・高等学
教諭
校（保健体育）教
養護教諭
諭・養護教諭

6,000円

6時間 平成26年8月11日

教諭
特別支援学校教
養護教諭 諭・養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850695号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

発達障害がある子どもたちの理
解と支援

石川県金沢市

6時間 平成26年8月12日

教諭
特別支援学校教
養護教諭 諭・養護教諭

6,000円

100人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850696号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

・児童生徒の現代的健康課題を概観し，その解決に向けた
保健室経営の在り方を考える。更に，グループワークにより
各学校の児童生徒の背景を踏まえた保健室経営計画につ
いて議論し，議論から得られた具体策をもとに自校の健康
健康課題解決にむけた養護実践
河田 史宝（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市
課題解決に向けた保健室経営計画を検討する。
・健康相談および保健指導について概観し，自校の健康課
題解決に向けて個別指導・集団指導，関係機関との連携を
考え，健康相談のあり方を考察する。

6時間 平成26年8月26日

養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850697号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

6時間 平成26年8月27日

養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850698号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

6時間 平成26年8月25日

「いのち」の教育
教諭
に関心を持つ県
養護教諭
下の教諭、養護
栄養教諭
教諭、栄養教諭

6,000円

100人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850699号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

6時間 平成26年7月20日

「いのち」の教育
教諭
に関心を持つ県
養護教諭
下の教諭、養護
栄養教諭
教諭、栄養教諭

6,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850700号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

金沢大学

金沢大学

金沢大学

・学校における救急処置に必要な基本的事項を生理学の視
点から概説する。食物アレルギーの基礎知識と保健室での
保健指導に活用できる生理学の内容を示す。
学校における救急処置と危機管
河田 史宝（人間社会研究域学校教育系教授）
・学校における危機管理の現状を分析し，その背景に応じ
石川県金沢市
理
杉本 直哉（医薬保健研究域医学系准教授）
た危機管理，保健指導，関係者との連携のあり方を考え，
養護教諭の専門性をどのように活かしていくかを考察する。

道徳・倫理（いのちの教育）

日本におけるＤｅａｔｈ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎの典型実践，金森俊朗
先生の『性の授業 死の授業』，鳥山敏子先生の『いのちに
触れる』について豊富な映像資料を交えて，わかりやすく解 村井 淳志（人間社会研究域学校教育系教授） 石川県金沢市
説します。「いのち」の教育に関心のある先生方の聴講を期
待しています。

道徳・倫理（いのちの教育）

日本におけるＤｅａｔｈ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎの典型実践，金森俊朗
先生の『性の授業 死の授業』，鳥山敏子先生の『いのちに
石川県鳳珠郡
触れる』について豊富な映像資料を交えて，わかりやすく解 村井 淳志（人間社会研究域学校教育系教授）
穴水町
説します。「いのち」の教育に関心のある先生方の聴講を期
待しています。
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平成２６年度（第２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

金沢大学

持続可能な開発のための教育
（ESD）入門

講習の概要

担当講師

2008年の小中学校の学習指導要領改訂，2009年の高等
学校の学習指導要領改訂により組み込まれた「持続可能な
鈴木 克徳（環境保全センター教授）
開発のための教育（ESD）」について，その概念，学校や地
松木 篤（環日本海域環境研究センター准教
域での実践事例，学校と地域との連携の進め方等について
授）
学ぶとともに，ESDを盛り込んだカリキュラムの作り方につい
て考察する。

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

教諭
教諭、養護教諭
養護教諭

6,000円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平261003850701号

076-264-5956

http://mkoushin.w3.kanazawa
-u.ac.jp

石川県金沢市

6時間 平成26年8月26日

石川県立大学

①（講義）遺伝子組換え植物の作出方法と育種への応用：
アグロを利用した形質転換法の概要と実際に作出された品
種の紹介
②（実験）遺伝子組換え植物の識別：ゲノムDNAを抽出し、
遺伝子組換え技術など新しい手 PCR法により、イネなどの遺伝子組換え植物と非組換え植
法を利用した農作物改良の現状 物を識別
③（実験）高校でできるDNAの抽出：タマネギやバナナから
DNAを抽出し、RNase処理の効果を観察
④（講義）エンドファイト（植物内生菌）の利用：エンドファイト
を利用した耐虫性作物の作出について

鈴木正一（生物資源環境学部生産科学科教
授）
高原浩之（生物資源環境学部生産科学科准教
授）
石川県野々市
関根政実（生物資源環境学部生産科学科教
市
授）
古賀博則（生物資源環境学部生産科学科教
授）

6時間 平成26年8月25日

教諭

高等学校
理科教諭向け

6,000円

20人

平成26年3月16日～
平成26年8月8日

平262003051101号

076-227-7407

http://www.ishikawa
-pu.ac.jp

石川県立大学

物理学及び地学

以下に示す、４課題を講述・実習する。
① 地球温暖化が手取川流域の水循環に及ぼす影響
② 気象観測及び気象予測の理論と実際
③ マイクロ水力発電に関わる理論および実用化に向けた
課題
④ 流体力学におけるベルヌーイの法則の応用に関して、
オリフィスから流出する水流を観察し、流量係数を計算する
実験実習

藤原洋一（生物資源環境学部環境科学科准教
授）
皆巳幸也（生物資源環境学部環境科学科准教
授）
石川県野々市
瀧本裕士（生物資源環境学部環境科学科准教 市
授）
一恩英二（生物資源環境学部環境科学科准教
授）

6時間 平成26年8月26日

教諭

高等学校
理科教諭向け

6,000円

20人

平成26年3月16日～
平成26年8月8日

平262003051102号

076-227-7407

http://www.ishikawa
-pu.ac.jp

食の化学

以下に示す、食に関わる基礎的科学、ならびに最近の新し
い技術に関する３科目の講義と１科目の実習を行う。
① きのこの化学成分
② 食品中の微生物分析
③ 非破壊的な食品品質分析
④ リアルタイムＰＣＲと化学蛍光物質を用いたＤＮＡ作物の
検出（実習）

後藤秀幸（生物資源環境学部食品科学科教
授）
小栁喬（生物資源環境学部食品科学科准教
授）
石川県野々市
石田信昭（生物資源環境学部食品科学科教
市
授）
海老原充（生物資源環境学部食品科学科准教
授）

6時間 平成26年8月27日

教諭

高等学校
理科教諭向け

6,000円

20人

平成26年3月16日～
平成26年8月8日

平262003051103号

076-227-7407

http://www.ishikawa
-pu.ac.jp

金沢学院大学

オンライン教材制作入門：
学習管理システム「ムードル」を
使った授業運営

普通の授業でよく行われる資料配付、テスト、課題提出、
学習履歴管理等をパソコンとネットワークによって補完する
フリーソフトウェアー「ムードル」の活用法を実習し、効果的
な授業運営を研究する。
ゴードン・ベイトソン（文学部教授）
具体的には、「ムードル」の概要説明の後、クイズ作成ソフ
トウェアー「ホット・ポテト」で作られた課題をムードルで配信
すること、及び学習成果の評価の仕方を紹介し、実習する。

石川県金沢市

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

6,000円

20人

平成26年3月18日～
平成26年6月13日

平263030351769号

076-229-8835

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

金沢学院大学

中・高の漢文の分野において、将来にわたって古典文学
に親しみ、「生きる力」をも見いだせるような学習指導の方法
を講習する。先ずは、漢文語法の基礎を固めること。また、
漢字の音訓や国字についても触れる。次に、中国史話に
中・高国語科担当教員対象講座
よって時代背景や人物像を知るとともに先人の智恵を学
柳澤 良一（文学部教授）
Ｂ： 新しい時代の漢文教授法
び、また我が国文学への影響の跡をたどる。さらには、漢詩
の平仄・韻・対句等の基礎の確認と漢詩創作への挑戦。ま
た、菅原道真や源氏物語の時代の漢詩文を通して、日本漢
詩文についての理解を深める。

石川県金沢市

6時間 平成26年8月11日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

50人

平成26年3月18日～
平成26年6月13日

平263030351770号

076-229-8835

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

金沢学院大学

明治以降に、石川ないし金沢に関連して書かれた「郷土の
文学」を、教材としていかに取り上げるか、金沢の三文豪
中・高国語科担当教員対象講座
（泉鏡花・徳田秋声・室生犀星）やゆかりの作家（加能作次 水洞 幸夫（文学部教授）
C： 郷土文学の教材化
郎・三島由紀夫・水芦光子・曽野綾子など）の作品から例を
挙げ、問題提起を交えながら講義する。

石川県金沢市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

50人

平成26年3月18日～
平成26年6月13日

平263030351771号

076-229-8835

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

金沢学院大学

「現代文」（近現代文学）の頻出教材「羅生門」・「山月記」・
中・高国語科担当教員対象講座
蔀 際子（准教授）
「こころ」・「高瀬舟」の研究史と最新の研究について、講義
D： 現代文定番教材の研究史
寺田 達也（准教授）
する。

石川県金沢市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

50人

平成26年3月18日～
平成26年6月13日

平263030351772号

076-229-8835

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

金沢学院大学

日本語母語話者向けの<国語教育>や日本語非母語話者
向けの<日本語教育>のような教育現場において、<国語／
日本語>の文法がどのような形で取り上げられているかにつ
中・高国語科担当教員対象講座
いて比較検討し、それぞれの文法概念の違いや接点、問題 寺田 智美（文学部准教授）
E： 日本語の文法
点等について考察していく。さらに、<日本語学>で行われて
いる<文法研究>が教育現場に与える影響についても言及し
てゆく。

石川県金沢市

6時間 平成26年8月12日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

50人

平成26年3月18日～
平成26年6月13日

平263030351773号

076-229-8835

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

石川県金沢市

6時間 平成26年8月26日

教諭

中学校・高等学
校保健体育科教
諭

6,500円

30人

平成26年3月18日～
平成26年6月13日

平263030351774号

076-229-8835

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

教諭

工業高校などの工業
系科目担当教諭、お
よび課題研究や総合
的な学習の時間を担
当しているなどにより
PBLに興味のある教
諭

6,000円

20人

平成26年3月17日～
平成26年6月30日

平263030451122号

076-294-6402

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

石川県立大学

金沢学院大学

金沢工業大学

柔道の教授法

柔道実技指導における様々な問題点や疑問にたいして現
実的な面からアドバイスし講義を行う。また、経験の浅い指
導者でも安全かつ効果的な指導が出来るように配慮し、そ
渡辺 直勇（スポーツ健康学部講師）
の方法を講義する。本年度から武道必修化となり、学校教
育の現場において柔道の役割を理解させるためのアドバイ
スを講義する。

工業科教育法

工業教育の歴史と現状について考察し、工業高校の生徒を
指導するための原理・方法を検討する。授業に焦点を当て 松本重男 （基礎教育部 教授）
るとともに、これからの工業高校の在り方についてＰＢＬ
木村竜也 （基礎教育部 准教授）
（Project Based Learning：問題解決型学習）の視点から考 伊藤大輔 （基礎教育部 准教授）
える受講者参加型の講習である。

石川県野々市
市

6時間 平成26年7月19日
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平成２６年度（第２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

金沢学院短期大
栄養学とその周辺の現在
学

金沢学院短期大学・食物栄養学科に所属する教員が、それ
ぞれの専門分野について、基礎的な内容や最近の話題に
ついてオムニバス形式で講習を行う。講習を行う専門分野
は解剖生理学、基礎栄養学、臨床栄養学、栄養指導、給食
管理などである。

公益財団法人全 農業実験実習講習会『農業と環
国学校農場協会 境』

農業と環境
１ 作物（イネ）の各器官の観察
２ イネの遺伝子診断
３ 環境に優しい雑草防除法
４ コメ粉の利用
５ コメの官能試験（食味検査）

担当講師
渡邉琢夫（食物栄養学科教授）
野村孝弘（食物栄養学科教授）
西野喜美子（食物栄養学科准教授）
七尾由美子（食物栄養学科准教授）
水口冨美江（食物栄養学科准教授）

講習の開催地

石川県金沢市

岩崎 行玄（福井県立大学生物資源学部教授）
吉岡 俊人（福井県立大学生物資源学部教授）
高橋 正和（福井県立大学生物資源学部准教
福井県永平寺
授）
町
三浦孝太郎（福井県立大学生物資源学部講
師）
水口 亜樹（福井県立大学生物資源学部講師）

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月26日

18時間

平成26年8月4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

栄養教諭 栄養教諭

6,000円

50人

平成26年3月18日～
平成26年6月13日

平263515750978号

076-229-8835

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

10,000円

30人

平成26年4月1日～
平成26年6月4日

平268132551638号

03‐3463‐7721

http//www.nojokyoka
i.or.jp

教諭

中（技術・家庭
科）高（農業科・
家庭科）の教諭

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

山梨県立大学

保育内容の指導や現代の幼児教育に関わる様々な課題に
ついて実践的に学ぶことを目指す。具体的には、「幼稚園教 池田政子（山梨県立大学教授）
育要領」の改訂を受け、子どもや社会の変化に応じた幼稚 山田千明（山梨県立大学教授）
幼稚園教諭の実践力を高める①
園教育の充実に向け、多文化共生のための幼児教育、「そ 小田切陽一（山梨県立大学教授）
の子らしさ」を伸ばしジェンダー・バイアスのない保育のあり
方、食育について学ぶ。

山梨県甲府市

6時間 平成26年7月19日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年3月17日～
平成26年4月30日

平262003450635号

055-224-5360

http://www.yamanash
i-ken.ac.jp/

山梨県立大学

保育内容の指導や現代の幼児教育に関わる様々な課題に
ついて実践的に学ぶことを目指す。具体的には、「幼稚園教
育要領」の改訂を受け、子どもや社会の変化に応じた幼稚 村木洋子（山梨県立大学准教授）
幼稚園教諭の実践力を高める②
園教育の充実に向け、音楽表現と造形表現の各分野につ 古屋祥子（山梨県立大学准教授）
いて、ワークショップ形式で具体的に子どもの表現を引き出
す指導法を学ぶ。

山梨県甲府市

6時間 平成26年7月20日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年3月17日～
平成26年4月30日

平262003450636号

055-224-5360

http://www.yamanash
i-ken.ac.jp/

山梨県立大学

保育内容の指導や現代の幼児教育に関わる様々な課題に
ついて、実践的に学ぶことを目指す。具体的には、保育者
幼稚園教諭の実践力を高める③ のお手本をそのまま踊らせるのではなく、子ども一人ひとり 高野牧子（山梨県立大学教授）
の身体表現を引き出し、創造性とコミュニケーション力を培う
指導法をワークショップ形式で実践的に学ぶ。

山梨県甲府市

6時間

平成26年7月30日、
平成26年8月2日

教諭

幼稚園教諭

7,500円

30人

平成26年3月17日～
平成26年4月30日

平262003450637号

055-224-5360

http://www.yamanash
i-ken.ac.jp/

18時間

平成26年8月9日～
平成26年8月11日

18,000円

50人

平成26年3月17日～
平成26年4月30日

平262003450638号

055-224-5360

http://yamanashiken.ac.jp

保健教育に関わる養護教諭・教
諭の実践能力を高める

本講習は教諭・養護教諭免許状取得教員を対象とした選択
講習である。現場の教諭・養護教諭からの希望を反映して、
最近の子どもの身体的・精神的な実態を把握し、その子ど
もの実態をふまえ、近年増加している救急処置や感染予防
への対応について学ぶ。さらに心理的な課題を抱える子供
への教育力を高めるために演習をとり入れたカウンセリング
の基本を学ぶ。 これらをふまえて、日々の教育活動を改め
てふりかえり、子供の生きる力を向上させるため、教諭・養
護教諭としての教育実践力を高めることを目指している。

池田久剛（山梨厚生病院小児科部長、山梨県
立大学非常勤講師）
茂手木明美（山梨県立大学講師）
文珠紀久野（山梨県立大学教授）
城戸口親史（山梨県立大学講師）
村松照美（山梨県立大学教授）
小尾栄子(山梨県立大学助教)

山梨県甲府市

小学校外国語活動の授業の充
実を目指す講座

最新の第二言語習得理論及び日本国内の小学校外国語活
動の教育内容をふまえ、英語の4技能（Listening, Reading,
Speaking, Writing）の効果的な指導のあり方について講習を
行います。さらに、 「外国語活動」の目的と意義、教師の役
割や国際理解教育との関連などについて基礎的理論を学
ぶ機会として、実際に教材を用いてワークショップを行い、
指導力向上を目指します。

高野美千代（山梨県立大学准教授）
伊藤ゆかり（山梨県立大学准教授）
山下広司（山梨県立大学准教授）
Peter Mountford（山梨県立大学講師）
佐藤正幸(山梨県立大学教授)

山梨県甲府市

小動物ヤマネと森のかかわり

ヤマネは、小学校の「国語」の教科書にも登場する森にすむ
愛らしい小動物です。ヤマネが棲んでいる森を実際に散策
し、自然観察の目を養い、動物の生態・保全、人が森から受
ける様々な恩恵（生態系サービス）・森の管理の大切さ等に
門脇 正史(生命環境系助教)
ついて理解します。また、自然観察を通じ、心を豊かにする
だけでなく、巣箱の組立・架設体験もありますので、理科の
みならず、国語、社会、家庭科、美術、総合学習等の教育
に生かしてください。

長野県南佐久
郡

財団法人日本ア
ウトワード・バウ 「気づきの人間教育」2日間
ンド協会

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人と
の関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育
において教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険
教育の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦
し、「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」
から自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直し
ます。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育
の基本的な考え方を学びます。

梶谷耕一（長野校校長代理）
今井修之（カスタムプログラム担当）
藤岡良仁（長野校インストラクター）
由井義仲（長野校インストラクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間

財団法人日本ア
ウトワード・バウ 「気づきの人間教育」2日間
ンド協会

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人と
の関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育
において教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険
教育の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦
し、「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」
から自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直し
ます。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育
の基本的な考え方を学びます。

梶谷耕一（長野校校長代理）
今井修之（カスタムプログラム担当）
藤岡良仁（長野校インストラクター）
由井義仲（長野校インストラクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間

山梨県立大学

山梨県立大学

筑波大学

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年3月17日～
平成26年5月30日

平262003450639号

055-224-5360

http://yamanashiken.ac.jp/

教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
理科

6,000円

10人

平26平成26年3月25日～平
10016成26年6月22日
53216号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

平成26年5月17日～
平成26年5月18日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

28,500円

20人

平成26年3月16日～
平成26年5月10日

平268135051530号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

平成26年6月7日～
平成26年6月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

28,500円

20人

平成26年3月16日～
平成26年5月31日

平268135051531号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年7月27日
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平成２６年度（第２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

財団法人日本ア
ウトワード・バウ 「気づきの人間教育」2日間
ンド協会

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人と
の関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育
において教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険
教育の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦
し、「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」
から自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直し
ます。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育
の基本的な考え方を学びます。

梶谷耕一（長野校校長代理）
今井修之（カスタムプログラム担当）
藤岡良仁（長野校インストラクター）
由井義仲（長野校インストラクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間

平成26年6月21日～
平成26年6月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

28,500円

20人

平成26年3月16日～
平成26年6月14日

平268135051532号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

財団法人日本ア
ウトワード・バウ 「気づきの人間教育」2日間
ンド協会

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人と
の関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育
において教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険
教育の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦
し、「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」
から自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直し
ます。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育
の基本的な考え方を学びます。

梶谷耕一（長野校校長代理）
今井修之（カスタムプログラム担当）
藤岡良仁（長野校インストラクター）
由井義仲（長野校インストラクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間

平成26年7月12日～
平成26年7月13日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

28,500円

20人

平成26年3月16日～
平成26年7月5日

平268135051533号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

財団法人日本ア
ウトワード・バウ 「気づきの人間教育」2日間
ンド協会

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人と
の関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育
において教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険
教育の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦
し、「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」
から自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直し
ます。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育
の基本的な考え方を学びます。

梶谷耕一（長野校校長代理）
今井修之（カスタムプログラム担当）
藤岡良仁（長野校インストラクター）
由井義仲（長野校インストラクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間

平成26年7月23日～
平成26年7月24日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

28,500円

20人

平成26年3月16日～
平成26年7月16日

平268135051534号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

財団法人日本ア
ウトワード・バウ 「気づきの人間教育」2日間
ンド協会

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人と
の関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育
において教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険
教育の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦
し、「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」
から自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直し
ます。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育
の基本的な考え方を学びます。

梶谷耕一（長野校校長代理）
今井修之（カスタムプログラム担当）
藤岡良仁（長野校インストラクター）
由井義仲（長野校インストラクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間

平成26年7月25日～
平成26年7月26日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

28,500円

20人

平成26年3月16日～
平成26年7月18日

平268135051535号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

財団法人日本ア
ウトワード・バウ 「気づきの人間教育」2日間
ンド協会

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人と
の関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育
において教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険
教育の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦
し、「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」
から自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直し
ます。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育
の基本的な考え方を学びます。

梶谷耕一（長野校校長代理）
今井修之（カスタムプログラム担当）
藤岡良仁（長野校インストラクター）
由井義仲（長野校インストラクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間

平成26年7月30日～
平成26年7月31日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

28,500円

20人

平成26年3月16日～
平成26年7月23日

平268135051536号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

財団法人日本ア
ウトワード・バウ 「気づきの人間教育」2日間
ンド協会

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人と
の関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育
において教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険
教育の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦
し、「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」
から自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直し
ます。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育
の基本的な考え方を学びます。

梶谷耕一（長野校校長代理）
今井修之（カスタムプログラム担当）
藤岡良仁（長野校インストラクター）
由井義仲（長野校インストラクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間

平成26年8月6日～
平成26年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

28,500円

20人

平成26年3月16日～
平成26年7月30日

平268135051537号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

財団法人日本ア
ウトワード・バウ 「気づきの人間教育」2日間
ンド協会

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人と
の関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育
において教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険
教育の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦
し、「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」
から自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直し
ます。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育
の基本的な考え方を学びます。

梶谷耕一（長野校校長代理）
今井修之（カスタムプログラム担当）
藤岡良仁（長野校インストラクター）
由井義仲（長野校インストラクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間

平成26年8月18日～
平成26年8月19日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

28,500円

20人

平成26年3月16日～
平成26年8月11日

平268135051538号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

財団法人日本ア
ウトワード・バウ 「気づきの人間教育」2日間
ンド協会

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人と
の関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育
において教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険
教育の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦
し、「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」
から自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直し
ます。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育
の基本的な考え方を学びます。

梶谷耕一（長野校校長代理）
今井修之（カスタムプログラム担当）
藤岡良仁（長野校インストラクター）
由井義仲（長野校インストラクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

28,500円

20人

平成26年3月16日～
平成26年8月13日

平268135051539号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/
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平成２６年度（第２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

財団法人日本ア
ウトワード・バウ 「気づきの人間教育」2日間
ンド協会

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人と
の関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育
において教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険
教育の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦
し、「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」
から自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直し
ます。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育
の基本的な考え方を学びます。

梶谷耕一（長野校校長代理）
今井修之（カスタムプログラム担当）
藤岡良仁（長野校インストラクター）
由井義仲（長野校インストラクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間

平成26年9月6日～
平成26年9月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

28,500円

20人

平成26年3月16日～
平成26年8月30日

平268135051540号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

財団法人日本ア
ウトワード・バウ 「気づきの人間教育」2日間
ンド協会

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人と
の関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育
において教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険
教育の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦
し、「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」
から自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直し
ます。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育
の基本的な考え方を学びます。

梶谷耕一（長野校校長代理）
今井修之（カスタムプログラム担当）
藤岡良仁（長野校インストラクター）
由井義仲（長野校インストラクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間

平成26年9月20日～
平成26年9月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

28,500円

20人

平成26年3月16日～
平成26年9月13日

平268135051541号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

財団法人日本ア
ウトワード・バウ 「気づきの人間教育」2日間
ンド協会

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人と
の関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育
において教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険
教育の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦
し、「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」
から自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直し
ます。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育
の基本的な考え方を学びます。

梶谷耕一（長野校校長代理）
今井修之（カスタムプログラム担当）
藤岡良仁（長野校インストラクター）
由井義仲（長野校インストラクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間

平成26年10月4日～
平成26年10月5日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

28,500円

20人

平成26年3月16日～
平成26年9月27日

平268135051542号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

財団法人日本ア
ウトワード・バウ 「気づきの人間教育」2日間
ンド協会

自分に自信を持つこと､自分の気持ちを表現すること､人と
の関係を築くこと等、知識や技術ではない心を育てる教育
において教師は何ができるのでしょう。その実践例が冒険
教育の中にあります。リアルな野外実習に教師自身が挑戦
し、「本気で困難に立ち向かう経験、人と心から関わる経験」
から自分自身と向き合い、教師としてのあり方を見つめ直し
ます。また、経験の気づきから心を育む冒険教育・体験教育
の基本的な考え方を学びます。

梶谷耕一（長野校校長代理）
今井修之（カスタムプログラム担当）
藤岡良仁（長野校インストラクター）
由井義仲（長野校インストラクター）

長野県北安曇
郡小谷村

18時間

平成26年11月1日～
平成26年11月2日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

28,500円

20人

平成26年3月16日～
平成26年10月23日

平268135051543号

025-557-2211

http://www.obsjapan.org/

岐阜大学

附属学校実践演習（小・国語）

本講習では、小学校国語科の授業を観察・参観し、それに
基づいたワークショップを行うとともに、小学校国語科の現
状の課題や指導上の論点について解説ならびに協議を行
う。小学校国語科の問題状況に関して受講生の課題をふま 小林 一貴(教育学部 准教授)
えつつ、実際の授業に基づいて様々な観点から検討するこ
とにより、授業実践についての理解を深めることを目的とす
る。

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251286号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

附属学校実践演習（中・国語）

岐阜大学附属中学校での実践発表授業を題材に、特に、
音声、語彙、文法等、日本語の諸現象に関する観点から教
材分析をおこない、実際の教育方法を考える。まだ、来年度
の教材が決まっていないため、詳細は会場で説明するが、 山田 敏弘(教育学部 教授)
研究校等で十分に議論されている授業方法についてこの講
習では議論せず、言語教育の観点から内容として何をどう
教えるべきかを考えていく講習である。

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251287号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

岐阜大学

国語科教育のあゆみ

戦後の国語科教育の変遷を概観します。講義形式が中心
になりますが、昭和二十年代のローマ字教科書等、実物を
手に取ることで、身近で分かりやすい授業にします。GHQの
安 直哉(教育学部 教授)
占領政策にどのように対峙していったかを中心に解説して
いきます。さらには現行の学習指導要領国語の根底にある
思想を読み解いていきます。

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251288号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

岐阜大学

講義ではまず、国語教育の基本理念の把握を通して「説明
文・論説文」、「話すこと・聞くこと」教材とはまったく異なる
「文学」教材の特性を理解し、授業で付けたい力をしっかり
「文学教材」と付けたい力－授業 把握します。また教材分析では、小・中学校国語のさまざま
でその教材がもっとも輝く「読み」 なタイプの教材をとりあげた読みの方法論―構造分析（や 根岸 泰子(教育学部 教授)
を知ろう－
まなし、詩作品）・テクスト分析（ゼブラ）・教材研究（戦争文
学）など―を知ることで、クラスの実態に即した指導方法に
つなげます。文学教材への苦手意識を克服したい先生にも
お奨めの講座です。※教材は変更する場合があります。

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251289号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251290号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

岐阜大学

岐阜大学

日本の古典文学

教科書によく採用される古文作品を主な対象として、古文読
解の基礎から、発展的な問題への展望までを確認していく。
文法・語彙・表現の問題、あるいは歴史資料などの作品外 原田 敦史(教育学部 准教授)
文献の活用などを通じて、古文解釈の方法とともに、授業者
として持っておくべき知識について講義する。

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年6月20日

6時間 平成26年6月22日

6時間 平成26年6月29日

6時間 平成26年7月5日

6時間 平成26年7月5日
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教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

幼稚園・小学校・
中学校 国語
教諭

小学校・中学校
国語 教諭

小学校・中学校
国語 教諭

小学校・中学校
国語 教諭

中学校・高等学
校 国語 教
諭

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

平成２６年度（第２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

岐阜方言を学ぶ教材を作ろう

小学校や中学校の教材でも見られる方言学習ですが、具体
的に地元の方言を学ばせたいと思っても、概説書もなけれ
ば具体的方策もわからない。そんな先生方もいらっしゃるこ
山田 敏弘(教育学部 教授)
とでしょう。この講習では、はじめに岐阜方言の概説を学
び、その後、グループワークによって、特に飛騨（岐阜県）方
言学習のための教材を作成していきます。

岐阜大学

漢詩を読む

漢文というと、高校生には小難しいもの、教訓めいたものと
して敬遠されがちです。本講習では、李白や杜甫を中心とし
た唐詩を例にあげて、表面的に現代語訳するだけでなく、作
好川 聡(教育学部 准教授)
品を深く読み込むことを通じて、古典を鑑賞する面白さを伝
えたいと思います。またあわせて、漢字・漢文教育の問題点
も指摘していきます。

岐阜大学

この講習では、まず、「『だ』が断定というのは本当？」「謙譲
語が『主語を低める』はもう古い！」といった学校文法の矛
盾点を指摘し、よりよく教える方法を考えます。次に、実際
文法的観点を用いた国語教材分 の小学校の国語科教材で定番となっている「くじらぐも」や
山田 敏弘(教育学部 教授)
析とその指導法
「お手紙」などの物語教材を、文法という観点から読み解い
ていきます。教材解釈で使え授業に役立てられる文法を考
える講習です。文法は苦手だけど物語教材を奥深く教えた
いという方にお勧めです。

岐阜大学

当日行われる附属学校教員の公開した授業をもとに，授業
のよい点，改善点をどのように日々の授業へ取り入れること
が出来るかということについて，学習指導計画，授業者の意
附属学校実践演習（小・社会科）
須本 良夫(教育学部 准教授)
図等に関して参観者同士でワークショップ形式の討議を行
う。その後，小学校の社会科授業に関する理論と実践の統
合について考えていく。

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

「森の文化」・「稲作文化」と環境
教育・総合学習

日本の山は何故緑か、熱帯アジアの人口稠密現象は悪
か、焼畑とは何かなどを考える。講義を通して、1万年におよ
ぶ日本人の森の文化、人類を救う稲作のちから、焼畑の本 野元 世紀(教育学部 教授)
質などを知る。おそらく新たな環境教育・総合学習の視点を
もつことができるのではないかと考える。

２０世紀以降の歴史学に大きな影響を与えたフランスのア
ナール派歴史学にスポットを当て、その代表的歴史家と著
新しい歴史学の流れと歴史教育
矢橋 透(教育学部 教授)
作を順次紹介する。さらにその日本の歴史教育への導入可
能性に関し、認識を深める。

中学校社会科歴史分野、高等学校地歴科日本史に共通す
る学習内容を踏まえ、主要な教材の取り扱い方について検
早川 万年(教育学部 教授)
討する。教師としての歴史の見方考え方を深めながら、日
本史教材の具体例に即して学習上の留意点を考察する。

岐阜大学

中学校・高等学校 日本史教材
の検討

岐阜大学

現在、多くの高等学校の世界史教科書では新しい研究成果
が積極的に取り入れられ、視角資料やコラムを含めるとそ
の内容は大変充実したものになっています。この点をふま
ヨーロッパ近世・近代史－近年の
え、本講習では、近世・近代ヨーロッパを主たる対象として、 辻本 諭(教育学部 准教授)
研究成果の検討と授業への活用
近年の研究の動向や成果について検討します。また、後半
にディスカッションの時間を設け、授業への活用について受
講者全員で討議・意見交換を行います。

岐阜大学

小学校6年生社会科および中学校社会科歴史分野の双方
を視野に入れ、主要教材の取り扱い方、小学校中学校相互
の学習内容の相違点等について検討する。受講者の経験 早川 万年(教育学部 教授)
も踏まえ、歴史の見方考え方について総合的に深めていく
ことを目的とする。

岐阜大学

小中学校社会科歴史学習の検
討

社会科・地理歴史科における教
材の特性

教科の主たる教材である検定済教科書，検定のための申
請図書，および関連する視聴覚教材を主たる素材として，
社会科・地理歴史科における教材の特性を考察する。内容 大関 泰宏(教育学部 教授)
は地理的分野を中心とするが，近現代の歴史的分野につい
ても一部含まれる。

講習の開催地

岐阜県高山市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県高山市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年7月5日

6時間 平成26年8月1日

6時間 平成26年8月13日

6時間 平成26年6月21日

6時間 平成26年7月19日

6時間 平成26年7月22日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年8月1日

6時間 平成26年8月2日

6時間 平成26年8月22日

98 / 264 ページ

対象職種 主な受講対象者

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

小学校・中学校
国語 教諭

高等学校
教諭

国語

小学校・中学校
国語 教諭

小学校
教諭

社会

小学校・中学校・
高等学校 社会
（地理歴史） 教
諭

高等学校 社会
(地理歴史） 教
諭

中学校・高等学
校 社会（地理歴
史） 教諭

高等学校 社会
(地理歴史） 教
諭

小学校・中学校
社会
教諭

小学校・中学校・
高等学校 社会
（地理歴史） 教
諭

受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251291号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251292号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251293号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251294号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251295号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251296号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251297号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251298号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251299号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251300号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成２６年度（第２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

通常は肯定的に評価される近代民主主義が、権利論や労
働論や能力論を巡っては大きな問題を孕んでいる点を、哲 竹内 章郎(地域科学部 教授)
学・思想史も省みて論じる。

岐阜大学

近代民主主義の光と影：影の部
分を中心

岐阜大学

日本企業の海外生産は1980年代後半から拡大を続け，海
外生産比率の上昇による企業利潤の増大をもたらしてい
経済のグローバル化と日本経済 る。しかしその一方で，国内の雇用は減少し，労働条件の
柴田 努(地域科学部 助教)
の変容
悪化が進んでいる。本講義では，経済のグローバル化によ
る国内経済への影響について，日本企業の投資行動や雇
用戦略の変化に焦点をあて，分析を行う。

岐阜大学

裁判員制度と法教育の課題

2009年5月から裁判員制度が始まったが、今後小中高にお
ける法教育が重要になってくる。すでに色々な学校でも先行
実験授業が行われているが、裁判員制度とは何か、そこで 近藤 真(地域科学部 教授)
必要とされる知識や見識を模擬裁判を通して多面的に検証
し、法教育の課題を考える。

論語を読む

中国古典の代表的著作とも言える『論語』を読んでみる。古
典を読むとはどういう事かを体験するために、実際に『論
坂内 栄夫(教育学部 教授)
語』を注釈に従って読み進めていく。なお、受講者は漢和辞
典を持参する事（電子辞書は不可）。

岐阜大学

まちづくり条例をつくる

近年では多くの地方公共団体(主に市町村)が「まちづくり条
例」や「自治基本条例」を制定しています。この認定講習で
は、まず、法律、命令、条例などの法がどのような形で存在
しているのかを確認し、その調べ方も勉強していただいた上
で、自分の住んでいる、あるいは勤めている地域の自治体 三谷 晋(地域科学部 准教授)
のまちづくり条例や自治基本条例を検討し、最終的にはご
自分でまちづくり条例や自治基本条例を実際につくっていた
だくことを考えています。そうすることで、自分たちのまちの
基本理念を考えるきっかけになれば、と考えます。

岐阜大学

本講習では、小学校社会、中学校社会公民分野、高等学校
現代社会、政治経済においてカリキュラムの重要な対象の
一つである国際連合を取り上げる。国連は、冷戦期に比べ
国際連合入門ーなぜ国際社会に
て活動が飛躍的に拡大し、活動の内容も方法も劇的な変容 上野 友也(教育学部 准教授)
は国連が必要なのかー
を遂げた。本講習では、このような新しい国連の動きを理解
するだけでなく、国際機構の誕生から現代の国際連合の活
動までを復習することを目的とする。

岐阜大学

附属学校実践演習（小・算数）

附属小学校の算数の授業を見学した後に，分科会に参加
する。その後，算数の指導内容論について深く学ぶ。児童
の活動や指導方法等についての議論はせず，内容の吟味 河崎 哲嗣(教育学部 准教授)
を高い見地から探求する講習なので，受講生はそのことを
良く考えた上で，この講習を選択して下さい。

附属学校実践演習（中・数学）

附属中学校の算数の授業を見学した後に，分科会に参加
する。その後，数学の指導内容論について深く学ぶ。生徒
の活動や指導方法等についての議論はせず，内容の吟味
河崎 哲嗣(教育学部 准教授)
を高い見地から探求する講習なので，受講生はそのことを
良く考えた上で，この講習を選択して下さい。筆記用具の
他、ハサミ、ノリ、定規、色鉛筆、カッター、電卓持参のこと。

自然数の全体は有理数体の存
在までも含意すること、及び、環
の分数環の存在について

自然数全体{0,1,2,3,...}とその加法と乗法は、定義をせずに有
理数体（分数とその加法と乗法）を産み出すことを講義す
る。さらに、任意の可換環は定義をせずにその分数環を産
み出すことも講義する。この系として、
畑田 一幸(教育学部 教授)
(a/b)+(c/d)=(ad+bc)/(bd); (a/b)(c/d)=(ac)/(bd); (-p)q=-pq;
(-p)(-q)=pq等が証明される。これらは2009年に公表された
新しい結果である。これまでの本と論文がこれらの等式を定
義として扱ってきたが、それは誤り。

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

講習の開催地

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年6月29日

6時間 平成26年6月29日

6時間 平成26年7月5日

6時間 平成26年7月24日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年8月2日

6時間 平成26年6月20日

6時間 平成26年6月22日

6時間 平成26年6月29日
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対象職種 主な受講対象者

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

高等学校 社会
（公民） 教諭

高等学校 社会
（公民） 教諭

小学校・中学校・
高等学校 社会
（公民） 教諭

高等学校 国語
社会（公民） 教
諭

小学校・中学校・
高等学校 社会
（公民） 教諭

小学校・中学校・
高等学校 社会
（公民） 教諭

小学校・中学校
算数 教諭

中学校・高等学
校 数学 教
諭

小学校・中学校・
高等学校 算数
数学 教諭

受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251301号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251302号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251303号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251304号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251305号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251306号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251307号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251308号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251309号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成２６年度（第２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

現象の数学解析

高校の知識を用いて、経済学、工学や物理学に現れる現象
を解析する。この事によって、高校の数学が将来どのように
用いられるのかを学ぶ事が、本講習の目的である。講習で
は、まず講義（講師による説明）を行ってから、演習を行うこ
とで理解の定着を図る。注意事項として、高校の範囲外で
あるが、殆どの教科書に記載されている微分方程式を扱
柘植 直樹(教育学部 准教授)
う。基本事項は説明するが、ある程度の予備知識があると
理解の助けとなると思われる。また、演習では、組み合わ
せ、確率、数列の和、漸化式、微分積分（極限、積や商の微
分）のある程度複雑な計算を行うので、これらについて習熟
している事が望まれる。

岐阜大学

三角関数の定義再考

三角関数の基本極限に対する証明は高校教科書では循環
論法であるという主張がある。この意味を再考し、それは三
角関数の定義をどうするかという問題に起因していることを
和田出 秀光(教育学部 助教)
確認する。同時に、べき級数により三角関数を定義しなおす
ことにより、そこから三角関数の諸性質が再確認できること
を議論する。

岐阜大学

グラフとは、いくつかの点とそれらを結ぶ線の集合である。
グラフ理論では、例えば、グラフの一筆書きや、チェスの盤
上のすべてのマスをナイトが1度ずつ通る道筋があるかどう
一筆書きや地図の塗り分けの数 か、という問題を考える。また、いかなる地図も4色に塗り分
佐藤 正寿(教育学部 助教)
学
けられる、という4色定理が有名である。受講者の希望に応
じて、グラフ理論に関するパズルの紹介、もしくは、4色定理
の証明の概略、のいずれかについて行うことを予定してい
る。

岐阜大学

結び目の幾何学

本講習では次のように，空間図形の分類について考察す
る。（１）日常生活に現れる結び目を空間図形として捉え，そ
の投影図がどのようになるか，投影図から図形をどのように
田中 利史(教育学部 准教授)
数量化できるかについて考える。（２）空間図形としての結び
目に対して，連続した変形を許した場合の図形の分類方法
について考察する。

附属学校実践演習（小・理科）

担当の大学教員とともに附属小学校の公開授業を参観し 須山 知香(教育学部 准教授)
て、分科会で理科授業について意見交換をした後、公開授 三宅 崇(教育学部 准教授)
業に関連した内容、あるいはさらに専門的な内容の講義を 萩原 宏明(教育学部 助教)
受け、授業方法を考えるとともに、理科分野の最新の知識、
技能を深める。

岐阜大学

附属学校実践演習（中・理科）

担当の大学教員とともに附属中学校の理科公開授業を参
観し，分科会で当該授業について意見交換します。平成26
年度の理科公開授業は物理の分野であり，それらに関連す
仲澤 和馬(教育学部 教授)
る内容を深めるとともに，発展的な内容として放射線に関連
中村 琢(教育学部 助教)
する講習・実習を用意する計画です。これらから，授業内容
や方法を考える契機を得たり，新たな知識や技能を修得し
ていただけることを期待しています。

岐阜大学

いま、野生動物をとりまく生態系のバランスが壊れている。
これは自然生態系だけの問題ではなく、われわれ人間社会
にも大きな影響をもたらしている。本講習では、哺乳類を中
野生動物から生物多様性を考え
心とした生態系について理解し、生物多様性の重要性を認
る
識する。また、生態系の保全や管理の観点から、科学的な
見方や考え方をともなった自然観を養い、野生動物と人と
の新しいかかわり方を学ぶ。

岐阜大学

岐阜大学

鈴木
淺野
角田
森部

正嗣(応用生物科学部 教授)
玄(応用生物科学部 准教授)
裕志(応用生物科学部 准教授)
絢嗣(応用生物科学部 助教)

メダカの生物学

生物教材としてよく利用されるメダカについて、講義と実習
を行う。午前中には講義を行い、生殖生理・生態に関する生
物学的な解説、産卵行動や卵の観察法など教材利用に関
古屋 康則(教育学部 教授)
する解説、メダカを取り巻く環境問題に関する解説等を行
う。午後にはメダカの産卵行動の観察、産み出された卵の
顕微鏡観察、顕微鏡下での人工授精と発生の観察を行う。

岐阜大学

動物の身体の中の世界

動物の身体を見ることによりいろいろなことが見えてきま
す。生命は何のために生きているのか、生きることは何なの
か・・・・身体の構造を見ると、哲学的なことを考えざるを得ま
せん。動物の究極的な身体の構造を観察し、自分自身に問 北川 均(応用生物科学部 教授)
いかける時間をもちましょう。このことにより、自分自身が生
きていることを再確認し、自分自身に問いかけることができ
ます。動物の身体の中を探ってみよう。

岐阜大学

1960年代から始まった農業の技術革新は，農産物の生産
性を向上させ，高品質化を促進すると同時に，農民を重労
米の収穫後加工技術 －稲から 働から解放しました。米に関して，収穫後の乾燥，籾すり，
後藤 清和(応用生物科学部 教授)
食品へ－
精米，選別工程を総合的に検証します。農業の近代化が環
境に与えた影響を検討し，また，将来の農法についての研
究を紹介します。

岐阜大学

講習の開催地

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年7月19日

6時間 平成26年8月1日

6時間 平成26年8月2日

6時間 平成26年8月23日

6時間 平成26年6月20日

6時間 平成26年6月22日

6時間 平成26年6月29日

6時間 平成26年6月29日

6時間 平成26年7月5日

6時間 平成26年7月19日
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対象職種 主な受講対象者

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

高等学校
教諭

高等学校
教諭

数学

数学

中学校・高等学
校 数学 教
諭

小学校・中学校・
高等学校 算数
数学 教諭

小学校・中学校
理科 教諭

小学校・中学校
理科 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校 理科･農業
教諭

小学校・中学校・
高等学校 理科
教諭

高等学校 理
科・農業 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校 理科・農業
教諭

受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251310号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251311号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251312号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251313号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251314号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251315号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251316号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251317号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251318号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251319号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成２６年度（第２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

岐阜大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

森林の植物学的側面と管理学的側面から、森林の見方に
ついて学びます。「森林に生育する植物（つる植物など）の
はざまに生きる樹木の生態とうつ
不思議な生態」や、「森林植生や森林管理政策から現在の 加藤 正吾(応用生物科学部 准教授)
ろう森林の姿
森林の姿の理解すること」から、森林との向き合い方を考え
るきっかけを得てもらうことを目指す。

月と星の世界

小中学校の理科、「月と星」、「月と太陽」、「地球と宇宙」の
単元における教材および指導法について講義する。岐阜市
科学館プラネタリムを活用し、天体観察の指導法の演習を
行う。また、天体望遠鏡（スピカ）の製作を行い、授業での活
川上 紳一(教育学部 教授)
用事例を紹介する。宇宙の起源と進化、隕石と太陽系の起
源などについて講義する。天体望遠鏡を用いた月の観測、
月隕石の特徴、カラーサンドを用いたクレーター形成実験を
結びつけて、月の起源と進化を探究する。

岐阜大学

「地球」概念：地球の歴史と生物
の進化

現行の学習指導要領‐理科編では、学習内容の系統性が
重視され、小学校から高校まで、「エネルギー」、「粒子」、
「生命」、「地球」の４概念で、カリキュラムが提示されてい
る。「地球」概念は、「地球内部」、「地球表面」、「地球周辺」
というような区分になっており、「地球」概念がどのようなも
川上 紳一(教育学部 教授)
のか明確にされていない。本講座では、地球システム科学
の立場にたって、地球の構成、時間スケール、空間スケー
ル、関係性に基づいて、学習内容の体系化を図る。また、
個々の単元における実物教材、ＩＣＴ活用など、具体的授業
案を提示する。

岐阜大学

地球システムは、大気圏、地圏、水圏、生命圏から構成され
る。地球の環境変動は、これらの構成要素の相互作用と構
成要素それ自身の変化の結果である、と捉えることができ
高校地学～地球システムとその る。本講習では、高校地学で取り上げられている地球史イ
勝田 長貴(教育学部 准教授)
歴史～
ベントを題材として、環境変動の歴史と地球システムの性質
を理解することを目的としている。本講習では、講義ととも
に、参加者の人数に応じて、岐阜市周辺の露頭での実習を
予定している。

岐阜大学

われわれは常に“自然災害”と背中合わせに生活しており、
それにより生命を失う場合もある。にもかかわらず、これを
災害・環境教育の視点と課題～ 児童・生徒がきちんと正確に学習しているかははなはだ疑 小井土 由光(教育推進・学生支援機構 特任
濃尾平野の自然立地環境と水害 問である。多くの人間が生活している濃尾平野を例に、その 教授)
～
自然立地環境を明らかにした上で、そこで起こる水害を取り
上げ、それを題材に野外実習と講義を通じて自然科学の立
場から災害・環境教育の視点と課題を考えてみる。

岐阜大学

お茶や鶏卵といった身近な素材を化学の目線で見てみると
研究材料であり工業資源にもなる。普段何気なく接している
素材や現象を化学の目線でとらえると気付かなかった発見
身近な素材、身近な現象を化学 があります。本講習では、身近な素材を化学的にアプロー
纐纈 守(工学部 教授)
の目線で理解しよう
チすることにより新しいサイエンスにつながることを講義形
式で概説します。また化学捜査などで使われるルミノール反
応の実験から化学現象の楽しさを体得し理科好きの子ども
を育てていただきたいと思います。

岐阜大学

理科実験に不慣れな小学校教員に向けて、特に化学分野
「６年水よう液の性質」を中心に実験実習を行い、器具の使
い方、薬品の扱い方等を学ぶ。各教員が一連の実験操作を
小学校理科（特に化学分野）の実
行い、どのような実験事実から何が明らかになっているかを 佐藤 節子(教育学部 教授)
験実習と基礎
討論しながら検証する。理科の基礎を復習しながら、教員が
小学校理科の指導において問題に思っている事柄の解決
を探る。

岐阜大学

私たちの身の回りには、さまざまな電子・電気機器があり、
それらなしでは生活が成り立たなくなっている。これらの電
身の回りの電気電子材料－太陽 子・電気機器は、電気電子材料からなる多くの部品から構 柳瀬 俊次(工学部 教授)
電池（半導体材料）からモーター 成されている。ここでは、身近な電子・電気機器に応用され 伊藤 貴司(工学部 准教授)
（磁性材料）まで
ている電気電子材料について、半導体材料（太陽電池など
への応用）および磁性材料(記録・モーターなどへの応用)に
ついて講習する。

岐阜大学

機械工学では，製品の形状・構造・寸法・材料・機能を正確
に共有するための「図面」が共通言語となっている。近年で
は図面はCADと呼ばれるソフトウェアにより作成されてい
３次元ＣＡＤによるモデリングとシ る。さらにコンピュータ上で作成した三次元モデルを用いて， 柿内 利文(工学部 助教)
ミュレーション
実物を製作することなくその強度や性能を解析することが可 吉川 泰晴(工学部 助教)
能である。本講義では，CADソフトを実際に操作し，身近な
工業製品の設計・構想から出図までの工程で何が行われて
いるのか，理解を深める。

岐阜大学

講習の開催地

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年6月29日

6時間 平成26年7月5日

6時間 平成26年8月3日

6時間 平成26年6月29日

平成26年8月6日～
12時間
平成26年8月7日

6時間 平成26年8月13日

6時間 平成26年8月13日

6時間 平成26年8月2日

6時間 平成26年8月13日
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対象職種 主な受講対象者

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校 理科・農業
教諭

小学校・中学校
理科 教諭

小学校・中学校
理科 教諭

高等学校
教諭

理科

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校 理科 教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校 理科・農業・
工業 教諭

小学校
教諭

理科

小学校・中学校・
高等学校 理科
教諭

小学校・中学校・
高等学校 理科
教諭

受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

12,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251320号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251321号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251322号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251323号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251324号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251325号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251326号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251327号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251328号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成２６年度（第２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
現代において、人間は科学技術の成果を大いに取り入れて
生活しており、人間社会のありようが科学技術に高度に依
存している。一方、科学技術の発展は、エネルギー、地球環
境、人間の生物性という限界から挑戦を受けており、人間
社会への影響も必ずしも順調とはいえなくなる。本講義で
は、機械技術、人間支援システム、メカトロニクス、インテリ
ジェントシステム，医療，核エネルギー，情報産業，ロボッ
ト，燃焼技術，宇宙機器などの技術を取り上げ、その発展と
人間社会に及ぼす影響を、過去・現在・将来にわたって議
論する。

担当講師

山田 宏尚(工学部 教授）
川崎 晴久(工学部 教授）
佐々木 実(工学部 教授）
山本 秀彦(工学部 教授）
玉川 浩久(工学部 准教授）
安里 勝雄(工学部 教授）
伊藤 聡（工学部 准教授）
毛利 哲也（工学部 准教授）
宮坂 武志（工学部 准教授）

岐阜大学

科学技術と人間社会

岐阜大学

鑑賞の授業といえば、「どのようにすればよいかわからな
い」という教員が多い。また、子どもにとっても、音楽を聴い
て感想を書いて提出するだけ、というイメージがあり、あまり
附属学校実践演習（小・音楽）： 好まれていない授業の一つである。しかし、鑑賞は表現と表
言語活動と〔共通事項〕を生かし 裏一体のものであり、そこには指導すべき事項が存在す
松永 洋介(教育学部 教授)
た鑑賞の授業の方法
る。平成２０年告示の学習指導要領では、音楽についても
言語活動が重視され、また〔共通事項〕が示された。本講習
では、言語活動と〔共通事項〕を生かした鑑賞の授業につい
て、ワークショップを交えながら体験し、学ぶ。

岐阜大学

鑑賞の授業といえば、「どのようにすればよいかわからな
い」という教員が多い。また、子どもにとっても、音楽を聴い
て感想を書いて提出するだけ、というイメージがあり、あまり
附属学校実践演習（中・音楽）： 好まれていない授業の一つである。しかし、鑑賞は表現と表
言語活動と〔共通事項〕を生かし 裏一体のものであり、そこには指導すべき事項が存在す
松永 洋介(教育学部 教授)
た鑑賞の授業の方法
る。平成２０年告示の学習指導要領では、音楽についても
言語活動が重視され、また〔共通事項〕が示された。本講習
では、言語活動と〔共通事項〕を生かした鑑賞の授業につい
て、ワークショップを交えながら体験し、学ぶ。

岐阜大学

表現するためには、自分の中にその音楽から読みとったこ
と、感じたことが明確であることが求められます。教育現場
では歌曲の学習が多いためか、歌詞からの読みとりがかな
りの比重を占めているとみうけられます。しかし、その歌詞
楽曲分析の基礎とその表現への
から読みとる思いも楽譜（音）を把握するとより明確に作者 朝田 健(教育学部 教授)
応用
の音楽に込めた想いが読みとりやすくなります。そのために
は楽譜を熟読することが必要です。楽譜を読み解くための
楽典、和声などの学習をふりかえりながら曲の仕組みを探
りつつ、表現するための糸口の見つけ方を研究します。

岐阜大学

ワクワクするような図工の授業をしたい、子どもたちの造形
への思いを支援する方法を知りたい、学年や校種間の連携
を図りたいといった実践的な課題の解決に向けて取り組み
附属学校実践演習（小・図工）：
ます。図工科の実践事例や教材について丁寧に示すように 辻 泰秀(教育学部 教授)
図工教材のおもしろさを実感する
心掛けます。あわせて、造形教材の魅力や教材づくりの方
法を実技の体験を通してお伝えします。紙工作やビニール
の造形等を楽しみたいと考えています。

岐阜大学

附属学校実践演習（中・美術）：
造形の魅力を発見する

つくったり描いたりすることや、美術作品を鑑賞することは、
本来楽しいことです。大人になるにつれて楽しさを忘れてし
まうことはありませんか。生徒の興味を引き出すような美術
の授業をしてみたい、つくったり描いたりすることの魅力を伝
えたい、という実践的な課題の解決に向けて取り組みます。 辻 泰秀(教育学部 教授)
実践事例や教材についてお話しをしたいと思います。あわ
せて、実技の体験を通して美術科の教材づくりのアイデアを
示します。紙版画やスタンピング・レザークラフトなどを楽し
みたいと考えています。

鑑賞教育の方法について

おもに日本と西洋を中心に、世界の美術作品を広く取り上
げ、その鑑賞方法、とくに絵画の見方、彫刻の見方につい
て学びます。また実際の授業の中でどのように鑑賞教育を
野村 幸弘(教育学部 教授)
展開していくのか、その実践に役立つ方法、すなわち、作品
の比較を通じて、作品の特徴、意味、価値を理解して行く方
法を学びます。

絵画の見方と描き方

教科書に掲載されている名画について、図像の意味や、様
式の違い等を、簡単な模写を通して制作者の立場から考察
する。また、その作品をもとに、講評会で意見交換する予
佐藤 昌宏(教育学部 教授)
定。題材にするのは、バロック期や印象派の絵画、シュルレ
アリスムの絵画等、おもに具象絵画である。

彫塑表現とその教材

１．講義（彫塑とは。彫塑の特質、造形要素。） ２．各自の
図工・美術授業内容（特に彫塑、工作、立体造形）の発表。
→意見交換 ※事前準備物 各自が実施したことのある図
工・美術授業（彫塑、工作、立体造形）概要資料。（児童・生
河西 栄二(教育学部 准教授)
徒作品、作品写真、授業計画表、指導案など） ３．実技実
習①または②を選択し実施する。①石膏を風船に流し込み
張力を生かした抽象形態の制作体験、②粘土板への型押
しによるレリーフ制作体験

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

講習の開催地

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年7月23日

6時間 平成26年6月21日

6時間 平成26年6月22日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年6月21日

6時間 平成26年6月22日

6時間 平成26年7月19日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年7月28日
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対象職種 主な受講対象者

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

高等学校
教諭

小学校
教諭

中学校
教諭

理科

音楽

音楽

小学校・中学校
音楽 教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
図工・美術 教
諭

中学校・高等学
校・特別支援学
校 図工・美術
教諭

小学校・中学校・
高等学校 美術
教諭

小学校・中学校
美術 教諭

小学校・中学校・
高等学校 美術
教諭

受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251329号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251330号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251331号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251332号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251333号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251334号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251335号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251336号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251337号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成２６年度（第２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

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

型染めの基礎

型染めによる染色工芸の基礎を解説する。小学校高学年と
中学校での図工・美術教材への応用をふまえて、染色用顔
料を使用した簡単な作品制作を指導する。講習項目：１）型 谷 誉志雄(教育学部 教授)
紙のデザインと型彫り ２）紗張り ３）糊置き ４）美術教材
としての染料と顔料の特徴と相違点

附属学校実践演習（小・体育）

附属小学校教員の公開した授業を参観し、小学校体育科で
保証すべき学習成果やその実現のための方法・条件などを 杉森 弘幸(教育学部 教授)
テーマに、グループで交流する。その上で、体育科の課題を 熊谷 佳代(教育学部 准教授)
児童の学習状態や指導方法に焦点をあて整理・探究し、授 原田 憲一(教育学部 教授)
業の改善点や目標を明らかにしたい。

附属学校実践演習（中・体育）

附属中学校教員の公開した授業を参観し、中学校保健体
育科で保証すべき学習成果やその実現のための方法・条 熊谷 佳代(教育学部 准教授)
件などをテーマに、グループで交流する。その上で、保健体 杉森 弘幸(教育学部 教授)
育科の課題を生徒の学習状態や指導方法に焦点をあて整 原田 憲一(教育学部 教授)
理・探究し、授業の改善点や目標を明らかにしたい。

初心者のための柔道指導法

中学校の武道必修化に伴い，柔道経験のない教員もできる
柔道の授業を目指し，安全で効果的な指導法を探る。とく
に，柔道に対して，痛い，苦しいという嫌悪感を持たせない 久保田 浩史(教育学部 准教授)
ような導入の仕方を考える。また，実際の現場でおこりうる
状況に対して，どのような対処をすべきか考える。

剣道指導法

主に剣道を専門としない教員の初心者，初級者を対象（剣
道有段者も可）とした剣道指導法について，現場での指導
上の問題点を踏まえながら検討を行う。
また，熱中症予 今井 一(教育学部 教授)
防，剣道運動の酸化ストレス，呼吸器感染症の予防対策に
ついても最近の知見を含め取り上げる。

岐阜大学

運動学習における指導方法（器
械運動を主に）

運動の学習を進める上で、指導者は対象となる学習者の動
きを見て、どこに問題点が、どのように改善すればよいのか
動きを見抜くことの重要性を論述しながら、器械運動で必要 山脇 恭二(教育学部 教授)
とされる技術ポイントを説明しながら実技の実践を通して、
器械運動を効果的に学習するための基礎技術を論究する。

岐阜大学

講習の前半は実技を中心とし、表現遊び、リズム遊び、リズ
ムに乗って踊るダンス、即興による身体表現を取り上げ、そ
れぞれの動きの探求を通して、まずは受講者自身が動きの
身体表現～人や物と関わって動 開発を目指す。そして、後半は、受講者による動きの創出を
熊谷 佳代(教育学部 准教授)
きをつくりだす～
グループ活動を通して行い、講師のリードのもと、まとめら
れたものをお互い見せ合う。体験・習得→活用→探求という
一連の活動を通して、「身体で表現する」ことについて考察
する。

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

身体で理解する身体運動（身体
論から見た体育）

体育の学習は、学習者が運動を学習するとともに、運動で
学習する。モノの動きや他者の運動を理論的に理解しても
自分自身の運動学習は成り立たない。運動ができること（運
動を実際に行うこと）と、客観的に理解することは異なる。
原田 憲一(教育学部 教授)
「わかる」けど「できない」ことが生じる。体育は学習者自身
の身体で理解する身体的理解が必要である。そのことを理
論的には身体論で、身体的には実技で学習する。

附属学校実践演習（中・技術）

本講習では、１部は教育学部附属学校を実践演習のフィー
ルドとし、技術・家庭科の実践的・体験的な学習活動および
学習指導を観察後、実践的な視点からの教師による技術分
尾高 広昭(教育学部 教授)
野分科会を開催して学習指導法を議論、省察する。２部は
小原 光博(教育学部 准教授)
技術科教育における学習指導と評価に関する実践と理論
からの講義と演習を行う。さらに、今後の内容構成を考慮し
つつ、学習指導や評価、教材開発について、全員で授業設
計等を演習、検討する。

木材の性質と利用

木材研究や利用技術の最新の動向を伝え、授業で木材を
取りあげる上で押さえておきたい基礎的な知識の再確認と
小原 光博(教育学部 准教授)
更新を図る。木材利用の環境との関わりや、持続的・循環
的な社会の形成に果たす役割の理解をめざす。

講習の開催地

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

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6月20日

6時間 平成26年6月22日

6時間 平成26年7月19日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年8月1日

6時間 平成26年8月2日

6時間 平成26年6月22日

6時間 平成26年7月5日
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対象職種 主な受講対象者

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

小学校・中学校
美術 教諭

幼稚園・小学校・
中学校 体育
教諭

小学校・中学校・
高等学校 体育
教諭

中学校・高等学
校 体育 教
諭

小学校・中学校・
高等学校 体育
教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校 体育 教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校 体育 教
諭

小学校・中学校・
高等学校 体育
教諭

中学校 技術・
家庭 教諭

中学校
教諭

技術

受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251338号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251339号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251340号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251341号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251342号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251343号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251344号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251345号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251346号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251347号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成２６年度（第２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

附属学校実践演習（小・家庭）

本講習ではテキストとして『生活を科学し、実践する力を育
てる授業づくり―子どもがいきる家庭科』を用いて行う。内
容としては、テキストに掲載される小・中学校の授業実践報
告をもとに「実践する力を育てる授業づくり」の可能性につい
て検討する。また、「ロールプレイング」「KJ法」「イメージマッ
夫馬 佳代子(教育学部 教授)
プ」「ワークショップ」などの参加型学習方法を家庭科の中で
どのように活用することが可能か、実践的に授業づくりに取
り組む中で検討を試みる。公開授業の内容についても、本
テーマの視点で検討し、意見交流会を行う。なお、講習で用
いるテキストについて事前に準備する必要はない。

附属学校実践演習（中・家庭）

【食領域】新学習指導要領の重要事項に食育がある。若年
層でも生活習慣病のリスクが高まっている現在，そのリスク
低減は食育の課題でもある。今回は，生活習慣病とその一
次予防を中心に、理論と実践のポイントを解説する。【住領 石井 仁(教育学部 准教授)
域】現在，住宅の省エネルギー化が進められている。そこで 久保 和弘(教育学部 准教授)
住宅における省エネルギー対策，太陽の光や熱，風などの
自然エネルギーを積極的に活用する住まい方について解
説する。

岐阜大学

家庭科の実習・実技指導法

今年度は、「家庭科の実習・実技の指導法」と題して、実践
を交えながら、受講者も実習を楽しみながら学ぶ。特に家庭
科における実習・実技の教育的効果について検討するとと
もに、参加者の実習の指導上の問題、課題についても相互
夫馬 佳代子(教育学部 教授)
交流の中で解決策を提案する。受講者が取り組む課題は
「刺し子」とする。伝統的な刺し子図柄から創作まで、楽しみ
ながら小作品も製作する予定である。なお、実習に必要な
用具は全て揃えるので、事前に準備する必要はない。

岐阜大学

人間発達を基盤とした情報活動に基づく消費者教育の理論
と実践を行う。教育は人間発達が目的であるため、理論的
基盤を人間発達におきながら、情報活動との関連が高い事
人間発達を基盤とした情報活動
を示した理論を紹介したのち、現在の消費者問題の諸課題
に基づく消費者教育・環境教育・
大藪 千穂(教育学部 教授)
と授業実践の方法を紹介する。また環境教育では水槽実験
金融教育
やペットポストを用いた簡易型ごみ処理器の作成を行う。金
融教育では、金融教育の実際と開発した人生設計ゲームを
通して金融教育の在り方を紹介する。

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

附属学校実践演習（小・英語活
動）

附属小学校教員による小学校英語活動の授業参観を行う。
仲 潔(教育学部 准教授)
その後、授業内容についてのディスカッションや小学校英語
巽 徹(教育学部 教授)
活動の指導法全般について講義を行う。

附属中学校教員による授業を参観する。その後、授業内容
仲 潔(教育学部 准教授)
についてのディスカッションや指導法全般について講義を行
巽 徹(教育学部 教授)
う。

岐阜大学

附属学校実践演習（中・英語）

岐阜大学

小学校外国語活動においては，その目標のひとつに「外国
語を通じて，言語や文化について体験的に理解を深める」を
掲げ，そのために「外国語の音声やリズムなどに慣れ親し
小学校外国語活動のための英語 むとともに，日本語との違いを知り，言葉の面白さや豊かさ
伊東 英(教育学部 教授)
発音
に気付くこと」を指導内容として設定している。本講習ではこ
うした点を考慮して，英語の発音に関する知識を確認すると
ともに，受講者が実際に発音練習することで知識の定着を
図る。
英語で書かれた詩や短編小説など、比較的簡潔だが含蓄
の深い英文を利用して、英語特有のリズム、センス・グルー
プそして構文などを「訳読」ではなく「音読」を中心にして読
解する意義と方法を講習する。併せて現代の文学批評理論 中川 一雄(地域科学部 教授)
などテクスト解釈の方法も講習することによって、生徒たち
が英文を読むことに喜びを見出し、人間や社会にたいして
積極的に関心を抱くことも展望する。

岐阜大学

音読重視の英文読解力演習

岐阜大学

この講習では、日本人の英語学習者が特に間違えやすい
英語の文法や表現について学習します。よくある間違いの
日本人がはまりがちな英語の「落
例を分析しながら、教室で生徒の間違いへの対応の仕方を デイビッド バーカー(教育学部 准教授)
とし穴」
工夫します。エラーコレクションの一般原理についても学習
します。

講習の開催地

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年6月21日

6時間 平成26年6月22日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年6月21日

6時間 平成26年6月22日

6時間 平成26年6月29日

6時間 平成26年7月5日

6時間 平成26年7月19日
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対象職種 主な受講対象者

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

小学校・中学校・
高等学校 家庭
教諭

小学校・中学校
家庭 教諭

小学校・中学校
家庭 教諭

小学校・中学校・
高等学校 家庭
教諭

小学校・中学校・
高等学校 英語
教諭

小学校・中学校・
高等学校 英語
教諭

小学校

教諭

中学校・高等学
校 英語 教
諭

小学校・中学校・
高等学校 英語
教諭

受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251348号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251349号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251350号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251351号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251352号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251353号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251354号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251355号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251356号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成２６年度（第２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

新学習指導要領（中学・高校）では、小学校外国語活動が
導入され、特に音声面を中心として外国語を用いたコミュニ
ケーション能力の素地が育成されることを踏まえ、「聞くこと」
巽 徹(教育学部 教授)
「話すこと」に加え、「読むこと」「書くこと」も含めた４技能を総
合的に育成することが求められている。そのための最新の
知識技能を身に付けるための講座である。

岐阜大学

4技能を総合的に育成する英語
指導法の工夫

岐阜大学

主として日本の中学校英語教育を念頭において講義を行
う。社会言語学／言語文化教育学の知見をわかりやすく取
言語文化観教育論：ことば、文
り上げつつ、英語の授業を考案する際の観点を提供するこ
化、コミュニケーションについて考 とが、本講義の狙いである。その際、講義一辺倒にならない 仲 潔(教育学部 准教授)
える
よう、さまざまなコミュニケーション活動を体験してもらいな
がら、「コミュニケーション」において言語・文化とは何かを考
える契機を提供する。

ジェイン・オースティンの『高慢と
偏見』からイギリス文化を知る

英語の教科書に文学作品が取り上げられる機会は減ってし
まいました。けれども文学作品を読むことで、人々の文化や
歴史、生活習慣など多くを知ることができます。本講習で
は、出版以来、人気作家であり続けているジェイン・オース 松村 聡子(教育学部 准教授)
ティンの『高慢と偏見』の中からいくつかの場面を鑑賞し、そ
こに描かれている特徴的なイギリス文化について考察しま
す。

附属学校実践演習（小・特別支
援）

岐阜大学附属小学校特別支援学級における教育実践を基
に、障がいのある児童の教育実践について、次の内容で学
習を深める。①特別支援学級の教育実践（生活単元学習）
を参観し、障がいのある児童の理解と教育実践における支
援について、具体的に検討する。②個別の教育支援計画、 池谷 尚剛(教育学部 教授)
指導計画について理解を深め、小学校における特別支援
教育の展開について検討する。③岐阜県の特別支援教育
の現状と課題及びインクルーシブ教育の動向についても理
解を深める。

岐阜大学

附属学校実践演習（中・特別支
援）

岐阜大学附属中学校特別支援学級における教育実践を基
に、障がいのある生徒の教育実践について、次の内容で学
習を深める。①特別支援学級の教育実践（作業学習）を参
観し、障がいのある生徒の理解と教育実践における支援に
ついて、具体的に検討する。②個別の教育支援計画、指導 池谷 尚剛(教育学部 教授)
計画について理解を深め、中学校における特別支援教育
の展開について検討する。③岐阜県の特別支援教育、特に
就労に向けた岐阜県版デュアルシステムの現状と課題及び
インクルーシブ教育の動向についても理解を深める。

岐阜大学

第一部では、附属小学校の授業を参観・研究会に参加し、
附属学校実践演習（講義・実習 ディスカッションを行います。第二部では、特に小学生時期
教育相談「子どもの発達的理解と の発達を、9,10歳の節を中心に考えます。あわせて、実践 別府 哲(教育学部 教授)
支援」）
記録なども取り上げ、通常学級での気になる子の支援につ
いて検討します。

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

知的障害児の発達支援－身辺
処理を中心に－

知的障害児の発達支援－身辺
処理を中心に－

知的障害児の発達支援－身辺
処理を中心に－

知的障害教育の授業づくり－教
科・領域に分けない指導を中心
に－

知的障害児の発達支援について，その中心課題のひとつと
なる身辺処理，日課処理を中心に事例を紹介しながら，支
坂本 裕(教職大学院 准教授)
援課題の設定・分析，支援プログラムの立案などについて
検討します。

知的障害児の発達支援について，その中心課題のひとつと
なる身辺処理，日課処理を中心に事例を紹介しながら，支
坂本 裕(教職大学院 准教授)
援課題の設定・分析，支援プログラムの立案などについて
検討します。

知的障害児の発達支援について，その中心課題のひとつと
なる身辺処理，日課処理を中心に事例を紹介しながら，支
坂本 裕(教職大学院 准教授)
援課題の設定・分析，支援プログラムの立案などについて
検討します。

新特別支援学校学習指導要領の総則において，知的障害
教育の基本対応として示された「教科等を合わせた指導（教
坂本 裕(教職大学院 准教授)
科・領域に分けない指導）」の授業づくりにおいて大切にす
ることを，授業実践を紹介しながら，検討します。

講習の開催地

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県飛騨市

岐阜県土岐市

岐阜県岐阜市

岐阜県飛騨市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月1日

6時間 平成26年8月9日

6時間 平成26年8月23日

6時間 平成26年6月20日

6時間 平成26年6月22日

6時間 平成26年6月21日

6時間 平成26年6月28日

6時間 平成26年7月12日

6時間 平成26年7月30日

6時間 平成26年6月29日
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対象職種 主な受講対象者

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

小学校・中学校・
高等学校 英語
教諭

中学校 英語 教
諭

中学校・高等学
校 英語 教
諭

幼稚園・小学校・
中学校・特別支
援学校 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校 教諭

幼稚園・小学校・
教諭
中学校 教諭・
養護教諭
養護教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

幼稚園･小学校・
中学校・特別支
援学校 教諭

幼稚園･小学校・
中学校・特別支
援学校 教諭

幼稚園･小学校・
中学校・特別支
援学校 教諭

幼稚園･小学校・
中学校・特別支
援学校 教諭

受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251357号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251358号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251359号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251360号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251361号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251362号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251363号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251364号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251365号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251366号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成２６年度（第２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

岐阜大学

講習の名称

知的障害教育の授業づくり－教
科・領域に分けない指導を中心
に－

講習の概要

担当講師

新特別支援学校学習指導要領の総則において，知的障害
教育の基本対応として示された「教科等を合わせた指導（教
坂本 裕(教職大学院 准教授)
科・領域に分けない指導）」の授業づくりにおいて大切にす
ることを，授業実践を紹介しながら，検討します。

新特別支援学校学習指導要領の総則において，知的障害
教育の基本対応として示された「教科等を合わせた指導（教
坂本 裕(教職大学院 准教授)
科・領域に分けない指導）」の授業づくりにおいて大切にす
ることを，授業実践を紹介しながら，検討します。

岐阜大学

知的障害教育の授業づくり－教
科・領域に分けない指導を中心
に－

岐阜大学

特別支援教育の現状・課題・展望について、次の内容で講
義する。①障害に関わる教育制度の変遷、②障害に関わる
国際的な動向（ICF、ノーマライゼーション）、③特別支援教
特別支援教育の現状・課題・展
育の概要とインクルーシブ教育への転換、④就学から義務
望－特別支援教育の推進は第2
池谷 尚剛(教育学部 教授)
教育終了までの特別支援教育（発達支援、学力の向上）、
ステージへ－
⑤高等学校から就労までの特別支援教育（障害学生の修
学支援、就労継続のための進路選択）、⑥市民生活とノー
マライゼーション（交流及び共同学習）

岐阜大学

教育相談と発達障害

現在の日本においては、幼稚園・保育園、小学校、中学校、
高等学校において、様々な問題行動(いじめ・不登校・生徒
指導等）において発達障害の子の支援を抜きには語れな
い。講師は「カウンセラーの仕事」と「発達障害の専門家の 橋本 治(教育学部 准教授)
仕事」を同時にしており、１年間で、幼稚園・保育園、小学
校、中学校を約１０００学級巡回し相談をしている。実際の
ケースについて受講者のﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを通して深めていく。

教育相談と発達障害

現在の日本においては、幼稚園・保育園、小学校、中学校、
高等学校において、様々な問題行動(いじめ・不登校・生徒
指導等）において発達障害の子の支援を抜きには語れな
い。講師は「カウンセラーの仕事」と「発達障害の専門家の 橋本 治(教育学部 准教授)
仕事」を同時にしており、１年間で、幼稚園・保育園、小学
校、中学校を約１０００学級巡回し相談をしている。実際の
ケースについて受講者のﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを通して深めていく。

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

障害幼児の支援法

保育所・幼稚園における障害のある幼児の支援の考え方と
方法について学ぶ。受講者から園で気になる子どもや困っ
ていることについて事例を提供してもらい、講師がその支援 神野 幸雄(教育学部 准教授)
方法について考察・提案した内容について、受講者と討議
を行なう。

障害幼児の支援法

保育所・幼稚園における障害のある幼児の支援の考え方と
方法について学ぶ。受講者から園で気になる子どもや困っ
ていることについて事例を提供してもらい、講師がその支援 神野 幸雄(教育学部 准教授)
方法について考察・提案した内容について、受講者と討議
を行なう。

障害児教育臨床実習

知的障害児、自閉症児への教育的支援の技能を深めること
を目的とする。岐阜大学教育学部附属特別支援教育セン
ターで実施する、療育活動（柳戸サマースクール。9：00～
15：00まで1対1で子どもを担当する。20名の参加予定。）
神野 幸雄(教育学部 准教授)
に、実習参加する。子どもの活動（朝の会、大学構内の散
歩、給食指導、プールでの水遊び、プレイルーム、指導室で
の遊び等）を支援する。

通常の学級にはことばを流暢に話したり、流暢に読んだりす
話すこと、読むことに困難さのあ ることが苦手な児童生徒が在籍する。本講義は、吃音とディ
村瀬 忍(教育学部 教授)
る児童生徒の理解
スレクシアをテーマに、それぞれの特性を学び、教育現場で
の支援のあり方を考察する。

通常の学級にはことばを流暢に話したり、流暢に読んだりす
話すこと、読むことに困難さのあ ることが苦手な児童生徒が在籍する。本講義は、吃音とディ
村瀬 忍(教育学部 教授)
る児童生徒の理解
スレクシアをテーマに、それぞれの特性を学び、教育現場で
の支援のあり方を考察する。

講習の開催地

岐阜県土岐市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県高山市

岐阜県岐阜市

岐阜県高山市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県高山市

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年7月13日

6時間 平成26年8月4日

6時間 平成26年8月9日

対象職種 主な受講対象者

教諭

教諭

幼稚園･小学校・
中学校・特別支
援学校 教諭

幼稚園･小学校・
中学校・特別支
援学校 教諭

教諭
全教員（教諭・養
養護教諭 護教諭・栄養教
栄養教諭 諭）

6時間 平成26年8月4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・養護
教諭

6時間 平成26年8月13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 養護教
諭

6時間 平成26年7月19日

6時間 平成26年7月25日

教諭
幼稚園 教諭・養
養護教諭 護教諭

教諭
幼稚園 教諭・養
養護教諭 護教諭

6時間 平成26年8月12日

幼稚園・小学校・
教諭
中学校・特別支
養護教諭 援学校 教諭 養
護教諭

6時間 平成26年6月29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 養護教
諭

6時間 平成26年7月5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 養護教
諭
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受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251367号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251368号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251369号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251370号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251371号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251372号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251373号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251374号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251375号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251376号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成２６年度（第２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

岐阜大学

岐阜大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

通常の学級にはことばを流暢に話したり、流暢に読んだりす
話すこと、読むことに困難さのあ ることが苦手な児童生徒が在籍する。本講義は、吃音とディ
村瀬 忍(教育学部 教授)
る児童生徒の理解
スレクシアをテーマに、それぞれの特性を学び、教育現場で
の支援のあり方を考察する。

傾聴技法の基本

マイクロカウンセリング技法とクリーン・クエスチョンを中心
に，効果的な傾聴技法の基本を実習形式で体験学習をす
る。具体的には，開かれた質問，(必要に応じて閉ざされた
緒賀 郷志(教育学部 教授)
質問)，最小限の励まし，言い換え，感情の反映，要約技法
という一連の傾聴技法の連鎖の学習とクリーン・クエスチョ
ンの用い方を学習する。

岐阜大学

発達障害をもつ子ども・若者を含め、生きづらさを感じる現
代の子ども・若者の内面を発達心理学的視点から読み解く
子ども・若者の発達と自立－発達
ことを目的とする。具体的事例を挙げるとともに、小説に描 土岐 邦彦(地域科学部 教授)
障害との関連で－
かれた子ども・若者の姿をとおして、今考えるべき「発達論」
「集団論」「自立論」を提起したい。

岐阜大学

学校を出た後の若者たちの労働・生活実態を土台としつ
つ、現代社会において「大人になること」を支えている社会
「大人になること」を支える―学卒
的条件・支援政策について概説する。その実態を踏まえな
後の若者の生活実態と支援の課
南出 吉祥(地域科学部 助教)
がら、安易な「べき論」や皮相な「現実主義」に陥ることなく、
題
学校段階において求められる学び・経験のあり方につい
て、受講者とともに考える機会としたい。

岐阜大学

発達障害にある児童・生徒に対するソーシャルスキルトレー
ニングの理論と実践について扱います。対象とする子ども
発達障がいのある児童・生徒へ は、主には小学生から中学生、高校生までです。演習での
小島 道生(教育学部 准教授)
のソーシャルスキルトレーニング 活動を中心に進めていく予定です。学校教育現場におい
て、できるかぎり授業などですぐに実践できる内容を取り扱
う予定です。

岐阜大学

発達障害にある児童・生徒に対するソーシャルスキルトレー
ニングの理論と実践について扱います。対象とする子ども
発達障がいのある児童・生徒へ は、主には小学生から中学生、高校生までです。演習での
小島 道生(教育学部 准教授)
のソーシャルスキルトレーニング 活動を中心に進めていく予定です。学校教育現場におい
て、できるかぎり授業などですぐに実践できる内容を取り扱
う予定です。

岐阜大学

発達障害にある児童・生徒に対するソーシャルスキルトレー
ニングの理論と実践について扱います。対象とする子ども
発達障がいのある児童・生徒へ は、主には小学生から中学生、高校生までです。演習での
小島 道生(教育学部 准教授)
のソーシャルスキルトレーニング 活動を中心に進めていく予定です。学校教育現場におい
て、できるかぎり授業などですぐに実践できる内容を取り扱
う予定です。

岐阜大学

発達障害にある児童・生徒に対するソーシャルスキルトレー
ニングの理論と実践について扱います。対象とする子ども
発達障がいのある児童・生徒へ は、主には小学生から中学生、高校生までです。演習での
小島 道生(教育学部 准教授)
のソーシャルスキルトレーニング 活動を中心に進めていく予定です。学校教育現場におい
て、できるかぎり授業などですぐに実践できる内容を取り扱
う予定です。

岐阜大学

発達障害にある児童・生徒に対するソーシャルスキルトレー
ニングの理論と実践について扱います。対象とする子ども
発達障がいのある児童・生徒へ は、主には小学生から中学生、高校生までです。演習での
小島 道生(教育学部 准教授)
のソーシャルスキルトレーニング 活動を中心に進めていく予定です。学校教育現場におい
て、できるかぎり授業などですぐに実践できる内容を取り扱
う予定です。

岐阜大学

発達障害にある児童・生徒に対するソーシャルスキルトレー
ニングの理論と実践について扱います。対象とする子ども
発達障がいのある児童・生徒へ は、主には小学生から中学生、高校生までです。演習での
小島 道生(教育学部 准教授)
のソーシャルスキルトレーニング 活動を中心に進めていく予定です。学校教育現場におい
て、できるかぎり授業などですぐに実践できる内容を取り扱
う予定です。

岐阜大学

教育相談の事例検討

問題を抱える児童生徒に対して実施した教育相談等の支援
活動について、事例検討を通じて、適切な心理的支援活動
鈴木 壯(教育学部 教授)
の理論や方法について学修する。匿名性に配慮した上でそ
の内容について事前に事例の提出が求められる。

講習の開催地

岐阜県土岐市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県土岐市

岐阜県高山市

岐阜県関市

岐阜県岐阜市

岐阜県土岐市

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月21日

6時間 平成26年7月19日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年8月4日

6時間 平成26年7月25日

6時間 平成26年7月28日

6時間 平成26年8月1日

6時間 平成26年8月4日

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年8月21日

6時間 平成26年8月2日
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対象職種 主な受講対象者

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 養護教
諭

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

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 養護教
諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

中学校・高等学
校
教諭

小学校・中学校・
特別支援学校
教諭

小学校・中学校・
特別支援学校
教諭

小学校・中学校・
特別支援学校
教諭

小学校・中学校・
特別支援学校
教諭

小学校・中学校・
特別支援学校
教諭

小学校・中学校・
特別支援学校
教諭

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 養護教
諭

受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251377号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251378号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251379号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251380号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251381号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251382号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251383号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251384号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251385号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251386号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251387号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成２６年度（第２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

高度情報社会の学校と著作権

今日の高度情報通信社会では，私たちは多様なメディアに
よる情報の受信と発信ができるようになった。その受信と発
信において，著作物を利用する機会が増大しており，著作
権に関する知識と適正な利用にますます努めなけれならな
村瀬 康一郎(総合情報メディアセンター 教授) 岐阜県岐阜市
くなった。学校もその例外ではなく，教師の活動においての
みならず，インターネットやメディアを活用した学習における
児童･生徒らによる著作物利用も進んでいる。著作権に関
する知識と適正な利用について考えます。

情報社会と生活～情報セキュリ
ティとネット，ケータイの安全・安
心～

私たちが生きている現在の高度情報通信社会，取り巻く情
報メディア，溢れる情報の特質から，私たちの生活に与える
影響と対応を，情報セキュリティ，情報安全の観点で検討し
ます。特に子どもへの影響として，インターネットやケータイ・ 村瀬 康一郎(総合情報メディアセンター 教授) 岐阜県岐阜市
スマートフォン利用における危険と，それらにおける対応
（学校・家庭・地域・行政・業者等の取り組みを含め）を考え
ます。

岐阜大学

生涯学習の理念と施策ー学校・
地域・家庭の連携と協働ー

生涯学習の理念・施策と今日の日本の地域・家庭が抱える
問題状況を少子高齢化・子どもの現状等の観点から考察し
た上で、生涯学習の本質に照らして、今日学校・地域・家庭
の連携や学校教育と生涯学習の協働が必要であることを考
益川 浩一(総合情報メディアセンター 准教授) 岐阜県岐阜市
究する。学校・地域・家庭の連携・協働に関わる理論と優れ
た実践力・応用力、学校や地域において指導的役割を果た
し学校・地域・家庭の連携・協働を視野に入れた「開かれた
学校づくり」の構築に積極的に寄与し得る力量を育成する。

岐阜大学

全児童・生徒にタブレットPC一人一台の環境を整備して協
働学習を推進するフューチャースクール推進事業（総務省
タブレットPCを活用した協働学習 平成22～25年度）を契機として，自治体独自でも同様な整
加藤 直樹(総合情報メディアセンター 教授)
を考える
備が進められ始めています。協働学習ではどのような学び
がデザインされているのでしょうか．なぜ，タブレットPCが効
果的なのでしょうか。この機会に一緒に考えてみませんか。

岐阜大学

静止画や動画など，デジタル化した素材（デジタルカメラで
撮影した写真なども含む）を利用し，効果的な授業を設計す
デジタルコンテンツを用いた授業
る手法を，演習を交えて学習します。演習ではインターネット 益子 典文(総合情報メディアセンター 教授)
設計の方法
上のWebサイトの閲覧，簡単な提示教材の開発を行いま
す。

岐阜大学

小学校、中学校で扱う薬品や理科室などに保管されている
薬品類の適正な管理、保管について講義する。特によく扱う
薬品についてはその性質、毒性、皮膚に触れた場合の処
小学校における薬品管理につい
置、理科実験等で出てきた廃液などの適正な処理方法など 吉松 三博(教育学部 教授)
て
もあわせて説明する。実際に、一般的な理科実験を予め連
絡していただき、その実演および問題点などを指摘すること
も可能。

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

岐阜大学

生活習慣病の予防を考える

国民病と言われている生活習慣病を予防していくには、成
人期からではなく小児期からの取り組みが望まれる。そこ
で、生活習慣病の現状、発症要因、生活習慣と病気との関
係、生活習慣病の予防等に関する知識の習得を目的とす
る。講習形式は、講義とグループワークとする。

超高齢社会を支える世代に、認
知症をどう伝えるか

超高齢社会の到来とともに、認知症を有する高齢者も確実
に増加している。認知症を有する高齢者とその家族や地域
の人々がどう関わっていくか、その関わり方により高齢者自
身の言動や、時には病状の進行すら変化してくること、また
松波 美紀(医学部 教授)
家族だけでは支えきれない現実も明らかになっている。 認
吉川 美保(医学部 助教)
知症を有する高齢者やその家族に対して、地域における支
温水 理佳(医学部 助教)
援を普及・定着していくことは重要であり、そのためには小・
中学校からの認知症教育の必要があると考える。そこで、
認知症はどのような病気か、認知症の方とのかかわり方に
ついての講義を行う。

成人と小児の一次救命処置
（2010年版 心肺蘇生とAED）

救急時・災害時に急変した人々の生命を守ることの重要性
を学び、救急時に躊躇しない姿勢を身につける。そのため
には、根拠に基づいた救急蘇生を学ぶ必要がある。実施方
法を身につけると共に、なぜその方法が有効であるかを、
2010年度ガイドラインから理解する。また、成人に対する心
肺蘇生と小児に対する心肺蘇生の違いも学習する。１、成
人に対する一次救命処置（心肺蘇生とＡＥＤ）２、小児に対
する一次救命処置（心肺蘇生とＡＥＤ）

足立
石黒
岩屋
杉村

久子(医学部 教授)
千英子(医学部 准教授)
早苗(医学部 助教）
鮎美(医学部 助教)

松田 好美(医学部 教授)
高橋 由起子(医学部 准教授)
岩田 美智子(医学部 助教)
林 瑞穂(医学部 助教)

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年7月5日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年7月19日

6時間 平成26年8月13日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年8月2日

6時間 平成26年8月19日

6時間 平成26年8月20日
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対象職種 主な受講対象者

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校 教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校 教諭

小学校・中学校・
高等学校 教諭

小学校・中学校
教諭

小学校・中学校
理科 教諭

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

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

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
養護教諭
校 養護教諭

受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251388号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251389号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251390号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251391号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251392号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

10人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251393号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251394号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

50人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251395号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251396号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

平成２６年度（第２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

触発・追究型の健康教育

小学校・中学校での「保健学習・保健指導」に活用できる、
講師自らが開発した触発・追究型の「指導シナリオ」を素材
に、演習を交えた講義を行う。具体的には、①保健学習・指
導の「教育内容論」 ②保健学習・指導の「教材・教具論」
近藤 眞庸(地域科学部 教授)
③保健学習・指導の「教授行為論」 ④保健学習・指導の
「授業デザイン論」⑤保健学習・指導の「授業記録論」⑥保
健学習・指導の「授業研究論」、６つの柱で進める。

岐阜大学

附属学校実践演習（中・健康教
育）

健康教育をテーマにした保健授業の実践（附属学校での実
践研究）が、保健室での個別指導にどのように生かされて
いくとよいのか、中学生の心理的発達を考慮しつつ、効果
的な健康教育のあり方を検討する。中学生の時期は、思春
期とも重なり、心と体のアンバランスに悩まされる時期と言 伊藤 宗親(総合情報メディアセンター 准教授) 岐阜県岐阜市
える。こうした発達上の課題に対して、困難を抱えた生徒を
どのように支援するか、予防としても機能するような健康に
関わる知識をいかに伝えていくのか等について知見を深め
ることを目的とする。

岐阜大学

幼児期に重要な遊びの意味をともに考えるワークショップを
行います。まずは、アイスブレイクをしたあと、宿題として、
幼児が遊んでいる、もしくは、遊びこんでいる場面の写真を
参加型ワークショップで幼児期の
Ａ４サイズに5枚印刷して持参していただき、それをもとに遊
遊びを振り返るー森のようちえん
今村 光章(教育学部 准教授)
びの意味について、ワークショップで意見交換を行います。
を手がかりにー
次に、遊びのＶＴＲを見て、感想を述べ合います。また、森の
ようちえんの活動を紹介して、その意味を考えます。最後
に、総合的に幼児にとって遊びとは何かについて考えます。

岐阜大学

岐阜県立看護大
保健室経営の充実
学

現在、保健室は学校保健活動のセンター的役割が期待され
ており、養護教諭には保健室経営を充実させ、学校組織全
体で対応するためコーディネーターの役割が求められてい
勝田 仁美（看護学部教授）
ます。そこで、養護教諭の専門性と保健室の機能を十分活
世一 和子（看護学部准教授）
かした活動を展開する上で必要となる知識として、経営計画
日比 薫（大垣市立西中学校養護教諭）
の立案をもとにして養護教諭の役割について講義を行いま
す。さらに、保健室経営や組織的な活動について各自の実
践を省察し、これを踏まえて活動充実に向けた方略につい
て講義を行います。

医療的ケアを必要とする子どもは特別支援学校だけでなく
一般校にも在籍していく傾向にあり、医療的ケアについての
理解は養護教諭はもちろん教諭も必要となってきている。こ
岐阜県立看護大 障がい児の疾患と医療的ケアの の講習は学校看護師と連携して子どもへの支援ができるこ
学
理解
とを目的とします。そのためにまず身体構造・機能を復習
し、重度障がい児の身体的特徴を理解する講義を設定して
います。次に経管栄養、吸引、自己導尿の援助および坐薬
の挿入の技術を学ぶために講義と技術演習を行います。

朝日大学

朝日大学

朝日大学

朝日大学

勝田 仁美（看護学部教授）
谷口恵美子（看護学部講師）
長谷部貴子（看護学部講師）
山本真実（看護学部講師）

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月21日

6時間 平成26年6月22日

対象職種 主な受講対象者

小学校・中学校
教諭
体育 教諭
養護教諭
養護教諭

教諭
教諭
養護教諭 諭

幼稚園・小学校
教諭

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251397号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

25人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251398号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

20人

【一次予約申込期間：岐阜
県内勤務教員限定】
平成26年4月7日～平成26
年4月16日
【二次予約申込期間：全対
象（制限なし）】
平成26年4月24日～平成26
年5月6日

平261004251399号

058-293-2135

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

6,000円

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月13日

岐阜県羽島市

6時間 平成26年7月30日

養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平262003750593号

058-397-2300

http://www.gifucn.ac.jp/

岐阜県羽島市

6時間 平成26年8月6日

教諭
養護教諭、教諭
養護教諭

6,000円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平262003750594号

058-397-2300

http://www.gifucn.ac.jp/

岐阜県瑞穂市

6時間 平成26年8月1日

6,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平263032250562号

058-329-1079

http://www.asahiu.ac.jp

平263032250563号

058-329-1079

http://www.asahiu.ac.jp

法律から社会をみる

一般市民が法曹の専門家とともに裁判にたずさわる裁判員
制度、日本が周辺諸国との間で抱えている領土問題など、 斎藤 康輝（法学部教授）
最近メディアで報道され、社会的な関心の高いトピックから、 大野 正博（法学部教授）
憲法・刑事法・国際法などにかかわるものを取り上げ、受講 杉島 正秋（法学部教授）
者とともに法的な視点から考えてゆきたいと思います。

起業成功のための条件

ベンチャービジネスのための理論と実践事例を学ぶ。ビジ
ネスアイデアをビジネスプランに高める手法を学修した上
で、ベンチャーの実例を使って、理論がどのように現場に活 岩﨑 大介（経営学部教授）
かされているのか、理論では説明できない問題は何かを考 田ノ上 純一（経営学部教授）
える。さらにビジネスプランの中で精緻化しづらいマーケティ 中畑 千弘（経営学部教授）
ングについても、必要な理論と実例を通じて事業成否への
影響の大きさを考える。

岐阜県瑞穂市

企業の組織と会計

まず、経営主体としての組織について、その環境適用の観
点から分析する。次いで、統合へと向かう会計基準の国際
荒深 友良（経営学部教授）
的な流れをうかがいつつ、会計ビッグバンにより飛躍的に発
小畠 信史（経営学部教授）
展した日本の制度会計を考察する。さらに、特定の企業の
後藤 宏行（経営学部准教授）
財務諸表を取り上げ、時系列分析を中心に、特にキャッシュ
フロー分析の指標･方式について検討する。

情報化社会を生きぬくために

情報化社会を生きぬくために、二つの切り口から講義・演習
を行う。一つは携帯電話網やモバイルサービスの動向など
を理解し、新しい情報通信基盤について学習する。情報の
最新技術について学び、これらの技術が自分たちの生活に 服部 徳秀（経営学部教授）
どのような影響及ぼすのか理解する。もう一方は情報社会 矢守 恭子（経営学部准教授）
の基盤の一つになっているWWW仕組みを理解する。
HTML、CSS、JavaScript、PHPを利用したコンテンツを作成
する。

教諭

養護教

受講料 受講人数

教諭

中学校社会、高
等学校公民教諭

6時間 平成26年8月4日

教諭

高等学校商業教
諭

6,000円

平成26年4月7日～
30人
平成26年5月6日

岐阜県瑞穂市

6時間 平成26年8月5日

教諭

高等学校商業教
諭

6,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平263032250564号

058-329-1079

http://www.asahiu.ac.jp

岐阜県瑞穂市

6時間 平成26年8月6日

教諭

高等学校商業教
諭

6,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平263032250565号

058-329-1079

http://www.asahiu.ac.jp
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平成２６年度（第２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

岐阜県大垣市は江戸時代には城下町として栄え、今日は産
業都市として知られている。しかし、その発展は順風なもの
ではなく、明治時代の2度の水害と濃尾震災による壊滅的な
郷土の歴史を学ぶ（西美濃の産 打撃から立ち上がり、西美濃地方全体として、今日の産業
竹内 治彦（経営学部教授）
業発展）
発展を築いたところに西美濃地方の特徴がある。
本講座は西美濃の産業と歴史を関連付けて説明し、郷土の
成り立ちについて新たな観点から理解することを意図してい
る。総合的な学習のなどへの活用が期待される。

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

岐阜県大垣市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中・高教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月7日

平263032451756号

0584-77-3534

http://www.gifukeizai.ac.jp

岐阜県大垣市

6時間 平成26年8月8日

教諭

高商業教諭

6,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月7日

平263032451757号

0584-77-3534

http://www.gifukeizai.ac.jp

岐阜県大垣市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中・高保健体
育教諭

6,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月7日

平263032451758号

0584-77-3534

http://www.gifukeizai.ac.jp

地域特性としての湧水環境を活
用したまちづくり：「郷土力」の育
成のために

地球レベルから地域レベルまで、諸処の環境問題が顕在
化して久しい。それに伴い環境保全学や環境教育の必要性
や効果性が多方面で提起され、今後の社会情勢における
価値観の再編や、個人の情操育成の上でも重要な課題と
なっている。本講習では、東北震災後における復興まちづく
森 誠一（経済学部教授）
りに触れながら、岐阜県および西美濃において我々の祖先
が培ってきた水郷や水都、つまり“水の文化圏”という郷土
性を中心題材として、地域の自然環境と人間生活を“地域
共生系”とした視点から議論を展開する。総合的な学習の
等での活用を期待する。

岐阜県大垣市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小・中・高教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月7日

平263032451759号

0584-77-3534

http://www.gifukeizai.ac.jp

岐阜女子大学

デジタル技法を活用した教材開
発と授業づくり

デジタル技術・情報端末の発展・普及により、電子教科書
の開発や携帯型情報端末等を活用した授業展開が期待さ
れている。そのためには、デジタル機器に対応する教材開
発が必要である。本講座ではデジタルカメラ、3次元スキャ 佐藤 正明（文化創造学部教授）
ナ、画像処理など、デジタル技法を活用した教材作成の事
例を紹介し、体験するとともに、印刷教材など従来の教材群
とを融合した授業づくりについて考える。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月3日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校の教
諭向け

6,000円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平263032553002号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

岐阜女子大学

学校は多様な資質能力を持つ個性豊かな人材によって構
成される教員集団が連携・協働することにより、組織全体と
して充実した教育活動を展開することができる。ここでは、
校内研修の活性化を図る実践的
服部 晃（文化創造学部教授）
各学校における様々な教育課題に応える演習や体験的な
な活動
藤本十美夫（文化創造学部教授）
活動などを通して、若手教員の指導力向上と学校運営の牽
引役である教員の育成などを目指す校内研修の在り方につ
いて習熟を図る。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中・高・特別
支援学校の教諭
向け

6,000円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平263032553003号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月4日

教諭

高等学校書道教
員向け

6,000円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平263032553004号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

6,000円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平263032553005号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

18,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平263032553006号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

岐阜経済大学

第1部では、小売・流通業界における最近の変化と課題を取
り上げる。メーカー主導型流通システムの崩壊と流通業界
の変化の動向と流通機能の再構築、またコンビニ・ビジネス
の日本的特徴と課題などを解説する。
石坂 信一郎（経営学部教授）
第2部では、会計情報の基本的な分析方法と、最新事情で 岩坂 和幸（経営学部准教授）
あるIFRSへの対応問題について解説する。会計情報の利
用法の平易な解説の仕方を紹介し、わが国の会計制度の
変容について理解の深化を目指したい。

岐阜経済大学

商業教育における新しい動向と
課題

岐阜経済大学

今日、体育・スポーツ界の指導者による「体罰」や暴力が社
会的問題となっているが、これまでも体育・スポーツにおけ
る暴力は問題とされてきた。本講座では、「体罰」や暴力は
なぜ繰り返されるのか、体育・スポーツにおける「体罰」・暴
体育・スポーツにおける「体罰」・
髙橋 正紀（経営学部教授）
力問題を本質的な問題構造から捉えていく。また、体育・ス
暴力問題を考える
伊藤 嘉人（経営学部専任講師）
ポーツにおける「体罰」・暴力問題をどう乗り越え、根絶する
か、先行実践やスポーツ原論ならびに教育学の視点から学
びながら問題解決の糸口、そして、本当の意味での体育・ス
ポーツ教育の在り方を考えていきたい。

岐阜経済大学

書道史の流れをふまえて用筆法を探究し、篆・隷・楷・行・
草の実技指導法を身につける。そして、創作では「漢字仮名
野中 浩俊（文化創造学部教授）
交じりの書作品」と「少字数作品」に取り組む。また、現代の
中根 安治（文化創造学部准教授）
書道界の実情を確認し、書の鑑賞法を概説して鑑賞指導法
について講ずる。

岐阜女子大学

書道実技及び鑑賞指導法

岐阜女子大学

学校現場において、音楽科は教科指導及び学級づくり等
特別活動の指導の両面から重要な役割を担っている。
そこで音楽を専門とする教師のみならず、より多くの教員が
実践に生かすことができる次の内容による講習を実施す
授業や学級づくりに生きる音楽実
田中 陽治（文化創造学部教授）
る。
技及び指揮法
水野 伸子（文化創造学部准教授）
①子どもの発達段階を踏まえた歌唱指導の実際
②聴くことから始める音楽指導～サウンドマップ、手作り楽
器など～
③教科書教材による実践的指揮法

岐阜県岐阜市

岐阜女子大学

我が国の食生活については様々な課題がある。子どもの
将来の健康寿命延伸に向けて、小学生から中学生・高校
生・大学生までの食生活等の実態について学び、学校・家
栄養教諭の実践的な指導力の向 庭・地域の連携も含めた栄養教諭としての使命と職務につ 土屋 ひろ子（家政学部准教授）
上を目指して
いて再認識するとともに、体験に基づく交流や実験・実習等 西村 恭子（家政学部講師）
の活動を通して栄養教諭の実践的な指導力の向上を図る。
１日目：栄養教諭の使命と職務。 ２日目：栄養教諭の実践
的な活動。 ３日目： 児童生徒理解と職場の協働体制。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月21日

18時間
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平成26年8月5日～
平成26年8月7日

教諭

小・中・高・特別
支援学校の音楽
教員向け

小・中・高・特別
栄養教諭 支援学校の栄養
教諭向け

平成２６年度（第２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

岐阜女子大学

講習の名称

教科・特別活動に生かせる体験
活動

講習の概要

学習指導要領において推奨される体験活動の意義につい
て理解するとともに、児童・生徒の集団宿泊活動を効果的
に実施するための基本的な指導技術習得を、1泊2日の研
修で実践的に行う。2つの密接に関連する領域を実施する。
①「教育の課題に関する理解と対応」において、学校教育に
おける体験活動の意義と学級経営に活かす体験活動のあ
り方を理解する。②「体験活動に関する理解と技能の習得」
において、体験活動中の安全対策、オリエンテーリング等の
基礎技術と指導方法、野外炊事の基礎技術と指導方法な
どを実践的に習得する。

担当講師

講習の開催地

井上 透（文化創造学部教授）
谷口 律生（文化創造学部非常勤講師、独立行
岐阜県高山市
政法人国立乗鞍青少年交流の家事業推進室
長）

学習指導要領の改訂により、ゴール型・ネット型・ベース
ボール型として示されたボールゲームをどのように体育カリ
ボールゲームのカリキュラムデザ キュラムに位置付け、実践すればよいのか。体育授業にお
岐阜聖徳学園大
イン～「タグラグビー」をきっかけ けるボールゲームの問題点とその可能性について、小学校 佐藤 善人(教育学部 准教授)
学
にして～
学習指導要領解説体育編に新たに例示された「陣取り型
ゲーム」のタグラグビーを手がかりに講義と実技を通して検
討する。

岐阜県岐阜市

岐阜聖徳学園大 算数・数学的活動をよりよく行う
学
ために（小学校算数中心）

算数・数学的活動が、算数・数学の授業の中心となることは
分かっているが、自分の授業を振り返り「今日の子どもたち
の活動は、算数・数学的活動といえるだろうか」「教師がい
なくても、算数・数学的活動ができるように育っているだろう
か」等々と自問自答している先生方は多いのではないだろう 鈴木 明裕(教育学部 教授)
か。講習内容に、受講者間の協議や作業活動も取り入れ、
算数・数学的活動をよりよく行うためにどうしたらよいかを具
体的に考えていく。本講習は小学校算数の事例を中心とし
て実施する。

岐阜聖徳学園大
ICT活用指導力の向上
学

次の項目について実技を交えた演習形式で授業を行いま
す。１．ローマ字による文字入力の指導法や指導に適したコ
ンテンツの利用２．デジタルカメラによる写真撮影と画像処
石原 一彦(教育学部 教授)
理３．タブレット端末の効果的活用４．パワーポイントをプ
ラットフォームにした教材の作成５．情報モラルの指導につ
いて

岐阜県岐阜市

岐阜聖徳学園大
小学校理科の実験
学

新学習指導要領・理科の目標には「自然に親しみ・・・」とい
う言葉から始まっているように、小学校理科では、自然に接
し、自然から一次情報を得ることが大切です。ここでは、身 馬場 勝良(教育学部 教授)
近な自然を生かした材料で、とくに生物・地学分野の実験・
演習を行います。

岐阜県岐阜市

岐阜聖徳学園大 算数・数学的活動をよりよく行う
学
ために（中学校数学中心）

算数・数学的活動が、算数・数学の授業の中心となることは
分かっているが、自分の授業を振り返り「今日の子どもたち
の活動は、算数・数学的活動といえるだろうか」「教師がい
なくても、算数・数学的活動ができるように育っているだろう
か」等々と自問自答している先生方は多いのではないだろう 鈴木 明裕(教育学部 教授)
か。講習内容に、受講者間の協議や作業活動も取り入れ、
算数・数学的活動をよりよく行うためにどうしたらよいかを具
体的に考えていく。本講習は中学校数学の事例を中心とし
て実施する。

岐阜聖徳学園大
遠山啓の数学教育論
学

遠山啓氏の数学教育論を講義する。水道方式、量の理論、
及び遠山氏の独自の語法に注目し、レジュメ・プリントを用
意し、ノート講義形式で進める。デジタル媒体は用いない。 福田 茂隆(教育学部 教授)
事前に岩波新書や日本評論社などでの遠山氏の著作をお
読みになり、理解の助けとしていただきたい。

岐阜聖徳学園大
食分野からの保護者支援
学

乳幼児期の食の大切さについて、生活リズムなど保健分野
も含め基本的知識を学ぶ。その中で具体的にどのように保
駒田 聡子(教育学部 教授)
護者支援を行っていけばよいか考えていき、保護者・子ども
たちと楽しめる調理実践も行い、食育実践力を向上させる。

体罰問題等、体育・スポーツを見る目は厳しくなっている。
一方、東京オリンピック招致に沸き「スポーツ実践＝よいこ
と」のような風潮も見られる。いまこそ、体育授業・部活動指
岐阜聖徳学園大 体育原理～現代の体育・スポー 導に関わる教員が体育・スポーツを客観視し、その価値を
佐藤 善人(教育学部 准教授)
学
ツの現状を評価する～
正しく認識することが求められている。そこで、「存在意義」
「体罰問題」「体力低下」「ジェンダー」等から、これまでの体
育・スポーツを客観的に評価し、今後の指導のあり方を検討
する。

岐阜聖徳学園大
保健授業の設計
学

「保健学習」授業を改善するために必要と思える教材分析、
目標・方略・方策と展開案などの授業設計、分析や評価お
よび関連の主要知見についての講義・討論と、実践で使え 森 美喜夫(教育学部 教授)
る授業設計書づくり、また受講者の実践記録をもとにした分
析・評価の演習。

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

時間数

12時間

講習の期間

平成26年9月6日～
平成26年9月7日

6時間 平成26年7月5日

6時間 平成26年7月5日

対象職種 主な受講対象者

教諭

小・中・高等学校
の教諭向け

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校で
保健体育を担当
する教諭

受講料 受講人数

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
25人
30326【二次予約申込期間】
52530号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
30人
30326【二次予約申込期間】
52531号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

平263032652532号

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

平263032652533号

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
30人
30326【二次予約申込期間】
52534号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
50人
30326【二次予約申込期間】
52535号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
30人
30326【二次予約申込期間】
52536号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
30人
30326【二次予約申込期間】
52537号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
20人
30326【二次予約申込期間】
52538号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

6時間 平成26年7月5日

教諭

6,000円

6時間 平成26年7月5日

教諭

小学校教諭

6,000円

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年8月2日
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教諭

小学校教諭、中
学校で数学を担
当する教諭

教諭

幼稚園教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校で
保健体育を担当
する教諭

教諭
小学校教諭、養
養護教諭 護教諭

ＵＲＬ

http://www.gijodai.
ac.jp/

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭

中学校で数学を
担当する教諭

電話番号

058-229-2211

小学校教諭

教諭

認定番号

平263032553007号

12,000円

教諭

6時間 平成26年7月26日

受講者募集期間

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
成26年4月16日
75人
【二次予約申込期間】
平成26年4月24日～平
成26年5月6日
【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
成26年4月16日
20人
【二次予約申込期間】
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

平成２６年度（第２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

岐阜聖徳学園大
整数論の中の初等的な話題
学

整数は小学校から学習する初等的な対象でありながら理論
的には高等学校や大学で学ぶべき深い内容を含んでいる
ものである。また、同じテーマであっても小学校・中学校・高
等学校でそれぞれの児童・生徒の数学的発達段階に応じた
教材として取り上げられるものも存在する。そこで、整数に 山内 紀夫(教育学部 教授)
関する話題のいくつかを取り上げて、それらについての教材
発見へつながるように数学的背景を理解していただく。ま
た、その理解を元にして教材作成の試行を行なっていただ
く。

岐阜聖徳学園大
教科理解の認知心理学
学

小学生、中学生を学習者として想定した場合の国語、算
数、理科の理解過程について認知心理学の観点から概説
する。これにより、各教科において児童、生徒が抱きうる素
朴概念を理解し、指導法への応用を考察、議論する。

岐阜聖徳学園大
気になる子どもへのアプローチ
学

気になる子どもへの支援方法、障害に対する理解など、事
例、グループ討議、実体験を通して考えていくことを目標と 足立 里美(教育学部 准教授)
する。又、発達障害に対する基礎的知識の習得を目指す。

岐阜聖徳学園大
英語のスピーチ（作成と発表）
学

スピーチには社交辞令のような内容の伴わないものから施
政方針演説までさまざまな種類があるが、今回は、ひとつの
明確なテーマや主張を論理的にサポートする短いスピーチ
の作成と発表を学習する。基本的にはスピーチも作文も同 廣瀬 孝文(外国語学部 教授)
じ技法を用いるので、作文における修辞法を応用する。本
講座の目的は、英語を職業とする自己のプロとしての技能
の向上であって、指導法に関する研修ではない。

学校内における教育相談のシステムについて、生徒指導・
特別支援も含めて概説する。さらにカウンセリング・マイン
岐阜聖徳学園大 教育相談のシステムとカウンセリ
ド、カウンセリング理論、カウンセリングの技法について概
学
ング・マインド
説し、ケース会議とカウンセリングのロールプレイを実施す
る。

阿部 慶賀(教育学部 専任講師)

譲 西賢(教育学部 教授)

教科：音楽の目標及び内容に添い、現状の歌唱指導方法を
把握した上で、児童・生徒の歌声を指導する為に必要な教
岐阜聖徳学園大 うたうこと－教師自らの歌声を求 師自身の歌う技能を高めると共にその指導方法を探究・実
荒木 善子(教育学部 教授)
学
めて－
践する。発声器官の理解および様々な呼吸・発声及び歌唱
方法を研修する中で身体の細胞一つ一つが活性化し児童・
生徒を魅了できる教師自らの歌声を修得することを目指す。

岐阜聖徳学園大
造形表現における材料と技法
学

幼児の造形表現に役立つ材料や技法についての理解を深
早矢仕 晶子(教育学部 教授)
める。材料の取り扱いや、作品づくりについて実技演習を行
桂川 成美(教育学部 専任講師)
いながら説明する。

デューイがシカゴ大学に附属させて開設した「実験室学校」
の原理や実践を含めて、デューイの学校改善の思想を検討
岐阜聖徳学園大 ジョン・デューイの学校改善論が するとともに、それが現代の我が国の教育改革の動向や
龍崎 忠(教育学部 准教授)
学
現代の教育活動に示唆するもの 日々の教育実践といかなる相関になるのかを再考する。併
せて、臨床教育学と呼ばれる新たな研究実践についても、
デューイの視点から触れる。
教科：音楽の目標及び内容に添い、現状の合唱指導方法を
把握した上で、心と音が響きあう合唱指導のあり方につい
岐阜聖徳学園大 合唱指導のあり方について－心 て考察する。この考察結果を踏まえ、児童・生徒の学びの意
荒木 善子(教育学部 教授)
学
と音が響きあう合唱を求めて－ 欲を引き出し、児童・生徒にとって楽しく豊かな合唱活動を
通した指導をするための実践方法（発声方法を含む）を探求
する。
学習に対する動機づけのモデルとして、内発的動機づけと
外発的動機づけという二分法的な動機づけ概念を統合する
岐阜聖徳学園大 自律的な動機づけとその育成に 試みがさまざまに行われている。本講習では、そのような動
安藤 史高(教育学部 准教授)
学
ついて
機づけ理論の一つである自己決定理論について概説する。
そして、学習に対する自律的な動機づけの育成方法につい
て考察する。

岐阜聖徳学園大 言語感覚をみがく短歌と俳句の
学
授業

短詩型文学の鑑賞と創作を通して、言語の運用力を養う授
業作りをテーマとする。短歌・俳句・川柳などの文芸の違い
や鑑賞・創作の体験をもとに、小中学校の国語の授業実践 藤田 万喜子(教育学部 教授)
に生かしていける教材研究・授業研究のあり方・方法、ま
た、文芸祭への投稿のあり方について検討・考察を行う。

岐阜聖徳学園大
ＵＳＢカメラを用いた情報教材
学

身近に利用できるUSBカメラとPCを用いて、情報の教材を
作成する。USBカメラは画像の入力装置として用いる。しか
し、画像は画素のRGB情報を保持しており、その情報を取り
出すことで、「光情報」として取り扱うことが可能になる。 本
伊藤 敏(経済情報学部 教授)
講ではUSBカメラとPCを組合わせ、脈波観察の方法を提供
し、高校の教材としてExcelでの処理方法を紹介する。マル
チメディア機器情報を数値化し、表計算ソフトの利用と組合
わせて処理が可能なことを示す。

講習の開催地

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月2日

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校で
数学を担当する
教諭

受講料 受講人数

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

平263032652541号

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
15人
30326【二次予約申込期間】
52542号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
50人
30326【二次予約申込期間】
52543号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
15人
30326【二次予約申込期間】
52544号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

平263032652545号

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

平263032652546号

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
20人
30326【二次予約申込期間】
52547号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
50人
30326【二次予約申込期間】
52548号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
20人
30326【二次予約申込期間】
52549号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
15人
30326【二次予約申込期間】
52550号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

小学校、中学校
教諭

6,000円

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月2日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月7日

6時間 平成26年8月7日

6時間 平成26年8月7日

6時間 平成26年8月7日

6時間 平成26年8月8日
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中学校・高等学
校で英語を担当
する教諭

小学校、中学校、
教諭
高等学校教諭、
養護教諭
養護教諭

教諭

小学校教諭、中
学校で音楽を担
当する教諭

教諭

幼稚園教諭

6,000円

教諭

小学校、中学校、
高等学校で教育
全般に関わる教
諭

6,000円

教諭

教諭

教諭

教諭

小学校教諭、中
学校で音楽を担
当する教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

小学校教諭、中
学校で国語を担
当する教諭

高等学校で情報
を担当する教諭

ＵＲＬ

平263032652540号

教諭

教諭

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
20人
30326【二次予約申込期間】
52539号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

電話番号

http://www.kmkgifu.jp/

6時間 平成26年8月2日

6時間 平成26年8月6日

認定番号

058-279-3493

6,000円

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

受講者募集期間

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
成26年4月16日
40人
【二次予約申込期間】
平成26年4月24日～平
成26年5月6日
【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
成26年4月16日
20人
【二次予約申込期間】
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
成26年4月16日
20人
【二次予約申込期間】
平成26年4月24日～平
成26年5月6日
【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
成26年4月16日
50人
【二次予約申込期間】
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

平成２６年度（第２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

岐阜聖徳学園大
行動経済学の基礎知識
学

近年における経済学の大きな流れの一つである、行動経済
学の基礎知識を学習する。様々な経済実験の積み重ねに
より、合理的な行動が観察されない経済状況が指摘される
松葉 敬文(経済情報学部 准教授)
ようになった。従来の伝統的な経済学では説明しにくい行動
を考えることで、合理的な行動ばかりではない、人間の情緒
的・直観的な選択行動を学ぶ。

岐阜聖徳学園大
データの分析
学

平成21年の高等学校指導要領改訂にともない、数学Ⅰにお
いて「データの分析」が、数学Ｂにおいて「確率分布と統計
的な推測」が入るようになった。「データの分析」は、旧課程
の『数学Ｂ』「統計とコンピュータ」の移行と見られるが、新し 齊藤 善弘(経済情報学部 准教授)
い内容も入っている。本講習では表計算ソフトを用いなが
ら、データ分析について学ぶ。さらに統計的問題解決型の
授業にも触れる。

講習の開催地

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年8月8日

対象職種 主な受講対象者

教諭

教諭

高等学校で公民・
商業を担当する
教諭

高等学校で数学
を担当する教諭

受講料 受講人数

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
15人
30326【二次予約申込期間】
52552号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

平263032652553号

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

平263032652554号

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

平263032652555号

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

平263517650546号

0584-81-6817

http://www.kmkgifu.jp

平263517650547号

0584-81-6817

http://www.kmkgifu.jp

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
50人
35176【二次予約申込期間】
50548号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

0584-81-6817

http://www.kmkgifu.jp

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
50人
35176【二次予約申込期間】
50549号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

0584-81-6817

http://www.kmkgifu.jp

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
50人
35176【二次予約申込期間】
50550号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

0584-81-6817

http://www.kmkgifu.jp

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
50人
35176【二次予約申込期間】
50551号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

0584-81-6817

http://www.kmkgifu.jp

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
20人
35176【二次予約申込期間】
50552号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

0584-81-6817

http://www.kmkgifu.jp

6時間 平成26年8月23日

教諭

小学校教諭、中
学校で数学を担
当する教諭

6,000円

岐阜聖徳学園大
学校を変える教師の力
学

１ 教師力との出会い・・・力のある魅力的な教師とは。２
学校経営と教師力・・・教師へ期待が大きい社会で、誇りあ
る学校像と教師像を描く。３ 教師の指導力を確認する・・・
大平 橘夫(教育学部 教授)
教科指導の力、生徒指導の力、集団指導の力を確認する。
４ 実力と信頼を高める教師の構え・・・信頼される教師の心
根。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月23日

教諭

小学校、中学校
教諭向け

6,000円

岐阜聖徳学園大
体育現場で使える生理学
学

常識を覆す運動生理学、最新のトレーニング科学、現場で
使える体格・体力測定、運動中の突然死の原因と現場、心 小栗 和雄(教育学部 准教授)
肺蘇生法について講義と実技を行う。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月23日

大垣女子短期大
幼児期の遊びと学び
学

遊びの中の学びとは何であるのか、具体的な事例をもとに
その本質にずばり迫ります。また、その学びを支える保育者
西川 正晃(幼児教育科 教授)
の資質向上のための具体的な取り組みについて、受講者
参加型の演習も交えながら体験していきます。

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月12日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

大垣女子短期大
幼児期の遊びと学び
学

遊びの中の学びとは何であるのか、具体的な事例をもとに
その本質にずばり迫ります。また、その学びを支える保育者
西川 正晃(幼児教育科 教授)
の資質向上のための具体的な取り組みについて、受講者
参加型の演習も交えながら体験していきます。

岐阜県大垣市

6時間 平成26年8月25日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

特別支援教育が本格的に開始されて５年が経過しました。
その間、私たち実践者は対象の子どもたちから多くのことを
学びました。そこで、今一度、子どもの内面に寄り添う支援
発達障害児の理解と支援～子ど
大垣女子短期大
は何か、また、子どもの自律のために今、私たちがしなけれ
もの内面に寄り添う丁寧な支援と
松村 齋(幼児教育科 教授)
学
ばならないことは何か、そして、丁寧な支援を行うことは何を
は～
意味するのかなど、各校園での実践事例を具体的に紹介し
ながら、自らの実践を振り返り、明日への支援のあり方を学
びます。
特別支援教育が本格的に開始されて５年が経過しました。
その間、私たち実践者は対象の子どもたちから多くのことを
学びました。そこで、今一度、子どもの内面に寄り添う支援
発達障害児の理解と支援～子ど
大垣女子短期大
は何か、また、子どもの自律のために今、私たちがしなけれ
もの内面に寄り添う丁寧な支援と
松村 齋(幼児教育科 教授)
学
ばならないことは何か、そして、丁寧な支援を行うことは何を
は～
意味するのかなど、各校園での実践事例を具体的に紹介し
ながら、自らの実践を振り返り、明日への支援のあり方を学
びます。

大垣女子短期大
地球の環境問題を考える
学

人間生活に大きな影響を及ぼすさまざまな地球の環境問題
にはどのようなものがあり、再生可能エネルギーなどの問
題も含めて生活とのつながりからそれらをどうとらえていく
矢田貝 真一(幼児教育科 教授)
べきなのか、幼児の認識を高めていく園の取組などを例に、
知識を整理しながら教師として子どもたちを指導・支援する
立場から考えていきます。

大垣女子短期大
幼児の運動と音楽表現
学

体育・音楽の分野を通して、表現力や創造性を養うための
幼児の活動に沿った柔軟な指導方法をさまざまな角度から 加藤 有子(幼児教育科 教授)
紹介します。各講座とも演習中心で実施しますが、具体的な 光井 恵子(幼児教育科 准教授)
活動を通して指導者が自ら心身を開放し、さらに豊かなイ 中野 由香里(幼児教育科 講師)
メージを表現して頂きたいと考えています。

岐阜県大垣市

岐阜県大垣市

岐阜県大垣市

岐阜県大垣市

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年8月7日

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月18日
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教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

教諭

教諭

幼稚園教諭向け

幼稚園教諭向け

ＵＲＬ

058-279-3493

岐阜県岐阜市

岐阜県高山市

電話番号

6,000円

算数・数学に特徴的な考え方を具体的な問題に即して講義
上垣 渉(教育学部 教授)
する。また、数学史的な話題にも触れる。

特別支援教育が本格的に開始されて５年が経過しました。
その間、私たち実践者は対象の子どもたちから多くのことを
学びました。そこで、今一度、子どもの内面に寄り添う支援
発達障害児の理解と支援～子ど
大垣女子短期大
は何か、また、子どもの自律のために今、私たちがしなけれ
もの内面に寄り添う丁寧な支援と
松村 齋(幼児教育科 教授)
学
ばならないことは何か、そして、丁寧な支援を行うことは何を
は～
意味するのかなど、各校園での実践事例を具体的に紹介し
ながら、自らの実践を振り返り、明日への支援のあり方を学
びます。

認定番号

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
50人
30326【二次予約申込期間】
52551号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

岐阜聖徳学園大
算数・数学の考え方
学

小学校教諭、中
学校・高等学校で
教諭
保健体育を担当
養護教諭
する教諭、養護
教諭

受講者募集期間

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
成26年4月16日
40人
【二次予約申込期間】
平成26年4月24日～平
成26年5月6日
【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
成26年4月16日
50人
【二次予約申込期間】
平成26年4月24日～平
成26年5月6日
【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
成26年4月16日
30人
【二次予約申込期間】
平成26年4月24日～平
成26年5月6日
【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
成26年4月16日
50人
【二次予約申込期間】
平成26年4月24日～平
成26年5月6日
【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
成26年4月16日
50人
【二次予約申込期間】
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

平成２６年度（第２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

大垣女子短期大
幼児の造形あそびと心
学

講習の概要

担当講師

表現療法のひとつであるスクィグル法やＭＳＳＭ法を習得し
ながら、造形あそびを通した心の交流を体験します。次に、
小林 佐知子(幼児教育科 准教授)
切り紙を楽しみ、作品完成の達成感を味わい、その色や形
水谷 聡美(幼児教育科 講師)
からこころを読み解きます。これらの演習を通じて造形あそ
びと心のつながりについて理解します。

多様な価値観を持つ園児の保護者と良好な関係を築くため
には、園と家庭との連携が重要です。この講義では、園と家
高田 全代(幼児教育科 准教授)
大垣女子短期大 保護者への支援 ～良好な関係 庭それぞれの場面での子どもの様子を伝え合う際のポイン
今村 民子(幼児教育科 講師)
学
を築くために～
トを示し、実際にコミュニケーションをとる上で役立つ技術
勝野 愛子(幼児教育科 講師)
や、障がいのある幼児の保護者支援についても取り上げ、
講義と演習を交えながら理解を深めていきます。

講習の開催地

岐阜県大垣市

岐阜県大垣市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月21日

6時間 平成26年8月22日

対象職種 主な受講対象者

教諭

教諭

幼稚園教諭向け

幼稚園教諭向け

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

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
30人
35176【二次予約申込期間】
50553号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

0584-81-6817

http://www.kmkgifu.jp

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
30人
35176【二次予約申込期間】
50554号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

0584-81-6817

http://www.kmkgifu.jp

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
30人
35176【二次予約申込期間】
50555号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

0584-81-6817

http://www.kmkgifu.jp

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
40人
35176【二次予約申込期間】
50556号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

0584-81-6817

http://www.kmkgifu.jp

平263517851810号

058-278-0731

https://www.kmkgifu.jp/

平263517851811号

058-278-0731

https://www.kmkgifu.jp/

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
15人
35178【二次予約申込期間】
51812号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

058-278-0731

https://www.kmkgifu.jp/

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
40人
35178【二次予約申込期間】
51813号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

058-278-0731

https://www.kmkgifu.jp/

058-278-0731

https://www.kmkgifu.jp/

大垣女子短期大
学校における感染管理
学

保育所・幼稚園、学校（小中高）等は、抵抗力が未熟な園
児・生徒達が集団生活をしており、様々な感染症が発生し
本田 可奈子(看護学科 准教授)
やすく感染が拡大しやすい状況である。施設における平常
石黒 なぎさ(看護学科 講師)
時からの予防対策と、感染症が発生した時の感染拡大防止
武藤 英理(看護学科 講師)
対策のおもなポイントを、代表的な感染症を例にとり講義演
習を行う。

大垣女子短期大 保育者が知っておきたい子ども
学
の歯と口の病気

子どもの歯と口の健康を守るには、むし歯予防だけでなく、
口の機能や食育の推進など様々な面に目を向ける必要が
あります。また、子どもの頃の歯と口の衛生習慣は生涯を 石川 隆義(歯科衛生科 教授)
通じて維持され、全身の健康づくりに大きく貢献します。そこ 村田 宜彦(歯科衛生科 准教授)
で本講習では、保育者の方々に子どもの歯と口の健康づく
りを進める上での知識と考え方を知って頂く内容としました。

岐阜聖徳学園大
家庭支援の在り方
学短期大学部

家庭支援は福祉界だけでなく教育界でも大きな課題であ
る。地域でどの様なネットワークをつくり、どの様に対応して
児玉 俊郎(幼児教育学科 准教授)
いけばよいのか、エコマップを活用しながら事例検討してい
く内容である。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

6,000円

岐阜聖徳学園大
マルチメディアと情報技術
学短期大学部

マルチメディアの概要と構成技術について概説し、マルチメ
ディアデータの特性を理解して活用するための方法論につ 長谷川 信(生活学科 准教授)
いて学ぶ。また、演習によりマルチメディア作品制作の技能 糟谷 咲子(生活学科 准教授)
を修得する。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月8日

教諭

高等学校で情報
を担当する教諭

6,000円

岐阜聖徳学園大 英語を専門としない小学校教諭
学短期大学部
のための英語学習の方法

小学校で英語教育が始まり、日本の英語教育におけるコ
ミュニケーション重視の方向性は益々顕著である。他方、日
本の教育が危機に直面していると言われて久しく、その根
本に改めて人格形成・人間教育の重要性について再考察さ
寶壺 貴之(生活学科 准教授)
れ始めている。本講義では、ある教師の人生をテーマにし
た英語リーディングを映像も利用して行い、英語を専門とし
ていない小学校の先生方自身の英語学習の動機づけを高
めることを目標とする。

岐阜聖徳学園大
子どもの病気、けがへの対応
学短期大学部

子どもの時期には200種類のウイルスに感染するといわれ
ています．10歳までにはその半数の100種類のウイルスに
罹患し，まさに子どもに病気はつきものともいえます．体調
大西 薫(幼児教育学科 専任講師)
の悪い子どもの対応で困った点などを参加者と話し合いな
がら，子どもの病気や怪我の対応やケアについて，保健の
立場から最新情報をお伝えします。

岐阜聖徳学園大
保育に活かす音楽表現
学短期大学部

保育する中で音楽の役割は大きい。そして、保育の中でリ
ズムを感じさせる活動は多くある。中でも音楽表現するため
の一番身近な素材は保育者自身であり、歌う・弾く・振りを
仲野 悦子(幼児教育学科 教授)
付けるなど自由自在に表現できる。子ども達の毎日の生活
の中で、どのように音楽を取り入れ表現ができるかなど様々
な表現方法の理論と実際を考える。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月18日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
平26成26年4月16日
20人
35178【二次予約申込期間】
51814号
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

高山自動車短期 今、ふたたび日本国憲法を学び
大学
直す

日本国憲法99条、学校教育法9条によれば、学校設置者
を問わず、教員には憲法の擁護と遵守が求められていま
す。本講座では、「いじめ」「体罰」「モンスターペアレント」な
桑山 昌己（自動車工学科 教授）
どの教育現場での様々な問題点を、憲法26条｢教育を受け
る権利」の観点から分析するほか、教員・社会人として必須
の主な権利について解説を加えていこうと思います。

岐阜県高山市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小・中･高等学校
教諭

6,000円

80人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平263518152199号

0577-32-4440

http://www.takayama
college.ac.jp/

岐阜県瑞浪市

6時間 平成26年8月19日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平263518250540号

0572-68-4556

http://www.kmkgifu.jp

岐阜県瑞浪市

6時間 平成26年8月19日

6,000円

36人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平263518250541号

0572-68-4556

http://www.kmkgifu.jp/

子どもの心理発達的支援の理解を深めるため、以下3点
のテーマで、参加型学習の形態で考察していくことを考えて
中京学院大学中
子どものための心理発達的支援 います。 1.こどもの心理発達 2.近年増えている軽度発達 深谷 博子（保育科講師）
京短期大学部
障害のアセスメントとその対応 3.こどもの発達支援と同様
に重要である親との適切なかかわり

中京学院大学中
スポーツ栄養学・調理学実習
京短期大学部

小～中学生はクラブや部活動などでスポーツを行う学生が
多い。今回の講習では、スポーツを行う小～中学生の食事
内容や食習慣について学習し、現状の食の問題点や改善
濱野 純（健康栄養学科特任講師）
策、指導の在り方等をグループディスカッションを取り入れ
ながら考えていく。またスポーツ選手学生向けの調理の実
習を行う。

岐阜県大垣市

岐阜県大垣市

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月26日

6時間 平成26年8月27日

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年8月8日
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教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

教諭

教諭

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

小学校教諭

幼稚園・小学校
教諭

小学校・中学校で
教諭
家庭科を担当す
栄養教諭
る教諭・栄養教諭

【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
成26年4月16日
20人
【二次予約申込期間】
平成26年4月24日～平
成26年5月6日
【一次予約申込期間】
平成26年4月7日～平
成26年4月16日
20人
【二次予約申込期間】
平成26年4月24日～平
成26年5月6日

平成２６年度（第２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

造形表現教育に関わるモビールの作り方と活用方法を学
ぶ。
モビールは、２０世紀になって彫刻としての概念を覆す「動く
中京学院大学中 モビール制作と造形表現活動へ 彫刻」として創り出されたが、美術界にとどまらず家庭や職
平中 学（保育科教授）
京短期大学部
の活用
場の装飾、商品のディスプレイまた乳幼児の視覚的刺激と
しても広く一般社会にも普及し、教育現場でも活用されてい
る。様々なモビールの紹介と制作過程についての解説を行
い、身近な素材を使ったモビールの制作を行う。

岐阜県瑞浪市

6時間 平成26年8月20日

加工食品の食生活に占める割合はますます大きくなってき
ているが、健康に害を及ぼさなく、安全でかつおいしい食品
を得るためには、これら加工食品がどのような原理で製造さ
中京学院大学中 食品保存原理に基づく食品加工
れているのか理解することが必要である。実際に食品加工 福田 泰樹（健康栄養学科教授）
京短期大学部
実習
操作を行なって食品の品質を化学的、物理的評価方法から
判定し、さらにどのような保存原理に基づいて製品化されて
いるかを実習する。

岐阜県瑞浪市

6時間 平成26年8月20日

中京学院大学中
保育記録のとり方・活かし方
京短期大学部

保育において記録は、自身の保育の振り返りや職場内での
保育の形成に必要不可欠なものです。日々の保育の積み
重ねをどのように記録していったらいいのか、その記録をど 横井 喜彦（保育科准教授）
のように保育に生かしていくのかを、いくつかの保育実践か
ら紐解きながら、一緒に学びあいたいと思います。

岐阜県瑞浪市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中京学院大学中
こどもと音楽
京短期大学部

現代のこどもたちは、AV機器の発達等により、容易に多種
多様な音楽を楽しんでいる。それらのなかには、「J-Pop」
「アニメソング」「童謡」「わらべうた」などが含まれよう。これ
らの音楽は多かれ少なかれ「西洋音楽」の影響を受けてい
る。本講習では、「西洋音楽」と「日本音楽」の2つのキー
阿部 祐治（保育科教授）
ワードを基に、日本と同様に、元来、西洋音楽が自文化で
はない東南アジア諸国（特にタイ王国）の音楽教育とこども
たちに焦点を当てたうえで、日本のこどもたちにとっての音
楽について考察したい。

岐阜県瑞浪市

6時間 平成26年8月21日

中部学院大学短 子どもの生きる喜びを育む保育
期大学部
技術の探求

1.３歳から６歳までの発達過程にふさわしい音楽表現活動
について考察し、子ども自身が意欲的に自己表現できるた
めの指導法について学ぶ。
2.保育者自身の自己表現力、自己アピール力を培い、子ど
もや保護者との心の交流を図る手立てとして「名前の絵本」
を制作する。互いに紹介しあう中で、話し方、提示の仕方な
どの表現法も学ぶ。

岐阜県関市

幼稚園教育要領の趣旨を踏まえて、いま子どもにとって求
めらること、あるいは教師として必要とされることについて、
中部学院大学短 子どものこころとからだを育む保
保育内容（領域健康）を手がかりとして保育実践のあり方を 堀 建治
期大学部
育内容の探求
考察するとともに、子ども理解、効果的な教材研究や指導 （幼児教育学科准教授）
法について具体的事例を通して学ぶ。
保育内容「人間関係・言葉」を中心に講義を行う。特に，今
の子どもたちの育ちの中で課題となっていることを受講者と
共に出し合いながら，その課題をどのようにすれば子どもた
「よりよい育ち」と「よりよい人間関
東海学院大学短
ちのよりよい育ちにつながるかを考え合う。
係」を目指す保育者のための実
三羽 佐和子 (児童教育学科客員教授）
期大学部
また，子どもたちと保育者・子どもたち同士や，保護者とど
践的アプローチ
のように向き合うとよりよい関係が導くことができるか等を，
話し合いや絵本等の活用を含めながら，講義だけでなく実
践的に取り組む。

岐阜県教育委員
幼稚園教育課程
会

岐阜県教育委員
幼稚園教育課程
会

岡田 泰子
（幼児教育学科准教授）
冲中 秀子
（幼児教育学科教授）

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7日～
平成26年5月6日

平263518250542号

0572-68-4556

http://www.kmkgifu.jp/

6,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平263518250543号

0572-68-4556

http://www.kmkgifu.jp/

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平263518250544号

0572-68-4556

http://www.kmkgifu.jp/

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平263518250545号

0572-68-4556

http://www.kmkgifu.jp/

6時間 平成26年7月26日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平263518351109号

0575-24-2212

http://www.kmkgifu.jp/

岐阜県関市

6時間 平成26年7月19日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平263518351110号

0575-24-2212

http://www.kmkgifu.jp/

岐阜県各務原
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平263518451760号

058-382-1148

http://college.toka
igakuin-u.ac.jp

教諭

幼稚園教諭

小学校・中学校で
教諭
家庭科を担当す
栄養教諭
る教諭・栄養教諭

幼稚園教育要領の趣旨や内容の理解を深め、教育課程の
適切な編成・実施に生かすことをねらいとしている。具体的
には、講義と演習で、発達や学びの連続性及び幼稚園での
生活と家庭などでの生活の連続性を確保し、計画的に環境
を構成することを通じて、幼児の健やかな成長を促す指導
の在り方について学ぶ。

北岡
西脇
伊藤
今井
荒金
丹羽
山田
多田
渡邉
牧野

順子（岐阜県教育委員会指導主事）
久美子（岐阜県教育委員会指導主事）
佳子（岐阜県教育委員会指導主事）
清恵（岐阜県教育会指導主事）
啓子（岐阜教育事務所指導主事）
宏樹（西濃教育事務所指導主事）
宏子（美濃教育事務所指導主事）
仁（可茂教育事務所指導主事）
千夏（東濃教育事務所指導主事）
直美（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
幼稚園教諭

1,800円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150763号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

幼稚園教育要領の趣旨や内容の理解を深め、教育課程の
適切な編成・実施に生かすことをねらいとしている。具体的
には、講義と演習で、発達や学びの連続性及び幼稚園での
生活と家庭などでの生活の連続性を確保し、計画的に環境
を構成することを通じて、幼児の健やかな成長を促す指導
の在り方について学ぶ。

北岡
西脇
伊藤
今井
荒金
丹羽
山田
多田
渡邉
牧野

順子（岐阜県教育委員会指導主事）
久美子（岐阜県教育委員会指導主事）
佳子（岐阜県教育委員会指導主事）
清恵（岐阜県教育会指導主事）
啓子（岐阜教育事務所指導主事）
宏樹（西濃教育事務所指導主事）
宏子（美濃教育事務所指導主事）
仁（可茂教育事務所指導主事）
千夏（東濃教育事務所指導主事）
直美（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県郡上市

6時間 平成26年8月5日

教諭

岐阜県内勤務
幼稚園教諭

1,800円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150764号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/
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平成２６年度（第２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

岐阜県教育委員
幼稚園教育課程
会

幼稚園教育要領の趣旨や内容の理解を深め、教育課程の
適切な編成・実施に生かすことをねらいとしている。具体的
には、講義と演習で、発達や学びの連続性及び幼稚園での
生活と家庭などでの生活の連続性を確保し、計画的に環境
を構成することを通じて、幼児の健やかな成長を促す指導
の在り方について学ぶ。

北岡
西脇
伊藤
今井
荒金
丹羽
山田
多田
渡邉
牧野

順子（岐阜県教育委員会指導主事）
久美子（岐阜県教育委員会指導主事）
佳子（岐阜県教育委員会指導主事）
清恵（岐阜県教育会指導主事）
啓子（岐阜教育事務所指導主事）
宏樹（西濃教育事務所指導主事）
宏子（美濃教育事務所指導主事）
仁（可茂教育事務所指導主事）
千夏（東濃教育事務所指導主事）
直美（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成26年7月31日

教諭

岐阜県内勤務
幼稚園教諭

1,800円

50人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150765号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 国語
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する
能力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う
能力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

山田
石橋
山田
河合
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所指導主事）
佳之（西濃教育事務所指導主事）
宏子（美濃教育事務所指導主事）
広映（可茂教育事務所指導主事）
真一（東濃教育事務所指導主事）
史子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150766号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 国語
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する
能力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う
能力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

山田
石橋
山田
河合
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所指導主事）
佳之（西濃教育事務所指導主事）
宏子（美濃教育事務所指導主事）
広映（可茂教育事務所指導主事）
真一（東濃教育事務所指導主事）
史子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150767号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 国語
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する
能力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う
能力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

山田
石橋
山田
河合
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所指導主事）
佳之（西濃教育事務所指導主事）
宏子（美濃教育事務所指導主事）
広映（可茂教育事務所指導主事）
真一（東濃教育事務所指導主事）
史子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
富加町

6時間 平成26年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150768号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 国語
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する
能力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う
能力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

山田
石橋
山田
河合
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所指導主事）
佳之（西濃教育事務所指導主事）
宏子（美濃教育事務所指導主事）
広映（可茂教育事務所指導主事）
真一（東濃教育事務所指導主事）
史子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 平成26年7月30日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150769号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 国語
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する
能力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う
能力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

山田
石橋
山田
河合
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所指導主事）
佳之（西濃教育事務所指導主事）
宏子（美濃教育事務所指導主事）
広映（可茂教育事務所指導主事）
真一（東濃教育事務所指導主事）
史子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150770号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 社会
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、地域社会や我が国
の国土、歴史などに対する理解と愛情を深め、社会的な見
方や考え方を養うための、具体的な改善内容や方法を学
ぶ。

上松
川田
坂野
田中

英隆（岐阜教育事務所指導主事）
英樹（西濃教育事務所指導主事）
隆（美濃教育事務所指導主事）
明（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150771号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 社会
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、地域社会や我が国
の国土、歴史などに対する理解と愛情を深め、社会的な見
方や考え方を養うための、具体的な改善内容や方法を学
ぶ。

上松
川田
坂野
田中

英隆（岐阜教育事務所指導主事）
英樹（西濃教育事務所指導主事）
隆（美濃教育事務所指導主事）
明（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150772号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 社会
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、地域社会や我が国
の国土、歴史などに対する理解と愛情を深め、社会的な見
方や考え方を養うための、具体的な改善内容や方法を学
ぶ。

上松
川田
坂野
田中

英隆（岐阜教育事務所指導主事）
英樹（西濃教育事務所指導主事）
隆（美濃教育事務所指導主事）
明（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
富加町

6時間 平成26年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

平成26年4月7日～
20人
平成26年5月6日

平265002150773号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 社会
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、地域社会や我が国
の国土、歴史などに対する理解と愛情を深め、社会的な見
方や考え方を養うための、具体的な改善内容や方法を学
ぶ。

上松
川田
坂野
田中

英隆（岐阜教育事務所指導主事）
英樹（西濃教育事務所指導主事）
隆（美濃教育事務所指導主事）
明（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 平成26年7月30日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150774号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 社会
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、地域社会や我が国
の国土、歴史などに対する理解と愛情を深め、社会的な見
方や考え方を養うための、具体的な改善内容や方法を学
ぶ。

上松
川田
坂野
田中

英隆（岐阜教育事務所指導主事）
英樹（西濃教育事務所指導主事）
隆（美濃教育事務所指導主事）
明（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150775号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/
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岐阜県教育委員
小学校教育課程 算数
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、算数的活動を一層充
実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付け
るとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を高
める具体的な改善内容や方法を学びます。

三島
伊藤
板津
宇野
遠藤
吉田

晃陽（岐阜教育事務所指導主事）
泰介（西濃教育事務所指導主事）
英文（美濃教育事務所指導主事）
聡（可茂教育事務所指導主事）
睦史（東濃教育事務所指導主事）
稔（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150776号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 算数
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、算数的活動を一層充
実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付け
るとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を高
める具体的な改善内容や方法を学びます。

三島
伊藤
板津
宇野
遠藤
吉田

晃陽（岐阜教育事務所指導主事）
泰介（西濃教育事務所指導主事）
英文（美濃教育事務所指導主事）
聡（可茂教育事務所指導主事）
睦史（東濃教育事務所指導主事）
稔（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150777号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 算数
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、算数的活動を一層充
実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付け
るとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を高
める具体的な改善内容や方法を学びます。

三島
伊藤
板津
宇野
遠藤
吉田

晃陽（岐阜教育事務所指導主事）
泰介（西濃教育事務所指導主事）
英文（美濃教育事務所指導主事）
聡（可茂教育事務所指導主事）
睦史（東濃教育事務所指導主事）
稔（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
富加町

6時間 平成26年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150778号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 算数
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、算数的活動を一層充
実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付け
るとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を高
める具体的な改善内容や方法を学びます。

三島
伊藤
板津
宇野
遠藤
吉田

晃陽（岐阜教育事務所指導主事）
泰介（西濃教育事務所指導主事）
英文（美濃教育事務所指導主事）
聡（可茂教育事務所指導主事）
睦史（東濃教育事務所指導主事）
稔（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 平成26年7月30日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150779号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 算数
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、算数的活動を一層充
実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付け
るとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を高
める具体的な改善内容や方法を学びます。

三島
伊藤
板津
宇野
遠藤
吉田

晃陽（岐阜教育事務所指導主事）
泰介（西濃教育事務所指導主事）
英文（美濃教育事務所指導主事）
聡（可茂教育事務所指導主事）
睦史（東濃教育事務所指導主事）
稔（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

平成26年4月7日～
10人
平成26年5月6日

平265002150780号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 理科
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、問題解決の能力と
自然を愛する心情を育て、自然の事物・現象についての実
感を伴った理解を図り、科学的な見方や考え方を養う指導
について、具体的な内容や方法を学ぶ。

鷲見
園原
馬淵
後藤
歳藤

和也（岐阜教育事務所指導主事）
久徳（西濃教育事務所指導主事）
勝弘（可茂教育事務所指導主事）
秀樹（東濃教育事務所指導主事）
幸弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150781号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 理科
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、問題解決の能力と
自然を愛する心情を育て、自然の事物・現象についての実
感を伴った理解を図り、科学的な見方や考え方を養う指導
について、具体的な内容や方法を学ぶ。

鷲見
園原
馬淵
後藤
歳藤

和也（岐阜教育事務所指導主事）
久徳（西濃教育事務所指導主事）
勝弘（可茂教育事務所指導主事）
秀樹（東濃教育事務所指導主事）
幸弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150782号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 理科
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、問題解決の能力と
自然を愛する心情を育て、自然の事物・現象についての実
感を伴った理解を図り、科学的な見方や考え方を養う指導
について、具体的な内容や方法を学ぶ。

鷲見
園原
馬淵
後藤
歳藤

和也（岐阜教育事務所指導主事）
久徳（西濃教育事務所指導主事）
勝弘（可茂教育事務所指導主事）
秀樹（東濃教育事務所指導主事）
幸弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
富加町

6時間 平成26年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150783号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 理科
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、問題解決の能力と
自然を愛する心情を育て、自然の事物・現象についての実
感を伴った理解を図り、科学的な見方や考え方を養う指導
について、具体的な内容や方法を学ぶ。

鷲見
園原
馬淵
後藤
歳藤

和也（岐阜教育事務所指導主事）
久徳（西濃教育事務所指導主事）
勝弘（可茂教育事務所指導主事）
秀樹（東濃教育事務所指導主事）
幸弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 平成26年7月30日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150784号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 理科
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、問題解決の能力と
自然を愛する心情を育て、自然の事物・現象についての実
感を伴った理解を図り、科学的な見方や考え方を養う指導
について、具体的な内容や方法を学ぶ。

鷲見
園原
馬淵
後藤
歳藤

和也（岐阜教育事務所指導主事）
久徳（西濃教育事務所指導主事）
勝弘（可茂教育事務所指導主事）
秀樹（東濃教育事務所指導主事）
幸弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150785号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 生活
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、気付きの質を高め、
活動や体験を一層充実するための学習活動を重視し、自立
の基礎を養うための、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

白木
平工
園原
岡崎
馬淵
薄井
尾石

和雄（岐阜県教育委員会指導主事）
雅之（岐阜教育事務所指導主事）
久徳（西濃教育事務所指導主事）
佳代子（美濃教育事務所指導主事）
勝弘（可茂教育事務所指導主事）
伸一（東濃教育事務所指導主事）
光正（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150786号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 生活
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、気付きの質を高め、
活動や体験を一層充実するための学習活動を重視し、自立
の基礎を養うための、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

白木
平工
園原
岡崎
馬淵
薄井
尾石

和雄（岐阜県教育委員会指導主事）
雅之（岐阜教育事務所指導主事）
久徳（西濃教育事務所指導主事）
佳代子（美濃教育事務所指導主事）
勝弘（可茂教育事務所指導主事）
伸一（東濃教育事務所指導主事）
光正（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150787号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/
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岐阜県教育委員
小学校教育課程 生活
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、気付きの質を高め、
活動や体験を一層充実するための学習活動を重視し、自立
の基礎を養うための、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

白木
平工
園原
岡崎
馬淵
薄井
尾石

和雄（岐阜県教育委員会指導主事）
雅之（岐阜教育事務所指導主事）
久徳（西濃教育事務所指導主事）
佳代子（美濃教育事務所指導主事）
勝弘（可茂教育事務所指導主事）
伸一（東濃教育事務所指導主事）
光正（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
富加町

6時間 平成26年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150788号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 生活
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、気付きの質を高め、
活動や体験を一層充実するための学習活動を重視し、自立
の基礎を養うための、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

白木
平工
園原
岡崎
馬淵
薄井
尾石

和雄（岐阜県教育委員会指導主事）
雅之（岐阜教育事務所指導主事）
久徳（西濃教育事務所指導主事）
佳代子（美濃教育事務所指導主事）
勝弘（可茂教育事務所指導主事）
伸一（東濃教育事務所指導主事）
光正（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 平成26年7月30日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150789号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 生活
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、気付きの質を高め、
活動や体験を一層充実するための学習活動を重視し、自立
の基礎を養うための、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

白木
平工
園原
岡崎
馬淵
薄井
尾石

和雄（岐阜県教育委員会指導主事）
雅之（岐阜教育事務所指導主事）
久徳（西濃教育事務所指導主事）
佳代子（美濃教育事務所指導主事）
勝弘（可茂教育事務所指導主事）
伸一（東濃教育事務所指導主事）
光正（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150790号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 音楽
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、多様な音や音楽を感
じ取り、創意工夫して表現したり、味わって鑑賞したりする力
の育成や、音楽文化についての理解を深めるための具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

杉本
奥村
岡崎
大平

公彦（岐阜県教育委員会指導主事）
美樹恵（岐阜教育事務所指導主事）
佳代子（美濃教育事務所指導主事）
和子（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150791号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 音楽
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、多様な音や音楽を感
じ取り、創意工夫して表現したり、味わって鑑賞したりする力
の育成や、音楽文化についての理解を深めるための具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

杉本
奥村
岡崎
大平

公彦（岐阜県教育委員会指導主事）
美樹恵（岐阜教育事務所指導主事）
佳代子（美濃教育事務所指導主事）
和子（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150792号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 音楽
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、多様な音や音楽を感
じ取り、創意工夫して表現したり、味わって鑑賞したりする力
の育成や、音楽文化についての理解を深めるための具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

杉本
奥村
岡崎
大平

公彦（岐阜県教育委員会指導主事）
美樹恵（岐阜教育事務所指導主事）
佳代子（美濃教育事務所指導主事）
和子（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
富加町

6時間 平成26年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150793号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 音楽
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、多様な音や音楽を感
じ取り、創意工夫して表現したり、味わって鑑賞したりする力
の育成や、音楽文化についての理解を深めるための具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

杉本
奥村
岡崎
大平

公彦（岐阜県教育委員会指導主事）
美樹恵（岐阜教育事務所指導主事）
佳代子（美濃教育事務所指導主事）
和子（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 平成26年7月30日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150794号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 音楽
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、多様な音や音楽を感
じ取り、創意工夫して表現したり、味わって鑑賞したりする力
の育成や、音楽文化についての理解を深めるための具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

杉本
奥村
岡崎
大平

公彦（岐阜県教育委員会指導主事）
美樹恵（岐阜教育事務所指導主事）
佳代子（美濃教育事務所指導主事）
和子（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150795号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 図画工作
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 笠嶋 誠（岐阜県教育員会指導主事）
る。具体的には、講義と演習を通して、感性を働かせなが 多田 仁（可茂教育事務所指導主事）
ら、造形的な創造活動の基礎的能力を育成することを一層 清水 也人（飛騨教育事務所指導主事）
重視するために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150796号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 図画工作
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 笠嶋 誠（岐阜県教育員会指導主事）
る。具体的には、講義と演習を通して、感性を働かせなが 多田 仁（可茂教育事務所指導主事）
ら、造形的な創造活動の基礎的能力を育成することを一層 清水 也人（飛騨教育事務所指導主事）
重視するために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県海津市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

平成26年4月7日～
20人
平成26年5月6日

平265002150797号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 図画工作
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 笠嶋 誠（岐阜県教育員会指導主事）
る。具体的には、講義と演習を通して、感性を働かせなが 多田 仁（可茂教育事務所指導主事）
ら、造形的な創造活動の基礎的能力を育成することを一層 清水 也人（飛騨教育事務所指導主事）
重視するために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県加茂郡
富加町

6時間 平成26年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150798号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 図画工作
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 笠嶋 誠（岐阜県教育員会指導主事）
る。具体的には、講義と演習を通して、感性を働かせなが 多田 仁（可茂教育事務所指導主事）
ら、造形的な創造活動の基礎的能力を育成することを一層 清水 也人（飛騨教育事務所指導主事）
重視するために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県多治見
市

6時間 平成26年7月30日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150799号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/
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平成２６年度（第２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

岐阜県教育委員
小学校教育課程 図画工作
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 笠嶋 誠（岐阜県教育員会指導主事）
る。具体的には、講義と演習を通して、感性を働かせなが 多田 仁（可茂教育事務所指導主事）
ら、造形的な創造活動の基礎的能力を育成することを一層 清水 也人（飛騨教育事務所指導主事）
重視するために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150800号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 家庭
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、衣食住等に関する実
践的・体験的な活動を一層重視し、家族の一員として生活
をよりよくしようとする実践的な態度を育成するための、具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

西脇 久美子（岐阜県教育委員会指導主事）
堀 高哉（岐阜教育事務所指導主事）
酒井 統康（美濃教育事務所指導主事）
長谷川 万恵（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150801号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 家庭
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、衣食住等に関する実
践的・体験的な活動を一層重視し、家族の一員として生活
をよりよくしようとする実践的な態度を育成するための、具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

西脇 久美子（岐阜県教育委員会指導主事）
堀 高哉（岐阜教育事務所指導主事）
酒井 統康（美濃教育事務所指導主事）
長谷川 万恵（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150802号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 家庭
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、衣食住等に関する実
践的・体験的な活動を一層重視し、家族の一員として生活
をよりよくしようとする実践的な態度を育成するための、具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

西脇 久美子（岐阜県教育委員会指導主事）
堀 高哉（岐阜教育事務所指導主事）
酒井 統康（美濃教育事務所指導主事）
長谷川 万恵（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
富加町

6時間 平成26年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150803号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 家庭
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、衣食住等に関する実
践的・体験的な活動を一層重視し、家族の一員として生活
をよりよくしようとする実践的な態度を育成するための、具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

西脇 久美子（岐阜県教育委員会指導主事）
堀 高哉（岐阜教育事務所指導主事）
酒井 統康（美濃教育事務所指導主事）
長谷川 万恵（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 平成26年7月30日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150804号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 家庭
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、衣食住等に関する実
践的・体験的な活動を一層重視し、家族の一員として生活
をよりよくしようとする実践的な態度を育成するための、具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

西脇 久美子（岐阜県教育委員会指導主事）
堀 高哉（岐阜教育事務所指導主事）
酒井 統康（美濃教育事務所指導主事）
長谷川 万恵（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150805号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 体育
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

宮部
古田
広瀬
島田
見山

寿（岐阜教育事務所指導主事）
浩章（西濃教育事務所指導主事）
満（可茂教育事務所指導主事）
定尚（東濃教育事務所指導主事）
政克（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150806号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 体育
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

宮部
古田
広瀬
島田
見山

寿（岐阜教育事務所指導主事）
浩章（西濃教育事務所指導主事）
満（可茂教育事務所指導主事）
定尚（東濃教育事務所指導主事）
政克（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

平成26年4月7日～
20人
平成26年5月6日

平265002150807号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 体育
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

宮部
古田
広瀬
島田
見山

寿（岐阜教育事務所指導主事）
浩章（西濃教育事務所指導主事）
満（可茂教育事務所指導主事）
定尚（東濃教育事務所指導主事）
政克（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
富加町

6時間 平成26年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150808号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 体育
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

宮部
古田
広瀬
島田
見山

寿（岐阜教育事務所指導主事）
浩章（西濃教育事務所指導主事）
満（可茂教育事務所指導主事）
定尚（東濃教育事務所指導主事）
政克（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 平成26年7月30日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150809号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 体育
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

宮部
古田
広瀬
島田
見山

寿（岐阜教育事務所指導主事）
浩章（西濃教育事務所指導主事）
満（可茂教育事務所指導主事）
定尚（東濃教育事務所指導主事）
政克（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150810号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 外国語活動
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階において
コミュニケーション能力の素地を養うために新しく導入される
外国語活動について、目標や内容を理解するとともに、求
められる指導方法等を学ぶ。

平工
小倉
岩井
薄井
尾石

雅之（岐阜教育事務所指導主事）
正裕（西濃教育事務所指導主事）
裕美（可茂教育事務所指導主事）
伸一（東濃教育事務所指導主事）
光正（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150811号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 外国語活動
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階において
コミュニケーション能力の素地を養うために新しく導入される
外国語活動について、目標や内容を理解するとともに、求
められる指導方法等を学ぶ。

平工
小倉
岩井
薄井
尾石

雅之（岐阜教育事務所指導主事）
正裕（西濃教育事務所指導主事）
裕美（可茂教育事務所指導主事）
伸一（東濃教育事務所指導主事）
光正（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150812号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/
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平成２６年度（第２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

岐阜県教育委員
小学校教育課程 外国語活動
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階において
コミュニケーション能力の素地を養うために新しく導入される
外国語活動について、目標や内容を理解するとともに、求
められる指導方法等を学ぶ。

平工
小倉
岩井
薄井
尾石

雅之（岐阜教育事務所指導主事）
正裕（西濃教育事務所指導主事）
裕美（可茂教育事務所指導主事）
伸一（東濃教育事務所指導主事）
光正（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
富加町

6時間 平成26年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150813号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 外国語活動
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階において
コミュニケーション能力の素地を養うために新しく導入される
外国語活動について、目標や内容を理解するとともに、求
められる指導方法等を学ぶ。

平工
小倉
岩井
薄井
尾石

雅之（岐阜教育事務所指導主事）
正裕（西濃教育事務所指導主事）
裕美（可茂教育事務所指導主事）
伸一（東濃教育事務所指導主事）
光正（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 平成26年7月30日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150814号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
小学校教育課程 外国語活動
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、小学校段階において
コミュニケーション能力の素地を養うために新しく導入される
外国語活動について、目標や内容を理解するとともに、求
められる指導方法等を学ぶ。

平工
小倉
岩井
薄井
尾石

雅之（岐阜教育事務所指導主事）
正裕（西濃教育事務所指導主事）
裕美（可茂教育事務所指導主事）
伸一（東濃教育事務所指導主事）
光正（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150815号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
岐阜県教育委員
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある児童に
小学校教育課程 特別支援教育
会
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力
を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

荒金
丹羽
高橋
渡邉
牧野

啓子（岐阜教育事務所指導主事）
宏樹（西濃教育事務所指導主事）
泰行（可茂教育事務所指導主事）
千夏（東濃教育事務所指導主事）
直美（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150816号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
岐阜県教育委員
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある児童に
小学校教育課程 特別支援教育
会
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力
を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

荒金
丹羽
高橋
渡邉
牧野

啓子（岐阜教育事務所指導主事）
宏樹（西濃教育事務所指導主事）
泰行（可茂教育事務所指導主事）
千夏（東濃教育事務所指導主事）
直美（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県海津市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150817号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
岐阜県教育委員
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある児童に
小学校教育課程 特別支援教育
会
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力
を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

荒金
丹羽
高橋
渡邉
牧野

啓子（岐阜教育事務所指導主事）
宏樹（西濃教育事務所指導主事）
泰行（可茂教育事務所指導主事）
千夏（東濃教育事務所指導主事）
直美（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県加茂郡
富加町

6時間 平成26年7月23日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150818号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
岐阜県教育委員
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある児童に
小学校教育課程 特別支援教育
会
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力
を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

荒金
丹羽
高橋
渡邉
牧野

啓子（岐阜教育事務所指導主事）
宏樹（西濃教育事務所指導主事）
泰行（可茂教育事務所指導主事）
千夏（東濃教育事務所指導主事）
直美（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県多治見
市

6時間 平成26年7月30日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150819号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
岐阜県教育委員
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある児童に
小学校教育課程 特別支援教育
会
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力
を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

荒金
丹羽
高橋
渡邉
牧野

啓子（岐阜教育事務所指導主事）
宏樹（西濃教育事務所指導主事）
泰行（可茂教育事務所指導主事）
千夏（東濃教育事務所指導主事）
直美（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
小学校教諭

1,800円

平成26年4月7日～
10人
平成26年5月6日

平265002150820号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 国語
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、中学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する
能力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う
能力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

山田
石橋
山田
河合
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所指導主事）
佳之（西濃教育事務所指導主事）
宏子（美濃教育事務所指導主事）
広映（可茂教育事務所指導主事）
真一（東濃教育事務所指導主事）
史子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県羽島郡
笠松町

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（国
語）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150821号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 国語
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、中学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する
能力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う
能力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

山田
石橋
山田
河合
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所指導主事）
佳之（西濃教育事務所指導主事）
宏子（美濃教育事務所指導主事）
広映（可茂教育事務所指導主事）
真一（東濃教育事務所指導主事）
史子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（国
語）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150822号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 国語
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、中学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する
能力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う
能力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

山田
石橋
山田
河合
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所指導主事）
佳之（西濃教育事務所指導主事）
宏子（美濃教育事務所指導主事）
広映（可茂教育事務所指導主事）
真一（東濃教育事務所指導主事）
史子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（国
語）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150823号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 国語
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、中学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する
能力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う
能力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

山田
石橋
山田
河合
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所指導主事）
佳之（西濃教育事務所指導主事）
宏子（美濃教育事務所指導主事）
広映（可茂教育事務所指導主事）
真一（東濃教育事務所指導主事）
史子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県土岐市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（国
語）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150824号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

120 / 264 ページ

平成２６年度（第２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

岐阜県教育委員
中学校教育課程 国語
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、中学校段階におい
て、言葉を通して的確に理解し、論理的に思考し表現する
能力の育成や互いの立場や考えを尊重して言葉で伝え合う
能力を育成するための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

山田
石橋
山田
河合
横山
中西

高秀（岐阜教育事務所指導主事）
佳之（西濃教育事務所指導主事）
宏子（美濃教育事務所指導主事）
広映（可茂教育事務所指導主事）
真一（東濃教育事務所指導主事）
史子（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月28日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（国
語）

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150825号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 社会
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、社会的事象に関心を
もって多面的・多角的に考察し、公正に判断する能力と態度
を養い、社会的な見方や考え方を成長させるための、具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

上松
川田
坂野
田中

英隆（岐阜教育事務所指導主事）
英樹（西濃教育事務所指導主事）
隆（美濃教育事務所指導主事）
明（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県羽島郡
笠松町

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（社
会）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150826号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 社会
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、社会的事象に関心を
もって多面的・多角的に考察し、公正に判断する能力と態度
を養い、社会的な見方や考え方を成長させるための、具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

上松
川田
坂野
田中

英隆（岐阜教育事務所指導主事）
英樹（西濃教育事務所指導主事）
隆（美濃教育事務所指導主事）
明（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（社
会）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150827号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 社会
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、社会的事象に関心を
もって多面的・多角的に考察し、公正に判断する能力と態度
を養い、社会的な見方や考え方を成長させるための、具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

上松
川田
坂野
田中

英隆（岐阜教育事務所指導主事）
英樹（西濃教育事務所指導主事）
隆（美濃教育事務所指導主事）
明（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（社
会）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150828号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 社会
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、社会的事象に関心を
もって多面的・多角的に考察し、公正に判断する能力と態度
を養い、社会的な見方や考え方を成長させるための、具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

上松
川田
坂野
田中

英隆（岐阜教育事務所指導主事）
英樹（西濃教育事務所指導主事）
隆（美濃教育事務所指導主事）
明（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県土岐市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（社
会）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150829号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 社会
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義と演習を通して、社会的事象に関心を
もって多面的・多角的に考察し、公正に判断する能力と態度
を養い、社会的な見方や考え方を成長させるための、具体
的な改善内容や方法を学ぶ。

上松
川田
坂野
田中

英隆（岐阜教育事務所指導主事）
英樹（西濃教育事務所指導主事）
隆（美濃教育事務所指導主事）
明（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月28日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（社
会）

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150830号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 数学
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、数学的活動を一層
充実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付
けるとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を
高める具体的な改善内容や方法を学ぶ。

三島
伊藤
板津
宇野
遠藤
吉田

晃陽（岐阜教育事務所指導主事）
泰介（西濃教育事務所指導主事）
英文（美濃教育事務所指導主事）
聡（可茂教育事務所指導主事）
睦史（東濃教育事務所指導主事）
稔（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県羽島郡
笠松町

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（数
学）

1,800円

平成26年4月7日～
20人
平成26年5月6日

平265002150831号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 数学
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、数学的活動を一層
充実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付
けるとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を
高める具体的な改善内容や方法を学ぶ。

三島
伊藤
板津
宇野
遠藤
吉田

晃陽（岐阜教育事務所指導主事）
泰介（西濃教育事務所指導主事）
英文（美濃教育事務所指導主事）
聡（可茂教育事務所指導主事）
睦史（東濃教育事務所指導主事）
稔（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（数
学）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150832号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 数学
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、数学的活動を一層
充実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付
けるとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を
高める具体的な改善内容や方法を学ぶ。

三島
伊藤
板津
宇野
遠藤
吉田

晃陽（岐阜教育事務所指導主事）
泰介（西濃教育事務所指導主事）
英文（美濃教育事務所指導主事）
聡（可茂教育事務所指導主事）
睦史（東濃教育事務所指導主事）
稔（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（数
学）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150833号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 数学
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、数学的活動を一層
充実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付
けるとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を
高める具体的な改善内容や方法を学ぶ。

三島
伊藤
板津
宇野
遠藤
吉田

晃陽（岐阜教育事務所指導主事）
泰介（西濃教育事務所指導主事）
英文（美濃教育事務所指導主事）
聡（可茂教育事務所指導主事）
睦史（東濃教育事務所指導主事）
稔（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県土岐市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（数
学）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150834号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 数学
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、数学的活動を一層
充実させ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付
けるとともに、数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を
高める具体的な改善内容や方法を学ぶ。

三島
伊藤
板津
宇野
遠藤
吉田

晃陽（岐阜教育事務所指導主事）
泰介（西濃教育事務所指導主事）
英文（美濃教育事務所指導主事）
聡（可茂教育事務所指導主事）
睦史（東濃教育事務所指導主事）
稔（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月28日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（数
学）

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150835号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 理科
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、科学的に探究する
能力の基礎と態度を育てるとともに、自然の事物・現象につ
いての理解を深め、科学的な見方や考え方を養う指導につ
いて、具体的な内容や方法を学びます。

鷲見
園原
馬淵
後藤
歳藤

和也（岐阜教育事務所指導主事）
久徳（西濃教育事務所指導主事）
勝弘（可茂教育事務所指導主事）
秀樹（東濃教育事務所指導主事）
幸弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県羽島郡
笠松町

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（理
科）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150836号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 理科
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、科学的に探究する
能力の基礎と態度を育てるとともに、自然の事物・現象につ
いての理解を深め、科学的な見方や考え方を養う指導につ
いて、具体的な内容や方法を学びます。

鷲見
園原
馬淵
後藤
歳藤

和也（岐阜教育事務所指導主事）
久徳（西濃教育事務所指導主事）
勝弘（可茂教育事務所指導主事）
秀樹（東濃教育事務所指導主事）
幸弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（理
科）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150837号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/
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岐阜県教育委員
中学校教育課程 理科
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、科学的に探究する
能力の基礎と態度を育てるとともに、自然の事物・現象につ
いての理解を深め、科学的な見方や考え方を養う指導につ
いて、具体的な内容や方法を学びます。

鷲見
園原
馬淵
後藤
歳藤

和也（岐阜教育事務所指導主事）
久徳（西濃教育事務所指導主事）
勝弘（可茂教育事務所指導主事）
秀樹（東濃教育事務所指導主事）
幸弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（理
科）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150838号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 理科
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、科学的に探究する
能力の基礎と態度を育てるとともに、自然の事物・現象につ
いての理解を深め、科学的な見方や考え方を養う指導につ
いて、具体的な内容や方法を学びます。

鷲見
園原
馬淵
後藤
歳藤

和也（岐阜教育事務所指導主事）
久徳（西濃教育事務所指導主事）
勝弘（可茂教育事務所指導主事）
秀樹（東濃教育事務所指導主事）
幸弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県土岐市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（理
科）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150839号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 理科
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、科学的に探究する
能力の基礎と態度を育てるとともに、自然の事物・現象につ
いての理解を深め、科学的な見方や考え方を養う指導につ
いて、具体的な内容や方法を学びます。

鷲見
園原
馬淵
後藤
歳藤

和也（岐阜教育事務所指導主事）
久徳（西濃教育事務所指導主事）
勝弘（可茂教育事務所指導主事）
秀樹（東濃教育事務所指導主事）
幸弘（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月28日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（理
科）

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150840号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 音楽
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、音楽のよさを感じ取
り、思いや意図をもって表現したり、音楽全体を味わって鑑
賞したりする力を育成するための、具体的な改善内容や方
法を学ぶ。

杉本
奥村
岡崎
大平

公彦（岐阜県教育委員会指導主事）
美樹恵（岐阜教育事務所指導主事）
佳代子（美濃教育事務所指導主事）
和子（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県羽島郡
笠松町

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（音
楽）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150841号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 音楽
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、音楽のよさを感じ取
り、思いや意図をもって表現したり、音楽全体を味わって鑑
賞したりする力を育成するための、具体的な改善内容や方
法を学ぶ。

杉本
奥村
岡崎
大平

公彦（岐阜県教育委員会指導主事）
美樹恵（岐阜教育事務所指導主事）
佳代子（美濃教育事務所指導主事）
和子（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（音
楽）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150842号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 音楽
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、音楽のよさを感じ取
り、思いや意図をもって表現したり、音楽全体を味わって鑑
賞したりする力を育成するための、具体的な改善内容や方
法を学ぶ。

杉本
奥村
岡崎
大平

公彦（岐阜県教育委員会指導主事）
美樹恵（岐阜教育事務所指導主事）
佳代子（美濃教育事務所指導主事）
和子（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（音
楽）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150843号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 音楽
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、音楽のよさを感じ取
り、思いや意図をもって表現したり、音楽全体を味わって鑑
賞したりする力を育成するための、具体的な改善内容や方
法を学ぶ。

杉本
奥村
岡崎
大平

公彦（岐阜県教育委員会指導主事）
美樹恵（岐阜教育事務所指導主事）
佳代子（美濃教育事務所指導主事）
和子（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県土岐市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（音
楽）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150844号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 音楽
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、音楽のよさを感じ取
り、思いや意図をもって表現したり、音楽全体を味わって鑑
賞したりする力を育成するための、具体的な改善内容や方
法を学ぶ。

杉本
奥村
岡崎
大平

公彦（岐阜県教育委員会指導主事）
美樹恵（岐阜教育事務所指導主事）
佳代子（美濃教育事務所指導主事）
和子（東濃教育事務所指導主事）

1,800円

平成26年4月7日～
10人
平成26年5月6日

平265002150845号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月28日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（音
楽）

岐阜県教育委員
中学校教育課程 美術
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 笠嶋 誠（岐阜県教育員会指導主事）
る。具体的には、講義や演習を通して、生活の中の美術の 多田 仁（可茂教育事務所指導主事）
働きや美術文化についての理解を一層深め、豊かな情操を 清水 也人（飛騨教育事務所指導主事）
養うために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県羽島郡
笠松町

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（美
術）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150846号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 美術
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 笠嶋 誠（岐阜県教育員会指導主事）
る。具体的には、講義や演習を通して、生活の中の美術の 多田 仁（可茂教育事務所指導主事）
働きや美術文化についての理解を一層深め、豊かな情操を 清水 也人（飛騨教育事務所指導主事）
養うために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県大垣市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（美
術）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150847号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 美術
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 笠嶋 誠（岐阜県教育員会指導主事）
る。具体的には、講義や演習を通して、生活の中の美術の 多田 仁（可茂教育事務所指導主事）
働きや美術文化についての理解を一層深め、豊かな情操を 清水 也人（飛騨教育事務所指導主事）
養うために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県関市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（美
術）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150848号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 美術
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 笠嶋 誠（岐阜県教育員会指導主事）
る。具体的には、講義や演習を通して、生活の中の美術の 多田 仁（可茂教育事務所指導主事）
働きや美術文化についての理解を一層深め、豊かな情操を 清水 也人（飛騨教育事務所指導主事）
養うために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県土岐市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（美
術）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150849号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 美術
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい 笠嶋 誠（岐阜県教育員会指導主事）
る。具体的には、講義や演習を通して、生活の中の美術の 多田 仁（可茂教育事務所指導主事）
働きや美術文化についての理解を一層深め、豊かな情操を 清水 也人（飛騨教育事務所指導主事）
養うために、具体的な改善内容や方法を学ぶ。

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月28日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（美
術）

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150850号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/
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ＵＲＬ

岐阜県教育委員
中学校教育課程 技術・家庭
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生活に必要な基礎
的・基本的な知識及び技術を習得するとともに、進んで生活
を工夫し創造する能力と実践的な態度を育成するための、
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

西脇 久美子（岐阜県教育委員会指導主事）
星野 健（岐阜県教育委員会指導主事）
堀 高哉（岐阜教育事務所指導主事）
酒井 統康（美濃教育事務所指導主事）
長谷川 万恵（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県羽島郡
笠松町

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（技
術・家庭）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150851号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 技術・家庭
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生活に必要な基礎
的・基本的な知識及び技術を習得するとともに、進んで生活
を工夫し創造する能力と実践的な態度を育成するための、
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

西脇 久美子（岐阜県教育委員会指導主事）
星野 健（岐阜県教育委員会指導主事）
堀 高哉（岐阜教育事務所指導主事）
酒井 統康（美濃教育事務所指導主事）
長谷川 万恵（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（技
術・家庭）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150852号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 技術・家庭
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生活に必要な基礎
的・基本的な知識及び技術を習得するとともに、進んで生活
を工夫し創造する能力と実践的な態度を育成するための、
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

西脇 久美子（岐阜県教育委員会指導主事）
星野 健（岐阜県教育委員会指導主事）
堀 高哉（岐阜教育事務所指導主事）
酒井 統康（美濃教育事務所指導主事）
長谷川 万恵（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（技
術・家庭）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150853号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 技術・家庭
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生活に必要な基礎
的・基本的な知識及び技術を習得するとともに、進んで生活
を工夫し創造する能力と実践的な態度を育成するための、
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

西脇 久美子（岐阜県教育委員会指導主事）
星野 健（岐阜県教育委員会指導主事）
堀 高哉（岐阜教育事務所指導主事）
酒井 統康（美濃教育事務所指導主事）
長谷川 万恵（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県土岐市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（技
術・家庭）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150854号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 技術・家庭
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生活に必要な基礎
的・基本的な知識及び技術を習得するとともに、進んで生活
を工夫し創造する能力と実践的な態度を育成するための、
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

西脇 久美子（岐阜県教育委員会指導主事）
星野 健（岐阜県教育委員会指導主事）
堀 高哉（岐阜教育事務所指導主事）
酒井 統康（美濃教育事務所指導主事）
長谷川 万恵（東濃教育事務所指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月28日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（技
術・家庭）

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150855号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 保健体育
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

宮部
古田
広瀬
島田
見山

寿（岐阜教育事務所指導主事）
浩章（西濃教育事務所指導主事）
満（可茂教育事務所指導主事）
定尚（東濃教育事務所指導主事）
政克（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県羽島郡
笠松町

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（保
健体育）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150856号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 保健体育
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

宮部
古田
広瀬
島田
見山

寿（岐阜教育事務所指導主事）
浩章（西濃教育事務所指導主事）
満（可茂教育事務所指導主事）
定尚（東濃教育事務所指導主事）
政克（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（保
健体育）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150857号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 保健体育
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

宮部
古田
広瀬
島田
見山

寿（岐阜教育事務所指導主事）
浩章（西濃教育事務所指導主事）
満（可茂教育事務所指導主事）
定尚（東濃教育事務所指導主事）
政克（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（保
健体育）

1,800円

平成26年4月7日～
20人
平成26年5月6日

平265002150858号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 保健体育
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

宮部
古田
広瀬
島田
見山

寿（岐阜教育事務所指導主事）
浩章（西濃教育事務所指導主事）
満（可茂教育事務所指導主事）
定尚（東濃教育事務所指導主事）
政克（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県土岐市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（保
健体育）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150859号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 保健体育
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、生涯にわたって健康
を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現する基礎を培う
ための具体的な改善内容や方法を学ぶ。

宮部
古田
広瀬
島田
見山

寿（岐阜教育事務所指導主事）
浩章（西濃教育事務所指導主事）
満（可茂教育事務所指導主事）
定尚（東濃教育事務所指導主事）
政克（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月28日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（保
健体育）

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150860号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 外国語
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、外国語を理解し、外
国語で表現することができる実践的な運用能力を育成する
ための、具体的な改善事項及び求められる指導方法等を学
ぶ。

平工
小倉
岩井
薄井
尾石

雅之（岐阜教育事務所指導主事）
正裕（西濃教育事務所指導主事）
裕美（可茂教育事務所指導主事）
伸一（東濃教育事務所指導主事）
光正（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県羽島郡
笠松町

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（外
国語）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150861号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 外国語
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、外国語を理解し、外
国語で表現することができる実践的な運用能力を育成する
ための、具体的な改善事項及び求められる指導方法等を学
ぶ。

平工
小倉
岩井
薄井
尾石

雅之（岐阜教育事務所指導主事）
正裕（西濃教育事務所指導主事）
裕美（可茂教育事務所指導主事）
伸一（東濃教育事務所指導主事）
光正（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（外
国語）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150862号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 外国語
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、外国語を理解し、外
国語で表現することができる実践的な運用能力を育成する
ための、具体的な改善事項及び求められる指導方法等を学
ぶ。

平工
小倉
岩井
薄井
尾石

雅之（岐阜教育事務所指導主事）
正裕（西濃教育事務所指導主事）
裕美（可茂教育事務所指導主事）
伸一（東濃教育事務所指導主事）
光正（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（外
国語）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150863号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/
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岐阜県教育委員
中学校教育課程 外国語
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、外国語を理解し、外
国語で表現することができる実践的な運用能力を育成する
ための、具体的な改善事項及び求められる指導方法等を学
ぶ。

平工
小倉
岩井
薄井
尾石

雅之（岐阜教育事務所指導主事）
正裕（西濃教育事務所指導主事）
裕美（可茂教育事務所指導主事）
伸一（東濃教育事務所指導主事）
光正（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県土岐市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（外
国語）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150864号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
中学校教育課程 外国語
会

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
る。具体的には、講義や演習を通して、外国語を理解し、外
国語で表現することができる実践的な運用能力を育成する
ための、具体的な改善事項及び求められる指導方法等を学
ぶ。

平工
小倉
岩井
薄井
尾石

雅之（岐阜教育事務所指導主事）
正裕（西濃教育事務所指導主事）
裕美（可茂教育事務所指導主事）
伸一（東濃教育事務所指導主事）
光正（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月28日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭（外
国語）

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150865号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
岐阜県教育委員
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある生徒に
中学校教育課程 特別支援教育
会
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力
を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

荒金
丹羽
高橋
渡邉
牧野

啓子（岐阜教育事務所指導主事）
宏樹（西濃教育事務所指導主事）
泰行（可茂教育事務所指導主事）
千夏（東濃教育事務所指導主事）
直美（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県羽島郡
笠松町

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150866号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
岐阜県教育委員
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある生徒に
中学校教育課程 特別支援教育
会
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力
を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

荒金
丹羽
高橋
渡邉
牧野

啓子（岐阜教育事務所指導主事）
宏樹（西濃教育事務所指導主事）
泰行（可茂教育事務所指導主事）
千夏（東濃教育事務所指導主事）
直美（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県大垣市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150867号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
岐阜県教育委員
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある生徒に
中学校教育課程 特別支援教育
会
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力
を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

荒金
丹羽
高橋
渡邉
牧野

啓子（岐阜教育事務所指導主事）
宏樹（西濃教育事務所指導主事）
泰行（可茂教育事務所指導主事）
千夏（東濃教育事務所指導主事）
直美（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成26年8月1日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150868号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
岐阜県教育委員
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある生徒に
中学校教育課程 特別支援教育
会
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力
を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

荒金
丹羽
高橋
渡邉
牧野

啓子（岐阜教育事務所指導主事）
宏樹（西濃教育事務所指導主事）
泰行（可茂教育事務所指導主事）
千夏（東濃教育事務所指導主事）
直美（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県土岐市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150869号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

学習指導要領の趣旨や内容等についての理解を深め、教
育課程の適切な編成・実施に生かすことをねらいとしてい
岐阜県教育委員
る。具体的には、講義と演習を通して、障がいのある生徒に
中学校教育課程 特別支援教育
会
対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力
を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するための
具体的な改善内容や方法を学ぶ。

荒金
丹羽
高橋
渡邉
牧野

啓子（岐阜教育事務所指導主事）
宏樹（西濃教育事務所指導主事）
泰行（可茂教育事務所指導主事）
千夏（東濃教育事務所指導主事）
直美（飛騨教育事務所指導主事）

岐阜県高山市

6時間 平成26年7月28日

教諭

岐阜県内勤務
中学校教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150870号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（国語）

1,800円

平成26年4月7日～
50人
平成26年5月6日

平265002150871号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

1,800円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150872号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 国語
会

学習指導要領の目標である「生きる力」の育成を目指して、
生徒が知識を身に付けると同時に、興味・関心を高め、学び
方を身に付け、主体的に学習を進めることができるように、 鈴木 彰（岐阜県教育委員会指導主事）
わかる授業、魅力的な授業の実現など、指導方法の工夫・ 高野 圭（岐阜県教育委員会指導主事）
改善の在り方について、講義や演習を通して認識を深め、
技能を高める内容とする。

岐阜県教育委員 高等学校教育課程 地理歴史・
会
公民

学習指導要領が定める各科目の目標や内容の趣旨徹底を
図るとともに、県教育委員会が行う「学力向上推進事業・授
増田 泰志（岐阜県教育委員会指導主事）
業改善研究」の成果を踏まえ、講義・演習・具体的な授業実
種田 昭彦（岐阜県教育委員会指導主事）
践に基づいて、より魅力的な授業の実現を目指して研究協
議する内容とする。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月19日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（地理歴史・公
民）

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 数学
会

学習指導要領の目標である「生きる力」の育成を目指して、
生徒が、基礎的・基本的な知識・技能を身に付けると同時
に、数学的な見方や考え方のよさを認識し、それらを積極的
に活用することができるよう、数学的活動を取り入れた授業
など、指導方法の工夫・改善の在り方について、講義や演
習を通して認識を深め、技能を高める内容とする。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月19日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（数学）

1,800円

40人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150873号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 理科
会

学習指導要領の目標である「生きる力」の育成を目指して、
生徒が知識を身に付けると同時に、学習や教科の内容に興
足立 宏（岐阜県教育委員会指導主事）
味・関心を高め、学び方を身に付け、主体的に学習を進め
池田 哲也（岐阜県教育委員会指導主事）
ることができるように、わかる授業、魅力的な授業の実現な
武田 理（岐阜県教育委員会指導主事）
ど、指導方法の工夫・改善の在り方について、講義や演習
を通して認識を深め、技能を高める内容とする。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月19日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（理科）

1,800円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150874号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 外国語
会

学習指導要領の外国語の目標である「コミュニケーション能
力の育成」を目指して、「聞くこと」、「話すこと」、「読むこと」
及び「書くこと」の４技能の総合的な指導を通して、自らの考
えなどを相手に伝えるための「発信力」が生徒に身に付く指
導方法の工夫・改善の在り方について、講義や演習を通し
て認識を深め、技能を高める内容とする。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月19日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（外国語）

1,800円

40人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150875号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

下野 宗紀（岐阜県教育委員会指導主事）
石原 康秀（岐阜県教育委員会指導主事）
野々山伸一（岐阜県教育委員会指導主事）
川地 晃正（岐阜県教育委員会指導主事）

酒井
石神
早野
遠藤

猛（岐阜県教育委員会指導主事）
政幸（岐阜県教育委員会指導主事）
宏樹（岐阜県教育委員会指導主事）
正人（岐阜県教育委員会指導主事）

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月19日
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岐阜県教育委員
高等学校教育課程 保健体育
会

生徒が学習内容に興味・関心をもち主体的に学習を進める
ことができる授業、知識・技能を確実に身に付け体力を向上
させるための指導と評価の一体化を目指した分かる授業、
生涯にわたり健康・安全に留意した生活や運動ができる実 細井 恒樹（岐阜県教育委員会指導主事）
践力を身に付ける授業など、学習指導要領の目標である
小牧 憲充（岐阜県教育委員会指導主事）
「生きる力」の育成を目指したわかる授業・魅力的な授業を
実現するための指導力を、講義や演習を通して高める内容
とする。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月19日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（保健体育）

1,800円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150876号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 芸術
会

学習指導要領の目標である「生きる力」の育成を目指して、
生徒が生涯にわたり芸術を愛好する心情や感性、芸術の諸
渡部 彰規（岐阜県教育委員会指導主事）
能力を一層高め、豊かな情操を養うことができるよう、わか
杉本 公彦（岐阜県教育委員会指導主事）
る授業、魅力的な授業の実現など、指導方法の工夫・改善
笠嶋 誠（岐阜県教育委員会指導主事）
の在り方について、講義や演習を通して認識を深め、技能
を高める内容とする。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月19日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（芸術）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150877号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 家庭・福祉
会

学習指導要領の目標である「生きる力」の育成を目指して、
普通教科「家庭」、専門教科「家庭」・「福祉」、それぞれの教
科の目標を達成するために、生徒が知識を身に付けると同
時に、学習や教科の内容に対する興味・関心を高め、学び 乙津 真由美（岐阜県教育委員会指導主事）
方を身に付け、主体的に学習を進めることができる指導方
法の工夫・改善の在り方について、講義や演習を通して認
識を深め、技能を高める内容とする。

岐阜県美濃加
茂市

6時間 平成26年8月19日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（家庭・福祉）

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150878号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 情報
会

学習指導要領の目標である「生きる力」の育成を目指して、
生徒が、知識を身に付けると同時に、学習や教科の内容に
対する興味・関心を高め、学び方を身に付け、主体的に学
習を進めることができるように、わかる授業、魅力的な授業
田中 彰（岐阜県教育委員会指導主事）
の実現など、情報教育の目標である３つの観点をバランス
安藤 範和（岐阜県教育委員会指導主事）
よく指導するとともに、健全な情報社会を担い、情報化の進
展に主体的に対応できる生徒の能力と態度を育てる指導の
在り方等について、講義や演習を通して理解を深める内容
とする。

岐阜県各務原
市

6時間 平成26年8月19日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（情報）

1,800円

平成26年4月7日～
10人
平成26年5月6日

平265002150879号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 農業
会

学習指導要領の目標である「生きる力」の育成を目指して、
生徒が、知識を身に付けると同時に、学習や教科の内容に
対する興味・関心を高め、学び方を身に付け、主体的に学 水野 泰孝（岐阜県教育委員会指導主事）
習を進めることができるように、わかる授業、魅力的な授業 神出 建太郎（岐阜県教育委員会指導主事）
の実現など、指導方法の工夫・改善の在り方について、講
義や演習を通して認識を深め、技能を高める内容とする。

岐阜県本巣郡
北方町

6時間 平成26年8月19日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（農業）

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150880号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 工業
会

生徒が工業高校生として必要な学力を身に付けると同時
に、主体的に学習を進めることができるように授業手法、指
導方法の工夫・改善の在り方を講義や演習を通して協議す 岩島 義則（岐阜県教育委員会指導主事）
る内容とする。また、工業高校の現状と課題を学校ごとに抽 加藤 昌宏（岐阜県教育委員会指導主事）
出し、その解決方法を検討し、工業高校の活性化と、目指
す方向の共通認識を図る。

岐阜県羽島郡
笠松町

6時間 平成26年8月19日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（工業）

1,800円

40人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150881号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
高等学校教育課程 商業
会

学習指導要領の目標である「生きる力」の育成を目指して、
生徒が、知識を身に付けると同時に、学習や教科の内容に
対する興味・関心を高め、学び方を身に付け、主体的に学 村山 義広（岐阜県教育委員会指導主事）
習を進めることができるように、わかる授業、魅力的な授業 豊吉 利之（岐阜県教育委員会指導主事）
の実現など、指導方法の工夫・改善の在り方について、講
義や演習を通して認識を深め、技能を高める内容とする。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月19日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭
（商業）

1,800円

40人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150882号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員 高等学校教育課程 総則・特別
会
活動

学習指導要領の趣旨についての理解をより一層深めるとと
もに、それを踏まえた適切な教育課程の編成・実施はどうあ
るべきかを考察するため、各学校における特別活動や総合 今井 一三（岐阜県教育委員会指導主事）
的な学習の時間での実施上の課題と改善の在り方など、教 髙田 広彦（岐阜県教育委員会指導主事）
育課程全般について具体的な取組の理解を、講義や演習
を通して深める内容とする。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年8月19日

教諭

岐阜県内勤務
高等学校教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150883号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
特別支援学校教育課程
会

特別支援学校の教育課程の実施に伴う指導上の諸問題、
特に、特別支援学校学習指導要領の改定にともなう教育課
程の編成の在り方、社会自立に向けた教科・領域の指導の
在り方について、講義や演習を通して理解を深め、指導力
を高める内容とする。

堀内
青山
山下
垣添
兒玉
服部

教子（岐阜県教育委員会指導主事）
孝（岐阜県教育委員会指導主事）
篤司（岐阜県教育委員会指導主事）
奈巳（岐阜県教育委員会指導主事）
哲也（岐阜県教育委員会指導主事）
秀明（岐阜県教育委員会指導主事）

岐阜県関市

6時間 平成26年7月28日

教諭

岐阜県内勤務
特別支援学校教
諭

1,800円

平成26年4月7日～
30人
平成26年5月6日

平265002150884号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
特別支援学校教育課程
会

特別支援学校の教育課程の実施に伴う指導上の諸問題、
特に、特別支援学校学習指導要領の改定にともなう教育課
程の編成の在り方、社会自立に向けた教科・領域の指導の
在り方について、講義や演習を通して理解を深め、指導力
を高める内容とする。

堀内
青山
山下
垣添
兒玉
服部

教子（岐阜県教育委員会指導主事）
孝（岐阜県教育委員会指導主事）
篤司（岐阜県教育委員会指導主事）
奈巳（岐阜県教育委員会指導主事）
哲也（岐阜県教育委員会指導主事）
秀明（岐阜県教育委員会指導主事）

岐阜県美濃加
茂市

6時間 平成26年7月29日

教諭

岐阜県内勤務
特別支援学校教
諭

1,800円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150885号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/

岐阜県教育委員
特別支援学校教育課程
会

特別支援学校の教育課程の実施に伴う指導上の諸問題、
特に、特別支援学校学習指導要領の改定にともなう教育課
程の編成の在り方、社会自立に向けた教科・領域の指導の
在り方について、講義や演習を通して理解を深め、指導力
を高める内容とする。

堀内
青山
山下
垣添
兒玉
服部

教子（岐阜県教育委員会指導主事）
孝（岐阜県教育委員会指導主事）
篤司（岐阜県教育委員会指導主事）
奈巳（岐阜県教育委員会指導主事）
哲也（岐阜県教育委員会指導主事）
秀明（岐阜県教育委員会指導主事）

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月30日

教諭

岐阜県内勤務
特別支援学校教
諭

1,800円

30人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265002150886号

058-271-3457

http://www.gifunet.ed.jp/gec/
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平成２６年度（第２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

岐阜市教育委員
小学校教育課程講習会（国語）
会

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、日常生活に生きて働く国語の能力の育
成に向け、３領域の指導事項及び言語活動例、「伝統的な 村田伊津子（岐阜市教育委員会指導主事）
言語文化と国語の特質に関する事項」を関連付けた指導内
容や発達段階を踏まえた系統的・段階的な指導の在り方等
について、講義と演習を交えながら理解を深める。

岐阜市教育委員
小学校教育課程講習会（社会）
会

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、地域社会や国土に対する理解を深める
熊澤教之（岐阜市教育委員会指導主事）
社会科学習、歴史や文化を大切にし日本人としての自覚を
もつことができる社会科学習等の指導内容や指導方法につ
いて、講義と演習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

岐阜市教育委員
小学校教育課程講習会（算数）
会

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、数量や図形についての基礎的・基本的
な知識及び技能を身に付けるための算数的活動の在り方、 平川正夫（岐阜市教育委員会指導主事）
発達や学年の段階に応じた反復(スパイラル)による学習指
導の在り方等について、講義と演習を交えながら理解を深
める。

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

教諭

岐阜市内に勤務
している小学校
教諭

6時間 平成26年7月24日

岐阜県岐阜市

岐阜市教育委員
小学校教育課程講習会（理科）
会

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、観察・実験の結果を整理し考察する学
小野島孝（岐阜市教育委員会指導主事）
習活動、科学的な概念を使用して考えたり説明したりする学
習活動、探究的な学習活動の在り方等について、講義と演
習を交えながら理解を深める。

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550572号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

教諭

岐阜市内に勤務
している小学校
教諭

1,800円

平成26年4月7日～
20人
平成26年5月6日

平265008550573号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜市内に勤務
している小学校
教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550574号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜市内に勤務
している小学校
教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550575号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
小学校教育課程講習会（生活）
会

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、児童の気付きの質を高める生活科学習 棚橋耕次（岐阜市教育委員会指導主事）
の在り方や、生活科学習における幼小連携の在り方等につ
いて、講義と演習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜市内に勤務
している小学校
教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550576号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
小学校教育課程講習会（音楽）
会

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、音楽がもつ美しさを味わうことによる感
動を大切にした授業構成の在り方、新しく共通事項としてま 中村美雪（岐阜市教育委員会指導主事）
とめられた音楽の諸要素をもとに付けたい力を明確にした
指導の在り方について、講義と演習を交えながら理解を深
める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜市内に勤務
している小学校
教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550577号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
岐阜市教育委員 小学校教育課程講習会（図画工 する。具体的には、伝え合いたいことを絵や立体等に表す
那須大悟（岐阜市教育委員会指導主事）
会
作）
活動や、感じたことを話したり、友人の話を聞いたりする活
動を大切にした図画工作科指導の在り方等について、講義
と演習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜市内に勤務
している小学校
教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550578号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
小学校教育課程講習会（家庭）
会

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、家族の一員として成長する自分を自覚
し、家庭生活を大切にする心情を育む学習活動の在り方、 阿部和子（岐阜市教育委員会指導主事）
家族の生活と関連させて衣食住について考えることができ
る児童の育成等について、講義と演習を交えながら理解を
深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜市内に勤務
している小学校
教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550579号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
小学校教育課程講習会（体育）
会

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、仲間のかかわり合いを大切にした小集
山内茂樹（岐阜市教育委員会指導主事）
団学習の在り方、生涯にわたって運動に親しむことができる
資質や能力を育むための指導の在り方等について、講義と
演習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜市内に勤務
している小学校
教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550580号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
小学校教育課程講習会（英語）
会

「小学校学習指導要領外国語活動」及び本市が進める「教
育課程特例校としての特別の教育課程編成・実施計画書」
の趣旨や内容の適切な理解を図り、実施へ生かすことを主
な目的として講習を開催する。具体的には、「コミュニケー 亀山正浩（岐阜市教育委員会指導主事）
ション能力の基礎を養う指導」、「英語ノートを活用した指導
計画の見直し」等について、講義と演習を交えながら理解を
深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月24日

教諭

岐阜市内に勤務
している小学校
教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550581号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

教諭

岐阜市内に勤務
している小学校
教諭

1,800円

平成26年4月7日～
10人
平成26年5月6日

平265008550582号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

小学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
岐阜市教育委員 小学校教育課程講習会（特別支 する。具体的には、障がいの重度・重複化、多様化への対
松井実（岐阜市教育委員会指導主事）
会
援教育）
応した特別支援教育の在り方、望ましい「個別の支援計画」
の作成の仕方等について、講義と演習を交えながら理解を
深める。

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月24日

6時間 平成26年7月24日

126 / 264 ページ

平成２６年度（第２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

岐阜市教育委員
中学校教育課程講習会（国語）
会

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、社会生活に生きて働く国語の能力の育
成に向け、3領域の指導事項及び言語活動例、「伝統的な 村田伊津子（岐阜市教育委員会指導主事）
言語文化と国語の特質に関する事項」を関連付けた指導内
容や発達段階を踏まえた系統的・段階的な指導の在り方等
について、講義と演習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜市内に勤務
している中学校
（国語科）教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550583号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
中学校教育課程講習会（社会）
会

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、世界や日本の地理的認識を深め地域の
特色や課題をとらえる学習、日本の歴史の大きな流れを理
熊澤教之（岐阜市教育委員会指導主事）
解し、各時代の特色や転換について考察・説明する学習、
現代社会についての見方や考え方を深め社会の諸問題に
ついて自分の考えを論述する学習等の指導内容や指導方
法について、講義と演習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜市内に勤務
している中学校
（社会科）教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550584号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
中学校教育課程講習会（数学）
会

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、数量や図形についての基礎的な概念や
平川正夫（岐阜市教育委員会指導主事）
原理・法則の理解のための数学的活動の在り方、発達や学
年の段階に応じた反復(スパイラル)による学習指導の在り
方等について、講義と演習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜市内に勤務
している中学校
（数学科）教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550585号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
中学校教育課程講習会（理科）
会

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、観察・実験の結果を整理し考察する学
小野島孝（岐阜市教育委員会指導主事）
習活動、科学的な概念を使用して考えたり説明したりする学
習活動、探究的な学習活動の在り方等について、講義と演
習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜市内に勤務
している中学校
（理科）教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550586号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
中学校教育課程講習会（音楽）
会

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、音楽がもつ美しさを味わうことによる感
動を大切にした授業構成の在り方、新しく共通事項としてま 中村美雪（岐阜市教育委員会指導主事）
とめられた音楽の諸要素をもとに付けたい力を明確にした
指導の在り方等について、講義と演習を交えながら理解を
深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜市内に勤務
している中学校
（音楽科）教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550587号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

岐阜市教育委員
中学校教育課程講習会（美術）
会

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、生活や環境の中の造形のよさや美しさ
を感じ取る学習活動、自分の気持ちや伝えたい内容などを 那須大悟（岐阜市教育委員会指導主事）
形や色、材料などを生かして他者や社会に表現する学習活
動を大切にした美術科指導の在り方等について、講義と演
習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜市内に勤務
している中学校
（美術科）教諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550588号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

教諭

岐阜市内に勤務
している中学校
（保健体育科）教
諭

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550589号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550590号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
岐阜市教育委員 中学校教育課程講習会（保健体 する。具体的には、仲間のかかわり合いを大切にした小集
山内茂樹（岐阜市教育委員会指導主事）
会
育）
団学習の在り方、生涯にわたって運動に親しむことができる
資質や能力を育むための指導の在り方等について、講義と
演習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月25日

岐阜市教育委員 中学校教育課程講習会（技術・
会
家庭）

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、ものづくりなどの実践的・体験的な学習 淀川雅夫（岐阜市教育委員会指導主事）
活動の在り方、衣食住などに関する実践的・体験的な学習 阿部和子（岐阜市教育委員会指導主事）
活動の在り方等について、講義と演習を交えながら理解を
深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜市内に勤務
している中学校
（技術・家庭科）
教諭

岐阜市教育委員 中学校教育課程講習会（外国
会
語）

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
する。具体的には、「小学校ではぐくまれるコミュニケーショ 亀山正浩（岐阜市教育委員会指導主事）
ン能力の素地を踏まえた指導」及び「4技能の総合的な育
成」等について、講義と演習を交えながら理解を深める。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜市内に勤務
している中学校
（英語科）教諭

1,800円

20人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550591号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

1,800円

10人

平成26年4月7日～
平成26年5月6日

平265008550592号

058-241-2114

http://www.gifugif.ed.jp/city/

6,000円

35人

平成26年4月1日～
平成26年6月27日

平263518851269号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp/

中学校学習指導要領の趣旨や内容の適切な理解を図り、
教育課程の実施へ生かすことを主な目的として講習を開催
岐阜市教育委員 中学校教育課程講習会（特別支 する。具体的には、障がいの重度・重複化、多様化への対
棚橋耕次（岐阜市教育委員会指導主事）
会
援教育）
応した特別支援教育の在り方、望ましい「個別の支援計画」
の作成の仕方等について、講義と演習を交えながら理解を
深める。

常葉大学短期大
音楽の基礎技能
学部

子ども達と一緒にたくさん歌う保育者にとって、声は大切な
道具です。自分自身の発声法を見直すとともに、簡単な曲
で一緒にアンサンブルを楽しみましょう。さらに保育現場で
活躍する楽器の扱い方から楽器の音色をひきだす奏法ま 加藤 明代（保育科准教授）
で、正しい知識を得た上で子どもへの指導を振り返ります。 河原田 潤（保育科准教授）
本講習では『歌を歌う』『楽器を扱う』という活動を軸にして、
楽しみながら自身の力量をワンランクアップする内容を提案
していきます。

岐阜県岐阜市

6時間 平成26年7月25日

教諭

岐阜市内に勤務
している特別支
援教育を担当し
ている中学校教
諭

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月25日

教諭

幼稚園教諭
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常葉大学短期大
音楽の基礎技能
学部

子ども達と一緒にたくさん歌う保育者にとって、声は大切な
道具です。自分自身の発声法を見直すとともに、簡単な曲
で一緒にアンサンブルを楽しみましょう。さらに保育現場で
活躍する楽器の扱い方から楽器の音色をひきだす奏法ま 加藤 明代（保育科准教授）
で、正しい知識を得た上で子どもへの指導を振り返ります。 河原田 潤（保育科准教授）
本講習では『歌を歌う』『楽器を扱う』という活動を軸にして、
楽しみながら自身の力量をワンランクアップする内容を提案
していきます。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月26日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成26年4月1日～
平成26年6月27日

平263518851270号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp/

常葉大学短期大
音楽の基礎技能
学部

子ども達と一緒にたくさん歌う保育者にとって、声は大切な
道具です。自分自身の発声法を見直すとともに、簡単な曲
で一緒にアンサンブルを楽しみましょう。さらに保育現場で
活躍する楽器の扱い方から楽器の音色をひきだす奏法ま 加藤 明代（保育科准教授）
で、正しい知識を得た上で子どもへの指導を振り返ります。 河原田 潤（保育科准教授）
本講習では『歌を歌う』『楽器を扱う』という活動を軸にして、
楽しみながら自身の力量をワンランクアップする内容を提案
していきます。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月27日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成26年4月1日～
平成26年6月27日

平263518851271号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp/

常葉大学短期大
子どもの体つくり
学部

（１）幼稚園教育要領における五領域の内容と関連させ、幼
児のからだの育ちと環境とのかかわりについての理解を深
める。
鈴木 雅裕（保育科教授）
（２）幼稚園教育要領・領域「健康」および小学校学習指導要
遠藤 知里（保育科准教授）
領・「体育科」に示されている内容と関連させ、幼児期の「基
本動作」から小学校低中学年の「体つくり運動」についての
具体的指導方法を学ぶ。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月25日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成26年4月1日～
平成26年6月27日

平263518851272号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp/

常葉大学短期大
子どもの体つくり
学部

（１）幼稚園教育要領における五領域の内容と関連させ、幼
児のからだの育ちと環境とのかかわりについての理解を深
める。
鈴木 雅裕（保育科教授）
（２）幼稚園教育要領・領域「健康」および小学校学習指導要
遠藤 知里（保育科准教授）
領・「体育科」に示されている内容と関連させ、幼児期の「基
本動作」から小学校低中学年の「体つくり運動」についての
具体的指導方法を学ぶ。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月26日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

平成26年4月1日～
35人
平成26年6月27日

平263518851273号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp/

常葉大学短期大
子どもの体つくり
学部

（１）幼稚園教育要領における五領域の内容と関連させ、幼
児のからだの育ちと環境とのかかわりについての理解を深
める。
鈴木 雅裕（保育科教授）
（２）幼稚園教育要領・領域「健康」および小学校学習指導要
遠藤 知里（保育科准教授）
領・「体育科」に示されている内容と関連させ、幼児期の「基
本動作」から小学校低中学年の「体つくり運動」についての
具体的指導方法を学ぶ。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月27日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成26年4月1日～
平成26年6月27日

平263518851274号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp/

常葉大学短期大
子どもの造形と支援
学部

子どもの造形活動と私たちの支援は毎日欠かすことができ
ません。私たちはどのような支援や活動計画を行えばよい 堀 則雄（保育科教授）
のか、講習で活動の楽しさを味わいながら、あり方について 小倉 隆（保育科講師）
見つめ、導き、明日からの保育に役立てるねらいです。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月25日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成26年4月1日～
平成26年6月27日

平263518851275号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp/

常葉大学短期大
子どもの造形と支援
学部

子どもの造形活動と私たちの支援は毎日欠かすことができ
ません。私たちはどのような支援や活動計画を行えばよい 堀 則雄（保育科教授）
のか、講習で活動の楽しさを味わいながら、あり方について 小倉 隆（保育科講師）
見つめ、導き、明日からの保育に役立てるねらいです。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月26日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成26年4月1日～
平成26年6月27日

平263518851276号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp/

常葉大学短期大
子どもの造形と支援
学部

子どもの造形活動と私たちの支援は毎日欠かすことができ
ません。私たちはどのような支援や活動計画を行えばよい 堀 則雄（保育科教授）
のか、講習で活動の楽しさを味わいながら、あり方について 小倉 隆（保育科講師）
見つめ、導き、明日からの保育に役立てるねらいです。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月27日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成26年4月1日～
平成26年6月27日

平263518851277号

054-261-1313

http://www.tokohajc.ac.jp/

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751153号

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751154号

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751155号

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

幼児期から児童期への円滑な接続は、幼児教育の質保
障においても重要な課題である。連携や接続の意味、推進
「幼児教育と小学校教育との円 するための具体的な手立てや方策等、理論的な背景を探り
浜松市教育委員
滑な連携と接続」と「幼児期にお ながら実践に結びつけるポイントについて考える。また、幼
会
ける教育」
児期における教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う
重要なものである。こうした幼児期の特性を踏まえ、環境を
通して生み出される幼児の遊びについて理解を深める。

木下 光二（鳴門教育大学 基礎・臨床系教育
部 教授）
静岡県浜松市
鈴木 まき子（椙山女学園大学 教育学部 非
常勤講師）

戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の
内容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように
髙木 展郎（横浜国立大学 教育人間科学部
浜松市教育委員
変わってきたか、また、指導と評価との関係について、考察
「学力観の変遷」と「国語科教育」
教授）
会
する。また、実生活に生きて働く国語の能力の育成のため
中村 誠（浜松市立佐鳴台中学校 教頭）
に、実際の授業案や教材を題材にして、学習過程の明確
化、生徒主体の言語活動の充実などを目指す。

浜松市教育委員
「学力向上」と「国語科教育」
会

静岡県浜松市

本講習では、①全国学力・学習状況調査における静岡県
の学力の現状を示し、②それに基づいて静岡県の教育の
課題を明らかにし、③他の都道府県の動向を参考にしなが 村山 功（静岡大学大学院 教育学研究科 教
ら学力向上のために必要な取組について考える。また、実 授）
静岡県浜松市
生活に生きて働く国語の能力の育成のために、実際の授業 中村 誠（浜松市立佐鳴台中学校 教頭）
案や教材を題材にして、学習過程の明確化、生徒主体の言
語活動の充実などを目指す。

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日
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教諭

幼稚園教諭

教諭

小学校教諭、中
学校国語科教諭

教諭

小学校教諭、中
学校国語科教諭

平成２６年度（第２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

幼児期から児童期への円滑な接続は、幼児教育の質保
障においても重要な課題である。連携や接続の意味、推進
するための具体的な手立てや方策等、理論的な背景を探り 木下 光二（鳴門教育大学 基礎・臨床系教育
浜松市教育委員 「幼児教育と小学校教育との円
ながら実践に結びつけるポイントについて考える。また、実 部 教授）
静岡県浜松市
会
滑な連携と接続」と「国語科教育」
生活に生きて働く国語の能力の育成のために、実際の授業 中村 誠（浜松市立佐鳴台中学校 教頭）
案や教材を題材にして、学習過程の明確化、生徒主体の言
語活動の充実などを目指す。
戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の
内容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように
変わってきたか、また、指導と評価との関係について、考察
髙木 展郎（横浜国立大学 教育人間科学部
浜松市教育委員 「学力観の変遷」と「算数科、数学 する。また、小中９年間の連続性や継続性を踏まえた算数
教授）
会
科教育」
科、数学科の指導のためには、教材研究と授業改善は欠か
西田 亮（浜松市立浜名中学校 教諭）
すことができない。そこで、グループワークを通して、自分の
実践を振り返り、子どもの目線で教材研究や授業の工夫に
ついて考えていく。

静岡県浜松市

本講習では、①全国学力・学習状況調査における静岡県
の学力の現状を示し、②それに基づいて静岡県の教育の
課題を明らかにし、③他の都道府県の動向を参考にしなが
ら学力向上のために必要な取組について考える。また、小 村山 功（静岡大学大学院 教育学研究科 教
浜松市教育委員 「学力向上」と「算数科、数学科教
中９年間の連続性や継続性を踏まえた算数科、数学科の指 授）
静岡県浜松市
会
育」
導のためには、教材研究と授業改善は欠かすことができな 西田 亮（浜松市立浜名中学校 教諭）
い。そこで、グループワークを通して、自分の実践を振り返
り、子どもの目線で教材研究や授業の工夫について考えて
いく。

「幼児教育と小学校教育との円
浜松市教育委員
滑な連携と接続」と「算数科、数
会
学科教育」

幼児期から児童期への円滑な接続は、幼児教育の質保
障においても重要な課題である。連携や接続の意味、推進
するための具体的な手立てや方策等、理論的な背景を探り
ながら実践に結びつけるポイントについて考える。また、小
木下 光二（鳴門教育大学 基礎・臨床系教育
中９年間の連続性や継続性を踏まえた算数科、数学科の指
部 教授）
静岡県浜松市
導のためには、教材研究と授業改善は欠かすことができな
西田 亮（浜松市立浜名中学校 教諭）
い。そこで、グループワークを通して、自分の実践を振り返
り、子どもの目線で教材研究や授業の工夫について考えて
いく。

戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の
内容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように
変わってきたか、また、指導と評価との関係について、考察 髙木 展郎（横浜国立大学 教育人間科学部
浜松市教育委員 「学力観の変遷」と「図画工作科、
する。また、図画工作・美術科の学習を通して付けたい資質 教授）
会
美術科教育」
や能力をどのように児童・生徒に付けたらよいのか、学習指 宮内 真実（浜松市立清竜中学校 教諭）
導要領のねらいを明確にして、適切な指導方法や評価方法
について考察したい。

静岡県浜松市

本講習では、①全国学力・学習状況調査における静岡県
の学力の現状を示し、②それに基づいて静岡県の教育の
課題を明らかにし、③他の都道府県の動向を参考にしなが
村山 功（静岡大学大学院 教育学研究科 教
浜松市教育委員 「学力向上」と「図画工作科、美術 ら学力向上のために必要な取組について考える。また、図
授）
静岡県浜松市
会
科教育」
画工作・美術科の学習を通して付けたい資質や能力をどの
宮内 真実（浜松市立清竜中学校 教諭）
ように児童・生徒に付けたらよいのか、学習指導要領のねら
いを明確にして、適切な指導方法や評価方法について考察
したい。

「幼児教育と小学校教育との円
浜松市教育委員
滑な連携と接続」と「図画工作
会
科、美術科教育」

幼児期から児童期への円滑な接続は、幼児教育の質保
障においても重要な課題である。連携や接続の意味、推進
するための具体的な手立てや方策等、理論的な背景を探り
木下 光二（鳴門教育大学 基礎・臨床系教育
ながら実践に結びつけるポイントについて考える。また、図
部 教授）
静岡県浜松市
画工作・美術科の学習を通して付けたい資質や能力をどの
宮内 真実（浜松市立清竜中学校 教諭）
ように児童・生徒に付けたらよいのか、学習指導要領のねら
いを明確にして、適切な指導方法や評価方法について考察
したい。

戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の
内容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように
変わってきたか、また、指導と評価との関係について、考察 髙木 展郎（横浜国立大学 教育人間科学部
浜松市教育委員 「学力観の変遷」と「体育科、保健
する。また、小学校と中学校の学びの連続性・系統性を意 教授）
静岡県浜松市
会
体育科教育」
識した保健体育の授業について、知識と技能の観点を中心 鈴木 清吾（浜松市立浜北北部中学校 教頭）
にして理解を深めるとともに、児童生徒の技能の「つまずき」
に視点を当てて、その支援の方法について研修を進める。
本講習では、①全国学力・学習状況調査における静岡県
の学力の現状を示し、②それに基づいて静岡県の教育の
課題を明らかにし、③他の都道府県の動向を参考にしなが
村山 功（静岡大学大学院 教育学研究科 教
浜松市教育委員 「学力向上」と「体育科、保健体育 ら学力向上のために必要な取組について考える。また、小
授）
静岡県浜松市
会
科教育」
学校と中学校の学びの連続性・系統性を意識した保健体育
鈴木 清吾（浜松市立浜北北部中学校 教頭）
の授業について、知識と技能の観点を中心にして理解を深
めるとともに、児童生徒の技能の「つまずき」に視点を当て
て、その支援の方法について研修を進める。

時間数

講習の期間

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日
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対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校教諭、中
学校国語科教諭

教諭

小学校教諭、中
学校数学科教諭

教諭

小学校教諭、中
学校数学科教諭

教諭

小学校教諭、中
学校数学科教諭

教諭

小学校教諭、中
学校美術科教諭

教諭

小学校教諭、中
学校美術科教諭

教諭

小学校教諭、中
学校美術科教諭

教諭

小学校教諭、中
学校保健体育科
教諭

教諭

小学校教諭、中
学校保健体育科
教諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751156号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751157号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751158号

4,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平265005751159号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751160号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751161号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751162号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751163号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751164号

電話番号

ＵＲＬ

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

平成２６年度（第２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

「幼児教育と小学校教育との円
浜松市教育委員
滑な連携と接続」と「体育科、保
会
健体育科教育」

幼児期から児童期への円滑な接続は、幼児教育の質保
障においても重要な課題である。連携や接続の意味、推進
するための具体的な手立てや方策等、理論的な背景を探り
木下 光二（鳴門教育大学 基礎・臨床系教育
ながら実践に結びつけるポイントについて考える。また、小
部 教授）
静岡県浜松市
学校と中学校の学びの連続性・系統性を意識した保健体育
鈴木 清吾（浜松市立浜北北部中学校 教頭）
の授業について、知識と技能の観点を中心にして理解を深
めるとともに、児童生徒の技能の「つまずき」に視点を当て
て、その支援の方法について研修を進める。

浜松市教育委員 「学力観の変遷」と「家庭科、技
会
術・家庭科教育（家庭科）」

戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の
内容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように
変わってきたか、また、指導と評価との関係について、考察 髙木 展郎（横浜国立大学 教育人間科学部
する。また、家庭科教育の指導においては、子どもの成長、 教授）
衣食住、環境についての内容理解が必要となっている。そ 川村 里枝（浜松市立新津小学校 教頭）
こで、生活の自立に必要な基礎的・基本的な知識や技能の
習得を目指す。

静岡県浜松市

本講習では、①全国学力・学習状況調査における静岡県
の学力の現状を示し、②それに基づいて静岡県の教育の
課題を明らかにし、③他の都道府県の動向を参考にしなが 村山 功（静岡大学大学院 教育学研究科 教
浜松市教育委員 「学力向上」と「家庭科、技術・家
ら学力向上のために必要な取組について考える。また、家 授）
静岡県浜松市
会
庭科教育（家庭科）」
庭科教育の指導においては、子どもの成長、衣食住、環境 川村 里枝（浜松市立新津小学校 教頭）
についての内容理解が必要となっている。そこで、生活の自
立に必要な基礎的・基本的な知識や技能の習得を目指す。

「幼児教育と小学校教育との円
浜松市教育委員
滑な連携と接続」と「家庭科、技
会
術・家庭科教育（家庭科）」

幼児期から児童期への円滑な接続は、幼児教育の質保
障においても重要な課題である。連携や接続の意味、推進
するための具体的な手立てや方策等、理論的な背景を探り 木下 光二（鳴門教育大学 基礎・臨床系教育
ながら実践に結びつけるポイントについて考える。また、家 部 教授）
静岡県浜松市
庭科教育の指導においては、子どもの成長、衣食住、環境 川村 里枝（浜松市立新津小学校 教頭）
についての内容理解が必要となっている。そこで、生活の自
立に必要な基礎的・基本的な知識や技能の習得を目指す。

浜松市教育委員 「学力観の変遷」と「道徳の授業
会
づくり」

戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の
内容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように
髙木 展郎（横浜国立大学 教育人間科学部
変わってきたか、また、指導と評価との関係について、考察
教授）
する。また、道徳の時間が、子どもの心に響き、価値の内面
清水 芙美江（浜松市立庄内中学校 教諭）
化を促すものとなるよう、授業の組み立て方や教材研究の
方法等について、考察・演習を行う。

浜松市教育委員 「学力向上」と「道徳の授業づく
会
り」

本講習では、①全国学力・学習状況調査における静岡県
の学力の現状を示し、②それに基づいて静岡県の教育の
課題を明らかにし、③他の都道府県の動向を参考にしなが 村山 功（静岡大学大学院 教育学研究科 教
ら学力向上のために必要な取組について考える。また、道 授）
静岡県浜松市
徳の時間が、子どもの心に響き、価値の内面化を促すもの 清水 芙美江（浜松市立庄内中学校 教諭）
となるよう、授業の組み立て方や教材研究の方法等につい
て、考察・演習を行う。

静岡県浜松市

幼児期から児童期への円滑な接続は、幼児教育の質保
障においても重要な課題である。連携や接続の意味、推進
「幼児教育と小学校教育との円 するための具体的な手立てや方策等、理論的な背景を探り 木下 光二（鳴門教育大学 基礎・臨床系教育
浜松市教育委員
滑な連携と接続」と「道徳の授業 ながら実践に結びつけるポイントについて考える。また、道 部 教授）
静岡県浜松市
会
づくり」
徳の時間が、子どもの心に響き、価値の内面化を促すもの 清水 芙美江（浜松市立庄内中学校 教諭）
となるよう、授業の組み立て方や教材研究の方法等につい
て、考察・演習を行う。

浜松市教育委員 「学力観の変遷」と「小学校外国
会
語活動」

戦後日本の教育は、その学力の規定を学習指導要領の
内容によって示されてきた。それが、10年ごとにどのように
髙木 展郎（横浜国立大学 教育人間科学部
変わってきたか、また、指導と評価との関係について、考察
教授）
する。また、小学校外国語活動を進めるうえで、必要な情報
井上 純子（浜松市教育センター 指導主事）
や授業の進め方、様々な活動を行う際の注意事項等を、講
義や具体的な指導事例を通して学ぶ。

浜松市教育委員 「学力向上」と「小学校外国語活
会
動」

本講習では、①全国学力・学習状況調査における静岡県
の学力の現状を示し、②それに基づいて静岡県の教育の
課題を明らかにし、③他の都道府県の動向を参考にしなが 村山 功（静岡大学大学院 教育学研究科 教
ら学力向上のために必要な取組について考える。また、小 授）
静岡県浜松市
学校外国語活動を進めるうえで、必要な情報や授業の進め 井上 純子（浜松市教育センター 指導主事）
方、様々な活動を行う際の注意事項等を、講義や具体的な
指導事例を通して学ぶ。

静岡県浜松市

幼児期から児童期への円滑な接続は、幼児教育の質保
障においても重要な課題である。連携や接続の意味、推進
「幼児教育と小学校教育との円 するための具体的な手立てや方策等、理論的な背景を探り 木下 光二（鳴門教育大学 基礎・臨床系教育
浜松市教育委員
滑な連携と接続」と「小学校外国 ながら実践に結びつけるポイントについて考える。また、小 部 教授）
静岡県浜松市
会
語活動」
学校外国語活動を進めるうえで、必要な情報や授業の進め 井上 純子（浜松市教育センター 指導主事）
方、様々な活動を行う際の注意事項等を、講義や具体的な
指導事例を通して学ぶ。

時間数

講習の期間

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月18日
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対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校教諭、中
学校保健体育科
教諭

教諭

小学校教諭、中
学校技術・家庭
科教諭（家庭科）

教諭

小学校教諭、中
学校技術・家庭
科教諭（家庭科）

教諭

小学校教諭、中
学校技術・家庭
科教諭（家庭科）

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

教諭

教諭

教諭

小学校教諭

小学校教諭

小学校教諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751165号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751166号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751167号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751168号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751169号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751170号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751171号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751172号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751173号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751174号

電話番号

ＵＲＬ

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

平成２６年度（第２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

浜松市教育委員
「食物アレルギー」
会

講習の概要

担当講師

「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に
基づき、浜松市で行っているアレルギー対応の確認をする
とともに、食物アレルギー対応として、誤食を防ぐための工
夫や、校内研修のもち方など、具体的な管理や指導につい 稲川 秀子（浜松市立花川小学校 教頭）
て、演習を通して学ぶ。また、独立行政法人国立病院機構
の相模原病院からゲストスピーカーを招き、食物アレルギー
に関する国の動向や最新の知識などについても学ぶ。

学校における教科・領域等の授業を想定して、心を育てる
学習指導の在り方を考察する。授業の機能や要素をどのよ
うに組織することによって、子どもたちの心を耕し育てること 大石 健次（浜松学院大学 現代コミュニケー
浜松市教育委員 「心を育てる学習指導」と「社会科
ができるのか考える。また、講義（ビジュアル的な学習）形 ション学部 教授）
会
教育」
式、グループ学習（ジグソー学習法等）、グループによる調 福嶋 淳（浜松市立中郡中学校 教頭）
査学習（授業の工夫）を行い、世界情勢の特色を題材とし
て、社会科の学習形態の幅を広げる。
授業における学び合いの重要性が叫ばれている。学び合
いを充実させるためには、学習リーダーの育成が欠かせな
い。そこで、リーダーシップの理論体系、原理、機能、有効
浜松市教育委員 「学習リーダーの育成」と「社会科
櫻木 晃裕（宮城大学 事業構想学部 教授）
性について学ぶ。また、講義（ビジュアル的な学習）形式、グ
会
教育」
福嶋 淳（浜松市立中郡中学校 教頭）
ループ学習（ジグソー学習法等）、グループによる調査学習
（授業の工夫）を行い、世界情勢の特色を題材として、社会
科の学習形態の幅を広げる。

浜松市教育委員
「ＩＣＴの活用」と「社会科教育」
会

21世紀型スキルの獲得という観点から、本来の学びのあ
り方を問い直し、それを実現していくために、環境の中に存
在する様々なICTをどのように利用すればよいのかについ
大島 純（静岡大学 情報学部 教授）
て学ぶ。また、講義（ビジュアル的な学習）形式、グループ学
福島 淳（浜松市立中郡中学校 教頭）
習（ジグソー学習法等）、グループによる調査学習（授業の
工夫）を行い、世界情勢の特色を題材として、社会科の学習
形態の幅を広げる。

学校における教科・領域等の授業を想定して、心を育てる
学習指導の在り方を考察する。授業の機能や要素をどのよ
うに組織することによって、子どもたちの心を耕し育てること
大石 健次（浜松学院大学 現代コミュニケー
浜松市教育委員 「心を育てる学習指導」と「理科教 ができるのか考える。また、学習指導要領改善の基本方針
ション学部 教授）
会
育」
に、理数教育の充実が示された。理科教育においては、広
村上 純也（浜松市立曳馬中学校 教諭）
範囲にわたる知識が必要であり、指導を苦手にしている教
員も少なくない。そこで、本講習を通して、基本的な知識の
習得を目指す。
授業における学び合いの重要性が叫ばれている。学び合
いを充実させるためには、学習リーダーの育成が欠かせな
い。そこで、リーダーシップの理論体系、原理、機能、有効
浜松市教育委員 「学習リーダーの育成」と「理科教 性について学ぶ。また、学習指導要領改善の基本方針に、 櫻木 晃裕（宮城大学 事業構想学部 教授）
会
育」
理数教育の充実が示された。理科教育においては、広範囲 村上 純也（浜松市立曳馬中学校 教諭）
にわたる知識が必要であり、指導を苦手にしている教員も
少なくない。そこで、本講習を通して、基本的な知識の習得
を目指す。

浜松市教育委員
「ＩＣＴの活用」と「理科教育」
会

21世紀型スキルの獲得という観点から、本来の学びのあ
り方を問い直し、それを実現していくために、環境の中に存
在する様々なICTをどのように利用すればよいのかについ
て学ぶ。また、学習指導要領改善の基本方針に、理数教育 大島 純（静岡大学 情報学部 教授）
の充実が示された。理科教育においては、広範囲にわたる 村上 純也（浜松市立曳馬中学校 教諭）
知識が必要であり、指導を苦手にしている教員も少なくな
い。そこで、本講習を通して、基本的な知識の習得を目指
す。

学校における教科・領域等の授業を想定して、心を育てる
学習指導の在り方を考察する。授業の機能や要素をどのよ
うに組織することによって、子どもたちの心を耕し育てること
浜松市教育委員 「心を育てる学習指導」と「音楽科 ができるのか考える。また、義務教育（小中9年間）の学びと
会
教育」
育ちをつなぐために、学習内容の系統性や関連性を踏まえ
た音楽科の指導の在り方を見つめ直す。その上で音楽科と
して「分かる授業・楽しい授業」を実践するための知識と技
能の習得を目指す。

講習の開催地

静岡県浜松市

静岡県浜松市

静岡県浜松市

静岡県浜松市

静岡県浜松市

静岡県浜松市

静岡県浜松市

大石 健次（浜松学院大学 現代コミュニケー
ション学部 教授）
静岡県浜松市
杉山 真也（浜松市教育委員会 教職員課 指
導主事）

授業における学び合いの重要性が叫ばれている。学び合
いを充実させるためには、学習リーダーの育成が欠かせな
い。そこで、リーダーシップの理論体系、原理、機能、有効
櫻木 晃裕（宮城大学 事業構想学部 教授）
浜松市教育委員 「学習リーダーの育成」と「音楽科 性について学ぶ。また、義務教育（小中9年間）の学びと育
杉山 真也（浜松市教育委員会 教職員課 指 静岡県浜松市
会
教育」
ちをつなぐために、学習内容の系統性や関連性を踏まえた
導主事）
音楽科の指導の在り方を見つめ直す。その上で音楽科とし
て「分かる授業・楽しい授業」を実践するための知識と技能
の習得を目指す。

浜松市教育委員
「ＩＣＴの活用」と「音楽科教育」
会

21世紀型スキルの獲得という観点から、本来の学びのあ
り方を問い直し、それを実現していくために、環境の中に存
在する様々なICTをどのように利用すればよいのかについ
大島 純（静岡大学 情報学部 教授）
て学ぶ。また、義務教育（小中9年間）の学びと育ちをつなぐ
杉山 真也（浜松市教育委員会 教職員課 指 静岡県浜松市
ために、学習内容の系統性や関連性を踏まえた音楽科の
導主事）
指導の在り方を見つめ直す。その上で音楽科として「分かる
授業・楽しい授業」を実践するための知識と技能の習得を目
指す。

時間数

講習の期間

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月1日
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対象職種 主な受講対象者

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教諭
校教諭、養護教
栄養教諭
諭、栄養教諭

教諭

小学校教諭、中
学校社会科教諭

教諭

小学校教諭、中
学校社会科教諭

教諭

小学校教諭、中
学校社会科教諭

教諭

小学校教諭、中
学校理科教諭

教諭

小学校教諭、中
学校理科教諭

教諭

小学校教諭、中
学校理科教諭

教諭

小学校教諭、中
学校音楽科教諭

教諭

小学校教諭、中
学校音楽科教諭

教諭

小学校教諭、中
学校音楽科教諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751175号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751176号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751177号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751178号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751179号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751180号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751181号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751182号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751183号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751184号

電話番号

ＵＲＬ

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

平成２６年度（第２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

学校における教科・領域等の授業を想定して、心を育てる
学習指導の在り方を考察する。授業の機能や要素をどのよ
うに組織することによって、子どもたちの心を耕し育てること
大石 健次（浜松学院大学 現代コミュニケー
浜松市教育委員 「心を育てる学習指導」と「技術・ ができるのか考える。また、「はままつの教育」の重点の１つ
ション学部 教授）
会
家庭科教育（技術科）」
になっている「小中一貫教育」をふまえた技術・家庭科教育
大角 晃市（浜松市立篠原中学校 教諭）
の充実を目指す。「小中一貫カリキュラム」や「地域教材」等
の活用及び他教科との関連を考慮した指導計画を作成す
る。
授業における学び合いの重要性が叫ばれている。学び合
いを充実させるためには、学習リーダーの育成が欠かせな
い。そこで、リーダーシップの理論体系、原理、機能、有効
浜松市教育委員 「学習リーダーの育成」と「技術・
櫻木 晃裕（宮城大学 事業構想学部 教授）
性について学ぶ。また、「はままつの教育」の重点の１つに
会
家庭科教育（技術科）」
大角 晃市（浜松市立篠原中学校 教諭）
なっている「小中一貫教育」をふまえた技術・家庭科教育の
充実を目指す。「小中一貫カリキュラム」や「地域教材」等の
活用及び他教科との関連を考慮した指導計画を作成する。
21世紀型スキルの獲得という観点から、本来の学びのあ
り方を問い直し、それを実現していくために、環境の中に存
在する様々なICTをどのように利用すればよいのかについ
浜松市教育委員 「ＩＣＴの活用」と「技術・家庭科教
大島 純（静岡大学 情報学部 教授）
て学ぶ。また、「はままつの教育」の重点の１つになっている
会
育（技術科）」
大角 晃市（浜松市立篠原中学校 教諭）
「小中一貫教育」をふまえた技術・家庭科教育の充実を目指
す。「小中一貫カリキュラム」や「地域教材」等の活用及び他
教科との関連を考慮した指導計画を作成する。

講習の開催地

静岡県浜松市

静岡県浜松市

静岡県浜松市

学校における教科・領域等の授業を想定して、心を育てる
学習指導の在り方を考察する。授業の機能や要素をどのよ
うに組織することによって、子どもたちの心を耕し育てること 大石 健次（浜松学院大学 現代コミュニケー
浜松市教育委員 「心を育てる学習指導」と「英語科
ができるのか考える。また、英語教育の指導においては、小 ション学部 教授）
静岡県浜松市
会
教育」
学校外国語活動及び高校における英語教育との接続に視 土屋 裕子（浜松市立入野中学校 主幹教諭）
点を置いた授業改善が必要になっている。そこで、指導法
に関する基本的な知識と技能の習得を目指す。
授業における学び合いの重要性が叫ばれている。学び合
いを充実させるためには、学習リーダーの育成が欠かせな
い。そこで、リーダーシップの理論体系、原理、機能、有効
浜松市教育委員 「学習リーダーの育成」と「英語科
櫻木 晃裕（宮城大学 事業構想学部 教授）
性について学ぶ。また、英語教育の指導においては、小学
静岡県浜松市
会
教育」
土屋 裕子（浜松市立入野中学校 主幹教諭）
校外国語活動及び高校における英語教育との接続に視点
を置いた授業改善が必要になっている。そこで、指導法に
関する基本的な知識と技能の習得を目指す。

浜松市教育委員
「ＩＣＴの活用」と「英語科教育」
会

21世紀型スキルの獲得という観点から、本来の学びのあ
り方を問い直し、それを実現していくために、環境の中に存
在する様々なICTをどのように利用すればよいのかについ
大島 純（静岡大学 情報学部 教授）
て学ぶ。また、英語教育の指導においては、小学校外国語
静岡県浜松市
土屋 裕子（浜松市立入野中学校 主幹教諭）
活動及び高校における英語教育との接続に視点を置いた
授業改善が必要になっている。そこで、指導法に関する基
本的な知識と技能の習得を目指す。

浜松市教育委員 「心を育てる学習指導」と「生活
会
科、総合的な学習の時間」

学校における教科・領域等の授業を想定して、心を育てる
学習指導の在り方を考察する。授業の機能や要素をどのよ
大石 健次（浜松学院大学 現代コミュニケー
うに組織することによって、子どもたちの心を耕し育てること
ション学部 教授）
ができるのか考える。また、生活科・総合的な学習の時間の
十河 直美（浜松市教育センター 指導主事）
理念を学び、育てようとする力を踏まえたカリキュラム及び
授業づくりに必要な知識や技能の習得を目指す。

浜松市教育委員 「学習リーダーの育成」と「生活
会
科、総合的な学習の時間」

授業における学び合いの重要性が叫ばれている。学び合
いを充実させるためには、学習リーダーの育成が欠かせな
い。そこで、リーダーシップの理論体系、原理、機能、有効 櫻木 晃裕（宮城大学 事業構想学部 教授）
性について学ぶ。また、生活科・総合的な学習の時間の理 十河 直美（浜松市教育センター 指導主事）
念を学び、育てようとする力を踏まえたカリキュラム及び授
業づくりに必要な知識や技能の習得を目指す。

21世紀型スキルの獲得という観点から、本来の学びのあ
り方を問い直し、それを実現していくために、環境の中に存
浜松市教育委員 「ＩＣＴの活用」と「生活科、総合的 在する様々なICTをどのように利用すればよいのかについ 大島 純（静岡大学 情報学部 教授）
会
な学習の時間」
て学ぶ。また、生活科・総合的な学習の時間の理念を学び、 十河 直美（浜松市教育センター 指導主事）
育てようとする力を踏まえたカリキュラム及び授業づくりに必
要な知識や技能の習得を目指す。
学校における教科・領域等の授業を想定して、心を育てる
学習指導の在り方を考察する。授業の機能や要素をどのよ
うに組織することによって、子どもたちの心を耕し育てること 大石 健次（浜松学院大学 現代コミュニケー
浜松市教育委員 「心を育てる学習指導」と「教育の
ができるのか考える。また、教育の情報化についての基本 ション学部 教授）
会
情報化」
的な知識を習得し、授業や行事で使えるプレゼンづくりやエ 白井 伸博（浜松市教育センター 指導主事）
クセルの便利な機能、画像処理の仕方など、校務に必要な
技能を身に付け、今後の指導に生かすことを目指す。

静岡県浜松市

静岡県浜松市

静岡県浜松市

静岡県浜松市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月1日
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対象職種 主な受講対象者

教諭

中学校技術・家
庭科教諭（技術
科）

教諭

中学校技術・家
庭科教諭（技術
科）

教諭

中学校技術・家
庭科教諭（技術
科）

教諭

中学校英語科教
諭

教諭

中学校英語科教
諭

教諭

中学校英語科教
諭

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751185号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751186号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751187号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751188号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751189号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751190号

4,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平265005751191号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751192号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751193号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751194号

電話番号

ＵＲＬ

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

平成２６年度（第２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

授業における学び合いの重要性が叫ばれている。学び合
いを充実させるためには、学習リーダーの育成が欠かせな
い。そこで、リーダーシップの理論体系、原理、機能、有効
浜松市教育委員 「学習リーダーの育成」と「教育の
櫻木 晃裕（宮城大学 事業構想学部 教授）
性について学ぶ。また、教育の情報化についての基本的な
会
情報化」
白井 伸博（浜松市教育センター 指導主事）
知識を習得し、授業や行事で使えるプレゼンづくりやエクセ
ルの便利な機能、画像処理の仕方など、校務に必要な技能
を身に付け、今後の指導に生かすことを目指す。
21世紀型スキルの獲得という観点から、本来の学びのあ
り方を問い直し、それを実現していくために、環境の中に存
在する様々なICTをどのように利用すればよいのかについ
浜松市教育委員
大島 純（静岡大学 情報学部 教授）
「ＩＣＴの活用」と「教育の情報化」 て学ぶ。また、教育の情報化についての基本的な知識を習
会
白井 伸博（浜松市教育センター 指導主事）
得し、授業や行事で使えるプレゼンづくりやエクセルの便利
な機能、画像処理の仕方など、園・校務に必要な技能を身
に付け、今後の指導に生かすことを目指す。

浜松市教育委員
「ＩＣＴの活用」と「養護教育」
会

21世紀型スキルの獲得という観点から、本来の学びのあ
り方を問い直し、それを実現していくために、環境の中に存
在する様々なICTをどのように利用すればよいのかについ
大島 純（静岡大学 情報学部 教授）
て学ぶ。また、子どもの健康づくりを効果的に推進するため
渡辺 千津子（常葉大学 健康プロデュース学
には、学校保健センター的役割を果たしている保健室経営
部 非常勤講師）
の充実を図ることが重要である。そこで、保健室経営計画の
ポイントや課題解決の実践研究の在り方について考えてみ
たい。

浜松市教育委員 園・学校教育における食育の展
会
開

子どもの食育は、心身の健康、豊かな人間性の育成に重
要であり、「生きる力」の基礎となる。本講習では、食育の在
り方について、全体計画、学校給食の活用、給食指導にお
中山 玲子（京都女子大学 家政学部 教授）
ける展開から考える。また、食育の現状と今後の課題解決
瀧下 早苗（浜松市教育委員会 保健給食課
に向けた対応のあり方について学ぶ。子どもの望ましい食
指導主事）
習慣の確立のため、集団的、個別的な対応について必要な
知識や技術を取得し、効果的な方法について理解を深め
る。

講習の開催地

静岡県浜松市

静岡県浜松市

静岡県浜松市

静岡県浜松市

ここ数年の特別支援教育の展開はその必要性もあって、
非常に活発である。発達障がいを中心に気になる子の心理
「発達支援教育の現状と課題」と や行動、家族機能などを学ぶ。また、浜松市では「発達支援 香野 毅（静岡大学 教育学部 准教授）
浜松市教育委員
「発達支援学級における授業づく 教育の理念」を根幹に据えて、障がいのある子どものみなら 石川 博則（浜松市教育委員会 教職員課（発 静岡県浜松市
会
り」
ず、すべての子どもの理解と授業改善を進めている。発達 達支援グループ） 指導主事）
支援学級における授業づくりの講義と演習を通して、一人一
人のニーズに応じた指導の在り方を考える。
ここ数年の特別支援教育の展開はその必要性もあって、
非常に活発である。発達障がいを中心に気になる子の心理
や行動、家族機能などを学ぶ。また、発達障害児への対応 香野 毅（静岡大学 教育学部 准教授）
浜松市教育委員 「発達支援教育の現状と課題」と
は、本人への支援はもとより、保護者との協同や関係機関 南瀬 悦司（浜松市役所 子育て支援課 指導 静岡県浜松市
会
「発達障がいへの対応」
との連携など、包括的な支援が求められる。これからの教 主事）
育現場に求められる発達障害に関する包括的な支援につ
いて理解を深める。

浜松市教育委員
「非行の心理」と「健全育成」
会

非行問題は、生徒指導領域においては古くて新しい問題
である。少年鑑別所で非行少年と関わってきた経験に基づ
き、非行少年の心理をどう理解し、どのように関わっていく
佐藤 亨（鳴門教育大学 基礎・臨床系教育部
べきかについて、具体的に考察していく。また、インターネッ
准教授）
静岡県浜松市
トに接続可能な機器は、日々機能が進化し、生活を豊かな
林 利幸（浜松市立蜆塚中学校 教頭）
ものにしている反面、これらの機器を悪用した犯罪が後を絶
たない。そこで、情報教育の基礎的基本的な知識の取得を
目指す。

非行問題は、生徒指導領域においては古くて新しい問題
である。少年鑑別所で非行少年と関わってきた経験に基づ
き、非行少年の心理をどう理解し、どのように関わっていく
浜松市教育委員 「非行の心理」と「カラーセラピー べきかについて、具体的に考察していく。また、色の心理的
会
とカラーカウンセリング」
効果を知り、色の力による自己表現法を体験的に学ぶとと
もに、子どもとのコミュニケーションツールとして引用できる
までの色彩心理分析法とカウンセリング方法をワーク形式
で学習する。

佐藤 亨（鳴門教育大学 基礎・臨床系教育部
准教授）
静岡県浜松市
袴田 昌弘（浜松市役所 次世代育成課 青少
年育成センター 指導主事）

様々な問題に直面しながらも、子どもの心がどのように育
ち、どのような成長を見せていくのか。特に、園・学校におけ
る子どもの心を育てる教育実践の在り方について、自己肯 諸富 祥彦（明治大学 文学部 教授）
浜松市教育委員 「子どもの心の育て方」と「人間関
定感がいかに育つかという視点を柱に論じる。また、意図的 小畑 多佳子（浜松市立与進中学校 主幹教
会
係づくり」
な人間関係が必要な理由、意味ある人間関係づくりの在り 諭）
方や人間関係づくりプログラムの生かし方について、演習を
交えながら考えていく。
様々な問題に直面しながらも、子どもの心がどのように育
ち、どのような成長を見せていくのか。特に、園・学校におけ
る子どもの心を育てる教育実践の在り方について、自己肯
「子どもの心の育て方」と「エンカ
浜松市教育委員
定感がいかに育つかという視点を柱に論じる。また、現代の 諸富 祥彦（明治大学 文学部 教授）
ウンターとソーシャルスキルト
会
子どもたちは、社会性が未発達で、特に人間関係処理能力 古川 里江（浜松市立江西中学校 教諭）
レーニング」
が低下していると言われている。そこで、学校や学級におけ
る人間関係づくりを行うための講義や演習を通して、指導力
の向上を図る。

静岡県浜松市

静岡県浜松市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月1日

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭

6時間 平成26年11月1日

養護教諭 養護教諭

6時間 平成26年11月1日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教諭
校教諭、養護教
栄養教諭
諭、栄養教諭

6時間 平成26年11月15日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

6時間 平成26年11月15日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

6時間 平成26年11月15日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

6時間 平成26年11月15日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

6時間 平成26年11月15日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

6時間 平成26年11月15日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教諭 校教諭、養護教
諭
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受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751195号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751196号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751197号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751198号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751199号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751200号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751201号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751202号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751203号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751204号

電話番号

ＵＲＬ

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
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平成２６年度（第２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

浜松市教育委員
「食品と放射性物質」
会

平成23年３月11日（金）の東日本大震災の発生以来、放
射性物質に汚染された食品が、大きな問題となっている。子
どもたちが、将来にわたり安全な食生活を送ることができる
清水 大輔（浜松市教育センター 指導主事）
ように放射線教育を充実させることは、喫緊の課題である。
瀧下 早苗（浜松市教育委員会 保健給食課
ゲストスピーカーとして、厚生労働省医薬食品局食品安全
指導主事）
部から担当官を招き、「食べものと放射性物質のはなし」を
聞く時間を設ける。国の考え方や動向についても、理解を深
めたい。

浜松市教育委員 「ふるさとの文化財」と「ふるさと
会
の国学」

学習指導要領改訂の基本的な考え方の一つに、伝統や
文化に関する教育の重視が挙げられている。しかし、指導
するためには正確な知識を身に付ける必要がある。そこで、
文化財に関する専門的な知識を学ぶ。また、浜松の生んだ 山下 孝（浜松市史蹟顕彰会 専門委員）
郷土の偉人“国学者賀茂真淵”の生涯と業績をたどる。国学 鈴木 理市（賀茂真淵記念館 学芸職員）
者真淵は、歌人・教育者としても優れており、その生き方を
学ぶことを通して、学習指導要領で重視されている「豊かな
心」の育成指導に資する。

浜松市教育委員 「ふるさとの文化財」と「ふるさと
会
の美術」

学習指導要領改訂の基本的な考え方の一つに、伝統や
文化に関する教育の重視が挙げられている。しかし、指導
するためには正確な知識を身に付ける必要がある。そこで、
山下 孝（浜松市史蹟顕彰会 専門委員）
文化財に関する専門的な知識を学ぶ。また、浜松出身の秋
中村 邦明（浜松市美術館 館長）
野不矩、野島青茲などの日本画家や中村宏、水野以文など
の洋画家の作品をもとに、ふるさとの生んだ芸術家や郷土
に残る美術作品についての理解を深める。

浜松市教育委員 「ふるさとの文化財」と「ふるさと
会
の音楽」

学習指導要領改訂の基本的な考え方の一つに、伝統や
文化に関する教育の重視が挙げられている。しかし、指導
するためには正確な知識を身に付ける必要がある。そこで、
山下 孝（浜松市史蹟顕彰会 専門委員）
文化財に関する専門的な知識を学ぶ。また、浜松まつりの
門名 由佳（浜松市役所 文化政策課 指導主 静岡県浜松市
ラッパやお囃子、伝統の大念仏、ピアノや管楽器を主とした
事）
世界最大の洋楽器産業と西洋音楽の隆盛、世界トップクラ
スの楽器博物館が発信する世界の音楽文化、類稀な浜松
の音楽シーンを再認識する。

浜松市教育委員 「ふるさとの自然」と「ふるさとの
会
農業」

私たち人間が自然生態系の中にいることの存在を再確認
するため、ふるさとの自然から、たくましく生きる生物に関す
小山 裕美（浜松市立西部中学校 教諭）
る知識を学ぶ。また、浜松の気象と農業とのつながりを理解
鈴木 啓二（浜松市教育センター 指導主事）
するとともに、地域の気候風土に根付いた農作物を取り上
げて、その栽培方法に関する知識の習得を目指す。

浜松市教育委員 「ふるさとの自然」と「ふるさとの
会
食材」

私たち人間が自然生態系の中にいることの存在を再確認
するため、ふるさとの自然から、たくましく生きる生物に関す
小山 裕美（浜松市立西部中学校 教諭）
る知識を学ぶ。また、広大な市域で恵まれた環境を活かし
杉山 早苗（浜松市教育委員会 保健給食課
た浜松の農林水産業の現状及び振興策について学ぶとと
指導主事）
もに、浜松で育まれる豊かな食材の魅力を知り、指導に生
かす。

浜松市教育委員 「ふるさとの自然」と「ふるさとの
会
気象」

私たち人間が自然生態系の中にいることの存在を再確認
するため、ふるさとの自然から、たくましく生きる生物に関す
小山 裕美（浜松市立西部中学校 教諭）
る知識を学ぶ。また、浜松市の気象や過去の気象災害につ
石塚 稚人（浜松市立船越小学校 教諭）
いて知るとともに、警報などの防災気象情報について理解
し、防災教育に関する基本的な知識の習得を目指す。

公益財団法人全 農業実験実習講習会『農業と環
国学校農場協会 境』

『食料』と『環境』の両立は、現在人類が直面している最大の
課題である。これを解決する基盤となる知識･技術を習得す
るための実験実習と講義を行う。
1.野菜の水分生理
2.花卉の開花生理
3.害虫と天敵
4.植物病原微生物と植物相互作用
5.植物のストレス生理
6.植物分子生物学

愛知教育大学

21世紀の学びと総合的な学習

瀧川
大野
西東
森田
本橋
切岩

静岡県浜松市

静岡県浜松市

静岡県浜松市

静岡県浜松市

静岡県浜松市

静岡県浜松市

雄一（静岡大学農学部大学院農学研究科教授）
始 （静岡大学農学部大学院農学研究科教授）
力 （静岡大学農学部大学院農学研究科教授）
昭雄（静岡大学農学部大学院農学研究科教授）
令子（静岡大学農学部大学院農学研究科教授）
祥和（静岡大学農学部大学院農学研究科准教 静岡県静岡市

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成26年11月15日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教諭
校教諭、養護教
栄養教諭
諭、栄養教諭

6時間 平成26年11月29日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭

6時間 平成26年11月29日

6時間 平成26年11月29日

6時間 平成26年11月29日

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

平265005751211号

053-448-1131

http://www.city.ham
amatsuszo.ed.jp/hamakyoc/

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751205号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751206号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751207号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751208号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751209号

4,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

平265005751210号

平成26年4月1日～
40人
平成26年4月30日

6時間 平成26年11月29日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教諭
校教諭、養護教
栄養教諭
諭、栄養教諭

6時間 平成26年11月29日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

4,000円

教諭

中（技術・家庭
科）高（農業科・
家庭科）の教諭

10,000円

30人

平成26年4月1日～
平成26年6月4日

平268132551637号

03‐3463‐7721

http//www.nojokyoka
i.or.jp

教諭

小学校・中学校
教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652200号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

18時間

授）

平成26年8月18日～
平成26年8月22日

平田 久笑（静岡大学農学部大学院農学研究科准教
授）

一家 崇志（静岡大学農学部大学院農学研究科助教）
中塚 貴司（静岡大学農学部大学院農学研究科助教）

総合的な学習の時間がめざす課題解決の資質・能力・技
能は、21世紀中葉の社会を支える現代の子どもたちに不可
欠な重要な力です。本講習を通して、総合的な学習の時間
がなぜ、そしてどれ程に21世紀の学力として重要なのか、
久野 弘幸（教育学部准教授）
具体の実践から離れずに、大きな立ち位置から受講生の皆
さんと一緒に考えてゆきたいと思います。
※受講者は、各学校の全体計画および単元計画例を持参
することが望ましい。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月21日
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平成２６年度（第２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

6時間 平成26年8月9日

小・中学校（特別
教諭
支援学級教諭），
養護教諭 特別支援学校教
諭，養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652201号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

6時間 平成26年8月10日

小・中学校（特別
教諭
支援学級教諭），
養護教諭 特別支援学校教
諭，養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652202号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

6時間 平成26年8月11日

小・中学校（特別
教諭
支援学級教諭），
養護教諭 特別支援学校教
諭，養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652203号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

小・中学校（特別
教諭
支援学級教諭），
養護教諭 特別支援学校教
諭，養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652204号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

特別支援教育の現代的課題
保護者への対応を中心に

近年，特別支援教育においては保護者による教育支援計
画や個別の指導計画などへの参画が行われるようになり保
護者の意識等も多様化してきています。障害のある子ども
を養育している保護者への支援はこれからの特別支援教育
を行っていく上で必要不可欠なものです。そこで担任する教 恒次 欽也（教育学部教授）
員に求められているのは子どもへの指導だけでなくカウン
セリングマインドをもった保護者，そして子どもたちへの関わ
り方が重要です。そこで今回は特別支援教育をとりまく課題
を概観するとともに今後の対応について解説します。

愛知教育大学

聴覚障害児の教育

近年聴覚障害児の教育は児童生徒の多様化や、社会参
加の多様化などに伴い、その指導や支援の方法･内容にも
変化が見られます。また特別支援教育体制の中、教員の専
小田 侯朗（教育学部教授）
門性の維持あるいは発展も新たな課題となっています。今
回は現在の聴覚障害教育を概観するとともに、新たな課題
と今後の対応について解説します。

愛知教育大学

脳性まひを始め、特別支援学校に多く在籍する様々なタイ
プの肢体不自由児の障害の心理・病理・生理についての理
解と、それらの子どもたちに必要な発達支援の在り方につ
森崎 博志（教育学部教授）
肢体不自由児の理解と発達支援 いて解説する。特に、特別支援学校の肢体不自由領域にお
船橋 篤彦（教育学部准教授）
ける自立活動に関わりの深い発達支援技法である臨床動
作法を取り上げ、「身体的相互交渉と心理的(情緒・認知）発
達の関連性」について論じる。

愛知教育大学

読み書きの発達とその指導

読み書きの発達の遅れは、特別支援教育の支援を受ける
子どもたち全般にみられる。しかしながら、子どもの読み書
きの発達過程に関する知識があり、その指導の在り方につ
いて理解のある教員は少ない。今回は、ことばの発達の基 岩田 吉生（教育学部准教授）
礎を踏まえた上で、読み書き能力の発達過程と読み書きの
認知プロセス等を説明し、具体的な指導方法について理解
を深めることを目的とする。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月21日

幼児理解と幼児教育A

保育園や幼稚園その他施設を取り巻く今日的問題や課題
に焦点をあて、保育職にある者が直接的に子どもに還元し
得る知識として実感できるように、具体的で実際的な講義・
実技を行う。本講習においては、保育をするうえで求められ 林 牧子（教育学部准教授）
るカウンセリングマインドについて実例をもとに講義やディス 小川 英彦（教育学部教授）
カッションを行い考えることと、保育現場で求められる障害
児教育のあり方と子どものとらえについて具体的に学ぶこと
を主軸におく。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652205号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

幼児理解と幼児教育B

保育園や幼稚園その他施設を取り巻く今日的問題や課題
に焦点をあて、保育職にある者が直接的に子どもに還元し
得る知識として実感できるように、具体的で実際的な講義・
新井 美保子（教育学部教授）
実技を行う。本講習においては、幼稚園と小学校の連携の
鈴木 裕子（教育学部講師）
あり方の具体策を実践例を紹介しつつ学ぶことと、身体表
現活動を保育実践に生かすための工夫について考えていく
ことを主軸におく。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652206号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

学校現場では、日々直面している子どもたちの健康課題
の解決のために、養護教諭が保健学習や保健指導に積極
的に関わっていくことが求められている。本講座では、養護
養護教諭が行う「保健教育」の基 教諭にとって「保健教育」とは何かをもう一度基礎からふり 古田 真司（教育学部教授）
礎と実践
返るとともに、現代的な課題に対する新たな実践のアイディ 山田 浩平（教育学部講師）
アを紹介し、それを現場での実践に生かすにはどうすれば
良いかを検討してていく。（古田：健康情報の見分け方、山
田：楽しい保健教育の進め方）

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月8日

養護教諭 現職養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652207号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月9日

養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652208号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

愛知教育大学

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

愛知県刈谷市

愛知県刈谷市

愛知県刈谷市

愛知教育大学

ストレスの生理学的基礎と心理
学的対応

愛知教育大学

１．学校・家庭・地域連携による生活習慣病予防教育 (1)生
活習慣病の病態生理 (2)児童生徒と家族の健康・生活習
学校現場で実践できる疾病予防 慣の実態 (3)学校における生活習慣病予防教育について 藤井 千惠（教育学部教授）
と生活習慣
２．学校・家庭・地域における感染症予防教育 (1)児童生徒 岡本 陽（教育学部講師）
を主体とした感染症の種類 (2)消毒薬の特徴 (3)それぞれ
の感染症に即した消毒薬の使用例と注意点について

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月18日

養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652209号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

キャリア教育の意義・必要性などについて説明し，キャリア
教育の実践を支える基礎理論を紹介する。そして，キャリア
教育の活動領域と進め方について述べる。最後に，キャリ
ア教育における課題を指摘し，今後のあり方を示唆したい。
坂柳 恒夫（教育学部教授)
到達目標：キャリア教育の本質，キャリア教育を支える基
礎理論，キャリア教育のあり方と進め方などについて，理解
を深めるとともに，社会変化と児童生徒の多様化に対応で
きる教員としての指導力を培う。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月21日

教諭
教諭，養護教諭
養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652210号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

キャリア教育のあり方・進め方
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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

愛知教育大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

どの子も算数の内容が「分かる・できる」ようになるための
授業づくりについて話す。具体的には、授業づくりについて
どの子も「分かる・できる」算数の
教材研究の仕方、示範授業のビデオ解説、○付け法、意味 志水 廣（教職実践研究科教授)
授業づくり
付け復唱法、音声計算練習、適用問題定着法などについて
理論と実践の面から話す。

講習の開催地

時間数

講習の期間

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月7日

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月10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

6,000円

40人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652211号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

教諭
教諭，養護教諭
養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652212号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

教育相談に従事
教諭
している教諭、も
養護教諭 しくは関心のある
教諭，養護教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652213号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

教諭

小学校教諭

教育臨床学

本講習は次のような内容を学ぶ。
（１）不登校について理解し，彼らへの対応について，事例
を通して学び，援助についての実践力を身につける。
（２）いじめ問題への対応について，臨床心理学的アプロー
廣瀬 幸市（教育学研究科准教授）
チを理解し，実践に結びつける。
三谷 聖也（教育学研究科講師）
（３）教育相談の概要（領域・機能）を理解し，具体的なイメー
ジを抱く。
（４）カウンセリング・マインドの働きについて，具体的なイ
メージを抱き，事例を通して理解する。

学校臨床における心

学校現場において問題としてあがりやすい不登校やいじ
め、その他の心理的症状や身体的症状の背景にある心の
あり方について講義を行います。また、受講対象者の中か 祖父江 典人（教育学研究科教授）
ら簡単に事例を報告してもらい、その事例から、その子ども 原田 宗忠（教育学研究科講師）
の心のあり方を細かく見てゆき、支援の方向性について考
える、ということも行います。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月20日

愛知教育大学

山部赤人はなぜ歌聖か 1

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

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校・高等学
校（国語科）教
諭，小学校教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652214号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

国語科書写に関して、特に小学校の教育現場において必
要とされる理論と実技を行う。このたびの学習指導要領改
訂に伴い、小学校の書写が国語科の一領域として「伝統的
な言語文化と国語の特質に関する事項」に示された。このこ
小学校国語科書写の理論と実技
木村 博昭（教育学部教授）
とを踏まえ、国語の力を育成する学習として機能する「書
写」を、いかに充実させていくか考える機会としたい。書写
の理論的内容の理解と、実技の基礎・基本の確認および習
得を目標とする。

愛知県刈谷市

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3月29日～
平成26年5月6日

平261004652215号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

言語活動の充実が求められる中、国語の教師として「コ
ミュニケーション」を捉え、授業に生かしていくことができるの
かということについて、その原理や実践のあり方を探究す
国語科コミュニケーション論の探
る。話す・聞く力や話し合う力について考察するだけでなく、 砂川 誠司（教育学部助教）
究
読む・書くとの関わりをも含めたかたちで、国語科における
「コミュニケーション」を総合的に考察する。主な受講対象者
は小・中学校教諭とするが、高校教諭も受講可能。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭，中
学校（国語科）教
諭

6,000円

平成26年3月29日～
50人
平成26年5月6日

平261004652216号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

外国にルーツをもつ子ども達へ
の日本語教育

外国にルーツをもつ子ども達に関わる様々な問題（社会的
状況、第一言語能力と第二言語能力の関係、受け入れ側
の問題など）について講じる。また、実際にどのように教え
川口 直巳(教育学部講師）
たら日本語力をつけることができるか、教科学習内容を理
解させることができるか、教材や実践方法等を紹介する。ま
た、今後どのような取り組みが必要であるかを考察する。

愛知県刈谷市

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

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652217号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

織田信長と尾張・三河

織田信長は、地元尾張や隣国の三河など愛知県域でもさ
まざまな足跡を残している。本講習では、信長が関係する愛
知県域の歴史について研究の現状がどのようになっている
のかを見ていただく。具体的には信長の軍事活動に焦点を
あて、尾張統一への戦い、三河国境での今川氏との戦い
松島 周一（教育学部教授）
（それが桶狭間の戦いにつながる）、長篠での武田氏との戦
いについて、現在どのような歴史像が描かれているのか（以
前とはどのように変化しているのか、どのような内容が「事
実」と考えられているのか）を聞いていただきたい。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（社会科）教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652218号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

本講習では，これまで税理士や税務署職員が中心となり
行ってきた「租税教育」と小･中･髙の教員が行ってきた「社
会科授業」を相互に関連させ，教員と税の専門家とが協働
税の専門家と協働する租税教育
して取り組む授業づくりについて学習する。社会科の授業で 真島 聖子（教育学部准教授）
1
税をテーマにどのように単元を構想し，授業を展開するか，
税の専門家をゲストティチャーに迎え，協働して指導案を作
成し，発表する。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭，中
学校(社会)・高等
学校（公民）教諭

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652219号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

もはや暗記中心の社会科ではダメだという認識は，すでに
相当に以前から普及している。従来，暗記学習には問題解
決学習や体験学習が対置されてきた。近年では「言語活動
の充実」のために話し合い中心の授業も実践され，提案さ
ジレンマ問題をもとに協働的に追
れている。しかし全体的には暗記学習は根強く残っている。 舩尾 日出志（教育学部教授）
究する社会科授業
そこで今回の講座では，分かりやすく，しかし教育的に有意
義なジレンマ問題を設定し，対話的な授業をワークショップ
的に展開したい。そして「理性をゆさぶるジレンマ問題」につ
いて皆で話し合うことの楽しさと意義を実感したい。

教諭

小学校教諭、中
学校（社会）・高
等学校（地理歴
史・公民）教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652220号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月19日
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平成２６年度（第２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

生かそう「教育に新聞を」

新しい学習指導要領では，新聞を活用して読解力を育成
する学習活動が推奨されています。新聞は，教科書でもより
いっそう取り扱われるようになりました。この講習では，教育
土屋 武志（教育学部教授）
に新聞を活用しているＮＩＥ（ニュースペーパー・イン・エデュ
西尾 敏正（教育学部非常勤講師）
ケーション）の取組を紹介します。また，実際に新聞を使って
「切り抜き作品」づくりにも挑戦し，その方法を身につけま
す。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月18日

教諭

全教諭(養護教
諭、栄養教諭を
除く)

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652221号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

生かそう「教育に新聞を」

新しい学習指導要領では，新聞を活用して読解力を育成
する学習活動が推奨されています。新聞は，教科書でもより
いっそう取り扱われるようになりました。この講習では，教育
土屋 武志（教育学部教授）
に新聞を活用しているＮＩＥ（ニュースペーパー・イン・エデュ
西尾 敏正（教育学部非常勤講師）
ケーション）の取組を紹介します。また，実際に新聞を使って
「切り抜き作品」づくりにも挑戦し，その方法を身につけま
す。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月20日

教諭

全教諭(養護教
諭、栄養教諭を
除く)

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652222号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

生かそう「教育に新聞を」

新しい学習指導要領では，新聞を活用して読解力を育成
する学習活動が推奨されています。新聞は，教科書でもより
いっそう取り扱われるようになりました。この講習では，教育
土屋 武志（教育学部教授）
に新聞を活用しているＮＩＥ（ニュースペーパー・イン・エデュ
西尾 敏正（教育学部非常勤講師）
ケーション）の取組を紹介します。また，実際に新聞を使って
「切り抜き作品」づくりにも挑戦し，その方法を身につけま
す。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月21日

教諭

全教諭(養護教
諭、栄養教諭を
除く)

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652223号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

民俗学とは、私たちの地域や暮らしの、この50年なり100
年なりの変化をとおして、現代日本の歴史を学び地域理解
をめざすという領域です。現代日本における民俗事例(とくに
地域の歴史・文化を「民俗学」か
盆行事）について『愛知県史』（愛知県がおこなった調査報 野地 恒有（教育学部教授）
ら学ぶ
告書）やVTR映像などを利用して具体的に提示しながら、地
域の歴史・文化を学び・研究し・教えるための「授業で使える
民俗学」を講述します。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭，中
学校(社会)・高等
学校（地理歴史）
教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652224号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

小学校社会科副読本の利用

この講習では，小学校社会科中学年の学習内容を中心と
する。小学校中学年の社会科学習は，多くの場合，地域の
自治体で作成した「社会科副読本」を活用することとなる。
地域の事例を通して，社会の姿を学ぶことは，社会科の基
岩崎 公弥（教育学部教授）
礎を形成する際の原点ともなる。副読本編集に関わってき
た経験をもとに，指導要領の内容に関わる副読本の利用方
法及び1時間半ほどの大学周辺のミニ巡検を交えながら解
説を加える予定である。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月9日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652225号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

中国の言語と文化について

中国の言語と文化に関する基本的知識や多民族国家の
あり方について講義し、漢民族の言葉と少数民族の言葉、
共通語と方言との関係、方言と人間の暮らし、多元的文化
時 衛国(教育学部教授）
の共存、相互理解・交流の重要性などを考える。また、簡略
陳 佳平（教育学部非常勤講師）
化した漢字と東アジアで使用されている漢字との違いにつ
いて説明し、中国人社会の文化の事情についても一緒に考
える。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭，中
学校（外国語・社
会科)教諭

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652226号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

「小学校外国語活動と小中連携の英語教育」を指導するた
めの理論・実践的な知識・演習を行う。 学習指導要領に基
づいた小学校外国語活動と中学校英語教育の基本的な理
高橋 美由紀(教育学部教授）
小学校外国語活動と小中連携の 念と目標。入門期の英語教育において効果的な教授法、教
清水 万里子（教育学部非常勤講師）
英語教育の指導法と理論
材論、評価論等についての理論。小学校から中学校へと連
米田 尚美（教育学部非常勤講師）
携できる英語教育についてのシラバスや指導案作成方法。
また、語彙指導や発音指導等、理論的な枠組みから実践に
結びつける。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月9日

教諭

小学校教諭，中
学校（英語科）教
諭

6,000円

40人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652227号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

「小学校外国語活動と小中連携の英語教育」を指導するた
めの理論・実践的な知識・演習を行う。 学習指導要領に基
づいた小学校外国語活動と中学校英語教育の基本的な理
高橋 美由紀(教育学部教授）
小学校外国語活動と小中連携の 念と目標。入門期の英語教育において効果的な教授法、教
清水 万里子（教育学部非常勤講師）
英語教育の指導法と理論
材論、評価論等についての理論。小学校から中学校へと連
米田 尚美（教育学部非常勤講師）
携できる英語教育についてのシラバスや指導案作成方法。
また、語彙指導や発音指導等、理論的な枠組みから実践に
結びつける。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月10日

教諭

小学校教諭，中
学校（英語科）教
諭

6,000円

40人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652228号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

中学校数学科に新設された「資料の活用」領域の指導を
進めるにあたって、踏まえておくべき内容と実際に授業で活
「資料の活用」領域のねらいと教 用できる教材や授業実践例を紹介する。「資料の活用」設置
青山 和裕（教育学部准教授）
材事例
に至った経緯・背景、指導内容とその趣旨などに関する基
礎知識に関する講義と、実際に使える教材や授業実践例な
どに触れる演習との2部構成で行う。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校(数学科)
教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652229号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校，高等学
校（数学科）教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652230号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知教育大学

数と図形の発見，解釈そして表
現

本講座では数と図形を素材に，教員自身の数理的な分析
力や表現力を体験的・発見的に深めることで，日頃の教育
活動への一助となることを目標とする。
数の分野では10進数表記にまつわる現象の観察を通して
石戸谷 公直（教育学部教授）
一般化する中で記数表現の本質に迫り，更に拡張された
橋本 行洋（教育学部准教授）
「数系」での四則演算を体験する。
図形分野では相似な図形の面積比・体積比から現象を解
釈したり，投影図等から読み取れることを考察し，変換で不
変な量や性質の発見を体験する。
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ＵＲＬ

愛知教育大学

数学の授業におけるテクノロジー利用について， 基本的
な知識とスキルを身につけることを目的とする。教科書準拠
テクノロジーを利用した数学の指 コンテンツの利用の他，作図ツールＧＣや，関数グラフツー
飯島 康之（教育学部教授）
導
ルＧｒａｐｅｓや表計算ソフトＥｘｃｅｌなどに焦点を当てる。ま
た,PC以外にタブレット端末(iPad)などを使った実践例なども
扱う。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月9日

教諭

中学校，高等学
校（数学科）教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652231号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

算数科における「数と計算」の教材や指導について議論す
る。第二学年から指導する乗法や第三学年の除法，小数や
算数科における「数と計算」の指
分数，さらにそれらの計算について，乗法の意味，分数の 佐々木 徹郎（教育学部教授）
導について
意味や計算，児童の誤りを，具体的に示す。また，児童の
考えや間違いを生かす指導について議論する。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652232号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

教育現場におけるパソコン実践
活用法

今日、ほとんどの教員が何らかの形でパソコンに接してい
るが、多くの場合、パソコンの機能をごく一部しか利用して
いない。本講習では、パソコン本来の性能を活用した事例を
中西 宏文（教育学部教授）
複数紹介するとともに、多くのパソコンで使われているワー
松永 豊（教育学部准教授）
プロに関しても、ワープロ本来の機能について詳説するとと
もに、マイクロソフトワードを利用した演習を通して、パソコン
をより便利に実践的に活用できるようにする。

愛知県刈谷市

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

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652233号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

教育現場におけるパソコン実践
活用法

今日、ほとんどの教員が何らかの形でパソコンに接してい
るが、多くの場合、パソコンの機能をごく一部しか利用して
いない。本講習では、パソコン本来の性能を活用した事例を
中西 宏文（教育学部教授）
複数紹介するとともに、多くのパソコンで使われているワー
松永 豊（教育学部准教授）
プロに関しても、ワープロ本来の機能について詳説するとと
もに、マイクロソフトワードを利用した演習を通して、パソコン
をより便利に実践的に活用できるようにする。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校，中学校，
高等学校教諭

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652234号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

教育現場におけるパソコン実践
活用法

今日、ほとんどの教員が何らかの形でパソコンに接してい
るが、多くの場合、パソコンの機能をごく一部しか利用して
いない。本講習では、パソコン本来の性能を活用した事例を
中西 宏文（教育学部教授）
複数紹介するとともに、多くのパソコンで使われているワー
松永 豊（教育学部准教授）
プロに関しても、ワープロ本来の機能について詳説するとと
もに、マイクロソフトワードを利用した演習を通して、パソコン
をより便利に実践的に活用できるようにする。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月10日

教諭

小学校，中学校，
高等学校教諭

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652235号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

教育現場におけるパソコン実践
活用法

今日、ほとんどの教員が何らかの形でパソコンに接してい
るが、多くの場合、パソコンの機能をごく一部しか利用して
いない。本講習では、パソコン本来の性能を活用した事例を
中西 宏文（教育学部教授）
複数紹介するとともに、多くのパソコンで使われているワー
松永 豊（教育学部准教授）
プロに関しても、ワープロ本来の機能について詳説するとと
もに、マイクロソフトワードを利用した演習を通して、パソコン
をより便利に実践的に活用できるようにする。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小学校，中学校，
高等学校教諭

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652236号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

教育現場におけるパソコン実践
活用法

今日、ほとんどの教員が何らかの形でパソコンに接してい
るが、多くの場合、パソコンの機能をごく一部しか利用して
いない。本講習では、パソコン本来の性能を活用した事例を
中西 宏文（教育学部教授）
複数紹介するとともに、多くのパソコンで使われているワー
松永 豊（教育学部准教授）
プロに関しても、ワープロ本来の機能について詳説するとと
もに、マイクロソフトワードを利用した演習を通して、パソコン
をより便利に実践的に活用できるようにする。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小学校，中学校，
高等学校教諭

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652237号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

教育現場におけるパソコン実践
活用法

今日、ほとんどの教員が何らかの形でパソコンに接してい
るが、多くの場合、パソコンの機能をごく一部しか利用して
いない。本講習では、パソコン本来の性能を活用した事例を
中西 宏文（教育学部教授）
複数紹介するとともに、多くのパソコンで使われているワー
松永 豊（教育学部准教授）
プロに関しても、ワープロ本来の機能について詳説するとと
もに、マイクロソフトワードを利用した演習を通して、パソコン
をより便利に実践的に活用できるようにする。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校，中学校，
高等学校教諭

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652238号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

教育現場におけるパソコン実践
活用法

今日、ほとんどの教員が何らかの形でパソコンに接してい
るが、多くの場合、パソコンの機能をごく一部しか利用して
いない。本講習では、パソコン本来の性能を活用した事例を
中西 宏文（教育学部教授）
複数紹介するとともに、多くのパソコンで使われているワー
松永 豊（教育学部准教授）
プロに関しても、ワープロ本来の機能について詳説するとと
もに、マイクロソフトワードを利用した演習を通して、パソコン
をより便利に実践的に活用できるようにする。

愛知県刈谷市

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

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652239号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

教育現場におけるパソコン実践
活用法

今日、ほとんどの教員が何らかの形でパソコンに接してい
るが、多くの場合、パソコンの機能をごく一部しか利用して
いない。本講習では、パソコン本来の性能を活用した事例を
中西 宏文（教育学部教授）
複数紹介するとともに、多くのパソコンで使われているワー
松永 豊（教育学部准教授）
プロに関しても、ワープロ本来の機能について詳説するとと
もに、マイクロソフトワードを利用した演習を通して、パソコン
をより便利に実践的に活用できるようにする。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校，中学校，
高等学校教諭

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652240号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知教育大学
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ＵＲＬ

コンピュータネットワークの基礎

学校現場の情報化の計画的かつ組織的な推進に資する
ことを目的として，インターネット標準技術に基づくコン
ピュータネットワークの基礎について，高校情報の免許を有
安本 太一（教育学部准教授）
していない者でも，興味をもって理解してもらえるように講義
福田 洋治（教育学部講師）
をする．また，今日的な課題である，学校現場の情報機器
のアクセス管理やタブレット端末利用などに必要な無線LAN
についても触れる．

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小学校，中学校，
高等学校教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652241号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

情報メディアを活用した教育

情報メディアを活用した教育について，次の2つの視点から
学習する
○情報メディアを取り巻く現状とメディアリテラシーについて
学ぶ
○教育情報システムに対する科学的な理解を深め，教育の 野崎 浩成（教育学部准教授）
情報化に対応した指導方法を考察する
梅田 恭子（教育学部准教授）
1 メディアの定義と問題解決のための情報利用，2 情報メ
ディア論と人間の認知，3 記憶と知識，視覚，4 インターネッ
トによる情報活用，5 メディア社会と暮らし，6 メディアを活用
した教育

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小学校，中学校，
高等学校教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652242号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

小学校の教科書で扱われている教材生物のうち、３年生
の昆虫と５年生のメダカについて、これら動物の飼育法（主
にモンシロチョウとヒメダカ）に関する講義を行うとともに、
小学校動物教材の飼育、観察法
澤 正実（教育学部教授）
様々な種類の昆虫標本とメダカ卵を用い、観察方法と観察
のポイントに関する実習を行う。また、光学顕微鏡の使い方
について再確認する。

愛知県刈谷市

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3月29日～
平成26年5月6日

平261004652243号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

中学校理科教材（化学分野）

○水溶液の電気分解の実験を行う。水溶液の電気分解に
おいて観察される実験結果を電極反応や気体の溶解、酸化
還元反応により発生した物質と溶媒との化学反応などの観
点から考察する。
稲毛 正彦（教育学部教授）
○「果汁に含まれるビタミンＣの量を視覚的に観察するに
中島 清彦（教育学部教授）
は？」「市販の使い捨てカイロと同じように温度上昇する自
作カイロを作るには？」をテーマにして，どのような実験をす
ればよいか考え，実際に実験を行って工夫する。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校(理科)教
諭

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652244号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

小学校理科の課題と展望

小学校理科の学習指導において、言語活動を重視した指
導のあり方や発展的課題としての応用的活動の持ち方につ
いて解説する。その際、受講される教諭が担当する理科の
教科書に基づいて、具体的な教材に即した発展的課題など 吉田 淳（教育学部教授）
を個別に想定し、学習指導案の形にまとめる。その過程で
どのような言語活動が必要なのかをグループ討論を行い、
その成果を発表し、全体として解決方法を共有する。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652245号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

この講座では、中学校理科の内容を扱う。
「光の性質」では、凸レンズを用いた実験、簡易顕微鏡の製
中学校理科（光の性質、電流と磁 作などを通して、光とレンズの基本的な特性について学ぶ。 幅 良統（教育学部講師）
界）
「電流と磁界」では、電磁石を使った簡単な実験と、モーター 児玉 康一（教育学部教授）
やスピーカーの作成を通して、背景にある電磁気学につい
ての理解を深める。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校(理科)教
諭

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652246号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

遺伝子診断の原理と方法

平成24年度から実施された中学校の新学習指導要領理
科では、科学が日常生活や社会、また、様々な職業と関係
している内容を提示することで、「科学を学ぶ意義や有用性
を実感させ、科学への関心を高める。」ことが求められてい
菅沼 教生（教育学部教授）
る。そこで、本講習では、生命科学分野で今後広く普及する
可能性のある遺伝子診断を取り上げ、その原理を学び、ア
ルコール耐性を調べる実験を実際に行うことで、遺伝子診
断技術に対する理解を深める。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中学校（理科）教
諭

6,000円

20人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652247号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

小中学校理科（地質、地形、岩
石、火山、地震）

小中学校理科の授業内容のうち、地学関連分野（地質、
地形、岩石、火山、地震）の内容を中心とする。観察や実験
を含む。
担当講師のうち、三宅は、愛知県周辺の地形や地質・岩
三宅 明（教育学部教授）
石について、小中学校の理科の基本的内容と関連させなが
戸田 茂（教育学部教授）
ら解説する。
もうひとりの担当の戸田は、火山・地震の基礎から愛知県
周辺の火山や過去に発生した地震について、小中学校の
理科の基本的内容と関連させながら解説する。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月9日

教諭

小学校教諭，中
学校(理科)教諭

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652248号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

小中学校理科（地質、地形、岩
石、火山、地震）

小中学校理科の授業内容のうち、地学関連分野（地質、地
形、岩石、火山、地震）の内容を中心とする。観察や実験を
含む。
担当講師のうち、三宅は、愛知県周辺の地形や地質・岩石
三宅 明（教育学部教授）
について、小中学校の理科の基本的内容と関連させながら
戸田 茂（教育学部教授）
解説する。
もうひとりの担当の戸田は、火山・地震の基礎から愛知県周
辺の火山や過去に発生した地震について、小中学校の理
科の基本的内容と関連させながら解説する。

教諭

小学校教諭，中
学校(理科)教諭

6,000円

平成26年3月29日～
30人
平成26年5月6日

平261004652249号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月10日
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開設者名
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講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間
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受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

愛知教育大学

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

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（音楽科）教諭

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652250号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

ピアノを用いた「うた」の伴奏について、応用的かつ実践的
な技術の習得と、指導の際の留意点を確認して頂きます。
取り上げる曲は小学校や中学校でよく歌われる歌やクラス
やってみよう！リコーダーとピアノ 合唱の曲から選びます。
國府 華子（教育学部准教授）
応用発展1
まずソプラノリコーダーを問題なく吹けるように練習し、さら 新山王 政和（教育学部教授）
に受講者のレベルに応じてアルトリコーダーやテナーリコー
ダー、バスリコーダーも加えて、リコーダーアンサンブルにも
挑戦します。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（音楽科）教諭

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652251号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

クラス合唱の盛り上げ方－声を出させ、やる気にさせる合
唱指導のテクニック－
生徒に声を出させて、本気で歌わせる為の指導テクニック
中川 洋子（教育学部教授）
中学校の教員に対する音楽科実 やアイデアを紹介するとともに、本格的な発声で中学校の
橋本 剛（教育学部准教授）
技講習
合唱曲を歌う楽しみを受講者自身も楽しみます。
金原 聡子（教育学部講師）
曲を作るプロセスの理解と指導技術の習得。
作曲法の知識や技術について受講生にも再確認して頂
き、作曲技法について考えていただきます。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中学校・高等学
校（音楽科）教
諭，小学校教諭

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652252号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

鋳造作品制作

蝋型鋳造によりキーホルダー（真鍮）を制作する。①蝋を
用いて原型を制作する。②湯道を付けて原型を石膏により
遠藤 透（教育学部教授）
埋没する③鋳型の焼成④鋳造⑤仕上げ⑤講評※焼成の時
間が必要なため、受講時間を３時間づつ２日に分ける。

愛知県刈谷市

6時間

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（美術）教諭

6,000円

20人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652253号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

東洋美術史

本講習はわが国の美術の伝統を理解する上でも重要な諸
外国の美術である、中国の絵画史を概観するものである。
全体は3部構成をとり、先史時代から南宋時代を取り上げ
る。第1部では先史時代より南北朝時代までの中国絵画の
鷹巣
流れを概観し、中国における絵画理論の成熟過程を確認す
る。第2部では隋唐・五代の中国絵画を概観し、中国におけ
る宮廷絵画の展開を中心に論じる。第3部では水墨技巧の
絶頂期として北代を詳述する。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校(美術科)
教諭，小学校教
諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652254号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

エッチング技法の基礎

中学校や高校で、ドライポイントやエッチングなどの凹版を
教材として使っている事例は多い。凹版はある程度の基礎
技法を習得していないと指導が難しい。また、ここ十数年間
には新しい材料や方法も登場している。講習では銅版で
野澤 博行（教育学部教授）
エッチングを制作し、凹版技法の基礎を習得する。レンブラ
ントはエッチングを中心とした銅版画を数多く手がけている
が、このような制作を経験する事を通して、作品に込められ
たメッセージを深く理解したい。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（美術科）教諭

6,000円

20人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652255号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

アートを媒介としたゲームの実践と教材研究を行う。子ど
もたちにとってのアートとの出会いは，知識や技術が先にく
るものではなく，目の前にある色や形，質感，空間・・・さまざ
まなものを感じ，見立てや遊びの中にある。鑑賞学習にお
アートゲーム －鑑賞学習のヒン
いてもアートとの出会いは同じである。本講習ではその出会 杉林 英彦（教育学部講師）
ト－
いをゲームとして実践する方法を学び，教材を開発し実践
する力を身につける。また，アートゲームを介した子どもとの
コミュニケーションを取る方法を学び，子ども相互のコミュニ
ケーションを促す力を身につける。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月9日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校（美術）教諭
高等学校（工芸）
教諭，特別支援
学校教諭

6,000円

40人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652256号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

ヨーロッパ近代美術の鑑賞

モネ，ルノワール，ゴッホなど19世紀から20世紀のヨーロッ
パの画家たちを何人か取り上げて，その生涯や作品解釈に
浅野 和生（教育学部教授）
関する美術史上の知見を解説し，美術観賞教育に役立て
る。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月11日

教諭

中学校・高等学
校（美術科)教
諭，小学校教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652257号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

体育の技術指導法

体育授業における技術の指導方法について、実技（午前）と
講義（午後）を行う。
１．運動感覚から動きの違いを知る （→運動観察法）
２．易しい教材としての類似感覚運動を探す （→技術の
指導法の考え方）
上原 三十三（教育学部教授）
３．動きの基本形態と発展形態を理解する （→学習内容
の体系）
４．動きの習熟位相と習熟に応じた学習課題を俯瞰する
（→個に応じた指導法）

愛知県刈谷市

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
（保健体育）教諭

6,000円

40人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652258号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

運動指導法A（器械運動・水泳）

午前に器械運動、午後に水泳の実技講習を行う。各種目そ
れぞれ基礎的技能の習得活動を通して、実践的指導法を
理解する。
１.器械運動の技になじむための運動
上原 三十三（教育学部教授）
２.技の基礎技能の習得
寺本 圭輔（教育学部准教授）
３.基本的な技の習得
４.水の中が楽しいと思えるプログラム（水中遊戯）
５.泳ぐために最も必要な技術の習得（浮き身）
６.最も効率よくシンプルな泳ぎの習得（泳法）

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
（保健体育）教諭

6,000円

40人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652259号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知教育大学

純（教育学部准教授）
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講習の概要

担当講師

運動指導法B（球技・ダンス）

午前中に球技(ゴール型・ハンドボール)、午後にダンスの講
義・実技を行う。各種目それぞれ基礎的技能の習得活動を
通じて、実践的指導法を理解する。
１．ゲームのための技能とは何か？（戦術的課題と教材作
山下 純平（教育学部講師）
り），２．ゲームで運動量を増やす方法，３．ジュニア期のハ
成瀬 麻美（教育学部助教）
ンドボール指導，４．創作ダンス、リズム系ダンスを中心に
特性と技法、指導法に関する理解，５．ダンスの基礎的な技
能を習得，６．実技を通して多様なテーマから即興的に表現
し、ダンスの指導法を習得

ものづくりと技術教育Ａ

技術教育に関わる内容を中心とした「ものづくり教育」を通
して，科学・技術とその教育的意義を幅広く理解し，実践的
な能力を高めます。
この講座では，（１）技術教育について，教育行政，および教
宮川 秀俊（教育学部教授）
材・教具と安全教育を中心に，国内外の教育実践について
清水 秀己（教育学部教授）
の理解を深めます。（２）電気について，エネルギー変換に
関わる技術教育における電気技術領域の基礎的な内容と
最新情報の講義を行い，続いて参加者が実体験できる実習
を行います。

愛知教育大学

ものづくりと技術教育Ｂ

生物育成と機械について扱う。生物育成では，農業技術
教育と生命教育の観点を含めた技術教育の理念と可能な
太田 弘一（教育学部教授）
教材について検討し，参加者の間での意見交換も踏まえ，
北村 一浩（教育学部准教授）
理念と課題を提起する。機械では，機械分野の一例として，
Ti-Ni形状記憶合金を用いた教材の実習を行う講習とする。

愛知教育大学

愛知教育大学

愛知教育大学

講習の開催地

愛知県刈谷市

愛知県刈谷市

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19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・高等学校
（保健体育）教諭

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652260号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

教諭

技術科教諭，工
業科教諭など，も
のづくり教育に関
心のある方

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652261号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

6,000円

30人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652262号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月20日

教諭

技術科教諭，工
業科教諭など，も
のづくり学習に関
心のある方

家庭科をめぐる近年の動向と課題をふまえ、家庭科の授
家庭科における近年の動向と課
業実践に向けた教育内容について、具体的な事例をもとに 青木 香保里（教育学部准教授）
題
検討する。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校(家庭科)
教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652263号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

この講習は，家庭科における家庭経営について学ぶもの
である。家庭経営の領域には，他に家族関係などの分野も
家庭科における家庭経営の学び あるが，ここでは主に生活経営・経済について今日的なテー 関根 美貴（教育学部教授）
マをとりあげ，実習等をとりいれながら講義を行う予定であ
る。

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校，中学校･
高等学校（家庭
科）教諭

6,000円

50人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652264号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

食べ物の調理特性と食生活

この講座では、小・中学校の家庭科における「日常の食事
と調理の基礎」、「食生活と自立」の学びを深めるため、特
に、食べ物のおいしさに関する調理科学的現象の理解とと 筒井 和美（教育学部講師）
もに、子ども達の食生活の諸問題について受講生同士で意
見交換をし、より良い解決策について検討する。

6,000円

平成26年3月29日～
50人
平成26年5月6日

平261004652265号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

愛知教育大学

自然・歴史・人・生活など、地域の学習資源を活用した授
業づくりをテーマとした講習です。内容は以下の3点です。①
学力論など児童生徒に身につけさせたい力に関する議論、
学校と地域の連携に関する議論についての、最新の動向を
地域の学習資源を活用した授業 紹介します。②地域の学習資源を活用した全国の取り組み
生嶌 亜樹子（教育学部講師）
づくり 1
事例を紹介、検討します。③勤務校の地域の環境や児童生
徒の実態をふまえた、総合的な学習の時間、特別活動（学
校行事）等を想定した授業案を作成、検討します。テーマ
例：地域の河川や公園、歴史上の人物や建築物、商店街・
企業、食文化など。

6,000円

40人

平成26年3月29日～
平成26年5月6日

平261004652266号

0566-26-2708

http://www.aichiedu.ac.jp

6,000円

60人

平成26年5月12日～
平成26年5月27日

平263035452981号

052-798-0180

http://www.kinjou.ac.jp/

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月27日

平263035452982号

052-798-0180

http://www.kinjou.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月27日

平263035452983号

052-798-0180

http://www.kinjou.ac.jp/

金城学院大学

金城学院大学

金城学院大学

情報モラルの指導法（基礎から
実践授業準備まで）

携帯電話、インターネットを子どもが利用したことに起因する
問題が多数発生している。予防教育として，情報モラル教育
を行うことは重要である。本講習では，講義とアニメーション
教材（東京書籍「情報モラルとコンピュータ」）を利用した指
長谷川元洋（国際情報学部教授）
導案作成演習を行う。「子どもたちのインターネット事件（東
京書籍）」を事前に通読することを推奨する。なお、講習内で
作成する指導案を持ち帰れるよう，USBメモリーの持参を推
奨する。

1時間目は食教育の必要性について考察する。
2時間目は子どもの発達段階と食教育効果について実例を
踏まえて検討する。
3時間目は地域の食育ボランティアとの連携について実例を
食指導における学校内外との連
北森一哉（生活環境学部准教授）
踏まえて地域社会との連携推進策を検討する。
携
平田なつひ（生活環境学部講師）
4時間目は学外との連携について①
5時間目は学外との連携について②
6時間目は試験と事後評価を実施する。

保育内容の研究・表現（音楽）

以下の内容で行う。なお受講者は各自弾き歌いのための子
どもの歌を１曲（コードネーム付き）準備すること。
１時間目：保育内容・表現（音楽）の最近の動向
２時間目：乳幼児期の自発的な音楽表現について
３時間目：子どものリズム表現の指導法
南 曜子（人間科学部教授）
４時間目：子どもの歌の指導法と伴奏法
５時間目：子どもの器楽合奏の指導法
６時間目：試験と事後評価（試験には歌唱とリズム表現を含
む）

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月8日

小学校教諭，中
教諭
学校（家庭科）教
栄養教諭
諭，栄養教諭

愛知県刈谷市

6時間 平成26年8月19日

小学校，中学校，
教諭
高等学校教諭，
栄養教諭
栄養教諭

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年7月26日

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年7月26日

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年7月26日
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教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭向け

栄養教諭 栄養教諭

教諭

幼稚園教諭

平成２６年度（第２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

アクションラーニングは、現実の問題の解決策を個人・グ
ループで問題の分析と解決策の立案を行い，その実行と振
り返りを繰り返しながら，個人，チームの能力を高めていく
質問会議を中核としたアクション 学習法です。この講座では、教科教育、生徒指導、食育、保
長谷川元洋（国際情報学部教授）
ラーニング
健指導、学校の組織マネジメント等の様々な問題を取り上
げ、アクションラーニングの中核をなす「質問会議」の演習を
行いながら、体験的に学びます。（「質問会議」は株式会社
ラーニングデザインセンターの登録商標です。）

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

6,000円

70人

平成26年5月12日～
平成26年5月27日

平263035452984号

052-798-0180

http://www.kinjou.ac.jp/

6,500円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月27日

平263035452985号

052-798-0180

http://www.kinjou.ac.jp/

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月8日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教諭 校教諭、高等学
栄養教諭 校教諭、養護教
諭、栄養教諭

学校における食育の推進

1時間目は学校での食育の展開の基礎となる子どもの食生
活の実態について、学童期、思春期について考究する。2時
間目と3時間目には、調理実習を用いた食育の実践例を交
え検討考察する。4時間目は、「家庭科」における食に関す 丸山智美（生活環境学部教授）
る指導の具体例を考える。5時間目は、「体育科」「保健体育
科」における食に関する指導の展開について考える。6時間
目に、試験と事後評価を実施する。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月11日

栄養教諭 栄養教諭

金城学院大学

幼小連携のあり方について

本講義では、幼小連携のあり方について、あくまで幼稚園
教育の基本のあり方を踏襲しながらも、一方で小学校での
学習も見通した上での幼稚園における経験や学びについて
考えていきたい。そこで、講義内容としては①中央教育審議
坪井 貴子(人間科学部教授）
会答申、学習指導要領に見る幼小連携に関する考え方、②
幼稚園教育の歴史的な経緯、③実践に見る幼稚園教育、
④小学校以上の学校、学習の現状、⑤幼小連携の意義と
あり方、などを取り上げる。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月11日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月27日

平263035452986号

052-798-0180

http://www.kinjou.ac.jp/

中部大学

地球科学に関する最新の研究から、人間生活に直接影響
する大地の変動に関わる部分をとり上げる。（１）地震予知
科学の現状と将来、（２）東北地方太平洋沖地震で起きた
事・まだ起きていない事、（３）巨大地震から命を守るための
科学技術の進歩と人間の生活
人の備え・建物の備え、の３つの視点から科学技術の進歩 工藤
―地球の観察と地震への備え―
と人間の生活を見つめ直す。受講対象者は特に制限を設け
ない。理科教員の教科指導にとどまらず、日常の学校生活
における安全・安心に寄与する情報を共有するための講習
とする。

愛知県春日井
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年5月9日

平263036153029号

0568-51-4902

http://www3.chubu.a
c.jp/teacher_educat
ion/

中部大学

２０００年代初めにヒトやイネなどの全ゲノム配列が解明さ
れてからの、遺伝子工学技術の進展は目覚ましい。講義で
は、「iPS細胞の基礎と応用」について解説する。実習では、
科学技術の進歩と人間の生活
遺伝子増幅法（PCR）によるDNA多型解析を行う。また、オ 町田 千代子 （応用生物学部教授）
―遺伝子工学技術の応用と未来
ワンクラゲの蛍光タンパク質GFPの遺伝子を導入した植物 大塚 健三 （応用生物学部教授）
―
を使い、蛍光顕微鏡によりGFPを検出し、遺伝子発現の解
析を試みる。実習においては、DNA組換え技術を実体験す
ることができる。

愛知県春日井
市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中・高等学校理
科教諭

6,000円

25人

平成26年4月19日～
平成26年5月9日

平263036153030号

0568-51-4902

http://www3.chubu.a
c.jp/teacher_educat
ion/

中部大学

生体情報科学、特に運動の学習と記憶に関する脳の働きに
ついて講義します。我々は身体や周辺環境から出力される
科学技術の進歩と人間の生活
様々な信号を知覚し、自身の状態や周囲の状況を認識して
平田 豊 （工学部教授）
―生体情報科学の進歩と実験実 います。これらを測定し上手に処理すると、健康維持や生活
板井 陽俊 （工学部助教）
習―
向上に役立つ有益な情報が得られます。具体的な実験を実
際に体験していただき、データ収集と解析の基本技術を学
ぶとともに、データの活用方法を習得していただきます。

愛知県春日井
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

50人

平成26年4月19日～
平成26年5月9日

平263036153031号

0568-51-4902

http://www3.chubu.a
c.jp/teacher_educat
ion/

中部大学

ロボットに動きかたを命令するためには、プログラムを作成
する必要があります。 本講義では『レゴMindstorms NXT』
を用いて、プログラミングの基礎と応用の講義と、ロボット制
科学技術の進歩と人間の生活
御の実習により実践的に学んで頂きます。さらに、効果的に
藤吉 弘亘 （工学部教授）
―ロボットを思い通りに動かすに 創造性活動を行うための方法としてリフレクションについて
鈴木 裕利 （工学部准教授）
は―
学びます。最後に、ロボットの先端研究を紹介し、ロボット技
術の理解を深めます。本講義で体験するリフレクションは、
学校教育において創造活動を円滑に進めるためのヒントに
なります。

愛知県春日井
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中・高等学校理
数系教諭、情報、
工業教諭

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年5月9日

平263036153032号

0568-51-4902

http://www3.chubu.a
c.jp/teacher_educat
ion/

中部大学

地球環境問題に対して科学的および社会、政治的に正確
な知識を有することは教員にとってきわめて大切なことであ
学校における教育内容改革の中
る。温暖化やオゾン層の破壊、資源枯渇のような資源面、
心課題
武田 邦彦 （工学部教授）
汚染、薬物などの健康障害、自然との共生、生物の保全な
―地球環境問題と環境教育―
ど、さらに産業の発展や学問の将来との問題などに分けて
論理的に整理をし、深く理解する。

愛知県春日井
市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

120人

平成26年4月19日～
平成26年5月9日

平263036153033号

0568-51-4902

http://www3.chubu.a
c.jp/teacher_educat
ion/

中部大学

学校における教育内容改革の中
心課題
-文学教材本文の問題とことば遊
びによる表現指導－

徹 （現代教育学部教授）

愛知県春日井
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

70人

平成26年4月19日～
平成26年5月9日

平263036153034号

0568-51-4902

http://www3.chubu.a
c.jp/teacher_educat
ion/

中部大学

「話すこと・聞くこと」領域の授業実践においての留意点につ
いて、具体的な教材・実践例に基づいて考察します。また、
学校における教育内容改革の中
どのような話し方・聞き方が適切か、それをどのように指導
心課題
したらよいかについて、先生方の話し方を振り返っていただ 寺井
ー国語科における「話すこと・聞く
きながら体験的に理解できる機会を設けて検討します。さら
こと」領域教材の開発ー
に、当該領域の教育に資するための日本語音声の知識に
ついて、身近な話しことばに基づいて解説します。

一 （現代教育学部准教授）

愛知県春日井
市

6時間 平成26年8月25日

教諭

中・高等学校国
語科教諭

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年5月9日

平263036153035号

0568-51-4902

http://www3.chubu.a
c.jp/teacher_educat
ion/

金城学院大学

金城学院大学

講習前半では、「ごん狐」「大造爺さんと雁」などの文学教材
を取り上げ、本文異同の問題について考えます。講習後半
高木
では、折句・物名・回文などのことば遊びを用いた表現指導
の方法について、実習を交えて講義します。

健 (工学部教授）
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平成２６年度（第２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

児童生徒ならびに教職員の心身の健康状態を整えるひとつ
の方法として、身体からアプローチする「フェルデンクライス
山田 知子 （生命健康科学部准教授）
メソッド」の理論を学び、実際にレッスンを体験する。
小林 きよこ （生命健康科学部准教授）
また、近年増加傾向にある、アレルギー疾患（食物アレル
石井 真 （生命健康学部講師）
ギー）の病態を学び、最新のガイドラインに沿った治療や児
童と保護者に対する対応、適切な処置について学ぶ。

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

愛知県春日井
市

6時間 平成26年8月20日

教諭
小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年5月9日

平263036153036号

0568-51-4902

http://www3.chubu.a
c.jp/teacher_educat
ion/

中部大学

学校における教育内容改革の中
心課題
－身体の緊張コントロールができ
ない子どもやアレルギー疾患の
ある子どもと保護者への対応－

中部大学

図画工作、美術の授業を行う時、制作と鑑賞の二つは欠か
せません。まずは、さまざまな絵画作品を鑑賞します。絵画
学校における教育内容の中心課
の内容と共に、どのような技法を駆使して制作されているの
題
長尾 寬子 （現代教育学部准教授）
か、具体的に解明していきます。その後実際に、学んだ技
ー絵画の鑑賞と制作ー
法を使って作品を制作します。授業に役立つ参考文献につ
いても紹介します。

愛知県春日井
市

6時間 平成26年8月29日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校美術科
教諭

6,000円

36人

平成26年4月19日～
平成26年5月9日

平263036153037号

0568-51-4902

http://www3.chubu.a
c.jp/teacher_educat
ion/

中部大学

現代の子どもは、不規則な生活習慣、体力・運動能力の
低下など健康・体力面で多くの問題が指摘され、学校教育
における改善すべき課題となっている。また、発達障害児の
子どもと創る実践教育―健常児・ 特徴や運動能力の理解がなされないまま体育授業が行わ
花井 忠征 （現代教育学部教授）
発達障がい児の体育・健康教育 れている現状がある。
山本 彩未 （教育実習センター講師）
の探求―
本講習では、これらの実態と課題について理論的にアプ
ローチし、この問題を改善していく教育のあり方を探究して
いく。また、子どもが主体的に活動する「体つくり運動（含む
リズムダンス）」を実技実習を通して探究していく。

愛知県春日井
市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

25人

平成26年4月19日～
平成26年5月9日

平263036153038号

0568-51-4902

http://www3.chubu.a
c.jp/teacher_educat
ion/

愛知県春日井
市

6時間 平成26年8月28日

6,000円

48人

平成26年4月19日～
平成26年5月9日

平263036153039号

0568-51-4902

http://www3.chubu.a
c.jp/teacher_educat
ion/

愛知県春日井
市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

36人

平成26年4月19日～
平成26年5月9日

平263036153040号

0568-51-4902

http://www3.chubu.a
c.jp/teacher_educat
ion/

愛知県春日井
市

6時間 平成26年8月28日

教諭

小学校教諭

6,000円

22人

平成26年4月19日～
平成26年5月9日

平263036153041号

0568-51-4902

http://www3.chubu.a
c.jp/teacher_educat
ion/

教諭
小・中学校教諭，
養護教諭 養護教諭

6,000円

平成26年4月19日～
45人
平成26年5月9日

平263036153042号

0568-51-4902

http://www3.chubu.a
c.jp/teacher_educat
ion/

中部大学

中部大学

LD,ADHD,自閉症スペクトラム障害の概念と心理的特徴、行
動特徴を解説する。小学校、中学校、高校における行動特
子どもと創る実践教育ｰ気になる 徴および学習支援や生活支援などの指導上の要点を具体
武藤 久枝 （現代教育学部教授）
子どもの心理と教室での対応ｰ 的に解説する。問題行動、不適応行動へのカウンセリング
マインドによる対応を取り上げる。
全国学力学習状況調査、ＰＩＳＡの結果を受けて、これから
の理科の授業は、どのような点に留意しながら展開したらよ
子どもと創る実践教育
小笠原 豊 （現代教育学部准教授）
いのか、その方途を示唆します。とりわけ、子どもたちが強
ー これからの理科の授業で大切
橋本 美彦 （現代教育学部准教授）
い問題意識と達成要求を抱きながら、夢中になって取り組
にしたいこと ー
味岡 ゆい （現代教育学部助教）
む教材のあり方、授業展開の方法、指導技術について観
察・実験を交えながら講義します。
「いじめ」問題をはじめとした児童の学級不適応に関連す
る問題の背景を、学級集団・仲間集団といった視点から社
会心理学的に検討する。さらに、こうした問題に対処する方
三島 浩路 （現代教育学部教授）
法を議論し、学級ごとの個別的な条件に配慮した対策の立
て方や、保護者との連携の方法などについて心理臨床的な
手法を活用した実践的な演習を行う。

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭・養護教諭

中部大学

子どもと創る実践教育－小学校
の学級経営－

中部大学

小学校の高学年から中学生年代にあたる思春期の子ども
の心理的特徴，心理的問題とその対応について理解を深め
子どもと創る実践教育-思春期の
ることを目指す。心理的問題としては，不登校・摂食障害・
子どもの心理的問題と学校での
願興寺 礼子 （人文学部教授）
対人恐怖・強迫性障害・うつなどを取り上げる予定である。
対応実際に教育現場で遭遇しやすい事例をもとに，実践的な演
習を行う。

愛知県春日井
市

6時間 平成26年8月26日

南山大学

人類史における大きな変革期である文明形成期、あるいは
初期国家形成期について、過去の研究誌を踏まえながら、
最新の考古学的知見をまじえて解説する。講習担当者の専
人類史における文明形成期の諸
門領域である中国初期王朝時代（夏・殷・周）と、アンデスの 西江 清高（人文学部教授）
問題－中国大陸と新大陸を中心
先スペイン期の時代を主な対象として、初期国家はどのよう 渡部 森哉（人文学部准教授）
に
にして生まれ、また誕生した初期国家の特徴はどのようなも
のかを検討する。「世界史」等の教職課程における参考材
料を提供したい。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年6月21日

教諭

中学校・高等学
校 社会・地理歴
史科教諭

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年5月21日

平263037751104号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp/

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年7月5日

教諭

中学校・高等学
校中国語科教諭

6,000円

10人

平成26年5月5日～
平成26年6月5日

平263037751105号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp/

南山大学

中国語教育法

この授業は、日本人学習者を対象に中国語を教える際に注
意すべき点を中心に、参加者全員で経験を分かち合い、解
決策を共に考えるものである。なお、各時間の内容は下記
周 錦樟（外国語学部教授）
のように示す。①発音・文字表記 ②漢字・漢語 ③文法
④教授法・教材開発 ⑤インターネット及び教育機器の利用
⑥試験
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平成２６年度（第２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

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習(Ｓ１)

講習内容は、各教科・各領域の指導の在り方やその実際並
びに、新しい知識や技能に関する事項を取り上げ、それぞ
れ講義及び演習を行う。なお、受講者は「国語」「社会」「算
数数学」「理科」「英語」「保健体育」「音楽」「図工美術」「幼
児」｢共通｣の中から、担当教科等に応じて選択するようにす
る。

成田徹男(名古屋市立大学大学院人間文化研究科教授)
中村泰夫(至学館大学人文学部非常勤講師)
吉田一彦(名古屋市立大学大学院人間文化研究科教授)
小神一夫(名古屋市立汐路小学校校長)
三澤哲也(名古屋市立大学大学院経済学研究科教授)
鈴木明裕（岐阜聖徳学園大学教授）
中川秀彦(名古屋市立大学大学院薬学研究科准教授)
林 渉(東海学園大学発達教育学科准教授)
佐々木みゆき(名古屋市立大学人間文化研究科教授)
岩重佳子(名古屋市立あずま中学校校長)
市川誠一(名古屋市立大学看護学部教授)
近藤暢宏(前星城大学経営学部特任教授)
水野みか子(名古屋市立大学大学院芸術工学研究科教
授)
小泉 孝(名古屋音楽大学音楽学部特任教授)
作間敏宏(名古屋市立大学大学院芸術工学研究科教授)
鈴木三朗(名古屋市立豊臣小学校校長)
上田敏丈(名古屋市立大学大学院人間文化研究科准教
授)
大脇芳子(修文大学幼児教育学科講師)
久保田健市(名古屋市立大学大学院人間文化研究科准
教授)
竹内 浩(名古屋市立大学大学院医学研究科講師)
横山和輝(名古屋市立大学大学院経済学研究科准教授)
武田雅子(名古屋市教育センター指導主事)
山村伸人(名古屋市教育センター指導主事)
長谷川信夫(名古屋市教育センター指導主事)
瀧田健司(名古屋市教育センター指導主事)
西尾理恵(名古屋市教育センター指導主事)
林 久貴(名古屋市教育センター指導主事)
柴山由美子(名古屋市教育センター指導主事)
大橋一夫(名古屋市教育センター指導主事)
古賀比呂志(名古屋市教育センター指導主事)
新井宏法（名古屋市教育センター研究調査部長）

愛知県名古屋
市

6時間

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習(Ｓ２)

講習内容は、教育におけるユニバーサルデザインの在り
方、ホームページの効果的な活用による教育活動の発信、
食に関する指導を取り上げ、新しい知識や技術を習得する
ために、講義及び演習を行う。

志田弘二(名古屋市立大学大学院芸術工学研
究科教授)
大坪牧人(名古屋市立大学大学院芸術工学研
究科准教授)
久野弘幸(愛知教育大学教員養成准教授)
塩澤ちかげ（名古屋市教育センター指導主事）

愛知県名古屋
市

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

全教諭

6,000円

600人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852329号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

6時間 平成26年8月20日

技術家庭科担当
教諭
教諭
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

50人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852330号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月21日

教諭
教諭
養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852331号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

古井 景(愛知淑徳大学コミュニケーション学部
教授)
愛知県名古屋
目黒達哉(同朋大学社会福祉学部教授)
市
門間晶子(名古屋市立大学看護学部准教授)
吉田七重（名古屋市教育センター指導主事）

6時間 平成26年8月26日

教諭
教諭
養護教諭 養護教諭
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

210人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852332号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

6時間 平成26年8月26日

教諭
教諭
養護教諭 養護教諭
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

210人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852333号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

山口孝子(名古屋市立大学看護学部講師)
林 典子(東海学園大学教育学部客員教授)
松岡篤司（名古屋市教育センター指導主事）

平成26年8月20日～
平成26年8月21日

教諭

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習(Ｓ３)

講習内容は、救急法の在り方やその実際、学校保健情報
の把握、保健指導、保健室経営における新しい知識や技能
に関する事項を取り上げ、講義及び演習を行う。

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習(Ｓ４－１)

講習内容は、子どもの成長、子どもの変化に対する理解、
児童虐待の防止や関係機関との連携など、学校教育を進
める上での今日的な課題を取り上げ、講義及び演習を行
う。

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習(Ｓ４－２)

講習内容は、子どもの成長、児童虐待の防止や関係機関と
の連携、カウンセリングの基礎的知識と技能など、学校教
育を進める上での今日的な課題を取り上げ、講義及び演習
を行う。

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習（Ｓ５）

講習内容は、環境教育の在り方と進め方、カウンセリングの
基礎的知識と技能，学校における防災教育の在り方など、
学校教育を進める上での今日的な課題を取り上げ、講義及
び演習を行う。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月26日

教諭
教諭
養護教諭 養護教諭
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

280人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852334号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習(Ｓ６)

門間晶子(名古屋市立大学看護学部准教授)
講習内容は、児童虐待の防止や関係機関との連携、子ども 古井 景(愛知淑徳大学コミュニケーション学部
愛知県名古屋
の成長、子どもの変化に対する理解など、学校教育を進め 教授)
市
る上での今日的な課題を取り上げ、講義及び演習を行う。 目黒達哉(同朋大学社会福祉学部教授)
林久貴（名古屋市教育センター指導主事）

6時間 平成26年8月27日

教諭
教諭
養護教諭 養護教諭
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

280人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852335号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習（Ｓ７－１）

講習内容は、環境教育の在り方と進め方、学校における防
災教育の在り方、カウンセリングの基礎的知識と技能など、
学校教育を進める上での今日的な課題を取り上げ、講義及
び演習を行う。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月27日

教諭
教諭
養護教諭 養護教諭
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

210人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852336号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月27日

教諭
教諭
養護教諭 養護教諭
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

210人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852337号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習（Ｓ７－２）

古井 景(愛知淑徳大学コミュニケーション学部
教授)
門間晶子(名古屋市立大学看護学部准教授)
愛知県名古屋
小林章雄(愛知医科大学医学部教授)
市
宮田純子（名古屋市教育センター指導主事）
森山昭彦(名古屋市立大学大学院システム自
然科学研究科教授)
小林章雄(愛知医科大学医学部教授)
福和伸夫(名古屋大学大学院環境学研究科教
授)
林久貴(名古屋市教育センター指導主事)

森山昭彦(名古屋市立大学大学院システム自
然科学研究科教授)
福和伸夫(名古屋大学大学院環境学研究科教
授)
小林章雄(愛知医科大学医学部教授)
吉田七重(名古屋市教育センター指導主事)

目黒達哉(同朋大学社会福祉学部教授)
森山昭彦(名古屋市立大学大学院システム自
講習内容は、子どもの変化に対する理解、環境教育の在り
然科学研究科教授)
方と進め方、学校における防災教育の在り方など、学校教
福和伸夫(名古屋大学大学院環境学研究科教
育を進める上での今日的な課題を取り上げ、講義及び演習
授)
を行う。
宮田純子(名古屋市教育センター指導主事)
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平成２６年度（第２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

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習(Ｓ１１)

講習内容は、各教科・各領域の指導の在り方やその実際並
びに、新しい知識や技能に関する事項を取り上げ、それぞ
れ講義及び演習を行う。なお、受講者は「国語」「社会」「算
数数学」「理科」「英語」「保健体育」「音楽」「図工美術」「幼
児」｢共通｣の中から、担当教科等に応じて選択するようにす
る。

中村泰夫(至学館大学非常勤講師)
小神一夫(名古屋市立汐路小学校校長)
林 渉(東海学園大学発達教育学科准教授)
岩重佳子(名古屋市立あずま中学校校長)
小泉 孝(名古屋音楽大学音楽学部特任教授)
鈴木三朗(名古屋市立豊臣小学校校長)
大脇芳子(修文大学幼児教育学科講師)
志水廣（愛知教育大学教員養成課程教授）
川口啓（前星城大学経営学部特任教授）
伊藤知穂美（名古屋市教育委員会指導室指導主事）
久保田健市(名古屋市立大学大学院人間文化研究科准
教授)
竹内 浩(名古屋市立大学大学院医学研究科講師)
横山和輝(名古屋市立大学大学院経済学研究科准教授)
武田雅子（名古屋市教育センター指導主事)
山村伸人(名古屋市教育センター指導主事)
長谷川信夫(名古屋市教育センター指導主事)
瀧田健司(名古屋市教育センター指導主事)
西尾理恵(名古屋市教育センター指導主事)
林 久貴(名古屋市教育センター指導主事)
柴山由美子(名古屋市教育センター指導主事)
大橋一夫(名古屋市教育センター指導主事)
古賀比呂志(名古屋市教育センター指導主事)
新井宏法（名古屋市教育センター研究調査部長）

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年10月11日

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習(Ｓ１２)

講習内容は、教育におけるユニバーサルデザインの在り
方、ホームページの効果的な活用による教育活動の発信、
食に関する指導を取り上げ、新しい知識や技術を習得する
ために、講義及び演習を行う。

志田弘二(名古屋市立大学大学院芸術工学研
究科教授)
大坪牧人(名古屋市立大学大学院芸術工学研 愛知県名古屋
究科准教授)
市
久野弘幸(愛知教育大学教員養成課程准教授)
塩澤ちかげ（名古屋市教育センター指導主事）

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習(Ｓ１３)

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習（Ｓ１４）

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習（Ｓ１５）

山口孝子(名古屋市立大学看護学部講師)
秋山志津子(名古屋市教育委員会学校保健課
講習内容は、救急法の在り方やその実際、学校保健情報 指導主事)
の把握、保健指導、保健室経営における新しい知識や技能 松岡篤司（名古屋市教育センター指導主事）
に関する事項を取り上げ、講義及び演習を行う。

愛知県名古屋
市

古井 景(愛知淑徳大学コミュニケーション学部
教授)
講習内容は、児童虐待の防止や関係機関との連携、子ども
目黒達哉(同朋大学社会福祉学部教授)
愛知県名古屋
の成長、子どもの変化に対する理解など、学校教育を進め
門間晶子(名古屋市立大学看護学部准教授)
市
る上での今日的な課題を取り上げ、講義及び演習を行う。
宮田純子（名古屋市教育センター指導主事）

講習内容は、環境教育の在り方と進め方、カウンセリングの
基礎的知識と技能，学校における防災教育の在り方など、
学校教育を進める上での今日的な課題を取り上げ、講義及
び演習を行う。

森山昭彦(名古屋市立大学大学院システム自
然科学研究科教授)
小林章雄(愛知医科大学医学部教授)
福和伸夫(名古屋大学大学院環境学研究科教
授)
吉田七重(名古屋市教育センター指導主事)

愛知県名古屋
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

全教諭

6,000円

110人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852338号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

6時間 平成26年10月11日

技術家庭科担当
教諭
教諭
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

10人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852339号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

6時間 平成26年10月11日

教諭
教諭
養護教諭 養護教諭

6,000円

10人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852340号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

6時間 平成26年10月18日

教諭
教諭
養護教諭 養護教諭
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

130人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852341号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

6時間 平成26年10月25日

教諭
教諭
養護教諭 養護教諭
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

130人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852342号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

145 / 264 ページ

教諭

平成２６年度（第２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

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習（ＳＫ１）

講習内容は、教諭においては、各教科等の指導などについ
て、養護教諭においては、保健指導、健康指導などについ
て、栄養教諭については、食育、健康教育について、それ
ぞれの新しい知識や技能に関する事項を取り上げ、それぞ
れの立場における今日的な課題を解決するための指導の
在り方について、講義及び演習を行う。なお、受講可能の者
は、平成26年度名古屋市教育センター研修「教育研究員」
受講者、かつ、平成26年度教員免許状更新講習の受講対
象者のみとする。

伊藤久仁(名古屋市教育センター研修部長)
武田雅子(名古屋市教育センター指導主事)
松岡篤司(名古屋市教育センター指導主事)
小野田達也(名古屋市教育センター指導主事)
山村伸人(名古屋市教育センター指導主事)
嶋崎大作(名古屋市教育センター指導主事)
伊藤幸彦(名古屋市教育センター指導主事)
中谷誠(名古屋市教育センター指導主事)
長谷川信夫(名古屋市教育センター指導主事)
伊藤聡子(名古屋市教育センター指導主事)
古賀比呂志(名古屋市教育センター指導主事)
瀧田健司(名古屋市教育センター指導主事)
柴山由美子(名古屋市教育センター指導主事)
林久貴(名古屋市教育センター指導主事)
松田庄平(名古屋市教育センター指導主事)
大橋一夫(名古屋市教育センター指導主事)
横井裕人(名古屋市教育センター指導主事)
西尾理恵(名古屋市教育センター指導主事)
植田則康(名古屋市教育センター指導主事)
藤谷浩一(名古屋市教育センター指導主事)
伊藤達也(名古屋市教育センター指導主事)
福井一道(名古屋市教育センター指導主事)
横江正明(名古屋市教育センター指導主事)
瀬川堅司(名古屋市教育センター指導主事)
梶田 勉(名古屋市教育センター指導主事)
塩澤ちかげ(名古屋市教育センター指導主事)
近藤賢彦(名古屋市教育センター指導主事)
水谷久美(名古屋市教育センター指導主事)
宮田純子(名古屋市教育センター指導主事)
伊藤克実(名古屋市教育センター指導主事)
安田 淳(名古屋市教育センター指導主事)
吉田七重(名古屋市教育センター指導主事)
稲田典子（名古屋市教育センター指導主事）

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習（ＳＫ２）

講習内容は、子どもの発達課題の理解、いじめ・不登校・虐
待への理解と対応、カウンセリングの技法を生かした子ど
も・保護者への関わり方、子どもを多面的に捉える事例検
討の進め方、学級経営に生かす教育相談活動の進め方と
し、それらに関する講義及び演習を行う 。なお，受講可能の
者は、名古屋市教育センター研修講座「教育相談基礎講
座」を受講し，かつ，平成26年度に教員免許状更新講習の
受講対象者のみとする。

沼部達也(名古屋市教育センター教育相談部
長)
伊藤克実(名古屋市教育センター指導主事)
吉田七重(名古屋市教育センター指導主事)
安田淳(名古屋市教育センター指導主事)
稲田典子(名古屋市教育センター指導主事)

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習（ＳＫ３）

講習内容は、カウンセリングの技法を生かした子ども・保護
者への関わり方、学級経営に生かす教育相談活動の進め
方、医療機関との連携、教育相談体制づくりとし、それらに
関する講義及び演習を行う。なお，受講可能の者は、名古
屋市教育センター研修講座「教育相談発展講座」を受講し，
かつ，平成26年度に教員免許状更新講習の受講対象者の
みとする。

沼部達也(名古屋市教育センター教育相談部
長)
伊藤克実(名古屋市教育センター指導主事)
吉田七重(名古屋市教育センター指導主事)
安田淳(名古屋市教育センター指導主事)
稲田典子(名古屋市教育センター指導主事)

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習（ＳＫ４）

講習内容は、発達障害児への教育の在り方全般を学ぶ中
で、発達障害児の行動理解、障害のある子どもと家族への
心のケア及び学校生活における支援、交流及び共同学習
の進め方、学習支援委員会の活性化、個別の指導計画の
立て方を取り上げ、講義及び演習を行う。なお，受講可能の
者は、名古屋市教育センター研修講座「発達障害支援専門
講座」を受講し，かつ，平成26年度に教員免許状更新講習
の受講対象者のみとする。

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習（ＳＫ５）

講習内容は、教育活動充実に向けて､今日的教育課題､人
権教育を取り上げ、講義及び演習を行う。なお，受講可能の
者は、名古屋市教育センター研修講座「学校運営研修会
（Ⅰ）」を受講し、かつ、平成26年度に教員免許状更新講習
の受講対象者のみとする。

新井宏法(名古屋市教育センター研究調査部
長)
新田智子（名古屋市教育委員会指導室指導主 愛知県名古屋
事）
市
山村伸人(名古屋市教育センター指導主事)
植田則康(名古屋市教育センター指導主事)

6時間 平成26年7月30日

教諭

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習（ＳＫ６）

講習内容は、教育活動充実に向けて､特色ある教育活動の
展開、人権と教育、今日的な教育課題と対応、学校運営と
管理を取り上げ、講義及び演習を行う。なお，受講可能の者
は、名古屋市教育センター研修講座「学校運営研修会
（Ⅰ）」を受講し、かつ、平成26年度に教員免許状更新講習
の受講対象者のみとする。

新井宏法(名古屋市教育センター研究調査部
長)
新田智子（名古屋市教育委員会指導室指導主 愛知県名古屋
事）
市
山村伸人(名古屋市教育センター指導主事)
植田則康(名古屋市教育センター指導主事)

6時間

平成26年8月6日､
平成26年8月21日

教諭

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習（ＳＫ７）

沼部達也(名古屋市教育センター教育相談部
長)
近藤賢彦(名古屋市教育センター指導主事)
水谷久美(名古屋市教育センター指導主事)
宮田純子(名古屋市教育センター指導主事)

講習内容は、情報教育に関する今日的課題を理解し，教材
作成及び効果的な指導方法を学んだり，学校教育に必要な
最新の情報教育技術やネットワークの管理・運営を取り上 横江正明(名古屋市教育センター指導主事)
げたりして、講義及び演習を行う。なお、受講可能の者は、 瀬川堅司(名古屋市教育センター指導主事)
名古屋市教育センタ－研修講座「情報教育研修講座」を受
講し、かつ、平成26年度に教員免許状更新講習の受講対
象者のみとする。

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5月2日､
平成26年5月9日､
平成26年5月16日､
平成26年5月23日､
平成26年5月30日､
18時間 平成26年6月6日､
平成26年6月13日､
平成26年6月20日､
平成26年6月27日､
平成26年7月4日､
平成26年9月12日

名古屋市立幼・
小・中・特別支
教諭
援・高校に勤務
養護教諭 し、名古屋市教育
栄養教諭 センター研修「教
育研究員」受講
者

0円

15人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852343号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

愛知県名古屋
市

平成26年7月29日、
平成26年7月31日
18時間
平成26年8月20日、
平成26年8月27日

名古屋市立幼・
小・中・特別支
教諭
援・高校に勤務
養護教諭 し，名古屋市教育
栄養教諭 センター研修講
座「教育相談基
礎講座」受講者

0円

10人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852344号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

愛知県名古屋
市

平成26年7月23日、
平成26年7月29日、
平成26年8月4日、
18時間
平成26年8月5日､
平成26年8月22日、
平成26年8月26日､

名古屋市立幼・
小・中・特別支
教諭
援・高校に勤務
養護教諭 し，名古屋市教育
栄養教諭 センター研修講
座「教育相談発
展講座」受講者

0円

10人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852345号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

平成26年8月20日、
18時間 平成26年8月22日、
平成26年8月26日

名古屋市立幼・
小・中・特別支
援・高校に勤務
教諭
し，名古屋市教育
養護教諭
センター研修講
栄養教諭
座「発達障害支
援専門講座」受
講者

0円

10人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852346号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

0円

15人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852347号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

0円

15人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852348号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

0円

5人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852349号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

愛知県名古屋
市

愛知県名古屋
市

愛知県名古屋
市

平成26年4月25日､
平成26年5月2日､
平成26年5月9日､
平成26年5月16日､
平成26年5月23日､
平成26年5月30日､
18時間
平成26年6月6日､
平成26年6月13日､
平成26年6月20日､
平成26年6月27日､
平成26年7月4日､
平成26年9月5日
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名古屋市立小・
中・特別支援学
校に勤務し，名古
屋市教育セン
ター研修講座「学
校運営研修会
（Ⅰ）」受講者
名古屋市立小・
中・特別支援学
校に勤務し，名古
屋市教育セン
ター研修講座「学
校運営研修会
（Ⅰ）」受講者

名古屋市立高等
学校に勤務し，名
古屋市教育セン
ター研修講座「情
報教育研修講
座」受講者

平成２６年度（第２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
青木香織(名古屋市教育委員会指導室指導主
事)
新田智子(名古屋市教育委員会指導室指導主
事)
余合寿代(名古屋市教育委員会指導室指導主
事)
稲田典子(名古屋市教育センター指導主事)
山村伸人(名古屋市教育センター指導主事)
中谷誠（名古屋市教育センター指導主事）
梶田勉（名古屋市教育センター指導主事）

講習の開催地

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習（ＳＫ８）

講習内容は、教職の今日的役割，子どもの成長と心の発達
の理解、学校教育活動の推進をする上での留意点，保護者
へのかかわり方を取り上げ、講義及び演習を行う 。なお，
受講可能の者は、名古屋市教育センター研修講座「学校運
営推進講座（Ⅰ）」を受講し，かつ，平成26年度に教員免許
状更新講習の受講対象者のみとする。

名古屋市教育委 名古屋市教育委員会教員免許
員会
状更新講習（ＳＫ９）

講習内容は、本市の特別支援教育について、情緒障害教
育、視覚障害教育、聴覚教材教育、知的障害教育の実際、
障害のある子ども理解、障害種に応じた支援の在り方など
を取り上げ、講義及び演習を行う。なお，受講可能の者は、
名古屋市教育センター研修講座「障害理解と障害種に応じ
た支援専門講座」を受講し，かつ，平成26年度に教員免許
状更新講習の受講対象者のみとする。

豊田市教育委員
国語科教育
会

学習指導要領の趣旨を踏まえた国語教育のあり方を、改
訂点を中心に具体的な指導事例を通して分かりやすく解説 田口 賢一（豊田市教育委員会学校教育課指
する。また、豊田市の国語教育の現状から、成果と課題を 導主事）
示し、今後の学習指導のポイントを明らかにする。

豊田市教育委員
社会科教育
会

これまでの社会化教育の課題を踏まえ、学習指導要領に
照らし合わせた学習指導のポイントや、裁判員裁判などの
具体的な資料や事例をもとにして、思考力・判断力・表現力
の育成をめざした単元構想や授業づくりについて学ぶ。

加藤 秀昭（豊田市教育委員会学校教育課指
導主事）
愛知県豊田市
堀
秀雄（豊田市子ども部次世代育成課指導
主事）

豊田市教育委員
算数・数学科教育
会

学習指導要領の改訂の趣旨や内容等の理解を深めた上
で、実践事例や実技を交え、授業づくりについて講習をす
る。また、思考力・判断力・表現力を育成するためにどのよ
うな数学的に取り組めばよいかの演習をする。

羽根田 修（豊田市教育委員会学校教育課指
導主事）

豊田市教育委員
理科教育
会

今、理科の学習に求められていること、理科教育の展望に
ついて学ぶ。そして、学習指導要領を踏まえ、新しい時代に
対応した物理・化学・生物・地学分野の学習の内容、実験・ 三浦 秀一（豊田市教育委員会学校教育課指
観察方法について学ぶ。同時に、理科の授業の進め方や 導主事）
指導方法の工夫についても学ぶ。講義と演習を組み込んだ
内容とする。

豊田市教育委員
生活科教育
会

おもちゃ作りの実習を通して、生活科の授業に生かせる自
然や物を使った遊びについて学ぶ。また、講義を通して生 岩月 章（豊田市教育委員会学校教育課指導
愛知県豊田市
活科における気づきを高める具体的な授業のあり方や手立 主事）
て、最新の生活科教育事情等を探る。

豊田市教育委員
音楽科教育
会

学習指導要領の改訂の趣旨を踏まえた、音楽科の授業の
進め方や指導方法の工夫、評価方法等を具体的な事例や
川原 三佳（豊田市教育委員会学校教育課指
実技を通して明らかにする。新しい時代に対応した学校現
導主事）
場での指導に役立つ、講義と演習を組み込んだ内容とす
る。

豊田市教育委員
図工・美術科教育
会

学習指導要領の改訂の趣旨を踏まえた、美術科の授業の
鈴木 敦士（豊田市教育委員会学校教育課指
進め方や指導方法の工夫、評価方法等を具体的な実技を
導主事）
通して明らかにする。

豊田市教育委員
保健体育科教育
会

これまでの保健体育科教育の課題を踏まえ、学習指導要
領に照らし合わせた発達段階に応じた学習指導のポイント
や具体的な事例を解説したり、提案したりする。また、「体つ 伊藤 宏志（豊田市教育委員会学校教育課指
くり運動」を中心とした実技を通して、授業で子どもたちが楽 導主事）
しみながら夢中になって取り組むことができるアイデアを提
案する。

豊田市教育委員
技術科教育
会

学習指導要領に対する技術科教育のあり方について、求
められる方向性を示しながら学習指導のポイントを明らかに 杉山 雅洋（豊田市教育委員会学校教育課指
する。また、実践例を通して教材への迫り方や教具の活用 導主事）
など具体的な授業の展開について指針を示す。

豊田市教育委員
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について学 若月 めぐみ（豊田市教育委員会学校教育課指
愛知県豊田市
ぶ。また、学習指導要領の改訂の趣旨を踏まえた、具体的 導主事）
な授業の進め方について事例などを通して明らかにする。

沼部達也(名古屋市教育センター教育相談部
長)
近藤賢彦(名古屋市教育センター指導主事)
水谷久美(名古屋市教育センター指導主事)
宮田純子(名古屋市教育センター指導主事)

小学校外国語活動・英語科教育の現状と課題並びに学習
指導要領の改訂の趣旨を踏まえ、小学校外国語活動と英
豊田市教育委員
鈴木 康代（豊田市教育委員会学校教育課指
小学校外国語活動・英語科教育 語科教育の新たな課題を把握し、具体的な例をあげながら
会
導主事）
学習指導のポイントを明らかにし、よりよい指導のあり方を
研修する。
豊田市教育委員
道徳教育
会

愛知県名古屋
市

愛知県名古屋
市

愛知県豊田市

愛知県豊田市

愛知県豊田市

愛知県豊田市

愛知県豊田市

愛知県豊田市

愛知県豊田市

愛知県豊田市

「道徳の時間の指導」について、三つの観点と三つの段階
に整理して考察するとともに、具体的な指導事例をもとに、
柴田 みどり（豊田市教育委員会学校教育課指
子どもの心におちる道徳授業の進め方や支援の仕方につ
愛知県豊田市
導主事）
いて研修し、学習指導要領の求める道徳授業について理解
と意欲を高める。

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

平成26年7月28日、
12時間 平成26年8月26日､
平成26年8月27日

名古屋市立幼・
小・中・特別支
援・高校に勤務
教諭
し，名古屋市教育
養護教諭
センター研修講
栄養教諭
座「学校運営推
進講座（Ⅰ）」受
講者

0円

10人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852350号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

平成26年5月27日､
平成26年6月18日､
6時間 平成26年7月8日､
平成26年9月9日､
平成26年11月4日

名古屋市立幼・
小・中・特別支
援・高校に勤務
教諭
し，名古屋市教育
養護教諭 センター研修講
栄養教諭 座「障害理解と障
害種に応じた支
援専門講座 」受
講者

0円

10人

平成26年4月11日～
平成26年4月25日

平265005852351号

052-683-6485

http://www.kyosen.a
c.nagoya-c.ed.jp

600円

平成26年4月10日～
100人
平成26年4月25日

平265008850740号

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

600円

平成26年4月10日～
100人
平成26年4月25日

平265008850741号

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

600円

平成26年4月10日～
110人
平成26年4月25日

平265008850742号

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

600円

平成26年4月10日～
160人
平成26年4月25日

平265008850743号

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

600円

平成26年4月10日～
80人
平成26年4月25日

平265008850744号

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

600円

平成26年4月10日～
140人
平成26年4月25日

平265008850745号

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

600円

平成26年4月10日～
50人
平成26年4月25日

平265008850746号

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

600円

平成26年4月10日～
50人
平成26年4月25日

平265008850747号

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

600円

平成26年4月10日～
40人
平成26年4月25日

平265008850748号

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

600円

平成26年4月10日～
40人
平成26年4月25日

平265008850749号

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

600円

平成26年4月10日～
150人
平成26年4月25日

平265008850750号

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

600円

平成26年4月10日～
100人
平成26年4月25日

平265008850751号

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

6時間 平成26年8月5日

6時間 平成26年8月5日

6時間 平成26年8月1日

6時間 平成26年8月4日

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年7月31日

6時間 平成26年8月5日

6時間 平成26年8月4日

6時間 平成26年8月4日

6時間 平成26年8月1日

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月1日
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教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）国語
科教諭向け

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）社会
科教諭向け

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）数学
科教諭向け

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）理科
教諭向け

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）音楽
科教諭向け

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）美術
科教諭向け

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）体育
科教諭向け

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）技術
科教諭向け

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）家庭
科教諭向け

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）英語
科教諭向け

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）

平成２６年度（第２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

豊田市教育委員
特別活動
会

学習指導要領の改訂では「生きる力」の理念が継承された
だけでなく、特別活動において「よりよい人間関係を築く
力」、「社会に参画する態度」、「自治的能力の育成」が重視 吉野 薫（豊田市教育委員会学校教育課指導
愛知県豊田市
されている。楽しく豊かな学級や学校の生活づくり、絆づくり 主事）
のための特別活動の果たすべき役割やあり方について実
践例を交えて学ぶ。

豊田市教育委員
生徒指導
会

問題行動から学ぶ規範意識の形成と対応、保護者（ク
レーマー等）への対応について、最新の情報をもとに明らか 塚本 哲也（豊田市教育委員会学校教育課指
にしていく。具体的な事例をもとに、教師の理解と意欲を高 導主事）
める。

豊田市教育委員
図書館指導
会

学校図書館の果たす役割を踏まえ、これからの読書活動
支援・学習活動支援のために必要な内容について学ぶ。読
野間 寛（豊田市教育委員会学校教育課指導
書指導の工夫改善や学習情報センターとしての活用法、学
愛知県豊田市
主事）
校図書館司書及び公共図書館との連携等について、具体
的な事例や実技研修を通して理解を深める。

豊田市教育委員
特別支援教育
会

豊田市における障がいのある児童生徒の現状と特別支援
教育の体制整備状況を知るとともに、障がいのある児童生
徒への優れた指導・支援の事例を学ぶ。また、校内委員会 山中 浩之（豊田市教育委員会学校教育課指
のあり方をワークショップを通して学んだり、豊田市版個別 導主事）
の教育支援計画作成について、そのポイントを知り、実技を
交えて適切な作成方法を習得する。

豊田市教育委員
養護・保健①
会

学校保健活動の推進にあたって中核的役割を担う養護教
諭への期待が高まる中、子どもたちの心身の健康問題に適
切に対応していくために必要な知識、技能の習得をめざす。
鈴木 京子（豊田市教育委員会学校教育課指
特に組織的な活動を促すコミュニケーション能力や保健室
導主事）
経営のあり方について、学校現場に即した具体的な課題を
取り上げ、実践的に学んでいく。また、教諭としての視点か
らの働きかけについても考えて生きたい。

豊田市教育委員
養護・保健②
会

児童虐待の原因は、親に起因するだけでなく、児童の発
達の特性によるものもあり、子育ての過程でどんな親にも起
こり得るものである。学校と家庭と関係する様々な機関の専
門職である社会福祉士や心理士、児童精神科医や保健師
を招き、児童虐待への理解を深め、予防の方策や適切な対
応方法を学ぶ。

豊田市教育委員
ＩＣＴ教育
会

文部科学省の「教育の情報化ビジョン」をもとに、２１世紀を
生きる子どもたちに求められる力、教育の情報化が果たす 塚本 哲也（豊田市教育委員会学校教育課指
役割、学びの場における情報通信技術の活用、学校におけ 導主事）
る情報セキュリティの推進等に関する最新の情報提供と、 成瀬 修司（豊田市立幸海小学校教頭）
授業におけるＩＣＴ活用の具体的な事例について学ぶ。

豊田市教育委員
総合的な学習
会

総合的な学習の時間を実施する上での問題点を明らか
にし、課題設定の仕方や活動・学習の進め方・評価方法な
どについて学習指導要領に沿った、より効果的な指導を行
うためのポイントを把握する。

豊田市教育委員
食育
会

H23年版「愛知県学校食育推進の手引」の基本方針や内
容の理解を深め、手引の実践例を分科会に分かれて実体
中野 千鶴（豊田市子ども部保育課指導主事）
験をしたり、教材づくりをしたりして実践化を図る。また、そ
愛知県豊田市
近藤 幸子（豊田市子ども部保育課指導主事）
れぞれが行っている食育活動を吟味し、食育のもつ可能性
について追究する。

豊田市教育委員
幼稚園教育①
会

子どもたちは、周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもっ
てかかわり、自分の生活や遊びに取り入れていくことを通し
て発達していく。このため、保育者は、子どもたちが園内外
中野 千鶴（豊田市子ども部保育課指導主事）
の様々な環境にかかわり豊かな体験ができるよう意図的、
愛知県豊田市
近藤 幸子（豊田市子ども部保育課指導主事）
計画的に環境構成をすることが大切である。子どもたちが
自ら考え主体的に行動できるための環境と援助について学
ぶ。

豊田市教育委員
幼稚園教育②
会

幼稚園教育の保育内容について、いろいろな事例を取り上
げ、それらをもとに各自の知識を深め、今後の保育に活か
中野 千鶴（豊田市子ども部保育課指導主事）
せるにする。特に、保育の室を高めるという視点に立った課
愛知県豊田市
近藤 幸子（豊田市子ども部保育課指導主事）
題を中心に、互いの実践なども出し合いながら、自己課題
の追求もできるようにして学びを深めていく。

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園教諭

三重大学

日本上代文学研究の現在

日本上代文学研究の現在の情況について解説する。具体
的には『古事記』『日本書紀』『萬葉集』「金石文」といった日
本上代文学作品における最近の研究の動向を明らかにす
る。当時の文字文化の解明が大きな成果を挙げつつあり、 廣岡 義隆（三重大学名誉教授、三重大学非常
三重県津市
これによって、作品への対処の仕方と理解が大きく変貌して 勤講師）
いる。こうした研究上の現在の情況を受講者に示し、授業現
場における作品理解の一助にしてほしいとの考えで、開講
する。

6時間 平成26年6月21日

教諭

中学校・高等学
校の国語科担当
教諭

6,000円

三重大学

今日、乳幼児をもつ保護者の保育ニーズは多様化し、保育
保護者の保育ニーズとその対応 の現場ではその対応に苦慮するケースが少なくない。この
須永 進（教育学部教授）
を学ぶ
講習では、こうした保護者のニーズの実態を理解し、具体的
な臨床的対応の方法を学ぶことを目的としている。

6時間 平成26年6月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

愛知県豊田市

愛知県豊田市

愛知県豊田市

山田 雅子（豊田市子ども部子ども家庭課指導
主事）
愛知県豊田市
阿知波 早百合（豊田市教育委員会学校教育
課指導主事）

西﨑
修（豊田市教育委員会文化財課指導
主事）
加藤 秀昭（豊田市教育委員会学校教育課指
導主事）

愛知県豊田市

愛知県豊田市

三重県津市

6時間 平成26年8月4日

6時間 平成26年7月31日

6時間 平成26年8月5日

6時間 平成26年8月4日

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）

小・中・特別支援
教諭
学校教諭、養護
養護教諭
教諭

6時間 平成26年8月1日

養護教諭 養護教諭

6時間 平成26年8月6日

幼・小・中・特別
教諭
支援学校教諭、
養護教諭
養護教諭

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月5日

6時間 平成26年8月1日
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教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）

教諭

小・中・特別支援
学校教諭（養護
教諭を除く）

幼・小・中・特別
教諭
支援学校教諭、
養護教諭
養護教諭

教諭

幼稚園教諭

受講者募集期間

認定番号

0565-34-6662

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

平265008850762号

0565-34-6662

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951827号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951828号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

600円

平265008850752号

600円

平成26年4月10日～
250人
平成26年4月25日

平265008850753号

600円

平成26年4月10日～
100人
平成26年4月25日

平265008850754号

平成26年4月10日～
平成26年4月25日

平265008850755号

600円

平成26年4月10日～
85人
平成26年4月25日

平265008850756号

600円

平成26年4月10日～
100人
平成26年4月25日

平265008850757号

平成26年4月10日～
平成26年4月25日

平265008850758号

600円

平成26年4月10日～
80人
平成26年4月25日

平265008850759号

600円

平成26年4月10日～
90人
平成26年4月25日

平265008850760号

600円

平成26年4月10日～
100人
平成26年4月25日

平265008850761号

600円

平成26年4月10日～
100人
平成26年4月25日

50人

10人

600円

100人

150人

ＵＲＬ

http://www.city.toy
ota.aichi.jp/divisi
on/kb00/kb01/index.
html

平成26年4月10日～
70人
平成26年4月25日

600円

電話番号

平成２６年度（第２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

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

幾何学入門

ユークリッド幾何学を現代的な立場から考え直す。更に、幾 新田 貴士（教育学部教授、付属教育実践総合
三重県津市
何学の基本的な意味合いにつき考え直す。
センター長）

6時間 平成26年6月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の算
数、数学科担当

三重大学

学校と知的財産

教師は二つの意味で知的財産の取り扱いについて基礎知
識を身に付けておく必要がある。一つは学校業務遂行上
で、配布物やホームページ開設等の際の著作権問題であ
り、もう一つは知的財産を教える上のもので、著作権だけで 松岡 守（教育学部教授）
なく特許等の産業財産権を教える上での知識が求められ
る。本講習では知的財産の取り扱いについて留意すべき事
柄を具体例を挙げて示す。

三重県津市

6時間 平成26年6月21日

教諭

三重大学

人間が日々利用する建築物で消費されるエネルギーを抑制
するには、建築物の高断熱化や高効率機器の開発など
ハード面の対応に加えて、建物居住者（利用者）がそれらの
永井 久也（工学研究科教授）
建築における熱・音環境と省エネ を正しく選択・運用すること、すなわちソフト面での対応も極
寺島 貴根（工学研究科准教授）
ルギー
めて重要である。そこで本講習では、快適な建築環境を実
北野 博亮（工学研究科助教）
現しながら、そのエネルギー消費を抑制するために必要な
熱・音環境の基本的な物理現象を解説すると共に、現在の
省エネルギー技術を紹介する。

三重県津市

6時間 平成26年6月21日

三重大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

森林にはさまざまな種類の生物が生育しており、その中でも
樹木は森を形作る重要な生物です。人間は数多くの樹木を
いろいろな形で、さまざまな用途に利用してきました．この講
木佐貫 博光（生物資源学研究科教授）
習では、樹木の形態的特徴、生態、地理分布、用途などを
鈴木 直之（生物資源学研究科准教授）
知ることを通して、森林に対する理解を深めることを目的と
します。また、木材の識別拠点としての組織構造の違いを
理解することも目的とします。

三重大学

樹木の特徴，生態，利用

三重大学

解析学はいまや,社会のあらゆる場面で現象の数学的解析
解析学を楽しむ ―級数、積分の に用いられており，それが現代社会に果たす役割は益々大 川向 洋之（教育学部准教授）
ひろがり―
きくなっている。本講習では解析学の醍醐味を，級数・積分 肥田野 久二男（教育学部准教授）
といったテーマを基にして，受講者と共に楽しみたい。
楽譜は作品を演奏するための最大の手掛かりである。な
ぜなら、楽譜にはいかに表現するべきかの根拠が示されて
おり、教師は教材研究を通してその根拠に従い、楽譜を正 兼重 直文（教育学部教授）
しく理解しなければならない。本講習ではその教材研究の
際に楽譜を読み解く力について具体的に解説・指導する。

三重大学

楽譜を読み解く力について

三重大学

1970年代以降のパブリックアート・アートプロジェクト・コミュ
図工美術教育理論の新展開—社 ニティアート等の社会にひらかれた美術の動向、芸術と教
会に開かれた美術及び対話とし 育との関係をめぐる諸理論、及び模倣・表現・制作・対話と 山田 康彦（教育学部教授）
ての美術の視点からいう美術・芸術原理の思想を概観し、グループワークも取り
入れ、新しい図工美術教育理論と実践の方法を知る。

三重大学

三重大学

三重大学

三重大学

講習の開催地

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

平成26年4月16日～
15人
平成26年4月30日

平261004951829号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

小学校・中学校
教諭

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951830号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951831号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951832号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成26年6月21日

教諭

幼稚園・小学校
教諭および中学
校・特別支援学
校の理科担当教
諭

三重県津市

6時間 平成26年6月21日

教諭

中学校・高等学
校の数学科担当
教諭

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951833号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の音楽
科担当教諭

6,000円

25人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951834号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951835号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成26年6月21日

三重県津市

6時間 平成26年6月21日

教諭

幼稚園教諭、小
学校・中学校・高
等学校・特別支
援学校の
図工および美術
科担当教諭

三重県津市

6時間 平成26年6月21日

教諭

小学校・中学校
の理科担当教諭

6,000円

16人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951836号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6,000円

60人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951837号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

小中学校における生命教育

生命観を育成するには、学童期において動物の飼育体験を
通じた生きものと触れ合うこと、世話をしてよく観察するこ
と、そして、体のしくみについて正しく理解することが基礎と
なる。この講義では、小中学校理科の指導内容である「動
後藤 太一郎（教育学部教授）
物の誕生」および「動物の体のしくみとはたらき」をどのよう
に教えるか、教材・教具の工夫を中心に紹介する。受講者
には、生命観育成のために教育的価値のあるものは何かを
考えてもらいたい。

子どものコミュニケーション能力
を育てる

子どものコミュニケーション力に関する問題が取り上げられ
るなか，コミュニケーション力育成にどのような働きかけがで
きるのか，本講習で考えていきたい．受講生の皆さんには，
松浦 均（教育学部教授）
コミュニケーション力育成に関する活動を実体験していただ
中西 良文（教育学部准教授）
き，その後，それらを教室での実践に取り入れて行くにはど
うすればよいかを考えていただく機会を作りたいと考えてい
る．

三重県津市

6時間 平成26年6月21日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭

学校教育におけるゴルフの取り
上げ方と活動の工夫

ゴルフは、高等学校でターゲット型スポーツとして取り上げら
れ、また世代や性別を超えて広く愛好されていることから、
三重県では高校の選択制授業で取り上げられてきており、
小・中学校でもこれからの体育には生涯スポーツの観点か
らの内容や活動の工夫が求められる。さらに、中学校では
鶴原 清志（教育学部教授）
選択体育や運動部活動、小学校では特別活動やクラブ活
動で取り上げられる可能性があり、ここでは、「優しく・正確
に」、「どこでも・だれとでも」をねらいに工夫されたスナッグ
ゴルフを手掛かりに、ゴルフの学習の意義を考えると共に指
導法を理解する。

三重県津市

6時間 平成26年6月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の保健
体育科担当教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951838号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

映像メディア表現（図工・美術）

小学校図画工作科・中学校美術科・高等学校美術科の映
像メディア表現教材研究の先進的一領域として，3DCG（ア
ニメーション）の基本的な制作実習を行う。3DCGの概念とそ
れを用いた表現成立の基本的なイメージの把握を目的とす 上山 浩（教育学部教授）
る，実習用機器には，準備の都合上MacOSコンピュータと
Art of Illusionを用いる。受講状況および作品の評価をもっ
て試験に代える。

教諭

小学校・中学校・
高等学校の図
工・美術担当教
諭

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951839号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成26年7月12日
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平成２６年度（第２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

三重大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

国連をはじめ各国の教育・行政・ビジネスの場で用いられる
AI（アプリシエーティヴ・インクワイアリー）を概説し、このアプ
ポジティブ思考法演習-AI(アプリ ローチ手法を体験的に学ぶことで人と組織の良さを活かす
シエーティヴ・インクワイアリー)を 発想法について演習します。教育現場における課題の解決
川島 一晃（学生総合支援センター講師）
活用した人と組織を生かす発想 を、個人そして組織が有する「強み」（良さ、持ち味）に立脚
法するアプローチを学ぶことで、個人のストレスマネジメントの
みならず、集団のエンパワメントができる視座の獲得を目指
します。
正しく楽譜を読むということは楽譜に書かれている音を正確
に演奏することではない。楽譜に記されていない大切な情
報を読み込めるようになることで、教育現場で使用する楽譜
小畑 真梨子（教育学部講師）
に対する見方、また音楽に対する心構えに変化が出てくる。
本講習では、正しく楽譜を読むことができるようになるため
の基礎的な知識・技能を扱う。

三重大学

楽譜の正しい読み方・選び方

三重大学

本講習では，近年学校現場において数多く実施されている
技術コンテストについての理解を深め，実際にその課題を
体験した後に，技術コンテストを協同学習に取り入れた授業
技術コンテストを取り入れた協同
について検討する。このことにより，技術科教育における協 魚住 明生（教育学部教授）
学習の構築
同学習の意義と授業に技術コンテストを取り入れる方法に
ついて理解するとともに，これからの技術科教育に求められ
る授業を創造する能力の育成を図る。

学校保健

園児、学童、生徒が、安全で健康的な学校生活を送ること
ができるよう、学校生活の場で遭遇する医学的課題につい
て学ぶことを本講習の目的とする。具体的には、以下の４つ
の内容について4人の専門領域の講師がオムニバス形式
の講義を行う。
1. 心臓性突然死とAED
2. アレルギー性疾患
3. 学校での感染症と対応
4. 軽度発達障害

三重大学

清朝の統治構造と現代中国

現代中国では、民族問題や国家の「分裂」・「統一」といった
言葉が、マスコミ報道でしばしばなされている。ここで言われ
ている「中国」「中国人」とは、一体何なのか。本講習では、 大坪 慶之（教育学部准教授）
これについて歴史的に考えることで、現代の東アジア世界
に関する理解を深めることを目指します。

三重大学

解析学はいまや,社会のあらゆる場面で現象の数学的解析
解析学を楽しむ ―級数、積分の に用いられており，それが現代社会に果たす役割は益々大 川向 洋之（教育学部准教授）
ひろがり―
きくなっている。本講習では解析学の醍醐味を，級数・積分 肥田野 久二男（教育学部准教授）
といったテーマを基にして，受講者と共に楽しみたい。

三重大学

三谷 義英（三重大学大学院医学系研究科准
教授）
長尾 みづほ（国立病院機構三重病院アレル
ギー科医長）
菅 秀（独立行政法人国立病院機構三重病院
臨床研究部長）
山川 紀子（独立行政法人国立病院機構三重
中央医療センター小児科(臨床研修部）医師）

科目「情報」に関連する基礎知識の習得，および，一般の授
業でのWeb教材利用に関する知識の習得を目的とする．具
体的には，情報技術の基礎（情報のディジタル化，蓄積，加
工，等），Webページを使用した教材の作成と提示に必要な
鈴木 秀智（工学研究科准教授）
基礎知識（HTML，動的コンテンツ作成）について解説し，実
習によって理解を深める．これにより，教育活動において，
情報処理の基礎的技術やマルチメディア教材を活用できる
ようになる．

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

三重県津市

6時間 平成26年7月12日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951840号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の音楽
担当教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951841号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成26年7月12日

教諭

中学校の技術・
家庭科（技術分
野）担当教諭

6,000円

9人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951842号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6時間 平成26年7月12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
校の教諭および
養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951843号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の社会
科・地理歴史・公
民担当教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951844号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成26年7月12日

教諭

中学校・高等学
校の数学科担当
教諭

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951845号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951846号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6時間 平成26年7月12日

教諭

三重県津市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校・中学校
の社会科担当教
諭

6,000円

12人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951847号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

政治教育の諸問題

現代政治理論の議論をふまえたうえで、現状の政治教育の
問題点を指摘するとともに、今後の政治教育の望ましいあり
方についてかんがえる。政治教育をめぐる最近の論争の一 馬原 潤二（教育学部准教授）
端に触れることによって、授業内容をより充実させるための
基礎知識の涵養を目指す。

三重県津市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の社会
科担当教諭

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951848号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

はじめてのゲーミング

本講では、児童・生徒主導型の授業形式であるゲーミング
について、はじめて触れる教員を対象に紹介をしていきま
す。ゲーミングはあらかじめ設計した世界のなかで児童・生
徒が主体的に行動することで、その世界に横たわるルール
南 学（教育学部教授）
やしくみを感じ取りながら学んでいく方法です。受け身の授
業よりも意欲が高まり、深く理解させやすい利点がありま
す。本講習では、実際にゲーミングをしながら、その可能性
を体験し、考えてもらいます。

三重県津市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951849号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

体育の授業と学習を再考する

「競争・競技」、「できるーできない」、「運動の技術・技能」、
「ルール・工夫」、「からだ・体力」、「表現・即興」など、体育
の学習と指導に関わるテーマやキーワードを実践を通して 山本 俊彦(教育学部教授)
問い直すとともに、これからの授業づくりの問題や課題を考
える。

三重県津市

6時間 平成26年7月12日

教諭

幼稚園教諭・小
学校の保健体育
科担当教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951850号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

小学校社会科，中学校地理教科書や資料においてよく見ら
れる典型的な地形と自然環境について，地形図作業を通し
ての理解の仕方を考える。また，図作業を行った地形図の
地形図作業と現地見学から考え
地域に赴き，現地における地形をはじめとする自然環境の 宮岡 邦任（教育学部教授）
る地域の環境と防災
確認を行うとともに人間生活と自然環境の相互関係などに
ついて見学を行い地理学を活用した環境・防災教育への展
開の可能性について考える。

三重大学

対象職種 主な受講対象者

三重県津市

情報工学の基礎

三重大学

講習の期間

三重県津市

時間数

小学校教諭およ
び中学校・高等学
校の情報科担当
教諭

三重大学

三重大学

講習の開催地
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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

三重大学

講習参加者が、学習者の立場となり、学んだことをまとめ・
発信するストーリーテリングの手法を習得する。実際に、１
学習者のためのデジタルストー
～２分程度のデジタル紙芝居を制作し、幼・小・中・高・特支
リーテリング-学んだことをまと
須曽野 仁志（教育学部附属教育実践総合セン
学校等で、児童生徒が授業で活用できるストーリーテリング
三重県津市
め・発信するデジタル紙芝居の制
ター教授）
のアイデアや手法を学ぶ。作品のテーマの一つとして、「我
作が教員生活をふり返って」を設定し、写真や手描き絵を使
い、ストーリーを制作する予定である。

6時間 平成26年7月12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
校の教諭および
養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951851号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

美術教育における、レリーフ制作の可能性を実制作を通し
て考察する。石膏を素材に用いたレリーフ制作は技術的に
は比較的容易である為、どの学年の中学生にも無理なく授
美術教育のための素材演習/石 業を行う事が出来る。物と空間の関係を認識することや、表
奥田 真澄（教育学部准教授）
膏レリーフ制作
現における意外性の大切さを学ぶ。それを学年に合わせ
て、どのように変化させて、活用出来るのかを考えていく。ま
た、石膏の基本的な扱い方と、レリーフ作品の特質につい
ての解説も行う。

三重県津市

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校の美術担
当教諭

6,000円

7人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951852号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

音楽の授業や特別支援学校の自立活動に音楽療法を取り
入れることが多くなっている。音楽療法と音楽教育は、目的
音楽療法的アプローチの可能性
が異なるものの、相補的な関係にある。授業では、演習を 根津 知佳子（教育学部教授）
と課題
交えながら、音楽療法的アプローチの可能性と課題につい
てまとめる。

三重県津市

6時間 平成26年7月26日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校の
教諭

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951853号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

教諭

高等学校教諭
（高等学校教諭
一種免許状（情
報）を有する者が
望ましい）

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951854号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6,000円

平成26年4月16日～
20人
平成26年4月30日

平261004951855号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

計算機ネットワークの基礎

インターネットを有効に活用するために、及び、キャンパス
内のネットワークを管理するために計算機ネットワークにつ
いての技術を正しく理解することが不可欠である。本講習で 丁 亜希（教育学部教授）
は、それらの技術の基礎知識としてのネットワークアーキテ
クチャ、プロトコルなどについて勉強する。

設計工学

強度設計、振動設計、音響設計に関する最適設計について
講義します。環境問題やものづくりに関心のある小学校教 松本 金矢（教育学部教授）
諭の方も受講できます。

三重県津市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校図工担当
教諭、中学校・高
等学校・特別支
援学校の技術
科・工業科担当

国語科教科書の民話と神話

国語科の領域に「伝統的な言語文化と国語の特質に関する
事項」が新たに設けられた。古典的文学作品と並んで、教
科書には神話や民話が取り入れられている。それらの原型
は、古事記・日本書紀、また各地の伝承文芸などに見られ 橋本 博孝（教育学部特任教授）
る。単独の物語として読むよりも、全体としての神話や民話
世界の中でどのような位置づけになっているかを知ったほう
が、指導に当たって有効であり授業にも深みが出る。

三重県津市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校教諭およ
び中学校国語科
担当教諭

6,000円

36人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951856号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

枕草子を読む ー教材章段を中
心にー

枕草子について、中学・高校の教科書の教材を中心に、古
典文学を読み、考えることの面白さが生徒に伝わるような、
「深い読み」を目指し、時代背景や人物像を含めて考察・解 松本 昭彦（教育学部教授）
説します。「春はあけぼの」「海月の骨」「少し春ある」「香炉
法の雪」等の章段を予定しています。

三重県津市

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校・高等学
校の国語担当教
諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951857号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

理科授業論

はじめに，理科の学習対象である「科学」とは何かを考え
る．そして，科学を伝えるという視点から，理科授業を再考
する．具体的には，科学とはどのような営みか，科学的と非
平賀 伸夫（教育学部教授）
科学的の違い，科学的な態度とはどのようなものか等につ
いて，講義，受講者同士のディスカッション，観察・実験を通
して見識を深め，理科授業への活用のしかたを検討する．

三重県津市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の理科
担当教諭

6,000円

16人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951858号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

中学校の数学教育

中学校の数学の授業を進めるにあたって、教材をどのよう
に捉えるか（何をこそ教えなければならないのか）、それをど
中西 正治（教育学部教授）
のように実践につなげていくかなど、具体的な単元を取り上
げて考える。

三重県津市

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校の数学科
担当教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951859号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

社会科教育では，地域性を踏まえた異文化理解学習が求
められている。取り上げる国・地域の異文化について，共通
点と相違点ばかりでなく，それらが存在する背景を考えるこ
とで異文化を理解し，尊重していく態度を養い，それらへの
社会科における異文化理解学習
永田 成文（教育学部教授）
対応を判断することで多文化共生を意識できる。
本講習では社会科教育において，様々な国・地域の異文
化体験の活用事例を紹介し，受講者のそれぞれの校種を
想定した授業を考えていく。

三重県津市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の社会
科担当教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951860号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校・高等学
校の数学担当教
諭

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951861号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

教諭

幼稚園・小学校・中
学校・高等学校・特
別支援学校の教諭
（ホームページ担当，
あるいはWebの仕組
みを学びたい教諭）

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951862号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

三重大学

三重大学

三重大学

三重大学

三重大学

三重大学

魅惑の数 「黄金比と円周率」

最も美しい比率とされる黄金比は，彫刻や絵画だけでなく身
の回りにおける図形や自然現象などにも現れ，単なる比率
ではない様々な数的事象を含んでいる。また円周率π は，
円周と直径の比率であるが物理学や工学といった分野にも 玉城 政和（教育学部教授）
出現し，古代ギリシャの時代から今日まで5千年以上にもわ 森山 貴之（教育学部准教授）
たって人類を魅了し続けている。本講習では，黄金比と円周
率の持つ魅惑を通して自然と数学との関わりや身近にある
数学を受講者と共に堪能したい。

Webプログラミング

Windowsの「メモ帳」を使ってWebページを制作し，正しい
HTML5＋CSSの使い方を学ぶ。後半は，PHPというプログラ
ミング言語を併用して，アクセスカウンタや，簡単な申込受
奥村 晴彦（教育学部教授）
付システムを制作する。受講者はパソコンのキーボードやマ
ウスの操作に慣れていることを前提とするが，それ以上の
知識は仮定しない。

三重県津市

三重県津市

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年7月26日
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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
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受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

三重県の岩石と地層

地質学は日常で触れる機会が少ないと考えられがちな分野
であるが，その対象である岩石や地層は石材としても，ま
た，野外でも観察できる．本講習では，岩石・地層の観察の 栗原 行人（教育学部准教授）
ポイントと三重県の地質についての解説を行い，野外で実
際に岩石・地層の観察を行う．

三重県津市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の理科
担当教諭

6,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951863号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

スポーツ指導に活きるスポーツ
科学

オリンピック選手を中心とする日本のトップアスリートの強
化・育成等に関わってきた経験と、運動生理学，トレーニン
グ論に基づくスポーツ科学の実践的概要を解説し，あわせ 杉田 正明（教育学部教授）
てグループワークを通して，指導現場における実践的指導
力の向上を狙いとした講習とする。

三重県津市

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校・高等学
校の保健体育科
担当教諭

6,000円

36人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951864号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

スペイン語入門

三重県内の外国人登録者総数の約半数はラテンアメリカ出
身者で占められており（総務省「在留外国人統計」）、学校教
育の現場においても、児童生徒との意思疎通や保護者へ
の連絡を目的としたスペイン語能力の獲得が教職員に求め 小林 貴徳（同志社大学非常勤講師）
られるようになっています。スペイン語入門者を対象とする
本講習では、基本文法や語彙を身につけながら、とくに日
常的な会話表現の習得することを目指します。

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭
校の教諭および
養護教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951865号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

抗体と核酸情報の基礎

本学分子素材工学科の研究のうち、臨床検査薬の素材の
モノクローナル抗体の作製法を紹介し、その実験(ELISA法)
を行う。現在の生物化学実験の器具や機器の操作を行い
その簡便さを実感する。抗体は約百万種で、DNA解析の蛋 水谷 隆治（名古屋市立大学名誉教授、三重大
三重県津市
白３万種より多い。この謎を抗体遺伝子組換機構の原著論 学非常勤講師）
文で読解し、また基礎のWatson-Crick論文は輪読する。講
義は抗体と核酸一般を述べる。IgE抗体は食物アレルギーを
起し、本講義は学校教育の現場で役立つ。

教諭

中学校・高等学
校の理科担当教
諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951866号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

土砂や粉などの粒子集団は一般に粉体と呼ばれ、その流
体とも固体とも言えない性質が議論され続けている。粉体
砂の不思議な振る舞いとその実 の物理を理解することは科学の発展のためだけでなく、技
國仲 寛人（教育学部准教授）
験
術・工学の発展にも重要である。この講義では粉体研究の
最新の成果を含め、粉体の様々な振る舞いについて、講義
と実験を通して紹介する。

6,000円

平成26年4月16日～
8人
平成26年4月30日

平261004951867号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

三重大学

三重大学

三重県津市

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年8月2日

三重県津市

6時間 平成26年8月2日

教諭

中学校の理科担
当教諭および高
等学校の物理・
理科担当教諭

日本語教育と多文化共生

多文化共生が進む現在の教育現場では、日本語指導が必
要な子どもたちの問題に直面している。まず、三重県におけ
る日本語指導が必要な子どもたちの現状を踏まえ、彼らが
林 朝子（教育学部准教授）
抱えている問題点を日本語教育の視点を中心に取り上げ
る。また、彼らに必要な教育、効果的な指導方法についても
触れていきたい。

三重県津市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小学校・中学校
教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951868号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

はじめてのゲーミング

本講では、児童・生徒主導型の授業形式であるゲーミング
について、はじめて触れる教員を対象に紹介をしていきま
す。ゲーミングはあらかじめ設計した世界のなかで児童・生
徒が主体的に行動することで、その世界に横たわるルール
南 学（教育学部教授）
やしくみを感じ取りながら学んでいく方法です。受け身の授
業よりも意欲が高まり、深く理解させやすい利点がありま
す。本講習では、実際にゲーミングをしながら、その可能性
を体験し、考えてもらいます。

三重県津市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951869号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

魅惑の数 「黄金比と円周率」

最も美しい比率とされる黄金比は，彫刻や絵画だけでなく身
の回りにおける図形や自然現象などにも現れ，単なる比率
ではない様々な数的事象を含んでいる。また円周率π は，
円周と直径の比率であるが物理学や工学といった分野にも 玉城 政和（教育学部教授）
出現し，古代ギリシャの時代から今日まで5千年以上にもわ 森山 貴之（教育学部准教授）
たって人類を魅了し続けている。本講習では，黄金比と円周
率の持つ魅惑を通して自然と数学との関わりや身近にある
数学を受講者と共に堪能したい。

三重県津市

6時間 平成26年8月2日

教諭

中学校・高等学
校の数学担当教
諭

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951870号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

小学校音楽科の授業づくり

小学校音楽科の授業づくりについて、その基本的な考え方
を理解し、授業をつくる力を身につけることを目標とする。と
りわけ、小学校音楽科の授業づくりにおける３つの授業構
成法を中心に講義を行う。また、教師の教授行為と学習活 川村 有美（教育学部准教授）
動の工夫という点についても触れる。さらに、教育現場から
要望の多い音楽鑑賞指導の視点、リコーダーとリズム学習
の具体的な指導のポイントについても触れる。

三重県津市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小学校音楽科担
当教諭

6,000円

16人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951871号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

運動と健康

現代の日本では身体活動量や運動の不足によって生活習
慣病や子どもの体力低下など様々な問題が生じている。本
講習では発育発達期における健康の状況や運動・スポーツ
の実施状況を概観するとともに、肥満・メタボリックシンド
冨樫 健二（教育学部教授）
ロームや循環器病、糖尿病、骨粗鬆症などの健康問題と運
動・スポーツとの関わりについて概説し、発育期における運
動実践の意義について考える。

三重県津市

6時間 平成26年8月2日

教諭
小学校教諭およ
養護教諭 び養護教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951872号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

現代の消費生活について、主に消費者問題の視点からとら
えその要因を探り、消費者教育の必要性について考える。
また、消費者教育の概念、内容、方法、学習指導要領にお
現代の消費生活と消費者の自立
吉本 敏子（教育学部教授）
ける消費者教育のねらいを理解し、授業実践例や教材を参
考にしながら、家庭科における「消費生活と環境」の学習の
授業構想や教材の工夫が出来るようになることを目指す。

三重県津市

6時間 平成26年8月2日

小学校・中学校・
高等学校の家庭
科担当教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951873号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

三重大学

三重大学

三重大学
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平成２６年度（第２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

現代社会と経済学

この講義では日々生活するうえで必要不可欠な経済の基礎
知識について学習し、新聞やニュースで昨今よく耳にする経
済問題の論点について議論することでそれらの問題への考
察を深める。教員が正しく理解し、生徒に対し授業の中でわ 内田 秀昭（教育学部准教授）
かりやすく説明し、興味をもたせることができるようになるこ
とを目標にして、そのような授業を展開するための手法につ
いても併せて講義する。

情報技術を活用したものづくり

本講習では、ブリッジコンテストを題材としてコンピュータを
活用した強度設計、製作、そして強度評価実習を行います。
この実習を手がかりに、中学校の技術科やものづくり教育
における構造設計学習のあり方について探究します。さら
に、現代のものづくりと情報技術の関係についても学びま 中西 康雅（教育学部准教授）
す。
これらの学習を通じて、各学校教育課程における構造設計
学習をとらえ直し、現在の教育内容の到達点と課題につい
て学べるようにします。

三重大学

歌唱・発声教育

学校教員にとって、発声は重要な要素である。発声機能解
剖学に基づいた発声機能制御理論YUBA理論（発声制御理
論）を基に作られた発声機能制御実践法（YUBAメソッド）を
理解し、①音域拡張、②音量調節、③音程調節、④音化効
弓場 徹（教育学部教授）
率の向上（一息で多くの音符を歌う）、⑤明瞭な発音、⑥音
色の変化、といった歌唱基礎発声術と、歌詞唱への応用
法、歌唱音楽の作り方及び音痴矯正法などを実践的に学
び、その指導法に触れる。

三重大学

図画工作•美術教育における基本的な絵画技法の確認と、
絵の具の組成や特徴についてのレクチャーを行う。また、新
図工•美術教育のための素材実 しい表現のバリエーションを広げる事を目的として、アクリル
関 俊一（教育学部准教授）
習/アクリル表現のバリエーション 絵の具とメディウムを使用した実習を行う。アクリル樹脂の
特徴と効果を理解し、実際の指導でどのように画面作りや
造形に反映させられるか考えてみる。

三重大学

学校における食育の推進

子どもたちの食生活の現状を捉えることから課題を見出し、
健全で豊かな食生活を実現するために必要な学校における
食育の在り方と効果的な進め方について理解する。また、 磯部 由香（教育学部教授）
具体的な実践事例から、今後の食教育の実践方法につい
て考える。

三重県津市

ジュニアスポーツ指導を考える

学校における部活動は、教育の一環として大切な活動の一
つである。また、スポーツ活動において日頃の部活動での
成果を発揮するには、メンタル面、技術面、体力面が重要な
米川 直樹（三重大学非常勤講師）
要因になってくる。本講習では小学生から高校生、いわゆる
ジュニア層に対するスポーツ指導の在り方について、メンタ
ル面から演習形式で考えてみることにする。

三重大学

三重大学

三重大学

三重大学

三重大学

三重大学

三重大学

三重県津市

三重県津市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月2日

6時間 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

教諭

中学校・高等学
校の社会科担当
教諭

教諭

中学校・高等学
校の技術科・工
業科担当教諭

6,000円

6,000円

6,000円

受講者募集期間

認定番号

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951874号

平成26年4月16日～
8人
平成26年4月30日

100人

15人

電話番号

ＵＲＬ

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

平261004951875号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951876号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の音楽科担当
および発声法及
び発声機能を学
びたい教諭

三重県津市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校・中学校
の図工・美術担
当教諭

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951877号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校・特別支
援学校の教諭お
よび中学校の家
庭科担当教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951878号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951879号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

教育の諸相と児童・生徒理解

教育心理学の理論に基づいて教育の意義と重要性につい
て考察し、教育の諸相を心理学的に理解した上で、とりわけ
教員の児童・生徒理解や動機づけの課題に焦点をあて、そ
益川 優子（三重大学非常勤講師）
の視点・方法・留意点等について検討する。このことを通し
て、現代における教育実践上の諸問題に適切に対応してい
くための教員の基本的姿勢や方略について考究する。

三重県津市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951880号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

論理トレーニング

本講習では論理を，狭義の数学的な記号論理学が扱う論
証の妥当性よりは広く，換言，例示，補足，理由・帰結など
の，文と文の接続関係と捉え，日本語の文章を読んでそれ
らの関係を適切に把握するトレーニング，それらの関係を適 秋元 ひろと（教育学部教授）
切に表現して日本語の文章を書くトレーニングを行い，各校
種・教科の教員の論理的な日本語運用能力の向上を目指
す。

三重県津市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

25人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951881号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

アメリカの詩を読んでみよう

アメリカの詩は、1776年のアメリカ独立から現代まで200年
を超える間に、英文学の伝統を根に持ちつつ、次第にアメリ
カ的特質を獲得してきた。この講習では代表的なアメリカの
詩を歴史的展開に即して紹介していく。それらの詩を味読し
宮地 信弘（教育学部教授）
ながらアメリカという国を新たな目で捉えること、また、言語
芸術である詩を原文で読むことでコミュニケーション・ツール
とは違う創造的な言語としての英語に触れることを目的とす
る。

教諭

中学校・高等学
校の英語科担当
教諭

6,000円

平成26年4月16日～
15人
平成26年4月30日

平261004951882号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

地誌学

人は他の人と関わりつつ地域で暮らしている。、よりよい生
活を営むために、地域についての知識が必要であり、ここに
地域に関する知識の体系である地誌を学ぶ意義がある。地
誌を理解・記載するために押さえておかなければならない
宮崎 清（教育学部教授）
基本的事項は、地域の種類・規模、境界の意味と地域区
分、地域を構成する要素と総合的記載の方法、などである。
これらの事項を検討したうえで身近な地域の地誌、日本の
諸地域の地誌、国家規模の地誌について考える。

教諭

小学校・中学校・
高等学校の社会
科・地理歴史担
当教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951883号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

三重県津市

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年8月8日
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平成２６年度（第２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

学校におけるストレス・マネジメントがますます重要になって
きている。心理学の立場から、ストレスや感情、行動がおき
る仕組みを取り上げ、ストレスへの対処法など、現場で活用 望木 郁代（医学部講師）
できる内容を紹介する。認知行動療法の初歩を理解し、技 後藤 道子（医学部助教）
法を習得することで、教員自身、および児童・生徒のこころ
の支援としての実践的な取り組みができるようになる。

三重大学

学校でのストレス・マネジメント

三重大学

天体の分野は、夜間観測が難しいため、授業でも既存の画
像や映像を用いる場面が多くなりがちで苦手とする教員も
デジタル・アナログを使った天文 多い。一方で、デジタル機器の進歩により以前に比べ比較
伊藤 信成（教育学部教授）
教育
的容易に教材化ができるようになった。本講習では教育現
場でのICT導入を念頭に、天文分野でのデジタルコンテンツ
の可能性について講義と実習の両面から検討を行う。
三重県内の外国人登録者総数の約半数はラテンアメリカ出
身者で占められており（総務省「在留外国人統計」）、学校教
育の現場においても、児童生徒との意思疎通や保護者へ
の連絡を目的としたスペイン語能力の獲得が教職員に求め 小林 貴徳（同志社大学非常勤講師）
られるようになっています。スペイン語入門者を対象とする
本講習では、基本文法や語彙を身につけながら、とくに日
常的な会話表現の習得することを目指します。

講習の開催地

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校の教諭
および養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951884号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

小学校・中学校
の理科担当教諭

6,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951885号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6時間 平成26年8月8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
校の教諭および
養護教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951886号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6時間 平成26年8月8日

中学校・高等学
校・特別支援学
校の英語科担当
教諭

6,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951887号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6時間 平成26年8月8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
校の教諭および
養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951888号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

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
校の教諭および
養護教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951889号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

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
校の教諭および
養護教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951890号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中学校・高等学
校の社会科担当
教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951891号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951892号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6,000円

12人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951893号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6時間 平成26年8月8日

三重県津市

6時間 平成26年8月8日

スペイン語会話

三重大学

昨今の英語教育がコミュニケーション志向をいっそう強める
中で、英語の教員がまとまったテクストを読んだり、書いたり
リーディングとライティングのイン する機会は激減しているのではないか。本講習では近年の
西村 秀夫（教育学部教授）
ターフェース
英語学の知見を取り入れながら文学テクストを精読・分析し
て作家の創作プロセスを追体験することを通じて、英語を読
むこと、書くことに対する意識を深めることをめざす。

三重大学

講習参加者が、学習者の立場となり、学んだことをまとめ・
発信するストーリーテリングの手法を習得する。実際に、１
学習者のためのデジタルストー
～２分程度のデジタル紙芝居を制作し、幼・小・中・高・特支
リーテリング-学んだことをまと
須曽野 仁志（教育学部附属教育実践総合セン
学校等で、児童生徒が授業で活用できるストーリーテリング
三重県津市
め・発信するデジタル紙芝居の制
ター教授）
のアイデアや手法を学ぶ。作品のテーマの一つとして、「我
作が教員生活をふり返って」を設定し、写真や手描き絵を使
い、ストーリーを制作する予定である。

三重大学

「生きる力」とキャリア教育

三重大学

メンタルヘルスに問題を持つ子どもへの対応が理解でき、ど
のような点に留意して関われば良いのかがわかり、対応へ
の不安が軽減できる。
学校や教員で対応可能なことか、病院への受診を勧めたり
土田 幸子（医学部看護学科助教）
メンタルヘルスに問題を持つ子ど 他機関と連携をとって対応した方が良いのかなど、他機関と
西出 りつ子（医学部看護学科准教授）
もに対する相談活動
の連携の必要性を考え、対応できるようになる。受講（認
定）対象に養護教諭を含むが、本講習は、保健室で対応す
ることが多いメンタルヘルスに問題を持つ子どもへの対応を
学ぶ内容であり、保健室での対応・実践で役立つと考えら
れる。

三重大学

三重大学

三重大学

講習の期間

三重県津市

三重大学

産業構造が激変する現代では、多角的な視点や柔軟な思
考とともに倫理観や道徳観をきちんと持ち、「生きる力」を備
える必要がある。本講座では、児童・生徒が「自分の考えづ
くり」をしながら、「生きる力」を培うためのキャリア教育につ 宮崎 冴子（三重大学非常勤講師）
いて、その理念や時代背景、課題と評価などについて学
び、演習する。養護教諭にとっても養護や教育相談の際に
有効である。

時間数

三重県津市

三重県津市

三重県津市

教諭

教諭

財政の役割について

現代社会の経済問題を理解するために、財政の三つの役
割、すなわち、資源配分の調整、所得の再分配、経済の安
定について解説する。それを踏まえ、財政のあり方、課税の
森 俊一（三重大学非常勤講師）
あり方を考えるあたって、重要ないくつかの論点を取り上げ
て解説する。社会の諸問題を知るだけでなく、論理的に考え
ることの重要性が再認識されることを講習のねらいとする。

古武術的身体操法の開発

本講義は、地球上にある重力を利用し、リラックスすること
で如何に筋に負担をかけずに素早い動作が可能になるか
を実験データに基づいて説明する。また、身体各部を自由
に操るには如何に力を抜くことが重要であるかを運動学的
な理論を通じて理解するとともに体験する。

三重県津市

6時間 平成26年8月21日

教諭

幼稚園教諭・小
学校・中学校・高
等学校・特別支
援学校の保健体
育科担当教諭

身近な生物実験講座

近年、児童・生徒の理科離れが問題視されているが、子供
たちが自然の中で生命現象のふしぎを身近に感じる環境が
無くなってきていることと共に、学校教育の場においても実
神原 淳（生物資源学研究科教授、ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴ
験用生物の収集や管理の困難さなどから生物実験が行わ
三重県津市
ﾝｽｾﾝﾀｰ長）
れなくなってきていることも一因と考えられる。本講座では、
簡単な設備で身近な生物を使ってできる実験を体験し、今
後、学校で実施される理科教育の一助とする。

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校の理科担
当教諭

脇田 裕久（三重大学非常勤講師）

154 / 264 ページ

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成２６年度（第２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

英語の授業を英語で行うことの必要性，その効果，そしてそ
の具体的な技法及び英語運用能力の伸長の仕方につい
英語の授業を必要に応じて英語 て，ワークショップの要素を取り入れながら進める。授業全
早瀬 光秋（教育学部特任教授）
で行う技法
てを英語でというスタンスではなく，言語切り替え(codeswitching)の重要性にも言及する。また，英語での授業が少
ないと思われる現状について触れその原因も探りたい。

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

三重県津市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中学校・高等学
校の英語科担当
教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951894号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

協同による学級運営

本講習は、参加者同士が協同で学び合うことを通して、日
頃の学級運営について心理学の観点からの理解を深める
中島 誠（高等教育創造開発センター准教授）
ことを目的とする。講習は2つのパートで構成されている。１
長濱 文与（高等教育創造開発センター准教
つ目に、協同教育の理念と具体的方法について学び、協同
授）
的な学級運営について考える。２つ目に、社会心理学の観
点から、生徒同士・生徒と教師の対人関係について考える。

三重県津市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

48人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951895号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

音楽のしくみと表現

童謡や歌唱教材から西洋音楽における古典派やロマン派
などの器楽曲や管弦楽曲等を作曲的見地に基づき楽曲分
析する。それぞれの楽曲構造を読み解くことによって、それ
らの音楽に共通する文脈を再確認し、演奏表現の可能性に 森川 孝太朗(教育学部准教授)
ついても考えていく。また、数名ずつのグループに分かれ、
講習日当日に提示する課題曲をリコーダーや簡易打楽器
等の教材楽器による器楽合奏曲に編曲し、演奏発表する。

三重県津市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の音楽
科担当教諭

6,000円

24人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951896号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

初等整数論と無限小数

合同式は整数論においては基本的な学習内容である。合
同式から始めて、特に法が素数であるときは整数が、四則
演算を備える体の元であるかのように扱えることを示す。こ
の事実のいくつかの応用を示した後、無限循環小数へ応用 露峰 茂明（教育学部教授）
する。整数の比である既約分数を考え、いつ無限小数にな
るか、循環が最初から始まるか途中から始まるか、あるい
は循環節の長さはどうなるかなどについて考える。

三重県津市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中学校・高等学
校の数学担当教
諭

6,000円

12人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951897号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

おいしく食べるとは？

普段何気なく食べている食べ物や食事の「おいしさ」とは何
かを考え，おいしさに関わる様々な要因について分析する．
また，簡単な調理学実験を行いながら，その結果を理論と
平島 円（教育学部准教授）
組み合わせて，調理することの意義やおいしさを作り出す方
法について考える．この講習では家庭科の授業だけでなく，
給食の時間に役立つ情報について考える．

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の家庭科・給
食指導担当教諭

6,000円

32人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951898号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

携帯タブレット端末（iPadを予定）を利用し、講習参加者が画
像を撮影したり、自分の音声を録音し、2～3分程度の音声
付きスライドショーを作成する。この手法は、学校の授業で、
携帯タブレット端末を利用した音
須曽野 仁志（教育学部附属教育実践総合セン
児童生徒が、学校行事のまとめ、観察・実習の記録、学校・
三重県津市
声付きスライドショーの作成
ター教授）
地域紹介、外国語学習での自己紹介、健康教育など、幅広
く使える手法である。タブレット端末をあまり利用したことが
ない人も参加可能。

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭
校の教諭および
養護教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951899号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951900号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

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
校の教諭および
養護教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951901号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重県津市

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
校の教諭および
養護教諭

6,000円

120人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951902号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

活用型学習の発想と方法

全国学力学習状況調査において、知識や技能の活用力の
課題が指摘されている。基本的、基礎的な知識や技能の活
用を意識した授業をどのように構想し、どのような具体的な 森脇 健夫（教育学部教授）
方法で作っていけばよいのか、とくに小学校、中学校の授
業づくりを中心に検討し、実際に授業づくりを行う。

三重県津市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校・中学校
の教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951903号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

協同による学級運営

本講習は、参加者同士が協同で学び合うことを通して、日
頃の学級運営について心理学の観点からの理解を深める
中島 誠（高等教育創造開発センター准教授）
ことを目的とする。講習は2つのパートで構成されている。１
長濱 文与（高等教育創造開発センター准教
つ目に、協同教育の理念と具体的方法について学び、協同
授）
的な学級運営について考える。２つ目に、社会心理学の観
点から、生徒同士・生徒と教師の対人関係について考える。

三重県津市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

48人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951904号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

三重大学

三重大学

三重大学

算数教材研究

小学校算数科「数と計算」領域の教材研究を行います。「十
進位取り記数法」の原理を適確に表すシェーマ（タイル）を用
い、足し算・引き算の授業づくりを考えます。また、「量の体
田中 伸明（教育学部准教授）
系」に基づくシェーマ（掛け割り図）を用い、掛け算・割り算の
授業づくりについても考えます。足し算・引き算・掛け算・割
り算の背景にある教材理論を学びます。

三重大学

「生きる力」とキャリア教育

産業構造が激変する現代では、多角的な視点や柔軟な思
考とともに倫理観や道徳観をきちんと持ち、「生きる力」を備
える必要がある。本講座では、児童・生徒が「自分の考えづ
くり」をしながら、「生きる力」を培うためのキャリア教育につ 宮崎 冴子（三重大学非常勤講師）
いて、その理念や時代背景、課題と評価などについて学
び、演習する。養護教諭にとっても養護や教育相談の際に
有効である。

三重大学

心肺蘇生は、胸骨圧迫で開始するようになりましたので、そ
の理由を説明し、学校現場で万が一の場合でも、自信を
持って施行できるようになるのを目的とします。窒息の原因
心肺蘇生・窒息・熱中症・溺水・イ
と対策、熱中症の原因と予防法、溺水が発生する原因と着 丸山 一男（医学系研究科教授）
ンフルエンザ
衣泳の目的、インフルエンザの概要と薬の作用、について
各々解説し、各々の予防法と発生時の対処を指導できるこ
とを目的とします。

三重大学

三重大学

三重大学

三重県津市

三重県津市

三重県津市

6時間 平成26年8月21日

6時間 平成26年8月21日

6時間 平成26年8月22日
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教諭

小学校教諭

平成２６年度（第２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

三重大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

運動していない人に対して、運動・身体活動に対する考えを
良い方向に変えてから運動させようとする行動科学の手法
が着目されている。本講習ではさまざまな手法について解
運動意欲を高める行動科学の手 説し、手法の基盤となる行動科学についての理解を深めて
重松 良祐（教育学部准教授）
法
いく。この手法は、受講者本人だけでなく、学級通信や保健
だよりを通して広く教育したり、生活リズムや体格を是正す
る必要のある子どもに重点的に教育したりする際にも有用
である。
自然災害、防災・減災、社会基盤の役割・維持管理などに
関する講義・実験・実習を通じて、1) 降雨、河川流出、洪水
発生の関係について、2) 豪雨や地震による地盤災害の発 石黒 覚（生物資源学研究科教授）
生機構とその対策方法について、3) 社会基盤を構成する土 岡島 賢治（生物資源学研究科准教授）
木コンクリート構造物の劣化現象と環境との関わり、構造物
の検査方法の原理などの知識・技術を身に付ける。

講習の開催地

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22日

小学校・中学校・
高等学校・特別
教諭
支援学校の保健
養護教諭
体育科担当教諭
および養護教諭

6,000円

25人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951905号

三重県津市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校 ・中学校
・高等学校の教
諭

6,000円

平成26年4月16日～
30人
平成26年4月30日

三重県津市

時間数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

平261004951906号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

災害と社会基盤

三重大学

中学校及び高等学校の国語科における読むことの教材が
持つ価値を具体的に考察し、指導内容を検討する。これま
中学校・高等学校の国語科にお
でに示されてきた、国語科教育に関する様々な研究成果を 守田 庸一（教育学部准教授）
ける読むことの学び
ふまえて、かつ、今日の国語科の諸課題を意識して、これか
らの読むことの学びについて考える。

三重県津市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校・高等学
校の国語科担当
教諭

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951907号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

福島第一原子力発電所の事故により、広範囲にわたる放射
性物質の土壌汚染が生じた。この放射性物質の土中にお
ける挙動について、土中の水分、化学物質、熱の移動を対
放射性物質の土中における基本
取出 伸夫（生物資源学研究科教授）
象とする土壌物理学の視点から講義する。そして、可能な
的挙動
渡邊 晋生（生物資源学研究科准教授）
除染工法、汚染の拡大防止策について紹介する。そして、
汚染問題に対する科学的な視点から議論を通し、環境問題
に対する取り組み方を考える。

三重県津市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校・高等学
校の教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951908号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

３次元着装シミュレ－ションによ
る衣服設計と選択

新しい衣生活を設計するためのITを利用した教育の一つと
して，ユビキタスネット社会を迎えたときの衣服設計・選択情
報を取り上げる。家庭生活の中で家族と共に個人対応型の
衣生活を実現する方法として，３次元人体計測から着装シ 増田 智恵（教育学部教授）
ミュレ－ションなどを展開する。簡単な実習も含めて，衣服
の構成・素材・デザインの基礎的情報から心理的なデザイ
ンイメ－ジ評価までを試みる。

三重県津市

6時間 平成26年8月26日

教諭

中学校・高等学
校の家庭科担当
教諭

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951909号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

発達を見る目と子ども理解

教育は発達を促すかかわりであるが，どのような発達観や
子ども観を持つかによって，教育の果たす役割は異なってく
る。本講習では，乳幼児期から児童期にかけての発達理論
について最新の知見を交えながら考察し，また，保育・学校 富田 昌平（教育学部准教授）
教育の現場における具体的な事例を通して子ども理解を深
める。併せて，乳幼児期から児童期への円滑な接続問題に
ついても考察を深める。

三重県津市

6時間 平成26年8月26日

教諭

幼稚園・小学校
の教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951910号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

小学校国語科の授業

小学校国語科の内容は多岐にわたる。なかでも、現行の教
科書から多く取り入れられた古典教材の扱い、全国学力学
習状況調査の設問と日常の授業とのかかわりなどについ
橋本 博孝（教育学部特任教授）
て、現場では真剣な試行錯誤が続けられている。国語科に
求められている学力の内容を具体的な実践を通して考えた
い。

三重県津市

6時間 平成26年8月26日

教諭

小学校教諭

6,000円

36人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951911号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

自然に親しむ機会が減少している今日では、理科における
自然観察体験の重要性はますます高まると考えられてい
身近な植物観察と学校における る。この講習では、野外の植物を対象とした観察実習を行
平山 大輔（教育学部准教授）
その実践方法
い、身近な自然についての理解を深めると同時に、学校で
の効果的な実施方法について、具体的な事例を挙げて紹
介することを目的とする。

三重県津市

6時間 平成26年8月26日

教諭

小学校・中学校
の理科担当教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951912号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

統計解析入門

教育現場において蓄積されている様々なデータは、それを
適切に解析・分析することにより、教育・学校運営等の計画
に役立てることができると考えられる。本講習では、統計的
推測の基本的な概念、平均・分散・相関・ヒストグラム、検
萩原 克幸（教育学部准教授）
定、回帰分析などの基本的な考え方とそれらを通したデー
タの分析の方法をコンピュータによる実習を踏まえて理解す
る。

6時間 平成26年8月26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
校の教諭および
養護教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951913号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

子ども達の体力・運動能力の向上と発育発達について運動
生理学およびバイオメカニクス的な観点から理解するととも
子どもの体力・運動能力の向上と
に、子ども達の基本的な運動の動作様式を分析・検討し、 八木 規夫（教育学部教授）
発育発達
体育授業における運動学習の在り方や、指導法について考
える。簡単な実技研修を含む。

三重県津市

6時間 平成26年8月26日

教諭

幼稚園・小学校
の教諭および中
学校の保健体育
科担当教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951914号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

小・中学校で取り扱う物理・化学分野の内容に関連した実
験を行って，基礎的な実験操作，実験の進め方，実験結果
教員のための物理と化学の基礎
新居 淳二（教育学部教授）
の取り扱い方について学ぶ。物理では「磁石の性質」および
実験
牧原 義一（教育学部教授）
「電流が作る磁界」に関する実験を行う。化学では「水溶液・
再結晶」および「イオン・電池」に関する実験を行う。

三重県津市

6時間 平成26年8月26日

教諭

小学校・中学校
の理科担当教諭

6,000円

28人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951915号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

三重大学

三重県津市
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平成２６年度（第２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

学びとやる気の心理学

心理学研究において、人の学びがどのように進んでいくの
か、また、人のやる気がどのような特徴を持ったものかにつ
いて、一定の知見が蓄積されている。そして、これらは現実
の教室場面においても適用可能なものである。そのため、こ
れらの知見を理解しておくことが、よりよい教育的実践には
中西 良文（教育学部准教授）
極めて重要である。本講習では、特に、教室場面に適用可
能な内容に焦点を当てながら、学習と動機づけに関する心
理学的知見の紹介を行う。講習内容にかかわり、学びとや
る気を高める授業デザインを盛り込んだ授業案を作成し、そ
れを評価対象とする。

三重県津市

6時間 平成26年8月26日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951916号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

原子力と放射線

福島第一原発事故を踏まえ、原子力問題、放射線について
教育現場で取り上げる際の基礎的な情報を提供する。原子
力については広くエネルギー問題を概観し、その上で原子
松岡 守（教育学部教授）
力の位置づけ、そして各種の原子力技術について触れる。
放射線については放射線の利用、危険性を概観したうえ
で、霧箱実験、身の回りの放射線測定実習を行う。

三重県津市

6時間 平成26年8月26日

教諭

小学校・中学校
の教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951917号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

教育におけるICT（情報通信技
術）の活用

教育におけるICT（情報通信技術）の活用法を考える。簡単
なデジタル作品（パワーポイント教材、ポスター作品、プログ
ラム作品などから選択）を作成し、それを学習支援システム 下村 勉（教育学部教授）
（Moodle）を活用して、発表・交流・成果の共有をはかる。
ICT活用指導力を高めることに役立つ。

三重県津市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951918号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

運動実践を通して身体で感じる気づきを手がかりとしなが
ら、いつの間にかそういうものだと思い込んで取り組んでい
る自らの体育授業についての問題（性）を浮き彫りにしてい
学びの意味を大切にした小学校
きます。あわせて、「対象世界との対話（世界づくり）」と「他 岡野 昇（教育学部教授）
体育の授業づくり
者との対話（仲間づくり）」と「自己との対話（自分づくり）」が
三位一体となるような小学校体育の授業づくりについて学
びます。

三重県津市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951919号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6時間 平成26年8月27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
校の教諭および
養護教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951920号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951921号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

三重大学

コンピュータハードウェアの基礎

授業中等のトラブル発生時に対処ができるようになることを
目指し、Windowsデスクトップパソコンを用いて、ハードウェ
ア部品の解説を行う。部品の調達についてもインターネット
を使って注文一歩手前まで行い、養護業務も含め様々なパ 山守 一徳（教育学部教授）
ソコンを使う業務や授業において、ハードウェアの故障箇所
を特定し部品調達や機種選定ができるようになることを目指
す。実技試験では選定能力を見る。

児童中心主義の思想に学ぶ

児童を主人公とする教育の考え方は、1890年から1933年ま
での世紀転換期に全世界に広がり、さまざまな実践を生み
出した。21世紀の今も、児童を主人公とする教育の考え方
は維持されているが、その誕生から1世紀余りを経て、時代 伊藤 敏子（教育学部教授）
に応じた実践が求められている。20世紀初頭の児童中心主
義思想を振り返りながら、21世紀に生かされるべき児童中
心主義思想の在り方を考えてみたい。

三重県津市

6時間 平成26年8月27日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭

小学校国語科の授業

小学校国語科の内容は多岐にわたる。なかでも、現行の教
科書から多く取り入れられた古典教材の扱い、全国学力学
習状況調査の設問と日常の授業とのかかわりなどについ
橋本 博孝（教育学部特任教授）
て、現場では真剣な試行錯誤が続けられている。国語科に
求められている学力の内容を具体的な実践を通して考えた
い。

三重県津市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

36人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951922号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

鑑賞教育

近年、学習指導要領の改訂によって、中学校・高等学校の
美術教育における鑑賞教育の重要性が以前にも増して高
まってきている。そこで、この講習では、日本美術を対象とし
て取り上げ、美術作品の鑑賞および教育の方法について検 山口 泰弘（教育学部教授）
討するとともに、日本の美術や伝統と文化に対する理解を
深め、美術を通した国際理解を深める方法についても考察
していく。

三重県津市

6時間 平成26年8月27日

教諭

中学校・高等学
校の美術担当教
諭

6,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951923号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

社会科・公民科の授業における
新聞活用(NIE)

社会科や公民科の授業における新聞活用の意義とその活
用方法を理解することができる。また，新聞を活用する具体
的な学習活動としての「株式学習ゲーム」と「新聞切り抜き 山根 栄次（教育学部教授）
作品」制作の手法を体験的に学ぶことにより，その指導技
能が身に付く。

三重県津市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の社会
科・公民科担当
教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951924号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

整数の剰余類と群論の初歩

整数の剰余類を主な題材にして群論的な考え方の入り口を
古関 春隆（教育学部教授）
学ぶ。

三重県津市

6時間 平成26年8月27日

教諭

中学校・高等学
校の数学科担当
教諭

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951925号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

本講習では、乳幼児期の社会性の発達について最新の研
究及び知見を紹介することを通して，すぐに役立つ知識だけ
ではなく，発達の理解を一歩深められるような機会を提供し
乳幼児期の自他理解の発達と支
たい。特に近年，発達障害への関心に伴い社会的能力が 吉田 真理子（教育学部講師）
援
重視されつつあるなかで、子どもを固定的に見るのではな
く，発達・変化しうる存在として支援するための手がかりを提
供する。

三重県津市

6時間 平成26年8月27日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校の
教諭

6,000円

25人

平成26年4月16日～
平成26年4月30日

平261004951926号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

各種産業分野、地球環境問題において流れの現象が個々
の分野の抱える問題解決に深く関わっている。本講座では
流体の運動に関する理論を簡潔に説明し、それらの原理に
辻本 公一（工学研究科教授）
基づく流れのシミュレーション技法について解説する。最新
のシミュレーションの成果を通して、シミュレーションの持つ
有効性、可能性について学ぶ。

三重県津市

6時間 平成26年10月4日

教諭

中学校・高等学
校の理科担当教
諭

6,000円

10人

平成26年8月4日～
平成26年8月8日

平261004951927号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

三重大学

三重大学

三重大学

流れのシミュレーションとその応
用

三重県津市
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ＵＲＬ

6,000円

30人

平成26年8月4日～
平成26年8月8日

平261004951928号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

自然災害と日本の風土

日本は，地殻変動が集中する変動帯であり，同時に多雨で
あるため，湿潤変動帯ともいうべき自然条件を持っている．
火山噴火や地震，豪雨といった激しい変動は災害をもたら
す一方で，日本の自然に多様性を与え，生活文化を形成し
荻原 彰（教育学部教授）
てきたという側面を持つ．本講座では自然災害の発生のメ
カニズムを扱うと同時に，災害に関連した文学，伝説，歴史
への影響を探り，自然科学・人文科学の双方から自然災害
にアプローチする．

三重県津市

6時間 平成26年10月4日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の理
科・社会科担当
教諭

三重大学

英語学習者論

英語教育における英語学習者に関する理論的な知識を獲
得する。外国語学習において動機付け、不安感といった情
意的要素が学習に与える影響などについて学ぶ。また学習
者が英語学習に内発的な動機付けを高めることができるよ 荒尾 浩子（教育学部准教授）
うな題材についても考える。本講習を通して、学習者の表出
した英語学習への態度を理論的に理解し、対処する心構え
を認識することができるようになる。

三重県津市

6時間 平成26年10月4日

教諭

中学校の英語科
担当教諭

6,000円

10人

平成26年8月4日～
平成26年8月8日

平261004951929号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

国連をはじめ各国の教育・行政・ビジネスの場で用いられる
AI（アプリシエーティヴ・インクワイアリー）を概説し、このアプ
ポジティブ思考法演習-AI(アプリ ローチ手法を体験的に学ぶことで人と組織の良さを活かす
シエーティヴ・インクワイアリー)を 発想法について演習します。教育現場における課題の解決
川島 一晃（学生総合支援センター講師）
活用した人と組織を生かす発想 を、個人そして組織が有する「強み」（良さ、持ち味）に立脚
法するアプローチを学ぶことで、個人のストレスマネジメントの
みならず、集団のエンパワメントができる視座の獲得を目指
します。

6,000円

20人

平成26年8月4日～
平成26年8月8日

平261004951930号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

人間が生きることに深くかかわる家庭科教育は、複雑多様
な現代社会において、未来を担う子どもたちが主体的な生
活者となれるよう、生活実践力を育成することを目指してい
林 未和子（教育学部准教授）
る。本講習では、家庭科教育の在り方を理論と実践の両面
から探求し、調理実習などの体験的な学習を適宜取り入
れ、カリキュラム、教材、授業開発への視点を養いたい。

三重県津市

6時間 平成26年10月4日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭

三重県津市

6時間 平成26年10月4日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の家庭
科担当教諭

6,000円

30人

平成26年8月4日～
平成26年8月8日

平261004951931号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

家庭科教育の理論と実践

三重大学

2007年、文化審議会が｢敬語の指針｣の中で答申した敬語
の新しい５分類(尊敬語・謙譲語Ⅰ・謙譲語Ⅱ・丁寧語・美化
敬語を授業で取り上げる際の留
語)を待遇表現の枠組みから捉えることで、各分類の特徴を 余 健（教育学部准教授）
意点
わかりやすく押さえると共に小・中の国語の時間に取り上げ
る際の問題点を具体的に検討する。

三重県津市

6時間 平成26年10月4日

教諭

小学校・中学校
の国語科担当教
諭

6,000円

20人

平成26年8月4日～
平成26年8月8日

平261004951932号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

多くの家庭科教科書でとりあげられている総務省「家計調
査」は、インターネット版が普及した現在、手軽に活用できる
総務省「家計調査」の見方・使い
豊かな情報源である。ここに盛られた情報を読み取る力、生 乘本 秀樹（教育学部教授）
方
活展開を考える力、ならびに教材を準備・開発する力をつけ
たい。

三重県津市

6時間 平成26年10月4日

教諭

中学校・高等学
校の家庭科担当
教諭

6,000円

30人

平成26年8月4日～
平成26年8月8日

平261004951933号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

「体つくり運動」の理論と実践

「体つくり運動」は学習指導要領で小学校1年生から必修で
あり、体ほぐしの運動の他に小学校低・中学年において「多
様な動きをつくる運動（遊び）」が位置づけられている。また
高学年での体力を高める運動に関しても運動を楽しむ、気
後藤 洋子（教育学部教授）
持ち良さを体験する視点が重視され、運動の課題や教材に
一層の工夫が求められている。本講座では「体つくり運動」
の基本的なとらえ方、および運動課題や教材等について実
践を通して考えていく。

三重県津市

6時間 平成26年10月4日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の保健
体育科担当教諭

6,000円

25人

平成26年8月4日～
平成26年8月8日

平261004951934号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

バレーボールはボール操作やコート空間の活用（お見合い
現象）の問題、チームとしてのプレイの構成と継続など指導
バレーボールの指導法について 上の問題も少なくない。本講習は、実践を交えながら、小学 大隈 節子（教育学部講師）
校から中学校への接続なども含めバレーボールの練習方
法や指導方法について検討する。

三重県津市

6時間 平成26年10月4日

教諭

小学校・中学校
の保健体育科担
当教諭

6,000円

26人

平成26年8月4日～
平成26年8月8日

平261004951935号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

織田・豊臣政権論―変革期をど
のように教えるか―

近年、実証精度の向上によって天下統一あるいは近世化の
画期・指標として評価されてきた事柄-太閤検地・豊臣平和
令など-については、批判の対象となっている。研究の現状 藤田 達生（教育学部教授）
と問題点を解説し、それに基づく新たな視点を提示して授業
の参考としたい。

三重県津市

6時間 平成26年10月4日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の社会
科担当教諭

6,000円

30人

平成26年8月4日～
平成26年8月8日

平261004951936号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

「専門家としての教師」の学び

教師は児童・生徒が生涯にわたって学び続ける力を育む存
在であるが，教師自身の学びについてじっくりと考える機会
はあまりなかったのではないだろうか。本講習では，教育学
織田 泰幸（教育学部准教授）
や経営学の新しい知見（学習論や組織論）を参照しながら，
「専門家としての教師」に求められる学びについての理解と
認識を深める。

三重県津市

6時間 平成26年10月4日

教諭

小学校・中学校
の教諭

6,000円

40人

平成26年8月4日～
平成26年8月8日

平261004951937号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

三重大学

コンピューターを活用したマークデザインの演習。ピクトグラ
図工・美術教育の新展開／コン
ムの効果、利点の解説から実際にマークデザインの授業を 岡田 博明（教育学部教授）
ピュータを使用したデザイン表現
低学年向けと高学年向けの２段階に分けた構成で行う。

教諭

小学校・中学校・
高等学校の図
工・美術科担当
教諭

6,000円

11人

平成26年8月4日～
平成26年8月8日

平261004951938号

059-231-5520

http://www.mieu.ac.jp/certificate
/

6,000円

30人

平成26年5月21日～
平成26年6月20日

平263521551626号

059-372-3922

http://www.suzukajc.ac.jp/

鈴鹿短期大学

養護教諭対象選択講習Ⅰ

以下の内容について講習を行います。
①養護教諭の健康相談（スキルアップ講座）～援助が必要 仲 律子（鈴鹿国際大学国際人間科学部准教
とされる子どもたちの理解と支援の実際～
授）
②子どもの病気の理解と保健室の対応や子どもの心の発 川瀬 昌宏（三重聖十字病院医師）
達の理解と大人の関わり方について

三重県津市

6時間 平成26年10月4日

三重県鈴鹿市

6時間 平成26年8月21日
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ＵＲＬ

養護教諭対象選択講習Ⅱ

保健室（養護教諭）からの情報発信を目指し、さまざまな教
育関連データを基にExcelで簡単な分析が行えるように、統
計の基礎（平均、分散、相関など）理解を深め、Excelでデー 川又 俊則（教授）
タの分析を行い、社会調査方法を学ぶ。また、健康診断情 西 英明（鈴鹿医療科学大学非常勤講師）
報を生かした健康管理、学校保健委員会での報告への活
用方法などを学ぶ。

三重県鈴鹿市

6時間 平成26年8月22日

養護教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成26年5月21日～
平成26年6月20日

平263521551627号

059-372-3922

http://www.suzukajc.ac.jp/

養護教諭対象選択講習Ⅲ

保健室経営は養護教諭の一つの役割であり、活動を支える
基盤ともなっている。今日的な健康課題から自校の保健室
経営の実践を振り返り、その運営について協議を交え考え 大野 泰子（准教授）
る。また、フィジカルアセスメントと事例に基づく救急処置
永石 喜代子（准教授）
や、医療ケアといった養護教諭が行うヘルスケアについて
体験する。

三重県鈴鹿市

6時間 平成26年8月23日

養護教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成26年5月21日～
平成26年6月20日

平263521551628号

059-372-3922

http://www.suzukajc.ac.jp/

幼稚園教諭対象選択講習Ⅰ

幼稚園教育要領の解釈と、その趣旨を踏まえた保育実践の
あり方を幼児理解、指導内容、指導法の視点から学び、理
解を深める。さらに、幼小連携のあり方や進め方、幼保一元
化の現状や問題点について考え、今後の幼児教育に求め
市川 朋子（非常勤講師）
られる課題を把握する。また、幼児期および児童期は人間
松本 亜香里（助教）
としての基礎を形成する重要な時期である。こどもの育ちと
運動あそびの意義について、理論と実技を含めて理解を深
める。更に運動あそびの具体的な教材選択方法や指導法
について考える。

三重県鈴鹿市

6時間 平成26年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

平成26年5月21日～
40人
平成26年6月20日

平263521551629号

059-372-3922

http://www.suzukajc.ac.jp/

幼稚園教諭対象選択講習Ⅱ

特別な支援を必要とする子どもへの理解と支援の仕方につ
いて、具体的な事例を取り入れながら学びを深める。また支
援を必要とする子どもの親の思いや体験を踏まえて、理解
と支援のあり方を学びあう。また、言語発達が途上にある乳 小島 佳子（助教）
幼児教育にとっては、非言語的コミュニケーション中の音や 佐治 順子（特任教授）
音楽による支援方法を理解しておくことは必須である。本講
座では、音楽療法の実践方法を分かり易く講義するととも
に、音楽や歌唱による指導法を体験する。

三重県鈴鹿市

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5月21日～
平成26年6月20日

平263521551630号

059-372-3922

http://www.suzukajc.ac.jp/

幼稚園教諭対象選択講習Ⅲ

幼稚園教育の保育内容（環境）について、いろいろな事例を
取り上げ、それらを幼稚園教育の要領に照らし合わせなが
ら、グループ討議も加えながら、各自の知識を深め、今後の
勝間田 明子（助教）
保育に生かせるようにする。また、作って遊べるキャップを
宮本 京子（非常勤講師）
工作紙と色画用紙を使って作成する。同時に立体カードの
制作についても紹介する。紙工作の面白さに遊び心を盛り
込んで、子ども達の喜ぶ作品づくりを目指す。

三重県鈴鹿市

6時間 平成26年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年5月21日～
平成26年6月20日

平263521551631号

059-372-3922

http://www.suzukajc.ac.jp/

栄養教諭対象選択講習Ⅰ

以下の内容について講習を行います。
①災害時における給食の対応について
②食品の三次機能について。微生物学の基礎と微生物に
よる食中毒、自然毒食中毒について。

三重県鈴鹿市

6時間 平成26年8月21日

栄養教諭 栄養教諭

6,000円

30人

平成26年5月21日～
平成26年6月20日

平263521551632号

059-372-3922

http://www.suzukajc.ac.jp/

栄養教諭対象選択講習Ⅱ

以下の内容について講習を行います。
①臨床栄養（肥満児、高血圧児、アレルギー問題など）につ 樋廻 博重（三重大学名誉教授）
いて。
福永 峰子（教授）
②栄養アセスメントと実態把握について。

三重県鈴鹿市

6時間 平成26年8月22日

栄養教諭 栄養教諭

6,000円

30人

平成26年5月21日～
平成26年6月20日

平263521551633号

059-372-3922

http://www.suzukajc.ac.jp/

鈴鹿短期大学

栄養教諭対象選択講習Ⅲ

以下の内容について講習を行います。
①食品衛生と微生物について。
櫻井 秀樹（助教）
②食品の調理特性について。食べ物のおいしさが形成され
乾 陽子（助教）
る要素を食べ物の状態と食べる側の状態から考察し、どの
ようにととのえ、賞味したらよいか考える。

6,000円

平成26年5月21日～
30人
平成26年6月20日

平263521551634号

059-372-3922

http://www.suzukajc.ac.jp/

高田短期大学

人間発達の基本をポルトマン、ピアジェ、ビゴツキーなどか
乳幼児期の発達と主な障害の理 ら学び、乳児期及び幼児期の特徴を発達段階ごとに検討す
千草篤麿(キャリア育成学科教授）
解
る。また、ダウン症候群、点頭てんかん、自閉症及び発達障
害について概説する。

鈴鹿短期大学

鈴鹿短期大学

鈴鹿短期大学

鈴鹿短期大学

鈴鹿短期大学

鈴鹿短期大学

鈴鹿短期大学

高田短期大学

高田短期大学

梅原 頼子（准教授）
久保 さつき（教授）
櫻井 秀樹（助教）

三重県鈴鹿市

6時間 平成26年8月23日

三重県津市

6時間 平成26年11月3日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年9月3日～
平成26年9月12日

平263521650887号

059-232-2310

http://www.takadajc.ac.jp/

幼児教育と保育者の専門性

本講習は幼児教育の歴史的変遷を概観した上で、現在の
幼児教育をめぐる社会的動向を確認する。そして保育・幼児
教育指導法やその背景にある思想等を取り上げながら現 寳來 敬章(子ども学科助教）
代保育者に求められる専門的かつ具体的な指導法や役割
等について理解することを主な目的とする。

三重県津市

6時間 平成26年11月9日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年9月3日～
平成26年9月12日

平263521650888号

059-232-2310

http://www.takadajc.ac.jp/

子どもの表現活動と教育方法

幼稚園教育要領の感性と表現に関する領域｢表現｣に示さ
れたことについて現代の子どもの生活環境を踏まえ改めて
省察する。子どもの表現活動において教師は何をねらい、
どのような教育環境を創造するのか、そして、子どもの表現
福西 朋子(子ども学科教授）
を受容し活動を支えるために教師に何が求められるのか。
これらを主にグループ形態による演習から実践的に学び、
これからの教育方法について創造し、現場での実践・指導
力向上につなげる。

三重県津市

6時間 平成26年11月16日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年9月3日～
平成26年9月12日

平263521650889号

059-232-2310

http://www.takadajc.ac.jp/
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栄養教諭 栄養教諭

平成２６年度（第２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
大柳 満之（理工学部教授）
和田 隆博（理工学部教授）
内田 欣吾（理工学部教授）
藤原 学（理工学部教授）
中沖 隆彦（理工学部教授）
宮武 智弘（理工学部教授）
今井 崇人（理工学部実験助手）
林 久夫（理工学部教授）
富崎 欣也（理工学部教授）
岩澤 哲郎（理工学部准教授）
白神 達也（理工学部講師）

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

龍谷大学

本講習では講義と併せて実習を行う。まず最近注目を集め
ている自然に学ぶ材料開発について、ハスの葉の示すロー
タス効果等を生かした製品開発とその過程について紹介す
K01 環境にやさしい最新の物質 る。太陽電池は原子力発電に代わるクリーンな発電方法だ
化学
が、その現状を紹介する。続いて、環境やエネルギー等、
我々が直面する地球規模の問題について紹介する。また、
走査型電子顕微鏡を用いた実習により、光学顕微鏡とは異
なるミクロの世界を体験する。

龍谷大学

①新聞記事、報道写真、統計・グラフなどは、客観的な真実
と思い込んでいる人が多い。しかし、確かな判断をするに
は、それらを批判的に読み解く能力が必要である。「ニセ科
K02 「メディア・リテラシー」＆「著
学」の危険性についても触れながら、「メディア・リテラシー」
作権」入門講座
とは何かについて紹介する。
大西 俊弘（理工学部准教授）
あなたも騙されていませんか？
②学校教育では、知らないうちに著作権法に違反している
違反していませんか？
ことが多い。どのような場合が違反なのか、具体的な事例を
挙げて紹介する。
（①：②＝３：１の時間配分を予定）

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月1日

龍谷大学

K03 日韓比較文化論

韓国と日本はずいぶん前から漢字, 稲作などを共有して来
た。韓国と日本の言語, 民俗, 文化財など断片的なものなど 朴 炫国（国際文化学部教授）
の比較を通じて相互文化理解の基礎を紹介する。

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月1日

教諭

龍谷大学

英語でコミュニケーションをするとき、自分の意思を相手に
K04 英語発音指導の理論と実
はっきり伝えるには正確に発音することが大切である。日本
践
語母語話者によくみられる発音の誤りを知り、英語の発音 松村 省一（国際文化学部教授）
–小学校でのコミュニケーション活
の基礎になる音を効果的に指導する方法について考える。
動の活性化のために–
また、教員のための発音クリニックも行う。

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月1日

教諭

龍谷大学

近年，様々な場面で情報システムを活用することが簡単に
できるようになってきている．このとき，情報技術に関する基
本的な知識を持つことで，情報システムをより安全かつ有効
に活用することができるようになる．本講習では，教育やそ
K05 情報システム活用のための
の他校務等で情報システムを使用する際に役立つ情報技 芝 公仁（理工学部助教）
基礎知識
術の基礎を解説する．また，情報系の大学生が大学低年次
で学ぶ内容について概観する．業務等で毎日PC等身近な
情報システムを使用し，これに対する理解を深めより活用し
たいと考える者の受講が望ましい．

龍谷大学

HTMLによるwebページの作成について理解されている方を
対象に，CSSによる効果的なページの見せ方を始め，Java
Scriptなどによるアクティブなwebページの仕組みについて，
K06 ホームページの作成とリテラ 実習を交えて習得します．また，インターネットを含むネット
植村 渉（理工学部講師）
シー（発展編）
ワークの仕組みや脆弱性についての講習を通して計算機
の利用時の注意点を理解します．学校におけるネットワーク
管理に興味がある方が対象です．報告や広報活動として
ホームページを作成する教員のスキルアップを目指します．

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月2日

龍谷大学

なぜ外国語を学ぶのか?日本の英語教育は本当にグローバ
ルスタンダードに耐えうるのか？本当に英語だけでよいの
K07 東アジア・EUの言語教育政 か？今、日本の外国語教育に欠けているのは将来の社会
策に学ぶ
を見通したグローバルな視点である。近隣の東アジア諸国 脇田 博文（国際文化学部教授）
ー日本の外国語教育への示唆ー （韓国・台湾）及びEUの外国語教育政策を具体的に紹介し、
これを踏まえて日本の英語教育の問題点と改善策について
考える。

滋賀県大津市

龍谷大学

講義：琵琶湖や里山に生息する生物の近年における変動と
現状，環境撹乱に対する個体および生物群集の反応につ 遊磨 正秀（理工学部教授）
K08 環境変化に対する水生生物
いて講義する。
丸山 敦（理工学部講師）
の反応およびその調査方法
実習・演習：水生生物の現地調査，および生物群集解析に 山中 裕樹（理工学部講師）
関する技術を学ぶ。

滋賀県大津市

龍谷大学

HTMLによるホームページ作成の基礎を習得するために，
作成ソフトを使わずにエディタを使って１から自分で作成しま
K09 ホームページの作成とリテ す．また，情報提供者としての基礎知識を含むインターネッ
植村 渉（理工学部講師）
ラシー（初級編）
ト利用におけるリテラシーについても，実習を交えながら習
得します．教育活動の成果報告や広報活動としてホーム
ページを作成する教員のスキルアップを目指します．

龍谷大学

黄金比やフィボナッチ数はひまわりの螺旋など自然現象の
幾何学に姿を現し、正五角形や正十二面体の対称性を形
K10 竹ひごで編む黄金比の幾何 成する。本講習では、教科教育や特別活動のための題材と 山岸 義和（理工学部講師）
学
して、黄金比のさまざまな性質について学ぶ。さらに竹ひご 日詰 明男（理工学部客員教授）
と専用のキットを使って、正十二面体を基調とした構造体を
編む。

滋賀県大津市

滋賀県大津市

滋賀県大津市

滋賀県大津市

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

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052420号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

5,000円

100人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052421号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

小・中・
高等学校（社会）
教諭

5,000円

30人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052422号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

小学校教諭

5,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052423号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

5,000円

平成26年4月3日～
25人
平成26年4月21日

平263042052424号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

教諭

小・中・高等学校
（数学・情報・技
術・工業・理科）
教諭

6,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052425号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

6時間 平成26年8月2日

教諭

中・高等学校（英
語）教諭

5,000円

30人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052426号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

6時間 平成26年8月2日

教諭

幼・小・中・高等・
特別支援学校教
諭

5,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052427号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

6,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052428号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

6,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052429号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

6時間 平成26年8月1日

6時間 平成26年8月2日

6時間 平成26年8月4日

6時間 平成26年8月4日
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教諭

中・高等学校（理
科）教諭

小・中・高等・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭、栄
栄養教諭
養教諭

幼・小・中・高等
教諭
学校、特別支援
養護教諭
学校教諭、養護
栄養教諭
教諭、栄養教諭

幼・小・中・高等
教諭
学校・特別支援
養護教諭
学校教諭、養護
栄養教諭
教諭、栄養教諭

教諭

小・中・高等学校
（数学・理科・美
術・技術・工業・
情報）教諭

平成２６年度（第２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

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4日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

5,000円

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小・中・高等学校
教諭

K13 翻訳を用いた異文化理解・
英語教育の可能性をさぐる

いわゆる「文法訳読法」と「翻訳」は、かならずしも一致する
ものではない。本講義では、映像を含む多様なジャンルの
テクストをじっさいに翻訳してみることで、翻訳という行為を
理解するとともに、そのプロセスの中で発生する諸問題の原 瀧本 眞人（国際文化学部教授）
因および解決法について考察する。さらに、言語と文化の関
わりについての理解を深め、翻訳を言語教育に採り入れる
ことの意義や可能性についても議論する。

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月5日

教諭

K14 初心者のための理科実験
あれこれ

本講座は、大学で学生実験を担当してきた教員による初心
者のための理科実験講座である。①圧電発電、②野菜の絞
り汁を使った pH 指示薬、③混合液体の蒸留による分離、
の３つのテーマを受講する。身近なものを使った実験を行う
ほか、火傷や切り傷などの実験に伴う事故の応急処置など
についても講義する。

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月5日

教諭

龍谷大学

K15 里山問題を考える

講義：里山の歴史と現状および里山の生物多様性につい
て、近畿地方の里山を中心として講義する。人の生活と自
然との関わりの場である里山という空間がどのように機能し
てきたのか、現在の問題がどこにあるのか、考えを深める
宮浦 富保（理工学部教授）
事が期待される。環境教育のテーマとして利用していただき
横田 岳人（理工学部准教授）
たい。
実習：龍谷大学の所有する森林（龍谷の森）とその周辺を対
象として、里山の現状と保全への取り組みを見学し、里山の
生き物の特徴と識別法を学ぶ。

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月5日

龍谷大学

地図の世界が急激に変わりつつあります。国土地理院で
は、精密なデジタル白地図である「基盤地図情報」の整備を
開始し、空中写真のデジタル画像とともに、インターネットを
K16 地図がかわる
通して無償で提供するようになっています。学校教育の幅
-地理情報システムがもたらすも
中川 晃成（理工学部講師）
広い分野で利用できるこれら公共財としての官製の地理情
の報がどのように活用できるのかをともに考えます。地理情報
システムそのものの技術的側面についても、わかりやすく解
説します。

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月5日

K17 発想を転換しやさしく解こう
－三角関数・多項式・複素数－

中学・高校の数学の問題を解くとき直接ガリガリ計算しても
解けるが，ちょっと高度な知識や視点をもとに原理に戻って
考え直すことにより，中学・高校の範囲内の知識をうまく
使っておしゃれに見通しよく解けることが多々ある．大学生
四ツ谷 晶二（理工学部教授）
をみていると，中学・高校で不必要に公式を丸暗記させられ
うろ覚えで誤用している事例にしばしば出会う．教え方に大
いに工夫の余地がある．三角関数・多項式・複素数に関係
したいろんな解法や工夫を紹介する．

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月5日

知的障害者の心理と支援

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

京都府福知山
市

地域・くらし・子育て

現在、京都府北部地域では高齢化と過疎が進んでおりま
す。そのような京都府北部の福祉事情を事例としながら、教
育と福祉の接点について講義する。本講習によって、学校・ 山下 憲昭（大谷大学文学部教授）
福祉・地域のつながりを意識し、社会全体での子育てという
視点にも言及したい。

汎用的な能力をどのように伸ば
すのか？

進学（中学校・高等学校・大学受験）に重心をおきすぎた教
育は、「生きる力」を伸ばすことにつながるのだろうか？むし
ろ社会に出て役に立つ力や問題解決能力を伸ばし、生きて
荒瀬 克己（大谷大学非常勤講師）
いくため、社会に出て働ける力、自立する力を育む教育が
高桑 三男（大谷大学非常勤講師）
必要であろうと考える。このような課題について、京都市の
取り組みを中心に、また具体的事例として「双方向型の授
業」や「探究力の育成」を取り上げ講義・対談する。

龍谷大学

現代の家族は個人化・多様化し、児童・生徒を取り巻く環境
は大きく変化しつつある。こうした現状に対応し、学校現場
K11 現代の家族や青少年の抱え
は、児童・生徒一人ひとりに対応したきめ細やかな、新たな
る問題
渡辺 めぐみ（社会学部准教授）
配慮を行う必要性に迫られている。そのために、家族社会
－家族社会学の知見から－
学の最新の知見を紹介する。具体的には、家族の問題、セ
クシュアリティの多様性などをとりあげる。

龍谷大学

現在、狂言師は大変人気のある現代役者と認識されていま
す。古典世界から離れた活動も積極的です。例えば、新作、
K12 日本伝統芸能の現代化、国 復曲、他のジャンルとのコラボレーション、外国公演、また外
際化：映像と実践で外国の目か 国人の弟子の育成により、狂言の国際化も見えてきました。
サルズ ジョナ（国際文化学部教授）
ら見る狂言の特徴と将来性を探 このクラスでは、現代狂言の魅力、国際化の例について映
る
像を用いて講義を行います。そして、狂言の可能性を実現
するため、狂言の基礎型を学び、イソップ童話などの童話を
劇にする実践を行います。

龍谷大学

龍谷大学

龍谷大学

大谷大学

大谷大学

大谷大学

藤井
下埜
前田
松中

一郎（理工学部助教）
勝（理工学部実験講師）
尚志（理工学部実験講師）
岩男（理工学部実験講師）

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052430号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

5,000円

平成26年4月3日～
30人
平成26年4月21日

平263042052431号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

中・高等学校（英
語）教諭

5,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052432号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

小・中学校（理
科）教諭

6,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052433号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

幼・小・中・高等・
教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

5,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052434号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

教諭

小・中・高等学校
教諭

5,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052435号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

教諭

中・高等学校（数
学）教諭

5,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052436号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

6時間 平成26年6月28日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校 教諭

5,000円

60人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平263039450912号

075-411-8476

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

京都府福知山
市

6時間 平成26年6月29日

教諭

小学校・中学校・
高等学校 教諭

5,000円

100人

平成26年3月16日～
平成26年6月20日

平263039450913号

075-411-8476

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

京都府京都市

6時間 平成26年7月20日

教諭

小学校・中学校・
高等学校 教諭

5,000円

150人

平成26年3月16日～
平成26年6月20日

平263039450914号

075-411-8476

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

滋賀県大津市
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平成２６年度（第２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

英語授業力改善講座～生徒が
京都外国語大学
輝く授業（１）

講習の概要

最新の第二言語習得理論及び日本における外国語教育の
成果に基づいた4技能（Listening, Reading, Speaking,
Writing）の効果的な指導のあり方について講習を行う。さら
に、指導と評価の一体化を促進するために、英語科におけ
る評価及びテストについても講座を開設する。 また上記の
指導全般に関して、受講生には、「英語授業改善診断シー
ト」に基づく授業改善の方策を講習する。

担当講師

齋藤
鈴木
杉本
吉田

栄二（京都外国語大学
寿一（京都外国語大学
義美（京都外国語大学
真美（京都外国語大学

講習の開催地

教授）
教授）
教授）
准教授）

京都府京都市

京都府京都市

平成26年8月1日～
12時間
平成26年8月2日

栄二 （京都外国語大学 教授）
義美 （京都外国語大学 教授）
京都府京都市
真佐夫（京都外国語短期大学 准教授）
笑子 （立命館大学 教授）

平成26年8月4日～
12時間
平成26年8月5日

英語授業力改善講座～生徒が
京都外国語大学
輝く授業（2）

小学校英語指導力向上講座～
京都外国語大学 子どもが輝く小学校英語活動を
目指して

指導者の授業力アップのための方策を8つの視点に基づい
てworkshop形式等で紹介し、指導者が本講座修了後の外
国語活動の授業で活用できるようにサポートする。また、実
際の授業場面でのデジタルコンテンツ等の活用についても
講習を設定する。さらに、上記のことを包括的に扱う「小学
校外国語活動授業分析シート」を提示し、それに基づく授業
のあり方を提案していく。

京都造形芸術大 コミュニケーション・スキルアップ
学
の３日間！

人が人との間で生きていくために、最も重要なツールである
コミュニケーション。教員にも、子どもたちにとっても大切なコ
ミュニケーション能力のあり方・育て方について学びます。心
理学を応用したワークショップで、コミュニケーションの力を
実感。化石を観察、推理し、それを「発見」と「伝達」につな
ぐ。そして会話を基本とした美術作品やマンガ作品の鑑賞
体験をとおして、みる、考える、話す、聞く力をアップ！

龍谷大学

中世鎌倉期に活躍した親鸞の仏教思想（浄土真宗）に関し
て、その人間観を中心に講義をする。特に、親鸞の門弟唯
円房が著したとされる『歎異抄』第三条に記される「悪人正 杉岡 孝紀（文学部教授）
機（説）」の意義について、思想的・歴史的な考察を行いま
す。

龍谷大学

龍谷大学

龍谷大学

龍谷大学

龍谷大学

R01 親鸞の仏教思想の特徴

伊達隆洋（芸術学部准教授）
大野照文（京都大学総合博物館教授）
北野諒（芸術学部講師）
京都府京都市
岡崎大輔（株式会社阪急阪神ビジネスアソシエ
イト）

日本における差別思想の原形は、古代・中世を通じて形成
されましたが、仏教がこれを助長する役割を果たしてきた事
実は否定できません。しかし、その一方で仏教は、その差別
R02 仏教思想から見る「差別」と を乗り越え、仏教的平等思想とも言うべき教えを日本社会 中川 修（文学部教授）
「平等」の日本歴史
に定着させてきたことも事実です。この講習では、日本文化 中西 直樹（文学部教授）
と密接な関係をもつ仏教思想の視点から、日本古代から中
世に至るまでの「差別」と「平等」の歴史を概観します。

フリーソフト「GRAPES」を用いると、関数のグラフを簡単に
描くことができ、数学を視覚化できる。本講習では、まず
R03 数学教育・授業力UP講座
「GRAPES」の基本機能を紹介し、簡単な教材作成を行う。
（１）グラフツールを用いて数学を 次に、「GRAPES」を授業での活用の事例を紹介する。中・高
大西 俊弘（理工学部准教授）
視覚化しよう フリーソフト
の数学科教員で、テクノロジーの利用に興味はあるが、今
「GRAPES」入門
まで取り組んだ経験のない方（初心者）を対象とする。但し、
高校の内容を題材として用いるので、中学校の教員はその
点を了解した上で受講していただきたい。
英語でコミュニケーションをするとき、自分の意思を相手に
はっきり伝えるには正確に発音することが大切である。日本
R04 英語発音指導の理論と実践
語母語話者によくみられる発音の誤りを知り、英語の発音
–小学校でのコミュニケーション活
松村 省一（国際文化学部教授）
の基礎になる音を効果的に指導する方法について考える。
動の活性化のために–
また、教員のための発音クリニックも行う。

私たちの社会は自由主義社会ですが、未成年である子供た
ちには自由は認められていません。自由主義社会における
自由とは、自己決定の権利を指し、成人にしか認められて
F01 自由主義社会における正し いません。自己決定の権利は、正しさを判断できることを条
加藤 正浩（経営学部教授）
さの判断基準
件として認められます。では、自由主義社会において、正し
さは、どのように判断するのでしょうか。このことについてと
もに考え、議論し、子供たちに対する教育に反映させていた
だくことができればと考えています。

F02 二十・十二面体の紙工作と
五芒星の籠

講習の期間

平成26年8月1日～
18時間
平成26年8月3日

最新の第二言語習得理論及び日本における外国語教育の
成果に基づき、Inputを重視した英語授業のあり方、効果的
なoutput指導の工夫、及び技能を統合した実際の英語
鈴木 寿一（京都外国語大学 教授）
Communication能力を育成できる授業展開及び指導のあり
杉本 義美（京都外国語大学 教授）
方に焦点を当てた講座を開設する。上記の指導全般に関し
て、受講生には、「英語授業改善診断シート」に基づく授業
改善の方策を講習する。

齋藤
杉本
相川
湯川

時間数

黄金比やフィボナッチ数はひまわりの螺旋など自然現象の
幾何学に姿を現し、正五角形や正十二面体の対称性を形
成する。本講習では、教科教育や特別活動のための題材と 山岸 義和（理工学部講師）
して、黄金比のさまざまな性質について学ぶ。さらに二十・ 日詰 明男（理工学部客員教授）
十二面体のジグを用いて、五芒星を組み合わせた籠状の
幾何学構造体を製作する。

18時間

平成26年8月1日～
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

外国語を担当す
る教員及び小学
校外国語活動を
担当する教員

18,000円

60人

平成26年5月7日～
平成26年5月16日

平263039651278号

075-322-6764

http://www.kufs.ac.
jp

教諭

外国語を担当す
る教員及び小学
校外国語活動を
担当する教員

12,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月16日

平263039651279号

075-322-6764

http://www.kufs.ac.
jp

教諭

外国語を担当す
る教員及び小学
校外国語活動を
担当する教員

12,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月16日

平263039651280号

075-322-6764

http://www.kufs.ac.
jp

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力
を磨きたい、子ど
もたちにｺﾐｭﾆｹｰ
教諭
ｼｮﾝの大切さを伝
20,000円
養護教諭 えたいと願ってお
られる全ての教
諭および養護教
諭

60人

平成26年3月16日～
平成26年7月16日

平263040550989号

075-791-9122

http://acop.jp/

京都府京都市
下京区

6時間 平成26年7月31日

教諭

中・高等学校（社
会）教諭

5,000円

50人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052401号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

京都府京都市
下京区

6時間 平成26年7月31日

教諭

小・中・高等学校
（社会・宗教）教
諭

5,000円

50人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052402号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

京都府京都市
下京区

6時間 平成26年7月31日

教諭

中・高等学校（数
学）教諭

5,000円

40人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052403号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

京都府京都市
下京区

6時間 平成26年7月31日

教諭

小学校教諭

5,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052404号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

京都府京都市
伏見区

6時間 平成26年8月1日

教諭

小・中・高等学校
教諭

5,000円

25人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052405号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

教諭

小・中・高等学校
（数学・理科・美
術・技術・工業・
情報）教諭

6,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052406号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

京都府京都市
伏見区

6時間 平成26年8月1日
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平成２６年度（第２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

龍谷大学

小６算数で最大公約数を求めることを教え，中３数学で素因
数分解を教えている．自然数が巨大になると素因数分解自
体は極めて困難となる．これを逆用が暗号に利用されてい
F03 ユークリッド互除法と不定方 る．しかし，2つの自然数の最大公約数を求めることは容易
四ツ谷 晶二（理工学部教授）
程式
で，約2300年前の「ユークリッド原論」に書かれている互除
法とよばれる最古・最強の計算法がある．互除法を直感的
に説明することから始め，最終的には整数解を求める不定
方程式の解法までを説明する．

京都府京都市
伏見区

6時間 平成26年8月1日

教諭

中・高等学校(数
学)教諭

5,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052407号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

現在、狂言師は大変人気のある現代役者と認識されていま
す。古典世界から離れた活動も積極的です。例えば、新作、
F04 日本伝統芸能の現代化、国 復曲、他のジャンルとのコラボレーション、外国公演、また外
際化：映像と実践で外国の目か 国人の弟子の育成により、狂言の国際化も見えてきました。
サルズ ジョナ（国際文化学部教授）
ら見る狂言の特徴と将来性を探 このクラスでは、現代狂言の魅力、国際化の例について映
る
像を用いて講義を行います。そして、狂言の可能性を実現
するため、狂言の基礎型を学び、イソップ童話などの童話を
劇にする実践を行います。

京都府京都市
伏見区

6時間 平成26年8月1日

教諭

小・中・高等学校
教諭

5,000円

30人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052408号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

幼稚園～小学校低学年の造形表現・図画工作に係る実技
並びに鑑賞を、以下の４コマを通して共に学び合う。
①画材講習（クレヨン・パスの基礎とそれらを使って遊ぶ技
F05 幼年美術（幼稚園「造形表 法を学ぶ）
羽溪 了（短期大学部教授）
現」・小学校低学年「図画工作」） ②実技講習Ⅰ（絵の具遊びからのイメージを広げよう）
③実技講習Ⅱ（視覚イメージの言語化を試みよう）
④絵を読む（受け持つ園児・児童の絵画を持ち寄り、保育・
教育を話し合おう）

京都府京都市
伏見区

6時間 平成26年8月1日

教諭

幼稚園・小学校
教諭（低学年）

5,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052409号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

教諭

小・中学校(社会)
教諭

5,000円

平成26年4月3日～
36人
平成26年4月21日

平263042052410号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

小・中・高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭
校、養護教諭、栄
栄養教諭
養教諭

5,000円

100人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052411号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

6,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052412号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

小学校社会科における身近な地域の観察・調査や、中学校
社会科地理的分野における身近な地域の学習は学習指導
要領の内容に明記されています。しかし各学校での実践に
当たっては、調査・発表をどのように進めるのか、教材化の
岩田 貢（法学部教授）
視点を何に設定すればよいか等の課題が指摘されます。そ
こで受講生自身が、龍谷大学深草学舎付近の地域を対象
として、観察や調査の対象とする事例を見つけ、教材化を試
みる活動を行います。

京都府京都市
伏見区

龍谷大学

F06 社会科で行う地域調査

6時間 平成26年8月2日

龍谷大学

①新聞記事、報道写真、統計・グラフなどは、客観的な真実
と思い込んでいる人が多い。しかし、確かな判断をするに
は、それらを批判的に読み解く能力が必要である。「ニセ科
F07 「メディア・リテラシー」＆「著
学」の危険性についても触れながら、「メディア・リテラシー」
作権」入門講座
とは何かについて紹介する。
大西 俊弘（理工学部准教授）
あなたも騙されていませんか？
②学校教育では、知らないうちに著作権法に違反している
違反していませんか？
ことが多い。どのような場合が違反なのか、具体的な事例を
挙げて紹介する。
（①：②＝３：１の時間配分を予定）

京都府京都市
伏見区

龍谷大学

ひまわりの種に規則正しく番号を振るには、どうすればよい
だろうか。ひまわりの螺旋の数は、フィボナッチ数や黄金比
F08 ひまわりのタイリングと葉序
山岸 義和（理工学部講師）
で表現される。本講習では、教科教育や特別活動のための
の折り紙
日詰 明男（理工学部客員教授）
題材として、黄金比のさまざまな性質について学び、さらに
その応用として、葉序の折り紙タワーを製作する。

京都府京都市
伏見区

6時間 平成26年8月2日

教諭

小・中・高等学校
（数学・理科・美
術・技術・工業・
情報）教諭

龍谷大学

F09 視点をかえた解法とその応
用 －数列・微積分－

中学・高校の数学の問題を解くとき直接ガリガリ計算しても
解けるが，ちょっと高度な知識や視点をもとに原理に戻って
考え直すことにより，中学・高校の範囲内の知識をうまく
使っておしゃれに見通しよく解けることが多々ある．中学・高
四ツ谷 晶二（理工学部教授）
校で不必要に公式を丸暗記させられうろ覚えで誤用してい
る事例にしばしば出会う．教え方に工夫の余地が大いにあ
ると思われる，数列・微積分に関係したいろんな解法・工夫
について紹介する．

京都府京都市
伏見区

6時間 平成26年8月2日

教諭

中・高等学校（数
学）教諭

5,000円

20人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052413号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

女性の働き方の変遷とそれに伴う女性の労働問題という労
働経済学的側面と、家族のケアや家事のあり方やその担い
手が変わってきたことによる家族（世帯）の問題という家族
F10 女性の就労と家族の経済学
金子 裕一郎（経済学部講師）
の経済学的側面を橋渡しする。「夫は外、妻は家庭」という
性別役割分業意識の解消傾向と、近年の回復の動きを考
える。

京都府京都市
伏見区

6時間 平成26年8月4日

教諭

小・中学校・高校
（社会）教諭

5,000円

70人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052414号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

フリーソフトウェア「GeoGebra」で平面図形を描くと、幾何学
的な性質を保持したまま変形することができる。この機能を
用いて、図形の動的な見方を養い、変形によっても不変な
F11 数学教育・授業力UP講座
性質を探究することが可能となる。
（２）動的幾何ソフトを用いて図形
本講習では、「GeoGebra」の基本機能を紹介し、簡単な教 大西 俊弘（理工学部准教授）
を探究しよう フリーソフト
材作成と授業での活用事例を紹介する。中学校と高校の両
「GeoGebra」入門（図形編）
方の内容を扱う。中・高の数学科教員で、テクノロジーの利
用に興味はあるが、今まで取り組んだ経験のない方を対象
とする。

京都府京都市
伏見区

6時間 平成26年8月4日

教諭

中・高等学校（数
学）教諭

5,000円

40人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052415号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

龍谷大学

なぜ外国語を学ぶのか?日本の英語教育は本当にグローバ
ルスタンダードに耐えうるのか？本当に英語だけでよいの
F12 東アジア・EUの言語教育政 か？今、日本の外国語教育に欠けているのは将来の社会
策に学ぶ
を見通したグローバルな視点である。近隣の東アジア諸国 脇田 博文（国際文化学部教授）
ー日本の外国語教育への示唆ー （韓国・台湾）及びEUの外国語教育政策を具体的に紹介し、
これを踏まえて日本の英語教育の問題点と改善策について
考える。

京都府京都市
伏見区

6時間 平成26年8月4日

教諭

中・高等学校（英
語）教諭

5,000円

30人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052416号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

6時間 平成26年8月2日
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

高度経済成長を続ける巨大国家・中国の存在感が国際社
会で高まっている。中国の大国化について中国人自身はど
のようなイメージをもっているのか。イメージと現実のギャッ
プはどうか。大国化のために乗り越えなければならない
西倉 一喜（法学部教授）
ハードルは何か。中国の大国化は東アジア、さらに世界に
どのような影響を与えるのか。日本をはじめとする周辺国や
現在の超大国・米国との関係はどうなるのかを国際関係論
的なアプローチで多角的に論じる。

龍谷大学

F13 台頭する中国と世界

龍谷大学

本講習では、「GeoGebra」の関数グラフ描画機能とデータ処
理（統計）機能を紹介し、それらを用いて授業での活用事例
F14 数学教育・授業力UP講座
を紹介し、簡単な教材作成を行う。事例紹介では、中・高両
（３）グラフを動かしてみよう、デー 方の題材を扱うが、高校の題材の比重が高い。中・高の数
大西 俊弘（理工学部准教授）
タの分析を行おう フリーソフト
学科教員で、テクノロジーの利用に興味はあるが、今まで取
「GeoGebra」入門（関数・統計編） り組んだ経験のない方を対象とする。なお、本講習単独で
の受講は原則として不可で、「GeoGebra」の基本操作を学
ぶ「図形編」の講習を先に受講することが望ましい。

龍谷大学

F15 教育現場でよりよき関係性
や合意を形成するために

京都聖母女学院
学校における食育の推進
短期大学

大阪市立大学

この講習は、教育現場の多様なステークホルダー（教師同
士、保護者、地域の人など）の対話や議論を活性化させ、納
深尾 昌峰（政策学部准教授）
得を伴う合意形成に導いていく知識やスキルを身につける
村田 和代（政策学部教授）
ことを目的とする。具体的には、議論やワークショップの構
土山 希美枝（政策学部准教授）
造について学び、ファシリテート能力やファシリテーショング
ラフィックについて実習を交え習得する。
児童生徒や家庭の現状を捉えることから課題を見出し、学
校における食育の在り方と効果的な進め方について理解す
る。
特に、他の教職員との連携や全体計画の立て方等、食育の
推進上必要となる事項について実践的に学び、また食文化
の
継承と発展の視点から具体的な食育の進め方を考える。

講習の開催地

前半では、子ども部屋のあり方、リビングでの勉強等、住ま
いにおける子どもの居場所について検討する。また、忙しく
なっている現代の子どもの放課後の過ごし方、遊び場等に
ついて、現状と課題を考える。後半では、我が国における、 小伊藤 亜希子（生活科学研究科 教授）
市民が主人公の様々なまちづくりについて、ここ数十年の発 藤田 忍 （生活科学研究科 教授）
展をたどり、特に公園づくりワークショップやまちづくり的な
住まいづくり（コーポラティブ住宅）の中での子どもの位置づ
けや役割について説明する。

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

京都府京都市
伏見区

6時間 平成26年8月5日

教諭

中・高等学校（社
会）教諭

5,000円

50人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052417号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

京都府京都市
伏見区

6時間 平成26年8月5日

教諭

中・高等学校（数
学）教諭

5,000円

40人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052418号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

6時間 平成26年8月5日

幼・小・中・高等
教諭
学校、特別支援
養護教諭
学校、養護教諭、
栄養教諭
栄養教諭

5,000円

50人

平成26年4月3日～
平成26年4月21日

平263042052419号

075-283-0143

http://www.ryukoku.
ac.jp

6時間 平成26年8月5日

小学校、中学校、
給食センター等に
栄養教諭
勤務する栄養教
諭

6,000円

15人

平成26年3月20日～
平成26年6月20日

平263523251778号

(075)643-6781

http://www.seibo.ac
.jp/

6,000円

100人

平成26年4月14日～
平成26年5月30日

平262005251718号

京都府京都市
伏見区

古田 薫（生活科学科 教授）
西 彰子（生活科学科 准教授）
京都府京都市
岸田 蘭子（京都市立広沢小学校 校長/京都
市小学校家庭科研究会 会長）

グローバリゼーションや少子高齢化への政策対応が地方政
府に求められている。しかし一方で、地方財政は逼迫してい
る。政策の機動性を確保するためには、事務・事業の大胆
な見直しが不可避といえる。本講義では、地方政府が担う
地方財政の見直し－地方分権化
小川 亮 （経済学研究科 講師）
べき機能を再検証し、地方政府の行財政改革へ示唆を与え
に向けて－
惣宇利 紀男 （大阪市立大学名誉教授）
ることを試みる。さらに、日本経済と地方分権ということで、
新しい日本流を見いだすために、地方分権の視野から、そ
の条件をまとめてみたい。その際、地方、とりわけ大阪など
政令指定都市の歴史を振り返りながら検討してみたい。

時間数

大阪府大阪市

6時間 平成26年8月18日

教諭

中学校の社会教
諭・高等学校の
地歴および公民
の教諭

大阪府大阪市

6時間 平成26年8月18日

教諭

全教諭

6,000円

50人

平成26年4月14日～
平成26年5月30日

平262005251719号

大阪市立大学

子どもを育む住まい・まちづくり

大阪市立大学

知識基盤社会やグローバル社会へと急速に移行しつつある
21世紀社会に対する世界の時代認識や経済界のニーズ、
社会･経済環境変化について理解し、それに伴う社会構造
現代社会に求められる能力と人 や組織の変化とその中での個人の位置づけについて考え、
飯吉 弘子（大学教育研究センター 准教授）
間像および教育を考える
そのような21世紀社会に求められる人間像と能力･スキル･
資質等を考え、学校教育（大学教育を含む）で育成するべき
人間像･能力･スキル･資質について考察し、それを実際の
教育現場でどのように育成することができるかを検討する。

大阪府大阪市

6時間 平成26年8月19日

教諭

全教諭

6,000円

50人

平成26年4月14日～
平成26年5月30日

平262005251720号

大阪市立大学

様々な情報、データが氾濫する中で、実験的・調査的研究
の結果を正しく解釈し普遍的な結論を導き出す能力は必須
とされる。また、自然科学・社会科学にかかわらず、科学的
統計学の基礎概念と応用－これ
福井 充 （医学研究科 准教授）
に物事を検討するうえでも統計学的考え方は必須である。
からの数学教育に向けて－
伊達山 正人 （理学研究科 講師）
また、中学校・高等学校の数学においてもこれらの概念に
対する理解が求められている。これらのために必要となる統
計学の概念を実例を通して紹介する。

大阪府大阪市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校・高等学
校の数学教諭

6,000円

50人

平成26年4月14日～
平成26年5月30日

平262005251721号

大阪市立大学

現代社会はグローバルな水準においてだけでなく、多様な
社会領域の水準においても大きな変動期にあるといえる。
本講義では、家族・教育・都市という三つのフィールドを中心
現代社会学への招待－家族・教 に、現在の日本社会で進行している現象を、社会学的観点 進藤 雄三 （文学研究科 教授）
育・都市－
から読み解き、現代の日本社会がいかなる位相に置かれて 笹島 秀晃 （文学研究科 講師）
いるのかを考察する。家族、教育、都市に何が起きている
のか、どのように把握することができるのか。分析を通して
の社会学への招待である。

大阪府大阪市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中学校・高等学
校の教諭

6,000円

50人

平成26年4月14日～
平成26年5月30日

平262005251722号
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開設者名

大阪市立大学

星槎大学

大阪音楽大学

大阪音楽大学

大阪音楽大学

大阪音楽大学

大阪音楽大学

大阪音楽大学

大阪音楽大学

講習の名称

講習の概要

極低温やブラックホールでは我々の日常では想像できない
ような様々な現象が起きている。これらの現象に対して現代
物理学の目を通してわかりやすく解説する。また、日常に存
現代物理学入門－身の周りから 在する光・放射線が引き起こす現象に対しても解説する。こ
極限状態まで－
れらを理解するためには現代物理学の２つの概念、相対性
理論・量子論に対する理解（高等学校の物理の概要を一通
り理解していること）が必要であるが、難解な数学を使うこと
なく、易しく解説する。

担当講師

林 嘉夫 （理学研究科 教授）
中尾 憲一 （理学研究科 教授）
畑 徹 （理学研究科 教授）
杉﨑 満 （理学研究科 准教授）

講習の開催地

時間数

講習の期間

大阪府大阪市

6時間 平成26年8月20日

大阪府大阪市

平成26年8月11日～
18時間
平成26年8月13日

対象職種 主な受講対象者

教諭

中学校・高等学
校の理科教諭

受講料 受講人数

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成26年4月14日～
平成26年5月30日

平262005251723号

平成26年3月17日～
180人
平成26年5月9日

平263000751822号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

50人

06-6605-3504

https://www.connect
.osakacu.ac.jp/kyoin/

世界の教育事情

本講習では、日本に多大な影響を与えてきた欧米やアジア
各国の教育事情を紹介し、学校教育の特徴や方法につい
て学ぶ。また、多文化共生の必要性が強調されている今日
天野 一哉（共生科学部准教授）
の日本において、各国の食習慣の違いや生活のリズムにも
坪内 俊憲（共生科学部准教授）
触れることで、これからの日本の教育に携わるすべての教
員のあるべき姿を考え、且つ、実践するための力を身につ
けることを目的とする。

鑑賞とリンクした創作指導法

学習指導要領における「創作指導」および「共通事項」に関
する講義と演習を合わせた内容です。音楽の構造に着目し
た鑑賞を基盤において、創作指導の考え方の講義と演習を
行い、創作のみなもとを体験します。このことは、指導要領
橋本 龍雄（音楽学部非常勤講師、福井大学教
の「共通事項」の「音楽の要素や仕組み」を理解し、体験す
大阪府豊中市
育地域科学部教授）
ることにつながります。本講習は中学校・高等学校の音楽科
教諭を主な対象としますが、音楽を担当する小学校教諭の
受講も可能です。（指定テキスト「ケチャ・パーティ」（800円）
をお持ちでない方は、当日に別途購入していただきます。）

6時間 平成26年6月21日

教諭

中学校・高等学
校の音楽科教諭

6,000円

30人

平成26年4月2日～
平成26年4月15日

平263042650610号

06-6334-2251

http://daion.ac.jp

指揮法の基本と実践

基本のリズム（2拍子・3拍子・4拍子）のわかりやすい指揮、
見にくい指揮や、音楽の組み立て、気持ちの伝達について
実践を交えて解説します。最後に簡単なアンサンブルを使
加藤 完二（音楽学部非常勤講師）
いながら、指揮の実技指導及び実技試験を行います。本講
習は中学校・高等学校の音楽科教諭を主な対象とします
が、音楽を担当する小学校教諭の受講も可能です。

大阪府豊中市

6時間

平成26年6月7日、
平成26年6月14日

教諭

中学校・高等学
校の音楽科教諭

6,000円

40人

平成26年4月2日～
平成26年4月15日

平263042650611号

06-6334-2251

http://daion.ac.jp

日本伝統音楽

2002年度から施行された新学習指導要領に基づき、とりわ
け日本の伝統音楽について教育現場でその歴史やジャン
ルをどのように捉え、指導するかといった基礎的な情報が
不足しており、指導者として現在活躍されている方々にとっ
て模索が続いているようです。今回は日本の伝統音楽の歴
史と各楽器の生演奏、そして箏の実技体験を通して、学校
教育における日本の伝統楽器の導入方法等について講義
します。本講習は中学校・高等学校の音楽科教諭を主な対
象としますが、音楽を担当する小学校教諭の受講も可能で
す。

大阪府豊中市

12時間

平成26年7月31日～
平成26年8月1日

教諭

中学校・高等学
校の音楽科教諭

12,000円

45人

平成26年4月2日～
平成26年4月15日

平263042650612号

06-6334-2251

http://daion.ac.jp

合唱指導法

音楽科教科指導に欠かせない合唱指導に関する内容を、
＜指導上の声に関する知識＞＜合唱曲の分析＞＜指導の
実際＞＜合唱の指導法＞の４つの視点から講義、実践を
行います。学ぶ場が限られているこの分野に、さまざまな角
本山 秀毅（大阪音楽大学短期大学部教授）
度からアプローチすることにより合唱指導の問題点と解決
方法を総合的に把握できる講義を目指しています。本講習
は中学校・高等学校の音楽科教諭を主な対象としますが、
音楽を担当する小学校教諭の受講も可能です。

大阪府豊中市

6時間

平成26年7月22日～
平成26年7月23日

教諭

中学校・高等学
校の音楽科教諭

6,000円

130人

平成26年4月2日～
平成26年4月15日

平263042650613号

06-6334-2251

http://daion.ac.jp

リコーダー指導法

今日まで長い間器楽の主要な楽器として扱われてきたリ
コーダーの更なる魅力を探り、生徒達がいきいきと眼を輝か
せる授業の可能性に迫ります。このための最新のリコー
ダー指導及び教材・教具の研究、単元化したリコーダー指 北山 隆（元 音楽学部教授）
導プログラムの研究などを通して、効果的な指導法の実践 北村 俊彦（元 小学校音楽専科教諭）
を図ります。基本指導A,B及びアンサンブルの3タイプの授 小林 幹子（元 中学校音楽科教諭）
業を置き、そのすべてを研修します。本講習は中学校・高等
学校の音楽科教諭を主な対象としますが、音楽を担当する
小学校教諭の受講も可能です。

大阪府豊中市

12時間

平成26年8月18日～
平成26年8月20日

教諭

中学校・高等学
校の音楽科教諭

12,000円

75人

平成26年4月2日～
平成26年4月15日

平263042650614号

06-6334-2251

http://daion.ac.jp

雅楽基礎講座

平安時代、全盛期であった「日本最古のオーケストラ」と言
われる雅楽の演奏に焦点をあてて、学んでいただく講習で
す。管楽器・弦楽器・打楽器の特徴を知り、それらの演奏方
法を学びます。そして、「平調・越天楽」の合奏の楽しさを味
林 絹代（音楽学部非常勤講師）
わっていただきます。本講習は中学校・高等学校の音楽科
教諭を主な対象としますが、音楽を担当する小学校教諭の
受講も可能です。（講習当日に、別途「篳篥」のリード代
（1500円）を徴収します。）

大阪府豊中市

6時間

平成26年8月4日～
平成26年8月5日

教諭

中学校・高等学
校の音楽科教諭

6,000円

40人

平成26年4月2日～
平成26年4月15日

平263042650615号

06-6334-2251

http://daion.ac.jp

打楽器指導法

日常の生活の中には、「ことばのリズム」、「歩行のリズム」
などさまざまリズムがあふれています。金属・木・皮といった
それぞれの打楽器の素材を意識しながら、「リズム」のとら
え方、「リズム」の面白さを感じてみませんか。受講生の皆さ
んが打楽器を打つというシンプルな行為への理解を深め、 北野 徹（音楽学部教授）
子どもたちの豊かな感性を育むことに現場で役立てていた
だくことがこの講座の一番の狙いです。本講習は中学校・高
等学校の音楽科教諭を主な対象としますが、音楽を担当す
る小学校教諭の受講も可能です。

大阪府豊中市

12時間

平成26年8月21日～
平成26年8月22日

教諭

中学校・高等学
校の音楽科教諭

12,000円

30人

平成26年4月2日～
平成26年4月15日

平263042650616号

06-6334-2251

http://daion.ac.jp

星田
片岡
菊武
長江
村上
小牧

一山（音楽学部非常勤講師）
リサ（音楽学部非常勤講師）
厚詞（音楽学部非常勤講師）
浩子（音楽学部非常勤講師）
洋子（音楽学部非常勤講師）
万須美（音楽学部非常勤講師）
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教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

19,000円

平成２６年度（第２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

運動は健康・体力の向上に及ぼす重要なライフスタイル因
子であり，生活習慣病の予防では脳への効果も注目されて
いる。また，スポーツ関連ではその社会的価値から経済的 角田 聡（経済学部 教授）
価値まで幅広い価値を創造するという点が着目されてい
松野 光範（経済学部 准教授）
る。この講習では，運動とスポーツの可能性をからだの生体
応答と広く社会経済に及ぼす影響から考察していく。

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

大阪府吹田市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校、中学校
(保健体育・社
会）、高等学校
（保健体育・公
民）教諭

大阪学院大学

20年後には90億に達すると言われる人口爆発は、資源、エ
ネルギー、環境に大きな影響を及ぼし、世界が持続可能で
あるためには一人ひとりが環境の現状と未来を正しく理解
持続可能な社会をめざす環境教
し、環境に配慮した行動を身につける必要がある。講義を 三輪 信哉( 国際学部 教授）
育
通じて環境に関する理解を深め、受講者によるワークショッ
プを行い、総合的な学習や生徒指導等における 環境教育
のあり方について理解を深める。

大阪府吹田市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭(全
教科）

6,000円

50人

平成26年3月16日～
平成26年6月20日

平263042751767号

06-6381-8434
（代表）

http://www.osakagu.ac.jp/

大阪学院大学

グローバル化が進み、一つの国や地域という文脈だけで物
事を捉えることができなくなり、複雑で多様な現実と向き合
い、柔軟に対応できる人材の育成が求められている。世界
異文化理解のための外国語教育 には多種多様な言語や文化が存在することを再確認し、
神谷 善弘(外国語学部 准教授）
を考える
小・中・高段階における多言語・多文化が共生するグローバ
ル社会に対応する外国語教育や異文化理解教育の可能性
を考える。受講者同士の意見交換やグループ討論も行うこ
とで理解を深める。

大阪府吹田市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭(全
教科）

6,000円

50人

平成26年3月16日～
平成26年6月20日

平263042751768号

06-6381-8434
（代表）

http://www.osakagu.ac.jp/

大阪府大阪市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

5,000円

30人

平成26年4月17日～
平成26年7月19日

平263043951112号

06-6761-9382

http://www.wilmina.
ac.jp/ojc

中井弘一（国際・英語学部 教授、教員養成セ
ンター センター長）
東條加寿子（国際・英語学部 教授）
大阪府大阪市
夫 明美（大阪女学院短期大学 英語科 准教
授）

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

5,000円

30人

平成26年4月17日～
平成26年7月19日

平263043951113号

06-6761-9382

http://www.wilmina.
ac.jp/ojc

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

12,000円

20人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263045451739号

06-4307-3036

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

6,000円

80人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263045451740号

06-4307-3036

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

教諭

小・中・高等学校
教諭（主に中学校
社会・高等学校
公民）

6,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263045451741号

06-4307-3036

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

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科）
高等学校教諭
（理科）

6,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263045451742号

06-4307-3036

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

大阪学院大学

運動とスポーツの可能性を探る

第一部では、メディアを介した「生の英語表現」を取り上げ、
どのような情報やメッセージを伝え、その背景にどのような
言語文化としての英語表現
文化や発想の違いがあるのかを考え、言語と文化の関係性
中井弘一（国際・英語学部 教授、教員養成セ
-英語の発想・日本語の発想と生 や言葉の力を理解する演習を行う。第二部では、「英語表
大阪女学院大学
ンターセンター長）
き生きとした英語表現活動現の味わい」「英語で表現する楽しみ・創作活動」など英語
東條加寿子（国際・英語学部 教授）
教室での実際的な活動を行い、「英語表現」という言語文化
を体感しながら、明日の授業を展開するための基盤構想力
の育成に努める。
第一部 「発音・音読指導」では、体験型ワークショップを通し
て発音向上のための練習を行うとともに音読指導のヒントに
ついて考える。第二部「リーディング指導」・第三部「文法表
授業指導技術スキルアップ演習：
現指導」では、音と文字をつなぐ演習として、リスニング（音
大阪女学院大学 発音・音読指導、リーディング指
声情報）とリーディング（文字情報）を関連付けたスラッシュ
導、文法表現指導
リーディングの指導法や、中学校や高等学校での指導例を
基に「わかる」「使えるようになる」文法指導のステップを考
える。
大学で２基しかない教育・実験用原子炉を有する近畿大学
の特色を生かし、原子炉を見学し、環境問題・エネルギー問
題を理解する講習を実施する。１日目は、原子炉を見学し、
２日目は放射線の飛跡を見ることができる簡単な霧箱という
装置を作成し、放射線の実習やエネルギー・環境問題に関
する講義を行う。講義を通して、エネルギー・環境問題の指
導の援助や話題提供ができるような実践的な講習を実施す
る。

伊藤 哲夫 (原子力研究所 所長・教授)
伊藤 眞
(原子力研究所 教授)
橋本 憲吾 (原子力研究所 教授)
山西 弘城 (原子力研究所 教授)
松田 外志朗(原子力研究所 准教授)
堀口 哲男 (原子力研究所 講師)
杉山 亘
(原子力研究所 講師)
若林源一郎 (原子力研究所 講師)
芳原 新也 (原子力研究所 講師)

近畿大学

実物の原子炉を視て、エネル
ギー・環境問題を考える

近畿大学

人権をめぐる多様な概念を検証しつつ、大学生や小中学生
の意識調査結果を取り上げ、教育が人権問題に果たす役
割について考える。人権教育については、各学校で全教職
北口 末広 （人権問題研究所教授）
人権及び差別問題と人権教育に 員――教諭はもちろん、養護教諭、栄養教諭を含めて――
奥田 均（人権問題研究所教授）
ついて
が、様々な人権問題の解決に資する教育の大切さを十分に
熊本 理抄（人権問題研究所准教授）
認識したうえで、一体となって取り組むことが要請されてい
る。そのような取り組みを行うための手がかりとなる情報を
提供したい。

大阪府東大阪
市

近畿大学

本講義は，日本の裁判について歴史的に概観したうえで，
近年話題となった刑事・民事・国際法上の裁判や審決を紹
介し，今後の裁判の展望を見通すことを目的とする。具体的
「裁判の歴史と展開—少年・国際・ には，林が不平等条約改正と近代的裁判制度形成の連関
知財」
を，辻本が少年法事件を通じて「子供の成長発達権」（国連
「児童の権利に関する条約」）を、加藤が国際法の基本構造
と国際裁判の事例を、そして、諏訪野が注目すべき近時の
知的財産に関する裁判について講ずる。

大阪府東大阪
市

近畿大学

教室を楽しくする理科

林 真貴子（法学部教授）
諏訪野 大（法学部教授）
辻本 典央（法学部准教授）
加藤 陽（法学部講師）

化学は原子からなる分子によって構成される物質の振る舞
いを理解することに始まり、材料としての応用に至るまで、
人類の活動を物質的側面から支えている。身近な現象が意
外な科学の原理に基づいていることを具体例を示しながら
木村隆良(理工学部教授）
講義、教室で教科内容を生徒に楽しく理解させる理科の演
示実験、体験実験をおこなう。 小・中学校における教科
に沿った事例を多く扱うため、主な受講対象者は小・中学校
教諭とするが、高校教諭も受講可能。

大阪府東大阪
市

大阪府東大阪
市

12時間

平成26年8月6日～
平成26年8月7日

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月6日
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教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

50人

平成26年3月16日～
平成26年6月20日

平263042751766号

06-6381-8434
（代表）

http://www.osakagu.ac.jp/

平成２６年度（第２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
小・中・高教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263045451743号

06-4307-3036

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

教諭

中学校教諭（英
語）・高等学校教
諭（英語）

6,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年5月31日

平263045451744号

06-4307-3036

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

教諭

小・中・高等学校
教諭（主に中学校
社会・高等学校
公民）

6,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263045451745号

06-4307-3036

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

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（数
学）、高等学校教
諭（数学）

6,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263045451746号

06-4307-3036

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

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理
科）、高等学校教
諭（理科）

6,000円

30人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263045451747号

06-4307-3036

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

よくわかる環境教育の基本

環境問題に関する授業は、理科だけでなく、社会科、算数・
数学、国語、家庭科などさまざまな教科で取り入れられるよ
うになっています。また、これからは環境や社会の中で「生
きる力」を育むための環境教育の必要性がますます高まる
藤田 香（総合社会学部教授）
でしょう。そこで、本講義では、環境問題とは何か、環境問
題解決に向けて必要な基礎的な知識や姿勢を学び、環境
の本質を見極め、生徒・児童に適切に伝えるための知識・
技術を身につけます

大阪府東大阪
市

英語教育におけるコミュニケー
ションと文法

英語教育において英語によるコミュニケーション能力の向上
を目指す指導法を概観すると同時に問題点を議論します。
また、英語教員として持っているべき言語学的知識に関す
石井 隆之（総合社会学部教授）
る講義とともに、学生・生徒に対する文法指導の方法論を提
示します。更に、トータルな視座で英語教員の条件を提示
し、理想的な英語教育の在り方を追求します。

大阪府東大阪
市

経済心理学

経済心理学とは、経済学と心理学の境界領域を扱う、新し
い学問分野です。人間や集団の意思決定のクセを知ること
で、より効果的な教育を行うことができるでしょう。本講義で 山根 承子（経済学部講師）
は簡単な実験やアンケートを行いながら、経済心理学を網
羅的に解説します。

大阪府東大阪
市

離散数学

高校数学「数学活用」で取り扱われている離散数学に関す
る内容について理解を深める。「数学と人間の活動」に関わ
る内容として、偽コインを天秤で探し出すパズルやコインの
裏表を当てるゲームを数学的に考察する。「社会生活にお 山下 登茂紀 （理工学部 講師）
ける数理的な考察」に関わる内容として、最短経路探索の
アルゴリズムや2012年ノーベル経済学賞の授賞理由の1つ
である安定結婚問題について取り扱う。

大阪府東大阪
市

地球環境の過去・現在・未来

宇宙の悠久な歴史の中で、約４６億年前に地球が誕生し
ました。大変厳しい原始地球の環境中から多様な生命が生
まれ、今日のような地球環境が形成されてきました。その過
程を概観し、また、主として人間の行動が原因となっておき
日下部 俊男（理工学部教授）
た様々な環境問題の現状を考え、永続可能な人類社会の
建設に必要なものはなにかを物理の立場で考えていきま
す。特に，福島第一原子力発電所の過酷事故に鑑み，放射
線の簡易測定の実習も行います

大阪府東大阪
市

6時間 平成26年8月7日

近畿大学

新たな社会システムに対応した
教育とは

現在は大きな時代の転換期である。時代の転換期にはパラ
ダイム転換が起こり、私たちの価値観や考え方を大きく変え
る必要が生ずる。自発性や自律性を前提としたネットワーク
社会・協力社会に向かっているが、こうした変化の中で教育
久 隆浩（総合社会学部教授）
や学級運営はいかにあるべきかを検討する。対話型授業、
アクティブ・ラーニングが求められるようになったのもこうした
変化の一環であるが、児童・生徒の自発性を高める教育に
ついて考えてみたい。

大阪府東大阪
市

6時間 平成26年8月7日

教諭
小・中・高教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263045451748号

06-4307-3036

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

近畿大学

健全な食生活は子どもの健康の維持増進に不可欠である。
また、子どもの食生活の現状を把握し、食教育（食育）の目
標やねらいを設定し、家族や地域の人々を巻き込んで地域
川西正子(農学部准教授)
食環境の現状と学校における食 全体の食育を実施、評価、改善することが望まれる。さら
森山達哉(農学部准教授）
育
に、食物アレルギー等に関しても現状を理解し、学校現場で
郡 俊之(農学部講師)
の課題や対策の理解が望まれる。そこで、これらを実践する
ための、現状把握・食環境の現状、食育実践、食リスクに関
する講義・演習を行う。

大阪府東大阪
市

6時間 平成26年8月7日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263045451749号

06-4307-3036

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

6,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263045451750号

06-4307-3036

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

6,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263045451751号

06-4307-3036

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

6,000円

平成26年4月1日～
40人
平成26年5月31日

平263045451752号

06-4307-3036

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

近畿大学

近畿大学

近畿大学

近畿大学

近畿大学

近畿大学

現在、中学校・高等学校における投資教育導入の必要性が
議論されている。本講習の前半では、会計学関連の事項を
取り上げ、財務諸表の仕組み、読み方等について検討し、
生徒に投資教育の重要性を伝えられるようにする。
社会人として知っておきたい会計 また、後半では、所得税を取り上げ、その納税義務者の多く 和田 博志（経営学部教授）
と税務
が給与所得者であることから、給与所得者に対する所得課 中野 浩幸（経営学部教授）
税について検討する。租税教育等の授業において現行の
課税ルールを理解することで、あるべき税制について議論
できるようにする。

児童・生徒に対する医薬品の適正使用に関する知識の普
及や啓発を効果的に提供できるよう、「くすり」の安全性、有
害性および薬物乱用に関連した現代社会における諸問題
について学習する。また、「くすり」と「栄養補助食品」の違い 中村武夫（薬学部教授）
を取り上げるとともに、児童・生徒の健全な心身を育む手助 伊藤栄次（薬学部教授）
けができるよう、正確な知識・情報に基づいた使い方を学
細見光一（薬学部准教授）
ぶ。講習ではスモールグループディスカッションを通して、受
講者自らが積極的に討論に参加し、その結果をパワーポイ
ントを用いて発表する。

近畿大学

くすりのリスクと社会的課題

近畿大学

小中高校の理科教育において有用な、最新の生物学、生
命科学の知識を講義する。講習の概要は、重金属元素や
放射性物質が生体へ及ぼす影響と脳神経系の仕組みに関 山崎秀夫（理工学部教授）
生命の仕組みと化学物質の役割
する基礎的知識を解説する。さらに、脳疾患と治療薬開発 福嶋伸之（理工学部准教授）
の実例を紹介し、生命科学研究がどのように応用されてい
るのかを解説する。

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月7日

6時間 平成26年8月7日

大阪府東大阪
市

6時間 平成26年8月8日

大阪府東大阪
市

6時間 平成26年8月8日

大阪府東大阪
市

6時間 平成26年8月8日
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教諭

小・中・高等学校
教諭（主に中学校
社会・高等学校
公民、商業）

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科）
高等学校教諭
（理科）

平成２６年度（第２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

本講習は文芸学の範疇で受講者に「文学・芸術・文化につ
いての良き解説のヒント」を提供することを目標にしていま
す。具体的には、日本近現代文学、ビジュアルデザインにお
教員のための文芸学の楽しみ方 ける表現の国際性、現代社会の文化、イギリス文学をテー
マに取り上げます。本講習を受講することで教室で還元可
能な「児童、生徒に文学・芸術・文化のあり様を解説する力」
を補強、拡大することができます。

担当講師

大澤 聡 （文芸学部講師）
安 起瑩（文芸学部准教授）
山下 雅之（文芸学部教授）
藤澤 博康（文芸学部准教授）

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

06-4307-3036

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

教諭
幼・小・中・高教
養護教諭 諭、養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263045451754号

06-4307-3036

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

幼・小・中・高等
教諭
学校教諭、養護
養護教諭
教諭

6,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263045451755号

06-4307-3036

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

中学校・高等学
校教諭／主として
英語

6,000円

20人

平成26年5月26日～
平成26年6月13日

平263045852509号

072-839-9106

http://www.setsunan
.ac.jp/

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月26日～
平成26年6月13日

平263045852510号

072-839-9106

http://www.setsunan
.ac.jp/

6時間 平成26年7月29日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭／
英語

6,000円

20人

平成26年5月26日～
平成26年6月13日

平263045852511号

072-839-9106

http://www.setsunan
.ac.jp/

大阪府寝屋川
市

6時間 平成26年7月30日

教諭

中学校・高等学
校教諭／主として
英語

6,000円

20人

平成26年5月26日～
平成26年6月13日

平263045852512号

072-839-9106

http://www.setsunan
.ac.jp/

大阪府寝屋川
市

6時間 平成26年7月30日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

20人

平成26年5月26日～
平成26年6月13日

平263045852513号

072-839-9106

http://www.setsunan
.ac.jp/

平成24年度より全国の中学校において、武道の必修化が
実施された。武道の中でも特に柔道は指導が難しく、怪我
中学校武道必修化に関わる柔道
大阪府寝屋川
や事故のないように指導することが求められる。そこで、柔 横山 喬之（学生部スポーツ振興センター講師）
の安全指導法
市
道の安全な指導や授業展開をメインとして、講義と実技に
よって講習を行う。

6時間 平成26年7月31日

教諭

中学校・高等学
校教諭／主として
保健体育

6,000円

20人

平成26年5月26日～
平成26年6月13日

平263045852514号

072-839-9106

http://www.setsunan
.ac.jp/

教諭

中学校教諭／社
会、高等学校教
諭／地理歴史

6,000円

平成26年5月26日～
40人
平成26年6月13日

平263045852515号

072-839-9106

http://www.setsunan
.ac.jp/

大阪府東大阪
市

6時間 平成26年8月8日

身近な地域の調査と防災

①河内平野を事例として、身近な地域の土地の生い立ち、
自然的・人為的な地形変遷、現在の土地利用を地学・地理
学・歴史学的分野の資料を使って調べる手法を解説しま
辰己 勝（教職教育部教授）
す。②主として近畿地方で発生した水害・地震災害の事例
鈴木 一久（教職教育部教授）
を示しながら、その発生要因や復興計画を検討します。③
戸井田 克己（総合社会学部教授）
受講者に自宅周辺や校区での土地の変遷や、自然災害の
状況を提示してもらい、具体的な災害に対する防災教育の
あり方を探っていきます。

大阪府東大阪
市

6時間 平成26年8月8日

アメリカ文化事情

アメリカ合衆国の時事問題とその歴史背景への理解を深
め、ハリウッド映画やポピュラー音楽などの大衆文化や、新
聞記事等を教材として活用することを目指す。現代アメリカ
鳥居 祐介(外国語学部准教授）
事情の理解に不可欠な「保守」「リベラル」概念の確認から
はじめ、いくつかの映画や音楽の実例を、それぞれの時代
背景と共に学ぶ。

大阪府寝屋川
市

6時間 平成26年7月28日

教諭

摂南大学

教育現場に生かす健康科学

わが国では交通手段の発達や家事の利便化などによる身
体活動量の低下や食生活の欧米化、更に多様化した社会
情勢の中、生活習慣病やメンタルヘルスの不調など心身の
健康を害する人口が増加している。これらは成人のみなら
大阪府寝屋川
ず青少年へも影響が及んでおり，予防・改善策を講じる必 藤林 真美（学生部スポーツ振興センター講師）
市
要があろう。
本講座では、心身共に健康な生活を送るための基本である
食事や睡眠、そして運動など健康一般について、最新の知
見を盛り込んだ話題を提供する。

6時間 平成26年7月28日

摂南大学

・「初めての外国語を音から学ぶ」ことを教員自らが体験す
る。
小学校英語：具体的な教室学習 ・意味ある目的のために外国語を「使える」ようになるため
活動から、外国語学習の最新研 の多様な学習活動を体験し、授業への取り入れ方を学ぶ。 齋藤 安以子（外国語学部教授）
究まで
・長期的な学習目標を達成するための授業計画を考える。
・他校での実践例から学ぶ。
・他教科・他学年との連携方法を考える。

大阪府寝屋川
市

摂南大学

英語教材活用法：様々な素材で
鍛える語彙と読解

学習者の総合的な英語力を高めるためには、インプット量を
増やすことが欠かせない。本講座では、読解と語彙に焦点
を当て、背景となる理論を学ぶと同時に、（絵）本・雑誌・新 松田 早恵（外国語学部准教授）
聞・映画・ゲームなど様々な素材を用いて、学習者の興味を
引きつつインプットを増やすための実践法を考える。

摂南大学

タグラグビー指導法

タグラグビーは、学習指導要領の解説ではサッカー、バス
ケットボールなどと同様にゴール型ゲームの一つとして位置
づけられ、保健体育の教科指導だけでなく、経験や能力に
関係せずに、スポーツを始めたばかりの小学生や、小・中・
内部 昭彦（学生部スポーツ振興センター特任
高等学校の特別活動などにも活用しやすいのが特徴であ
助教）
る。
本講座では、単にスポーツとしての楽しみだけではなく、
ルールの遵守、コミュニケーション能力、協調性なども同時
に指導できるよう実技形式で紹介する。

摂南大学

摂南大学

ＵＲＬ

平263045451753号

外国にルーツある子どもたちの
理解への基本

摂南大学

電話番号

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

人びとのルーツや背景が多様化する社会の中で、教育現
場もその影響を受けている。従来の外国人に加え、ニューカ
マーと言われる人々の子どもたちが日本社会で今後も増加
することが予想される。この講義ではこうした状況を受けて、
外国にルーツある子どもたちへの理解の基本的な知識や姿 リリアンテルミハタノ（総合社会学部准教授）
勢について学び、日本の学校や外国人学校現場がどのよう
な課題に直面しているのかを共有し、多様な背景の子ども
たちを念頭に置いて教育システムを整備・改善していくうえ
で何が必要かを協働でさぐる。

近畿大学

認定番号

40人

6時間 平成26年8月8日

近畿大学

受講者募集期間

6,000円

大阪府東大阪
市

近畿大学

小・中・高等学校
教諭（主に中学校
社会・国語・美
術、高等学校国
語・地理歴史・公
民・美術）

受講料 受講人数

日本の女性史を学ぶ

日本史教科書の中で女性の存在感は薄い。卑弥呼や北条
政子などの例外はあるが、概してその時代の中で女性の記
述は多くない。この講義ではこうした状況の中でどのような 牧田 勲（法学部教授）
アプローチを取れば歴史の中で女性の果たした役割を浮き
上がらせることができるのか。その方途を探ることにしたい。

大阪府寝屋川
市

6時間 平成26年8月1日
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教諭

平成２６年度（第２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

人間の経済活動は自然環境を破壊し環境問題を引き起こし
てきましたが、産業革命以来の資本主義経済と大量消費社
会は、質的にも量的にも環境問題を激化させてきました。20
環境経済学入門～環境問題と経 世紀後半より、環境と経済の調和、持続可能な発展という
野口 義直（経済学部准教授）
済の関わりについて考える～
概念が強調されています。また環境政策のもとに経済政策
を統合させる試みも始まっています。自然環境と人類の経
済活動の関わりについて歴史的にふりかえり、環境問題の
原因と解決の方策を考察してみたいと思います。

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

小学校・中学校
教諭／社会、高
等学校教諭／公
民

6,000円

40人

平成26年5月26日～
平成26年6月13日

平263045852516号

072-839-9106

http://www.setsunan
.ac.jp/

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月26日～
平成26年6月13日

平263045852517号

072-839-9106

http://www.setsunan
.ac.jp/

大阪府寝屋川
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校教諭／社
会、高等学校教
諭／公民・商業

6,000円

40人

平成26年5月26日～
平成26年6月13日

平263045852518号

072-839-9106

http://www.setsunan
.ac.jp/

大阪府寝屋川
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校・高等学
校教諭／理科

6,000円

20人

平成26年5月26日～
平成26年6月13日

平263045852519号

072-839-9106

http://www.setsunan
.ac.jp/

摂南大学

身近な器具を用いて、さまざまな自然現象を示し、視覚を通
して理解を促す卓上実験を紹介する。講習は「重力と運動」
「浮力」「圧力・温度・仕事とエネルギー」の３つのテーマを行
身近な自然現象でみる物理学実
い、各々、解説＋実験＋ディスカッションで構成する。専門
験
分野でない方が受講しても、身の回りの自然現象を物理的
に理解する思考を養う。一つの理解から次の疑問へ発展す
ることで、今後の教育に役立つ内容である。

修（理工学部教授）
美博（理工学部教授）
昌憲（理工学部准教授）
篤志（理工学部講師）
裕子（理工学部講師）

大阪府寝屋川
市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校・高等学
校教諭／理科・
工業・技術

6,000円

20人

平成26年5月26日～
平成26年6月13日

平263045852520号

072-839-9106

http://www.setsunan
.ac.jp/

摂南大学

本講習では、中・高等学校で学ぶ科学技術が、現代社会へ
どのようにつながっているのか簡単な理科実験を基礎とし
て紹介する。持続可能な社会を築くためのエネルギー貯蔵 森山 正和（理工学部教授）
科学技術と社会を知るための簡
に不可欠な「電池のしくみ」、人と自然をつなげる「屋外の熱 奥野 竜平（理工学部教授）
単な実験
環境」、熱の循環から環境を理解する「空気の対流」につい 池内 淳子（理工学部准教授）
ての３つのテーマを行う。科学技術と社会がどのように関連
しているのか学習し、簡単な実験で理解を深める。

大阪府寝屋川
市

6時間 平成26年8月9日

教諭

中学校・高等学
校教諭／理科・
工業・技術

6,000円

平成26年5月26日～
20人
平成26年6月13日

平263045852521号

072-839-9106

http://www.setsunan
.ac.jp/

発達障害を持った子どもとどう向き合うのか。
配慮が必要な子どもと保護者へ
大阪千代田短期
LD、ADHD、高機能自閉症等様々な障害ごとの対応を事例 熊谷 享子(幼児教育科 講師)
の支援のあり方
大学
研究をもとに考えます。また個々の子ども、その保護者への 浅野 浩子(幼児教育科 講師)
関わりや助言・教育相談の方法について研修を行います。 葛目 已恵子(幼児教育科 非常勤講師)

大阪府河内長
野市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,500円

80人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平263525151281号

0712-52-4141

http://www.chiyoda.
ac.jp/renkei/koushi
n/

幼児教育現場において音楽は小学校以上の教科指導とは
異なり音楽教育という型にこだわらないため、あらゆる場面
での活動が期待できます。様々な音楽の氾濫する現代にお
いて、感性を伸ばし、発達を促すためには、保育者としてど
大阪千代田短期 子どもの表現力を伸ばす音楽指
寄 ゆかり(幼児教育科 教授)
のような観点で教材を選択し、取り入れるかを考えます。日
大学
導
山本 敬子(幼児教育科 講師)
本の伝統音楽やクラシック音楽などを通し、メロディーの重
要性も意識した指導法や音楽療法の視点も取り入れた新し
い指導方法を考え、これらをワークショップなどで体験し、指
導案作成へと発展させます。

大阪府河内長
野市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,500円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平263525151282号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.
ac.jp/renkei/koushi
n/

幼児教育現場において音楽は小学校以上の教科指導とは
異なり音楽教育という型にこだわらないため、あらゆる場面
での活動が期待できます。様々な音楽の氾濫する現代にお
いて、感性を伸ばし、発達を促すためには、保育者としてど
大阪千代田短期 子どもの表現力を伸ばす音楽指
寄 ゆかり(幼児教育科 教授)
のような観点で教材を選択し、取り入れるかを考えます。日
大学
導
山本 敬子(幼児教育科 講師)
本の伝統音楽やクラシック音楽などを通し、メロディーの重
要性も意識した指導法や音楽療法の視点も取り入れた新し
い指導方法を考え、これらをワークショップなどで体験し、指
導案作成へと発展させます。

大阪府河内長
野市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,500円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平263525151283号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.
ac.jp/renkei/koushi
n/

大阪府寝屋川
市

6時間 平成26年8月4日

進路・職業指導を考える

生徒を将来「自活できる大人」に育てるためのキャリア教育
の方法を考える講座です。
・社会に求められる自律について
・学びと社会の繋がり
・消費主体から生産主体への転換
・情報発信力を磨いて自分の言葉で話す
水野 武（教務部キャリア教育推進室特任講
・カウンセリングマインドについて
師）
・質問しかしてはいけないミーティング
・中等教育でのキャリア教育の事例紹介
・2025年の働き方を考える「ワークシフト」より
講座はグループワーク・プレゼンテーションを交え進行しま
す。

大阪府寝屋川
市

税に関する一般的知識

我が国の税制、とりわけ法人税、所得税、消費税について、
その概要を述べる。税法は毎年、政府の政策的方針により
毎年、改定され複雑な様相をみせるが、租税自体、法的な
見地からみれば我々が稼いだ収入に対する財産権の侵害 紙 博文（経営学部教授）
ともいえる。よって、公平な税制が求められるが、公平なる
税制とは一体、何か、どういったものなのか。本講義ではわ
が国の租税制度のあり方を問うこととする。

摂南大学

実験から知る生物学

簡単な実験をもとに、生物分野における直感的でわかりや
すく伝える方法を紹介する。タンパク質を主な成分とする酵
素は、生体内の化学反応を促進させる生体触媒であり、生
尾山 廣（理工学部教授）
命活動の根幹となるものである。生物には数千種類の酵素
西矢 芳昭（理工学部教授）
があり、それぞれが異なる化学反応に関与している。この講
長田 武（理工学部講師）
座では、いくつかの「酵素」を題材にし、簡単な解説を受けな
がら、自身の手で基礎的な実験を行い、生命現象の面白さ
を学ぶ。

摂南大学

摂南大学

摂南大学

神嶋
一色
瀬良
東谷
石田
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ＵＲＬ

大阪千代田短期 子どもの表現力を伸ばす身ぶり
大学
表現

保育領域における「身ぶり表現」を中心としての指導方法の
研修を行う。子どもの発達に見合った動きだけでなく、なりき
る表現の楽しさと難しさを指導者も体験し、味わうことが大 山﨑 由紀子(幼児教育科 非常勤講師)
切です。ワークショップで楽しさを実感し、表現力豊かな子ど
もを育てる表現活動のあり方を考えていきます。

大阪府河内長
野市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,500円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平263525151284号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.
ac.jp/renkei/koushi
n/

大阪千代田短期 子どもの表現力を伸ばす身ぶり
大学
表現

保育領域における「身ぶり表現」を中心としての指導方法の
研修を行う。子どもの発達に見合った動きだけでなく、なりき
る表現の楽しさと難しさを指導者も体験し、味わうことが大 山﨑 由紀子(幼児教育科 非常勤講師)
切です。ワークショップで楽しさを実感し、表現力豊かな子ど
もを育てる表現活動のあり方を考えていきます。

大阪府河内長
野市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,500円

40人

平成26年4月1日～
平成26年4月30日

平263525151285号

0721-52-4141

http://www.chiyoda.
ac.jp/renkei/koushi
n/

小学校英語活動「明日の授業に使えるノウハウ講座 A：英
語運用力講座」では、実際の授業の使用場面を想定した実
小学校英語実践講座「明日の授
神戸海星女子学
践的英会話力のブラッシュアップを目指す。すなわち、「小 石原敬子（現代人間学部教授）
業に使えるノウハウ講座」
院大学
学校英語活動に役立つ発音トレーニング」で英語の発音の L'Shawn M. Howard（現代人間学部専任講師）
A：英語運用力講座
不安を解消し、日頃の授業に役立つ英会話力を身につけ、
学級担任主導の楽しい英会話活動の実践を目指す。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（英語）

6,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263048251106号

078-801-2277

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

小学校英語活動「明日の授業に使えるノウハウ講座 B：授
業運営法講座」では、基本的な教授法の理論と実践をワー
小学校英語実践講座「明日の授
神戸海星女子学
クショップ形式で体験する。具体的には、『身近にある楽しい
業に使えるノウハウ講座」
福智 佳代子（現代人間学部准教授）
院大学
自文化発信・異文化理解』の視点から、「担任中心の楽しい
B：授業運営法講座
小学校英語活動案」と評価につながる楽しいワークシートを
作成、明日の授業を豊かにする活動を考える。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（英語）

6,000円

40人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263048251107号

078-801-2277

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

電子黒板は，視覚的に情報を共有することで全体学習を活
性化させることができ、学級担任単独授業を支援するなど
小学校英語実践講座「明日の授
の利点がある。小学校英語活動「明日の授業に使えるノウ
神戸海星女子学 業に使えるノウハウ講座」
ハウ講座 C： ICT・デジタルコンテンツ活用講座」は、"Hi, 福智 佳代子（現代人間学部准教授）
院大学
C：ICT・デジタルコンテンツ活用
friends!"のデジタルコンテンツを活用した英語活動をワーク
講座
ショップ形式で体験し、さらに、電子黒板活用ゲームの作成
法を身につけることを目指す参加型の講座である。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（英語）

6,000円

38人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263048251108号

078-801-2277

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

幼稚園や小学校の先生方が自然に親しみながら自然を
知っていく理科・生活科の指導の在り方についての理解とス
キルを深めることを目的とする。そのために必要な自然体
験活動や理科・生活科の授業にすぐ使えるような教材や活 金子 健治（文学部准教授）
動を紹介する。主な内容は、①ネーチャーゲーム、②身近な 酒井 達哉（文学部講師）
自然を利用したり、身近にある物を使ったりしての遊びや遊 藤本 勇二（短期大学部講師）
びに使うものを工夫してつくる活動、③小学校6年で学習す
る「水溶液の性質」と「発電と電気の利用」を楽しく学習でき
る教材紹介である。

兵庫県西宮市

6時間 平成26年7月29日

教諭

幼・小・中（理科・
生活科）教諭向け

6,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年4月14日

平263050552996号

0798-45-3696

http://www.mukogawa
-u.ac.jp/~kmkoshin/

小学校における外国語活動が教科化される方針が決まる
など、外国語教育の重要性は増している。この免許更新講
習では、英語に関心を持つ教員、また外国語活動を担当す
宮澤 是（文学部准教授）
る教員に向けて、コミュニカティヴな言語教材に親しむ機会
A．L． エイデン（文学部講師）
を提供する。また、ネイティヴ・スピーカー教員によるプレゼ
ンテーションを聞いてリスニング力をつけたり、英語ワーク
ショップに参加したりして、英語力の向上を目指す。

兵庫県西宮市

6時間 平成26年7月30日

教諭

幼・小・中（英語）
教諭向け

6,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年4月14日

平263050552997号

0798-45-3696

http://www.mukogawa
-u.ac.jp/~kmkoshin/

中･高校の体育実技領域の内、球技と陸上競技を取り上げ
る。球技と陸上競技の学習指導において、結果の知識（K．
R)と遂行の知識（K．P）を取り入れる意義について講義し、
実際に実技指導場面で求められる運動のデータ化を体験 田中 新治郎（健康・スポーツ科学部教授）
する。このデータを基に、それをいかに取り上げて体育学習 中西 匠（健康・スポーツ科学部教授）
に活かしていくかを考察する。データ化の作業を体験しても
らうが、自らの運動をデータの対象とすることもあるので体
育館シューズ等運動ができる準備が必要となる。

兵庫県西宮市

6時間 平成26年7月31日

教諭

中・高（保健体
育）教諭向け

6,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年4月14日

平263050552998号

0798-45-3696

http://www.mukogawa
-u.ac.jp/~kmkoshin/

子ども達の食生活の現状として、偏った栄養摂取などの食
生活の乱れや肥満傾向の増大、過度の痩（そう）身などが
見られる。さらに、学校給食における食物アレルギー対応が
高橋 享子（生活環境学部教授）
極めて重要な問題になっている。本講習では、子どもたちの
岸本 三香子（生活環境学部准教授）
肥満、痩せなどに対応した食生活の個別指導についてロー
北村 真理（生活環境学部准教授）
ルプレイ手法を取り入れて演習を行う。また、食物アレル
ギーの基礎知識を学び、学校における食物アレルギー対応
について考える。

兵庫県西宮市

6時間 平成26年8月6日

教諭
栄養教諭、教諭、
養護教諭
養護教諭向け
栄養教諭

6,000円

30人

平成26年4月7日～
平成26年4月14日

平263050552999号

0798-45-3696

http://www.mukogawa
-u.ac.jp/~kmkoshin/

子どもたちとの関わり方で困っている教師にとって、カウン
セリングを学ぶことは大きな助けとなる。この講習では、講
佐方 哲彦（文学部教授）
義を通じて学校現場で活用するためのカウンセリングの基
玉木 健弘（短期大学部講師）
本事項を理解し、ロールプレイの演習を通じて関わり方のク
セや落とし穴について体験的に学んでもらう。（講義と演習）

兵庫県西宮市

6時間 平成26年8月7日

教諭
教諭、養護教諭
養護教諭 向け

6,000円

35人

平成26年4月7日～
平成26年4月14日

平263050553000号

0798-45-3696

http://www.mukogawa
-u.ac.jp/~kmkoshin/

武庫川女子大学

明日の授業で使える理科・生活
科と自然体験活動のネタ＆コツ

武庫川女子大学 英語に親しむ授業の工夫

武庫川女子大学

体育学習におけるデータの採り
方・使い方

武庫川女子大学 学校における食に関する指導

武庫川女子大学

教師のための学校カウンセリン
グ基礎講座
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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

教師のための学校カウンセリン
グ実践講座

午前では、学校でどのようにすればカウンセリング技法が役
に立つかを学ぶ。そのために、傾聴技法のロールプレイン
グ体験を取り入れる。午後では、教師のためのコミュニケー 本多 修（文学部教授）
ションスキルついて学ぶ。そのために、コミュニケーション力 西井 克泰（文学部教授）
をチェックし、高めるための実習を行っていく（午前も午後も
主として実習を行う）。

兵庫県西宮市

6時間 平成26年8月8日

百人一首カルタを利用した国語
科指導

本講座では、我々が開発した「手作り百人一首（セレクト２
０）」を用いて、実際にカルタ対戦・作成を通じ「遊びから学
習」、「小学校から中学・高校の古典入門へ」とつないでいく
国語科教育を学ぶ。新指導要領には「伝統的な言語文化と
菊川 恵三（教育学部教授）
国語の特質」が新たに示され、朗読・暗唱などが推奨されて
いる。しかし、百人一首の暗唱をどのように国語科学習につ
なぐのか。その際、どのような問題に留意すべきかを考え
る。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年6月14日

生物の観察と実験

特別な機材を使用せずに教育現場でできる生物実験を紹
介する。また、初めて顕微鏡を使って生物を観察する人を対
象として、初歩から顕微鏡の使い方を解説する。観察の対
梶村 麻紀子（教育学部准教授）
象となる材料をどこでどうやって採集したらいいのか、材料
の飼育、観察に適したプレパラートの作り方、スケッチの方
法なども解説する。

和歌山県和歌
山市

和歌山大学

幼児と児童のための造形

幼小における造形表現について、子どもの育ち、要領の解
説、目標と評価、幼小の連続を見通したカリキュラム、教材
丁子 かおる（教育学部准教授）
研究や実践などの視点から解説し理解する。また、実際の
実践に即し、教材研究、造形遊び、制作活動等を行う。

和歌山大学

自閉症スペクトラム障害、LD（学習障害）、ADHD（注意欠陥
多動性障害）など、児童の発達における障害の特性理解
と、学習面、行動面の問題に関する教育的な支援の方法に
発達障害の理解とその教育的支 ついて講ずる。また発達障害とは区別される児童期の社会
江田 裕介（教育学部教授）
援
的機能の障害についても触れる。児童生徒の発達的な問
題に気づき、特性を理解して適切な配慮ができるようにな
り、発達障害のある児童生徒の教育を効果的に計画するた
め、指導法に関する基本的な知識を得る。

武庫川女子大学

和歌山大学

和歌山大学

近年、成人期のメタボリックシンドロームが注目を浴びてい
るなか、小児・子どものメタボリックシンドローム対策につい
ても重要な課題であることが指摘されている。子どもを取り
巻く生活環境や生活・食習慣の変化、運動不足は肥満状態 本山 貢（教育学部教授）
へと導き、将来に健康不安を招く成人の増大を招いてしま
う。本講義では、肥満の健康科学を楽しく学び、小児期から
成人期までの年代・年齢に合った肥満解消法を教授する。

和歌山大学

楽しく学ぶ小児から大人の肥満
解消法

和歌山大学

英語はゲルマン語族に属している。だが、現代英語の語彙
の相当部分は、イタリック語族のものである。そうしたパラ
ドックスが生じた背景にはノーマン・コンケストがある。言語
ラテン語から英語へ：通時言語学 の現在の姿は、その歴史の所産なのである。本講習では、
小栗栖等（教育学部教授）
入門
ラテン語>フランス語>英語へと、単語が移行していく過程を
考察し、言語の歴史的変化のダイナミズムを考察する。ま
た、その過程において、外国語教員に必須の音声学の基礎
知識についても概説する。
大脳皮質で生じる認知機能の特徴を理解するために、まず
脳・神経系における情報処理の概要を紹介し、認知活動の
性質を学びます。次に、近赤外分光法を用いた前頭葉表面
吉田 久（近畿大学生物理工学部教授）
の活動を計測する装置と、視線の位置を計測する眼球運動
小濱 剛（近畿大学生物理工学部准教授）
計測器を用いて、認知活動時の脳活動の変化や画像上の
視線分布を測定するとともに、実測データに基づいて脳の
情報処理様式について考察します。

和歌山大学

神経情報学入門

和歌山大学

中国とは何か？古来より大陸と深い関係のなかにあった日
本列島の住民にとって、この問いに対する答えは自明のも
のかもしれない。しかし、私たちが持っている中国のイメー
中国社会と日本社会－比較史の ジは、実態とは異なっている場合が多い。本講習は、日中
三品 英憲（教育学部准教授）
射程
の社会構造の比較を手掛かりとして、中国に対する理解を
深めることを目的とする。またそうした理解を踏まえて、日中
戦争史や中華人民共和国史はどの様に捉えられるのか考
察する。

和歌山大学

整数に潜む数学の探究

整数に関連したテーマ（完全数、巡回数、剰余等）に潜む数
学的な性質や特徴の解説を行い、整数の美しさについて実
感してもらいたいと考えている。単なる話題の提供とならな
田川 裕之（教育学部教授）
いように、できるだけ厳密な証明を付け加えた講義を行い
中学校や高等学校の生徒に対して整数に関連した題材を
講義するときに必要な資質の向上を目標とする。

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
小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭向け

6,000円

35人

平成26年4月7日～
平成26年4月14日

平263050553001号

0798-45-3696

http://www.mukogawa
-u.ac.jp/~kmkoshin/

教諭

小学校教諭、
中・高等学校国
語科教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年5月8日

平261006152091号

073-457-7109

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

6時間 平成26年6月14日

教諭

小・中・特別支援
学校教諭
（理科を担当して
いる教諭）

6,000円

10人

平成26年4月10日～
平成26年5月8日

平261006152092号

073-457-7109

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

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年6月14日

教諭

幼稚園・
小学校教諭

6,000円

28人

平成26年4月10日～
平成26年5月8日

平261006152093号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/mekyo/

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年6月14日

幼・小・中･高･特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年5月8日

平261006152094号

073-457-7109

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

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年6月14日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭、栄
栄養教諭
養教諭

6,000円

30人

平成26年4月10日～
平成26年5月8日

平261006152095号

073-457-7109

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

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年6月14日

教諭

中・高等学校英
語科教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年5月8日

平261006152096号

073-457-7109

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

和歌山県紀の
川市

6時間 平成26年6月14日

教諭

高等学校理科教
諭

6,000円

15人

平成26年4月10日～
平成26年5月 8日

平261006152097号

073-457-7109

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

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年5月 8日

平261006152098号

073-457-7109

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

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年5月8日

平261006152099号

073-457-7109

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

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年6月28日

教諭

中学校社会科教
諭
高等学校地歴科
教諭

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年6月28日

教諭

中・高等学校
数学科教諭
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

和歌山大学

改訂された学習指導要領では［共通事項］の項目が設定さ
れ、「音色、リズム、速度、旋律、強弱、音の重なり、和声の
響き、音階や調、拍の流れやフレーズなど音楽を特徴づけ
音楽の諸要素に注目した鑑賞指 ている要素」、「反復、問いと答え、変化、音楽の縦と横の関
菅 道子（教育学部教授）
導と音楽づくり
係などの音楽の仕組み」を聴き取り、理解することが重要な
学習課題として設定されています。指導の原理とともに具体
的な楽曲を使い、身体表現や身近な楽器を使いながら指導
のあり方を演習形式で学んでいきます。

和歌山県和歌
山市

和歌山大学

生涯スポーツの考え方を学び、学校体育と社会体育とを切
り離して考えるのではなく、一本のタイムラインで個人のス
ポーツライフを捉え、学校と社会（学校卒業後）でのスポー
生涯スポーツの考え方とニュース ツの多様な楽しみ方について考えを深める。また、ニュース
彦次 佳（教育学部講師）
ポーツ実践
ポーツ（キンボールスポーツ）の実践を通じて、幅広い世代
と様々な志向を持った人たちに展開できるスポーツ機会を
創造するアイディアやヒントを体得する。なお、希望者はキ
ンボール・リーダーの資格を取得することができる。

和歌山県和歌
山市

この講習では、近代の英米（主としてイギリス）の環境文学
(Environmental Writing)――具体的には、博物誌、旅行記・
ガイドブック、詩、エッセイ、など――を対象として取り上げ
今村 隆男（教育学部教授）
る。産業革命が始まってからの社会や自然環境の変化の中
で、環境意識がどのように萌芽し、そして発展していったの
かを辿り、環境思想の源流を明らかにしたい。

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

小学校教諭、
音楽専科、特別
支援学校教諭

6,000円

25人

平成26年4月10日～
平成26年5月8日

平261006152100号

073-457-7109

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

6時間 平成26年6月28日

教諭

小学校教諭、
中・高等学校体
育教諭、特別支
援学校教諭

8,000円

35人

平成26年4月10日～
平成26年5月8日

平261006152101号

073-457-7109

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

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年6月28日

教諭

中・高等学校
英語科教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年5月8日

平261006152102号

073-457-7109

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

6時間 平成26年6月28日

和歌山大学

英米の環境思想を読む

和歌山大学

我々教員が強く意識すべき事項のひとつである、「将来社会
を支え、活躍する人材をどのように育てるか」という問題に
ついて取り上げる。「科学技術立国」というかつての日本の
境界領域で活躍する人材に必要 イメージは霞んできているものの、それでも科学技術が日本 楠 正暢(近畿大学生物理工学部教授）
な教育を考える
の経済や暮らしを支える太い柱であり続けることは明らかで 徳嶺 朝子（近畿大学生物理工学部助教）
ある。境界領域（先端技術、医療、福祉、栄養管理等）で活
躍する技術者教育を一例として、人材をどのようにして社会
に輩出して行けるかを共に考える。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年6月28日

教諭

小・中・高・特別
支援学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年5月8日

平261006152103号

073-457-7109

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

和歌山大学

遺伝子クローニング技術が拓い
た新たな生命理解

遺伝子の基本的な性質と転写・翻訳を経て遺伝子の機能が
発現する過程を確認する。その上で、遺伝子レベルでの出
来事により、生物の発生、形態形成、ガン化、といった高次 宮本 裕史（近畿大学生物理工学部教授）
の生命現象がどのように説明されるのか、解説する。実際 高木 良介（近畿大学生物理工学部助教）
の遺伝子クローニング技術として有用なPCR法について
は、遺伝子増幅と電気泳動による確認まで行う。

和歌山県紀の
川市

6時間 平成26年6月28日

教諭

中・高等学校
理科教諭

6,000円

15人

平成26年4月10日～
平成26年5月8日

平261006152104号

073-457-7109

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

世界のなかの日本史・紀州から
の発見

学習指導要領が強調する世界史の視点を日本の歴史に導
入することにより、どのような歴史が再構成できるのか、具
体的に講義する。日本史研究の進歩はまさに日進月歩であ
り、教科書の記述をそのまま使っているのでは現実に見
海津 一朗（教育学部教授）
合った活きた授業にならない。この講義では、講習期間の１
０年ほどの間に見つかった新事実を講義して、自己点検を
お勧めする。

和歌山県和歌
山市

教諭

小学校教諭、
中学校社会科教
諭、高等学校地
理歴史・公民教
諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年5月8日

平261006152105号

073-457-7109

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

現代美術のツボ-その鑑賞方法

「鑑賞」の授業は「表現」と共に図工・美術の学習内容の一
つです。中でも現代の美術作品を鑑賞する場合、様々なメ
ディアや技術の広がりの結果、近代美術までの知識では理
高木 栄一（教育学部教授）
解し難いほど、その裾野は広がっています。この講座では
主に現代美術作品スライドを取り上げて、分かり易くその鑑
賞ポイントを説明します。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年6月29日

教諭

小学校教諭、
中・高等学校美
術科教諭、特別
支援学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年5月8日

平261006152106号

073-457-7109

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

和歌山大学

ノーマライゼーション

21世紀最初に批准された国際条約は、障害者権利条約で
す。この条約の基本的な視点である「ノーマライゼーション」
をテーマとして、「ノーマライゼーションの父」と呼ばれるバン 山崎 由可里（教育学部教授）
クーミケルセンの生涯を辿りながら、「ノーマライゼーション」
に内包される思想について講義します。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年6月29日

幼・小・中･高･特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年5月8日

平261006152107号

073-457-7109

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

和歌山大学

本講習では、近代スポーツや体操の身体は空くとは異なり、
精神的なものと身体的なものとを不可分と捉える心身観を
東洋的身体技法の思想と実践－ 基盤とした、東洋的身体技法である気功法の実習をふま
片渕美穂子（教育学部准教授）
気功法を知る－
え、気功の歴史的文化的理解とともに、気功の基盤となって
いる東洋医学の基本的な概念（陰陽五行、気、経路）と身体
把握を明らかにすることを目的とする。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年6月29日

教諭

小学校教諭、
中・高等学校保
健体育教諭

6,000円

25人

平成26年4月10日～
平成26年5月 8日

平261006152108号

073-457-7109

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

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年6月29日

教諭

中・高等学校
英語科教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年5月8日

平261006152109号

073-457-7109

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

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

英語表現法

英語のエッセイ・ライティングの基礎を学びます。英語のライ
ティングの際に気をつけなければいけない基本的な中学
校・高校レベルの文法事項を確認し、パラグラフやエッセイ
の構成の仕方を学び、簡単な英語で分かりやすく英文を書
西山 淳子（教育学部准教授）
く練習を行います。特に日本語話者や英語学習者に特徴的
な英語の問題点について、語法、構文、構成といった側面
から説明し、実際に英語の文章を書きながら、学んだ内容
を確認します。

6時間 平成26年6月29日
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平成２６年度（第２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

和歌山大学

マクロ生物学（動物対象）

生物の集団に関する分野で実習、演習を行う。候補として
は、１．干潟の生物の観察と調査（和歌浦干潟）、２．土壌動
物の採集と調査（会場付近の植え込みや森林）、３．戦略
ゲーム（タカ・ハトゲーム）（室内）で、このうちの２つを天候や 古賀 庸憲（教育学部教授）
潮汐の条件、受講生の希望を勘案し実施する。いずれも小
学校から高校の児童生徒を対象に授業で実施可能な内容
で、子どもたちの興味を引くことができると考えている。

和歌山県和歌
山市

和歌山大学

ステンシル版画は、画用紙やフィルムをカッターナイフで、絵
柄の部分を切り抜くことにより版をつくる孔版画の一種で
す。ステンシル技法は、シャープな輪郭と明快な色面が得ら
ステンシル版画で「オリジナル絵
れることにその特徴があります。この講習ではステンシル版 山崎 直秀（教育学部教授）
手紙」をつくる
画による「オリジナル絵手紙」をつくります。実技を通して、
図画工作・美術科の内容をさらに充実・発展させることを目
標としています。

和歌山県和歌
山市

和歌山大学

小学校体育科において、体育授業の好きな子（愛好的態度
の高い子）を育てていくための目的、内容、方法を実践事例
体育の好きな子を育てる小学校 に基づいて講義と討議を組み合わせて考えていく。これによ
林 修（教育学部教授）
体育授業を求めて
り、受講者の先生方が、普段行っている自身の授業と比較
しながら理解しやすいと考えられるため、講習の内容を、２
学期からの授業改善に生かされることを想定している。

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、
中・高等学校理
科教諭

6時間 平成26年8月9日

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月9日

児童虐待への対応を考える

現代社会の重大な課題である児童虐待について、その本
質を確認し、虐待を受けた子どもの特徴と支援の原則につ
いて解説する。また、提示する事例を通して虐待を受けた子
和歌山県和歌
どもの学童期から青年期までの成長回復過程を分析するこ 村上 凡子（和歌山信愛女子短期大学准教授）
山市
とにより、当事者が必要としている支援の実際を学校の役
割という観点から検討していきたい。 講義とともにグループ
討議も取り入れる予定である。

6時間 平成26年8月9日

２１世紀の豊かな人間生活と科
学技術

少子高齢社会を迎えた21世紀において、人間生活の質の
向上を支援する科学技術が求められている。本講習では、
「人と環境との共生を目的としたバイオマスのエネルギー利
澤井 徹（近畿大学生物理工学部教授）
用」、「暮らしの中の光と色彩」について講習を行う。本講習
片山 一郎（近畿大学生物理工学部准教授）
内容は、理科・数学・技術家庭・工業教育で教える基本事項
が社会でどのように応用されているのかを学習するもので、
生徒の知的興味を促す授業の実現に生かせる。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月9日

和歌山大学

学校環境の点検・感染症と食中
毒

環境は人の健康に影響を及ぼすため、学校においては、児
童・生徒の健康の保持増進を図るために適切に維持する必
要がある。基本的な学校環境衛生と日常の環境衛生管理
森岡 郁晴（和歌山県立医科大学保健看護学
について概説する。 また、感染症と食中毒は、早期発見に
部教授）
努め、学校内で広がらないように対応しなければならない。
教職員としてぜひ覚えておいてほしい感染症、食中毒につ
いて概説する。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月9日

和歌山大学

小･中･高の教員が行ってきた「社会科授業」のなかで「税」
を扱い、学校教員と税の専門家とが協働して取り組む授業
「税」から社会を考える社会科の
づくりについて学習する。社会科の授業で「『税』から社会を 岩野 清美（教育学部准教授）
授業づくり
考える」をテーマに、税の専門家と協働しながら、単元を構
想・学習内容・方法の設計を行い、発表する。

和歌山大学

和歌山大学

6時間 平成26年8月9日

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月19日

教育的配慮を必要とする子ども
たちの理解と指導

2007年4月特別支援教育が本格的に実施されました。その
目的は、特別な教育的配慮を必要とする児童生徒を理解
し、適切な支援を行うことである。本講習では、知的障害を
小野 次朗（教育学部教授）
伴わない発達障害（ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能広汎性発達障害な
ど）に加えて、不登校・虐待を受けている子どもなどにも視
線を向け、医学的な観点も交えながら解説する予定です。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月19日

和歌山大学

英語授業改善のあの手この手

英語の授業をもっと魅力的なものにするための様々な工夫
について、実践的に提案し、レベルアップと経験の交流をは
かる。とりわけ、協同学習（cooperative learning）を取り入れ 江利川 春雄（教育学部教授）
た英語授業の原理と方法を指導する。また、授業で使える
デジタル英語教材の作り方と使い方も講習する。

和歌山県和歌
山市

和歌山大学

制作を中心に講習を進めます。難解だといわれる現代美術
に親しめるように、身近な廃材等を利用して易しく楽しい作
ー今日の私はアーティストー現代 品作りを体験します。この制作が教材として「表現」、｢図画・
和歌山県和歌
岡﨑 ゆみこ（和歌山信愛女子短期大学講師）
美術ってなあに？
工作｣、｢美術｣の授業につながり、子どもの造形表現の幅を
山市
ひろげることになればと考えます。教材化の方法についても
話し合っていただきます。

和歌山大学

制作を中心に講習を進めます。難解だといわれる現代美術
に親しめるように、身近な廃材等を利用して易しく楽しい作
ー今日の私はアーティストー現代 品作りを体験します。この制作が教材として「表現」、｢図画・
和歌山県和歌
岡﨑 ゆみこ（和歌山信愛女子短期大学講師）
美術ってなあに？
工作｣、｢美術｣の授業につながり、子どもの造形表現の幅を
山市
ひろげることになればと考えます。教材化の方法についても
話し合っていただきます。

和歌山大学

6時間 平成26年8月19日

6時間 平成26年8月19日

6時間 平成26年8月20日
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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10日～
平成26年7月1日

平261006152110号

073-457-7109

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

教諭

小学校教諭・
中学校美術科教
諭

6,000円

平成26年4月10日～
11人
平成26年7月1日

平261006152111号

073-457-7109

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

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152112号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/mekyo/

幼・小・中･高･特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152113号

073-457-7109

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

小学校教諭、
中・高等学校理
科・数学・技術家
庭教諭、工業高
校教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152114号

073-457-7109

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

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152115号

073-457-7109

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

小学校教諭、
中学校社会科教
諭、高等学校地
理歴史科・公民
科教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152116号

073-457-7109

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

幼・小・中･高･
教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152117号

073-457-7109

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

教諭

中・高等学校の
英語科教諭
（小学校教諭も
可）

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152118号

073-457-7109

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

教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、
中学校美術科教
諭

6,000円

20人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152119号

073-457-7109

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

教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、
中学校美術科教
諭

6,000円

20人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152120号

073-457-7109

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

教諭

小・中・高
教諭
等学校教諭、養
養護教諭
護教諭

教諭

平成２６年度（第２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

日本の言語文化と「漢語漢字文
化圏」

日本の言語と文化は歴史的に見て、中国を源とし東アジア
を包み込む「漢語文化圏」の一隅として位置づけられます。
そのため、日本の言語文化の中には、日本民族固有の要
素と、中国に由来する要素とが、重層構造を成しています。
松村 巧（教育学部教授）
このことは、日本だけでなく、「漢語文化圏」に含まれるベト
ナムや朝鮮などの民族文化にも共通する現象です。
この講義では、このような観点から、「漢語文化圏」の一員と
しての日本の言語と文化の特質についてお話します。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小・中･高等学校
国語科教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152121号

073-457-7109

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

幾何の話題など

幾何的な内容についての入門的な講義を行います。講義で
は予備知識は仮定せず、厳密さよりも数学的な見方や発想
西山 尚志（教育学部講師）
を重視して学びます。講習を通じて、数学の理解を深めるこ
と、数学の面白さを再認識していただくことが目標です。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中・高等学校
数学科教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152122号

073-457-7109

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

和歌山大学

造形基礎（立体）

素材（紙）を扱いながら造形実習をおこない、素材、技法、
形態、構成などの基礎的な造形要素について学ぶことを主
な目的とします。図画工作科においては工作、美術科にお
いては立体造形の基礎的内容となります。立体造形につい 永沼 理善（教育学部教授）
て特に専門的な知識は必要ありません。卓上での軽作業を
行います。エプロンなど作業にふさわしい服装を準備して下
さい。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
美術科教諭

6,000円

16人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152123号

073-457-7109

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

和歌山大学

ここ20数年間で子育て事情が変貌し、家族機能や子どもの
成長・発達に影響が出てきている。子どもたちが将来も健康
で生活していくために、家族や子どもへの健康支援の具体
小児生活習慣病予防・メンタルヘ 的方策について考える。メンタルヘルスについては、社会の
ルス
複雑化にともない、精神的にもさまざまな問題を抱える児童
が増えている。その病態の基本的な考え方や対処、治療な
どを理解するとともに、学校現場での注意すべき点や配慮
などへの具体的方策について考える。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月20日

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152124号

073-457-7109

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

旧制中学校に学ぶ空間図形

旧制中学校の数学では空間図形の平面への作図と円錐曲
線を結びつけた授業など、斬新な試みが行われていた。こ
れらを紹介するとともに、実際に円錐を切断した（切断面を 片岡 啓（教育学部教授）
含む）立体を作成するなど、今日の授業にも役立つ教材づく
りも行う。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中・高等学校
数学教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152125号

073-457-7109

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

和歌山大学

エネルギーの科学

本講義の目的は、エネルギーに関する技術と物理について
講述し環境などへの影響を議論することにある。第一の目
的のために予備知識を前半に述べ太陽電池に関する講義 木曽田 賢治（教育学部教授）
を行う。可能な限り太陽電池に関する実験を受講者に体験
していただく予定である。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中･高等学校
理科教諭

6,000円

20人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152126号

073-457-7109

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

和歌山大学

この講座は陶芸実習（作品制作）です。課題に即して自由な
発想にもとづき陶芸作品を制作します。土の特性と造形表
陶芸実践講座～触れてわかる土 現の関係、および基本的な成形技法の習得を中心に行い
寺川 剛央（教育学部教授）
の魅力～
ます。受講に際して特別な知識や技能は必要ありません。
作業の都合上、爪は短めにしてください。陶土を扱いますの
で汚れてもよい服装で受講してください。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月21日

教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、
中・高等学校美
術科教諭

6,000円

10人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152127号

073-457-7109

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

和歌山大学

学び支援と生活支援～こどもの
特性と発達に応じた支援のあり
方～

私たち人間がどのようにして物事を理解し覚え考えるのかと
いう仕組みを知らないで教えることができるでしょうか？教
科の中身に精通していれば教えられるのではないことは、
多様なこどもたちの実態に触れるにつれ、教育現場で実感
されています。この講座は教科を問わず、こどもの発達と学 米澤 好史（教育学部教授）
びのメカニズムとその特性を理解し、みかけの学力向上に
留まらない、適切な学び支援のあり方を提案します。更に、
適切な学び支援がこどもたちの生活支援、対処療法に留ま
らない生徒指導につながることも提案します。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月21日

幼・小・中･高･
教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152128号

073-457-7109

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

和歌山大学

今、求められている学力とは

2008年版学習指導要領改訂の背景に存在する学力問題を
TIMSSやPISAといった国際学力調査、そして全国学力・学
習状況調査などの国内学力調査をもとに概観する。その上
で現在求められている学力とは何なのかを、PISA調査の「リ
二宮 衆一（教育学部准教授）
テラシー」や新学習指導要領の「活用型学力」と絡めながら
具体的に考えていくと共に、そうした新しい学力を育成する
ための授業づくりについて、グループワークなどを通じて理
解を深める。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152129号

073-457-7109

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

和歌山大学

第二言語習得研究におけるこれまでの研究成果の大要を
紹介し、これらの知見をもとに「学習者の母語の影響」「外国
第二言語習得理論と外国語学習 語学習に成功する学習者の特徴」「外国語の習得過程」等 尾上 利美（教育学部准教授）
について検討する。また、教室での授業実践に対する示唆
も提示する。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中・高等学校
英語科教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152130号

073-457-7109

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

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月22日

教諭

幼・小・中･高･
特別支援学校教
諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152131号

073-457-7109

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

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

日本語で考える、日本語を考え
る、日常茶飯の哲学講座

内海 みよ子（和歌山県立医科大学保健看護
学部教授）
志波 充（和歌山県立医科大学保健看護学部
教授）
山本 朗（和歌山大学保健管理センター准教
授）

哲学とは、文字どおりに日常茶飯の行為です。私たちが毎
日、お茶を飲んだり、ご飯を食べたりするように、いつも人は
哲学と関わり合っています。教育現場や学校現場において
も、変わる点はありません。今回の講座では、そのような哲
学の日常性について、とりわけ、私たちが日本語で何かを 天野 雅郎（教育学部教授）
考える（要するに、頭を使う）際の方法と、その困難につい
て、お話を致します。そして、それが教育現場や学校現場に
おいても、共通の課題であり、難問であることを知っていた
だきたい、と思います。
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教諭
小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

平成２６年度（第２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

和歌山大学

平野の生い立ちと地震災害

和歌山県では近い将来に南海・東南海地震の発生が予想
されており、県北部では直下型地震も考えられる。このよう
な地震の性格を学ぶ。また、同じ町でも、地盤の性質によ
り、震度や被害の程度がことなることを学ぶ。さらに、和歌
久富 邦彦（教育学部教授）
山市や新宮市を例として、地盤の性質が、最近一万年ほど
の間に、河川が平野を作ってきた歴史によって決まってきた
ことを学び、どのような場所が危険で、どのような場所が相
対的に安全かを考える。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小・中･高等学校
（理科、社会科、
地理歴史）教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152132号

073-457-7109

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

和歌山大学

音楽療法に関する基礎的事項を確認した上で、音楽科教育
や教育現場の中で応用できる可能性について検討してい
音楽療法的な視点で音楽科教育 く。その際、実践事例の紹介や、体験ワークなども行う。こ
安宅 智子（教育学部講師）
を考える
れらを踏まえた上でこの問題に関する課題等をグループ討
議により意見交換し、改善の視点や具体的な取組について
理解を深める。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校教諭、
特別支援学校教
諭

6,000円

20人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152133号

073-457-7109

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

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152134号

073-457-7109

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

食べ物と健康

偏食や誤ったダイエット、生活習慣病、食の安全・安心につ
いて解説するとともに、アレルギー食品、発がん物質などに
ついて取り組みがなされている対策を紹介しながら「食べ物
加藤 芳伸（教育学部特任教授）
と健康」について理解を深めていく。また、遺伝子組変え食
品について食の安全・安心の面から考察を加える。さらに、
サプリメントと健康について議論・考察する。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月22日

幼・小・中・高・
教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭、栄
栄養教諭
養教諭

幼・保と小の連携

乳幼児期、小学校低学年各々の心と体の発達のしくみの
概要を捉え、就学前、教育・保育の基本を理解の上、学童 室 みどり（和歌山信愛女子短期大学名誉教
期への移行を円滑に促すための具体的な手立てについて、 授）
意見交換等を交えながら、検討する。

和歌山県新宮
市

6時間 平成26年8月15日

教諭
幼・小学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152135号

073-457-7109

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

幼・保と小の連携

乳幼児期、小学校低学年各々の心と体の発達のしくみの
概要を捉え、就学前、教育・保育の基本を理解の上、学童 室 みどり（和歌山信愛女子短期大学名誉教
期への移行を円滑に促すための具体的な手立てについて、 授）
意見交換等を交えながら、検討する。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月22日

教諭
幼・小学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152136号

073-457-7109

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

和歌山大学

小説の楽しみ

授業で文学教材を扱う場合、教材としての特性を考えれば
「面白さ」を生かし、それを中心に授業を展開することが望ま
しい。しかし、「面白さ」を生かそうとすれば、同時に他の教
佐藤 和正（教育学部教授）
科にはみられない固有の難しさが生じてしまう。近代文学が
どのように読まれてきたかを概説しながら、どのように文学
作品を扱うべきかを考える。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月27日

教諭

中・高等学校
国語科教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152137号

073-457-7109

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

和歌山大学

「地域に根ざす社会科学習」の基本的な考え方について､変
貌する地域の実情を視野に入れて､小学校社会科の教育
内容との関わりで明らかにする。その上で、地域に教材とな
地域に根ざす小学校社会科学習
川本 治雄(教育学部教授）
る素材を見つけ、教材開発をどのような観点で進めるかを
具体的な社会科学習内容・学習方法の両面から考察し、授
業の展開について考える。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152138号

073-457-7109

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

和歌山大学

現在、学校教育において有益な体験学習の場となっている
動物園は、歴史的にみると、時代や国の様々な価値観や異
文化理解のありようを反映している。本講習では、ドイツの
動物園から異文化理解を考える ハーゲンベック動物園とカフカの短編小説をとりあげ、人間 千田 まや（教育学部教授）
と動物の関係や、異文化理解について、受講生とともに考
える。さらに、総合教材としての動物園の有用性を提示し、
校外学習のヒントを提供する。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月27日

教諭

中・高等学校教
諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152139号

073-457-7109

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

現代社会と民法

今般の学習指導要領の改訂で法教育指導の充実が求めら
れ、今後益々教育関係者には重要性が認識されることとな
る。特に民法は現代の社会生活に重要な役割を果たし、学
校現場で生じる様々な問題にも対応することができる。本講
吉田 雅章（経済学部准教授）
義では、一般に難解とされる民法の基本的な内容を、学校
生活が舞台のドラマ等も利用し可能な限り分かり易く解説
し、社会科・公民科を始めとする諸教科、道徳、特別活動等
における法教育の指導の充実を図る。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月27日

教諭

幼・小・中･高･
特別支援学校教
諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152140号

073-457-7109

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

スポーツに関連した突然死とそ
の予防・救急処置

心臓突然死の多くは不整脈により発症します。肥大型心筋
症や虚血性心疾患に伴っておこることが知られています。
学童の運動に関連した突然死とその予防について述べま
す。救急処置について、一次救命および学校生活の中で救
急処置を必要とする主な症状とその対応について講義を行
います。学校生活の中で救急処置を必要とする主要な症状
とその対処について基本的な知識を得ることを目標としま
す。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月27日

教諭
小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152141号

073-457-7109

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

変化する子どもの食生活

最近、子どもの成長、発達は年次加速現象がみられる。こ
のような変化の背景には、生活の近代化、生活の刺激の増
大、栄養条件などが関与している。
吉田 穰（和歌山信愛女子短期大学教授）
子どもの発達段階に応じた、新しい栄養学・食品学の知識 堺 みどり（和歌山信愛女子短期大学教授）
を学び、それを基盤に正しい食習慣を確立することが出来 西出 充徳（和歌山信愛女子短期大学講師）
るように導く、家庭、学校、地域が連携した食教育のあり方
を学ぶ。

6時間 平成26年8月27日

小・中・高等学校
教諭
教諭、
養護教諭
養護教諭、栄養
栄養教諭
教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152142号

073-457-7109

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

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

有田 幹雄（和歌山県立医科大学保健看護学
部教授）
水田 真由美（和歌山県立医科大学保健看護
学部准教授）

和歌山県和歌
山市
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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

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28日

幼・小・中･高･
教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

6,000円

30人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152143号

073-457-7109

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

6時間 平成26年8月28日

教諭

中学校技術科教
諭

6,000円

平成26年4月10日～
20人
平成26年7月1日

平261006152144号

073-457-7109

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

教諭

幼・小・中･高･特
別支援学校教諭
（ものづくりに興
味をもつ方）

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152145号

073-457-7109

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

6,000円

平成26年4月10日～
50人
平成26年7月1日

平261006152146号

073-457-7109

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

児童・生徒と行う防災教育

安全・安心を確保するために、学校で防災教育を行うため
の必要なポイントや課題を学ぶことを目標とする。そのため
に和歌山県内をはじめ他府県の事例を含めて、各学校で行
われている防災教育についての実践を解説する。特に自然
此松 昌彦（教育学部教授）
の理解（地震のメカニズム、マグニチュード、活断層、津波な
ど）、想像力（家族や学校で災害時にどのようになるか）、対
応能力について学習する。また災害図上訓練の方法につい
ても解説する。

和歌山県和歌
山市

Arduinoで学ぶ自動制御

自動制御手法は、様々な分野で応用されている技術です。
本講習では主要な制御手法とその応用範囲をわかりやすく
解説し、簡単な模型を用い、その位置および姿勢制御手法
を例にとりながら説明します。さらに安価でプログラミングが 井嶋 博（教育学部教授）
容易なマイコン「Arduino Uno」を用い、その制御手法を実装
する技術を実際に組立およびプログラミングを行いながら学
んで頂きます。

和歌山県和歌
山市

ものづくりとメカトロニクス機器

本講義では、私たちの生活にもはや必要不可欠なものと
なっている自動車やデジタル家電をはじめとするメカトロニ
クス機器を例に、ものづくりにおける設計、製造技術や材料
松井 徹（システム工学部准教授）
技術をピックアップして最新情報を交えて解説します。また、
村田 頼信（システム工学部准教授）
小中高で教える基礎学問がこのような技術においてどのよ
うに役立っているのかを理解していただきながら、生徒から
の質問にも対応できる知識を習得していただきます。

和歌山県和歌
山市

シンプル「食」学

「食」をとりまく社会状況について解説するとともに、わた
したちの食生活に対する意識及び実態を知る。現状をを理
解したうえで、「食」に関する知識や理解に基づいた望まし
和歌山県和歌
土井 有美子（和歌山信愛女子短期大学講師）
い食生活の実践に繋がる視点をもち、判断力や実践力を養
山市
うことがなぜ必要なのかを考えていく。講義のほか、グルー
プ討議などを通して「食」に関する理解を深めていく。

6時間 平成26年8月28日

方言と日本語

日頃はあらためて学習する機会のない方言について、方言
学の基礎的な知識と、方言調査に関する実践的な方法論を
学ぶ。その上で、講義の中で実際に方言調査を行ってみ
澤村 美幸（教育学部准教授）
る。その活動をふまえ、方言を題材とした学習はどうあれば
いいのかについて、グループ討議を行い、具体的な実践方
法についての理解を深める。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年9月6日

教諭

小学校教諭、
中・高等学校国
語科教諭

6,000円

30人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152147号

073-457-7109

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

和歌山大学

化学をひらいた人びと

教科書に載っている物質や理論は、誰によってどのように
研究されたのでしょうか。先人の仕事をたどることで、中学
校、高校の化学分野における基礎的内容の理解を深めるこ 神田 和香子（教育学部教授）
とを目的とします。気体の研究、炎色反応の色、電池、イオ
ン化傾向など。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年9月6日

教諭

中・高等学校
理科教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152148号

073-457-7109

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

和歌山大学

日本語による歌唱は、母国語でありながら様々な問題を抱
えている。そこで、声楽的発声法に基づき、日本語に適した
発声・発音・発語などを、演習を交え考察する。また、言葉・
聴いて心地よい日本語の歌い方 音楽・自分自身・聴衆を「息づかい」という観点で捉え、表現 大元 和憲（教育学部准教授）
と歌唱テクニックの融合を図る。声楽的発声法は西洋音楽
に起因するため、日本語歌唱に於ける問題を把握し、楽曲
に応じた表現が出来るよう、その手順を考察し習得する。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年9月6日

教諭

幼・小学校教諭、
中・高等学校音
楽科教諭

6,000円

15人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152149号

073-457-7109

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

和歌山大学

子育てが困難といわれている現代社会の中で、子どもを育
てる親の背景や環境・現状について解説する。また、親が
子育てをとおしてエンパワーメントしていく事例を参考に、教
育現場や地域・親がそれぞれの立場で役割を果たし、つな
和歌山県和歌
現代の親理解と親との関係づくり
森下 順子（和歌山信愛女子短期大学准教授）
がり、ぬくもりのある人との関係づくりへの可能性について
山市
検討し、知識を深め今後の親（保護者）との関わりに活かさ
れることが期待される。講義とともにグループ討議も取り入
れる予定である。

6時間 平成26年9月6日

教諭
幼・小学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152150号

073-457-7109

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

6時間 平成26年9月6日

教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、
中・高等学校理
科教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152151号

073-457-7109

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

教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、
中・高等学校理
科教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年9月10日

平261006152152号

073-457-7109

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

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

波のふしぎ

日常生活の中で出くわす風景の中に自然現象の学習教材
を見出すことを考えます。理科、特に物理学の分野を取り上
げますが、教養的な要素をふんだんに取り入れたいと考え
ています。人間は自然現象を考察するとき、その現象を特
三好 邦男（和歌山信愛女子短期大学教授）
徴づける観測可能量に応じて現象を理想化、簡単化したモ
デルを作って、その量が再現できるかどうかで理解しようと
します。粒子像や波動像は人間が自然を理解するために編
み出した物の見方であることを伝えたいと思います。

和歌山県和歌
山市

波のふしぎ

日常生活の中で出くわす風景の中に自然現象の学習教材
を見出すことを考えます。理科、特に物理学の分野を取り上
げますが、教養的な要素をふんだんに取り入れたいと考え
ています。人間は自然現象を考察するとき、その現象を特
三好 邦男（和歌山信愛女子短期大学教授）
徴づける観測可能量に応じて現象を理想化、簡単化したモ
デルを作って、その量が再現できるかどうかで理解しようと
します。粒子像や波動像は人間が自然を理解するために編
み出した物の見方であることを伝えたいと思います。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月28日

6時間 平成26年10月18日

176 / 264 ページ

幼・小・中・高・特
教諭
別支援教諭、
養護教諭
養護教諭、栄養
栄養教諭
教諭

平成２６年度（第２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

和歌山大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

1953年にDNAの立体構造が解明されてから、分子生物学
分野は飛躍的に進歩した。近年、巷でもDNA鑑定や遺伝子
診断、オーダーメイド医療という単語が聞かれるようになっ
分子生物学の最先端技術にふれ た。本講習ではDNA解析技術を体験するとともに、DNA配 武部聡（近畿大学生物理工学部教授）
る
列のコンピュータ解析（バイオインフォマティクス）にふれ、最 白木琢磨（近畿大学生物理工学部准教授）
先端の分子生物学技術を経験し、生命科学の楽しさと深さ
を学び、将来理系を目指す学生にリアルに伝える知識の習
得を目指す。
リズムに関しては、西洋とアフリカと日本のリズムを比較す
ることによって、私たちの内なる日本のリズム感に気づいて
いただきたい。音階に関しては日本の伝統的な4種類の音
階を理解し、それらの日本の音階と新たに受容された西洋
泉 健（教育学部教授）
の音階が、明治以降どのような関係にあったかを説明して
いきたい。私たち日本人は日本独特のリズム感や音階を身
につけており、そのことを自覚し、今後の学校での授業に生
かしていただくことが本講習の目標である。

和歌山大学

日本人の音楽的感性を知る

和歌山大学

柔道の理論と実技について学習する。初心者でもできる基
本的でソフトなエクササイズから始め次第に実践的なＪＵＤ
Ｏに触れていく。互いに教え合いをしながら運動学習をすす
める方法について、学んでいく。相手とのコミュニケーション
JUDOから柔道へー女性もできる
能力を開発するためには、相手との距離の近い、本気に
矢野 勝（教育学部教授）
柔道授業ー
なって取り組む柔道が適していると実感できるように講座を
行う。そ して、日本で生まれた運動文化としての柔道がもつ
武道的な要素も経験し、ＪＵＤＯと柔道の違いについて考え
る。

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

講習の開催地

和歌山県紀の
川市

和歌山県和歌
山市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年9月6日

6時間 平成26年10月11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・高等学校理
科教諭

6,000円

16人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152153号

073-457-7109

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

教諭

幼・小・特別支援
学校教諭、
中・高等学校音
楽教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年9月10日

平261006152154号

073-457-7109

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

6,000円

平成26年4月10日～
24人
平成26年9月10日

平261006152155号

073-457-7109

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

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年9月10日

平261006152156号

073-457-7109

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

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年10月11日

教諭

中・高等学校
保健体育教諭

平面や空間の再認識

平面や空間の距離について幾何学的に述べ、開集合・閉集
合の性質や具体例について解説する。平面図形や空間図
川上 智博（教育学部准教授）
形について再認識してもらいたいと考えている。可能な範囲
で、証明についても講義を行う予定である。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年10月11日

教諭

中・高等学校
数学科教諭

学校におけるキャリア教育

幼稚園から大学まで全ての学校段階で、教科や特別活動を
問わず全ての教育活動中でキャリア教育が実施されること
となった。これまで日本では必要とされてこなかったキャリア
佐藤 史人(教育学部教授）
教育の歴史を整理し、今後の取り組みへの示唆を得られる
ように、論点を整理する。講義ではグループ活動や職業興
味検査の実施など実践的な内容も取り入れる予定である。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年10月11日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年9月10日

平261006152157号

073-457-7109

http://www.wakayama
-i.ac.jp/menkyo/

学校生活における児童・生徒の
健康と安全

学校生活全般における児童・生徒の健康と安全について、
生活科学の専門的な視点（住・衣分野）から講義する。住分
野では、子どもの健康を守るための教室環境の整え方とし
村田 順子（教育学部教授）
て、空気および視環境について取り上げる。また、非常時避
今村 律子（教育学部教授）
難について建築人間工学の観点から解説する。衣分野で
は、子どもの活動と衣服の安全および、衣服の圧迫や皮膚
アレルギーなど健康への影響について取り上げる。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年10月11日

幼・小・中･高･
教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年9月10日

平261006152158号

073-457-7109

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

地域の変貌を解明する手法

児童・生徒が日々生活する地域は、過去から現在に至るま
でに、例外なく大きな変貌を遂げている。かかる地域の変貌
を児童・生徒に理解させることは、初等・中等教育段階の総
合学習・地域学習・環境学習にとって重要である。そして、こ
島津 俊之（教育学部教授）
の種の学習活動を効果的に推し進めるためには、まず教師
自らが、地域を調査してその変貌を解明する手法を身に付
けておく必要がある。この講習では、こうした地域の変貌を
解明する手法について具体的に解説してゆきたい。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年10月18日

教諭

幼・小・中･高･
特別支援学校教
諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年9月10日

平261006152159号

073-457-7109

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

野外活動の基礎技術

近年、自立の意欲に欠ける青少年の増加が問題となってい
ます。その原因のひとつに「直接体験の不足」が考えられ、
自然体験や生活体験など体験活動（とくに集団宿泊）の必
要性が高まっていると言われています（中教審答申「次代を
池田 拓人（教育学部准教授）
担う自立した青少年の育成に向けて」平成19年1月）。そこ
で本授業では、小学校において新たに実施される長期自然
体験活動にむけて、野外活動の基礎的な技術や知識につ
いて学んでいきます。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年10月18日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年4月10日～
平成26年9月10日

平261006152160号

073-457-7109

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

現代音楽演奏実践講座

難解、つまらない、などと敬遠されがちな現代音楽の面白さ
に気づき、実演を通してその魅力を味わう。授業や校内の
音楽活動で現代音楽を扱うヒントをつかむことを目指す。講
習の前半は、楽譜や文献の検討とともに、CDやDVDによる 小寺 香奈（教育学部准教授）
鑑賞を行う。後半はいくつかの作品を取り上げ、個人又はグ
ループで実際に演奏する。鑑賞、実演ともに授業で現代音
楽を取り扱う際のポイントや問題点を検討しながら進める。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年10月18日

教諭

小学校教諭、
中・高等学校音
楽科教諭

6,000円

15人

平成26年4月10日～
平成26年9月10日

平261006152161号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/
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平成２６年度（第２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

和歌山大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

近年、教育活動の充実を図るための『指導と評価の一体
化』が重視されてきた。また、学校による自己点検・評価に
対する社会的要請が最近は高まりつつある。こうした教育
Excelで楽しく学ぶ教育統計の基 評価の観点を踏まえて、教育情報を有効に活用していくた
菅 千索(教育学部教授）
礎
めの技術やノウハウを獲得することが本講習の主な目標で
ある。具体的には表計算ソフトであるExcelの活用方法につ
いて、初心者向けの講義＋演習により実践的かつ効率的な
手法の習得を目指す。
講習会の会場である紀伊風土記の丘（岩橋千塚古墳群）
は、和歌山県で唯一の特別史跡である。教室で古墳の歴史
とその構造を講義し、ついで、フィールドに出て、古墳の分
布、形状を観察し、埋葬の場所である石室に入って独特の 水田 義一（和歌山大学名誉教授）
構造を考える。 現地で児童・生徒の発達段階に応じたカリ
キュラムや教育法を討論する。 尚講習当日には、紀伊風
土記の丘学芸員をゲストスピーカーとして招く。

講習の開催地

和歌山県和歌
山市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年10月18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

幼・小・中・高・
特別支援学校教
諭

6,000円

25人

平成26年4月10日～
平成26年9月10日

平261006152162号

073-457-7109

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

6,000円

30人

平成26年4月10日～
平成26年9月10日

平261006152163号

073-457-7109

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

6,000円

30人

平成26年4月10日～
平成26年9月10日

平261006152164号

073-457-7109

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

平261006152165号

073-457-7109

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

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年10月18日

教諭

小学校教諭、中
学校社会科教
諭、
高等学校地理歴
史・公民教諭

和歌山大学

近年、農作物を含む多数の生物種で全ゲノム構造（塩基配
列）が解明されつつある。そこで得られた知見は、その育種
遺伝学の発展と植物育種への展 （品種改良）の効率化に貢献している。本講習では、イネに 加藤 恒雄（近畿大学生物理工学部教授）
開
おいて展開しているゲノム解析、およびそれに関連したトラ 堀端 章（近畿大学生物理工学部講師）
ンスポゾンを援用したゲノム機能の解明について、実験を伴
いつつ講述する。

和歌山県紀の
川市

6時間 平成26年10月18日

教諭

中・高等学校
理科教諭

和歌山大学

人の体は約60兆個から成りたっている一大細胞社会であ
り、その細胞表面は糖鎖分子によっておおわれている。これ
ら糖鎖が核酸、タンパク質に次ぐ第３の生命鎖として脚光を
浴びてきている。なぜなら糖鎖は生命を維持していく上で必
身近な化合物：糖の生命科学最
須の役割を果たしていると判明したからである。本講習は中 山口 真範（教育学部准教授）
前線
学校、高等学校で学ぶ「食す糖」ではなく、今後さらにライフ
サイエンスにおいて重要となる「生命現象を担う糖」につい
て化学・生物分野の観点から講習を行い更に専門性を深め
ることを狙いとする。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年11月16日

教諭

高等学校教諭
（化学・生物）

6,000円

平成26年4月10日～
10人
平成26年9月10日

和歌山大学

近年のアートではコミュニケーションを活性化するための試
アートの対話術—イメージで遊ぶ みがたくさん見られます。それらを参考にしながら、スケッチ 永守 基樹（教育学部教授）
やデジカメを使い、イメージによる対話をしてみましょう。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年11月16日

教諭

小学校教諭、
中・高等学校美
術科教諭

6,000円

16人

平成26年4月10日～
平成26年9月10日

平261006152166号

073-457-7109

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

和歌山大学

食卓を囲み「だんらんする」家族。それは今日を生きる私達
にとっての現実か？それとも一つの規範か？あるいは願望
や幻想なのか？生涯を生きる上で人と集って「家族する」意
家族を科学する：今、家族はこん
味とは何か。現代家族の有り様は一律ではない。刻々と変 本村 めぐみ（教育学部准教授）
なに変化している
化する家族の実態を、新たな科学的知見から見つめ直し、
子どもの感性に伝わる「家族」授業を展開するための視点も
含めて提示する。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年11月16日

6,000円

20人

平成26年4月10日～
平成26年9月10日

平261006152167号

073-457-7109

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

ネット型ボール運動の導入から
展開

小学校中学年から導入されるネット型ゲームにおいて、一
般的に行われている(ソフト)バレーボールについてその導入
方法(プレルボールや変形ドッジボールなど)に関する実習
村瀬 浩二(教育学部准教授）
や、現場での導入方法に関するグループ討議を行う。また、
高学年におけるソフトバレーボールの実践方法について実
習、グループ討議を行う。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年11月16日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年9月10日

平261006152168号

073-457-7109

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

和歌山大学

映画の読み方

「映像の２０世紀」という言葉に代表されるように、映像表現
は私たちの生活にますます深く浸透し、学校教育において
も映像作品が教材として頻繁に使用されている。教材が言
語作品であるならば、綿密な読み解きが教員にも学習者に
永井 邦彦（教育学部教授）
も求められる。同様に映像作品も、「見ればわかる」、という
ものではなく、映像として、何がどのように表現されているの
か、を読み解く必要がある。本講習は映像のリテラシーを目
標とする。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年11月16日

教諭

幼・小・中･高･
特別支援学校教
諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年9月10日

平261006152169号

073-457-7109

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

和歌山大学

中学・高校の公民分野は現行政治制度の説明を主な内容
とするが、なぜ制度を理解することが大切なのかという説明
は不十分である。本講習は、政治学の新制度論の立場か
社会科教師のための政治学入門
内田 みどり（教育学部准教授）
ら、各種の選挙制度や執政制度（大統領制や議院内閣制）
の特徴を説明し、現場の教育に生かしてもらうことを狙いと
する。

6,000円

平成26年4月10日～
50人
平成26年9月10日

平261006152170号

073-457-7109

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

和歌山大学

歴史教材としての古墳と博物館

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

幼・小・中･高･
教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年11月29日

教諭

中･高等学校
（社会科、地歴・
公民科）教諭

物理学 （光、熱分野）

小、中、高等学校の理科教科書の内容に合わせて、光（反
射、透過、偏光、散乱などの性質、レンズの働きなど）と熱
（熱と温度の関係、熱の法則）に関連する部分を講義し、理
顧 萍（教育学部教授）
解を深めるために実験及び工作(霧の発生、圧力の変化に
より引火、偏光性を利用して、魔法の壁をつくる、望遠鏡を
つくる）も行う予定です。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年11月29日

教諭

小・中・高等学校
理科教諭

6,000円

20人

平成26年4月10日～
平成26年9月10日

平261006152171号

073-457-7109

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

フィールドワークを通した子ども
の学び

本講義では、「フィールドワーク」の魅力を知り、そのあり方
と技法を身に付け、子どもの学びに繋がる方法を学ぶことを
目的とします。昨今、児童・生徒を実際に地域社会に出か
け、現地を歩き、地域の人から話を聞くなどによる調査活動 阿部 英之助（教育学部特任准教授）
が行われており、地域社会との繋がりや社会参加に繋がっ
ています。フィードワークの技法とその活用方法などを学
び、授業への力量とスキルへの広がりを目指します。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年11月29日

教諭

幼・小・中・高・
特別支援学校教
諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年9月10日

平261006152172号

073-457-7109

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

178 / 264 ページ

平成２６年度（第２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

チームを動かす

我々は何らかの組織や集団に属しながら社会生活を送って
います。また、しばしば特定の目的のために新たな集団・
チームを形成しそれをうまくマネジメントしていくという課題
竹林 明（観光学部教授）
に直面します。本講習では学校教育に欠かせない課外活動
指導やクラス運営についての知見が広がるよう、集団・チー
ムの実践的・理論的トピックスについて考えていきます。

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年11月29日

教諭

小・中・高・
特別支援学校教
諭

6,000円

50人

平成26年4月10日～
平成26年9月10日

平261006152173号

073-457-7109

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

授業を面白くする簡単な理科の
実験

理科の授業では実験が大切であり、また児童生徒の関心を
引き付ける効果も大きい。そこで、身近にあって安価な材料
を使って教室でできる簡単な実験を紹介する。力のつりあ
石塚 亙（教育学部教授）
い、磁石、電流など、小学校でも中学校でも学習するいくつ
かの大切なテーマを採りあげて、その実験によって何を教え
るのか、また教えられるのかについても考える。

和歌山県上富
田町

6時間 平成26年8月18日

教諭

小学校教諭・
中学校理科教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152174号

073-457-7109

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

教育者のための社会福祉概論

現在、子どもに関わる問題は、学校のみでは抱えきれず、
福祉機関等と連携して対応されることが重視されつつありま
す。そのため本講習では、教員の方々に社会福祉の基礎
知識と援助技術に関する理解を深めていただくことを目指し 古井 克憲（教育学部准教授）
ます。主に、子どもに関わる社会福祉サービスと、子どもや
養育者等に対する社会福祉援助の視点と方法について説
明します。

和歌山県上富
田町

6時間 平成26年8月18日

幼・小・中・高・
教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152175号

073-457-7109

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

世界史教育･研究の動向と課題

世界史は、教育の現場においてはしばしば暗記科目の代表
とみなされ、未履修問題に象徴されるように敬遠されること
もある。他方で、歴史研究では、日本史、西洋史、東洋史と
いう旧来の枠組みを超えて、「新しい世界史」を打ち立てよう 小原 淳（教育学部准教授）
とする取り組みが、近年になって活発である。本講習では、
こうした動向を意識しつつ、講師の専門である西洋史を中心
に、世界史教育･研究の課題と可能性を考える。

和歌山県上富
田町

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校社会科教
諭・
高等学校地理歴
史科教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152176号

073-457-7109

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

インターネットにおける暗号とそ
の数学理論

インターネットを通じての情報の送受信は現代社会では必
要不可欠なものとなりつつある。その際に他者に情報を傍
受されないためには暗号化が必須である。本講習では公開
鍵暗号方式の暗号について解説し、その背景となるフェル 片山 聡一郎（教育学部教授）
マーの小定理や中国式剰余定理などの数学理論について
講義する。問題演習の時間や、受講者自らが証明などを考
える時間も十分にとる予定である。

和歌山県上富
田町

6時間 平成26年8月19日

教諭

中･高等学校
数学科教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152177号

073-457-7109

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

中学・高校数学における「確率」
の教材研究

確率の授業を分かりやすく楽しく展開できる能力を養うこと
を目的とする。中学校と高等学校の内容の連続性と差異を
明確に扱いながら、次の内容を講義する。確率用語の意味
や概念を、平易な言葉や例によって明確に示す。樹形図を
門田 良信（和歌山大学名誉教授）
中心にして、順列組合せ(場合の数)、二項分布、条件付き
確率の指導を考察する。確率を考える楽しさとその意義を
確認するために、いくつかの面白い問題を考え簡単な確率
実験を行う。

和歌山県上富
田町

6時間 平成26年8月19日

教諭

中・高等学校数
学科教諭
または確率・統計
関係者

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152178号

073-457-7109

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

和歌山大学

教育評価と子どもの発達

アメリカの教育評価研究の発展とわが国の指導要録を中心
に、教育評価の歴史を概観したうえで、新しい教育評価に
ついて学び、事例を検討する。ダイナミック･アセスメントの
理論と実践を紹介し、どのようにして子どもの発達可能性を 平田 知美（教育学部准教授）
とらえるかを考えていく。そのうえで、海外の事例やわが国
の子どもの状況をふまえながら、学力テストについて多角的
に考察する。

和歌山県上富
田町

6時間 平成26年8月20日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152179号

073-457-7109

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

和歌山大学

コーセラ（Coursera）の英語のビデオ・オンライン講義のひと
つ「人類の略史」（A Brief History of Humankind)を利用して
英語と歴史を学びます。コーセラは、スタンフォード大学の
英語のビデオＷｅｂ講義で人類の
教授によって創立された教育技術の営利団体で、世界中の 兵頭 俊樹（教育学部准教授）
歴史概説
多くの大学と協力し、ビデオ授業を無償でオンライン上に提
供している。講義は英語の字幕付きで、英語そのものは高
校生から大学生レベル。

教諭

小学校教諭、中
学校英語・社会
科教諭、高等学
校英語・地理歴
史科教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152180号

073-457-7109

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

和歌山大学

食育入門

私たちの食生活の現状について解説するとともに、食育とし
て行われている様々な取組を紹介しながら、「食育」として何
を教えればよいのか、そもそも食育はなぜ必要なのか、基
山本 奈美（教育学部准教授）
本的な事柄について考えていく。
講義のほか、グループ討議などを通して食育に対する理解
を深めていく。

和歌山県上富
田町

6時間 平成26年8月20日

幼稚園教諭、小・
中・高等学校教
教諭
諭（主として家庭
養護教諭
科の授業担当
栄養教諭
者）、養護教諭、
栄養教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152181号

073-457-7109

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

水と環境

環境問題を正しく理解するためには、 さまざまな化学物質
に関する基礎知識が必要です。今回、我々の最も身近にあ
る水が地球上でどのように存在し、地球環境に影響を与え
ているかをわかりやすく解説します。その後、海や河川、飲 木村 憲喜（教育学部准教授）
料水にはどのような化学物質が溶けているか簡単な実験を
行い、それぞれの特徴や違いについて考察します。また、身
の回りの放射線の影響などについても考えてみます。

和歌山県上富
田町

6時間 平成26年8月21日

小・ 中・高等学校
理科教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152182号

073-457-7109

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

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山県上富
田町

6時間 平成26年8月20日
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

一般にアカデミックな社会で重視されるのは読み書き算盤
ばかりですが、私たちは人間として生きるために必要な情報
の多くを数字や文字以上にイメージ（画像）からえています。
たしかにイメージとはあいまいで扱いにくいものです。しかし
高橋 健一（教育学部准教授）
イメージにも読むための方法があり、美術史学をはじめとす
る現代の学問は、それを練り上げています。講習では、美術
作品に限らずに幅広く事例を挙げながら、その成果を紹介
していきます。

和歌山大学

イメージからイメージへ：視覚文
化史への招待

和歌山大学

本講習では、日本人英語学習者によく見られる動詞、名
詞、前置詞の誤りにどのように対処すればいいのかを、近
年の概念意味論や認知言語学の発展とともに得られた知
英作文指導に生かす意味論の話 見や一般化を参考にしながら考えていく。また、英語という 松山 哲也（教育学部准教授）
言語の背後に見え隠れする「ものの見方」を日本語のそれ
と比較・対照し、英語らしい表現方法と日本語らしい表現方
法とはどのようなものかを考えていく。

講習の開催地

和歌山県上富
田町

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月21日

対象職種 主な受講対象者

教諭

幼・小・中・高・
特別支援学校教
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

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152183号

073-457-7109

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

6,000円

平成26年4月10日～
40人
平成26年7月1日

平261006152184号

073-457-7109

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

和歌山県上富
田町

6時間 平成26年8月21日

教諭

中・高等学校
英語科教諭

和歌山大学

日本古典文学研究の現在

人文科学研究一般の状況に漏れず、日本古典文学につい
ての研究も日々進展している。しかしながら教諭という激務
のなかにあってはその動向を十全に把握することは困難で
あり、結果として、すでに否定された説・読みに基づく指導が
大橋 直義（教育学部准教授）
教室内で展開される場合も多いにありうる。したがって本講
習では、主に教科書に採録される諸作品について読み進め
つつ、現今の学界動向を適宜紹介することによって、古典
文学研究についての「情報」を更新することを目標とする。

和歌山県上富
田町

6時間 平成26年8月22日

教諭

中・高等学校
国語科教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152185号

073-457-7109

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

和歌山大学

過去の授業実践をもとに、「よい」社会科授業とはどのよう
な授業なのか、授業分析と受講者による討議を通して考え
子どもたちが調べてみたい、考え
ます。その後、教科書を活用して、子どもたちが「調べてみ
てみたいと感じる社会科授業づく
岩野 清美（教育学部准教授）
たい」、「考えてみたい」と感じる授業づくりについて、授業に
り
おいて獲得される知識の質と発問構成に視点を当てて検討
します。

和歌山県上富
田町

6時間 平成26年8月22日

教諭

小・中学校社会
科教諭、
高等学校(地理歴
史・公民科)教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152186号

073-457-7109

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

和歌山大学

子ども・青年をとりまく環境変化

経済・政治・文化的な変動との関連で、子どもや青年をとり
まく社会環境・家庭環境も日々変化しています。本講義で
は、特にこの10年の変化に焦点をあて、必要に応じてそれ
越野 章史（教育学部准教授）
以前の変化にも言及しながら、子ども・青年をとりまく社会や
家庭のあり方の変化、そこから派生する教育上の困難や諸
課題について概説します。

和歌山県上富
田町

6時間 平成26年8月22日

幼・小・中･高･
教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152187号

073-457-7109

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

和歌山大学

本講座では、教材の魅力を生かした国語科「読むこと」の領
域の授業づくりについて考える。教科書教材を分析し、受講
教材の魅力に迫る国語科授業づ 者相互で意見交流を図りながら、教材の魅力を語り合い、
丸山 範高（教育学部准教授）
くり
教材分析、授業計画立案の方法についての指針を得ること
を目指す。なお、学習指導要領や全国学力・学習状況調査
との関連についても解説する。

和歌山県新宮
市

6時間 平成26年8月13日

教諭

国語科授業に関
心のある小学校
教諭、中・高等学
校国語科教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152188号

073-457-7109

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

7,800円

35人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152189号

073-457-7109

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

天文分野は、子どもたちに人気の分野である一方、先生方
にとって内容が難解とされています。いつでも、誰にでも、ど
こにいても手に入る大自然「空」、そしてその向こうの「宇宙」
にもっと気がつくことで、科学の見方・考え方を培っていくこ
とに貢献できるだろう、というのがこの講座の提案です。夕 富田 晃彦（教育学部教授）
暮れの空、星の動き、見え方、宇宙の広さの実感の手助け
から、現代の宇宙観につながる話まで、いくつか具体的な
例を示します。作成いただく小型望遠鏡は安価ですが性能
のよい望遠鏡です。お持ち帰りいただきます。

和歌山大学

宇宙を感じよう

和歌山大学

J.S.バッハの『無伴奏ヴァイオリンパルティータ第3番ホ長
調』の『ジーグ』導入部、および山田耕筰『赤とんぼ』を題材
とし、講義とグループレッスン形式による演習の2形態を併
音楽における豊かな表現を可能 用する。テンポルバートに関しては、ショパン『前奏曲Op.28山名 仁（教育学部教授）
にする拍節法とテンポルバート 4』をとりあげ、アルフレット・コルトーと現代のピアニストとの
演奏を比較する鑑賞教材を取り入れ、20世紀の音楽界にお
いて失われた第2次大戦前のテンポルバート法を音楽表現
に取り入れる方法を学ぶ。

和歌山大学

和歌山大学

小中学校・高等学校における特
別支援教育

哲学あたまで考えてみる

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会
参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、
児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力
を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適
切な指導及び必要な支援を行うものである。通常の学級に 武田 鉄郎（教育学部教授）
おける特別支援教育のあり方を考え、発達障害のある児童
生徒に対して不登校等の二次障害を予防するための学級
経営等について講義を行う。

教師とは、生徒が自らの頭で考え真理を発見するためのサ
ポートをする産婆の役割を果たすものです。しかし、まず教
師自らが考えてみなければ、生徒をサポートすることはでき
ません。本講習では、自我論、自由意志論、倫理問題など 小関 彩子（教育学部准教授）
の根本について、テキストを参考にしつつ解説し、また参加
者とともに討議します。参加者自らが論理的かつ厳密な思
考を実践し、訓練することを期待しています。

和歌山県新宮
市

6時間 平成26年8月13日

教諭

幼・小・中･特別支
援学校教諭（特に
幼・小・理科教
諭）

和歌山県新宮
市

6時間 平成26年8月13日

教諭

小・中・高等学校
音楽科教諭

6,000円

10人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152190号

073-457-7109

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

和歌山県新宮
市

6時間 平成26年8月13日

幼・小・中･高･
教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152191号

073-457-7109

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

和歌山県新宮
市

6時間 平成26年8月14日

幼・小・中･高･
特別支援学校教
諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152192号

073-457-7109

http://www.wakayama
-u.ac.jp/menkyo/
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教諭

平成２６年度（第２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

初等的な整数論のはなし

整数論の初等的な話題について、板書を中心とした講義を
行う。扱う内容は、素数などの性質を中心とするいわゆる初
等整数論や加法的整数論などである。高等学校の整数論
北山 秀隆（教育学部講師）
の内容を超えるやや発展的な内容も含まれるが、特別な予
備知識は必要とせず、意欲的な中学生や高校生への話題
としても有効なものであろうと考える。

和歌山県新宮
市

6時間 平成26年8月14日

行動観察実践講座 子どもを見
守る基礎

「身体の硬い子が増えた」、「打撲・捻挫・突き指・骨折すべ
て『泣き叫ぶ』痛みとして訴えてくる」、「しんどいことは避け、
無理をしない」、「よく”疲れた””肩が凝った”と言う」など、現
場からの声が届いてきます。このような日常的に見られる児
加藤 弘（教育学部教授）
童･生徒の行動（表情、言葉、姿勢、動き、等）について取り
上げ、その背景にある『発育・発達期の生理心理学的基礎
基本』について今一度理解を深め、見守る方策について考
えていきます。

和歌山県新宮
市

6時間 平成26年8月14日

すぐ使える家庭科授業作り

家庭科の内容はあたりまえの生活すぎて、「何がどこがポイ
ントなのか」「基礎となる科学的知識は何か」「こどもの生活
課題にあっているか」「将来にも応用できる内容になってい 赤松 純子（教育学部教授）
るか」 を見過ごすことがある。「生活常識」を見直し、すぐに
使える家庭科授業作りを考える。

和歌山県新宮
市

6時間 平成26年8月14日

和歌山大学

都市空間を考える

都市空間の変容過程では、産業革命から続く産業構造の
変化、人口転換を経る中での人口の年齢構成の変化、郊外
住宅地の展開、グローバル化の進展など、多くの要因が複
雑に交錯する。こうした都市空間の変容過程に関する講義
山神 達也（教育学部准教授）
を通して、社会科の各分野の内容を関連させることの重要
性について考えていきたい。なお、講義を中心に進めるが、
地形図の読図などの実習やグループ討議も交えて、議論や
理解を深めていきたい。

和歌山県新宮
市

6時間 平成26年8月15日

和歌山大学

子どもたちを取り巻くネット社会の現状とその実態について
述べ、学校教育で取り組むべき対応策（特に、情報モラル指
導のための授業づくり）について検討していきます。 講師
自身、十数年前から「情報モラル・セキュリティに関する授
明日からできる 情報モラル指導
業」を直接子どもたちに実践してきた経験があり、独自の授 豊田 充崇（教育学部准教授）
実践講座
業設計ビジョンを持っています。理論だけで終わらない、理
想論ではない「現実的に効果のある指導内容・方法」を教員
の皆様に伝え、それを教育現場で活かしていただけることを
願っています。

和歌山県新宮
市

6時間 平成26年8月15日

現在、英語教育は生徒そして教員の日本語語学力を基礎
にして、英語の情報を与えることがもっぱらである。そしてわ
たしたちはついつい英語と日本語の違いを大胆に乗り越え
て、どちらも同じ言語というものなのだからという前提で情報
を与えてしまうこともある。たとえば「は」のついた名詞は主 坂本 正雄（教育学部教授）
語で、「を」がつけば目的語である、等々。「昨日は大阪へ
行った。」という文をYesterday went to Osaka.と英訳する生
徒もいる。限られた時間で、英語と日本語は異なる言語体
系であることを、説明したい。

和歌山県新宮
市

6時間 平成26年8月15日

１．水の流れと水環境
２．農業経営と農家経済
３．都市と農村との新たな関係
４．日本最大の農産物直売所「めっけもん広場」成功の秘密
を探る。
５．環境に優しい農業技術
６．温暖化と果樹栽培
７．森林と防災
８．農業が創りだした「ふる里の郷愁」
９．農業と環境

和歌山県和歌
山市

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

和歌山大学

英語と日本語の違いについて

公益財団法人全 農業実験実習講習会『農業と環
国学校農場協会 境』

対象職種 主な受講対象者

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152193号

073-457-7109

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

幼・小・中･高･
教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152194号

073-457-7109

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

教諭

家庭科授業の担
当者
（「家庭」免許の
有無を問わない）

6,000円

20人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152195号

073-457-7109

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

教諭

中・高等学校
（社会科、地理歴
史、公民科）教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152196号

073-457-7109

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

教諭
小･中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152197号

073-457-7109

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

教諭

小学校教諭、中･
高等学校英語・
国語科教諭

6,000円

40人

平成26年4月10日～
平成26年7月1日

平261006152198号

073-457-7109

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

教諭

中（技術・家庭
科）高（農業科・
家庭科）の教諭

10,000円

30人

平成26年4月1日～
平成26年6月4日

平268132551639号

03‐3463‐7721

http//www.nojokyoka
i.or.jp

教諭

中学校・高等学
校
数学科教諭

受講料 受講人数

養父志乃夫（和歌山大学システム工学部環境システム
学科教授）

中島 敦司（和歌山大学システム工学部環境システム
学科教授）

谷口 正伸（和歌山大学システム工学部環境システム
学科助教）

18時間

平成26年8月18日～
平成26年8月22日

大西 敏夫（和歌山大学経済学部経済学科教授）
藤田 武弘（和歌山大学観光学部地域再生学科教授）
南山 泰宏（和歌山大学教育学部准教授）

社団法人日本数
小学校算数教育講習（１日目）
学教育学会

・数学の認識の観点から，小学校算数と中学校数学との
ギャップについて，特に数と計算の内容に関するギャップに
ついて考え，その問題点を明らかにする。それをふまえ，そ
れらの接続を意図した算数の授業構成の視点を提供する。
・算数的活動の具体例の紹介や演習を通して，さらに海外
の教科書にも目を向けながら，思考力・表現力の育成を意
図した算数科の授業づくりのポイントを整理する。

和田信哉（鹿児島大学教育学部准教授）
松浦武人（広島大学大学院教育学研究科准教
鳥取県米子市
授）
溝口達也（鳥取大学地域学部准教授）

6時間 平成26年7月28日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月1日～
平成26年7月4日

平268135750979号

03-5988-9872

http://www.sme.or.j
p/

社団法人日本数
小学校算数教育講習（２日目）
学教育学会

・本講義は、学校教育において広く展開されている問題解
決の学習について、協同的学びがもたらす学習者の主体性
と、集団を基本とした学びに基づく新たな学習様式を提案す
るものである。
・数学をつくる活動をめざした算数授業について考察させ
る。このために，受講生に数学をつくる活動を実際に体験さ
せ，それを省察しながら教材開発のストラテジーと学習指導
法について考究させる。

矢部敏昭（鳥取大学副学長）
中野俊幸（高知大学人文社会科学系教育学部
鳥取県米子市
門教授）
溝口達也（鳥取大学地域学部准教授）

6時間 平成26年7月29日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月1日～
平成26年7月4日

平268135750980号

03-5988-9872

http://www.sme.or.j
p/
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平成２６年度（第２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

社団法人日本数
小学校算数教育講習（３日目）
学教育学会

・「数学的な考え」を巡って展開されているわが国の算数教
育の現状を歴史的に反省し，これからの社会とつながる算
数教育のあり方について考察する。講義形式で実施する。
・算数科学習では，児童の数学的表現力を育成することが
重要です。その際には，いつどのような数学的表現を用い
るのかといった，児童のメタ認知能力の育成も必要です。そ
の視点と関連する算数的活動等を紹介します。

植田敦三（広島大学大学院教育学研究科教
授）
加藤久恵（兵庫教育大学大学院学校教育研究 鳥取県米子市
科准教授）
溝口達也（鳥取大学地域学部准教授）

6時間 平成26年7月30日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月1日～
平成26年7月4日

平268135750981号

03-5988-9872

http://www.sme.or.j
p/

社団法人日本数
中学校数学教育講習（１日目）
学教育学会

・問題解決のツールとしての方程式と関数のグラフの指導を
見直し，新しい単元「関数と方程式」の中での数学的活動の
展開について紹介する。また実際の演習を通して，関数の
グラフを基にした教材研究の視点を提供する。
・算数から中学数学へ至る過程の中で，子どもが学習に困
難を感じ，意欲を失う現状がある。本講義では，算数と数学
のギャップに目を向け，ギャップの原因を確認しつつ，義務
教育９年間を一貫させる算数・数学指導として，子どもの意
欲と思考力を高める学習指導について考えていく。

溝口達也（鳥取大学地域学部准教授）
岡崎正和（岡山大学大学院教育学研究科准教
鳥取県米子市
授）
橋本隆司（鳥取大学大学教育支援機構教授）

6時間 平成26年7月28日

教諭

中学校数学科教
諭

6,000円

100人

平成26年4月1日～
平成26年7月4日

平268135750982号

03-5988-9872

http://www.sme.or.j
p/

社団法人日本数
中学校数学教育講習（２日目）
学教育学会

・中学校数学科「資料の活用」領域の指導を進めるにあたっ
て、踏まえておくべき事柄と実際に授業で活用できる教材や
授業実践例を紹介します。「資料の活用」設置に至った経
緯・背景、指導内容とその趣旨などに関する基礎知識に関
する講義と、実際に使える教材や授業実践例などに触れる
演習との2部構成で行います。
・数学科授業は，いろいろな「例」に満ちています。図による
具体例，言葉をつかった喩え，例題，…。例を通して，生徒
は数学を意味づけし理解します。例を視点として，中学校数
学科授業について考えていきます。

青山和裕（愛知教育大学教育学部准教授）
影山和也（広島大学大学院教育学研究科准教
鳥取県米子市
授）
橋本隆司（鳥取大学大学教育支援機構教授）

6時間 平成26年7月29日

教諭

中学校数学科教
諭

6,000円

100人

平成26年4月1日～
平成26年7月4日

平268135750983号

03-5988-9872

http://www.sme.or.j
p/

社団法人日本数
中学校数学教育講習（３日目）
学教育学会

・中学校数学科において数学的な思考力・表現力をはぐくむ
ための授業構成の在り方とその具体化について考察する。
講義と演習の形式で，数学科授業構成の視点と改善のポイ
ントを明確にし，具体的な事例について考える。
・数学の授業におけるテクノロジー利用(PC,iPad,電子黒板・
プロジェクタなど)について，基本的な知識とスキルの習得を
目的とする。教師用デジタル教科書，作図ツールＧＣや表計
算ソフトＥｘｃｅｌなどに焦点を当てる。

小山正孝（広島大学大学院教育学研究科教
授）
飯島康之（愛知教育大学教育学部教授）
橋本隆司（鳥取大学大学教育支援機構教授）

鳥取県米子市

6時間 平成26年7月30日

教諭

中学校数学科教
諭

6,000円

100人

平成26年4月1日～
平成26年7月4日

平268135750984号

03-5988-9872

http://www.sme.or.j
p/

・中学校・高等学校の授業で扱われる教材について数学的
活動の視点から、教材研究や数学的な広がりのよさについ
て理解を深め、生徒の学習意欲や活用力を高める授業づく
りを考察するとともに、数学科の授業力・指導力の向上を図
平岡賢治（長崎大学教育学部教授）
社団法人日本数
る。
高等学校数学教育講習（１日目）
中川裕之（大分大学教育福祉科学部准教授）
学教育学会
・教科書の例題や問題をバラバラにとらえるのではなく，そ
矢部敏昭（鳥取大学副学長）
こに関係を見いだし，活用することで，創造的，発展的に学
習指導が進められることを，図形教材を中心にお話ししま
す。また，問題の背景や解法の見つけ方について考えま
す。

鳥取県米子市

6時間 平成26年7月28日

教諭

高等学校数学科
教諭

6,000円

100人

平成26年4月1日～
平成26年7月4日

平268135750985号

03-5988-9872

http://www.sme.or.j
p/

6時間 平成26年7月29日

教諭

高等学校数学科
教諭

6,000円

100人

平成26年4月1日～
平成26年7月4日

平268135750986号

03-5988-9872

http://www.sme.or.j
p/

6時間 平成26年7月30日

教諭

高等学校数学科
教諭

6,000円

100人

平成26年4月1日～
平成26年7月4日

平268135750987号

03-5988-9872

http://www.sme.or.j
p

・高等学校数学科における問題解決型の授業について，幾
つかの実践例や教材をもとに，そのような授業の可能性や
意義について考える。また，教材研究などの演習を通して，
社団法人日本数
問題解決型の授業を考える際の視点を提供する。
高等学校数学教育講習（２日目）
学教育学会
・指導要領において数学的活動は「数学学習にかかわる目
的意識をもった主体的な活動」とされるが、ではそのような
学習活動を引き出すには、どのように教材を設定すればよ
いのか。教材設定の視点と教材例を紹介したい。
・統計領域について，多変量解析法などの基本的な解析方
法を説明し，データ解析の視点から具体的な教材作成の事
例を紹介する。
社団法人日本数
高等学校数学教育講習（３日目） ・正多面体の中でも特に正十二面体を例にとり，現代代数
学教育学会
学の中で中心的な位置の一つを占める群論の初歩につい
ての説明を行う。また演習として，展開図を描くことから始め
て正十二面体を製作する。

岩田耕司（福岡教育大学教育学部准教授）
濵中裕明（兵庫教育大学大学院学校教育研究
科准教授）
鳥取県米子市
矢部敏昭（鳥取大学副学長）

平井安久（岡山大学大学院教育学研究科教
授）
橋本
隆司（鳥取大学大学教育支援機構教授）
矢部敏昭（鳥取大学副学長）

鳥取県米子市

川崎医療福祉大
特別支援教育
学

1)知的障害を伴う自閉症児の指導―TEACCHプログラムに
基づいた支援技法―（９０分）
2)今後の特別支援教育制度のあり方(９０分)
3)発達障害の児童生徒について、その理解と指導法１（９０
分)
4)発達障害の児童生徒について、その理解と指導法２及び
試験(９０分)

寺尾 孝士（医療福祉学部医療福祉学科教授）
安藤 きよみ（医療福祉学部医療福祉学科准教
授）
岡山県倉敷市
小田桐 早苗（医療福祉学部医療福祉学科講
師）

6時間 平成26年8月7日

教諭

全教諭

6,000円

50人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263051851072号

086-464-1021

http://www.kawasaki
-m.ac.jp/mw/

川崎医療福祉大
体育・スポーツの理論と実際
学

1）青少年の体力の現状と課題（講義）及び試験（90分)
2）スポーツにおけるメンタルトレーニングの理論と実践（講
義）及び試験（90分）
3）ボール運動・球技の授業づくり(実技）及び試験（90分）
4）木刀による剣道基本技稽古法（実技）及び試験（90分）

米谷
宮川
田島
宮坂

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校・高等学
校 保健体育教
諭向け

6,000円

30人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263051851073号

086-464-1021

http://www.kawasaki
-m.ac.jp/mw/

正造（医療技術学部健康体育学科教授）
健（医療技術学部健康体育学科教授）
岡山県倉敷市
誠（医療技術学部健康体育学科准教授）
雄悟（医療技術学部健康体育学科助教）
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ＵＲＬ

川崎医療福祉大
養護教諭の職務の展開
学

1）疾病の管理における多職種との連携（９０分）
2）健康相談における多職種との連携（９０分）
3）多職種連携における養護教諭のコーディネーション（９０
分）
4）グループワーク及び試験（９０分）

津島 ひろ江（医療福祉学部保健看護学科教
授）
岡山県倉敷市
森口 清美（医療福祉学部保健看護学科講師）
沖西 紀代子（東広島志和中学校養護教諭）

6時間 平成26年8月26日

養護教諭 養護教諭

6,000円

25人

平成26年4月1日～
平成26年5月31日

平263051851074号

086-464-1021

http://www.kawasaki
-m.ac.jp/mw/

山陽学園大学

①生徒指導提要第３章第３節「青年期の心理と発達」に準じ
て、生徒を指導する際の留意点について考察する
②青年期にある人の自己表現をどう育てるか、“アサーショ
ン”から考えるワークショップ
③養護教諭がかかわる子どもの現状と対応・支援及び校内
外との連携について考察する
④個と集団での支援のあり方と専門機関との連携について
考察する
⑤これまでの講義をふまえ、ディスカッションなどを通して望
ましい自己表現の育て方について考察する

高橋
石原
田村
海本

岡山県岡山市

6時間 平成26年8月7日

中学校・高等学
教諭
校の教諭及び養
養護教諭
護教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月30日

平263052351805号

(086)-901-0503

http://www.sguc.ac.
jp/

山陽学園短期大
発達障害
学

①学校教育全体の在り方を考える視点として特別支援教育
を位置づけ、考察する。
②発達障害を心理学的に考察し、教育現場での配慮と対応
方法を考える。
③発達障害の問題点とその教育支援の在り方について、最
新の知見を踏まえながら、教育心理学の視点から考える。
④保護者の気持ちに寄り添いながら支援していくために必
要なこととは何かを、福祉的・心理的な視点から考える。

皆川順（幼児教育学科教授）
大橋康宏（幼児教育学科教授）
伊藤潔志（幼児教育学科講師）
河野清志（幼児教育学科講師）

岡山県岡山市

6時間 平成26年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月30日

平263529650996号

(086)-901-0503

http://www.sguc.ac.
jp/

福山市立大学

生活・家庭領域を深める

午前中は講義と演習を行う。人と人との関係を築く技術とし
て、「アサーション」という考え方がある。双方が気持ちの良
い関係を築く方法を授業・保育実践のなかでどう行うか、実
正保 正惠（教育学部教授）
際にロールプレイングを通して学ぶ。
倉田 美恵（教育支援センター センター教授）
午後は実習を中心とする。現代の食生活における米、米粉
の扱われ方を行事食を通して俯瞰したあと、米を素材として
おはぎ、米粉を素材としてだんごを実際に作って調理技術
の向上を図る。

広島県福山市

6時間 平成26年8月5日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,400円

12人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006651513号

084-999-1113

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

福山市立大学

絵本で育むことばの教室づくり

絵本とは、絵と文章が一体化した総合的芸術作品であると
同時に、読み手と聞き手の間でコミュニケーションやスキン
シップを楽しみつつ体感できるインタラクティブなツールでも
ある。また教育・保育現場においては、子どもたちのことば
の獲得や認知、自己形成過程を支え、育むすぐれた教材に 齋木 喜美子（教育学部教授）
もなりうる。本講座では、絵本をテーマにその魅力や文化財
としての価値、教材としての可能性や選書の視点等につい
て考え、ことばの環境構成や言語学習実践へとつなげた
い。

広島県福山市

6時間 平成26年8月5日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006651514号

084-999-1113

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

福山市立大学

子どもの食を取り巻く環境の急激な変化に関しての問題を
子どもの命と食の大切さを伝える 共有するとともに、食生活のあり方、食に関する技術につい 三谷 璋子（非常勤講師）
食育教材
て考える。体験的食育をとおして、命と食べもののつながり 土屋 房江（教育支援センター センター教授）
について考え、今後の教材作りなどにつなげる。

広島県福山市

6時間 平成26年8月6日

教諭
幼稚園・小学校
栄養教諭 教諭・栄養教諭

6,300円

12人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006651515号

084-999-1113

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

福山市立大学

地域安全マップづくりは、児童、生徒が街あるきによる点検
を行い、課題を地図の上にまとめるものである。学外の通学
路などを改めて見直すことで、地域の課題に気づくこと、こ
街歩き・フィールドワークによるま
れを地図化する作業の中で課題を整理し、表現する能力を
ちづくり課題の抽出～安全マップ
岡辺 重雄（都市経営学部准教授）
獲得すること、また発表しあうことで、課題の共有化を図るこ
づくりを例として～
とができることから、総合的な学習効果が期待できる。本講
習では、安全マップづくりの意義や企画に関する要点等の
座学と街あるき・マップづくり実習を通じて、方法論を学ぶ。

広島県福山市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭及び
中学校社会科教
諭

6,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006651516号

084-999-1113

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

広島県福山市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭

6,000円

25人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006651517号

084-999-1113

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

広島県福山市

6時間 平成26年8月8日

教諭
小・中学校教諭，
養護教諭 養護教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006651518号

084-999-1113

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

幼稚園・小学校
教諭及び中学校・
高等学校家庭科
教諭

6,800円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006651519号

084-999-1113

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

青年期の自己表現の支援

功（総合人間学部講師）
みちる（総合人間学部准教授）
裕子（看護学部教授）
友子（総合人間学部准教授）

図画工作科教育の新しい学習指導要領が示すように、鑑賞
指導においては地域の美術館との連携が求められている。
渋谷 清（教育学部教授）
ふくやま美術館を講習会場として、その具体的な連携方法
谷藤 史彦（ふくやま美術館学芸課長）
について理解を深めていく。また、展示作品を題材にした対
話型の鑑賞を実際に体験しながら、鑑賞教育に美術館を活
用した授業づくりの可能性を探る。

福山市立大学

美術館で学ぶ図画工作

福山市立大学

子どもの人権侵害（児童虐待やいじめなど）の現状につい
て分析し，子どもの権利や子育ち支援のあり方について考
える．さらに，子どもの権利意識を育むための具体的な授業
児童虐待やいじめなどの人権侵
方法を考えるために，釜ヶ崎の「こどもの里」の実践・「こども 八重樫 牧子（教育学部教授）
害と子育ち支援
の夜まわり」（ＤＶＤ：ホームレスと出会うこどもたち）を取り上
げ，子どもの自己肯定感を高めるための方法について理解
を深める．

福山市立大学

手作りと豊かな衣生活

この講習では衣生活分野の内容を説明し、実習を行う。被
服素材の中での天然繊維の構造と性質を説明し、フェルト
筒井 由紀子（非常勤講師）
ボール、手紡ぎ糸、かんたん手織りの製作をする。また、日
山本 百合子（非常勤講師）
常生活の中から生まれた伝統文化である「こぎん刺繍・さし
こ」の技術を生かした、簡単な小物の製作を行う。

広島県福山市

6時間 平成26年8月 9日

183 / 264 ページ

教諭

平成２６年度（第２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

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006651520号

084-999-1113

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

福山市立大学

世界遺産と地域の文化遺産を切り口にして、さまざまな教育
が可能である。
前半は、世界遺産を切り口にして、ＥＳＤ（持続可能な開発
世界遺産と地域の文化遺産を切
田渕 五十生（教育学部教授）
のための教育）などの視点に立って、世界遺産の意味につ
り口にした教育
杉原 耕治（現代教育研究所所長）
いて考える。
後半は、備後地方に刻まれた文化（歴史や文学）を通して、
地域へのアイデンティティを育むための教育の提案を行う。

広島県福山市

6時間 平成26年8月11日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校教
諭及び中学校・高
等学校社会科教
諭

福山市立大学

企業と社会のコミュニケーションのあり方をテーマとしなが
ら、現代の経営および企業倫理について幅広く理解していく
ことを主たる目的とする。企業におけるさまざまな課題(例：
CSR(企業の社会的責任)研究の コーポレート・ガバナンスと経営者の役割、雇用問題、消費
榁田 智子（都市経営学部准教授）
動向と教育上の課題
者問題、環境問題)について、最新の理論動向および事例
を手掛かりに考察していく。
講義形式を中心とし、必要に応じて適宜グループディス
カッションを取り入れる。

広島県福山市

6時間 平成26年8月11日

教諭

中学校・高等学
校社会科教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006651521号

084-999-1113

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

福山市立大学

急速に進展する教育環境のグローバル化とIT化に対応
するために,小学校英語教育のさらなる拡充強化と中・高等
学校を通じた英語教育全体の抜本的充実が強く求められて
ネイテイブ専門家とともに創る言
いる。本講習では,受講者がネイテイブ指導者とともに創る Stephen Hampshire（都市経営学部講師）
語活動と発信型英語授業の構成
「楽しく生き生きとした言語活動」の演習を通して,英語による 弓手 博（非常勤講師）
法
専門的コミュニケーション能力と意欲を高めるとともに,「楽し
く生き生きとした発信型の英語授業づくり」に生かすこととす
る。

広島県福山市

6時間 平成26年8月12日

教諭

中学校・高等学
校英語教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006651522号

084-999-1113

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

福山市立大学

生活環境としての地域の全体像を理解するためには、歴史
的な視点に根ざしながら総合的に学習することが大切であ
る。
歴史的視点に根ざした地域学を 前半では、経済と市街地の発展の関連性を切り口にして、 藤井 輝明（都市経営学部教授）
切り口にした授業づくり
後半では、備後地域に残された建造物・産業遺構等の歴史 西川 龍也（都市経営学部教授）
遺産への理解・再評価を通して、社会科教育や地域・環境
教育のための授業づくりや地域のアイデンティティ育成の手
法を探る。

広島県福山市

6時間 平成26年8月12日

教諭

全教諭
（養護教諭，栄養
教諭を除く。）

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006651523号

084-999-1113

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

福山市立大学

本講習では、実際に（歴史）博物館を会場として、博物館の
機能や役割、学校教育への取り組みについての事例を学
八幡 浩二（都市経営学部講師）
学校教育における歴史博物館の 習する。 また、博物館内の展示及びバックヤード等を見学
久下 実（広島県立歴史博物館主任学芸員）
活用
する。さらに、博物館側と学校側の両者の立場から、互いに
意見や情報の交換を行いながら、今後の連携・協力の在り
方について検討を行う。

広島県福山市

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

6,290円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006651524号

084-999-1113

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

6,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006651525号

084-999-1113

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

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006651526号

084-999-1113

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

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006651527号

084-999-1113

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

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006651528号

084-999-1113

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

①21世紀の水を考える（堤）
21世紀は水をめぐって何が起ころうとしているのだろうか。
地球にある水が都市や社会でどのように利用され、その量
の問題、利用に応じた処理技術・安全性はどうなっているの
かなど21世紀の水について幅広く考える。
堤 行彦（都市経営学部教授）
②流れる水と地形・地層（澤田）
澤田 結基（都市経営学部講師）
瀬戸内地域の地形・地質の基礎知識を学ぶ。また、地域の
地形・地質と関連させた地学分野の授業を行うための一手
段として、簡単な水路実験装置を用いた三角州の堆積実験
を行う。

福山市立大学

水を科学する

広島県福山市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭及び
中学校・高等学
校理科・社会科
教諭

福山市立大学

音楽づくりと歌唱指導の授業づくりについて、実践を交え考
えていく。
音楽づくりについては、自己表現をしながら、同時に他者と
村山 ひろみ（教育学部教授）
子どもたちが音楽を何倍も楽しむ 関わり双方向のコミュニケーションによる対話と共感から生
平本 弘子（教育研究交流センター センター教 広島県福山市
授業づくり
まれる音楽の楽しさとその授業展開を理解する。
授）
歌唱指導については、健康的な発声法と美しい日本語の発
音法を再認識し、心から楽しめる歌唱、そして合唱へと効果
的に発展させる授業のヒントを得る。

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭

福山市立大学

障害児教育を創始したすぐれた教育者たちが行ってきた実
践や取り組みを学び直すことにより、方向性が見えにくく
障害児教育の創始者と新情勢か なっている教育の在り方について原点に立ち戻って考える
中村 満紀男（教育学部教授）
ら学ぶ特別支援教育の可能性と 契機とする。そして今後の特別支援教育の在り方を考える
高橋 実（教育学部教授）
課題
上での重要な視点である、インクルーシブ教育、障害者権
利条約、障害者総合福祉法の情勢と課題などを学び、これ
からの特別支援教育の在り方について議論する。

広島県福山市

6時間 平成26年8月21日

広島県福山市

6時間 平成26年8月22日

福山市立大学

言語活動を中心とした国語単元
学習の授業づくり

子どもたちの言葉の力をいかに育んでいけるのか、日々
尽力されている先生方と一緒に、言葉の力を育て、かつ楽
しい言葉の学習活動を考えていきたい。そのために、国語
単元学習の観点から、教育現場で重視される言語活動を統 森 美智代（教育学部准教授）
合した指導計画、教育プランづくりに取り組む。学習者の現 谷口 直隆（鈴峯女子短期大学講師）
状に根ざした価値を見出す教材分析の視点と、国語科単元
学習の指導案づくりの方法を学ぶ。小学校教科書教材を対
象とするが、中学校教諭も受講可能。

184 / 264 ページ

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

教諭

小学校教諭

平成２６年度（第２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

就学前教育における教育課程を歴史的な視点からみること
によって、今求められている就学前教育のあり方について
髙月 教惠（教育学部教授）
考える。幼児期から小学校にかけての発達段階を考慮した
大庭 三枝（教育学部准教授）
表現教育について、実技演習を通して子どもの表現が輝く
教材の開発、指導法について理解を深める。

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

広島県福山市

6時間 平成26年8月23日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

35人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006651529号

084-999-1113

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

比治山大学

本講座で，初等教育において特に重要な基礎となる言語・
初等教科等指導講座～これから 数理能力の向上を図り，平成23年4月から全面実施となっ
山田 惠次（現代文化学部教授）
の初等教育（Ⅰ） 言語・数理能 た小学校学習指導要領で特に重視されている基礎的・基本
青山 之典（現代文化学部准教授）
力の育成
的な知識・技能の習得，思考力・判断力・表現力等の育成
に必要な指導力の向上を図る。

広島県広島市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月4日～
平成26年4月11日

平263053051761号

082-229-0121

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

比治山大学

本講座では，初等教育において必要となる社会認識・自然
初等教科等指導講座～これから 認識能力の向上を図り，平成23年4月から全面実施となっ
の初等教育（Ⅱ） 社会認識・自 た小学校学習指導要領で特に重視されている基礎的・基本
然認識能力の育成
的な知識・技能の習得，思考力・判断力・表現力等の育成
に必要な指導力の向上を図る。

上之園 公子（現代文化学部教授）
志田原 重人（現代文化学部教授）
鈴木 盛久（現代文化学部教授）
鹿江 宏明（現代文化学部准教授）

広島県広島市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月4日～
平成26年4月11日

平263053051762号

082-229-0121

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

比治山大学

本講座では，初等教育において必要となる表現・鑑賞・コ
初等教科等指導講座～これから ミュニケーション能力の向上を図り，平成23年4月から全面
の初等教育（Ⅲ）表現・鑑賞・コ
実施となった小学校学習指導要領で特に重視されている基
ミュニケ―ション能力の育成
礎的・基本的な知識・技能の習得，思考力・判断力・表現力
等の育成に必要な指導力の向上を図る。

緒方 満（現代文化学部教授）
若元 澄男（現代文化学部教授)
大牛 英則（現代文化学部准教授）
佐々木 淳（現代文化学部准教授）
土橋 幸正（現代文化学部教授）

広島県広島市

6時間 平成26年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月4日～
平成26年4月11日

平263053051763号

082-229-0121

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

広島国際大学

近年学校現場で特に要求される子どもや保護者との”関係
づくり”に注目し、心理学の専門知識を提供しながら掘り下
げてゆきます。日々の学級集団づくりに活かせるディベート
伝え合い、理解し合う集団のため 学習や、関係づくりが難しい発達障がいをもった児童・生徒
に
への理解と対応、および多様なニーズをもつ保護者への理
解と対応について検討するとともに、関係づくりの基礎とな
る教師と子ども双方の心身の健康維持・管理についても専
門的に深め、知識やスキルの獲得を目指します。

久次弘子（心理科学部
鈴木佳奈（心理科学部
大藤弘典（心理科学部
角谷昌則（心理科学部
伊藤啓介（心理科学部
河本 肇 （心理科学部
田中秀樹（心理科学部
森本浩志（心理科学部
大島聖美（心理科学部
西村太志（心理科学部

広島県東広島
市

教諭

中学校・高等学
校教諭向け

18,000円

20人

平成26年3月17日～
平成26年6月30日

平263053350625号

福山市立大学

小学校へつながる就学前教育

特任教授）
講師）
講師）
講師）
准教授）
教授）
教授）
特任助教）
特任助教）
講師）

18時間

平成26年8月19日～
平成26年8月21日

0823-70-4541

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

本コースでは、学習指導要領の改訂に伴い、新学習指導要
岡
利道（人間科学部教授）
広島文教女子大 小学校コース「新学習指導要領と 領の趣旨に沿った、国語科及び書写書道の指導法につい
森
哲之（人間科学部准教授）
学
小学校教育の充実」①
て解説し、実践演習を行う。これらの講義を通して、小学校
杉山 浩之（人間科学部教授）
教員としての資質の向上を目指す。

広島県広島市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平263053950891号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp

本コースでは、学習指導要領の改訂に伴い、新学習指導要
村上 典章（人間科学部教授）
広島文教女子大 小学校コース「新学習指導要領と 領の趣旨に沿った、社会科及び理科の指導法について解
高橋 泰道（人間科学部教授）
学
小学校教育の充実」②
説し、実践演習を行う。これらの講義を通して、小学校教員
杉山 浩之（人間科学部教授）
としての資質の向上を目指す。

広島県広島市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平263053950892号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp

本コースでは、学習指導要領の改訂に伴い、新学習指導要
今崎 浩 (人間科学部准教授)
広島文教女子大 小学校コース「新学習指導要領と 領の趣旨に沿った、算数科及び図画工作科の指導法につ
佐伯 育郎（人間科学部准教授）
学
小学校教育の充実」③
いて解説し、実践演習を行う。これらの講義を通して、小学
杉山 浩之（人間科学部教授）
校教員としての資質の向上を目指す。

広島県広島市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平263053950893号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp

中学校・高等学校 国語科コース 本コースでは、国語科で取り扱う内容について、より深い理
広島文教女子大
橋村 勝明（人間科学部教授）
「国語科内容学の充実に向けて」 解と認識を得るために、日本語学の領域から「言語文化を
学
黒木 晶子（人間科学部准教授）
①
通して豊かな言語生活を考える」と題して講習を行う。

広島県広島市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭向
け

6,000円

25人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平263053950894号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp

中学校・高等学校 国語科コース 本コースでは、国語科で取り扱う内容について、より深い理
広島文教女子大
森下 要治（人間科学部教授）
「国語科内容学の充実に向けて」 解と認識を得るために、日本文学の領域から「和歌の解釈
学
岡
利道（人間科学部教授）
②
力を高める」と題して講習を行う。

広島県広島市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭向
け

6,000円

25人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平263053950895号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp

本コースでは、国語科で取り扱う内容について、より深い理
解と認識を得るために漢文学の領域から「漢文の理解につ
中学校・高等学校 国語科コース
宮崎 洋一（人間科学部教授）
広島文教女子大
いて」と題する講義を展開し、また、深い理解に裏打ちされ
「国語科内容学の充実に向けて」
豊後 宏記（人間科学部教授）
学
た内容を授業に反映させてゆく方法について、国語科教育
③
岡
利道（人間科学部教授）
学の領域から「文法意識を育てる国語科の指導」と題して講
習を行う。

広島県広島市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭向
け

6,000円

25人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平263053950896号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp

本コースでは、中学校・高等学校の英語のクラスでどのよう
に指導していくかということだけでなく、より楽しい授業にし
中学校・高等学校 英語科コース 生徒間の英語使用を促すための動機づけ、教室の環境や
広島文教女子大
「コミュニケーション能力の育成を 教師と生徒間の英語使用による相互理解、学習のニーズに ケリー・ローズ（人間科学部講師）
学
目指す」①
応じた様々な方法などを取り上げる。また、英語でタスクを
完成する機会を生徒に与えるための練習方法を討議するこ
とにより、理論と実践がいかに融合されるかを示す。

広島県広島市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

25人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平263053950897号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp

本コースでは、中・高等学校において、語学能力をどう育成
中学校・高等学校 英語科コース するか考えていく。例えばnearやnextが本来は比較級・最上 上利
学（人間科学部准教授）
広島文教女子大
「コミュニケーション能力の育成を 級であることなど英語の歴史的言語事実を提供し、どのよう 小西 弘信（人間科学部教授）
学
目指す」②
に指導したら文法等の指導につながるかを講座で取り上げ 笹原 豊造（人間科学部教授）
る。

広島県広島市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

25人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平263053950898号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

本コースでは、中・高等学校において、英語によるコミュニケ 笹原 豊造（人間科学部教授）
中学校・高等学校 英語科コース
広島文教女子大
－ション能力をどう育成するか考えていく。授業の中で様々 小西 弘信（人間科学部教授）
「コミュニケーション能力の育成を
学
な言語材料をどのように指導したらコミュニケ－ションにつな 上利
学（人間科学部准教授）
目指す」③
がるかを「Do’s and Don’ts」の講座で取り上げる。

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

広島県広島市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

25人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平263053950899号

082-814-3191

http://www.hbunkyo.ac.jp

授業づくり講座①（国語・算数）

新学習指導要領を踏まえ、「生きる力」を育むためのこれか
らの教科指導の在り方について、オムニバス方式により講
義する。
滝浪 常雄（教育学部准教授）
＜国語＞ 実生活に生きて働く言語力を身に付けるための
橋本 正継（教育学部教授）
小学校国語科における学習指導の在り方を考える。
＜算数＞思考力を高める表現力の育成という観点から、算
数の授業づくりについて理論と実践の両面から考える。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校教諭

6,000円

110人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251075号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

授業づくり講座②（社会・理科）

新学習指導要領を踏まえ、「生きる力」を育むためのこれか
らの教科指導の在り方について、オムニバス方式により講
義する。
＜社会＞ 学習指導要領の改訂をふまえ、どのような社会 片上 宗二（心理学部教授）
科授業が求められているのかについての基礎的理解を図 西川 京子（教育学部講師）
る。
江口 公治（教育学部教授）
＜理科＞ 小学校理科「A物質・エネルギー」の学習内容の
実感を伴った理解を目指して、教材作製と授業づくりを検討
する。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭

6,000円

110人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251076号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

授業づくり講座③（家庭・図画工
作）

学習指導要領を踏まえ、「生きる力」を育むためのこれから
の教科指導の在り方について、オムニバス方式により講義
する。
藤原 逸樹（教育学部教授）
＜図工＞学習指導要領を概観する。授業で扱う内容の具体
大下 市子（教育学部教授）
例を通して、図画工作科の授業づくりについて考える。
＜家庭＞学習指導要領の基本方針・各内容について、家庭
での実践に向けての指導のポイントを考えていく。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

110人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251077号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

これからの中学・高校の国語科
指導

・新学習指導要領を具体化した国語科学習指導…新しい学
習指導要領の特色を解説し、それを具体化した国語科の授
業をどのように創造するのかを明らかにする。・ＰＩＳＡ型読
解力を育成する授業の創造…ＰＩＳA型読解力を育成するた
河内 昭浩（文学部講師）
めには、どのような授業を展開すればよいのかを、演習形
式によって示す。・新しい漢字・語彙指導…新常用漢字の指
導方法や、実社会で必要な語彙力の育成方法について解
説する。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月4日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251078号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

・新学習指導要領を具体化した国語科学習指導…新しい学
習指導要領における古典教育の特色を解説し、それを具体
化した授業をどのように創造するのかを明らかにする。・古
中学・高校におけるこれからの古 典を身近に感じさせる指導力の育成…とっつきにくさが問題
古瀬 雅義（文学部教授）
典学習指導
とされる古典教材を、興味の持てる身近な教材としてとりあ
げる方法を示す。・国語科カリキュラムの開発…古典教材を
通して伝統文化を尊重する心を育てる方法を、具体的な実
践に即して解説する。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251079号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

・新指導要領を具体化した国語科学習指導…新しい学習指
導要領における現代文教育のあり方について、理論と実践
中学・高校におけるこれからの現 の双方から解説する。・現代文を理解し表現する指導力の
藤村 猛（文学部教授）
代文学習指導
育成…現代文の教材を様々な視点から読み、授業の豊か
な内容や展開のために、どのような授業ができるのかを、演
習形式によって学ぶ。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251080号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

新学習指導要領改訂の趣旨を踏まえ、書道における鑑賞
学習の充実等の課題を明らかにするとともに、評価に関す
ること等、これまでの実践における反省、成果、課題を整理
しながら、今後求められる書道の新しい授業づくりの在り方
書写書道に求められる授業改善 を考える。また、小中学校国語科書写からの接続にも触
谷口 邦彦（文学部准教授）
れ、書写の学習内容を確認するとともに、書写の課題につ
いても考察する。高校書道に関する学習内容を取り扱うた
め、主な受講対象者は高校教諭とするが、中学校教諭も受
講可能。講習は講義形式でおこなう。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月4日

教諭

中学校国語・高
等学校芸術科
（書道）教諭

6,000円

10人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251081号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校国語・高
等学校芸術科
（書道）教諭

6,000円

10人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251082号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

安田女子大学

安田女子大学

安田女子大学

書の教育史

我が国における書道教育の歴史を、大きく近代以前と以
後とに分けて概観する。まず、中国書の受容とこれを日本
独自のものへと昇華させ継承していった近代以前の書道史
について、「学ぶ」「教える」という教育の視点から展望する。
次に、学制頒布（明5）以降現代までの学校教育における書 信廣 友江（文学部教授）
写書道分野の位置づけ並びに教育内容の変遷について、
その要点を把握する。関連して、社会教育の場で書が果た
してきた役割についても理解を深めておきたい。講習は講
義形式で行う。
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

悠久の歴史を誇る中国、その文化を受容した我が国には、
魅力あふれる書人の名作が多く遺存している。ところが中国
では、古代を中心に、以前には見られなかった文字資料が
陸続と出土し、旧来の書道史を書き換えるような事態が起
こっている。その中でも特に王羲之をはじめとする諸問題に 萩 信雄（文学部教授）
ついて考察を深める。日中両国の書道史の今日的課題を
学ぶとともに、資料研究のために必須な文献読解力を養成
する。作品・文献の各方面から総合的にアプローチを図る。
講習は講義形式でおこなう。

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

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校国語・高
等学校芸術科
（書道）教諭

6,000円

10人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251083号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

外国語科（英語）の指導目標を新・旧課程との比較によって
明確に捉え、機能や場面別の言語使用に配慮したコミュニ
ケーション重視のシラバスを如何に展開していくかを探ると
学習指導要領と中学校の英語授 ともに，２年間の「小学校外国語活動」と３年間の中学校「英 松岡 博信（文学部教授）
業
語科」との有機的な連携のための教材研究，指導内容およ 平本 哲嗣（文学部准教授）
びそれらを生かした4技能に渡る活動展開について学習し，
これからの中学校英語教育の目指すべき方向性について
論じる。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月4日

教諭

中学校・高等学
校外国語科（英
語）教諭

6,000円

20人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251084号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

高等学校の新学習指導要領では、4技能を総合的・統合的
に育成することやコミュニケーションにつながる文法指導が
今まで以上に求められている。講習では特にこれらの点に
学習指導要領と高等学校の英語 ついて焦点を当て、今後求められる授業の在り方について 田辺 尚子（文学部准教授）
授業
講義とグループ討議を行なう。そして、その後の授業シミュ 山川 健一（文学部准教授）
レーションを通して、自己の授業を分析・内省する視点と授
業改善の機会を提供し、新学習指導要領に則った授業が
展開できる実践力を育成する。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月4日

教諭

中学校・高等学
校外国語科（英
語）教諭

6,000円

20人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251085号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

教室でもっと英語を使うために

中学校、高等学校の英語科教員の英語授業における英語
の使用率を向上させ、英語の授業がよりコミュ二カティブに
なるように、主としてリスニングとスピーキングの訓練を行
Richard R.P. Gabbrielli（文学部准教授）
う。特にスピーキングの訓練においては、談話を継続させる
Taras A. Sak（文学部講師）
方法について講義し、演習を行う。リスニングにおいては、
日本人にとって聞き取りにくいスピーチの特性について講義
し演習を行う。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校・高等学
校外国語科（英
語）教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251086号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

英語教育と異文化理解

異文化理解の理論から授業への応用を示す。具体的には、
(1)「異文化理解」・「異文化コミュニケーション」の最新の知
見・理論の中から、教員が実際の英語教育の場で「異文化
青木 順子（文学部教授）
理解」の視点を取り込むために応用可能なものを紹介す
濱本 サト子（文学部准教授）
る。(2)前に述べた理論に基づき、教員が独自に「異文化理
解」を視野に入れた教材作成ができるように、いくつかの方
法を例示する。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校・高等学
校外国語科（英
語）教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251087号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

1.幸せな生活をおくる科目としての家庭科の位置づけ：幸せ
な生活とはどのような生活をいうのか、家庭科の目的との
関連性を考察する。
目指したい家庭科教育および家 2.エレン・リチャーズの精神：エレンの精神を解説し、彼女の
庭科教育内容に関する研究情報 精神を現代に生かす点を考察する。
楠 幹江（家政学部教授）
〔衣〕
3.生活の質とライフスタイル：望ましいライフスタイルについ
て考察する。
4.家政学の知識-衣生活の研究情報について ：衣生活の研
究情報を日常生活に活かす方法を考察する。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月4日

教諭

中学校・高等学
校家庭科教諭

6,000円

10人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251088号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

豊かで快適な生活を送るためには、住まいはどうあれば良
いのでしょうか。本講義では、ライフスタイルや家族構成の
変化に対応できる「住まいづくり」の手法、健康や安全に配
家庭科教育内容に関する研究情 慮した「室内空間」の設計、地球環境や生態系に配慮した
宮川博恵（家政学部准教授）
報〔住〕
節電、省エネ、自然エネルギー利用の技術や知識、地域に
根ざし自然環境を生かした住まいのあり方等を、豊富な写
真や映像で紹介し、家族が安心して気持ちよく暮らせるため
の住まいのあり方を考えていきます。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校・高等学
校家庭科教諭

6,000円

10人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251089号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

本講習は、食に関する最新の情報の概説、食分野の教育
実践の交流、生徒の生活実践に発展させやすい食分野の
家庭科教育内容に関する研究情 学習活動の演習を取り入れて進める。WEBサイトを活用し
報
た食事の栄養バランスの把握については演習を行う。ま
鳥井 葉子（家政学部教授）
〔食〕
た、ルーブリックについて概説し、短時間で簡単にできる調
理実験･実習を行った後、その盛りつけについて、ルーブ
リックによる評価を試みる。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校・高等学
校家庭科教諭

6,000円

10人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251090号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

学校図書館と図書館活用教育

学校図書館メディアの最大限の活用をめざす、メディアの管
理と運用に関してコンピュータ処理によるノウハウを教授す
る。
坂本 俊（文学部助教）
特に、メディアの登録と廃棄を中心としたメディア管理につ
いて実践的な指導を行う。教材には、独自に開発・作成した
フェニックス・システムを使用する。

広島県広島市
安佐南区

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

6,000円

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251091号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

学校における情報機器の活用

学校における情報機器の活用方法について、文書・画像処
理、プレゼンテーション等の基本ソフトウェアの活用、ネット
染岡 慎一（現代ビジネス学部教授）
を利用した情報取得・活用から情報漏洩防止対策までを講
義・実習する。

広島県広島市
安佐南区

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

6,000円

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251092号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

思春期の発達上の特徴を解説し、思春期に好発する心理
的諸問題について講義する。それによって思春期の児童生
思春期の心理的諸問題の理解と
池田 智子（心理学部教授）
徒の発達的課題を理解し、思春期の心理的諸問題への対
指導
山本 文枝（心理学部准教授）
応法や支援法を学ぶ。主に思春期の精神病理の特徴や心
理療法の視点から学習する。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校、高等学
校教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平263054251093号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学

中国書道史の諸問題

安田女子大学

安田女子大学
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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

①保育内容「環境」の理論及び実践講習を行う。幼稚園教
育要領｢環境｣のねらい及び内容に準拠しつつ、幼児を取り
巻く環境として遊び環境･生活環境･情報環境･地域環境を
中心に考察を進め、保育環境のあり方と教材理解について
安田女子大学・
幼稚園における教育的環境の理 も講習する。さらに、幼児期における直接体験として、2･3の 柿岡 玲子（安田女子短期大学教授）
安田女子短期大
論と実践
自然体験活動を取り入れ実践する。②絵本をとりまく環境、 矢野 光恵（安田女子短期大学講師）
学
特に図書室（図書コーナー）のコレクション形成と管理につ
いて取り上げる。また、絵本の役割及び生活や遊びの中で
生じた子どもの知的な気づきを支える資料について探り、理
解を深める。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月4日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

45人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平269341050566号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

①保育内容「環境」の理論及び実践講習を行う。幼稚園教
育要領｢環境｣のねらい及び内容に準拠しつつ、幼児を取り
巻く環境として遊び環境･生活環境･情報環境･地域環境を
中心に考察を進め、保育環境のあり方と教材理解について
安田女子大学・
幼稚園における教育的環境の理 も講習する。さらに、幼児期における直接体験として、2･3の 柿岡 玲子（安田女子短期大学教授）
安田女子短期大
論と実践
自然体験活動を取り入れ実践する。②絵本をとりまく環境、 矢野 光恵（安田女子短期大学講師）
学
特に図書室（図書コーナー）のコレクション形成と管理につ
いて取り上げる。また、絵本の役割及び生活や遊びの中で
生じた子どもの知的な気づきを支える資料について探り、理
解を深める。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月5日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

45人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平269341050567号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月4日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

45人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平269341050568号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

45人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平269341050569号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学・
豊かな表現をめざした保育実践
安田女子短期大
へのエクササイズ
学

１．幼児教育における音楽表現に必要な基礎知識や技能に
ついて再確認するとともに、保育者自身の豊かな感性や表
現する力の必要性について考え、創造性を育む幼児音楽
教育のあり方を模索する。また、様々な音楽表現について
永田 雅彦（安田女子短期大学准教授）
知り、表現する能力を養う。 ２．保育実践における豊かな
松永 有三（安田女子短期大学教授）
造形表現を支える指導の在り方について理解を深めるとと
もに、具体的な題材について実技を交えながら考察する。ま
た、材料・用具の扱いや技法について実技演習を実施す
る。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月5日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

45人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平269341050570号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

安田女子大学・
豊かな表現をめざした保育実践
安田女子短期大
へのエクササイズ
学

１．幼児教育における音楽表現に必要な基礎知識や技能に
ついて再確認するとともに、保育者自身の豊かな感性や表
現する力の必要性について考え、創造性を育む幼児音楽
教育のあり方を模索する。また、様々な音楽表現について
永田 雅彦（安田女子短期大学准教授）
知り、表現する能力を養う。 ２．保育実践における豊かな
松永 有三（安田女子短期大学教授）
造形表現を支える指導の在り方について理解を深めるとと
もに、具体的な題材について実技を交えながら考察する。ま
た、材料・用具の扱いや技法について実技演習を実施す
る。

広島県広島市
安佐南区

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

45人

平成26年4月8日～
平成26年4月22日

平269341050571号

082-878-8178

http://www.yasudau.ac.jp/

山口大学

コミュニティづくりと市民活動

自治体の財政難問題の悪化に伴い、公的サービスの縮小
化が進む一方で、地方分権化の進展により、NPOやボラン
ティアなど市民活動の社会的な役割が増している。本講習 速水 聖子（人文学部准教授）
では、現代のコミュニティづくりにおける市民活動の位置づ
けや可能性について、様々な事例を交えて考察する。

山口県山口市

6時間 平成26年6月14日

教諭

中学校社会，高
等学校公民担当
教諭

6,000円

60人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651400号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

漢字と東アジア

日本においては、漢字を日本語の表記のためにあまりに
成功裡に使いこなしているために、漢字が本来中国語とい
う外国語を表記するための文字であり、同時に東アジア全
域をつなぐ国際文字であるということが、忘れられがちであ
更科 慎一（大学院東アジア研究科准教授）
る。本講習は、漢字の歴史、及び日本における漢字漢語の
受容について、朝鮮やベトナムなどの周辺諸民族の事例と
比較しながら、東アジアの視点から捉えなおすことを目指
す。

山口県山口市

6時間 平成26年6月14日

教諭

中学校・高等学
校国語担当教諭

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651401号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

教師としての指導力は、「説明力、人間力、実践力」ともい
われます。音楽科における指導力とは何かを考えてみま
しょう。教師としての指導技術（説明力）や人間としての魅力
音楽科教育における基礎技能の （人間力）、実践力などは他の教科と共通した指導力といえ
理論と指導法 ー合唱指導及び るでしょう。音楽科における指導力で特筆されるのは、指導 高橋 雅子（教育学部教授）
言語活動の充実を中心にー
技術としての音楽の技能とそれを裏付ける理論も必要とさ
れることです。これらの力量とバランスを客観的にとらえるこ
とができるよう、合唱指導及び言語活動の充実を中心に講
義と演習を行います。

山口県山口市

6時間 平成26年6月14日

教諭

小学校教諭，中
学校音楽担当教
諭

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651402号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

我が国の伝統や文化に関する教育の充実を図る一環とし
て、日本伝統音楽への理解を深める。講義ではその歴史や
種目（雅楽、平曲、能楽、文楽、歌舞伎など）の概要の解説 斎藤 完（教育学部准教授）
をおこなう。実技では和楽器（尺八）の実技を学ぶことによっ
てさらに伝統音楽に対する理解を深化させる。

山口県山口市

6時間 平成26年6月14日

教諭

小学校教諭，中
学校音楽担当教
諭

6,000円

8人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651403号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

1．子育て家庭を社会全体で支援する制度を知る中で、その
必要性を把握し、保育者や保育施設等が果たすべき役割に
安田女子大学・
保育者の専門性を高めるエクサ ついて理解を深める。２．保護者と良好な人間関係を築く方 橋本 信子（安田女子短期大学教授）
安田女子短期大
サイズ
法を、カウセリング等の基礎を学び、保育者の専門性を高 中村 涼（安田女子短期大学准教授）
学
めていく。
1．子育て家庭を社会全体で支援する制度を知る中で、その
必要性を把握し、保育者や保育施設等が果たすべき役割に
安田女子大学・
保育者の専門性を高めるエクサ ついて理解を深める。２．保護者と良好な人間関係を築く方 橋本 信子（安田女子短期大学教授）
安田女子短期大
サイズ
法を、カウセリング等の基礎を学び、保育者の専門性を高 中村 涼（安田女子短期大学准教授）
学
めていく。

日本伝統音楽の講義と実技
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開設者名

講習の名称

講習の概要
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講習の開催地
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ＵＲＬ

山口大学

発育期のからだの特徴について概説する。また、それを踏
杉浦 崇夫（教育学部教授）
発育期のからだと運動・スポーツ まえた運動・スポーツの在り方や発育期のスポーツ障害の
丹 信介（教育学部教授）
特徴と予防法などについて講義する。

山口県山口市

6時間 平成26年6月14日

教諭

小学校教諭，中
学校保健体育担
当教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651404号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

日本伝統音楽の講義と実技

我が国の伝統や文化に関する教育の充実を図る一環とし
て、日本伝統音楽への理解を深める。講義ではその歴史や
種目（雅楽、平曲、能楽、文楽、歌舞伎など）の概要の解説 斎藤 完（教育学部准教授）
をおこなう。実技では和楽器（尺八）の実技を学ぶことによっ
てさらに伝統音楽に対する理解を深化させる。

山口県山口市

6時間 平成26年6月21日

教諭

小学校教諭，中
学校音楽担当教
諭

6,000円

8人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651405号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

ものづくり指導法

木工具は，使用に当たって一定度の熟練が必要とされ，
加工経験の乏しい初心者には扱いが難しい工具の一つで
ある。本講習では，初心者に木工具を使用させる際のポイ
ントや工夫を解説し，実習を通して指導技能の向上を図ると
岡村 吉永（教育学部教授）
ともに，ものづくり学習を支援する補助具等の制作を行う。
中学校の技術科教諭を対象とするが，「のこぎり」などの木
材加工具を使用する図画工作や美術の担当教諭の受講も
可能。

山口県山口市

6時間 平成26年6月21日

教諭

中学校技術担当
教諭

6,000円

10人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651406号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

携帯ゲーム機やパソコンゲームなど、いわゆるテレビゲー
ムは、子どもの生活に不可欠なものとなり、物心両面で大き
な影響を与えている。そのことを踏まえ、テレビゲーム自体
視聴覚教材としてのテレビゲーム
の是非や本質を理解し、視聴覚教材としてどのように積極 熊谷 武洋（教育学部准教授）
の可能性
的に活用していくかの可能性を検討する。そして実際の事
例や課題について触れ、その具体的な導入・運用について
企画書制作を行い考察する。受講者は特に限定しない。

山口県山口市

6時間 平成26年6月21日

教諭

小学校・中学校
教諭

6,000円

15人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651407号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

(１)「歴史を学ぶと何が得られるのか」、あるいは「歴史学習
からは出来事それ自体以外にどのようなことが学べるのか」
という問いに対する回答を考えていく。そこから、歴史学(習)
岩崎 好成（教育学部教授）
歴史学(習)の意味と地域史研究 の意味について検討する。
森下 徹（教育学部教授）
(２)地域に即して日本史の展開を考える。歴史を学ぶ際の
基本的な方法を踏まえたうえで、地域の歴史を考えるため
の資料の活用方法をあわせて学ぶ。

山口県山口市

6時間 平成26年6月21日

教諭

小学校教諭，中
学校社会担当教
諭

6,000円

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651408号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

体育授業の新しい教材づくり

本講習では、これまで体育授業で取り上げられてきた既存
教材を作り変えたり、またニュースポーツや運動遊びを素材
にして新しい教材を開発したりする際の基本方法について
海野 勇三（教育学部教授）
学習していく。講習では、作成した体育教材の有効性を確
認するために、実技も併せて行う予定である。(体育館で運
動のできる服装・シューズを用意してください)

山口県山口市

6時間 平成26年6月21日

教諭

小学校教諭，中
学校保健体育担
当教諭

6,000円

20人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651409号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

現在、ロボットを代表とするメカトロ製品がわれわれの生
活のあらゆるところに浸透しており、その応用が日常生活か
ら工業、農業、航空宇宙、先端医療などまでますます広がっ
ていく。本講習では、ロボット・メカトロニクスに関する先端技
メカトロ基礎と実習（マイコンによ
江 鐘偉(大学院理工学研究科教授)
術と基礎知識を概説し、ロボットの頭脳であるマイコンのプ
るロボットの動かし方）
森田 実(大学院理工学研究科助教)
ログラミング技能、マイコンによる音楽の作成、センサなど
外部機器の制御方法などを演習しながら講習する。さらに、
本講習を通じてメカトロ技術を理科教育や生徒の指導にど
のように活用していくかを一緒に考えたい。

山口県宇部市

6時間 平成26年6月22日

教諭

中学校理科，高
等学校理科・工
業担当教諭

6,000円

15人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651410号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

わが国は地震、台風、洪水とに見舞われる機会が多く、
そのような自然災害から身を守り、安心・安全な生活をする
には、それらの発生機構を理解するとともに、たとえば地震
の際には慌てて屋外に出ることなく、冷静に机等の下に身
市民のための分かりやすい防災
朝位 孝二(大学院理工学研究科准教授)
を入れる等の対応法や家庭での日頃からの非常食・水等の
の知識
鈴木 素之(大学院理工学研究科准教授)
備えをしておくことが必要である。本講習では、このことを概
説し、最終的には教諭が本講座で習得した、このような知識
を学校教育において危機管理の対応や子どもの安全確保
に指導的立場になることを目指す。

山口県宇部市

6時間 平成26年6月22日

6,000円

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651411号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

数の体系

数学科目の中等教育において、教員が自然数・整数・有
理数・実数・複素数という数概念の順次の拡張の論理的構
造と歴史を明確に踏まえて教育に臨むことは、教育効果を 牧野 哲(大学院理工学研究科教授)
高めるうえできわめて望ましいので、このことを詳細に講習
する。

山口県宇部市

6時間 平成26年6月22日

教諭

中学校・高等学
校数学担当教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651412号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

新たな価値を創造する子どもを
育てる授業実践研究講座

附属光小中学校で実施する研究大会に参加し、授業実践
に関する全体説明および指導講師（ゲストスピーカー）によ
る講話を聴講し、「新たな価値を創造する子どもを育てる」授
業の考え方について学ぶ。また、実際の授業を参観した
後、分科会に分かれた授業検討会に参加し、「新たな価値
を創造する子どもを育てる」ための教科ごとの授業方法や
指導方法について理解を深める。今後の授業づくりや各教
科等の指導に生かすことを目的とした講習である。

山口県光市

6時間 平成26年6月27日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651413号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

日本伝統音楽の講義と実技

我が国の伝統や文化に関する教育の充実を図る一環とし
て、日本伝統音楽への理解を深める。講義ではその歴史や
種目（雅楽、平曲、能楽、文楽、歌舞伎など）の概要の解説 斎藤 完（教育学部准教授）
をおこなう。実技では和楽器（尺八）の実技を学ぶことによっ
てさらに伝統音楽に対する理解を深化させる。

山口県山口市

6時間 平成26年6月28日

教諭

小学校教諭，中
学校音楽担当教
諭

6,000円

8人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651414号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

山口大学

山口大学

千々和 一豊(教育学部教授)
和泉 研二(教育学部教授)
村田 正俊(教育学部附属光中学校副校長)
有冨 純子(教育学部附属光小学校副校長)
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養護教諭 全教員
栄養教諭

平成２６年度（第２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
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

100人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651415号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

特別支援を支える心理学

特別支援を支える心理学（応用行動分析学）の基本的な
考え方、LD・ADHD・ASD等の特徴、子どもたちの示すさまざ
まな行動上の問題の分析と具体的指導方法、指導上の留
松岡 勝彦（教育学部准教授）
意事項、支援を必要とする子どもが在籍する学級運営等に
ついて、近年の研究知見に基づき解説する（できるだけ多く
の実践事例を紹介する）。

山口県山口市

6時間 平成26年6月28日

いろいろな数の世界

いろいろな数の性質について、前半では、「負数の平方根
の存在」や「複素数の大小関係」といった高校数学ではあい 増本 誠（大学院理工学研究科教授）
まいなままにされている複素数に関する問いについて考察 木内 功（大学院理工学研究科教授）
し、後半では、数列と整数について具体的な計算を行う。

山口県山口市

6時間 平成26年6月28日

教諭

高等学校数学担
当教諭

6,000円

60人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651416号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

ウシに学ぶ

ウシに代表される動物の飼養管理における、過去、新しい
展開の概説を行う。本講座は2部に分かれ、前半部は講義
角川 博哉（共同獣医学部准教授）
形式で行われる。後半部は、牛舎においてウシを用いた実
習形式で行い、基本的なウシの取り扱い方を学ぶ。

山口県山口市

6時間 平成26年6月28日

教諭

高等学校農業担
当教諭

6,000円

10人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651417号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

動物行動学や心理学、自然に親しむための環境教育の視
点から、子どもと自然とのかかわり、子どもの自然体験にお
ける教育者・保育者のあり方ついて考える。自然に触れて
自然に触れて子どもの豊かな心
子どもの豊かな心を育むためには、何よりも教育者・保育者 田中 俊明（梅光学院大学子ども学部教授）
を育む
自身が積極的に自然環境に関わっていくことが重要であ
る。そのために、野外の身近な自然環境において子どもと
一緒に自然を感じるためのポイントやスキルについて学ぶ。

山口県山口市

6時間 平成26年6月28日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651418号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

小学校における国語科学習指導の在り方について、講義、
小学校の国語科学習指導につい 演習を行う。広い視野に立って、国語科の学習指導で重視
岸本 憲一良（教育学部教授）
て考える
すべき点、国語の力をつけるための授業の進め方等につい
て扱う。

山口県山口市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651419号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

6,000円

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651420号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

山口大学

山口大学

アフリカ入門

日本人はアフリカについていくつかのイメージを持っている
と思います。それは、「野生の王国」、「飢餓」、「貧困」、「内
戦」などでしょう。これは完全に間違いとは言えませんが、一
面的ではあります。本講習では、アフリカの抱えるいくつか
北西 功一（教育学部教授）
の問題とそれに対する対策をいくつか紹介します。特にアフ
リカにおける保健、教育、言語に関わる問題を取り上げま
す。また、上記のイメージと違ったアフリカの一面も紹介しま
す。

山口大学

理科基礎実験1

小学校理科に関連した事項（物質の状態変化、燃焼現象
和泉 研二（教育学部教授）
と水溶液の性質等）について、その専門的な背景を学ぶとと
源田 智子（教育学部准教授）
もに簡単な実験を行う。

山口県山口市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校教諭

6,000円

25人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651421号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

生物学～細胞の構造と進化～

真核細胞の構造、機能、環境適応、進化に関する最新の
情報を解説する。
全ての生物は細胞でできている。原核細胞から真核細胞 藤島 政博（大学院理工学研究科教授）
がどのようにして生まれ、どのようにして機能を特化させて 祐村 恵彦（大学院医学系研究科教授）
多様性を獲得し、環境の変化に適応したのかは生物学の中 三角 修己（大学院医学系研究科准教授）
心的問題であり、現在でも継続して行われている現象であ
る。

山口県山口市

6時間 平成26年7月12日

教諭

中学校・高等学
校理科担当教諭

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651422号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

高田 晃（宇部フロンティア大学人間社会学部教
授）
山口県山口市
佐伯 里英子（宇部フロンティア大学人間健康学
部准教授）

6時間 平成26年7月12日

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651423号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

前半は、養護教諭が保健室で行う健康相談の意義や役割
とその歴史的変遷及び健康相談のすすめ方について説明
します。後半は、保健室で行うこころの健康相談、支援のあ
りかたを事例を中心に説明します。受講者の方からも事例
を提出していただきます。

山口大学

養護教諭の行う健康相談（ケー
ス検討を含む）

山口大学

カント『教育学』の解釈の歴史を簡単に振り返り、カント『教
育学』をどのように解釈するかについての最新の情報を提
供し、それに基づいて、現代の教育問題のいくつかについ
カント『教育学』は現代の教育問
て考察する。そして、本講義の知見がそれぞれの学校現場 石橋 孝明（徳山大学福祉情報学部教授）
題にいかなる視座を与えるか
で児童・生徒の人間形成・人格の完成をめざしていく教育活
動に一定の方向性を与えるというかたちで活かされることを
期待する。
小・中学校家庭科の住居領域は家庭を対象にすると教え
にくいという声がある。そこで、学校の教室や校庭を住空間
と考え、そこでの児童・生徒の働きかけを教材化することを
考える。身の回りの整理整頓や掃除、季節に応じた快適な
山本 善積（教育学部教授）
環境づくり、住空間の社会との関係などについて、教科書等
に沿いながら教材化してみる。
これらの教材化によって、児童・生徒は学校で共通の認識
や実践をすることができるだろう。

山口大学

学校を教材化した住教育

山口大学

（１）軽度発達障害児の基本的な特徴：通常学級に在籍す
るLD、ADHD、高機能ASDの基本的特徴を理解する。（２）小
学校から高校までの発達的特徴と必要な支援：学童期から
思春期・青年期までの発達的特徴を理解するとともに、学習
通常学級に在籍する軽度発達障
や対人関係の基礎を作るための支援のポイントを考える。 木谷 秀勝（教育学部教授）
害児の理解と対応
（３）心理アセスメントの基本的理解と活用方法：WISC-Ⅲ知
能検査の基本的な視点を理解しながら、その結果をどのよ
うに実践に活用するかを検討する。（４）質疑応答：毎日の取
り組みで、困っている問題や対応についての質問を受ける。

山口県山口市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校教諭，中
学校社会，高等
学校地歴・公民
担当教諭

養護教諭 養護教諭

山口県山口市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651424号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

6時間 平成26年7月21日

教諭

小学校教諭，中
学校家庭担当教
諭

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651425号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校教諭，
栄養教諭 養護教諭，栄養
教諭

6,000円

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651426号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

6時間 平成26年7月21日
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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

山口大学

小学校・中学校で扱う理科の授業内容の中で、特に実験
等を伴う単元について、コンピュータを利用した教材開発や
データ処理法について学ぶ。具体的には、表計算ソフトを用
コンピュータを利用した理科授業
野村 厚志（教育学部教授）
いた実験等のデータ処理や、データベースを用いた実験結
果等の整理法について、実際にコンピュータを用いながら学
ぶ。

山口県山口市

6時間 平成26年7月21日

教諭

小学校教諭，中
学校理科担当教
諭

6,000円

25人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651427号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

現代の市場経済を内包する社会の仕組みを一つの社会
システムとして理解する。市場を含む一つの社会・国家のモ
社会 （社会システムとしての市場
デルを考察対象とし、その構成（生産と分配の構造）の形
塚田 広人（経済学部教授）
経済の考察）
と、構成・運動のルール（生産の機会と生産成果の分配の
ルール）に焦点を当てて考察する。

山口県山口市

6時間 平成26年7月21日

教諭

中学校社会，高
等学校公民担当
教諭

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平261006651428号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

夏期授業づくりセミナー

授業ビデオ視聴をもとにした授業検討会（３教科程度）、講
師による指導講話、授業づくりに関する講演（全体指導）、
教科別部会（各教科、道徳、総合的な学習の時間）など、小 岡村 吉永（教育学部教授）
学校における授業方法や指導方法の研修が主な内容であ 伊藤 豊（教育学部附属山口小学校副校長）
り、今後の授業づくりや各教科等の指導に生かすことを目
的とした研修である。

山口県山口市

6時間 平成26年7月31日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651429号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

英語の成り立ちと特徴

より広い視野から英語を見る手がかりとして、英語の成り
立ちとゲルマン諸語における英文法の特徴について講義し
ます。
本田：北海ゲルマン語から英語が枝分かれして中世英語へ
本田 義昭（人文学部教授）
と発展するまでの英語の歴史について論じます。
下嵜 正利（人文学部准教授）
下嵜：英語の文法をゲルマン語全体の中に置いて眺めた
時、どのような特殊性があるのか、あるいは、どの点がどの
言語と共通しているのか、またはどの言語と何がどう違って
いるのかといったことについて述べていきます。

山口県山口市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
英語担当教諭

6,000円

30人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651430号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

障害児の教育学

障害（知的障害、自閉症、ＬＤ、ADHD等）のある児童生徒
を念頭に置く。彼らの将来の豊かな社会生活を目指し、教
科・領域を合わせた指導の在り方や学習意欲を高める指導
の在り方等について、具体的事例をもとに解説する。また、 松田 信夫（教育学部教授）
通常学級に在籍する配慮を要する幼児児童生徒への指導
の在り方、並びに、その保護者への対応のあり方を解説す
る。

山口県山口市

6時間 平成26年8月2日

幼稚園・小学校・
教諭
中学校・特別支
養護教諭 援学校教諭，養
栄養教諭 護教諭，栄養教
諭

6,000円

100人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651431号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

解析学の考え方

解析学は、極限や収束などの概念を扱う数学の1つの分
野である。本講習では、解析学の歴史を紹介し、解析学の
基礎について講習を行う。これらを通して、解析学とは何
か、解析学の考え方について学ぶ。

山口県山口市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小学校教諭，中
学校数学担当教
諭

6,000円

30人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651432号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

代数学基礎

本講習では、代数学における「初等整数論」および「線形
代数学」についての基礎的事項を学ぶ。現代数学の根底に
倉富 要輔（大学院理工学研究科准教授）
ある代数学の基礎的事項を学ぶことで、専門教科における
大関 一秀（大学院理工学研究科講師）
視野を広げ、そこで得た知見を教科指導に活かすことを目
的としている。

山口県山口市

6時間 平成26年8月2日

教諭

中学校・高等学
校数学担当教諭

6,000円

20人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651433号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

美学・美術史入門

本講習では美学3時間、美術史３時間をそれぞれ講ずる。
前半の美学概論では、英語圏を中心とする現代美学の動
向について紹介し、後半の美術史概論では、イタリア・ルネ
サンスの代表作家について所蔵美術館のコレクションに即 藤川 哲（人文学部教授）
して紹介する。現代美学の最新動向および西洋美術史の代 村上 龍（人文学部准教授）
表作についての知識を身につけることによって、社会科や
美術科などの教科における関連事項を扱う際に、拡がりと
深みのある授業展開が可能になると期待される。

教諭

中学校社会・美
術，高等学校地
歴・公民・美術担
当教諭

6,000円

50人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651434号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651435号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

山口大学

山口大学

山口大学

山口大学

山口大学

泉池 耕平（教育学部講師）

前半は、養護教諭が保健室で行う健康相談の意義や役割
とその歴史的変遷及び健康相談のすすめ方について説明
高田 晃（宇部フロンティア大学人間社会学部教
します。後半は、保健室で行うこころの健康相談、支援のあ
授）
りかたを事例を中心に説明します。受講者の方からも事例
山口県山口市
佐伯 里英子（宇部フロンティア大学人間健康学
を提出していただきます。
部准教授）

山口大学

養護教諭の行う健康相談（ケー
ス検討を含む）

山口大学

前半の３時間で声楽、後半の３時間でアンサンブルの講習
を行う。声楽の講習では個人レッスンを公開で行い、自身の
声と向き合う。また自分以外の声にも触れ指導方法のヒント
を得る。課題は小学校と中学校の教科書から２曲を選択し
音楽力スキルアップ 声楽・アン 各自準備をする。前半３時間の最後に実技試験をする。ア
林 満理子（教育学部准教授）
サンブル
ンサンブルの講習では少人数のグループを作り、レベルに
合わせた課題に取り組む。声を合わせること、ハーモニーを
作ることを実践し、その過程で発声練習の仕方についても
触れる。課題は当日配布する。後半３時間の講習後、グ
ループごとに実技試験を行う。

山口大学

対話でつくる小説の授業

山口県山口市

小説の授業では、生徒に対して教師の解釈を一方的に説
明するのではなく、できるだけ生徒の主体的な意見をくみ上
げ、教師と生徒相互の対話を通して授業を構成したい。本 村上 林造（教育学部教授）
講習ではできるだけ多くの時間を模擬授業に割き、対話を
通して文学作品を読解する方法について理解を深めたい。

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月6日

養護教諭 養護教諭

山口県山口市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭，中
学校音楽担当教
諭

6,000円

12人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651436号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

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
国語担当教諭

6,000円

40人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651437号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/
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平成２６年度（第２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

山口大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

今日では，多様な地域の学校で，多様な子どもたちを前
に，多様なキャリアステージにある教員が授業を行っていま
す。そうした多様化は，これまでの社会科授業のあり方を大
日常の社会科実践の共有からは きく変えようとしています。この講習では，多様な状況下にあ 吉川 幸男（教育学部教授）
じまる授業改善
る先生方が，互いに実践を語り，共有し，かつ新たな社会科 南浦 涼介（教育学部講師）
授業の視点を取り入れることによって，自身が置かれた状
況の中で，社会科実践をよりよいものにしていくことを目指
します。

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

山口県山口市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭，中
学校社会担当教
諭

6,000円

30人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651438号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

発達障がいのある子どもが、他の子どもとの関わりのなか
で、学習や生活をすることによって、成長・発達する過程を
支援する方法について理解する。同時に発達障がい児の成 水田 和江（宇部フロンティア大学短期大学部教
山口県山口市
長・発達にとって重要な生活基盤である家庭との協同関係 授）
を形成したうえで、発達課題を解決していく意味について考
察する。

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

20人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651439号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

14,490円

平成26年5月27日～
45人
平成26年6月4日

平261006651440号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭

中学校・高等学
校理科担当教諭

6,000円

15人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651441号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

発達障がい児の発達支援と家
族・教員の連携

山口大学

山口徳地の自然環境を活かした様々なグループワークを
コミュニケーション能力を高める 通して、コミュニケーション能力や協調性を育てることをめざ 森下 徹（教育学部教授）
体験活動～笑顔あふれるクラス す体験活動について理解するとともに、体験から学ぶ方法 蓮見 直子（国立山口徳地青少年自然の家次
づくりのために～
を学習指導や学級経営に活かすことを講義や実習を通して 長）
習得する。

山口県山口市

平成26年8月8日～
12時間
平成26年8月9日

山口大学

我々の身の回りの材料の多くは結晶質材料であり、その
結晶成長機構のその場観察とそ
結晶の成長機構を学ぶことで、身の回りの材料についての 小松 隆一(大学院理工学研究科教授)
の応用
知識が深まる。

山口県宇部市

6時間 平成26年8月23日

山口大学

情報技術の発達は目覚ましく、日々進展しています。この
講習では、日常生活に深く関わっている情報技術の最新の
状況や若年利用者独特の問題点について述べるとともに、
情報化社会の現状と教育の情報
中村 秀明(大学院理工学研究科教授)
学校教育におけるディジタル化及びネットワーク化の影響に
化
多田村 克己(大学院理工学研究科教授)
ついて考えます。近年立て続けに改正されている著作権法
についても解説し、最後に情報技術を活用した教育やその
未来像について説明を行います。

山口県宇部市

6時間 平成26年8月23日

教諭
全教諭，養護教
養護教諭 諭

6,000円

40人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651442号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

6時間 平成26年8月23日

中学校技術・家
庭，高等学校工
業・家庭担当教
諭

6,000円

30人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651443号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

平261006651444号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

生活と住空間のデザイン

私たちの身の回りには様々な物があふれています。生活
雑貨をはじめ家電製品、家具等に囲まれて日常の生活が
展開されています。また、それらの生活を包む空間として、
中園 眞人(大学院理工学研究科教授)
住宅が重要な役割を果たしています。本講義では、生活と
内田 文雄(大学院理工学研究科教授)
住空間の関係について具体的な事例を紹介しながら、機能
と美しさを統合する住空間のデザインという行為について学
びます。

初心者向け環境概論

午前中の講義では、リサイクルや排出の流れ、循環型社
会への取り組み、および化学物質の自然環境下での変化
など、環境問題を考える上で重要なテーマの一つである「物
質循環」について講義する。午後の講義では、地球温暖化
佐伯 隆(大学院理工学研究科准教授)
とオゾン層破壊という深刻な環境問題がそもそもなぜ起こっ
隅本 倫徳(大学院理工学研究科准教授)
たかを解説し、その深刻さとわが国のエネルギー政策とを
関連付けて概説する。さらに我々の身近でできる環境関連
の取り組みを実例とともに紹介することにより、学校教育で
活用できる材料を提供する。

山口県宇部市

6時間 平成26年8月23日

教諭

全教諭

6,000円

平成26年5月27日～
60人
平成26年6月4日

山口大学

日本語の文法

現代日本語の文法を言語学的観点から概観する。講習を
通じて日本語の文法が学校文法で規定されている範囲をは
るかに超える豊かな体系であるとともに、精密かつ複雑な 和田 学（人文学部准教授）
体系であることを示す。指示詞、活用、「は」と「が」、副助詞
などを扱う予定である。

山口県山口市

6時間 平成26年8月24日

教諭

中学校・高等学
校国語担当教諭

6,000円

30人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651445号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

音楽技能の基本と応用 誰でも
出来る！ピアノ簡易伴奏法

小学校歌唱教材の指導に際してピアノ簡易伴奏を気楽に
有用に使えるように、鍵盤和声の基本的な用法を学び、演 成川 ひとみ（教育学部教授）
習する。

山口県山口市

6時間 平成26年8月24日

教諭

小学校教諭

6,000円

12人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651446号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

アルゴリズムとプログラム

本講習では、１）アルゴリズムの基本（考え方や構造、表
記方法など）、２）探索や検索などの基本的なアルゴリズム
について学習します。そののち、ベーシック（あるいは同レベ 葛 崎偉（教育学部教授）
ルの他の言語）を用いたプログラミング演習を通して、アル 中田 充（教育学部准教授）
ゴリズムをコンピュータに実行させるためのプログラム作成 阿濱 茂樹（教育学部准教授）
について学習します。なお、本講習は、プログラムを作成し
た経験がほとんどないことを前提に進めます。

山口県山口市

6時間 平成26年8月24日

教諭

中学校技術，高
等学校情報担当
教諭

6,000円

30人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651447号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

特別な発達ニーズをもつ子ども
の心理アセスメント

特別支援教育が実施されて10年が経過し、現場の教員は
特別な発達ニーズをもつ子どもの状態や特性のアセスメン
トとその結果に沿った支援案の策定・実施を、例えば日頃の
児童生徒への指導といった日常業務の中で「充実」させるこ
とが求められている。しかし、上記業務を紹介・解説した書
須藤 邦彦（教育学部講師）
物の多くは現場との乖離や効率の悪さなどといった課題を
有している。本講義では、子どもの状態や特性を把握する
心理アセスメント（主に心理検査）を現場における児童生徒
への指導に活用するという観点から検討し、上記課題に対
応することを目標とする。

特別な発達ニー
教諭
ズをもつ子どもに
養護教諭
接する可能性の
栄養教諭
ある全教員

6,000円

20人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651448号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

山口大学

山口大学

山口大学

山口県宇部市

山口県山口市

6時間 平成26年8月24日
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平成２６年度（第２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

山口大学

本講座では、近世初頭ならびに1920～30年代における日
本のヨーロッパ文化との接触に焦点を当てて、ヨーロッパ人
およびヨーロッパ文化に通暁した日本人から見た日本の宗
教および生活文化に関する見解を検討します。内容は以下
ヨーロッパから見た日本―フロイ
のようになります。①ルイス・フロイスの『日本史』：特に山口 桐原 隆弘（下関市立大学経済学部准教授）
ス、タウト、和辻を読む―
での布教活動をめぐって。②ブルーノ・タウトの『日本文化私
観』：特に昭和初期の日本の建築様式の特質および都市計
画の問題点をめぐって。③和辻哲郎の『風土』：特に日本人
の人間関係の特質をめぐって。

山口大学

食物アレルギー（特にアトピー性皮膚炎）や一型糖尿病を
抱える児童・生徒は、給食、調理実習を伴う家庭科の授業
食物アレルギーや一型糖尿病を や日々の学校生活面で注意が必要である。この講習ではア
森永 八江（教育学部講師）
もつ子どもへの対応
レルギーや一型糖尿病のしくみを講義するとともに、食物ア
レルギーや一型糖尿病を抱える児童・生徒へのより良い対
応を考える。

講習の開催地

山口県山口市

山口県山口市

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

15人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651449号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

6時間 平成26年8月25日

小学校教諭，中
教諭
学校家庭担当教
養護教諭
諭，養護教諭，栄
栄養教諭
養教諭

6,000円

40人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651450号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

小学校教諭，中
教諭
学校保健体育担
養護教諭 当教諭，養護教
諭

6,000円

15人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651451号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

6時間 平成26年8月24日

教諭

中学校社会，高
等学校地歴・公
民担当教諭

受講料 受講人数

運動行動変容の基礎知識

本講習では，運動行動変容に関わる基礎知識を身につ
け，健康教育の現場で活用することを目標とする。具体的な
講習内容は，１）運動行動変容の理論，２）運動行動変容の 上地 広昭（教育学部准教授）
実際，３）運動行動変容の効果，の３つのテーマに分けて運
動行動変容について論じる。

山口県山口市

6時間 平成26年8月25日

理科野外実習(地学分野)

小学校理科の「流水の働き」・「土地のつくりと変化」や中
学校理科「大地の成り立ちと変化」で学習する内容につい
て、野外実習をとおしてより理解を深め、指導のポイントを
武田 賢治（教育学部教授）
学ぶ。あわせて、標本・デジタル教材を収集する。野外実習
は山口市を貫流する仁保川・椹野川およびその周辺におい
て行う。

山口県山口市

6時間 平成26年8月25日

教諭

小学校教諭，中
学校理科担当教
諭

6,000円

25人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651452号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

現代企業の諸相

この講座では、経営学・法学の立場から、現代経済社会で
大きな役割を占めている企業に関する論点、とくに組織業 中田 範夫（経済学部教授）
績とその中で働く個人の業績評価、会社統制における内部 平中 貫一（経済学部教授）
統制とリスク管理、企業責任としての製造物責任について 石田 成則（経済学部教授）
解説する。

山口県山口市

6時間 平成26年8月25日

教諭

中学校社会，高
等学校公民・商
業担当教諭

6,000円

30人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651453号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

英語テスト作成の常識と非常識

英語の定期テスト、実力テスト、入学試験、小テスト等を作
成したり、実施したり、それを成績や日頃の授業活動に生か
そうとする場合、知っていなければならない知識をワーク
只木 徹（梅光学院大学国際言語文化学部准教
山口県山口市
ショップ形式で学ぶ。受講者がそれぞれ日頃作成したテスト 授）
を持ち寄り、その優れた点と問題点を議論する。そこで学ん
だ知識を応用して、課題となるテストを実際に作成する。

6時間 平成26年8月25日

教諭

中学校・高等学
校英語担当教諭

6,000円

25人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651454号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

古典文学教材研究―『源氏物
語』とその関連教材―

高校の教科書に取り上げられる『源氏物語』教材とその関
連教材（絵巻・紫式部に関する教材・享受を示す資料など）
安道 百合子（梅光学院大学文学部准教授）
を対象とし、授業準備のための教材研究の方法やテキスト
データの活用法などについて講義し、質疑応答を行なう。

山口県山口市

6時間 平成26年8月25日

教諭

中学校・高等学
校国語担当教諭

6,000円

40人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651455号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

保育実践はきわめて専門性が求められる営みであるが、
その専門性が理解されてきたとは言いがたい。この講習で
保育実践について言葉の視点か は、日々の保育をどのように言葉にすると、省察に生かした
中島 寿子（教育学部准教授）
ら考える
り他者に伝わるものになるのかを考える。様々な保育・教育
現場の実践者が集う場であることを生かし、具体的な事例
をもとに学び合うことができる講習にしたい。

山口県山口市

6時間 平成26年8月26日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

40人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651456号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

情報数学の考え方

本講習では、数学・算数のWeb教材を作成する。機材は大
学に設定されているパソコンを、ソフトウェアは動的幾何ソフ
トであるシンデレラを用いるので、受講者が特に自分で準備
しなければならないものはない。パソコンに関する深い知識
は必要ないが、パソコンの基本的な操作（ブラウザ、Word
北本 卓也（教育学部教授）
や図形作成ソフトの操作）に対する知識は必要である。授業
はシンデレラの知識はないものとして進めるので、シンデレ
ラについての知識は事前には必要ない。講習の最後には、
各自でWeb教材を作成して貰う予定である。

山口県山口市

6時間 平成26年8月26日

教諭

小学校教諭，中
学校数学担当教
諭

6,000円

20人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651457号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

砂が語る地球の環境

砂を構成する岩石鉱物の顕微鏡観察，砂の堆積構造の
標本観察を行い，砂という身近な教材を使って，その背景に
ある様々なできごと（地質現象）を探る。また，砂地盤の液
状化，砂と鳴り砂の力学的性質に関する実験などを行い， 宮田 雄一郎（大学院理工学研究科教授）
粒状体の力学的側面についても理解を深めて，地球上の
自然現象と関わる多くの実例を教科の授業に結びつけるこ
とができる。

山口県山口市

6時間 平成26年8月26日

教諭

中学校・高等学
校理科担当教諭

6,000円

25人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651458号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

世界の教育改革と学校

日本の教育は、現在さまざまな課題を抱えている。これら
の課題は、海外の国々にとっても共通の課題となっているこ
とも多く、それぞれの国で様々な取り組みが行われている。
そこで、教育に市場原理を導入し、競争を行うことにより教
小川 勤(大学教育機構教授)
育の質向上を目指しているイギリスやＰＩＳＡで世界１位の学
力と認定されたフィンランドの教育の特徴について分岐を行
い、日本が今後推進すべき教育改革の方向性について講
義を行う。

山口県山口市

6時間 平成26年8月26日

6,000円

80人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651459号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

山口大学

山口大学

山口大学

山口大学

山口大学
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平成２６年度（第２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

山口大学

2日間にわたり、バスで萩市、山口市の美術館、博物館を
訪れ、展示施設の見学、所蔵作品の熟覧や作品取扱い講
生で見る、扱う、愛でる 日本・東
習なども受け、鑑賞実践をとおして、鑑賞教育の仕方を学ん 菊屋 吉生（教育学部教授）
洋美術の魅力
でもらう。またそれらをとおして、教育現場での鑑賞教育の
指導や授業づくりの工夫がはかれるようにする。

山口大学

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

幼稚園・小学校
教諭，中学校・高
12,000円
等学校美術担当
教諭

30人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651460号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

6時間 平成26年8月27日

教諭

小学校教諭，中
学校家庭担当教
諭

6,000円

24人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651461号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651462号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

6時間 平成26年8月27日

教諭

高等学校理科担
当教諭

6,000円

25人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651463号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小学校・中学校
教諭

6,000円

30人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651464号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

久光 明美（宇部フロンティア大学短期大学部講
師）
山口県宇部市
佐々木 ちとせ（宇部フロンティア大学短期大学
部非常勤講師）

6時間 平成26年8月27日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

25人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651465号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

平261006651466号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

平成26年8月26日～
12時間
平成26年8月27日

消費者教育の教材と指導法

小学校家庭科及び中学校家庭科の授業で行われた先行
実践例から、批判的思考の具体を捉えるとともに、教材開
西 敦子（教育学部准教授）
発の視点や学習指導法について学び、批判的思考力と意
思決定力を育成する消費者教育の授業を構想する。

山口県山口市

山口大学

理科基礎実験2

生物学分野及び物理学分野の実験を通して、小学校の現
場で必要な基本的な実験技法の習得だけでなく、新しい実
験技術について教授するとともに、実験をベースとした理科 北沢 千里（教育学部准教授）
分野における重要な科学的観点や論理的思考の導き方に 重松 宏武（教育学部准教授）
ついて解説する。主な受講者は小学校教諭とするが、中・高
校理科教諭も受講可能。

山口大学

化学の課題研究において、未知の化学反応の実験は安
全性や設備・試薬のコスト等の面から甚だ困難であるが、計
算機の発達に伴い急速な進歩を遂げた分子計算ソフトウェ
パソコン分子化学計算を用いた
アによる仮想実験が有効な手段となる。本講習では、高校仮想実験：課題研究の事例紹介
石黒 勝也（大学院理工学研究科教授）
大学連携事業や当学科の授業において、高校生や専門的
と体験実習
な授業を受ける前の大学生が行った課題研究の事例を紹
介すると共に、いくつかの分子モデリング・分子軌道計算の
ソフトウェアの体験実習を行う。
本講義では、児童生徒の体験活動を推進する上で重要な
役割をはたす社会教育施設としての博物館との連携のあり
方、活用方法を取り上げる。博物館の機能、博学連携の現
状と課題を把握し、授業における博物館利用の進め方、博
長畑 実（大学研究推進機構教授）
物館資料の活用方法などを理解することを通じて、児童生
徒が卒業後も学びの場としての博物館を利用する能力を身
につける指導法を考察する。主な受講者は小･中学校教諭
とするが、高校教諭も受講可とする。

山口大学

ミュージアム・リテラシー

山口大学

幼稚園、保育所の現場で今も歌い継がれている童謡、小
学校で歌唱共通教材として指示されている曲について、歴
史的背景、エピソードを知り、歌詞のもつ言語的特性を学び
童謡・唱歌を通しての歌唱指導と
ながら、歌唱指導と歌唱表現する両方の視点から、呼吸
歌唱表現
法、発声技術、歌唱力の向上を実践的に研修する。正確な
旋律の範唱、声楽アンサンブルへと展開していき、コンサー
ト形式の実技発表を目指す。

山口大学

主として小学校教諭対象のコース。前半が理論中心、後
半が実践中心で構成されています。理論編では、学習指導
要領のポイント、外国語活動の単元や授業の組み立てにつ
国際理解教育の視点を取り入れ いての基本的な考え方、国際理解教育の理論的背景と指 石井 由理（教育学部教授）
た外国語活動
導のポイントについて学習します。実践編では、ゲームやコ 猫田 和明（教育学部准教授）
ミュニケーション活動など様々な活動を体験し、授業づくりの
あり方について考えます。また、クラスルーム・イングリッ
シュを用いた演習も行います。

山口県山口市

6時間 平成26年8月28日

教諭

小学校教諭

6,000円

平成26年5月27日～
40人
平成26年6月4日

山口大学

地域社会や家庭の急速な変化にともない保育者の資質向
上が求められている。保育者は子どもを理解し，活動場面
に応じた適切な援助を行うことが重要である。本講習では，
幼児教育（保育）における今日的
友定 啓子（教育学部教授）
幼児教育（保育）における今日的課題を取り上げ、様々な視
課題
白石 敏行（教育学部教授）
点から保育を考えていく。また、子ども理解の実際，子ども
の人間関係などへの保育者のかかわり等について講義と
演習を行う。

山口県山口市

6時間 平成26年8月28日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651467号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

2008年告示の学習指導要領に従って主に小・中学校にお
ける理科の授業のつくり方、授業の方法、評価の方法など、
理科教育全般について講義する。また、理科教育にかかわ 佐伯 英人（教育学部准教授）
る最新の情報についても紹介する。なお、小･中学校におけ 栗田 克弘（教育学部准教授）
る事例を多く扱うため、主な受講者は小･中学校教諭とする
が、高校など他の校種の先生も受講可能。

山口大学

小・中学校における理科授業の
指導方法と教材開発

山口県山口市

6時間 平成26年8月28日

教諭

小学校教諭，中
学校理科担当教
諭

6,000円

20人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651468号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

近年、子どもの感性や創造性、さらに表現力が乏しくなっ
ていると言われている。乳幼児期は人間としての豊かな表
現する力を育てる重要な時期である。子どもの表現するプロ
子どもの育ちを支える声や音・音 セスを理解し、人間の表現の基盤となる聴く力を育て、声や 村上 玲子（宇部フロンティア大学短期大学部教
山口県山口市
楽を活用した表現活動について 音・音楽を使った表現活動を通して子どもの感性や創造
授）
性、さらに表現する力、音楽性を育てていく方法を実践しな
がら学ぶ。さらに、声や音・音楽を通して保育者自身の豊か
な表現のスキルアップを目指す。

6時間 平成26年8月28日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

30人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006651469号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭

小学校教諭，中
学校音楽・社会，
高等学校音楽・
地歴・公民担当
教諭

6,000円

100人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651470号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

美空ひばりと昭和の音楽文化

美空ひばりを通じて昭和の音楽文化を概観することで、近
現代における文化史に対する理解を深めることを目指して
いる。戦前における西洋音楽の受容、レコード産業による音
楽の生産、流行歌をめぐる諸言説、敗戦後の音楽受容のあ 斎藤 完（教育学部准教授）
り方、高度経済成長期における伝統音楽などを網羅しなが
ら、近現代における音楽文化の諸相を具体的に説明すると
いう内容になっている。

山口県山口市

6時間 平成26年11月15日
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開設者名

山口大学

山口大学

山口大学

山口大学

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

漢文講座

既存の訓読文や現代語訳を適宜用いながら、漢文資料の
解説を行う。具体的には、特定のテーマを掲げ、これに沿っ
た原典資料の紹介とその解説とを通して、古典学習の意義 南部 英彦（教育学部准教授）
は何かについて考える。講習では主に、原文に即して内容
を的確に理解する力をつけさせたい。

山口県山口市

6時間 平成26年11月15日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
国語担当教諭

6,000円

40人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651471号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

判例から考える子どもと人権

好むと好まざるとにかかわらず、今日、学校教育に携わる
者にとってさまざまな点から法的紛争を意識せざるを得ない
状況が生じている。こうした状況に適切に対応するため、本
松原 幸恵（教育学部准教授）
講習では、特に「子どもと人権」をテーマに、これに関わる法
的問題について、裁判実例（判例）を題材にしながら考察す
る。

山口県山口市

6時間 平成26年11月15日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

40人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651472号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

スポーツ健康科学

身体活動と健康関連体力および女性とスポーツという各
テーマで、スポーツ健康科学に関する話題を、生理・生化学
的な視点から、提供する。概要は以下の通りである。１）身
塩田 正俊（教育学部教授）
体活動の効果について「健康関連体力」および「WHOの新
曽根 涼子（教育学部教授）
健康の定義」との関係から述べる。２）女子スポーツ選手の
三大健康障害について、具体的内容、問題点および予防方
法を講義する。

山口県山口市

6時間 平成26年11月15日

中学校・高等学
教諭
校保健体育担当
養護教諭
教諭，養護教諭

6,000円

30人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651473号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

平261006651474号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

応答的なコミュニケーションは子どもたちに安心と信頼を
与えるとともに能力を引き出すきっかけになります。この講
義では、初対面での安心と信頼の築き方、描画を用いた対
子どもの力をのばすコミュニケー
三島 瑞穂（宇部フロンティア大学人間社会学部
話の方法、子どもの立場に立って考える方法など、心理学
山口県山口市
ション
講師）
に基づいたコミュニケーションのヒントを実際のワークを通し
てお伝えします。

話は秦漢時代における庶民の一日を紹介するもので、出
土した２千年前の餃子や画像石と呼ぶ当時の「写真」によっ
古代における中国人の日常生活 てドラマをみるようにリアルに秦の始皇帝から諸葛亮までの 馬 彪（人文学部教授）
古代中国人の日常生活を再現するものです。

6時間 平成26年11月15日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

平成26年9月22日～
20人
平成26年10月1日

6,000円

30人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651475号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県山口市

6時間 平成26年11月16日

教諭

小学校教諭，中
学校社会，高等
学校地歴担当教
諭

物語や文学を英語の授業に

物語の文章は、明確な状況指定、異文化体験の諸事例、
人間関係を踏まえた適切な会話文、人間の気持ちや意向を
くみとった上での行動例など、コミュニケーション練習の題材
の宝庫です。出来事の順序やあらすじを読みとる練習だけ
宮原 一成（人文学部教授）
ではもったいない。教材としての可能性の広さについて一緒
に考えてみましょう。午前は主に講義形式、そして午後はき
わめて平易な物語を使って実際に教材を皆で作る演習形式
で実施します。

山口県山口市

6時間 平成26年11月16日

教諭

中学校・高等学
校英語担当教諭

6,630円

30人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651476号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

代数学の考え方

自然数・整数の基本的な性質を紹介し、それらが算数・数
学の基本的な事項に関係しているのかを解説します。一
見、当たり前と思える「数学的帰納法の原理」等の事実が、 飯寄 信保（教育学部教授）
数学全体を支える重要なものであることを理解していただき
たいと思います。

山口県山口市

6時間 平成26年11月16日

教諭

小学校教諭，中
学校数学担当教
諭

6,000円

40人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651477号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

現代教育の理論と実践

わが国の教育に、経験主義の教育が導入されて以来、既
に半世紀の歳月が流れた。その間には、学習指導要領の
改訂を始め、理論的も実践的にも幾多の変遷を余儀なくさ
れてきた。本講においては、その発展的経緯を論究し、優 河村 龍弌（YIC看護福祉専門学校講師）
れた実践を概観するとともに、あわせてこれからの教育を展
望し、知識基盤社会にあって、『生きる力・人間力』を育成す
る教師の、教育力の高揚を図る。

山口県山口市

6時間 平成26年11月16日

6,000円

80人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651478号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

各教科の授業参観、考え続ける生徒を育てる授業づくりに
ついての全体説明、教科の取組事例発表、教科別部会で
考え続ける生徒を育てる授業実 の教科研究や授業検討など、中学校の教育研究の視点・方 岸本 憲一良（教育学部教授）
践講座
向性、授業方法や指導方法についての研修が主な内容で 弘実 邦雄（教育学部附属山口中学校副校長）
あり、今後の教育研究の取組、授業づくりや各教科の指導
に生かすことを目的とした研修である。

平261006651479号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

山口大学

山口大学

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

山口県山口市

6時間 平成26年11月21日

教諭

中学校教諭

6,000円

平成26年9月22日～
30人
平成26年10月1日

山口県山口市

6時間 平成26年12月6日

教諭

中学校・高等学
校国語担当教諭

6,000円

25人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651480号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

6,000円

100人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651481号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

6,000円

40人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651482号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

物語の時間学

平安時代の物語である『伊勢物語』と『源氏物語』をとりあ
げ、時間という観点から、新たな読みの可能性について考
える。具体的には、『伊勢物語』の初段から六段にかけて
の、いわゆる「二条后章段」と、『源氏物語』の「夕顔」巻を読
んでいくことになる。両作品とも定番教材であるが、そうであ 森野 正弘（人文学部准教授）
るがゆえに、なかなか大胆な読み方をするには躊躇され、
通行の解釈に落ち着いてしまう傾向があるのではないか。
本講習では、そういったくびきから、どれだけ解き放たれるこ
とができるかを試みたい。

山口大学

美術教育とデザイン

造形教育、美術教育の教育課程、教育内容の全般的な解
説と特にデザイン、構成を採りあげて講義を行う。19世紀の
デザインの確立から20世紀のデザインとデザイン教育の発 福田 隆眞（教育学部教授）
展を、バウハウス、ヴフテマス、構成教育を中心に解説す
る。また、日本的な特質のデザインについても解説する。

山口県山口市

6時間 平成26年12月6日

教諭

幼稚園・小学校
教諭，中学校・高
等学校美術担当
教諭

山口大学

英語で書かれた様々なテキストの読解を通して、国際理
解・異文化理解について考える。文学テキスト（英語への翻
英文テキストを通して考える国際
訳を含む）以外にも、新聞・雑誌の記事、国連機関のパンフ 小粥 良（教育学部准教授）
理解・異文化理解
レット、国際理解教育用の教材など関連する様々なテキスト
を用いる。理解を補助するために、ビデオ映像等も用いる。

山口県山口市

6時間 平成26年12月13日

教諭

中学校・高等学
校英語教諭

山口大学
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開設者名

講習の名称

講習の概要
２種類の講習を行います。
① 物理に関する研究やトピックスを紹介する講義。
② 小学校，中学校，高等学校の授業で行われている物理
関係の実験を，視点を変えて見直す講習（実験を含む）。

担当講師

朝日 孝尚（大学院理工学研究科教授）
坂井 伸之（大学院理工学研究科教授）
白石 清（大学院理工学研究科教授）

山口大学

物理の視点

山口大学

近年の教育現場ではコンピュータを用いて教材の作成や
成績の管理等が行われることも多くなって来ましたが記憶メ
ディア(HDD やフラッシュメモリ等)に関するトラブルも頻発し
コンピュータの活用(記録メディア ており、深刻なデータ損失を招く事態も数多く生じています。
岡田 耕一（大学教育機構講師）
活用と注意点等)
本講習では記憶メディア及びそのデータ構造に関して基礎
知識を得ると共に、万が一の事故によるデータの損失時に
取り得る方法や、データの復旧を行う際に利用可能なソフト
等の紹介をします。

山口大学

具体的な小・中・高の地理教科書・教材を取り上げて，記
述内容や意図，その背景などについて検討する。小中高教
小・中・高等学校地理教科書・教
科書・教材の検討にそれぞれ各２時間をあてる予定であ
荒木 一視（教育学部教授）
材の検討
る。その際には小学校教材であっても中高に，高校教科書
であっても小中に通じる材料を取り上げたい。

山口大学

（１）軽度発達障害児の基本的な特徴：通常学級に在籍す
るLD、ADHD、高機能ASDの基本的特徴を理解する。（２）小
学校から高校までの発達的特徴と必要な支援：学童期から
思春期・青年期までの発達的特徴を理解するとともに、学習
通常学級に在籍する軽度発達障
や対人関係の基礎を作るための支援のポイントを考える。 木谷 秀勝（教育学部教授）
害児の理解と対応
（３）心理アセスメントの基本的理解と活用方法：WISC-Ⅲ知
能検査の基本的な視点を理解しながら、その結果をどのよ
うに実践に活用するかを検討する。（４）質疑応答：毎日の取
り組みで、困っている問題や対応についての質問を受ける。

講習の開催地

時間数

講習の期間

山口県山口市

6時間 平成26年12月13日

山口県山口市

6時間 平成26年12月13日

山口県山口市

6時間 平成26年12月23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

小学校教諭，中
学校・高等学校
理科担当教諭

6,000円

24人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651483号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭
全教諭，養護教
養護教諭 諭

6,000円

30人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651484号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

小学校教諭，中
学校社会・高等
学校地理担当教
諭

6,000円

50人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651485号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校教諭，
栄養教諭 養護教諭，栄養
教諭

6,000円

50人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651486号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

教諭

教諭

山口県山口市

6時間 平成26年12月23日

生命の尊厳について

生命の尊厳をどのように理解すればよいのかについて、
近年の生命倫理学の事例を参照しながら理解を深めてい
く。その過程で、生命の尊厳についての理論的な根拠づけ
を試みる。こうして、生命の大切さ・人権教育についての理 石橋 孝明（徳山大学福祉情報学部教授）
論的根拠を確認することで、教育現場において生命の大切
さ・人権教育について確信を持って児童・生徒に教育するこ
とができるようになることを想定している。

山口県周南市

6時間 平成26年12月23日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

40人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651487号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

スポーツ文化論

今日、スポーツは政治や経済、文化と結びつき社会にお
いて大きな影響力を持つに至った。だが、わが国において
は、スポーツ文化がいかなるものであるかについて広く理解
されているとは言い難い。そこで本講習では、スポーツの文
渡 正（徳山大学経済学部准教授）
化や歴史について「近代スポーツ」をキーワードに紹介す
る。なぜ体育が近代学校制度に一定の位置をしめているの
か、スポーツのもつ力とはなにか、さらに現状のスポーツの
持つ課題などに理解を深める。

山口県周南市

6時間 平成26年12月23日

教諭

中学校・高等学
校保健体育担当
教諭

6,000円

40人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651488号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

学校現場における教師や子供のストレスの背景には、職
場での人間関係、地域社会、食行動も含めた家庭の変化、
いわば社会的病理が存在している。この講習では、臨床社
社会的病理とストレス：臨床社会
会心理学的観点から、ストレス発生と社会的病理の関係に 横山 博司(下関市立大学経済学部教授)
心理学的観点からみた教育相談
ついて解説するとともに、簡単な認知行動療法や心理テスト
等の実習、ワークショップを通して、どの様にストレスを解消
し、生徒指導に活かしていくかを考える。

山口県周南市

6時間 平成26年12月23日

小学校・中学校・
教諭
高等学校教諭、
養護教諭
養護教諭、栄養
栄養教諭
教諭

6,000円

60人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651489号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

講習は、前半の理論編と後半の実践編から構成されてい
ます。前半の理論編では、生徒の参加を促しながら、言語
生徒の参加を促すコミュニカティ 活動と効果的に関連づけて文法を指導すればよいのかに
高橋 俊章（教育学部教授）
ヴな英語授業
ついて学びます。後半では、言語技能の練習や言語活動を
実際に体験することにより、具体的な活動や指導のアイデ
アを学びます。

山口県山口市

6時間 平成26年12月25日

教諭

中学校英語担当
教諭

6,000円

30人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651490号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

紙の操作と本の制作

多様な紙の技法を発見し、技法的な行為と創造性のつな
がりを考える。さらに他材料につなげることで、材料の可能
河野 令二（教育学部教授）
性と造形活動の広がりを考える。この課題から得られた加
工された紙を、本としてまとめる。

教諭

幼稚園・小学校教
諭，中学校美術，高
等学校美術・工芸担
当教諭

6,000円

30人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651491号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口大学

山口徳地の自然環境を活かした様々なグループワークを
コミュニケーション能力を高める 通して、コミュニケーション能力や協調性を育てることをめざ 森下 徹（教育学部教授）
体験活動～笑顔あふれるクラス す体験活動について理解するとともに、体験から学ぶ方法 蓮見 直子（国立山口徳地青少年自然の家次
づくりのために～
を学習指導や学級経営に活かすことを講義や実習を通して 長）
習得する。

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

14,490円

45人

平成26年9月22日～
平成26年10月1日

平261006651492号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

東亜大学

エネルギー摂取量が減少したにもかかわらず現代人に肥満
が多い原因、子どもたちの食習慣の乱れや生活習慣病の
ライフステージの栄養学（成長期 若年化、生活習慣病胎児期発症説など子どもを取り巻く食
田代文子（医療学部 講師）
を中心に）
生活は気になることがいっぱいです。子どもを中心にライフ
スタイルの規律化に向け、時間栄養学の研究報告も取り入
れて考えてみましょう。

栄養教諭、小学
教諭
校教諭、中学校・
栄養教諭 高等学校（家庭
科）教諭

6,000円

30人

平成26年3月16日～
平成26年6月15日

平263054451971号

山口大学

山口県山口市

山口県山口市

山口県下関市

6時間 平成26年12月25日

12時間

平成26年12月26日～
平成26年12月27日

6時間 平成26年7月13日
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083-256-1111

http://www.touau.ac.jp/

平成２６年度（第２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

山口県の絵図・地図を用いた社
会科教材

身近な地域資料を活かした授業は、生徒たちに興味を持た
せるうえで有益であるだけでなく、地域のことを学ぶことにも
つながる。本講習では山口県の近世絵図や近代地図を活
用した社会科教材の開発を目的とする。まず、社会科教材
礒永 和貴（人間科学部 准教授）
として利用できる山口県の近世の絵図や近代の地図の所
在やその入手方法、さらにその具体的な絵図・地図を提示
して解説を加える。ついで、それらの地図・絵図を使った社
会科教材としての具合的な例を提示する。

東亜大学

「わかる」と「できる」を育む器械
運動

非日常的な動きの多い器械運動の指導では、子ども達に
「なにを」「どのように」伝えればよいか頭を悩ませることが
多いと思います。では、「なにを」「どのように」伝えれば子ど
谷本 英彰（人間科学部 講師）
も達は器械運動の動きが「わかる」と感じ「できる」ようになる
のか、その指導方法や教具の工夫について講義・実習を行
います。

東亜大学

近年、学校現場においてアナフィラキシーショックによる児
童・生徒の搬送が増加傾向にある。それに従い、インター
ネットなどでアレルギーについての情報が錯綜しているが、
アレルギーから子どもたちを守れ
学校現場での対応に苦慮している教育現場も少なくない。こ
ますか？ ～食物アレルギーを
貴島 祐（医療学部 准教授）
の講習ではアレルギーについて基礎から学び、除去食に対
完全制覇！！～
する考え方や実際にアレルギー反応が出た時の対処法（ア
ナフィラキシーショック時の対応を含む）について教職員が
適切に対応できるようにカリキュラムを組む。

東亜大学

観察を主体とした立体表現の指
導
―木のおもちゃの制作実習―

【講義および実習】
1.立体表現の基礎として「観察の仕方」「観察のポイント」「発
見した事柄をかたちに残す表現方法（塑像、素描）」などに
ついて、実践例を交えて紹介。
2.1.で学んだ立体表現の基礎を活かした課題制作（木のお 川浪 茂（芸術学部 准教授）
もちゃ／線材を用いた立体表現）の実践例を紹介。
3.「木のおもちゃ」の制作実習。素材に触れることで、その特
性や加工する道具、制作にかかわる一連の流れ（工程）に
ついて理解を深める。

東亜大学

スポーツの心理

現在の学校体育は「生涯にわたって豊かなスポーツライフ
を実現する基礎」を培うことを目指している。本講習は、「生
岡村 豊太郎（客員教授）
涯の健康」と「生涯スポーツ」をテーマにし、それらの中でも
とりわけ「スポーツの心理」に焦点をあてて講義する。

東亜大学

現在では、学校現場においてPCは必修の道具となってい
る。栄養教諭も例外ではない。さらに、インターネットも重要
学校現場での情報セキュリティの な情報源となっている。これに伴い、学校内の情報が漏え
高上 僚一（医療学部 教授）
基礎
いする危険も大きくなっている。本講義では、インターネット
の基礎から講義し、情報セキュリティの重要性と対策につい
て平易に解説する。

東亜大学

現在、ドローイングは幅広い表現方法で描かれています
が、描かれる支持体や材料によってもさまざまな表現技法
があると思います。そのようなドローイングによって作品制 川野 裕一郎（芸術学部 教授）
作の拡大をはかり、素材、支持体の研究を通して絵画の領
域の可能性について探ります。

講習の開催地

山口県下関市

山口県下関市

山口県下関市

山口県下関市

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成26年7月21日

教諭

小学校教諭
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16日～
平成26年6月23日

平263054451972号

教諭

小学校教諭
中学校・高等学
校（保健体育）教
諭

6,000円

30人

平成26年3月16日～
平成26年6月28日

平263054451973号

栄養教諭、小学
教諭
校教諭、中学校・
栄養教諭 高等学校（家庭
科）教諭

6,000円

20人

平成26年3月16日～
平成26年6月29日

平263054451974号

教諭

小学校教諭
中学校・高等学
校（美術・工芸）
教諭

6,000円

8人

平成26年3月16日～
平成26年7月23日

平263054451975号

教諭

小学校教諭
中学校・高等学
校（保健体育）教
諭

6,000円

30人

平成26年3月16日～
平成26年7月24日

平263054451976号

栄養教諭、小学
教諭
校・中学校・高等
栄養教諭
学校教諭

6,000円

30人

平成26年3月16日～
平成26年7月25日

平263054451977号

6,000円

20人

平成26年3月16日～
平成26年7月26日

平263054451978号

6,000円

30人

平成26年3月16日～
平成26年7月28日

平263054451979号

6,000円

20人

平成26年3月16日～
平成26年7月29日

平263054451980号

6,000円

20人

平成26年3月16日～
平成26年7月30日

平263054451981号

6,000円

30人

平成26年3月16日～
平成26年7月31日

平263054451982号

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年7月27日

6時間 平成26年8月20日

山口県下関市

6時間 平成26年8月21日

山口県下関市

6時間 平成26年8月22日

山口県下関市

6時間 平成26年8月23日

教諭

教諭

東亜大学

現代ドローイング講習

東亜大学

文科省武道教育推進のもと、全日本柔道連盟実施の公認
指導者資格制度講習会で使用している教本「柔道基本指
学校柔道における基本と安全の
導」、「柔道の安全指導」をもとに学科及び実技指導を行う。 地頭所 徹郎（人間科学部 准教授）
指導
学科については、教本配布予定。実技については補助員を
使って実技指導する。

山口県下関市

6時間 平成26年8月25日

東亜大学

プレゼンテーションソフトPowerPointを利用して教材を作成
する基本的な方法を実際にパソコンでの実習を通して習得
する。
文字の他に、表、グラフ、図形、静止画像、動画、音声を素
プレゼンテーションソフトによる教 材としてスライドに配置し、アニメーションの設定や再生によ
山田 寛（医療学部 教授）
材作成
り、教材として利用する方法を習得する。
図形の描画、プロジェクタとの接続、WordやExcelとの連携
なども実習する。
講習では食育についての素材を利用するが、実技試験では
各自のテーマに沿った教材を作成してもらう。

山口県下関市

6時間 平成26年8月26日

東亜大学

文科省の武道教育推進のもと、全日本剣道連盟が実施して
いる剣道指導者講習会での教本「剣道講習会資料」・「剣道
学校剣道における基本と安全の
試合・審判・運営要領の手引き」・「剣道試合・審判規則・細 右田 幸次郎（人間科学部 教授）
指導
則」・「木刀による剣道基本技稽古法」・「日本剣道形解説
書」をもとに実技及び学科の講習会を行う。

山口県下関市

6時間 平成26年8月27日

教諭

東亜大学

ダンス領域におけるリズムを中心とした学習内容を主に取り
上げます。簡単なリズムにのって楽しく体を動かし、仲間と
リズムを中心とした楽しいダンス 対応する基本とアレンジ方法を紹介します。ダンスの映像視
櫛田 芳美（人間科学部 教授）
の学習指導
聴を交えた実技を中心に行い、学習指導要領の内容を理
解する講義も行います。すぐに踊れる既存の振り付けにも
チャレンジ！

山口県下関市

6時間 平成26年8月28日

教諭

197 / 264 ページ

小学校教諭
中学校・高等学
校（美術）教諭

中学校・高等学
校（保健体育）教
諭

栄養教諭、小学
教諭
校・中学校・高等
栄養教諭
学校教諭

中学校・高等学
校（保健体育）教
諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
（保健体育）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

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp/

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp/

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp/

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp/

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp/

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp/

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp/

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp/

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp/

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp/

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp/

平成２６年度（第２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

「暮らしの道具」としての工芸品の役割を一度考察すること
を目的に、工芸実習を行う。実習内容は、タタラ成形（板状
中村 隆文（芸術学部 准教授）
の粘土を使った成形方法）による「土のあかり」＝照明器具
を制作する。

東亜大学

工芸実習（陶芸）

山口学芸大学

教育実践において環境構成は重要な位置を占める。1989
（平成元）年改訂の幼稚園教育要領ならびに小学校学習指
導要領改訂以降、幼稚園では「環境を通して」、小学校生活
幼稚園の教育方法を支える思想
科では「活動や体験を通して」学びを展開することが教育方 桒原 昭徳（大学院教育学研究科教授）
－フレーベルと倉橋惣三に学ぶ
法の前面に現れることとなった。幼小連携が課題となってい 松村 納央子（教育学部准教授）
－
る今日、環境をテーマとしてフレーベルならびに倉橋惣三の
諸論を手がかりに、学習主体を育てる教育原理・教育方法
を考察する。

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

山口県下関市

6時間 平成26年10月25日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
（美術・工芸）教
諭

山口県山口市

6時間 平成26年6月14日

教諭

幼稚園教諭、
小学校教諭

6,000円

64人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平263054751094号

083-972-3288

http://www.ygakugei.ac.jp/

6,000円

8人

平成26年3月16日～
平成26年9月27日

平263054451983号

083-256-1111

http://www.touau.ac.jp/

わらべうたと教育

①わらべうたの概要
②わらべうたの音楽の特徴
③全国のわらべうた、山口のわらべうたの演習
④わらべうた遊びと子どもの発達との関連
⑤わらべうたあそびの教材化
以上を、講義や演習を交えて講習する。

河北 邦子（大学院教育学研究科教授）

山口県山口市

6時間 平成26年6月14日

教諭

幼稚園教諭、
小学校教諭

6,000円

25人

平成26年4月8日～
平成26年4月16日

平263054751095号

083-972-3288

http://www.ygakugei.ac.jp/

わらべうたと教育

①わらべうたの概要
②わらべうたの音楽の特徴
③全国のわらべうた、山口のわらべうたの演習
④わらべうた遊びと子どもの発達との関連
⑤わらべうたあそびの教材化
以上を、講義や演習を交えて講習する。

河北 邦子（大学院教育学研究科教授）

山口県山口市

6時間 平成26年8月25日

教諭

幼稚園教諭、
小学校教諭

6,000円

25人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平263054751096号

083-972-3288

http://www.ygakugei.ac.jp/

幼児音楽表現（鍵盤・歌唱）

保育におけるピアノ伴奏の意義や、即座に現場で対応でき
る伴奏の方法を学ぶ。具体的には、伴奏譜の選択や読み
取りのポイント、難しい楽譜を簡単に弾くためのアレンジや
簡易伴奏の種類と方法について学び、子どもの習熟度に応
本廣 明美(教育学部教授）
じた伴奏を学習する。（鍵盤）
坂本 久美子(教育学部准教授）
子どもの歌の魅力を発見し、楽しい歌唱活動へ繋げる視点
を学ぶ。また、子どもの発達を踏まえ、うたあそびの意義を
考えながら、それらの楽しさの分析と実践による定着を図
る。（歌唱）

山口県山口市

6時間 平成26年8月25日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

24人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平263054751097号

083-972-3288

http://www.ygakugei.ac.jp/

幼児音楽表現（鍵盤・歌唱）

保育におけるピアノ伴奏の意義や、即座に現場で対応でき
る伴奏の方法を学ぶ。具体的には、伴奏譜の選択や読み
取りのポイント、難しい楽譜を簡単に弾くためのアレンジや
簡易伴奏の種類と方法について学び、子どもの習熟度に応
本廣 明美(教育学部教授）
じた伴奏を学習する。（鍵盤）
坂本 久美子(教育学部准教授）
子どもの歌の魅力を発見し、楽しい歌唱活動へ繋げる視点
を学ぶ。また、子どもの発達を踏まえ、うたあそびの意義を
考えながら、それらの楽しさの分析と実践による定着を図
る。（歌唱）

山口県山口市

6時間 平成26年8月26日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

24人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平263054751098号

083-972-3288

http://www.ygakugei.ac.jp/

楽しい造形表現の可能性（絵画
あそび）

幼児及び小学校低学年の児童を対象に、図画工作に必要
な基本的な平面における技法を、演習を通して習得、ある
いは再確認し、それらを使った教育現場での応用・展開の
方法について学ぶ。また、それらの活動について適切な助 武田 雅行（教育学部教授）
言・指導ができることを目的とし、子どもたちが楽しく、飽き
ずに造形表現に取り組めるよう、対象者の年齢に応じた設
定や方法を模索し、造形表現の可能性を探る。

山口県山口市

6時間 平成26年8月26日

教諭

幼稚園教諭、
小学校教諭

6,000円

20人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平263054751099号

083-972-3288

http://www.ygakugei.ac.jp/

山口学芸大学

楽しい造形表現の可能性（絵画
あそび）

幼児及び小学校低学年の児童を対象に、図画工作に必要
な基本的な平面における技法を、演習を通して習得、ある
いは再確認し、それらを使った教育現場での応用・展開の
方法について学ぶ。また、それらの活動について適切な助 武田 雅行（教育学部教授）
言・指導ができることを目的とし、子どもたちが楽しく、飽き
ずに造形表現に取り組めるよう、対象者の年齢に応じた設
定や方法を模索し、造形表現の可能性を探る。

山口県山口市

6時間 平成26年8月27日

教諭

幼稚園教諭、
小学校教諭

6,000円

20人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平263054751100号

083-972-3288

http://www.ygakugei.ac.jp/

鳴門教育大学

１．児童生徒にとって楽しく理解することができ、思考力等も
育つよい授業をするためのデジタル教材の効果的活用法を
学ぶ。
・デジタル教材の特性
これであなたも授業名人
・デジタル教材と、実験・観察・見学等の体験や活動との
デジタル教材で楽しくわかる授業
藤村 裕一 （大学院学校教育研究科准教授） 徳島県鳴門市
組み合わせ方
づくり
・効果的なデジタル教材提示方法の工夫
・日常的にデジタル教材を活用するための工夫
２．デジタル教材活用ワークショップ
（理科ねっとわーく、ＮＨＫデジタル教材等活用演習）

6時間 平成26年6月28日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851941号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

鳴門教育大学

発達障害の子どもたちの学校生活を豊かにするには、全て
の教職員（養護・栄養教諭含む）が、支援の在り方について
理解を深める必要がある。まず、発達障害の概説をし、幼
児期・児童期の発達障害のある子どもたちへの支援の実際
発達障害のある子どもの学校生
を考えるためのグループワークを行う。具体的には、子ども
活を豊かにする工夫（幼児期・児
小倉 正義 (大学院学校教育研究科講師）
たち個々の特性に合わせた具体的支援方法を考えたり、支
童期編）
援ツールを作成するワークと、長期的な視点にたった支援
の進め方についてのディスカッションを行う。この講習を受
講することで、明日からの実践に役立つ視点を身につける
ことができると考えられる。

6,000円

平成26年4月11日～
20人
平成26年5月12日

平261006851942号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

山口学芸大学

山口学芸大学

山口学芸大学

山口学芸大学

山口学芸大学

徳島県鳴門市

6時間 平成26年7月21日
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幼稚園、小学校、
教諭
特別支援学校教
養護教諭 諭
栄養教諭 養護教諭 栄養
教諭

平成２６年度（第２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

鳴門教育大学

幼児理解と教師の姿勢

講習の概要

担当講師

本講習では、幼児、保育者、保護者などの役割を演じる
ロールプレイや保育実践の映像を用いたカンファレンスなど
を取り入れながら、自らの子ども観や保育観を振り返るとと
湯地 宏樹 (大学院学校教育研究科教授)
もに、幼稚園全体で保育の質を高めるために、幼児理解の
方法やカウンセリングマインドを生かした保育などについて
考えます。

講習の開催地

時間数

講習の期間

http://www.narutou.ac.jp/

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

50人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851944号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

50人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851945号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6,000円

20人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851946号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6,000円

平成26年4月11日～
50人
平成26年5月12日

平261006851947号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6時間 平成26年7月28日

中学校、高等学
教諭
校、特別支援学
養護教諭
校教諭 養護教
栄養教諭
諭 栄養教諭

6,000円

20人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851948号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6時間 平成26年7月28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
栄養教諭
諭 栄養教諭

6,000円

20人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851949号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6時間 平成26年7月29日

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
教諭
校、中等教育学
養護教諭 校、特別支援学
校 教諭 養護教
諭

6,000円

30人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851950号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6時間 平成26年8月8日

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
教諭
校、中等教育学
養護教諭 校、特別支援学
校 教諭 養護教
諭

6,000円

30人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851951号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6時間 平成26年7月26日

鳴門教育大学

絵本の読み聞かせの幼児教育にとどまらない教育的効果
について見識を高める。
また、絵本とその読み聞かせの利用が、保健室においても
効果的であることを知る。
絵本とその読み聞かせの教育的
さらに、『給食番長』など食育に関する絵本とその利用に関 余郷 裕次 （大学院学校教育研究科教授）
効果
する見識を深める。
1・2講時：絵本の仕掛けとその読み聞かせの効果／3・4講
時：絵本の仕掛けの分析／5・6講時：絵本とその読み聞か
せの知と心

徳島県鳴門市

6時間 平成26年7月27日

徳島県鳴門市

6時間 平成26年7月26日

鳴門教育大学

鳴門教育大学

発達障害の子どもたちの学校生活を豊かにするには、全て
の教職員（養護・栄養教諭含む）が、支援の在り方について
理解を深める必要がある。まず、発達障害の概説をし、その
後、思春期・青年期の発達障害のある子どもたちへの支援
発達障害のある子どもの学校生
の実際について考えるためのグループワークを行う。具体
活を豊かにする工夫（思春期・青
小倉 正義 (大学院学校教育研究科講師）
的には、自己理解や性に関する心理教育プログラムを考え
年期編）
るワークと、長期的な視点にたった支援の進め方について
のディスカッションを行う。この講習を受講することで、明日
からの実践に役立つ視点を身につけることができると考えら
れる。

鳴門教育大学

子どもの内面理解に基づく学級
経営・生徒指導

いじめ、不登校、学級崩壊等が生起する今日の学校教育に
おいて、確かな学力を育み、潤いのある学級づくりを進める
ためには、①子どもの意識と行動の構造を理解すること、②
子どもの学力と社会性を育む効果のある指導のポイントを
とらえること、が必須の条件といえる。
久我 直人 （大学院学校教育研究科教授）
本講習においては、①、②を踏まえて、子どもの変容を生み
出す効果のある指導について、実践事例を用いて解説し、
受講者の実践力育成につながる講習とする。
また、子どもの内面の安定の主要素に「家庭」があり、朝食
摂取等と問題行動の相関をとらえる視点を提供する。

児童・生徒の社会形成力を育て
る学校づくり

児童・生徒は未来の形成者である。現代教育課題として「児
童・生徒の社会形成力」育成の課題は何か、児童・生徒の
有用感を高める教科指導と学校に居場所を見付ける特別
活動・総合的学習などの企画・運営に成功した学校の事例 西村 公孝 （大学院学校教育研究科教授）
を紹介し、児童・生徒が働くことに興味・関心を示せるような
発達課題に応じたキャリア教育と小中高一貫の視点から学
校づくりを考える。

児童・生徒の社会形成力を育て
る学校づくり

児童・生徒は未来の形成者である。現代教育課題として「児
童・生徒の社会形成力」育成の課題は何か、児童・生徒の
有用感を高める教科指導と学校に居場所を見付ける特別
活動・総合的学習などの企画・運営に成功した学校の事例 西村 公孝 （大学院学校教育研究科教授）
を紹介し、児童・生徒が働くことに興味・関心を示せるような
発達課題に応じたキャリア教育と小中高一貫の視点から学
校づくりを考える。

鳴門教育大学

鳴門教育大学

徳島県鳴門市

徳島県鳴門市

徳島県鳴門市

徳島県鳴門市

ＵＲＬ

088-687-6127

徳島県鳴門市

歴史の中の「ナショナル」と「グ
ローバル」

電話番号

平261006851943号

鳴門教育大学

現在進展しているグローバリーゼションという現象はいつか
らはじまったのであろうか。また、歴史のある時点で「ナショ
ナル」や「グローバル」はどのように意識され、その時代にど
のような影響を与えてきたのであろうか。本講習では、この
大石 雅章 （大学院学校教育研究科教授）
ような問題意識に立ち、日本史および世界史上の「ナショナ
町田
哲 （大学院学校教育研究科准教授） 徳島県鳴門市
ル」と「グローバル」な問題を具体的な事例を織り交ぜなが
原田 昌博 （大学院学校教育研究科准教授）
ら検討することで、従来の一国史的な歴史理解にとどまらな
い新しい歴史の見方を習得を目指し、中学校社会科歴史的
分野および高等学校地理歴史科の授業づくりに活かすこと
を目的とする。

認定番号

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

絵本の読み聞かせの幼児教育にとどまらない教育的効果
について見識を高める。
また、絵本とその読み聞かせの利用が、保健室においても
効果的であることを知る。
絵本とその読み聞かせの教育的
さらに、『給食番長』など食育に関する絵本とその利用に関 余郷 裕次 （大学院学校教育研究科教授）
効果
する見識を深める。
1・2講時：絵本の仕掛けとその読み聞かせの効果／3・4講
時：絵本の仕掛けの分析／5・6講時：絵本とその読み聞か
せの知と心

統計学の基礎

受講者募集期間

50人

6時間 平成26年7月26日

鳴門教育大学

受講料 受講人数

6,000円

徳島県鳴門市

統計学が扱う内容の中で、相関係数や散布図など、高校数
学で扱われるテーマを、もう少し掘り下げることで、より深い
理解を目指す (例えば、相関係数と最小二乗法の関係、な
宮口 智成 (大学院学校教育研究科准教授)
どを扱う)。また、(一般論だけでなく） 具体例を通して理解で
きるように工夫し、よく間違い易い点なども適宜紹介してい
く。授業は講義と演習によって進める。

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成26年7月27日
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教諭

幼稚園教諭

教諭

中・高等学校（数
学科）教諭

教諭

中・高等・特別支
援学校（社会科）
教諭

平成２６年度（第２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

音楽授業における発問の工夫

音楽授業の構想と展開に関して、基礎的な講義を行う。ここ
では、音楽の本質的な特性と音楽の学習の論理について
講義する。その後、教材研究の方法と学習指導過程立案の 長島 真人 (大学院学校教育研究科教授）
方法を実習し、TTによる模擬授業を試み、発問の工夫に着
目しながら、相互に授業の成果と課題を批評し合う。

徳島県鳴門市

6時間 平成26年8月1日

教諭

小学校、中・高・
特別支援学校
（音楽科）教諭

6,000円

20人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851952号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

よい体育授業の姿とその実践
－体育の教授技術－

「よい授業」の姿を多面的かつ構造的に理解し、それらを実
現させる教授方法を習得する。具体的には、「よい授業」を
構成する基礎的条件（マネジメント、学習従事量、授業の規
律、授業の雰囲気）と内容的条件（目標・内容の押さえ方、
学習過程の組織化、教材・教具の開発・工夫）について理解 梅野 圭史 （大学院学校教育研究科教授）
を深めるとともに、それらを実現する教師の教授技術や指
導技術の実践的イメージを「よい体育授業のDVD」の視聴を
中心に深めていく。さらに、各種運動教材の技能評価法（学
習評価）についても、紹介する。

徳島県鳴門市

6時間 平成26年8月1日

教諭

小学校、中・高等
学校（保健体育
科）教諭

6,000円

20人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851953号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

鳴門教育大学

通常の学級における特別支援

通常学級における障害のある子どもとない子どもの共に育
つ学級運営と授業づくりをテーマに、昨今の特別支援教育
の知見を交えて講義する。2名の教員はそれぞれに、発達
障害児（こだわりや偏食等のある子どもたち）の在籍を念頭 井上とも子 (大学院学校教育研究科教授)
にしたユニバーサルデザインを取り入れた授業づくりと、肢 高原 光恵 (大学院学校教育研究科准教授)
体不自由児の在籍する学級の運営をテーマに講義を展開
する。後者は、肢体不自由のある保護者との連携・協力の
取り方にも踏み込む。

徳島県鳴門市

6時間 平成26年8月2日

6,000円

40人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851954号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

鳴門教育大学

社会科は「暗記教科」だと言われる。数多くの「知識」を扱う
社会科授業において、習得される「知識の質」は高いものに
なっているか。地名や年代、重要用語などの「個別的」で「記
「知識の質」を高め、「思考力」を 述的」な知識ばかりを習得させる授業になっていないか。本 伊藤 直之 (大学院学校教育研究科准教授)
育む社会科授業づくり
講習では、特定の地域や時代に対する「解釈」や時空を超 井上 奈穂 (大学院学校教育研究科准教授)
えてあてはまる「一般的」で「説明的」な知識へ高める社会
科授業づくりについて、先行研究事例を紹介しながら講義・
演習により考える。

鳴門教育大学

図画工作科および美術科(中学校の美術科と高等学校の芸
術科の選択科目を含む)の鑑賞領域を充実させることは、現
代の美術教育の大きな課題です。この講習では、鑑賞にか
かわる指導方法について多角的に検討し、基本的な理論と
美術鑑賞の指導方法
指導方法について集中的に学びます。さらに、教科書掲載
山木 朝彦 （大学院学校教育研究科教授）
－大塚国際美術館を利用して－ の作品の陶板名画を多数展示している大塚国際美術館に
て、対話に基づく鑑賞の学びや各種の鑑賞用ワークシート
を用いた学びを実際に経験します。学習者の立場に立った
指導のあり方を習得しましょう。1日目は大学の教室、2日目
は美術館で実施します。

鳴門教育大学

鳴門教育大学

鳴門教育大学

国語科教育におけるリテラシー
のとらえ方

鳴門教育大学

算数教科書の数学的背景について具体的事例をあげなが
ら解説及び簡単な演習を行う。また、数学的背景に基づい
算数教科書の数学的背景と教材 た児童の興味関心を高める教材研究の方法及び事例につ
坂井 武司 (大学院学校教育研究科准教授)
研究
いて解説を行うと共に、グループで教材作りを行う。さらに、
算数教育の展望として、２１世紀型スキルについて解説を行
う。
今日の設計・生産現場では、三次元設計が主流となりつつ
あります。一方、中学校技術科の中では、製図を指導する
時間や内容が極端に減らされています。本講習では、製図
の指導を３次元モデルから始めることを考えます。具体的内 畑中 伸夫 （大学院学校教育研究科教授）
容としては、三次元ＣＡＤソフト「SolidWorks」を用いてソリッド
モデルを作成し、作成したソリッドモデルの強度解析を有限
要素法により実施し、最適設計の基礎を学びます。

鳴門教育大学

３次元CADを用いた設計製図

鳴門教育大学

中学校学習指導要領に係る家族及び食物領域の基本的な
知識や近年の知見に関する内容である。
家族領域では、現代家族についての様相と問題について最
新情報を提供するとともに、指導が難しいとされる家族領域
中学校家庭科の家族及び食物領
黒川 衣代 (大学院学校教育研究科教授)
における指導の工夫を紹介し、家族の可視化について具体
域について
西川 和孝 (大学院学校教育研究科准教授)
案を検討・討議する。食物領域では、食品学、栄養学、調理
学等の基礎的事項の講義（実習）等を予定している。
最後に講義内容の理解度を問う試験を実施する。（必要に
応じて、テキスト、資料等を配布する。）

教諭

中学校（社会
科）、高等学校
（地理歴史科）教
諭

6,000円

20人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851955号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

平成26年8月5日～
12時間
平成26年8月6日

教諭

小学校、中学校
(美術科)、高等学
15,150円
校(芸術科美術)
教諭

44人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851956号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校、中・高等
学校(国語科)教
諭

6,000円

30人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851957号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851958号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6,000円

平成26年4月11日～
10人
平成26年5月12日

平261006851959号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6,000円

16人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851960号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

徳島県鳴門市

6時間 平成26年8月4日

徳島県鳴門市

メディア・リテラシー、PISA型読解力など、現代社会で求めら
れているリテラシーは、従来の国語科における読み書き能
力の枠を超えたもののように見える。そこで本講習では、新
しく求められているリテラシーとはどのようなものか、国語科 幾田 伸司 （大学院学校教育研究科准教授） 徳島県鳴門市
教育としてどのようなリテラシーを育てるべきかを考えるとと
もに、そのための種々の実践の成果と課題について検討を
行う。

徳島県鳴門市

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

徳島県鳴門市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校（技術
科）、高等学校
（工業） 教諭

徳島県鳴門市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校、中学校
（家庭科） 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

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

鳴門教育大学

近年、各種のブリッジコンテストが開催されています。強いブ
リッジを制作するためには、難解な構造解析が必要です。し
かし、CAE技術の進歩により難解な計算を簡易に行うことが
パスタブリッジのCAE解析と実験 可能となりました。本講習では、パスタブリッジを3次元CAD 畑中 伸夫 （大学院学校教育研究科教授）
により設計し、続いてPC上で強度計算を行い、強度と破壊
モードを求めます。そして、実際にパスタブリッジを制作し、
解析結果と比較検討します。

徳島県鳴門市

鳴門教育大学

音読・朗読をあらゆる学校種の教諭の基礎技能として学
ぶ。また、絵本の読み聞かせの幼児教育にとどまらない教
育的効果について見識を高める。
また、絵本とその読み聞かせの利用が、保健室においても
効果的であることを知る。
子どもの発達段階に応じる音読・
さらに、『給食番長』など食育に関する絵本とその利用に関 余郷 裕次 （大学院学校教育研究科教授）
朗読指導と絵本の読み聞かせ
する見識を深める。
1・2講時：絵本の仕掛け／3・4講時：絵本の読み聞かせの
原則／5・6講時：絵本の読み聞かせ
7・8講時：読みの発達段階／9・10講時：声のレッスン／
11・12講時：読みあい活動

徳島県鳴門市

12時間

平成26年8月16日～
平成26年8月17日

鳴門教育大学

音読・朗読をあらゆる学校種の教諭の基礎技能として学
ぶ。また、絵本の読み聞かせの幼児教育にとどまらない教
育的効果について見識を高める。
また、絵本とその読み聞かせの利用が、保健室においても
効果的であることを知る。
子どもの発達段階に応じる音読・
さらに、『給食番長』など食育に関する絵本とその利用に関 余郷 裕次 （大学院学校教育研究科教授）
朗読指導と絵本の読み聞かせ
する見識を深める。
1・2講時：絵本の仕掛け／3・4講時：絵本の読み聞かせの
原則／5・6講時：絵本の読み聞かせ
7・8講時：読みの発達段階／9・10講時：声のレッスン／
11・12講時：読みあい活動

徳島県鳴門市

12時間

平成26年8月23日～
平成26年8月24日

鳴門教育大学

新学習指導要領の理念および最新の英語教育研究の動向
をふまえた英語指導のあり方について理論と実践の観点か
新学習指導要領をふまえた英語
らわかりやすく紹介します。具体的には、中学・高校の英語
教師力
伊東 治己 （大学院学校教育研究科教授）
授業における(1)英文法指導の理論と実践、および、(2)教師
徳島県鳴門市
―英文法指導とクラスルーム・イ
山森 直人 （大学院学校教育研究科准教授）
によるクラスルーム・イングリッシュの使い方やトレーニング
ングリッシュ―
方法に焦点をあて、受講者の英語教師力の刷新をめざしま
す。

6時間 平成26年8月20日

鳴門教育大学

英語学、言語学、英文学、米文学について、現在の研究動
向や話題をわかりやすく紹介し、広く英語文化の知識と理解
をアップデートすることを目的とします。特に関係代名詞、関
英語学英米文学研究の今を知る 係副詞の学習困難点の言語学的分析と教え方のヒント、語
と文の組み立ての仕組みから考える語彙学習、劇の台詞と
文脈・感情の関係、また近年の文学研究の傾向を紹介しま
す。

6時間 平成26年8月22日

前田
藪下
杉浦
眞野

2020年南海地震に備えた減災・
防災教育

2020年頃に南海地震が想定されている。1日の1/3を学校で
過ごす子供たちの命を守るのは、教員の仕事である。地震
国に住む教員は、何故地震が起こるのか、どのようにして
地震活動の予測ができるのか、地震災害を防ぐことはでき
村田
ないが災害を減少させることはできることを知っておかねば
ならない。そのためには、地震の発生するメカニズムを知る
だけでは不十分であり、それを実生活に生かすことができる
ようになる講義を行う。

鳴門教育大学

2020年南海地震に備えた減災・
防災教育

2020年頃に南海地震が想定されている。1日の1/3を学校で
過ごす子供たちの命を守るのは、教員の仕事である。地震
国に住む教員は、何故地震が起こるのか、どのようにして
地震活動の予測ができるのか、地震災害を防ぐことはでき
村田
ないが災害を減少させることはできることを知っておかねば
ならない。そのためには、地震の発生するメカニズムを知る
だけでは不十分であり、それを実生活に生かすことができる
ようになる講義を行う。

一平
克彦
裕子
美穂

（大学院学校教育研究科教授）
（大学院学校教育研究科教授）
徳島県鳴門市
（大学院学校教育研究科准教授）
（大学院学校教育研究科講師）

6時間 平成26年8月8日

対象職種 主な受講対象者

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4月11日～
平成26年5月12日

平261006851961号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

12,000円

50人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851962号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

12,000円

50人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851963号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

教諭

中・高等学校（英
語科）教諭、
中・高等学校英
語教育に関心の
ある教諭

6,000円

35人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851964号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

教諭

小学校、中・高等
学校（英語科）教
諭

6,000円

20人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851965号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

6,000円

100人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851966号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

平成26年4月11日～
100人
平成26年5月12日

平261006851967号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

教諭

中学校（技術
科）、高等学校
（工業） 教諭

受講料 受講人数

6時間 平成26年8月23日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6時間 平成26年8月24日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

鳴門教育大学

現行学習指導要領にもその観点が盛り込まれた持続発展
教育は、地球的視野で考え、様々な課題を自らのものとして
持続発展教育（ESD）と国際理解 捉え、身近なとことから取り組むことで持続可能な社会の担
教育
い手を育成する教育である。本講習では持続発展教育につ
いて概観するとともに、主要な構成要素の一つである国際
理解教育について体験的に学ぶことを目的とする。

（大学院学校教育研究科教授）
（大学院学校教育研究科教授）
徳島県鳴門市
（大学院学校教育研究科准教授）
（大学院学校教育研究科准教授）

6時間 平成26年8月24日

幼稚園、小学校、
中学校、高等学
教諭
校、中等教育学
養護教諭 校、特別支援学
校 教諭
養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851968号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

鳴門教育大学

小学校外国語活動における疑問点や問題点を共有し、講
義・演習を通してそれらの解決を図る。また、参加者の授業
力向上を目指して、実際の授業や活動を体験的に学ぶ。具 畑江 美佳 （大学院学校教育研究科准教授）
小学校外国語活動の授業力アッ
体的には、小学校外国語活動を進める上で必要な基礎的 ｼﾞｪﾗｰﾄﾞ ﾏｰｼｪｿ （大学院学校教育研究科准教 徳島県鳴門市
プ研修
知識・実践的指導技術を習得するとともに、自信をもって外 授）
国語活動を展開できるよう基本的な英語力についても演習
を行う。

6時間 平成26年8月25日

6,000円

30人

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851969号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

鳴門教育大学

近森
小澤
石村
石坂

守 （大学院学校教育研究科教授）

守 （大学院学校教育研究科教授）

憲助
大成
雅雄
広樹

徳島県鳴門市

徳島県鳴門市
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教諭

小学校教諭

平成２６年度（第２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

おもに中学校理科の教員を対象に､新学習指導要領で新た
に加わったり､内容が充実した単元や､研究の進歩が著し
く、中学校（理科）教員として知っておいた方がよいような知
見について講習を行う。第１分野では､「エネルギー資源(放
射線の性質と利用を含む)」､「液体にまつわる新しい知識」
について､第２分野では､「生物の進化」や「2035年寒冷化す
る地球へのシナリオ：科学リテラシーを身につけよう」などに
ついて予定している。

村田 守 （大学院学校教育研究科教授）
工藤 慎一 （大学院学校教育研究科准教授）
徳島県鳴門市
粟田 高明 （大学院学校教育研究科准教授）
武田 清 （大学院学校教育研究科教授）

12時間

子ども子育て支援新制度の実施に向けた国の施策の進展
に伴い、幼児教育の質にかかわる課題が鮮明となってい
公益社団法人全
期待される幼児教育の在り方Ⅰ る。そこで、本講習では幼児教育に関する新しい知識と、社
国幼児教育研究
－保育の質を高める－
会の変化に対応した教育課題の解決力を身に付けさせるこ
協会
とを目指し、保育計画の在り方、遊びの充実、特別支教育
の在り方、科学的思考力、協同性の指導等を取り上げる。

秋山仁（東京理科大学近代科学資料館 館
長）、中井清津子（滋賀大学特任教授）、高柳恭
子（宇都宮共和大学准教授）、近藤慶子（四国
学院大学非常勤講師）、神長美津子（國學院大 徳島県鳴門市
学教授）、津金美智子（文部科学省教科調査
官）、桂木奈巳（宇都宮共和大学専任講師）、宮
本友弘（聖徳大学准教授）

平成26年7月31日～
18時間
平成26年8月2日

子ども子育て支援制度の実施に向けた国の施策の進展に
伴い幼児教育の質にかかわる課題が鮮明となっている。そ
公益社団法人全
期待される幼児教育の在り方Ⅱ こで、本講習では幼児教育に関する新しい知識と、社会の
国幼児教育研究
－保育の質を高める－
変化に対応した教育課題の解決力を身に付けさせることを
協会
目指し、保育計画の在り方、遊びの充実、特別支援教育の
在り方、科学的思考力、協同性の指導等を取り上げる。

秋山仁（東京理科大学近代科学資料館 館
長）、高柳恭子（宇都宮共和大学准教授）、神長
美津子（國學院大学教授）、津金美智子（文部 徳島県鳴門市
科学省教科調査官）、桂木奈巳（宇都宮共和大
学専任講師）、宮本友弘（聖徳大学准教授）

12時間

鳴門教育大学

知っておきたい科学の知識

本講座は、実習に重きを置かれがちな家庭科の食物領域
において、食品の性質を実験で理解・確認し教材に生かす
内容です。また新しい食物の分野についての最新情報(児
童の食生活の現状や問題点・食品の鑑別方法・食に関する 加藤 みゆき（教育学部 教授）
法律など）も交えながら解説を行います。自分の食生活を見
直す内容も含みます。受講までの自分自身の食生活を把握
しておいてください。

香川大学

9)食生活と健康

香川大学

スイミングスクールの普及により泳げない児童・生徒は少な
くなってきている反面、海や河川等における水難事故は減
10)学校体育における「水泳教
少していないようです。そういった状況のなかで体育授業で
石川 雄一（教育学部 教授）
育」の重要性と授業づくりのヒント 教材として取り扱われる「水泳」の必要性について理解し、
「水泳」の授業作りのヒントとなる理論背景と実技を学び、授
業改善に役立てていただければと思っています。

香川大学

香川大学

香川大学

香川大学

香川大学

香川大学

平成26年8月25日～
平成26年8月26日

平成26年8月1日～
平成26年8月2日

対象職種 主な受講対象者

教諭

中学校（理科）教
諭

受講料 受講人数

12,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成26年4月11日～
平成26年5月12日

平261006851970号

088-687-6127

http://www.narutou.ac.jp/

平成26年3月18日～
100人
平成26年6月20日

平268133551764号

03(3239)8066

http://www.zenyoken
.org

30人

教諭

幼稚園教諭

18,000円

教諭

幼稚園教諭

14,000円

20人

平成26年3月18日～
平成26年6月20日

平268133551765号

03(3239)8066

http://www.zenyoken
.org

6,000円

15人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951544号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

小・中（家庭）・高
教諭
（家庭）教諭、栄
栄養教諭
養教諭

香川県高松市

6時間 平成26年7月5日

香川県高松市

6時間 平成26年7月5日

教諭

小・中(保健体
育)・高(保健体育)
教諭

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951545号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成26年7月5日

教諭

小・中・高 教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951546号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

平成26年4月14日～
20人
平成26年4月25日

平261006951547号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

11)VBAによるActiveX・フォーム
コントロールプログラム講座

本講座では、エクセルに標準搭載されているＶＢＡに実装さ
れているフォームコントロールやActiveXを用いてプログラミ
ングの学習を行います。
これらのコントロールをVBAから制御する事で、より高度な
宮﨑 英一(教育学部 教授)
プログラムが可能となります。ここではグラフの可視化やエ
クセルの自動化といった具体的なプログラムの習得を通し
て、エクセルを教材とする各自のテーマの実現化を目指す
ものです。

12)学校カウンセリングの基本

学校における児童・生徒及び保護者に対するカウンセリン
グ的視点や関わりについて学びます。また、教師とスクール
カウンセラーの連携についても考えます。講義だけでなく、 山田 俊介(教育学部 教授)
受講者の日頃の教育相談活動の取り組みなどについてグ
ループで話し合う時間も持ちます。

香川県高松市

6時間 平成26年7月5日

13)日本の選挙の動向と課題

この講座では、まず、ネット選挙解禁をはじめとした制度改
正や有権者の投票行動、政党・政治家の活動など、日本の
選挙の現状と課題について概説します。その上で、特に若
年層の低投票率の問題に焦点を当て、その現状を説明す
堤 英敬(法学部 教授)
るとともに、若者に投票を呼びかける国内外の活動や海外
の学校における「シティズンシップ教育」を紹介していきま
す。これらを通じて、学校における「有権者教育」の可能性
について考えていきます。

香川県高松市

6時間 平成26年7月5日

教諭

中(社会)・高(公
民) 教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951548号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

14)電磁気学の基礎（Maxwellの
方程式の意味）

電磁気利用技術は、電力・通信・放送・情報処理等の様々
な分野における基礎技術となっています。本講座では、この
電磁気学発展の歴史的経緯（歴史的実験など）に焦点を当
てながら、その知見から構成された電磁気学の基礎的事項
（単位の意味と法則）とMaxwellの方程式の具体的意味、更 服部 哲郎（工学部 教授）
には、その方程式から導出される電磁波の生成原理などに
ついて解説します。特に、磁気の強さに関する量である磁界
Hと磁束密度Bの差異について、質問や議論を交わしながら
講義を展開します。

香川県高松市

6時間 平成26年7月5日

教諭

中(理科、技術)・
高(理科、工業)
教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951549号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

15)教室の生成を考える

マニュアルとしての授業方法の知識を蓄えるという発想では
なく、目前の子どもたちとの相互関係のなかで、学びの時空
（「教室」）を開いていくことのできる教師の姿勢とはどのよう 西岡 けいこ(教育学部 教授)
なものか、具体的なビデオ映像を巡って受講者間で討議す
る。

香川県高松市

6時間 平成26年7月6日

教諭

小 教諭

6,000円

20人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951550号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

16)衣生活の管理

本講座では、衣生活の管理について、実験・実習を交えな
がら解説します。
洗剤、水、洗濯機などの家庭洗濯、および、ドライクリーニン 小川 育子（教育学部 教授）
グなどの商業洗濯など衣類の維持管理について、特に、最
近の状況や新しい知見を扱う予定です。

香川県高松市

6時間 平成26年7月6日

教諭

小・中（家庭）・高
（家庭）教諭

6,000円

16人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951551号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp
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平成２６年度（第２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

小学校•中学校等で、陶芸の授業を実施するための、陶芸
に関する初歩的な技法を修得するための内容を実施する。 倉石 文雄（教育学部 教授）
関心のある教諭であれば、特に学校種は問わない。

香川県高松市

6時間 平成26年7月6日

教諭

小・中(美術)・特
支 教諭

6,000円

16人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951552号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成26年7月6日

教諭

小・中(社会)・高
(地理歴史、公民)
教諭

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951553号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

19)器楽演奏のヒント

楽器の演奏、鑑賞を通して、音楽科の指導内容「鑑賞」と
「表現」の二つの活動に関わる音楽の表現について考えま
青山 夕夏（教育学部 教授）
す。主としてリコーダーの基礎的な演奏、練習のヒントや合
柳井 修（教育学部 教授）
奏、ピアノによる教材の伴奏法について、実習を行いながら
表現の工夫を試みます。

香川県高松市

6時間 平成26年7月6日

教諭

小 教諭

6,000円

15人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951554号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

20)生活習慣と健康

生活習慣病予防、対策は教員自身にとっても、生徒にとっ
ても大変重要な課題です。特に香川県は、糖尿病受療率が
高く、その対策が緊急の課題となっています。本講座では、
生活習慣病対策を学校や家庭、地域で効果的にすすめる 宮武 伸行（医学部 准教授）
ために、糖尿病、高血圧等と生活習慣(食事、運動、ストレス
対策等）との関連を紹介します。また、最近話題となってい
る熱中症対策についても概説します。

香川県木田郡
三木町

6時間 平成26年7月6日

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951555号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

日本各地で、さまざまな言語・文化背景を持った人々が生
活をするようになり、小・中学校でも日本語を母語としない子
21)外国人児童生徒と言葉につい
どもたちが増加しています。このような外国につながる子ど 山下 直子（教育学部 教授）
て考える
もたちへの支援、異文化の理解やコミュニケーションについ
て、グループワークなども行いながら考えます。

香川県高松市

6時間 平成26年8月20日

6,000円

15人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951556号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

22)教師の指導が助長する問題
行動とその見方

学校や学級が荒れると、教師は何とかしてそれを治めようと
して、問題行動をする児童・生徒に対して様々な指導を行
う。しかし、教師の努力にも関わらず、教師が指導すればす
大久保 智生（教育学部 准教授）
るほど、問題行動がエスカレートしていく。本講座では、この
ような教師の指導が助長する問題行動とその見方について
考えていく。

香川県高松市

6時間 平成26年8月20日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

100人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951557号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

23)環境に優しい化学実験

（1）「イオン液体ってなんだろう」；塩なのに液体であるという
不思議な物質イオン液体について紹介する。（2）「マイクロ
スケールケミストリー」；環境に優しい小スケール実験の長
所について解説し、その実験を体験する。本講座は，化学
高木 由美子（教育学部 教授）
的な事物・現象についての・講義・実験を通して、児童・生徒
の化学に対する関心や探究心を高め、薬品の調整・廃棄方
法（小）、科学技術と人間（中）、物質の種類と性質に関する
探究活動（高）に関わる指導等を支援する。

香川県高松市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小・中(理科)・高
(理科)・特支 教
諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951558号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

24)実数論

中学校、高等学校の現場で実数とは何か？実数直線とは
何か？について言及することは稀であろう。しかしながら教
師の側がそれについて熟知していることは望ましい。本講
習では、ほぼ１００年前に数学者が出した、この問に対する 岡 晋平（教育学部 教授）
答えを提供する。中・高で習う実数に対する様々な性質とこ
の答えがどのように関係し、かつ矛盾しないかを確かめるこ
とに講義の大半が充てられる。

香川県高松市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中(数学)・高(数
学) 教諭

6,000円

20人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951559号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

25)国語科表現教育演習

生きることは、表現することである。その表現の中で特に思
考を深め、対人関係を築く重要なツールが言語表現であ
る。ところが、子どもたちにこの言語表現の力が失われてき 佐藤 明宏（教育学部 教授）
ている。そこで、子どもたちに言語表現の力を育てるための
理論研修及び体験的な実践演習を行う。

香川県高松市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小・中(国語)・高
（国語） 教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951560号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

26)「いじめ」問題を考える

いじめは､悪者さがしをして解決するわけではありません。ま
た、いじめとは無縁な人もいません。なぜ、いじめは生じる
のでしょうか｡この講義では､いじめにどのように対応するの
かというよりも、そもそもいじめとは何か、いじめはなぜ発生
加野 芳正（教育学部 教授）
するのか､それを集団や社会のレベルから考察していきま
す。いじめを「社会科学」の視点からできる限り客観的に見
つめることが､いじめへの対処の仕方を､私たちに開示してく
れると思うからです。

香川県高松市

6時間 平成26年8月21日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951561号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

27)幼稚園教員の転換点につい
て考える

本講座は、幼稚園教員（保育士も可）を対象として、これま
での教職生活を振り返り、自身の転換点について考えたり、
参加者と一緒に話し合ったりすることを通して、今後、保育 片岡 元子（教育学部 准教授）
の中で大切にしていきたいことや、幼稚園教員としての資質
向上について考察する。

香川県高松市

6時間 平成26年8月21日

6,000円

平成26年4月14日～
20人
平成26年4月25日

平261006951562号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

28)はじめての特別支援教育

特別支援教育は平成19年度から本格実施となり、学校現場
ではかなり認識がすすんできている。しかし特別支援教育
コーディネーターの研修会は数多くあるけれど、コーディ
ネーター以外の先生方に対しての研修はなかなか機会を確 小方 朋子(教育学部 准教授)
保できないと聞く。一度は話を聞いてみたい、研修を受けて 田中 栄美子(教育学部 講師)
みたい先生方に、なぜ特別支援教育なのか、特別支援教
育の基本的な考え方、心理検査の初歩的な知識など、基礎
的な事項を中心に講義する

香川県高松市

6時間 平成26年8月21日

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951563号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

17)初歩の陶芸

香川大学

本講座は、国際理解教育の視点から地理教育を考える１つ
の試みである。今日、世界の情勢が複雑化する中で、地理
的な知識はますますその重要性を高めている。本講座で
18)国際理解教育としての地理教
は、グローバルな視点を確保しつつ、主としてアメリカ合衆 平 篤志(教育学部 教授)
育を考える
国の地理的特徴を動態的に捉えることを通して、地理を学
ぶことが世界を理解することにつながることを再確認したい
と思う。

香川大学

香川大学

香川大学

香川大学

香川大学

香川大学

香川大学

香川大学

時間数
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講習の期間

対象職種 主な受講対象者

教諭
全教諭、養護教
養護教諭
諭、栄養教諭
栄養教諭

教諭

教諭

小・中 教諭

幼 教諭

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成２６年度（第２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

香川大学

小学校算数で扱われる分数の基礎的概念を取り上げ、つま
ずきの様相を検討するとともに教材研究を行います。小学
校第3学年で扱われる「分数」に重点を置いて講義を進めま
29)小学校算数：「分数」について
すが、第５学年で扱われる商分数や第６学年で扱われる分 長谷川 順一（教育学部 教授）
考える
数の除法なども取り上げ理解を深めたいと思います。講座
は、小学校教諭及び算数教育､特に分数の扱いに関心のあ
る方を対象とします。

香川県高松市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小 教諭

6,000円

20人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951564号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

30)職業教育を考える

近年、少子化に伴い、職業教育を主体とする高等学校にお
ける学校（学科）再編が進んでいる。また、高等教育機関か
らの中退・早期離職も少なくない。本講座では、受講者が進
山田 貴志（教育学部 准教授）
路指導で直面した生徒の困難な事例に傾聴・共感しなが
ら、職業高等学校の組織だからできる進路指導について、
大いに議論する。

香川県高松市

6時間 平成26年8月21日

教諭

高（農業・工業・
商業・水産） 教
諭

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951565号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

31)子どもをとらえるあなた独自
の見方を探る

教師は、あまり自覚していませんが、それぞれ独自の見方
で子どもを見ており、それが子どもの行動にも影響を及ぼし
ています。この講座では、教師用ＲＣＲＴという心理学の手
有馬 道久（教育学部 教授）
法を用いて、実際に何人かの受講者の見方を探ります。そ
れを通して、受講者それぞれが自分の見方を振り返るきっ
かけになればと思います。

香川県高松市

6時間 平成26年8月22日

教諭

全教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951566号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

一枚の新聞紙、布、フリースボール、ウレタン棒や不思議な
音や音楽などを題材として、感じたことや浮かんだイメージ
をからだで表現すること、また他者の表現にふれ、表現過程
32)からだでこころで感じて動く表 や感動を共有することを中心に展開していく。このことは、幼
藤元 恭子（教育学部 准教授）
現の世界
児が多様な表現に触れることで豊かな感性を養い、それら
を他児や教師と共有することで自己表現を深めていくこと
（幼）、表したいイメージや即興やひとまとまりの表現で踊る
こと（小、表現運動）に対する教師の支援に関連する。

香川県高松市

6時間 平成26年8月22日

教諭

幼・小 教諭

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951567号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

33)Photoshopを使ってみる

概論：グラフィックプログラムの種類、画素、解像度など。
実技：Photoshopの作業の概要、流れ。画像を開く、パレッ
ト、レイヤー、透明、調整レイヤー、マスク、保存と画像
秋山 智（教育学部 教授）
フォーマットなど。
指導要領の映像に関するアプリケーションとしてPhotoshop
を使用。

香川県高松市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中（美術）・高(美
術、工芸) 教諭

6,000円

5人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951568号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

34)特別支援教育

自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨ
Ｄ）などの発達障害に対する基本的な考え方、最近の研究
からその病態生理における考え方を紹介する。また、発達 西田 智子(教育学部 教授)
障害児に対して最近行われている薬物療法についても説明
する。

香川県高松市

6時間 平成26年8月22日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951569号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

35)空間図形の指導を考える

小学校・中学校における、空間図形に関する内容の指導の
あり方を考える。
２次元表示の図の役割、立体模型の作製とその意図、図形 風間 喜美江（教育学部 教授）
の論証との関連等を考察する中で、その指導のあり方と実
践を考えていく。

香川県高松市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小・中（数学） 教
諭

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951570号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

36)ナノテクノロジーと電子材料

現在の自然科学・技術の研究でナノテクノロジーのキー
ワードは極めてありふれたものとなっている。 本講座で
は、化合物半導体を中心にナノ構造の作製方法やその構
小柴 俊（工学部 教授）
造評価方法、ナノ構造の光・電子的特性について概説し、ま
たこれに関する工学部の研究設備について紹介してナノテ
クノロジーの理解を深めます。

香川県高松市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中（理科）・高（理
科、工業） 教諭

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951571号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

37)身のまわりの酵素の科学

我々人間を含め生物が生きていくために、様々な酵素が
重要な役割を果たすことはよく知られています。生命現象以
外にも我々の生活の中で、食品加工や薬品、あるいは洗濯
用洗剤などにも酵素が広く利用されています。栄養成分の
亀下 勇（農学部 教授）
分解や吸収を含め身近な酵素が関わる反応について基礎
から応用まで化学的/生物学的な側面から概略を説明し、さ
らに身のまわりの酵素を利用した簡単な実験を行う予定で
す。

香川県木田郡
三木町

6時間 平成26年8月22日

6,000円

20人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951572号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

初等教育における第二言語（英語）習得支援を認知言語学
からアプローチします。ことばに興味のある方ならだれでも
OKです。英語指導に全く自信の無い方こそ是非お越しくだ
38)初等教育における第二言語 さい。指導者の認知ではなく、学習の主人公である学習者
（英語）習得支援を認知言語学か の認知（参照点）を中心にしながら指導が出来るようになる 山下 明昭（教育学部 教授）
ら考える。
ことを目指します。「英語ノート」の問題点、注意点について
も考察します。また、皆さんと多文化について情報交換を行
います。（楽しい且つハードな授業を目指します。時には担
当教員が英語の歌を歌います。）

香川県高松市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951573号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小・中（理科）・高
（理科）教諭

6,000円

20人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951574号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

香川大学

香川大学

香川大学

香川大学

39)理科で必要な思考操作の発
達を促すイギリス型の授業の実
習

イギリスで開発された、児童・生徒の思考操作能力の発達
を促す理科教材「Ｔｈｉｎｋｉｎｇ Ｓｃｉｅｎｃｅ」の概要について実
習、受講者による討論などを含めた活動を通じて学び、日
本での私たちの日々の授業との関係を考えます。この教材
笠 潤平（教育学部 教授）
は、ピアジェとヴィゴツキーの考えにもとづいて開発されたも
ので、理科の授業および探究活動で必要となる変数という
観点、確率的な考え、分類などの思考操作を行う能力の発
達を促すように設計されたものです。
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小・中(理科)・高
教諭
(理科) 教諭、
栄養教諭
栄養教諭

平成２６年度（第２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

40)これまでとこれからの食育を
考える

「食に関する指導」、「食育」は半世紀以上にわたって、家庭
科教諭、養護教諭、保健科教諭、学校栄養職員さん、そし
て栄養教諭の皆様によって熱心に行われてきました。しかし
若者の朝食欠食率の増加、朝食の質的低下等、問題は一 藤原 章司（教育学部 准教授）
向に解決されていないようです。最近の調査結果をもとに食
の現状を考え、今後のあるべき姿を皆様と共に考えてゆき
ます。

香川大学

41)数、図形、方程式

数学は図形と数が互いに密接に関連しながら発展してき
た。例えば、古来人々は図形としての円や、数としての円周
率を幾何的、代数的および関数的に考察し、得られたその
特質に神秘性を感じてきた。また、３次方程式や４次方程式
藤田 和憲（教育学部 教授）
の解法は、複素数の発見に基本的に関わっている。この講
義では、数学の面白さ、不思議さなどに重点をおき、数・図
形・方程式について、中学校や高校の授業中に "おはなし"
として扱えるような題材を数学の歴史から選び説明する。

香川大学

講習の開催地

香川県高松市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月27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
養護教諭
諭、栄養教諭
栄養教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951575号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

6,000円

平成26年4月14日～
25人
平成26年4月25日

平261006951576号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951577号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

教諭
小・中・高 教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951578号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成26年8月27日

教諭

中（数学）・高（数
学） 教諭

香川大学

学齢期における社会的スキルの課題と対応について、実証
42)学齢期における社会的スキル 的な研究に基づいて考える。対人関係に関する課題を教育
宮前 義和（教育学部 准教授）
の課題と対応
臨床的諸問題（不登校、発達障害等）との関連でとらえ、社
会的スキル訓練をとりあげる。

香川県高松市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小・中 教諭

香川大学

43)生活習慣病と循環器疾患

教育現場で、児童、生徒、および教員自身の健康維持に活
用するために、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習
慣病から、虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞）、心不全、不
整脈などの循環器疾患に至る機序および、各疾患の病態
生理、診断・治療の概略を理解することを到達目標とする。
講座は、循環器専門医による講義と、スキルスラボラトリー
（臨床技能訓練施設）のシミュレータを用いた実習（心臓超
音波検査体験、心電図検査、心臓カテーテル検査体験）か
らなる。

香川県木田郡
三木町

6時間 平成26年8月27日

44)地球とその歴史を探る

地球環境の悪化や温暖化を目の当たりにして、地球史の理
解が重要になってきています。生物の進化や絶滅は生物圏
特有の現象ではなく、地球の変動に関わってきたことが明ら
かになってきているからです。午前の講義では、フィールド
ワークの事例や大学博物館の活動も紹介します。午後は、 寺林 優（工学部 教授）
火山噴火や火成岩のでき方についてなどの実験を行いま
す。さらに工学部の分析装置や施設等の見学を行い、顕微
ラマン分光装置でダイヤモンドが本物かどうかも鑑定しま
す。

香川県高松市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小・中（理科）・高
（理科、農業） 教
諭

6,000円

15人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951579号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

45)学校教育の日独比較

ドイツと日本の学校教育を比較することをとおして、日本の
学校教育に関する理解を深めるとともに、その特質を明ら
かにすることを目的とする。なお、比較する事項として、学校
制度、学校経営参加制度、学力向上政策などを予定してい 柳澤 良明（教育学部 教授）
る。担当教員（柳澤）からの情報提供をもとに、参加者によ
る質疑に担当教員（柳澤）が応答する形で進行する予定で
ある。

香川県高松市

6時間 平成26年8月28日

教諭

小・中・高 教諭

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951580号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

46)臨床心理学的な事例検討

事例検討とは何か、事例をどのように理解するのか。受講
生から困っている事例についておおよその概要をだしても
らって、それについて議論を深める。事例について考えた
り、議論する時間は学内では少なく、一人で考えていると十
分な理解に至ることは難しいところがある。忙しい現場であ
竹森 元彦（教育学部 教授）
るからこそそれはなおさらであり、消化不良を起こしているこ
とが多いと考えられる。丁寧にケースを振り返ることで、ケー
スの理解はさらに深まると考えられる。ケースを見直して、
新たな観点について学ぶと同時に、自己理解を深めていく
ことを目的とする。

香川県高松市

6時間 平成26年8月28日

6,000円

20人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951581号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

47)音楽学応用演習

新学習指導要領の「音楽」では、表現と鑑賞の目標に関
わって〔共通事項〕が示されているが、その具体的な内容に
ついてはそれほど明確とは言えない。本講義では、楽曲分
析を専門とする音楽学の立場から、音楽の仕組みを分かり
稲田 隆之（教育学部 准教授）
やすく解説する。その上で、〔共通事項〕とは何かを各自が
定義できることを目的としている。そもそも〔共通事項〕の記
述は、音楽の実態からすると誤りと言わざる得ない記述すら
あり、批判的に読む必要がある。

香川県高松市

6時間 平成26年8月28日

教諭

小・中（音楽）・高
（音楽） 教諭

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951582号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

異文化というものは見えているようで実は見えていないとい
うことが少なくありません。しかし、英語という言語、英語圏
の人々のものの考え方や行動の仕方を真に理解するため
48)英語科における異文化理解
には、英語の言語文化を体得していることが求められます。
―教材から言語文化情報を読み
竹中 龍範（教育学部 教授）
本講座では、文化とは何か、その中で言語文化とはいかな
取る
るものかを理解したうえで、教科書中の異文化情報を読み
取り、それを教材研究に結びつけることにチャレンジしてい
ただきます。

香川県高松市

6時間 平成26年8月28日

教諭

小・中（英語）・高
（英語）・特支 教
諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951583号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成26年8月28日

教諭

全教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951584号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

香川大学

香川大学

香川大学

49)組織文化論

大森
野間
村上
石澤

浩二（医学部 准教授）
貴久（医学部 講師）
和司（医学部 助教）
真（医学部 助教）

一頃、「KY」という言葉が若者の間で流行りました。人が集
まる場には「特有の空気」とも言えるものが醸し出され、これ
が一定期間定着すると組織の「暗黙の常識」、「共有された
木全 晃（大学院地域マネジメント研究科 教
価値観」といったものとなっていきます。本講座は、これらを
授）
意味する「組織文化」がどのような機能をもち、営利・非営利
を問わず組織の存続・成長にいかに影響を及ぼすかについ
て、先行研究や事例を交えてみていきます。
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教諭
小・中・高 教諭、
養護教諭 養護教諭

平成２６年度（第２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

香川大学

近年、日本の成人が罹患する疾病の大部分は若いころから
の生活習慣が関係することが知られており、生活習慣病と
呼ばれている。この講座においては、神経系、消化器系の
生活習慣病について、生活習慣がどのように疾病と関連し
峠 哲男（医学部 教授）
50)生活習慣と神経・消化器疾患 ているのか、その疾患の特徴や治療、予防はどのようにす
筒井 邦彦（医学部 准教授）
ればよいかについて理解を深めるための講義を行う。その
結果として、本講座が教職員自身の健康管理、養護教諭に
おける教職員への健康アドバイス、さらには児童や学生の
における生活習慣病予防指導の一助になれば幸いである。

香川県木田郡
三木町

6時間 平成26年8月28日

香川大学

何のために理科を教えるのか、「科学的」とはどういうこと
か、生活と関連づけることをどのようにとらえればよいのか、
そもそも実験とは何か、理科の授業づくりに欠かせない評
51)理科教育の基本的なところを
価とはどのようなものか、「科学技術創造立国」のために必 北林 雅洋（教育学部 教授）
改めて検討する
要な理科教育とはどのようなものか、これらの点について、
今日の日本社会や理科教育をめぐる状況をふまえて、改め
て検討してみます。

香川県高松市

6時間 平成26年8月29日

香川大学

実験と工作を中心にお話をします。圧力の学習は、小学校
から高校まで通してさまざまな形で行います。その圧力の一
つの姿、真空の世界はどんな世界でしょうか。「なんにもな
いの？」、「宇宙は真空？」などなど子どもの頃から真空とい
52)小中高理科で扱う圧力と真空
う単語を耳にするたびに各人各様、さまざまなイメージを思 高橋 尚志（教育学部 教授）
の世界
い描いていると思います。実は真空とは作るのが大変だっ
たり、実は真空状態だからこそ見えてくる現象があったり、と
いろいろ意外な事があるのですが、圧力について真空サイ
ドからアプローチします。

香川県高松市

香川大学

欧米の美術教育では、教師が自作した資料を用いて授業を
している場合がほとんどである。本講座では、欧米における
最新の美術授業の題材及びカリキュラム作成の最新情報
53)世界の美術教育におけるカリ について事例をあげながら検討する。その事例としてイギリ
安東 恭一郎（教育学部 教授）
キュラム作成と評価
スにおける美術・義務教育修了試験（GCSE）の実施内容と
それに対応する美術授業カリキュラムを紹介する。これら海
外の事例を日本の美術教育と比較することで、現在の美術
授業の課題を皆さんと検討していきたい。

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14日～
平成26年4月25日

平261006951585号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951586号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

平261006951587号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

6時間 平成26年8月29日

教諭

6,000円

平成26年4月14日～
25人
平成26年4月25日

香川県高松市

6時間 平成26年8月29日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校（美術）
教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951588号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成26年8月29日

教諭

小・中（国語）・高
（国語） 教諭

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951589号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

教諭

中（英語）・高（英
語） 教諭

6,000円

平成26年4月14日～
25人
平成26年4月25日

平261006951590号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951591号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

中（理科、技術）・
高（理科、農業）
教諭

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951592号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

教諭
幼・小・中 教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951593号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951594号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

55)訳語の再点検

香川県高松市

6時間 平成26年8月29日

56)ウイルス感染症

インフルエンザウイルスや、その他のウイルス感染症をモ
チーフとして、ウイルス感染症の解説をします。ウイルスとそ
の他の微生物との違いは何か、様々なウイルス感染症、ワ
クチンの歴史、ウイルス感染症の予防法や治療法など、ウ
イルスに関する基礎から臨床まで、幅広い分野について講 藤井 豊（医学部 教授）
義します。特に、感染予防については、本年１月に浜松市で
発生した給食でのノロウイルスによる集団食中毒の事例等
を解説し、学校給食等での集団感染を予防する職務に役立
てていただけたらと思います。

香川県木田郡
三木町

6時間 平成26年8月29日

57)植物の遺伝子解析

バイオテクノロジーと呼ばれる科学の新しい領域が誕生して
から生物学および生命科学の研究に変革が起きました。生
命の基本的な構造単位であるDNA の分離、分析をはじめ
有用な実験手法が多く開発され、生体内で起こる反応過程
野村 美加（農学部 准教授）
を調べたり、多数の進展が見られています。本講座では、植
物を用いて遺伝子操作技術を体験しながらこれらの原理を
理解します。また、最近の植物ゲノム研究について紹介しま
す。

香川県木田郡
三木町

6時間 平成26年8月29日

香川大学

58)子どもの心と社会のモラル

現代の子どもたちの心の問題について、犯罪や社会の現状
から事例を取り上げながら概観する。その際に、道徳性の
発達の観点から整理するとともに、社会全体のモラルの低
下や規範意識の薄れとの関係についても考察していく。演 植田 和也 （教育学部 准教授）
習においては、事例に対する判断だけでなく、なぜそう考え
るのか自らの考えをディスカッション形式で検討しあう演習
を取り入れる。

香川県高松市

6時間 平成26年9月6日

香川大学

本講座では、運動が苦手な学習者のゲームパフォーマンス
を向上させることをねらったゲーム教材（特にゴール型ゲー
59)運動が苦手な子にもやさしい
ム教材）について実技を交えながら検討していきます。ま
米村 耕平（教育学部 准教授）
ボール運動教材を考える
た、ボール運動授業の学習内容としてのゲームパフォーマ
ンスについて解説します。

香川県高松市

6時間 平成26年9月6日

香川大学

認定番号

小・中(理科)・高
(理科) 教諭

この講座は、英和辞典や参考書等で身につけた訳語を
unlearnすることの必要性を痛感して、それを克服する方法
を提言することを目的とします。最近の教科書には、前置詞 松島 欣哉（教育学部 教授）
のイメージを与え、訳語に頼らない学習を提案するものも見
かけます。それにも言及します。

香川大学

受講者募集期間

小・中（理科）・高
（理科） 教諭

54)日本古典文学を読む－土佐
日記・伊勢物語・万葉集－

香川大学

受講料 受講人数

教諭

高校の教科書に掲載されている、土佐日記・伊勢物語をとり
あげる。大学の「古典文学講読」で、同じ教材を取り上げて
も、なかなか理解できない学生が多い。こうした点につい
西山 弘子（教育学部 教授）
て、先生方と意見を交換しつつ、作品をよんでみたい。あわ
せて、萬葉集に関しては、少々新しい読みを披露できたらと
考えている。

香川大学

対象職種 主な受講対象者
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教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

教諭

教諭

小・中（保健体
育） 教諭

平成２６年度（第２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

香川大学

平成２５年度の学習指導要領では、「持続可能な社会」」と
いう文言が、社会系諸教科では、中学校社会科、高校世界
60)ESD（持続発展教育）の授業 史AB、地理A、現代社会、政治・経済に入った。小学校社会
づくりを探るー新学習指導要領が 科の目標の解説で、「持続可能な社会の実現を目指す」と
求める「持続可能な社会」を実現 いう文言がみられる。「持続可能な社会」」という文言には、 伊藤 裕康（教育学部 教授）
する学習は「環境」だけ考えても ESDの趣旨が盛り込まれているのだが、教育現場は「ESDっ
ダメだ！
て何？」という状況である。ESDに関する授業開発が喫緊の
課題である。ESDの授業づくりとカリキュラムづくりを探って
いく。

香川県高松市

6時間 平成26年9月6日

教諭

小・中（社会）・高
(地理歴史、公民)
教諭

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951595号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

犯罪は社会を写す鏡と言われています。近年の刑事司法改
革の流れは、犯罪者・被害者をめぐる法制度だけではなく、
裁判員制度に見られるように国民に大きな変化をもたらしま
61)犯罪と被害をめぐる刑事司法
した。本講座では、犯罪の定義や、犯罪者とその処遇を概 平野 美紀（法学部 教授）
の現代的諸問題
観し、さらに、犯罪のもう一つの側面である犯罪被害者に対
する支援の仕組みを学んだ上で、犯罪をめぐる地域社会の
役割も考えてゆきたいと思います。

香川県高松市

6時間 平成26年9月6日

教諭

中（社会）・高（公
民） 教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951596号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

62)果樹の生殖生理

植物の生殖の一連の過程について理解を深めるため、桃な
どの果樹を題材として、花芽形成、雌雄性器官の発育、受
粉・受精、果実の発育と種子形成について解説します。ま 別府 賢治（農学部 教授）
た、これらに関連する花芽発育、花粉の発芽、種子形成と
果実の形態に関する観察実習を行います。

香川県木田郡
三木町

6時間 平成26年9月6日

教諭

中（理科）・高（理
科、農業） 教諭

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951597号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

63)教育心理学からみた学習意
欲

学校教育において、学習意欲の問題をどのように理解し、
支援していくかは重要な課題である。本講座では、児童・生
徒の学習意欲や学習動機づけに関する教育心理学の理論 岡田 涼（教育学部 准教授）
や研究知見を紹介し、学習意欲を支える方法や教育実践の
あり方について考える。

香川県高松市

6時間 平成26年9月7日

教諭

小・中・高 教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951598号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

本講座では、障害のある幼児やちょっと気になる幼児を含
64)特別な支援を要する幼児の保 めた保育をどのように構成していくのか、保育者の障害観、
松井 剛太（教育学部 准教授）
育を考える
子どもの特性、環境構成、使える個別の指導計画の立て方
など事例を踏まえて講義する。

香川県高松市

6時間 平成26年9月7日

教諭

幼 教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951599号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

65)発達障害の心理学

この講義では、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多
動性障害など発達障害を理解するための心理学的アプロー
チについて説明する。特に自閉症を取り上げ、基本的な障 惠羅 修吉（教育学部 教授）
害理解に関する内容と、心理学的研究における最近のト
ピックを紹介する。

香川県高松市

6時間 平成26年9月7日

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951600号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

66)郷土の歴史を学ぶ

身近な地域の歴史を調べる活動を通して、地域への関心を
高めるとともに、歴史の学び方を身に付けることを目標とす
る。午前中の講義では、先行研究についての資料収集、イ
ンターネットや新聞記事の利活用、現地調査などの方法に 田中 健二（教育学部 教授）
ついて学ぶ。午後は大学近辺の史跡を巡見し、身近な地域
の歴史についての調べ活動の実際について学ぶ。最後に、
高松市歴史資料館の展示を見学する。

香川県高松市

6時間 平成26年9月7日

教諭

小・中（社会）・高
(地理歴史)・特支
教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951601号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

67)ことばについて考える －日
本語の音声を中心に－

ことばとは何でしょう？この講座では、ことば＝言語につい
て考える手がかりとして、日本語の音声に焦点をあてます。
「日本人はなぜ英語のRとLの区別が難しいのか」、「『ま』」
『な』に濁点がつけられないのはなぜか」のような疑問に対
する答えを探しながら、人が言語を獲得するしくみや日本語 轟木 靖子（教育学部 教授）
の発音について学びます。また、音声分析ソフトを使って自
分の声を目で見てみましょう。ことばは私たちの生活に深く
関わるものであり、ことばについて考えることは様々な分野
において有意義であるといえるでしょう。

香川県高松市

6時間 平成26年9月7日

教諭

全教諭

6,000円

20人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951602号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

以下の内容について、講義・質疑・討論を行う。
①TOEFL（iBT）をはじめとする各種英語検定試験、プレース
メントテストの紹介。
②英語能力評価のためのテスト理論（記述統計、項目反応
68)ＴＯＥＦＬおよび英語到達度テ
理論、ニューラルテスト理論）。
水野 康一（経済学部 教授）
ストによる英語力評価
③大学入試における英語到達度テストあり方について。
④潜在ランク理論を用いたCan-doリスト作成の試み。
テスト理論入門者向け講座。学力テストに興味のある方で
あれば、担当教科に関わらず受講可能です。

香川県高松市

6時間 平成26年9月7日

教諭

中(英語)・高(英
語) 教諭

6,000円

平成26年4月14日～
30人
平成26年4月25日

平261006951603号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

学習指導要領の変遷に沿って、子ども状況を社会との関連
から捉えるとともに、これまでの「教育」について再検討しま
69)子どもの視座から教育実践を す。また、近年の子ども状況や教育改革の動向も踏まえな
山岸 知幸（教育学部 准教授）
考える
がら、「子どもの視座から」という意味を問い直し、これから
の教育実践の在り方、養護教諭や栄養教諭の役割につい
て考えていきます。

香川県高松市

6時間 平成26年10月4日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭
諭、栄養教諭
栄養教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951604号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

主に天文と気象の話題を取り上げる。天文の内容を理解す
るには、対象を実際に観測することが重要だが、難しい場合
も多い。最近では、教材になりうるような美しい天体写真な
ども比較的容易に入手できる。そこで、観測が出来る場合
70)地学の最近のあたらしい話題
松村 雅文（教育学部 教授）
と、出来ない場合のそれぞれの教材を考察する。大気につ
について
寺尾 徹（教育学部 教授）
いても、対象が大きいことから必ずしも直接的に観測するこ
とは難しい場合が多い。大気現象について実感的に理解で
き、授業で利用できるような実験教材を取り上げて実際に実
験を行ってみる。関連する最近の新しい話題を講義する。

香川県高松市

6時間 平成26年10月4日

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951605号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

香川大学
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小・中（理科）・高
（理科） 教諭
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教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951606号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

71)発達障がいのある幼児・児
童・生徒とかかわるために

発達障がいのある児童・生徒は全国の小中学校に約70万
人いると考えられている。その児童・生徒に対し必要な支援
としてどのようなことが考えられるのか、また適切な指導は 坂井 聡（教育学部 教授）
どうすればいいのかについて、指導方法、教育方法の立場
から考える。また、ＩＣＴの導入の可能性も考える。

香川県高松市

6時間 平成26年10月4日

72)絵画（木炭デッサン）制作

石膏像や牛骨、果物などの静物モチーフを題材にしたデッ
サン実技を行います。美術作品制作、とりわけ絵画の制作
（木炭画）を通して、描くことの喜びや大切さ、困難さなどを 古草 敦史（教育学部 教授）
改めて私自身の問題提起として感じていただければと思い
ます。

香川県高松市

6時間 平成26年10月4日

教諭

幼・小・中（美
術）・高（美術、工
芸）・特支 教諭

6,000円

10人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951607号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

73)高校倫理と哲学教育

マイケル・サンデル教授の「白熱教室」が知られるようになっ
てしばらく経ちますが、最近では徐々に「知識をいかに覚え
ているか」ではなく、「知識をいかに活用できるか」ということ
が重視されるようになっています。そのような背景には、
OECDのPISA型リテラシーなどをはじめとしたグローバリズ 三宅 岳史（教育学部 准教授）
ムの展開があると考えられますが、この講座ではこのような
展開を考慮に入れつつ、アメリカやフランスなどの哲学教育
の在り方を概観し、高校倫理の授業構成や教材の検討を行
います。

香川県高松市

6時間 平成26年10月4日

教諭

高（公民） 教諭

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951608号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

「ビジュアル・ツール」とは、「考え」を「見える」ようにするた
めの道具です。マインドマップやマトリクス、フロー図、ツリー
図などが有名です。シンキング・マップ、グラフィック・オーガ
ナイザーとも呼ばれ、欧米では基本的な学習方法ですが、
74)ビジュアル・ツールを活用した
我が国の国語科ではまだあまり取り入れられていません。 山本 茂喜（教育学部 教授）
国語学習の方法
この講座では、附属校とともに開発した「ストーリーマップ」を
中心に、スピーチや物語の読み、創作などにビジュアル・
ツールを活用する方法を、ワークショップ形式で実際に体験
します。

香川県高松市

6時間 平成26年10月4日

教諭

小・中（国語） 教
諭

6,000円

20人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951609号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

75)ファイナンス論入門

本講座の目的は、ファイナンス論の基本的な考え方とそこ
で用いられる主要な概念を学習しながら、代表的な金融証
券のひとつである債券の価格評価に関する基礎理論につ
いて理解することである。本講座では、はじめに、お金の時
嘉本 慎介（経済学部 准教授）
間価値に関する将来価値と現在価値の概念を紹介しなが
ら、金利の役割や複利計算について学習する。つぎに、債
券の基本的な契約内容と種類について紹介する。最後に、
債券の価格評価理論の基礎について学習する。

香川県高松市

6時間 平成26年10月4日

教諭

中(社会)・高(公
民) 教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951610号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

76)少子高齢社会における生活
経営

家族と家庭生活は、小・中・高を通じて家庭科の全内容に関
わる重要なテーマであり、現代の少子高齢社会における生
活経営に中心的な課題である。特に教科内容として取り扱 時岡 晴美（教育学部 教授）
いが難しいとされる家族の諸問題を考慮しながら、本講座で
は家族と家庭生活の動向と変化について考察する。

香川県高松市

6時間 平成26年10月5日

教諭

小・中（家庭）・高
（家庭） 教諭

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951611号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

本講座では、持続可能な社会のあり方について、水をテー
マとしたフィールドワークを通して考察する。(1) 午前「野外
観察」：現地集合し、水をキーワードとした小巡検（エクス
77)水をテーマとしたフィールド
カーション）を実施する。(2) 午後「講義」：大学において、河
ワークの方法－河川流域の姿を
新見 治（教育学部 教授）
川流域に着目して水と人間の関係に関わる地域事例を比
探る－
較考察するとともに、水をテーマとしたフィールド学習や巡検
の方法について、地理教育や環境教育の視点を踏まえて
具体的に検討する。

香川県高松市

6時間 平成26年10月5日

教諭

全教諭

6,000円

20人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951612号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

「贈答詩」は、昔の中国知識人が別離に際して贈り合った詩
で、彼らにとって重要なコミュニケーションツールでした。中
国古典詩（所謂「漢詩」）は、我々の日常生活とはかけ離れ
78)中国古典詩から考えるコミュ た世界という印象があるでしょうが、コミュニケーションという
ニケーションのあり方―『文選』所 観点から見れば、現代の我々に通じる面もあります。本講 池田 恭哉（教育学部 講師）
収の贈答詩をたよりに―
座では、中国古典詩のアンソロジー『文選』から贈答詩をい
くつか取り上げ、その内容を考察します。また贈答詩に見ら
れるコミュニケーションのあり方を、現代におけるそれと比較
しながら考えていきます。

香川県高松市

6時間 平成26年10月5日

教諭

中（国語）・高（国
語） 教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951613号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

79)発声指導法（児童発声・変声
期）と歌唱実践

従来の発声法と歌唱教材への実用法を実践する。また、
小・中学生への発声指導を中心に、変声期の児童について
も見識を深め、正しい理解を進めていく。その上で、歌唱指 若井 健司（教育学部 教授）
導に於ける問題点を取り上げ、その解決法について検討し
ていく。

香川県高松市

6時間 平成26年10月5日

教諭

小・中（音楽） 教
諭

6,000円

15人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951614号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

80)事業再生と金融システム

日本経済は成熟化を迎え、多くの日本企業は構造変化や
不況に直面しながら、これから生き残っていく道を模索して
いる。資本主義経済においては、業績が悪化し負債を返済
できなければ、経営は債権者の管理下に置かれ、再建か清
算が図られることになる。その手法は大きく私的整理と法的 藤原 敦志（経済学部 准教授）
整理に分けられるが、その具体的な中身は金融システムの
発達とともに変化している。この講義では、主にバブル崩壊
後の日本企業の事業再生のケースを取り上げながら、その
中で金融システムが果たした役割について解説していく。

香川県高松市

6時間 平成26年10月5日

教諭

中(社会)・高(公
民) 教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951615号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

香川大学

香川大学

香川大学
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香川大学

学級づくりは、学校教育を成り立たせる基盤的な営みです。
学級づくりがうまくいき、子どもたちに学ぶ構えをつくること
ができるなら、教師も子どももあらゆる場面でいきいきとした
活動を展開していけるでしょう。体育は、うまく働けば学級づ
81)体育と学級づくりの事例研究
野﨑 武司（教育学部 教授）
くりに大きく貢献します。しかしうまくいかないと、クラスの人
間関係をずたずたにしてしまいます。そこで今回は学級づく
りを配慮した体育の基本的考え方を、事例を通じてお伝えし
ます。特別支援を配慮した内容も用意します。

香川県高松市

6時間 平成26年11月15日

教諭

小・中（保健体
育）・高（保健体
育） 教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951616号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

82)ヨーロッパの時代区分をめぐ
る諸問題

歴史とは「現在」から過去を振り返り、それを再構成する試
みである。その際どのような視点から振り返るかが重要であ
り、具体的には時代区分にそれが反映する。この講義で
は、古代ギリシア以来、ヨーロッパに係わる人々がどのよう 中谷 博幸（教育学部 教授）
な同時代認識に立ちいかに時代区分を行なったかを検討
し、特に現代において問題になっている時代区分をめぐる
問題を考えたい。

香川県高松市

6時間 平成26年11月15日

教諭

小・中（社会）・高
（地理歴史、公
民） 教諭

6,000円

30人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951617号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

「ワープロくらいはできるけど、ICTを授業で使うのは自信が
ないなぁ．．．」とお思いの先生向けの講座です。（パソコン
初級～中級向け）本講座では以下の４つのプロセスで、ICT
83)ICTを活用した「未来の学び」 を活用した未来の学びについて取り扱い、先生方の「ICT活
を、知ろう！→考えてみよう！→ 用指導力」を高めるお手伝いができればと考えています。 松下 幸司（教育学部 准教授）
やってみよう！
①ICTを活用した学びを「知ろう！」 ②ICTを活用した授業
デザインを・デジタル教材を「考えてみよう！」 ③簡単なデ
ジタル教材を・授業を「創ってみよう！」 ④ICT機器を使っ
て、実際に操作を「やってみよう！」

香川県高松市

6時間 平成26年11月15日

教諭

小 教諭

6,000円

24人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951618号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成26年11月15日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

40人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951619号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川県高松市

6時間 平成26年11月15日

教諭

小・中(英語)・高
(英語) 教諭

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951620号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

6,000円

平成26年4月14日～
25人
平成26年4月25日

平261006951621号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

カウンセリングコミュニケーションは心を育てる方法で、原理
は簡単です。しかし、簡単な原理ほど実行するのには訓練
が必要です。これは、スポーツに例えてみれば、すぐにわか
ることです。野球でヒットを打つためには「投球をバットの芯
に当てて、野手がいない場所に打てばよい」のです。原理は 藪添 隆一（教育学部 教授）
簡単ですが、これが出来るためには訓練が必要です。本講
座では、「カウンセリングコミュニケーション」の訓練を行い、
学校現場に帰っても自己訓練できるように技術とカウンセリ
ングマインドをお伝えします。

香川大学

84)カウンセリング・コミュニケー
ション

香川大学

この３０年間、ニュージーランドにおける中・高等学校での外
国語教育は、大きく変わりました。教授法及び評価の方法・
基準が大きく変わって来ました。いろいろな言語が教えられ
85)ニュージーランドにおける中・ ています。今、従来のペーパーテストよりある程度学生自身
高等学校での外国語教育：過去 が作成したプロジェクト等が評価されるところが多いです。ど ポール・バテン（教育学部 准教授）
と現在
のことばが人気があるでしょうか。学生の希望・目的は何で
しょうか。シラバスに何が載っているでしょうか。この点に焦
点をあてて、いろいろな観点から議論して行きたいと思いま
す。

86)プログラミング言語の最新動
向

現在人気のあるプログラミング言語、最近話題のプログラミ
ング言語、将来有望そうなプログラミング言語をいくつか紹
介し、特徴を比較します。
それぞれが現れた背景と得意とする分野を解説し、簡単な 香川 考司（工学部 准教授）
プログラム例を見ていきます。
また、教育用のプログラミング環境についてもいくつか紹介
します。

香川県高松市

6時間 平成26年11月15日

教諭

中（技術）・高（情
報） 教諭

香川大学

87)性はなぜあるのか？

「性はなぜあるのか？」これは生物学上最も深遠な謎であ
る。学校教育の場では、有性生殖性の仕組みについての説
明はなされているが、その存在理由（＝機能）を考えるとい
うことは行われていない。講座の前半では、その存在が当 松本 一範(教育学部 准教授)
然のことであると認識されている“性”の意味を進化生物学 篠原 渉（教育学部 准教授）
的な観点から解説し、性にまつわる諸現象を実例を交えて
解説する。さらに後半では植物の性のあり方の多様性につ
いて実際の研究例から紹介する。

香川県高松市

6時間 平成26年11月16日

教諭

全教諭

6,000円

25人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951622号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

前半では、改めて体育という教科がどのような教科なのか
を考え、子どもが運動に夢中になり、真に「子ども主体」とな
る学習としての「楽しい体育」の授業作りの原理・理論を学
びます。そして後半では、実際に「楽しい体育」の運動教材
88)今こそ「楽しい体育」の考え方
について、主にバレーボール型ゲームや学級の集団遊びに
で授業実践する！-体育における
田中 聡（教育学部 准教授）
も使える体ほぐしの運動を中心に実習します。小学校体育
「子ども主体」の理論と実践の内容が中心ですが、生徒主体の視点から体育の運動教
材づくりを考えたい中学校体育教員や幼児の運動遊びに関
心のある幼稚園教員にも参考になる講習内容を計画してい
ます。

香川県高松市

6時間 平成26年11月16日

教諭

幼・小・中(保健体
育) 教諭

6,000円

36人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951623号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学
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香川大学

89)表現を探る - 楽曲の分析を
通して -

作曲家が自身の作品に託した表現（思い）を、DTMを用いた
MIDIデータの作成、及び共通教材、主な合唱曲や器楽曲等
のアナリーゼを通して探っていきます。本講座の内容は、学
習指導要領における「歌詞の内容、曲想を生かした表現を
工夫し、思いや意図をもって歌う・演奏する（小学校）」や「音 岡田 知也（教育学部 教授）
楽を形づくっている要素や構造と曲想とのかかわりを理解し
て聴き、根拠をもって批評するなどして、音楽のよさや美しさ
を味わう（中学校）」活動を実践する際の教材研究や、演奏
における表現に関わる指導・支援等に関連します。

香川県高松市

6時間 平成26年11月16日

教諭

小・中（音楽）・高
（音楽） 教諭

6,000円

8人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951624号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

香川大学

植物の成長調節と植物ホルモンの関わりについて理解を深
めるため、成熟・老化を促す植物ホルモンとして知られるエ
90)植物ホルモン ― エチレンの チレンを取り上げ、その生合成と作用について解説します。
小杉 祐介（農学部 准教授）
生成と作用について
またこれらの内容に関連して、身近な植物を材料にエチレン
が植物に及ぼす影響を観察するとともに植物から生成され
るエチレンの量を測定する実験実習を行います。

香川県木田郡
三木町

6時間 平成26年11月16日

教諭

中（理科）・高(理
科、農業) 教諭

6,000円

20人

平成26年4月14日～
平成26年4月25日

平261006951625号

087-832-1175

http://www.kagawau.ac.jp

平成26年8月4日～
平成26年8月8日

教諭

中（技術・家庭
科）高（農業科・
家庭科）の教諭

10,000円

30人

平成26年4月1日～
平成26年6月4日

平268132551640号

03‐3463‐7721

http//www.nojokyoka
i.or.jp

公益財団法人全 農業実験実習講習会『農業と環
国学校農場協会 境』

科目「農業と環境」のテーマで講義、実験・実習ならびに現
地見学を行う。
１．農業経営の基本的な仕組み。
２．水稲の生育及び品質調査
３．GM植物と培養技術の系譜
４．土壌からの有用微生物の単離と応用

京 正晴 （香川大学農学部応用生物科学科教授）
亀山 宏 （香川大学農学部応用生物科学科准教
授）

諸隈 正裕（香川大学農学部応用生物科学科准教
授）

香川県三木町

18時間

田中 直孝（香川大学農学部応用生物科学科准教
授）

田淵 正昭（香川大学農学部応用生物科学科准教
授）

中国の書論を読む

高校書道の教育実践にあたって，書論についてはあまり
触れられることはないように思われる。これは，教科書に取
り上げることが少ないことが理由であろうが，書論の多くは
漢文であるために，習得に時間がかかるためとも考えられ
る。一方，高校書道の教員免許を取得するためには，「書 東 賢司（教育学部教授）
論，鑑賞」の単位を取得する必要があるが，これは，書論に
書の本質や重大な歴史的事実が書かれることがあることに
よる。本講習は，受講生が，中国の書論数点を順番に輪読
し，その内容を理解する。

愛媛県松山市

6時間 平成26年6月21日

教諭

高等学校書道教
諭

6,000円

3人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051642号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

日本の音と楽器へのアプローチ
法

日本の伝統的な音・音楽について，講義及び実際に音を
出し，音・音楽をつくる体験を通して，その特徴，学び方につ
いて理解する。本講習では，特に，生活の中にある身近な
音具，楽器をとり上げる。さらに，授業づくりにおいて，どの 石塚 真子（教育学部准教授）
ように伝統音楽の音・音楽の特徴，学び方を活かしていくの
かを考察する。主な受講対象者は小学校教諭であるが，余
裕があれば中学校音楽教諭も受け入れる。

愛媛県松山市

6時間 平成26年6月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051643号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

評価に焦点をあてた学校改善のためには，評価データか
ら有用な知見を生成する「分析」と，分かりやすくなおかつ刺
激を与える「表現」が必要不可欠である。本講習では，教諭
Excelを活用した学校評価データ・ 及び養護教諭にとって最も身近なソフトであるExcelを使い，
露口 健司（教育学部准教授）
学力データ分析法【入門編】
評価データの効果的な分析・表現方法の基礎を習得する。
本講習を受講することで，評価データ（学力テスト・生活調
査・学校保健調査等）の効率的かつ効果的な処理能力の獲
得が期待できる。

愛媛県松山市

6時間 平成26年6月21日

6,000円

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051644号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

三浦 猛（社会連携推進機構南予水産研究セン
ター教授）
愛媛県南宇和
三浦 智恵美（社会連携推進機構南予水産研究 郡愛南町
センター講師）

6時間 平成26年6月21日

6,000円

10人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051645号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051646号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051647号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

海面養殖とは海洋環境を利用し海洋生物を育成する営み
である。養殖の効率化や，新しい生物種の養殖方法の確立
には，対象種の生物学的な特性を良く理解し，人為的に制
御する必要がある。本講習では，以下の養殖技術について
生命科学の視点から実習を交えて解説し，産業の発展に対
する生物学の重要性を考察する。
1． 種苗生産に関わる生物学
2． 養殖の成熟リスク
3． 飼料による魚病対策
4． 真珠養殖

愛媛大学

海洋生物教育の最前線

愛媛大学

幼い頃より，身の回りの事物現象に強い関心を示したり，
驚くような抽象的で創造的な思考を示したりする子どもは少
なからず存在する。彼ら/彼女らは，通常学級での学習内
容・指導方法では不適応を示し，学習困難に陥ることもあ
才能ある子どもの個性や能力を る。本講習では，①才能豊かな児童生徒の特徴，②才能豊
隅田 学（教育学部准教授）
伸長する教育
かな児童生徒のためのプログラム・カリキュラム開発，③才
能豊かな児童生徒に対する授業方法と教材，④才能豊か
な児童生徒の評価，の四点から，国内外の先端的な事例の
紹介を交え，教育実践の多様化・高度化の在り方について
考察を行う。

愛媛県松山市

6時間 平成26年6月28日

愛媛大学

前半は，子育て支援策の動向をはじめ，子育てとその支
援に関する現状分析を行い，「育てられている時代に育てる
ことを学ぶ」家庭科保育学習の役割について考察する。後
子育て支援と家庭科保育学習の
半は，体験的学習法に焦点をあて，ロールプレイング実習 金子 省子（教育学部教授）
今日的課題
を行う。これらにより，今日の子育てと子育て支援の実態を
ふまえた内容構成，体験的学習法の活用に関する考察をす
すめる。

愛媛県松山市

6時間 平成26年6月28日
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教諭
全教諭，養護教
養護教諭 諭

教諭

中学校理科・高
等学校理科・高
等学校水産教諭

教諭
全教諭，養護教
養護教諭 諭

教諭

中学校家庭・高
等学校家庭教諭

平成２６年度（第２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

愛媛大学

ボールゲームには，ボールを操るテクニックばかりでなく，
ボールの位置，味方や相手の動きなどのゲーム状況から得
られるさまざまな情報からゲーム展開を予測し，どのように
学習理論からボールゲームをみ プレーすればよいかを自分で判断する面白さがある。本講
田中 雅人（教育学部教授）
なおす
習では，「観て，考えて，動く」というボールゲームの本質的
な楽しさに触れるとともに，判断する力を育てるための学習
環境をどのようにデザインすればよいかを運動学習理論に
基づいて考える。

愛媛県松山市

6時間 平成26年6月28日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051648号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

身の周りのデータを用いて，統計処理ソフト「R」による資
料の活用方法を習得する。具体的には，いくつかの代表値
統計と計算：計算機を用いたデー の計算やヒストグラムの作成，サンプリングシミュレーション 河村 泰之（教育学部講師）
タ解析
を行い，最終的には中心極限定理を復習して「資料の活用」 原本 博史（教育学部講師）
の授業に活かす技能を身につける。なお，本講習は，パソコ
ンを用いた演習形式で行う。

愛媛県松山市

6時間 平成26年6月29日

教諭

中学校数学・高
等学校数学教諭

6,000円

35人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051649号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

工作・工芸教育における道具の
取り扱い講座

本講習では，刃物を中心とした道具の取扱いに自信のな
い方を対象として，「木のスプーン」を制作する。制作の過程
で，のこぎりや小刀，彫刻刀などの道具の適切な使用方法
を改めて確認し，こうした道具を使用することの教育的意義 福井 一真（教育学部講師）
を再考する。また，本講習を通して身に付けた知識や技能
をいかし，子どもたちの造形活動をより安全に，より充実し
た内容に発展させることをねらいとしている。

教諭

小学校・中学校
美術・高等学校
美術・高等学校
工芸教諭

6,000円

20人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051650号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

急速に変化を遂げる社会情勢をとらえるためには，様々な
現象が発生した場所の性格や複数の地域間の関係性に着
目することが重要であり，地理学の持つ空間的視点はその
大きな一助となる。地図（主題図）やＧＩＳ(地理情報システ
地理学研究の現在と地理教育Ⅱ ム)などの活用を通じて，社会の多様な動向を把握・分析す 淡野 寧彦（法文学部准教授）
るための方法や，それを今後の生徒指導にどのように生か
していくかを考察する。主な受講対象者は中学校社会・高等
学校地理歴史教諭であるが，余裕があれば小学校教諭も
受け入れる。

6,000円

平成26年4月8日～
50人
平成26年4月17日

平261007051651号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛県松山市

6時間 平成26年6月29日

愛媛県新居浜
市

6時間 平成26年7月12日

教諭

中学校社会・高
等学校地理歴史
教諭

愛媛県新居浜
市

6時間 平成26年7月12日

教諭

中学校理科・高
等学校理科教諭

6,000円

20人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051652号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛県新居浜
市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051653号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

教育実践と教師
－私の教師生活を振り返る－

教師としての専門的な力量を向上させるためには，省察
（リフレクション）という視点が必要不可欠である。本講習で
は，受講者自身の教師生活を振り返る作業をとおして教師
生活に影響を与えた転機とは何か，その中で教育に対する
釜田 史（教育・学生支援機構講師）
見方がどのように変化してきたのかなどについて整理し，ま
山﨑 哲司（教育学部教授）
た，栄養教諭は，振り返り作業や多様な学校種や年代の先
生方との意見交換をとおして，食に関する指導方針や体
制，学校内の連携のあり方などを整理し，教師生活を見通
した今後の課題を設定する。

愛媛県松山市

6時間 平成26年7月12日

6,000円

100人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051654号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

テクスチュアとパターンデザイン

デザインの構成要素であるテクスチュアに着目して，観察
から創作までの段階的な取組みにより，一連の流れを把握
したうえで実感が伴った制作を重視する。また，パターンデ 千代田 憲子（教育学部教授）
ザインと組み合わせて，実生活のデザインや共同制作への
展開も考慮する。

愛媛県松山市

6時間 平成26年7月12日

教諭

中学校美術・高
等学校美術・高
等学校工芸教諭

6,000円

15人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051655号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

学習指導要領における国語科教育の学習内容は，基本
的に三領域（話すこと・聞くこと，書くこと，読むこと）と「伝統
的な言語文化と国語の特質に関する事項」の一事項から成
中西 淳（教育学部教授）
り立っている。
小学校国語科教育の内容と方法
佐藤 栄作（教育学部教授）
本講習は，それらを踏まえながら，国語科教育の方法に
青木 亮人（教育学部准教授）
ついて国語科教育学の視点から，国語科教育の内容につ
いて国語科内容学（日本文学・日本語学）の視点から授業
を展開する。

愛媛県松山市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051656号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

特別支援教育について，その対象と対応について講習す
る。特別支援学校で学ぶ幼児児童生徒に加え，特別支援学
級や通常の学級で学ぶ特別な支援を必要とする幼児児童
生徒について，それぞれの専門領域・複合領域の視点か
苅田 知則（教育学部准教授）
ら，評価の方法や支援の方法を学ぶ。全教諭を対象とする
ことから，特別支援教育の大枠について概論的な内容を含
む内容を取り扱う。

愛媛県新居浜
市

平成26年4月8日～
60人
平成26年4月17日

平261007051657号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

地球型惑星を構成する固体物質の起源とその物理的及
び化学的性質に関して，1）太陽と惑星を構成する元素，2）
分子雲の収縮と太陽系の形成，3）地球型惑星と木星型惑
星の形成，4）地球型惑星の構造と構成物質，5）ケイ酸塩鉱 森 寛志（大学院理工学研究科准教授）
物の分類と結晶構造，6）鉱物結晶の物性と惑星内部の活
動等に関する新しい知見を得て，今後の地学教育に役立て
ることを目標とする。

愛媛大学

固体惑星物質科学入門

愛媛大学

本講習では，算数科において論理的な考えを指導するこ
とについて，理論的な考察と実践的な話題を提供する。論
理的な考えは算数教育では「筋道立てた考え」として，研
究・実践が行われて来たが，論理的考えとは何であるの
算数科における論理的考えの指 か，明瞭では無いというのが実情である。本講習では，「子
藤本 義明（教育学部教授）
導
どもにおける論理的考えの実態」「論理的考えの研究動向」
について，ここ半世紀あたりの歴史を振り返りながら考察す
る。さらに，最近の「読解力の育成」と関連した指導実践など
「論理的考えの指導の動向」「論理的考えの指導のポイン
ト」を紹介する。

愛媛大学

特別支援教育概論

6時間 平成26年7月13日
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6,000円

平成２６年度（第２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

愛媛大学

本講習では，アメリカ文学を直接の素材として用いなが
ら，音声や映像資料をも活用しつつ，アメリカの文化一般，
歴史，地理の特徴について理解を深めることを目標とする。
英語圏文化の最新事情と英語教
高等学校等の生徒に，外国語に触れることの楽しさや，表 寺尾 勝行（法文学部准教授）
育ⅡＢ
現をあれこれと工夫したり，そのような表現を読み味わうこ
との意義について気づかせることの大切さを振り返る契機
にしてもらえればと思う。

愛媛県新居浜
市

6時間 平成26年7月13日

教諭

中学校英語・高
等学校英語教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051658号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

教育評価の最終的な目標は，子ども自身が自らを評価
し，それぞれの目標に向かって行動修正することができるよ
うになることである。毎日の授業でこのような自己評価能力
を育成し，学習内容の十分な定着を図るためには，子ども
子どもの自己評価能力をはぐくむ たちは自らの学習をふり返り，友達と協同で学習を進めな
富田 英司（教育学部准教授）
モニタリング訓練法
がら互いを高め合うことが必要である。本講習は，自己評価
能力の力を高めるための授業作りについて，メタ認知や評
価，及び動機づけに関する理論に基づいて，毎日の授業の
中で活かせる具体的なワークシートの作り方や授業設計の
方法などを学ぶ。

愛媛県新居浜
市

6時間 平成26年7月13日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051659号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛県松山市

6時間 平成26年7月13日

6,000円

60人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051660号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛県松山市

6時間 平成26年7月13日

教諭

中学校音楽・高
等学校音楽教諭

6,000円

20人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051661号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

俳句の作り方・作らせ方

新学習指導要領では，国語科教育の内容として「創作」が
取り入れられた。小学校においては，平成23年度から実施
されている。正岡子規以来の俳句の伝統を持つ愛媛県で
三浦 和尚（教育学部教授）
は，俳句の創作がこれまでも盛んであったが，改めて，俳句
夏井 いつき（俳人・コラムニスト）
の創作指導を行う意味やねらいについて考えるとともに，子
どもたちと楽しく俳句を作る具体的な方法について実践的に
身につけていく。

愛媛県松山市

6時間 平成26年7月13日

教諭

小学校・中学校
国語・高等学校
国語教諭

6,000円

100人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051662号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

国際理解教育の進め方

本講習においては，学校教育の教育課程における国際理
解教育の進め方について講義する。20年に告示された学習
指導要領における国際理解教育の進め方についても解説
するとともに，今求められている国際理解教育のあり方につ
いて受講者間の討議を踏まえた演習を行う。それらを通し 鴛原 進（教育学部准教授）
て，学校における国際理解教育の実践的課題の解決の方
途を探求する。児童生徒の多様な文化的背景を再認識し，
教諭，養護教諭における多様な児童生徒に対応した指導力
の向上をはかる。

愛媛県松山市

6時間 平成26年7月19日

教諭
全教諭，養護教
養護教諭 諭

6,000円

100人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051663号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

漢字文化と漢字教育を考える

本講習の内容は，以下を予定している。(1)「新字体」と「漢
字の運命」―「危機」から「復権」へ，(2) 「漢字の復権」と「新
字体」の問題点，(3) 「漢字の正しい字形」とは？―「活字と
手書き」の溝，(4)漢字の造字法と甲骨文字―「漢字の成り 諸田 龍美（法文学部教授）
立ち」をめぐって，(5)漢詩の「押韻」について，(6)その他。こ
れらの講義を通して，漢字文化の特質について理解を深
め，よりよい漢字教育のあり方を考察してゆく。

愛媛県松山市

6時間 平成26年7月19日

教諭

中学校国語・高
等学校国語教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051664号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

英米児童文学

『ハリー・ポッター』シリーズ等，英米児童文学作品は，子
どもたちの想像力を育み，彼らの英語学習へのモチベー
ションを高めることができる点で，英語学習教材としての高
い可能性が期待できる。本講習では，幾つかの児童文学作
竹永 雄二（教育学部教授）
品を取り上げ，作品，文化的背景への解説を織り交ぜ，小
学校での外国語活動も視野に入れながら，中学校，高等学
校での英米児童文学作品の英語教材としての可能性と具
体的な活用法について検討する。

愛媛県松山市

6時間 平成26年7月19日

教諭

小学校・中学校
英語・高等学校
英語教諭

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051665号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

身の回りの現代化学

最近科学トピックスがニュースを賑わすことも多くなってい
るが，こういった話題を生徒の理解に応じて教育の場に取り
入れることで，教科書の知識を応用する，より深く実践的な
理解が可能になる。
長岡 伸一（大学院理工学研究科教授）
本講習ではビタミンEの抗酸化作用及び有機ELや有機太 宇野 英満（大学院理工学研究科教授）
陽電池の心臓部となる有機半導体研究の最前線の2つのト
ピックについて，各分野を代表する研究者がわかりやすく解
説する。

愛媛県西予市

6時間 平成26年7月19日

教諭

中学校理科・高
等学校理科教諭

6,000円

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051666号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

統計は全ての教諭にとって，授業評価や様々なアンケート
にかかる集計やその解釈を行うための基礎知識として重要
である。また，学校保健を担当する養護教諭は，生徒の体
格や体力等にかかる様々な健康指標を扱わなければなら 斉藤 功（大学院医学系研究科教授）
ない。本講習では，学校現場で求められる基礎的な統計を
学び，アンケートの作成方法から集計，あるいはデータ分析
までの統計手法を学習する。

愛媛大学

やさしい統計学

愛媛大学

中学校・高等学校の音楽の教科書から優れた日本歌曲と
ドイツ歌曲を取り上げ，歌詞の内容，ドイツ語の発音，楽曲
の背景について考察し，理解を深めた上で，ピアノ伴奏の
実技演習を行う。予定曲目は，滝廉太郎作曲「花」，團伊玖
歌曲伴奏法（日本歌曲・ドイツ歌 磨作曲「花の街」，成田為三作曲「浜辺の歌」，モーツァルト
安積 京子（教育学部講師）
曲）
作曲「すみれ」，ベートーヴェン作曲「君を愛す」，シューベル
ト作曲「野ばら」「鱒」等。教育現場において，表現豊かなピ
アノ伴奏で歌曲の素晴らしさを生徒達に伝えられるようにな
ることを講習の目的とする。余裕があれば小学校教諭も受
け入れる。

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学
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開設者名

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

これからの中・高の数学教育において求められる「数学的
活動を通して，○○を育成する」という学習指導について，
参加者の先生方と協議し，それらを目指した教材研究にグ
ループワークの形態で取り組み考究する。本講習の内容と
しては，
数学的活動を積極的に取り入れ 1．なぜ数学的活動か，数学的活動とは？
吉村 直道（教育学部准教授）
た授業構成について
2．活動をもとにした概念形成について
3．活用について
4．表現力
5．相互作用する力
6．事例研究
などの講義並びに協議・演習を予定している。

講習の開催地

愛媛県西予市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年7月19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

中学校数学・高
等学校数学教諭

6,000円

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051667号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

60人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051668号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

スポーツの社会学

生涯スポーツ社会の実現が求められる今日，学校におけ
る体育・スポーツは生涯スポーツを見通して行うことが必要
となる。本講習では，学校体育・スポーツを含む生涯スポー
藤原 誠（教育学部教授）
ツの意義やその現状・問題点について概説するとともに，生
涯スポーツの基盤となる子どものスポーツの現状や課題に
ついて論述する。

愛媛県西予市

6時間 平成26年7月19日

教諭

小学校・中学校
保健体育・高等
学校保健体育教
諭

これからの保育者に求められる
幼児理解と保育実践

現在の子どもをとりまく環境は急激に変化してきており，幼
稚園教育においても，新たな専門性がさまざまな側面から
要求されるようになってきた。本講習では，カウンセリング・
マインドと保育のあり方，特別な支援を必要とする幼児の理 青井 倫子（教育学部教授）
解と対応，共同的な学びを実現する保育実践，保育評価の 深田 昭三（教育学部教授）
方法，幼児教育における情報機器利用など，より深い幼児
理解を行い，新時代に求められる保育実践を行うための基
礎的な知識を学ぶ。

愛媛県松山市

6時間 平成26年7月20日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

70人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051669号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

保険の仕組み

新学習指導要領で充実される確率・統計分野の重要性に
鑑みて，確率・統計の基礎理論と，その生命及び損害保険・
年金理論への応用についてやや詳しく解説する。保険・年 石川 保志（大学院理工学研究科准教授）
金は古くから実社会に受け入れられており，この分野の数
学の重要性を理解する上での適切な例となっている。

愛媛県松山市

6時間 平成26年7月20日

教諭

中学校数学・高
等学校数学・高
等学校情報教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051670号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

身の回りの事物・現象の見方と
調べ方

身の回りには，必ずしも教材としては直接取り扱われては
いないが，非常に興味のある事物・現象が存在する。それら
をいくつか紹介するとともに，実際に実験を行って理解を深
めることを目的として本講習を行う。主なテーマとしては，①
物の動きの規則性，②環境に優しいエネルギー変換，③光
と色，④色で判る化学実験を予定している。

愛媛県松山市

6時間 平成26年7月20日

教諭

小学校・中学校
理科・高等学校
理科教諭

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051671号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

特別支援教育概論

特別支援教育について，その対象と対応について講習す
る。特別支援学校で学ぶ幼児児童生徒に加え，特別支援学
級や通常の学級で学ぶ特別な支援を必要とする幼児児童
生徒について，それぞれの専門領域・複合領域の視点か
山下 光（教育学部教授）
ら，評価の方法や支援の方法を学ぶ。全教諭を対象とする
ことから，特別支援教育の大枠について概論的な内容を含
む内容を取り扱う。

愛媛県西予市

6時間 平成26年7月20日

教諭
全教諭，養護教
養護教諭 諭

6,000円

60人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051672号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

日本国憲法の諸問題

憲法の基本原理である基本的人権の保障と平和主義に
ついて取り上げる。前者では，子どもの人権，精神的自由
権，幸福追求権などを中心に，具体的事例を素材として判
例及び学説を解説する。また，後者では，憲法9条の解釈を 光信 一宏（法文学部教授）
中心に，わが国の戦後の歴史と現状について概観する。本
講習を通して，憲法に関する表層的でない深い知識を身に
つけてほしい。

愛媛県西予市

6時間 平成26年7月20日

教諭

中学校社会・高
等学校公民教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051673号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

ことばの科学としての国語学

中学校及び高等学校の生徒が日本語という言語に興味・
関心を有するようになるには，いかなることをなすべきか，と
いうことについて考察する。受講者自身が現代日本語研究
の最新の研究成果にも触れ，実際に日本語を分析する訓
塚本 秀樹（法文学部教授）
練を行うことによって，その力を高める。また，その中で得ら
れたことの応用として，実際の授業内容を考案したり，教材
を開発したりする。こういった活動が教育現場につながって
いく道が確立されることを目指す。

愛媛県新居浜
市

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校国語・高
等学校国語教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051674号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

サプライチェーンマネジメント

企業の経営活動を取り巻く環境が大きく変化している。国
際化・情報化が進む中，生産システムの効率化と合理化が
求められている。本講習では，サプライチェーンマネジメント
（SCM）を中心にいくつかの身近な問題を取り上げ，経営の
徐 祝旗（法文学部教授）
効率化と合理化を図るための情報活用の役割と重要性を
解説するとともに，論理的思考力を養い，問題の発見・分析
などに基づく創造的・統合的な問題解決・提案能力を高める
ことを目的とする。

愛媛県新居浜
市

6時間 平成26年7月26日

教諭

高等学校商業教
諭

6,000円

20人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051675号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

熊谷
細田
中本
大橋

隆至（教育学部教授）
宏樹（教育学部准教授）
剛（教育学部准教授）
淳史（教育学部准教授）
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開設者名

愛媛大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習は次の3分野から展開する。歴史学の最新の研究成
果を踏まえて，新しい学習指導要領を具体化する時に教科
内容の上で留意すべき論点を整理し，歴史教育がめざすべ
き課題を論じる。地理学分野では最新情報を紹介し，身近 川岡 勉（教育学部教授）
小学校社会科・教科内容の最新
な地域の分析を通じて地域学習の意義と方法（特に地図） 張 貴民（教育学部教授）
情報
を考える。また，公民教育は公民的資質の育成と社会科学 壽 卓三（教育学部教授）
的認識との統合を目的とする。授業崩壊，子どもの規範意
識の喪失といった事態の中で，子どもたちの日常感覚に寄
り添いながら「市民意識」を築き上げていく可能性を考える。
プロジェクト学習法とは，学習者自身が，ビジョンをもち
ゴールへ向かい戦略をたて，情報を集め，自ら知を創造し
ていく学習であり，現実と対座し課題を解決していくプロセス
で成長していく知的手法である。この手法は，児童・生徒だ
けでなく，教授者である全教員（養護教諭例：問題を抱える
小田 清隆（農学部准教授）
児童生徒，発達障害を抱える児童生徒への対応等／栄養
教諭例：食育活動の推進，栄養指導等）にも求められる能
力でもある。本講習では，プロジェクト学習の基礎を学び，
自己の学校・教科の課題を見つけ，それに対する解決法を
考えていく。

愛媛大学

プロジェクト学習法１

愛媛大学

グローバル化時代に求められる英語のリテラシーには，多
様な民族や文化状況についての適切な理解やメディア・リテ
英語圏文化の最新事情と英語教 ラシーが欠かせないという観点から，活字資料だけでなく映
大野 一之（法文学部准教授）
育ⅠＣ
像資料も活用しながら，アメリカを中心とする英語圏の多文
化・多民族社会の諸相について考察し，英語学習への総合
的なアプローチを試みたい。

講習の開催地

時間数

講習の期間

愛媛県新居浜
市

6時間 平成26年7月26日

愛媛県松山市

6時間 平成26年7月26日

愛媛県松山市

6時間 平成26年7月26日

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校教諭

教諭
養護教諭 全教員
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

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051676号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051677号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051678号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

平261007051679号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

教諭

中学校英語・高
等学校英語教諭

6,000円

平成26年4月8日～
30人
平成26年4月17日

6,000円

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051680号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

平261007051681号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

生き物と地球の見方と調べ方

新学習指導要領に提示された小学校・中学校理科の「生
命」・「地球」を柱とした学習内容の教材構成と系統性につい
て解説する。また，いくつかの単元を題材にして，観察実験
日詰 雅博（教育学部教授）
などの実習を取り入れながら，授業づくりにつながる教材研
山﨑 哲司（教育学部教授）
究の方法，観察実験の理科学習における位置づけ，課題設
向 平和（教育学部准教授）
定，観察実験の結果の解釈と表現などについて学ぶ。教材
の内容については，植物と化石について観察しながら学
ぶ。

愛媛県松山市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校・中学校
理科・高等学校
理科教諭

子どもの問題行動とその背景

『生徒指導提要』(H.22.3 文部科学省発行)にある子どもの
問題行動のいくつかの事例を取り上げ，なぜそのような問
題行動が起きるのかその背景について考えたい。取り上げ
平松 義樹（教育学部附属教育実践総合セン
る具体的事例としては，主として小学校と中学校である。都
ター教授）
市化や少子化，情報化などが進展する社会構造上の変化
を視野に入れながら，学校や家庭でどのような取り組みをし
ていけばよいか考える。

愛媛県新居浜
市

6時間 平成26年7月27日

教諭

小学校・中学校
教諭

冷戦とアメリカの対アジア外交

ここ10年の間に冷戦に関する研究は飛躍的に進み，多く
の新事実や新解釈が世に出た。本講習では，冷戦開始から
ベトナム戦争終結までのアジアに重点を置き，冷戦に関す
る基礎知識と最先端の研究成果の両方を習得することを目
土屋 由香（法文学部教授）
指す。冷戦が単なる過去の遺物ではなく，今日の国際社会
や国民的アイデンティティを構築する上で重要な役割を果た
したことを理解し，国際社会に生きる市民を育てる教育に資
することを目指す。

愛媛県新居浜
市

教諭

中学校社会・高
等学校公民教諭

6,000円

平成26年4月8日～
40人
平成26年4月17日

環境教育・ESD

新学習指導要領からすべての教科にESD（持続発展教
育）の理念が反映され，実践で具現化することが求められて
いる。本講習では，前半に，ESDの理念と環境教育の中で
の生かし方について，国内外の動向を見ながら学ぶ。後半
小林 修（国際連携推進機構准教授）
は，授業活動に生かすことのできるグループワーク教材を
例に実践しながら学ぶ。また，教員のみなさんが行っている
既存の環境教育活動をESDの視点から捉え直す機会も設
ける予定である。

愛媛県新居浜
市

6時間 平成26年7月27日

教諭

小学校・中学校
理科・中学校社
会・高等学校理
科・高等学校地
理歴史・高等学
校公民・高等学
校農業・高等学
校水産・特別支
援学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051682号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

対話と理解の心理学

昨今，社会状況が変化する中で心理的に不安感を抱く方
が増え，子どもや家族の問題も多様化・複雑化していると言
われている。本講習では，臨床心理学の視点から児童生徒
を取り巻く問題に焦点を合わせ，人のこころと「対話」し，「理
信原 孝司（大学院教育学研究科准教授）
解」することについて取り上げる予定である。具体的には，
不登校やいじめ問題，保護者対応等への理解を深め，対話
のための演習も用いながら，学級運営や教育相談活動に
資する内容にしたいと考えている。

愛媛県松山市

6時間 平成26年7月27日

教諭
全教諭，養護教
養護教諭 諭

6,000円

96人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051683号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

本講習は，情報を活用する知識と技能を養うことを目的と
して，コンピュータの構成と情報の表現，並びにソフトウェア
工学の概要を紹介する。まず，コンピュータアーキテクチャと
情報工学概説とソフトウェア工学
柳原 圭雄（大学院理工学研究科教授）
OSについて概観した後，画像情報をいかに表現し加工する
概説
木下 浩二（大学院理工学研究科講師）
かを理解する。そして，ソフトウェア工学の各領域の重要事
項を理解し，実世界における人と計算機システムの活動等
の理解を深める。

愛媛県松山市

6時間 平成26年7月27日

教諭

高等学校工業・
高等学校情報教
諭

6,000円

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051684号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

本講習では，単元を見通した体育の授業づくりについて，
講義とワークショップ（演習と模擬授業）を通じて理解を深め
る。学習指導要領の分析と教材解釈のポイントを踏まえて
単元を見通した体育の授業づくり 指導内容を明確化させ，それに基づき具体的な単元を構想 日野 克博（教育学部准教授）
する。さらに，特定の場面の模擬授業を行い，教材配列や
学習過程をふり返り，体育科における「指導と評価」の計画
と実践について考察する。

愛媛県松山市

6時間 平成26年7月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051685号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

6時間 平成26年7月27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

愛媛大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

肥満や睡眠時間の減少，アレルギーのある児童生徒やス
トレスの増加など，児童生徒の健康問題の現状を分析し，
子どもから考える健全な体のつく その背景にある社会環境や食生活などの日常生活習慣と
佐伯 由香（大学院医学系研究科教授）
り方
の関係について考察する。更に心身とも健康に成長していく
ためにはどうしたらいいのか，そしてそれらを今後の生徒指
導にどのように活かしていくのか考察する。

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

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051686号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛県松山市

6時間 平成26年8月2日

身近な自然と造形表現

子どもは自然とかかわり，遊びながらさまざまな感覚を養
い，学び，感性を育んでいく。本講習では，そこに見られる 松井 寿美子（聖カタリナ大学短期大学部准教
造形表現の芽生えの捉え方や他領域を視野に入れた造形 授）
活動の在り方について，演習形式で講習する。

愛媛県松山市

6時間 平成26年8月2日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051687号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

環境と経済・経営

本講習は，環境問題を経済学的視点からアプローチする
ことによって，環境問題に対する基本的認識をしっかり身に
付けることに主眼がおかれている。環境と経済のトレード・
オフ関係，新自由主義と経済のグローバル化，企業の環境
松井 隆幸（法文学部教授）
経営などを考察することで，環境問題の問題の所在を明ら
かにする。さらに我が国と欧州の環境政策を比較し，環境
への取組み姿勢と学校教育課程を含む環境教育の大切さ
を欧州に学ぶ。

愛媛県松山市

6時間 平成26年8月2日

教諭

高等学校商業教
諭

6,000円

20人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051688号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

子ども・保護者・教師のメンタル
ヘルス

日本では1年間で3万人以上の人が，うつ病を発症してい
る。これは交通事故死の4倍以上に該当する。また，潜在的
抑うつ者はその10倍と報告されており，うつを理由に休職し
ている現状が報告されている。本講習では，学校現場で発
生するうつの原因と対策について講義をする予定である。 加藤 匡宏（教育学部附属教育実践総合セン
栄養教諭は，児童・生徒の栄養の指導及び管理をつかさど ター准教授）
る教員である。児童の孤食，養育能力の低い保護者のネグ
レクトに対応し，栄養指導を施行するために，栄養教諭は，
子ども・保護者のメンタルヘルスの知識を共有する必要が
ある。

愛媛県松山市

6時間 平成26年8月3日

6,000円

150人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051689号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

経済学の古典と現代社会

中学校社会及び高等学校公民で扱う経済学に関する内
容は，古典派経済学やケインズ経済学のごく一部である。
担当講師の専門である経済学史からこれらの経済学の位
置を確定し，受講者が経済学の体系的知識を身につけるこ
赤間 道夫（法文学部教授）
とによって，中学校及び高等学校での教科教育の内容充実
に繋げることを目的としている。中学校社会及び高等学校
公民の教科書を参照しつつ，経済学が果たす役割も同時に
分析する。

愛媛県松山市

6時間 平成26年8月3日

環境教育・ESD

新学習指導要領からすべての教科にESD（持続発展教
育）の理念が反映され，実践で具現化することが求められて
いる。本講習では，前半に，ESDの理念と環境教育の中で
の生かし方について，国内外の動向を見ながら学ぶ。後半
小林 修（国際連携推進機構准教授）
は，授業活動に生かすことのできるグループワーク教材を
例に実践しながら学ぶ。また，教員のみなさんが行っている
既存の環境教育活動をESDの視点から捉え直す機会も設
ける予定である。

愛媛県松山市

しなやかな生き物たち

生物は恒久不変のものではなく，環境の変化・時間の経
過に応じて，しなやかに変化する。本講習では，移動できな
い植物が，与えられた環境に適応し生き残るために発達さ
小南 哲也（大学院理工学研究科教授）
せてきた形態形成の仕組み，動物の再生において重要な
中島 敏幸（大学院理工学研究科准教授）
働きを担う幹細胞や近年注目されているiPS細胞などについ
佐藤 康（大学院理工学研究科准教授）
て，最近の知見も含めて解説する。また，微生物を例に挙
げながら，生物の適応や共生の進化について，その仕組み
や実例を紹介する。

身近な数理で学ぶ有限と無限

部屋割り論法を用いた身近な問題の解き方について考え
る。また，図形や記数法の話題から，数学において無限なも
のに出会う場面を取り出して，無限について数学的に語る
適切な方法と不適切な方法について考える。さらに，線形な
漸化式の解の公式を導くこと，及び反復写像系から定まる
図形について考える。

愛媛大学

小学校英語活動の進め方

「外国語活動」に関する基礎的研修を行う。具体的には，
(1) これまでの小学校英語活動の概観，(2) 「外国語活動」
実施上の留意点の解説，(3) 様々な英語活動の体験，(4)
DVDを活用した「外国語活動」授業の分析，(5) 楽しみなが
池野 修（教育学部教授）
ら行う英語発音講座の実施などを含んだ内容とする予定で
ある。本講習は，過去数年に愛媛県の教員研修会等で講
師が扱った内容と重なる部分があるので，その点も考えて
受講を検討されたい。

愛媛大学

すべてのトレーニング方法や理論に，学術的な裏づけや
根拠があるわけではない。新興トレーニングの良し悪しを判
断するためにはトレーニングの原理・原則の基本に立ち返っ
て考えることが重要だと考える。そのため，本講習では，ト
部活動に役立つ！？ トレーニン
レーニング理論の基本を再復習する。また，様々なトレーニ 山本 直史（教育学部講師）
グ理論
ングメニューを部活動で活用できるように，実技も含めて実
践しながら学ぶ。主な受講対象者は中学校・高等学校の保
健体育教諭であるが，余裕があれば保健体育教諭以外の
部活動顧問教諭も受け入れる。

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

教諭

中学校社会・高
等学校公民教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051690号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6時間 平成26年8月3日

教諭

小学校・中学校
理科・中学校社
会・高等学校理
科・高等学校地
理歴史・高等学
校公民・高等学
校農業・高等学
校水産・特別支
援学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051691号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛県松山市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校理科・高
等学校理科教諭

6,000円

20人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051692号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

シャクマトフ・ディミトリ（大学院理工学研究科教
授）
愛媛県松山市
平出 耕一（大学院理工学研究科准教授）
藤田 博司（大学院理工学研究科講師）

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校数学・高
等学校数学・高
等学校情報教諭

6,000円

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051693号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛県松山市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051694号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

愛媛県松山市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中学校保健体
育・高等学校保
健体育教諭

6,000円

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051695号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/
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平成２６年度（第２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

小学校社会科・授業力の向上

本講習では，広い視野から地域社会や我が国の国土に対
する理解を深め，国際社会で主体的に生きるための基盤と
なる知識や技能を児童に学習させていくために，各種の基
礎的資料を効果的に活用したり，社会的事象の意味や働き
鴛原 進（教育学部准教授）
などについて考え，表現したりする力をより一層重視した新
福田 喜彦（教育学部准教授）
学習指導要領での社会科への改善点を踏まえて，小学校
社会科の授業力を高めるための具体的な指針を提示し，社
会科の新しい課題に対応した実践力の向上を図る講義・演
習などを実施する。

愛媛県松山市

6時間 平成26年8月21日

愛媛大学

特別支援教育（聴覚障害児教
育）

聴覚障害の要因とその障害がある幼児児童生徒の教育
法について学ぶ。まず，聴覚の生理を学び，さらに聴覚障害
への対策として，補聴器を取り上げ，具体的に解説する。さ
らに，聴覚障害児教育における言語指導法の変遷について
立入 哉（教育学部教授）
概説し，代表的な言語指導法について紹介する。加えて，
聴覚障害児教育における多様なコミュニケーションモードの
違いと特性を学び，現在の聴覚障害児教育における課題を
考える。

愛媛県松山市

6時間 平成26年8月21日

愛媛大学

本講習では「子どもの健やかな成長を促す保育のあり方」
をテーマに現代の幼児教育に何が必要なのかをみなさんと
共に考える。そのために，①昔と比べて社会や家庭がどの
ように変化してきたのかを考える。具体的には自給自足の 児嶋 雅典（松山東雲短期大学教授）
子どもの健やかな成長を促す保
生活から消費中心の生活への変化。②その中で人間関係 菅田 栄子（松山東雲短期大学非常勤講師・松
育のあり方
の希薄化，隣近所のつながりの弱体化を考える。③生活に 山東雲短期大学附属幼稚園副園長）
必要なものが作られる過程を体験できにくくなっていること。
そして④子どもたちの生活をどのように再構成しなければな
らないのかを考える。

愛媛大学

愛媛県松山市

6時間 平成26年8月22日

対象職種 主な受講対象者

教諭

教諭
全教諭，養護教
養護教諭 諭

教諭

幼稚園教諭

教諭

中学校技術・高
等学校工業教諭

材料学・加工学概論

大学の工学部機械工学系学科で開講している材料学・加
工学の基礎事項を講義する。材料学としては，主として金属
材料の結晶構造と特性を解説し，加工学としては，一般の
鋳造・切削・溶接加工以外の特殊加工学（放電加工，電子 豊田 洋通（大学院理工学研究科教授）
ビーム加工，イオン加工，プラズマ加工，レーザー加工）に
ついて解説する。最新の生産・加工技術を理解し，自ら適応
するための基礎知識を身につけることを目標とする。

愛媛県松山市

6時間 平成26年8月22日

特別支援教育（知的障害）

知的障害を中心に発達障害児の特性や支援の在り方に
ついて解説する。学習指導要領にも謳われている｢生きる
力｣を育むための学習の在り方について具体的に解説す
る。効果的で意味のある交流・共同学習の方法や通常の学
級における授業や集団活動，給食等の工夫(授業のユニ
吉松 靖文（教育学部准教授）
バーサル化と合理的配慮)を解説する。そして，障害の有無
にかかわらないヒト科ヒトの子どもとしての発達の在り方に
ついて考えることで，知的障害や発達障害に限らない教育
や発達支援はどうあるべきかを考察する。

愛媛県松山市

6時間 平成26年9月27日

歴史研究と歴史教育ⅢB

本講習では，中国古代史・宋金元代史の最新の研究成
果・出土資料等を紹介し，中国の社会や文化について考察 高橋 弘臣（法文学部教授）
する。また中国史の最新の研究成果を今後の地歴・社会科 藤田 勝久（法文学部教授）
の授業にどのように活かしていくのかについて考察する。

愛媛県松山市

6時間 平成26年9月27日

教諭

音楽づくりのヒントとアイディア

音楽科では，創作活動の重要性が見直されている。新学
習指導要領に対応した新しい教科書を見ても，音楽づくりや
創作のページは，質・量ともに充実してきた。しかし，「創作
＝作曲」の意識は根強く，教師の苦手意識から消極的で
あったり，音楽理論の指導で終始したりする傾向がある。
井上 洋一（教育学部准教授）
本講習は，身近な教育楽器や電子楽器等を用いて，教師
自らが，つくって表現する活動を楽しみながら体験し，音楽
づくりや創作の活動の意義について問い直すことを目的とし
ている。

愛媛県松山市

6時間 平成26年9月27日

教諭

愛媛大学

放射線の人体影響と防護

本講習は講義と実習等から成る。講義は，放射線の基礎
知識，放射線の人体への影響と防護の方法，規制値以下
の放射性物質を含んだ食品の安全性や福島での食品調査
の結果等について行う。実習は，身の回りの放射線の測
増田 晴造（先端研究・学術推進機構総合科学
定，霧箱による放射線飛跡の観察である。特に本講習で
研究支援センター講師）
は，質疑応答の時間を多く作ることも予定している。教員
は，原発の事故以来，関心が高くなっている放射線につい
て学習し，生徒達に授業を行うのに必要な知識等を習得す
る。

愛媛大学

中学校・高等学校の古典(古文・漢文)の指導の在り方につ
いて考究する。古文・漢文の具体的な作品を取り上げ，作
三浦 和尚（教育学部教授）
中学校・高等学校国語科教育の 品理解や作品分析を行い，古典作品の本質をとらえて教材
小助川 元太（教育学部准教授）
内容と方法
研究を深める。また，指導法の改善という視点から，学習者
太田 亨（教育学部准教授）
主体，活動型の学習といった今日的な古典の指導方法につ
いて考究する。

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学

愛媛県松山市

6時間 平成26年9月28日

愛媛県松山市

6時間 平成26年9月28日
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小学校教諭

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

100人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051696号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051697号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

平成26年4月8日～
60人
平成26年4月17日

平261007051698号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

平成26年4月8日～
30人
平成26年4月17日

平261007051699号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

100人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051700号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

中学校社会・高
等学校地理歴史
教諭

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051701号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

小学校・中学校
音楽・高等学校
音楽教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051702号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

平成26年4月8日～
60人
平成26年4月17日

平261007051703号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051704号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

教諭

受講料 受講人数

中学校国語・高
等学校国語教諭

平成２６年度（第２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

愛媛大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

本講習では，電気エネルギーから力学的エネルギー（モー
タ），電気エネルギーから光エネルギー（発光ダイオード）な
どのエネルギー変換をものづくりを通じて考える。高速ス
ものづくりを取り入れた電気の利
イッチングによってこれらの機器を制御するパワーエレクト
用 ～パワーエレクトロニクスと
大西 義浩（教育学部准教授）
ロニクスとの関連も取り扱い，省エネルギー技術についても
制御～
考える。主な受講対象者は小学校・中学校理科・中学校技
術教諭であるが，余裕がある場合は，中学校他教科・高等
学校教諭も受け入れる。

講習の開催地

愛媛県松山市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年9月28日

対象職種 主な受講対象者

教諭

特別支援教育概論

特別支援教育について，その対象と対応について講習す
る。特別支援学校で学ぶ幼児児童生徒に加え，特別支援学
級や通常の学級で学ぶ特別な支援を必要とする幼児児童
生徒について，それぞれの専門領域・複合領域の視点か
花熊 暁（教育学部教授）
ら，評価の方法や支援の方法を学ぶ。全教諭を対象とする
ことから，特別支援教育の大枠について概論的な内容を含
む内容を取り扱う。

愛媛県松山市

6時間 平成26年11月15日

愛媛大学

家庭科の教材研究（家族・家庭
生活）

家庭科の教科指導，生徒指導，教育内容の充実を目指す
本講習は，生活経営領域を中心に，①自己理解，②家族・
家庭生活，③現代の生活課題に対応した家庭科に関する 藤田 昌子（教育学部准教授）
教材研究や授業づくりの工夫について，演習を交えながら
学習する。

愛媛県松山市

6時間 平成26年11月15日

愛媛大学

21世紀を迎えて，幼い子どもたちであっても科学的な有能
性を示す研究が世界中で報告されている。
我が国では，幼い子どもたちの興味・関心が大切にされ，
自発的な活動が重要視されているのが特徴である一方で，
幼児期から子どもの個性を伸ば
同年齢段階の子どもたち向けの諸外国の科学カリキュラム
し挑戦する心を育む科学体験活
隅田 学（教育学部准教授）
の到達点から考えると，幼年期の素朴な知的好奇心を科学
動
的な探究や思考に十分橋渡しできていない可能性が高い。
本講習では，国内外の具体例を交え，環境や自然事象へ
の関わりを通した子どもの学びの深化や拡充について考察
を行う。

愛媛県松山市

6時間 平成26年11月15日

愛媛大学

社会経済情勢が大きく変化し，日々忙しい生活を送る中
で，人々は，毎日の「食」の大切さを忘れがちである。食生
活においては，栄養の偏り，不規則な食事，肥満や生活習
ライフステージに応じた食教育に 慣病の増加，過度の痩身志向等の問題に加え，「食」に関
垣原 登志子（教育･学生支援機構助教）
ついて
する情報が社会に氾濫する中で，人々は，食生活の改善の
面や，「食」の安全の確保の面からも，自ら「食」のあり方を
学ぶことが求められている。本講習では，「食」に関する問
題を様々な面から考えていく。

愛媛県松山市

6時間 平成26年11月16日

愛媛大学

午前の講義では，鉄等の磁性元素の存在理由を解説す
る。まず元素周期律表が成り立つことを量子の目で見ること
により理解する。その結果，遷移金属と希土類の元素の電
物理学最前線 －非線形物理学
松岡 千博（大学院理工学研究科准教授）
子軌道に不完全な内殻が生じ，それが磁気を帯びる原因と
と磁石の物理学－
神森 達雄（大学院理工学研究科准教授）
なることを解説する。午後の講義では，非線形現象とは何
か，ということをいくつかの物理を例にとって説明し，カオス
の初歩的講義を行う。

愛媛県松山市

6時間 平成26年11月16日

教諭

愛媛大学

教育評価の最終的な目標は，子ども自身が自らを評価
し，それぞれの目標に向かって行動修正することができるよ
うになることである。毎日の授業でこのような自己評価能力
を育成し，学習内容の十分な定着を図るためには，子ども
子どもの自己評価能力をはぐくむ たちは自らの学習をふり返り，友達と協同で学習を進めな
富田 英司（教育学部准教授）
モニタリング訓練法
がら互いを高め合うことが必要である。本講習は，自己評価
能力の力を高めるための授業作りについて，メタ認知や評
価，及び動機づけに関する理論に基づいて，毎日の授業の
中で活かせる具体的なワークシートの作り方や授業設計の
方法などを学ぶ。

愛媛県松山市

6時間 平成26年11月16日

教諭

子ども・保護者・教師のメンタル
ヘルス

日本では1年間で3万人以上の人が，うつ病を発症してい
る。これは交通事故死の4倍以上に該当する。また，潜在的
抑うつ者はその10倍と報告されており，うつを理由に休職し
ている現状が報告されている。本講習では，学校現場で発
生するうつの原因と対策について講義をする予定である。 加藤 匡宏（教育学部附属教育実践総合セン
栄養教諭は，児童・生徒の栄養の指導及び管理をつかさど ター准教授）
る教員である。児童の孤食，養育能力の低い保護者のネグ
レクトに対応し，栄養指導を施行するために，栄養教諭は，
子ども・保護者のメンタルヘルスの知識を共有する必要が
ある。

愛媛県西予市

6時間 平成26年11月22日

歴史研究と歴史教育ⅠＡ

近世の伊予には八つも藩があり，多様な歴史と史料を持
ち，歴史研究の素材は豊富である。藩域と藩権力の相違
は，現在の言語や文化，産業などにも影響を与え，近世に
本格化する四国遍路や祭礼は今もなお盛んである。現代社 胡 光（法文学部准教授）
会の原点とも言える近世史を，地域史料から直接学ぶ方法
を提示する。内容は，①四国の大名Ⅰ・Ⅱ，②四国遍路の
成立，③近世祭礼研究の可能性Ⅰ・Ⅱを予定。

愛媛県西予市

6時間 平成26年11月22日

愛媛大学

愛媛大学

愛媛大学
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小学校・中学校
理科・中学校技
術教諭

受講料 受講人数

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051705号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

平成26年4月8日～
100人
平成26年4月17日

平261007051706号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

10人

教諭
全教諭，養護教
養護教諭 諭

6,000円

小学校・中学校
家庭・高等学校
家庭教諭

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051707号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

幼稚園・小学校・
教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭，養護教諭

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051708号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

100人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051709号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

中学校理科・高
等学校理科教諭

6,000円

30人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051710号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051711号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

60人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051712号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

50人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051713号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

教諭

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

教諭

中学校社会・高
等学校地理歴史
教諭

平成２６年度（第２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

愛媛大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

「英語コミュニケーション活動（＝英語で考えや想いを伝え
合う活動）」をテーマとして，活動体験型の講習を行う。
チャット (Chat)，リテリング (Story Retelling)，リレー・ノート，
多様な英語コミュニケーション活 様々なオピニオン・ギャップ系活動などを実際に体験しなが
池野 修（教育学部教授）
動
ら，また関連の授業実践をDVDで視聴することを通して，そ
の背景にある教授原理（e.g. コミュニケーションにおける意
味の4つのレベル，効果的な4技能統合）や実施上の留意点
などについての理解を深める。

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

電話番号

ＵＲＬ

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051714号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

6,000円

60人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051715号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

中学校国語・高
等学校国語教諭

6,000円

40人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051716号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

高等学校商業教
諭

6,000円

20人

平成26年4月8日～
平成26年4月17日

平261007051717号

089-927-8103

http://www.ehimeu.ac.jp/

特別支援教育に
教諭
関心のある教
養護教諭
諭、養護教諭

19,000円

170人

平成26年3月17日～
平成26年5月9日

平263000751826号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

特別支援学校教
諭，特別支援学
級教諭，通級学
級教諭向け

0円

80人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650702号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

放射線の人体影響と防護

本講習は講義と実習等から成る。講義は，放射線の基礎
知識，放射線の人体への影響と防護の方法，規制値以下
の放射性物質を含んだ食品の安全性や福島での食品調査
の結果等について行う。実習は，身の回りの放射線の測
増田 晴造（先端研究・学術推進機構総合科学
定，霧箱による放射線飛跡の観察である。特に本講習で
研究支援センター講師）
は，質疑応答の時間を多く作ることも予定している。教員
は，原発の事故以来，関心が高くなっている放射線につい
て学習し，生徒達に授業を行うのに必要な知識等を習得す
る。

愛媛県西予市

6時間 平成26年11月23日

愛媛大学

国文学：古典文学と芸能

国語の教材としての伝統芸能を取り上げる。特に近松門
左衛門の芸術論やその作品解釈について提示する。また，
伝統芸能をビデオで鑑賞する体験を通し，古典に親しむ方
法についても考える。表現された普遍的な人間の情愛のド 神楽岡 幼子（法文学部教授）
ラマを通して，ものごとの感じ方や考え方を深め，豊かな感
受性を育むことのできる教材としての可能性について検討
する。

愛媛県西予市

6時間 平成26年11月23日

教諭

愛媛大学

簿記と会計との間には，経済活動体の経済活動等を対象
とする点で類似するが，どこに違いがあるのか。そこで，簿
記や会計はどのように発展変化してきたのかを経済社会の
歴史的変遷の中で取り上げることで，複式簿記と会計との
関係について考察する。さらに，バブル経済崩壊などによる
歴史からみる簿記と会計の接点
西村 勝志（法文学部教授）
会計への影響を取り上げることで，今後の会計の方向性を
見出す。したがって，簿記と会計の関係性を経済の歴史的
発展過程の中で体系的に理解できるので，これまでの点と
点が線でつながり，生徒からの新たな興味ないし関心を引
き出せることになる。

愛媛県西予市

6時間 平成26年11月23日

教諭

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 岩澤 一美（共生科学部専任講師）
発達障害のある児童生徒の理解
られる。本講習では、これらの発達障害について解説すると 安部 雅昭（共生科学部非常勤講師）
と指導
ともに、基本的な心理アセスメント、特性及び年齢に合わせ 古川 潔（共生科学部専任講師）
た指導の方法やソーシャルスキルトレーニングについて実
例を挙げながら具体的に講義する。

福岡県福岡市

平成26年8月25日～
平成26年8月27日

認定番号

40人

6時間 平成26年11月22日

18時間

受講者募集期間

6,000円

愛媛県西予市

愛媛大学

受講料 受講人数

教諭

中学校英語・高
等学校英語教諭

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

福岡市教育委員 福岡市立特別支援学校教諭講
会
習

福岡市立特別支援学校教諭を対象に，学習指導要領の趣
徳永 豊（福岡大学教授）
旨や内容を周知するとともに，障がいをもつ児童生徒への
山本 稔（発達教育センター主任指導主事）
指導や学習指導や評価の専門性を刷新することをねらいと
八尋 健史（発達教育センター指導主事）
して，特別支援教育に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成26年7月22日

福岡市教育委員
福岡市立学校栄養教諭講習
会

福岡市立学校栄養教諭を対象に，「食育基本法」「食育推
進基本法」や「食育推進会議」の内容を伝達するとともに，
川上 忍（健康教育課主任指導主事）
児童生徒の栄養をつかさどる専門性を刷新することをねら
畑 洋子（福岡県教育委員会体育スポーツ健康 福岡県福岡市
いとして，食育，健康管理，生活習慣病や疾病の予防など
課指導主事）
の栄養管理，食育，健康相談活動，学校給食の充実，組織
的活動などについて最新の情報を提供する。

6時間 平成26年7月22日

栄養教諭 栄養教諭向け

0円

10人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650703号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市教育委員
福岡市立学校養護教諭講習
会

福岡市立学校養護教諭を対象に，文部科学省が主催する
「健康教育行政担当者連絡協議会」での内容を伝達すると
ともに，児童生徒の養護をつかさどる専門性を刷新すること 吉田 紀美（健康教育課指導主事）
をねらいとして，健康診断，疾病予防などの保健管理，健康 四戸 智昭（福岡県立大学准教授）
教育，健康相談活動，保健室経営，保健組織活動などにつ
いて最新の情報を提供する。

6時間 平成26年7月22日

養護教諭 養護教諭向け

0円

30人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650704号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市教育委員 福岡市立小学校教諭講習（理
会
科）

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 大野 博史（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 篠原 浩一（研修課指導主事）
えた理科学習指導に関する最新の情報を提供する。

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

50人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650705号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市教育委員 福岡市立小学校教諭講習（算
会
数）

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 齊藤 啓一（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 細川 浩司（研究支援課主任指導主事）
えた算数科学習指導に関する最新の情報を提供する。

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

50人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650706号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市教育委員 福岡市立小学校教諭講習（体
会
育）

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 高巣 健一（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 下田 一郎（研修課指導主事）
えた体育科学習指導に関する最新の情報を提供する。

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

50人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650707号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡県福岡市

福岡県福岡市

福岡県福岡市

福岡県福岡市

6時間 平成26年7月23日

6時間 平成26年7月23日

6時間 平成26年7月23日
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教諭

平成２６年度（第２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

福岡市教育委員 福岡市立小学校教諭講習（国
会
語）

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 木下 宏仁（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 吉田 祐子（研究支援課主任指導主事）
えた国語科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡市教育委員 福岡市立小学校教諭講習（音
会
楽）

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 田上 麻紀（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 樋口 信一（研究支援課主任指導主事）
えた音楽科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡市教育委員 福岡市立小学校教諭講習（社
会
会）

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 山口 猛虎（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 吉村 明（研修課指導主事）
えた社会科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員 福岡市立小学校教諭講習（外国 国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 山中 剛（学校指導課主任指導主事）
会
語活動）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 徳久 君恵（研修課指導主事）
えた外国語活動の指導に関する最新の情報を提供する。

福岡市教育委員 福岡市立小学校教諭講習（家
会
庭）

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 梅津 真里子（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 松園 美和（研究支援課指導主事）
えた家庭科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員 福岡市立小学校教諭講習（図画 国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 片山 寛詞（学校指導課主任指導主事）
会
工作）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 宮野 直哉（研修課主任指導主事）
えた図画工作科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡市教育委員 福岡市立小学校教諭講習（道
会
徳）

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 中村 政孝（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 吉岡 辰実（研修課主任指導主事）
えた道徳の指導に関する最新の情報を提供する。

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員 福岡市立小学校教諭講習（特別 国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 齊藤 啓一（学校指導課主任指導主事）
会
活動）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 柴田 悦子（研究支援課指導主事）
えた特別活動の指導に関する最新の情報を提供する。

講習の開催地

福岡県福岡市

福岡県福岡市

福岡県福岡市

福岡県福岡市

福岡県福岡市

福岡県福岡市

福岡県福岡市

福岡県福岡市

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成26年7月23日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

50人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650708号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

50人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650709号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

50人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650710号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

50人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650711号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

50人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650712号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

70人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650713号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

50人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650714号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

0円

50人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650715号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

0円

50人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650716号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

6時間 平成26年7月24日

6時間 平成26年7月24日

6時間 平成26年7月24日

6時間 平成26年7月24日

6時間 平成26年7月25日

6時間 平成26年7月25日

6時間 平成26年7月25日

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

福岡市教育委員 福岡市立小学校教諭講習（生
会
活・総合）

福岡市立小学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の
峯田 明子（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま
吉村 明（研修課指導主事）
えた生活科及び総合的な学習の時間の指導に関する最新
の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成26年7月25日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校
（小学部）教諭向
け

福岡市教育委員 福岡市立中学校教諭講習（道
会
徳）

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 中村 政孝（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 吉岡 辰実（研修課主任指導主事）
えた道徳の指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成26年7月28日

教諭

中学校・高等学校・
特別支援学校（中学
部・高等部）教諭向け

0円

50人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650717号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員 福岡市立中学校教諭講習（特別 国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 中村 ゆみ（学校指導課主任指導主事）
会
活動）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 柴田 悦子（研究支援課指導主事）
えた特別活動の指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成26年7月28日

教諭

中学校・高等学校・
特別支援学校（中学
部・高等部）教諭向け

0円

50人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650718号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市教育委員 福岡市立中学校教諭講習（総
会
合）

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の
吉瀬 竜二（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま
小代 尚由（研修課主任指導主事）
えた総合的な学習の時間の指導に関する最新の情報を提
供する。

福岡県福岡市

6時間 平成26年7月28日

教諭

中学校・高等学校・
特別支援学校（中学
部・高等部）教諭向け

0円

50人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650719号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市教育委員 福岡市立中学校教諭講習（国
会
語）

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 吉武 光洋（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 吉田 祐子（研究支援課主任指導主事）
えた国語科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成26年7月29日

教諭

中学校・高等学校・
特別支援学校（中学
部・高等部）教諭向け

0円

40人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650720号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市教育委員 福岡市立中学校教諭講習（数
会
学）

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 福崎 浩信（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 細川 浩司（研究支援課主任指導主事）
えた数学科学習指導に関する最新の情報を提供する。

教諭

中学校（数学）・高等
学校（数学）・特別支
援学校（中学部・高
等部）教諭向け

0円

40人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650721号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市教育委員 福岡市立中学校教諭講習（社
会
会）

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 阿久根 健一郎（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 小代 尚由（研修課主任指導主事）
えた社会科学習指導に関する最新の情報を提供する。

教諭

中学校（社会）・高等
学校（地理歴史・公
民）・特別支援学校
（中学部・高等部）教
諭向け

0円

40人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650722号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡県福岡市

福岡県福岡市

6時間 平成26年7月29日

6時間 平成26年7月29日
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講習の概要

担当講師

福岡市教育委員 福岡市立中学校教諭講習（理
会
科）

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 泊 宏治（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 篠原 浩一（研修課指導主事）
えた理科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡市教育委員 福岡市立中学校教諭講習（英
会
語）

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 田中 大三（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 徳久 君恵（研修課指導主事）
えた英語科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡市教育委員 福岡市立中学校教諭講習（音
会
楽）

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 羽広 志信（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 樋口 信一（研究支援課主任指導主事）
えた音楽科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡市教育委員 福岡市立中学校教諭講習（美
会
術）

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 片山 寛詞（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 宮野 直哉（研修課主任指導主事）
えた美術科学習指導に関する最新の情報を提供する。

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
福岡市教育委員 福岡市立中学校教諭講習（保健 国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の 瀧田 文隆（学校指導課主任指導主事）
会
体育）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま 下田 一郎（研修課指導主事）
えた保健体育科学習指導に関する最新の情報を提供する。

講習の開催地

福岡県福岡市

福岡県福岡市

福岡県福岡市

福岡県福岡市

福岡県福岡市

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成26年7月29日

教諭

中学校（理科）・高等
学校（理科）・特別支
援学校（中学部・高
等部）教諭向け

0円

40人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650723号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

教諭

中学校（英語）・高等
学校（英語）・特別支
援学校（中学部・高
等部）教諭向け

0円

40人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650724号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

教諭

中学校（音楽）・高等
学校（音楽）・特別支
援学校（中学部・高
等部）教諭向け

0円

20人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650725号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

教諭

中学校（美術）・高等
学校（美術・工芸）・
特別支援学校（中学
部・高等部）教諭向け

0円

20人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650726号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

教諭

中学校（保健体育）・
高等学校（保健体
育）・特別支援学校
（中学部・高等部）教
諭向け

0円

40人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650727号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

教諭

中学校（技術）・高等
学校（工業）・特別支
援学校（中学部・高
等部）教諭向け

0円

10人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650728号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

0円

10人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650729号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

6時間 平成26年7月29日

6時間 平成26年7月29日

6時間 平成26年7月29日

6時間 平成26年7月29日

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

福岡市教育委員 福岡市立中学校教諭講習（技
会
術）

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の
泉 敦哉（学校指導課主任指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま
長崎 昭（研究支援課主任指導主事）
えた技術・家庭科（技術分野）学習指導に関する最新の情
報を提供する。

福岡市教育委員 福岡市立中学校教諭講習（家
会
庭）

福岡市立中学校教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導の
松園 美和（研究支援課指導主事）
専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏ま
梅津 真里子（学校指導課主任指導主事）
えた技術・家庭科（家庭分野）学習指導に関する最新の情
報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成26年7月29日

教諭

中学校（家庭）・高等
学校（家庭）・特別支
援学校（中学部・高
等部）教諭向け

福岡市教育委員
福岡市立幼稚園教諭講習
会

福岡市立幼稚園教諭を対象に，文部科学省が主催する「全
国主事会」での内容を伝達するとともに，幼稚園教育の専
門性を刷新することをねらいとして，「健康」「人間関係」「環
境」「言葉」「表現」の５領域における最新の情報を提供す
る。

福岡県福岡市

6時間 平成26年7月30日

教諭

幼稚園教諭向け

0円

5人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650730号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市教育委員
福岡市立高等学校教諭講習
会

福岡市立高等学校教諭を対象に，文部科学省が主催する
平尾 博文（学校指導課主任指導主事）
「全国主事会」での内容を伝達するとともに，教科等の指導
秦 康男（学校指導課主任指導主事）
の専門性を刷新することをねらいとして，学習指導要領を踏
長崎 昭（研究支援課主任指導主事）
まえた総則等の指導に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月7日

教諭

高等学校教諭，
特別支援学校
（高等部）教諭向
け

0円

30人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650731号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立学校(園)教諭を対象に，教科外の指導の専門性を
福岡市教育委員 福岡市立学校教諭講習（教科外 刷新することをねらいとして，「教育相談（グループエンカウ 矢野 智也（教育相談課主任指導主事）
会
Ａ）
ンター初級）」及び「読書活動」に関する最新の情報を提供 白根 恵子（佐賀女子短期大学准教授）
する。

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月25日

教諭

全教諭

0円

70人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650732号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立学校(園)教諭を対象に，教科外の指導の専門性を
小泉 令三（福岡教育大学教授）
福岡市教育委員 福岡市立学校教諭講習（教科外 刷新することをねらいとして，「教育相談（ソーシャルスキル
杉田 洋（国立教育政策研究所研究センター教 福岡県福岡市
会
Ｂ）
トレーニング）」及び「学級経営」に関する最新の情報を提供
育課程調査官）
する。

6時間 平成26年8月25日

教諭

全教諭

0円

70人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650733号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立学校(園)教諭を対象に，教科外の指導の専門性を
福岡市教育委員 福岡市立学校教諭講習（教科外 刷新することをねらいとして，「教育相談（不登校教育相
池田 久剛（西九州大学准教授）
会
Ｃ）
談）」及び「生徒指導」や「生活習慣に係る指導」に関する最 伊藤 文一（福岡女学院大学教授）
新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月25日

教諭
全教諭，養護教
養護教諭
諭，栄養教諭
栄養教諭

0円

70人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650734号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

徳野 貞雄（熊本大学教授）
福岡市立学校(園)教諭を対象に，教科外の指導の専門性を
福岡市教育委員 福岡市立学校教諭講習（教科外
川上 忍（健康教育課主任指導主事）
刷新することをねらいとして，「食育」及び「健康教育」に関す
会
Ｄ）
大城 由美（高知県心の教育センター指導主
る最新の情報を提供する。
事）

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月25日

教諭
全教諭，養護教
養護教諭
諭，栄養教諭
栄養教諭

0円

70人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650735号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立学校(園)教諭を対象に，教科外の指導の専門性を
福岡市教育委員 福岡市立学校教諭講習（教科外 刷新することをねらいとして，「教育相談（グループエンカウ 本山 智敬（福岡大学講師）
会
Ｅ）
ンター中級）」及び「保護者対応」に関する最新の情報を提 楠 凡之（北九州大学教授）
供する。

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月26日

教諭
全教諭，養護教
養護教諭
諭，栄養教諭
栄養教諭

0円

70人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650736号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立学校(園)教諭を対象に，教科外の指導の専門性を
福岡市教育委員 福岡市立学校教諭講習（教科外 刷新することをねらいとして，「教育相談（学級集団づくり，Ｑ 粕屋 貴志（奈良教育大学准教授）
会
Ｆ）
－Ｕの活用）」及び「人権教育の視点に立った学校教育の在 谷口 研二（西南大学講師）
り方」に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月26日

教諭
全教諭，養護教
養護教諭
諭，栄養教諭
栄養教諭

0円

70人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650737号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立学校(園)教諭を対象に，教科外の指導の専門性を
福岡市教育委員 福岡市立学校教諭講習（教科外 刷新することをねらいとして，「教育相談（子どもの発達状態 松永 邦裕（福岡大学准教授）
会
Ｇ）
の理解と支援）」及び「特別支援教育（発達障がいの理解と 佐藤 暁（岡山大学教授）
支援）」に関する最新の情報を提供する。

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月26日

教諭
全教諭，養護教
養護教諭
諭，栄養教諭
栄養教諭

0円

70人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650738号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

福岡市立学校(園)教諭を対象に，教科外の指導の専門性を 玉田 和恵（江戸川大学教授）
福岡市教育委員 福岡市立学校教諭講習（教科外
刷新することをねらいとして，「情報教育（情報モラル教育）」 樺山 敏郎（国立教育政策研究所学力調査官
会
Ｈ）
及び「言語活動」に関する最新の情報を提供する。
教育課程調査官）

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月26日

0円

70人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平265006650739号

092-822-2875

http://www.fukuc.ed.jp/center/inde
x.htm

田上 麻紀（学校指導課主任指導主事）
津金 美智子（国立教育政策研究所教育課程
研究センター教育課程調査官）
船越 美穂（福岡教育大学教授）

福岡県福岡市

6時間 平成26年7月29日
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教諭

全教諭

平成２６年度（第２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

公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼稚園教育内容を深める
幼児教育研究機
構

講習の概要

担当講師

講習の開催地

賢くて健康な子どもを育てたい。賢さとは人のつながりを深
める方向での賢さである。それは子どもを取り巻く豊かな人 中島俊介(北九州市立大学地域創生学群・基盤
佐賀県佐賀市
間関係から実現される。そのために必要なコミュニケーショ 教育センター教授)
ンのスキルや勇気づけの対話を中心に話をすすめたい。

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5月31日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成26年3月17日～
平成26年3月20日

平268134050640号

03-3237-1957

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

熊本大学

国語科書写の実技と理論に関して学習する。その基礎・基
小学校教育の最前線（国語科書 本となる技能（書写力）の錬磨・向上と、授業理論・実践・指
神野 雄二(教育学部教授)
写の実技と理論）
導内容の理解を目指す。さらに、発展的に芸術としての書
道の悠久の歴史や楽しさを学ぶ。

熊本県熊本市

6時間 平成26年7月5日

教諭

小学校教諭・中
学校国語科教諭

6,000円

15人

平成26年3月27日～
平成26年4月30日

平261007752437号

096-342-2528

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

熊本大学

新学習指導要領の動向を踏まえたこれからの国語科学習
指導のあり方を、「読むこと」領域に渡って、授業作りを体験
国語科学習指導の最前線…「読 したり、ビデオ視聴を通して紹介し、それら実践を支える理
河野 順子(教育学部教授)
むこと」の理論と実践
論をわかりやすく紹介します。「読むこと」では言語活動を重
視し、「習得」「活用」を目指す授業づくりのための教材研
究、授業づくりのポイントを講義します。

熊本県熊本市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校教諭・中
学校国語科教諭

6,000円

80人

平成26年3月27日～
平成26年4月30日

平261007752438号

096-342-2528

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

熊本大学

新学習指導要領の動向を踏まえたこれからの国語科学習
指導のあり方を、「話すこと・聞くこと」領域に渡って、授業作
りを体験したり、ビデオ視聴を通して紹介し、それら実践を
国語科学習指導の最前線…「話 支える理論をわかりやすく紹介します。「話すこと・聞くこと」
河野 順子（教育学部教授）
すこと・聞くこと」の理論と実践
では、基盤理論である相互作用モデルを解説し、指導方法
や事例を紹介します。また、言語活動を支える重要な領域
ですので、「読むこと」における「話すこと・聞くこと」をどのよ
うに活用するのかについても事例を系統的に紹介します。

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小学校教諭・中
学校国語科教諭

6,000円

80人

平成26年3月27日～
平成26年5月31日

平261007752439号

096-342-2528

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

学校と地域の協力・連携

（前半）教育改革が必要となった社会的背景及び学校教育
の課題を講述する。
（後半）「学校と地域の協力・連携」の視点からその解決・改
善に向けた取り組みを進めるための学校マネジメントにつ
古賀 倫嗣(教育学部教授)
いて、小中一貫教育、幼・保・小連携、コミュニティ・スクール
など、具体的な事例を通して講述する。地域の諸課題を的
確に把握し、地域と連携して問題を解決する学校マネジメン
トを担う実践力のスキルアップを講習の目的としている。

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月9日

6,000円

40人

平成26年3月27日～
平成26年5月31日

平261007752440号

096-342-2528

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

小学校教育の最前線（道徳・家
庭）

（道徳）従来、道徳の時間には、心情に関する発問を中心に
授業が構成されることが多かった。他方、新指導要領は、思
考力・判断力・表現の育成を求めている。この講習では、参
加者相互の交流を図りながら、この新たな要請にどのように
対応するかを考えていきたい。
八幡 英幸(教育学部教授)
（家庭）新学習指導要領において、家庭科では、「持続可能 宮瀬 美津子(教育学部准教授)
な社会の構築の観点から、資源や環境に配慮したライフス
タイルの確立」に関わる学習が重視されている。家庭科で
は、具体的にどのような学習内容・方法で展開していくのか
検討する。

熊本県熊本市

6時間 平成26年11月8日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年8月31日

平261007752441号

096-342-2528

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

小学校教育の最前線（社会・体
育）

(社会)小学校で学習する歴史のうち、東アジア史との関連
性の高い事例の最新の研究成果を検討し、社会科や総合
的な学習の時間において日本の歴史や身近な地域の問題
を扱う時、世界史的視野を子どもたちにどのように持たせて 黨 武彦(教育学部教授)
いくかについて考える場とします。
則元 志郎(教育学部教授)
(体育)体育科教育における目的・目標、教科内容、教材、授
業づくりについて概説する。特に教科内容の精選と系統化
および授業づくりについて具体的に紹介する。

熊本県熊本市

6時間 平成26年6月29日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年3月27日～
平成26年4月7日

平261007752442号

096-342-2528

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

小学校教育の最前線（算数・体
育）

(算数)本質的学習環境とはどのような概念かを、体験的学
習を通して理解し、学習環境デザインの基本的な手法を学
ぶ。
佐々 祐之(教育学部准教授)
(体育)体育科における授業づくりについて概説する。学習者
坂下 玲子(教育学部教授)
が主体的に授業に取り組むための指導方法論を中心に、
関連するものとして目標設定、動機づけについても言及す
る。

熊本県熊本市

6時間 平成26年9月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年6月30日

平261007752443号

096-342-2528

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

小学校教育の最前線（算数・体
育）

（算数）本質的学習環境とはどのような概念かを、体験的学
習を通して理解し、学習環境デザインの基本的な手法を学
ぶ。
佐々 祐之（教育学部准教授）
（体育）運動学習においては基礎・基本が重要であると言わ
錦井 利臣(教育学部教授)
れている。講習前半では「基礎・基本」を運動学的視点から
概説し、後半では「マット運動」の指導法について演習形式
で認識を深める。

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年3月27日～
平成26年5月31日

平261007752444号

096-342-2528

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

小学校教育の最前線（理科）

子どもたちに科学を学ぶことの意義や有用性を実感する機
会を持たせ、科学への関心を高める観点から、小学校理科
生物および化学領域の内容に関連したテーマについて、日
常生活との関連が深い最近の研究成果などを含みながら 正元 和盛(教育学部教授）
解説、紹介します。生物領域の内容については、植物動物 島田 秀昭(教育学部教授)
共通の機能に着目しながら児童生徒が統一的に生命活動
を理解できるよう解説し、また簡易な実験も受講者の方々に
行ってもらいます。

熊本県熊本市

6時間 平成26年6月29日

教諭

小学校教諭

6,000円

15人

平成26年3月27日～
平成26年4月7日

平261007752445号

096-342-2528

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

ピアノ実技 音楽理論

(ピアノ実技)ピアノ演奏に必要な技術を基本に立ち戻り再考
し、歌唱共通教材の曲や、その他の合唱曲を中心に音楽表
現に結びつけることを実践する。
袴田 和泉(教育学部教授)
(音楽理論)教育現場において必要な音楽倫理の実践と、そ 國枝 春惠(教育学部教授)
の展開。また、歌唱共通教材の簡易な伴奏付け等の実習を
行う。

熊本県熊本市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校教諭・中
学校音楽科教諭

6,000円

15人

平成26年3月27日～
平成26年4月30日

平261007752446号

096-342-2528

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

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学
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小学校教諭・中
教諭
学校教諭、養護
養護教諭
教諭

平成２６年度（第２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

美術鑑賞教育法の変転について概略をたどり、さらには小
学校現場における実践研究の事例を参考としながら、現場
の実情に則した鑑賞教育法について論究する。また、最新
の造形教育教材を用いて、造形表現教材に求められている 横出 正紀(教育学部教授)
今日的な教育的役割・機能を理解する。さらに、新学習指導 喜久山 悟(教育学部教授)
要領における「言語力」と造形表現活動との関連を視点にし
た教材開発論を展開し、現場での造形教材の開発・実践に
寄与することを目指す。

熊本大学

小学校教育の最前線（図画工
作）

熊本大学

前半３時間では、「マザーグース」を利用して小学校で使え
るような発音練習や基礎的なリズムの練習、既に知ってい
る絵本などを利用しての音読の練習を行い、長い間英語か
小学校教育の最前線-小学校英 ら遠ざかっていた先生たちにも英語を思い出してもらえるよ
池田 志郎(教育学部准教授)
語活動のためにうな講習を行います。後半３時間では、小学生や中学生た
ちに馴染みのある、興味を持ちそうな読み物教材を利用し
て、その授業内容について検討するとともに、高校英語へ
の連携についても考察します。
小学校外国語活動の基本理念の理解と方法について具体
的に学びます。特に、教師のみならず児童も使うことを目標
とした教室英語の運用について、ペアやグループ活動等を
高木 信之(非常勤講師)
通して実践的に学びます。中学校・高等学校等における伝
統的な英語科の授業との違いを体験的に学べるように、
様々な演習を展開しながらの啓発活動を中心に据えます。

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

熊本県熊本市

6時間 平成26年7月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年3月27日～
平成26年4月30日

平261007752447号

096-342-2528

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

熊本県熊本市

6時間 平成26年7月19日

教諭

小学校教諭・中
学校英語科教諭

6,000円

30人

平成26年3月27日～
平成26年4月30日

平261007752448号

096-342-2528

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

熊本県天草市

6時間 平成26年9月6日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年5月16日～
平成26年6月30日

平261007752449号

096-342-2528

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

6時間 平成26年10月25日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

40人

平成26年5月16日～
平成26年7月31日

平261007752450号

096-342-2528

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

6時間 平成26年9月28日

教諭

幼稚園・小学校
教諭・中学校及び
高等学校教諭

6,000円

40人

平成26年5月16日～
平成26年6月30日

平261007752451号

096-342-2528

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

6,000円

平成26年3月27日～
40人
平成26年4月7日

平261007752452号

096-342-2528

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

熊本大学

小学校外国語活動と教室英語：
活動運営の実際

熊本大学

幼児教育と小学校教育の円滑な接続を図るという今日的な
教育課題について、新しいカリキュラムづくりを中心に、理
論と実践の両面から迫る。 「幼児教育と小学校での生活
幼稚園・保育園と小学校をつなぐ 科・総合的な学習の共通点」と「幼児教育と小学校教育全体 中山 玄三(教育学部准教授)
熊本県熊本市
新しいカリキュラムづくり
をつなぐ一貫カリキュラムづくりに向けた教育実践上の課
根本 まり子(熊本県立教育センター指導主事)
題」の2つの講習テーマについて、教員に求められる最新の
知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理解を深
めることを目指す。

幼・小・中・高の共通テーマ: 「探
究する心と力」

新学習指導要領での「基礎的・基本的な知識・技能を活用し
て、課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力」
を中心とした、教員に求められる資質・能力の修得と今日的
な教育課題についての理解を深めることを目指す。本講習 中山 玄三（教育学部准教授）
では、特に答えが1つに決まらない問題を考える活動を通し
て、「探究する心と力」を育む意義・価値について理解を深
める。

最新ドイツの数学教育の実践と
理論に学ぶ

ドイツでは、新しい数学教育の改革が進行中である。その
象徴が、小学校の革新的な算数教科書『数の本』（Das
Zahlenbuch)である。本講習では、この教科書で提示されて
山本 信也(教育学部教授)
いる問題を実際に取り組み、その背後にある数学教育の理
論について考察する。最後に、現在の日本の算数・数学教
育への実現可能性について検討することを目的とする。

熊本県熊本市

6時間 平成26年6月14日

教諭

小学校教諭・中
学校数学科教諭

日本の敬語表現と敬語体系

日本語の敬語表現（尊敬語・謙譲語Ⅰ・謙譲語Ⅱ・丁重語・
美化語）について、その語形・機能・適応について論じ、そ
れらにふくまれる尊敬語・謙譲語Ⅰ・謙譲語Ⅱ・丁重語・美
化語の表現を詳述する。合わせて、具体的な敬語表現を例 堀畑 正臣（教育学部教授）
示し、方言の敬語、敬語の誤用の解説を行い、ポライトネス
の観点も加味してコミュニケーションとしての敬語表現を考
える。

熊本県熊本市

6時間 平成26年6月28日

教諭

中学校及び高等
学校国語科教諭

6,000円

30人

平成26年3月27日～
平成26年4月7日

平261007752453号

096-342-2528

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

日本の文学

ヘルマン・ヘッセ「少年の日の思い出」を中心に、なぜ「国
語」の教科書に「外国」文学が掲載されるのか、教科書に掲
跡上 史郎（教育学部准教授）
載された翻訳文学、日本近代文学・文化における翻訳文学
の意義、等について講ずる。

熊本県熊本市

6時間 平成26年11月15日

教諭

中学校及び高等
学校国語科教諭

6,000円

50人

平成26年5月16日～
平成26年8月31日

平261007752454号

096-342-2528

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

熊本大学

法教育の現状と課題

新学習指導要領の実施とともに、「法教育」に関する教材や
実践は、各地の小・中・高等学校等のさまざまな校種で、加
速的に蓄積されてきている。熊本の教員諸氏にも、法曹界
等との意見・情報交換を重ねつつ、地域の法教育として望
ましい法教育のあり方を主体的に選択していくことが求めら 上田 理恵子（教育学部准教授）
れよう。そこで、本講習では、法教育をめぐる現状を整理す
るとともに、法律実務家をゲストスピーカーとして迎えつつ、
意見交換の場を設け、児童・生徒にとって望ましい法教育を
受講者が主体的に選択できる手がかりを模索したい。

熊本県熊本市

6時間 平成26年9月20日

教諭

小学校教諭・中
学校及び高等学
校教諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年6月30日

平261007752455号

096-342-2528

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

熊本大学

（午前）地図の読図、主題図（特定のテーマを表す地図）の
作成について、技法や注意事項の解説のあと、実習形式で
行う。大学で地理学専攻でなかった者を想定してレベル設
定する。
主題図作成の技法と実践／世界
山本 耕三（教育学部准教授）
（午後）世界史が戦後発足してから現在までの歴代教科書
史教科書の用語分析
鶴島 博和（教育学部教授）
で使用された用語を抽出した表を、時代、地域、主題にした
がって分析し、そこに見られる傾向を分析しながら、世界史
の教授法について、討議と講義を行う。なお、教科書は、依
然として採択率の一番高い山川出版のものを使用する。

熊本県熊本市

6時間 平成26年11月15日

教諭

中学校社会科及
び高等学校地理
歴史科教諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年8月31日

平261007752456号

096-342-2528

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

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本県熊本市
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ＵＲＬ

幾何の美しさ

中学校・高等学校の数学教師に必要な素養としての幾何学
を、その美しさに着目しながら講義する。内容としては、初
等幾何・球面幾何・解析幾何の面白いと思われる話題と、
微分幾何・位相幾何の中から数学の本質に触れる問題と誰
伊藤 仁一（教育学部教授）
にでも分かる未解決問題(直観幾何学）についても紹介す
る。また、中学校の図形領域や二次関数、高等学校の平面
図形や式と曲線との関連も意識しながら、それらの背後に
ある幾何学の深い理解を目指す。

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月27日

教諭

中学校及び高等
学校数学科教諭

6,000円

30人

平成26年3月27日～
平成26年5月31日

平261007752457号

096-342-2528

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

熊本大学

解析学の楽しさ （簡単な微分方
程式モデル）

自然・社会現象を記述する微分方程式の数学モデル（例え
ば、人口問題、薬の吸収、放射性炭素、水の加熱と冷却、
人工腎臓器の数学モデル、ロケットの飛行、技術革新の普
谷川 智幸（教育学部准教授）
及、美術品の贋作、電気回路、力学的振動、糖尿病の検査
などの内幾つか）を解析しながら、高等学校において取り扱
われる基礎解析学（微分積分学の基礎）の有用性を学ぶ。

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月9日

教諭

高等学校数学科
教諭

6,000円

20人

平成26年3月27日～
平成26年5月31日

平261007752458号

096-342-2528

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

熊本大学

数学の基本的な概念である整数について、中学校や高等
学校において扱う内容に関係する部分やその周辺の代数
について考察する。これらを新しい視点から見ることによっ
て解決・処理して数への見方や考え方を深める。たとえば整
中学校高等学校の数学と代数か 数の剰余による類別などのきわめて自然な考え方が、問題
平峰 豊（教育学部教授）
らの視点
の見通しをよくしていることを体験する。さらに、それらから
得られる視点が身近にあるさまざまな数学的現象を解明す
る手がかりとなりうることを学ぶ。これらを通して数学の楽し
さと奥深さを実感し、かつその有用性についての認識を深
める。

熊本県熊本市

6時間 平成26年7月6日

教諭

中学校及び高等
学校数学科教諭

6,000円

25人

平成26年3月27日～
平成26年4月30日

平261007752459号

096-342-2528

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

6,000円

平成26年3月27日～
30人
平成26年4月30日

平261007752460号

096-342-2528

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

熊本大学

情報通信に潜む数学

「数学は必要か?」「数学は本当に社会に役に立っているの
か?」といった生徒が自然に抱く疑問に対し、 教員はどのよ
うに答えるだろうか。 このような問いについて、各教員なり
の応えを持つためには、 最低限教員自身が数学が社会に
籾原 幸二（教育学部講師）
どのように応用されているかについて知る必要がある。 本
講習では、情報通信や情報セキュリティにおける数学の応
用について、応用数学の立場から講義を行う。 (難しい前提
知識は必要ありません。)

熊本県熊本市

6時間 平成26年7月20日

教諭

中学校及び高等
学校数学科教諭

中学校理科(物理・理科教育）

子どもたちに科学を学ぶことの意義や有用性を実感する機
会をもたせ、科学への関心を高める観点から、中学校物理
福島 和洋（教育学部教授）
領域及び中等理科教育の内容に関連するテーマについて、
飯野 直子（教育学部准教授）
実社会・実生活との関連が深い最近の研究成果などを含み
ながら解説、紹介します。

熊本県熊本市

6時間 平成26年6月8日

教諭

中学校理科教諭

6,000円

15人

平成26年3月27日～
平成26年4月7日

平261007752461号

096-342-2528

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

熊本大学

中学校理科（物理・化学）

子どもたちに科学を学ぶことの意義や有用性を実感する機
会を持たせ、科学への関心を高める観点から、中学校物理
領域と化学領域の内容に関連するテーマについて解説しま
岸木 敬太（教育学部准教授）
す。物理領域では基礎的な知識に関する講義と実験を行
村田 貴広（教育学部准教授）
い、化学領域では化学実験の安全について解説します。さ
らに、実社会・実生活との関連が深い新しい科学技術や最
近の研究成果などについて解説します。

熊本県熊本市

6時間 平成26年6月15日

教諭

中学校理科教諭

6,000円

15人

平成26年3月27日～
平成26年4月7日

平261007752462号

096-342-2528

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

熊本大学

（音楽鑑賞）小中学校における音楽の授業の中で、言語活
動を通して思考力・判断力を育成しながら、音楽の能力を高
める鑑賞学習の在り方について実践例を紹介するとともに、
実技・演習を通して考察していく。
音楽鑑賞の授業づくり/日本の音 （音楽指導）学習指導要領で要求されている「我が国の音 山﨑 浩隆（熊本大学教育学部准教授）
楽・諸民族の音楽の指導
楽・諸民族の音楽の指導」に対応すべく様々な可能性を紹 松信 浩二（熊本大学教育学部講師）
介する。西洋音楽を通して音楽および音楽教育の訓練を受
けた教師にとって、日本の音楽を含めた世界の音楽を教え
る作業は困難を伴う。指導にあたり注意すべき問題、理論
的背景から実践例までをカバーする。

熊本県熊本市

6時間 平成26年7月5日

教諭

小学校教諭・中
学校音楽科教諭

6,000円

15人

平成26年3月27日～
平成26年4月30日

平261007752463号

096-342-2528

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

絵画と彫刻の実技

（絵画）人物画を水彩で描くことの基本を確認する。作品を
完成させる過程で、デッサン力、着彩法、水彩画材の使用
法等を確認し、制作を通した絵画研究を行う。
松永 拓己（教育学部准教授）
（彫刻）粘土による「手」の制作を通して基本的表現方法及
緒方 信行（教育学部准教授）
び生徒への指導法を確認する。その過程と制作上のプロ
ポーションなど子ども達への指導のポイントを研究し、作品
の着彩方法等についても紹介する。

熊本県熊本市

6時間 平成26年6月7日

教諭

中学校及び高等
学校美術科教諭

6,500円

15人

平成26年3月27日～
平成26年4月7日

平261007752464号

096-342-2528

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

デザインと美術史の演習

（デザイン分野）「紙による立体造形（ペーパークラフト）」を
テーマとして、発想力や立体や空間への見方・考え方を培う
梅田 素博（教育学部教授）
ことを目的とする。
水野 裕史（教育学部講師）
（美術史分野）日本の中世絵画を中心に、日本絵画の解釈
方法や取り扱い方法について講義する。

熊本県熊本市

6時間 平成26年6月14日

教諭

中学校及び高等
学校美術科教諭

6,500円

15人

平成26年3月27日～
平成26年4月7日

平261007752465号

096-342-2528

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

体育・スポーツの実践学

スポーツは教材であり、生活文化です。その社会的意味の
理解は教材としての有用性を高めます。地域社会とスポー
ツの関係について実践的事例を参考に考察します。また、 後藤 貴浩（教育学部准教授）
スポーツと骨格筋の関連について、最新の生理学的知見を 大石 康晴（教育学部教授）
取り入れながら、できるだけ現場に役立ち、知的興味を引き
起こすような講義を行います。

熊本県熊本市

6時間 平成26年9月27日

教諭

中学校及び高等
学校体育科教諭

6,000円

40人

平成26年5月16日～
平成26年6月30日

平261007752466号

096-342-2528

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

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学
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ＵＲＬ

ストレスと体力の科学

（午前）現代社会では、ストレスを避けて生活をすることはで
きない。情報化社会は、更に新たなストレッサーを生み出し
つつある。ストレスの概念・学説についての基礎知識、スト
レスコーピングの実際、マネージメントなどについて学ぶ。 谷口 紘八（放送大学客員教授）
（午後）全国児童生徒の体力の低下が問題にされて久し
唐杉 敬（教育学部准教授）
い。熊本県の現状を分析し、子どもの日常・学校生活を見直
し、学校現場で体力向上の必要性を、カリキュラムに取り入
れるための理論構築を目指す。

熊本県熊本市

6時間 平成26年9月28日

教諭

小学校教諭・中
学校及び高等学
校体育科教諭

6,000円

40人

平成26年5月16日～
平成26年6月30日

平261007752467号

096-342-2528

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

福祉に関する話題と情報

(午前) 少子高齢化の進展や家族構成、就労形態の変化を
ふまえて、現代社会と福祉政策、社会保障制度との関係に
ついて取り上げる。
(午後) 日本の認知症高齢者は、軽度（ＭＣＩ）を含めると約
松本 由美（教育学部講師）
800万人と推計されている。65歳以上の高齢者の3人に一人
柿本 誠（教育学部非常勤講師）
が認知症に相当する。認知症になっても地域で安心して暮
らせるための支援対策に成年後見制度がある。そこで、認
知症高齢者との関わり方をセンター方式で体得する。併せ
て成年後見人等の役割や支援スキルを身につける。

熊本県熊本市

6時間 平成26年10月4日

教諭

小学校教諭・中
学校及び高等学
校教諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年7月31日

平261007752468号

096-342-2528

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

体育・スポーツの理論と実践

本講習では、体育・スポーツの理論と実践について考えま
す。
（午前）スポーツと脳の関わりについての最新の知見を紹介
坂本 将基（教育学部准教授）
し、脳の変化を体験するための簡単な演習を行います。
小澤 雄二（教育学部准教授）
（午後）畳があるという柔道場の環境を活かし、楽しく安全な
レクリエーションゲームを通して教育実践力の向上を図りま
す。

熊本県熊本市

6時間 平成26年11月15日

教諭

小学校教諭・中
学校及び高等学
校体育科教諭

6,000円

40人

平成26年5月16日～
平成26年8月31日

平261007752469号

096-342-2528

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

熊本大学

ものづくりとマルチメディア

ものづくり教育の意義や歴史的な変遷について概観すると
ともに、最新のものづくり教育の実践事例等を紹介する。幾
つかの題材の中から１つ選び、製作を行う。さらに、今後の
塚本 光夫（教育学部教授）
ものづくり教育のあり方について検討する。マルチメディア
田口 浩継（教育学部教授）
の授業では、最新情報と動画教材作成について講義・演習
を行う。教材作成方法の実際を学習するとともに、受講生に
よる動画教材作成演習と発表を行う。

教諭

小学校教諭・中
学校技術科及び
高等学校工業科
教諭

6,650円

15人

平成26年3月27日～
平成26年4月7日

平261007752470号

096-342-2528

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

熊本大学

木材の横圧縮加工のメカニズムと各工程について説明し、
木材の特性を活かしたこの加工技術の具体的な応用事例
を紹介し、中学校技術の授業で取り扱うことができる木材の
木材加工とエネルギー教育の最 形状記憶特性に関する指導要領を講習する。更に、木材の 楊 萍（教育学部教授）
前線
横圧縮加工技術による製作題材或いは教材を開発する。次 東 徹（教育学部教授）
に、エネルギーを身近に捉えかつ実感できるエネルギー環
境教育教材を開発するために必要な科学技術の基礎基本
を体験型学習にて学ぶ。

熊本県熊本市

6時間 平成26年6月29日

教諭

小学校教諭・中
学校技術科及び
高等学校工業科
教諭

6,000円

15人

平成26年3月27日～
平成26年4月7日

平261007752471号

096-342-2528

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

熊本大学

（家庭科教育学）近年特に注目されつつある、地域社会との
連携を取り上げる。今日の家庭科教育の動向をおさえた上
で、「スローフード」や「地域通貨」などを取り上げ、これから
の「豊かな」生活とは何か、どのように教えていくかについて
家庭科教育の最新事情（家庭科
増田 仁（教育学部講師）
考えていく。
教育学・家庭経営学）
八幡 彩子（教育学部准教授）
（家庭経営学）男女共同参画社会とワーク・ライフ・バランス
の推進に関する講義を行うとともに、アメリカで開発された
マネーゲームを通して、収入と支出のバランスの取り方に関
する経営プロセスを修得する。

熊本県熊本市

6時間 平成26年10月11日

教諭

小学校教諭・中
学校及び高等学
校家庭科教諭

6,000円

40人

平成26年5月16日～
平成26年7月31日

平261007752472号

096-342-2528

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

熊本県熊本市

6時間 平成26年11月8日

教諭

小学校教諭・中
学校及び高等学
校家庭科教諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年8月31日

平261007752473号

096-342-2528

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

熊本大学

熊本大学

熊本大学

（被服学）繊維製品に関する最新情報を提供することを目的
とし、ユニバーサルデザインの衣服を中心に、繊維製品のリ
雙田 珠己（教育学部教授）
サイクルの現状なども含めて取り上げる。
中迫 由実（教育学部講師）
（住居学）住生活の質を向上させるための快適な住まい方
や防災、防犯対策など生活の中での安全について考える。

熊本県熊本市

6時間 平成26年6月7日

熊本大学

家庭科教育の最新事情（被服
学・住居学）

熊本大学

英語コミュニケーション能力養成が、英語教育の主な目標と
なり、それを適切に指導し、評価する能力が要求されてい
る。午前の講習では、コミュニケーション能力を高めるテスト
英語科教育の最前線（英語教育
を作成する基礎を概説する。さらに、そのテストから得られ 島谷 浩（教育学部教授）
評価法および異文化理解の必要
たデータをどのように解釈し、どのように指導等に生かすか カレン・オオシマ（教育学部准教授）
性について）
を紹介する。午後の講習は、英会話における文法や語彙の
限界を打破するためには、異文化理解が必要であることに
注目する。

熊本県熊本市

6時間 平成26年9月27日

教諭

中学校及び高等
学校英語科教諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年6月30日

平261007752474号

096-342-2528

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

熊本大学

（前半）中学・高校の教科書の中に隠れている、英語史の視
点から見た様々な文法ポイント(統語法・意味・形態・音声)を
みつけだし、それらをどのように日頃の指導に役立てていく
教科書の中の英語史・英語科教 ことができるのかを模索します。
松瀬 憲司(教育学部准教授）
育の最前線
（後半）第２言語習得・英語教授法の分野における研究成果 長嶺 寿宣（教育学部准教授）
を踏まえ、教師が言語活動中心の授業を「英語で」効果的
に実施するための様々な方略を検討します。特に、言語習
得プロセスの考察と文法指導の再定義に重点を置きます。

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校及び高等
学校英語科教諭

6,000円

30人

平成26年3月27日～
平成26年5月31日

平261007752475号

096-342-2528

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

6時間 平成26年6月28日

小学校教諭・中
教諭
学校及び高等学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

6,000円

60人

平成26年3月27日～
平成26年4月7日

平261007752476号

096-342-2528

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

6時間 平成26年6月15日

小学校教諭・中
教諭
学校及び高等学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

6,000円

60人

平成26年3月27日～
平成26年4月7日

平261007752477号

096-342-2528

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

6時間 平成26年6月8日

小学校教諭・中
教諭
学校及び高等学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

6,000円

60人

平成26年3月27日～
平成26年4月7日

平261007752478号

096-342-2528

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

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年7月31日

平261007752479号

096-342-2528

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

特別支援教育基礎論１（特別支
援教育の歴史と展開）

この講習では、特別支援教育の基盤や実践に関する理解
を深めることを目的とする。
（午前）今日の特別支援教育の基盤について学習を進め
る。具体的には、障がい児の教育の歴史、インクルーシブ
教育の理念、特別支援教育への転換について整理・検討す 古田 弘子（教育学部教授）
る。
藤原 志帆（教育学部准教授）
（午後）音楽を用いた実践に焦点を当てて学習を進める。音
楽療法のアプローチを紹介し、特別支援学校や小・中学校
等における、音楽を活用した発達支援の展開について検討
する。

特別支援教育基礎論２（特別支
援学校教育課程とAAC）

この講習では、知的障害のある児童生徒への教育方法と支
援の実際について学ぶ。
（午前）知的障害教育方法史を振り返るとともに、現在の特
大杉 成喜(教育学部講師）
別支援教育における教育課程編成や学校システム構築の
藤原 志帆（教育学部准教授）
意義について考究する。
（午後）実践現場にて用いることが可能な種々の支援ツール
について、その効果や適用事例について学ぶ。

熊本大学

特別支援教育基礎論５
（通常の学級における特別支援
教育の展開）

この講習では、通常の学級に在籍する発達障害児への理
解と支援の実際について学ぶことを目標とする。
（前半）通常学級での支援方法としてクラスワイドな支援方 菊池 哲平（教育学部准教授）
法および授業のユニバーサルデザイン化について学ぶ。
干川 隆（教育学部教授）
（後半）通常クラスにおける支援について課題解決モデルに
基づくケース会議の演習を行う。

熊本大学

子どもの心の健康問題は深刻な状況にあり、大学教育にお
いても、教員を目指す学生に対して、子どもの心の健康問
題に対処するための一次予防を中心とした心の健康教育に
松田 芳子（教育学部教授）
アサーション・トレーニングと傾聴 取り組んでいる。開発したアサーション・トレーニングソフトや
佐藤 伸子（教育学部講師）
演習
傾聴トレーニングソフト、ロールプレイの演習システムを紹
塚本 光夫（教育学部教授）
介し、これらの学習ソフトやロールプレイによる演習を通し、
児童生徒等のコミュニケーション能力の育成方法について
考えることを目的とする。

熊本県熊本市

6時間 平成26年10月18日

小学校教諭・中
教諭
学校及び高等学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

熊本大学

(1)養護教諭の実践記録を分析検討し、養護教諭の専門性
学校保健の現状と課題－実践の に引き寄せて省察していくワークショップを通して、自ら実践
山梨 八重子（教育学部准教授）
省察と気付きを生かした調査法 の振り返り跡づけ、意味づけて捉えることを狙っている。
入谷 仁士（教育学部准教授）
－
（2）保健室での子どもとの対応の中での気付きを生かした
調査法のあり方を学ぶ。

熊本県熊本市

6時間 平成26年6月7日

養護教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成26年3月27日～
平成26年4月7日

平261007752480号

096-342-2528

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

熊本県熊本市

6時間 平成26年10月25日

教諭
高等学校看護科
養護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年7月31日

平261007752481号

096-342-2528

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

6時間 平成26年6月22日

小学校教諭・中
教諭
学校及び高等学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

6,000円

60人

平成26年3月27日～
平成26年4月7日

平261007752482号

096-342-2528

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

6時間 平成26年7月12日

小学校教諭・中
教諭
学校及び高等学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

6,000円

60人

平成26年3月27日～
平成26年4月30日

平261007752483号

096-342-2528

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

6時間 平成26年7月23日

小学校教諭・中
教諭
学校及び高等学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

6,000円

60人

平成26年3月27日～
平成26年4月30日

平261007752484号

096-342-2528

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

6時間 平成26年7月30日

小学校教諭・中
教諭
学校及び高等学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

6,000円

60人

平成26年3月27日～
平成26年4月30日

平261007752485号

096-342-2528

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

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

学校保健の現状と課題-保健統
計と若年肥満-

（前半）学校保健において欠かせない保健統計について、
そのデータの基礎となる技術を学習し、自らデータの分析を
行うことができることを目指す。また、それらを学校現場での
健康課題への取り組みに対して応用することを考察する。
大益 史弘（教育学部准教授）
（後半）近年、将来の成人病の予備軍として問題となってい
後藤 知己（教育学部教授）
る児童・生徒の肥満を取り上げ、最近の肥満に関する新た
な知見を基に、肥満がいかに将来にわたる健康上の問題と
なるかを解説するとともに、食生活との関連についても論じ
る。

対人関係スキルアップ・トレーニ
ング

受講者のコミュニケーションスキルに焦点を当てながら、教
師のリーダーシップや対人関係力を向上するためのトレー
ニングを実施する。
①集団を通して人間理解を図るグループダイナミックス（集 吉田 道雄（教育学部教授）
団力学）で得られた知見を提供する。
②グループワークを中心にして、学校で生かせる実践的な
リーダーシップ力を身につける。

対人関係スキルアップ・トレーニ
ング

受講者のコミュニケーションスキルに焦点を当てながら、教
師のリーダーシップや対人関係力を向上するためのトレー
ニングを実施する。
①集団を通して人間理解を図るグループダイナミックス（集 吉田 道雄（教育学部教授）
団力学）で得られた知見を提供する。
②グループワークを中心にして、学校で生かせる実践的な
リーダーシップ力を身につける。

対人関係スキルアップ・トレーニ
ング

受講者のコミュニケーションスキルに焦点を当てながら、教
師のリーダーシップや対人関係力を向上するためのトレー
ニングを実施する。
①集団を通して人間理解を図るグループダイナミックス（集 吉田 道雄（教育学部教授）
団力学）で得られた知見を提供する。
②グループワークを中心にして、学校で生かせる実践的な
リーダーシップ力を身につける。

対人関係スキルアップ・トレーニ
ング

受講者のコミュニケーションスキルに焦点を当てながら、教
師のリーダーシップや対人関係力を向上するためのトレー
ニングを実施する。
①集団を通して人間理解を図るグループダイナミックス（集 吉田 道雄（教育学部教授）
団力学）で得られた知見を提供する。
②グループワークを中心にして、学校で生かせる実践的な
リーダーシップ力を身につける。

熊本県熊本市

熊本県熊本市

熊本県熊本市

熊本県八代市

熊本県玉名市

熊本県阿蘇市

熊本県天草市
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

対人関係スキルアップ・トレーニ
ング

受講者のコミュニケーションスキルに焦点を当てながら、教
師のリーダーシップや対人関係力を向上するためのトレー
ニングを実施する。
①集団を通して人間理解を図るグループダイナミックス（集 吉田 道雄（教育学部教授）
団力学）で得られた知見を提供する。
②グループワークを中心にして、学校で生かせる実践的な
リーダーシップ力を身につける。

熊本大学

対人関係スキルアップ・トレーニ
ング

受講者のコミュニケーションスキルに焦点を当てながら、教
師のリーダーシップや対人関係力を向上するためのトレー
ニングを実施する。
①集団を通して人間理解を図るグループダイナミックス（集 吉田 道雄（教育学部教授）
団力学）で得られた知見を提供する。
②グループワークを中心にして、学校で生かせる実践的な
リーダーシップ力を身につける。

熊本大学

子どもの発達に関する知識や今日的課題を理解した上で、
特別な支援が必要な児童・生徒の心理特性を理解する。そ
特別な支援が必要な児童・生徒 の上で、特別な支援が必要な児童・生徒への社会性を育む
への支援―社会性を育む心理劇 ために有効な支援技法であるモレノによって開発された心 髙原 朗子（教育学部教授）
の理論と実際―
理劇（サイコドラマ）の理論と実際を学ぶ。具体的内容は、
心理臨床学的視点から見た発達障害児に関する情報提供
と心理劇の演習（ワークショップ）から構成される。

熊本大学

子どもの発達に関する知識や今日的課題を理解した上で、
特別な支援が必要な児童・生徒の心理特性を理解する。そ
特別な支援が必要な児童・生徒 の上で、特別な支援が必要な児童・生徒への社会性を育む
への支援―社会性を育む心理劇 ために有効な支援技法であるモレノによって開発された心 髙原 朗子（教育学部教授）
の理論と実際―
理劇（サイコドラマ）の理論と実際を学ぶ。具体的内容は、
心理臨床学的視点から見た発達障害児に関する情報提供
と心理劇の演習（ワークショップ）から構成される。

熊本大学

本講習では、第一に発達障害についての基本的な説明や
関連事項について説明し、発達障害がある児童・生徒の心
理臨床学的視点からみた特性とその支援のあり方について 松原 弘治（合志市立西合志東小学校教頭）
整理する。第二に、具体的な教育実践例(主に小学校)につ 髙原 朗子（教育学部教授）
いて紹介・解説し、発達障害がある児童・生徒に対する特別
支援教育の実際について整理する。

講習の開催地

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7日

小学校教諭・中
教諭
学校及び高等学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

6,000円

60人

平成26年3月27日～
平成26年5月31日

平261007752486号

096-342-2528

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

6時間 平成26年10月12日

小学校教諭・中
教諭
学校及び高等学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

6,000円

60人

平成26年5月16日～
平成26年7月31日

平261007752487号

096-342-2528

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

6時間 平成26年8月2日

小学校教諭・中
教諭
学校及び高等学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

6,000円

40人

平成26年3月27日～
平成26年5月31日

平261007752488号

096-342-2528

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

6時間 平成26年10月26日

小学校教諭・中
教諭
学校及び高等学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

6,000円

40人

平成26年5月16日～
平成26年7月31日

平261007752489号

096-342-2528

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

熊本県熊本市

6時間 平成26年9月21日

小学校教諭・中
教諭
学校及び高等学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

6,000円

40人

平成26年5月16日～
平成26年6月30日

平261007752490号

096-342-2528

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

小学校教諭･中学
教諭
校及び高等学校
養護教諭
教諭、養護教諭

6,000円

70人

平成26年5月16日～
平成26年7月31日

平261007752491号

096-342-2528

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

小学校教諭・中
学校及び高等学
校教諭

6,000円

15人

平成26年5月16日～
平成26年6月30日

平261007752492号

096-342-2528

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

6,000円

40人

平成26年3月27日～
平成26年5月31日

平261007752493号

096-342-2528

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

熊本県人吉市

熊本県熊本市

熊本県熊本市

熊本県八代市

時間数

講習の期間

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

熊本大学

発達障害の理解と支援

熊本大学

植物は人間の生活の中に無意識、意識に共生している生き
物である。人は植物の花を見て綺麗だと感じ、植物の料理
を食べて美味しいと感じ心を動かす。また、新しい芽を観て
命を感じる。野菜・果物、薬用植物、有毒植物、雑草などが
植物を通じて心と身体のバランス 身近に存在する四季の植物の移り変わりに心を踊らせ身近
矢原 正治（薬学部准教授）
を考える
な植物を観察し、知ることで気が少しでも上向き、心身が元
気（元に気、体調）に近づくことができる。植物を通して、心と
身体のバランスを考えるとともに講習を通して道徳的意識
や、心の働きを豊かにするための情操教育に寄与すること
を目的とする。

熊本県阿蘇市

6時間 平成26年10月11日

熊本大学

プレゼンテーション制作

授業においてはもちろんのこと、研究発表や保護者会など
発表する機会は多い。そこで、本講習では、わかりやすく、
効果的なプレゼンテーションについて学習するとともに、実
際にプレゼンテーションソフトを利用して制作を行うことで、 塚本 光夫（教育学部教授）
実践的技能を獲得することができる。なお、本講習はパソコ
ンですでにプレゼンテーション活用を行っている教師を対象
としたもので、中級程度の内容である。

熊本県熊本市

6時間 平成26年9月20日

子どもの問題行動

学校現場における子どもの問題行動を、バイオ、サイコ、
ソーシャルな要因から考え、かつ、それにいかに対応すべき 藤中 隆久（教育学部准教授）
かを考える。子どもの問題行動としては、主に不登校、学級 上土井 貴子（医学部附属病院助教）
崩壊等を取り上げる。

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月26日

小学校教諭・中
教諭
学校及び高等学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

児童生徒の理解と対応（特別支
援教育と生徒指導）

「生きる力」の育成を目指す上で、特別支援教育と生徒指導
は極めて重要な視点である。しかし、社会や教育環境の変
化などに伴い、その対応が大変困難な課題になることがあ
る。そこで、その関わり方を多数の実例から考察するととも
に、演習や班別協議によって実践的指導力の向上を図る。

熊本県熊本市

6時間 平成26年10月4日

小学校教諭・中
教諭
学校教諭及び養
養護教諭
護教諭

6,000円

40人

平成26年5月16日～
平成26年7月31日

平261007752494号

096-342-2528

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

ICTを活用した授業づくり

現代の教師には、情報機器の操作技能だけではなく、情報
機器やメディアの特性を生かした授業設計の力量が求めら
れている。そこで、本講習では、授業改善のためのICT活用
方法について具体的な事例や模擬授業を通して考えてい
く。また、児童生徒の情報活用能力を高めるための授業方 前田 康裕(熊本市教育センター指導主事)
略についても考察する。そのことによって、ICTを活用した授
業設計の力量向上をねらいとする。その後、実際にタブレッ
ト型情報端末やコンピュータ等を利用してプレゼンテーショ
ン資料を作成し発表する。

熊本県熊本市

6時間 平成26年10月11日

小学校教諭・中
学校及び高等学
校教諭

6,000円

15人

平成26年5月16日～
平成26年7月31日

平261007752495号

096-342-2528

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

熊本大学

熊本大学

熊本大学

竹内 賢二（熊本市教育委員会総合支援課特
別支援教育係指導主事）
江野 謙二（熊本市教育委員会事務局総合支
援課教育相談室指導主事）
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教諭

平成２６年度（第２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

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

熊本大学

講習の名称

講習の概要

現代の子どもには社会変動や環境条件の変化等により、自
然生活体験や集団生活体験の必要性が増している。
１日目は新学習指導要領における体験活動の位置づけや
効果について理解を図り、午後からはレクリエーションワー
体験活動の教育的意義と集団宿 クや野外料理活動を通じ、技術指導や安全管理等、集団宿
泊学習における企画立案の実際 泊学習における指導方法を学ぶ。
2日目は、福岡県の旧庄内町が実施してきた「通学合宿」を
例に事業の留意事項について学び、午後は体験活動プロ
グラムの企画及び立案を行い、今後の体験活動にどのよう
に活かしていくか検討する。

担当講師

講習の開催地

中川 保敬(教育学部教授）
古賀 倫嗣(教育学部教授）
井ノ上 正和(国立阿蘇青少年交流の家企画指
熊本県阿蘇市
導専門職）
加治佐 秀樹(国立阿蘇青少年交流の家企画
指導専門職）

時間数

12時間

講習の期間

平成26年11月1日～
平成26年11月2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

小学校教諭及び
中学校教諭

12,000円

40人

平成26年5月16日～
平成26年8月31日

平261007752496号

096-342-2528

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

社会と文化の倫理と論理

社会科の公民教育に関わるテーマについて、文化人類学と
倫理学の観点から学ぶ。
(午前) 文化人類学の研究を基に、文化と文化の間に違い
があっても優劣はない、という命題がなぜ正しいのかを学習 シンジルト（文学部准教授）
する。
立花 幸司（文学部准教授）
(午後) 現代の倫理学研究を紹介しながら、現代に於いて
倫理について考えるとはどういうことであるのかを学習す
る。

熊本県熊本市

6時間 平成26年11月8日

教諭

中学校及び高等
学校社会科教諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年8月31日

平261007752497号

096-342-2528

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

英語を英語で理解し、自分自身
を表現できる生徒を育成する指
導法

新学習指導要領には「授業は英語で行うことを基本」とする
と明記されている。本講習の目的は、指導要領に記された
目的を達成するために必要な指導能力を啓発することにあ
る。講習では、①指導法に関する私的見解について参加者 ラスカウスキー・テリー（文学部教授）
間での議論、②教員による専門的指導法の説明、③学習者
が取り組む「英語による英語学習」を効果的に支援するため
に必要な活動の実践によって進められる。

熊本県熊本市

6時間 平成26年11月15日

教諭

中学校及び高等
学校英語科教諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年8月31日

平261007752498号

096-342-2528

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

学校現場で使える法知識

学校教育の現場において、様々な場面で遭遇することとな
る「問題」。それらの「問題」に法はいかなる「解答」を有して
いるのか。本講義では、法律の読み方を確認したうえで、い 朝田 とも子（法学部准教授）
くつかの具体的な事例を検討することによって、法とは何か
について考える。

熊本県熊本市

6時間 平成26年7月27日

教諭

小学校教諭・中
学校及び高等学
校教諭

6,000円

50人

平成26年3月27日～
平成26年4月30日

平261007752499号

096-342-2528

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

現代世界の紛争と平和

冷戦という米ソ対立の終結後、世界は平和になったというよ
りも、むしろ地域紛争、テロリズムが多発するようになったと
言われています。この講習では近年起きた様々な紛争を検
討することで、現在の国際政治の特徴について考えていき
阿部 悠貴（法学部准教授）
ます。具体的には国連を中心とした国際社会による「人道的
介入」の問題（昨今のシリア情勢への対応も含みます）、な
らびにイラク戦争について考察することで、現代世界への理
解を深めていきます。

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校及び高等
学校社会科教諭

6,000円

50人

平成26年3月27日～
平成26年5月31日

平261007752500号

096-342-2528

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

本日開店！数学ショップ

「数学」と一口に言っても、それは単なる計算技術の集まり
ではなく、多様な考え方を修得する学問であると言えます。
安藤 直也（大学院自然科学研究科准教授）
本講習では数学をいろいろな角度から見直すことで、数学
杉﨑 文亮（大学院自然科学研究科准教授）
の魅力と教える意義を再発見し、実際の授業に活かせる講
義を行います。

熊本県熊本市

6時間 平成26年11月22日

教諭

中学校及び高等
学校数学科教諭

6,000円

50人

平成26年5月16日～
平成26年8月31日

平261007752501号

096-342-2528

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

本日開店！理科ショップ-地学・
化学売場-

理科を楽しく学習してもらうことに主眼をおいて、身の回りの
物質の不思議な性質や自然環境を科学的に捉える方法
を、講義と実験で学ぶ機会をつくろうと考えています。地球
科学では、持続可能の文明創造とカタストロフをテーマに概
説します。また、結晶光学の基礎と、偏光顕微鏡を用いた岩
石組織の観察および、鉱物の同定法を学びます。化学で
は、主に高分子化学または無機化学分野のテーマについて
講義と実験を行います。

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月9日

教諭

中学校及び高等
学校理科教諭

6,000円

30人

平成26年3月27日～
平成26年5月31日

平261007752502号

096-342-2528

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

健康教育

生活習慣病を予防するために、食事や運動などライフスタイ
ルとの関連より、生徒の健康学習の必要性について教授す
る。食事については、栄養バランス、塩分など食事指導の
花田 妙子（医学部保健学科教授）
内容などを講義する。また、現在の子供達が生と死をどのよ
福山 美季（医学部保健学科助教）
うに捉えているかについて討論する。「生と死の教育」につ
いて検討し、生きる力を育成するための望ましい教育を考え
る。

熊本県熊本市

6時間 平成26年7月19日

教諭
高等学校看護科
養護教諭 教諭・養護教諭

6,000円

20人

平成26年3月27日～
平成26年4月30日

平261007752503号

096-342-2528

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

健康教育

生活習慣病を予防するために、食事や運動などライフスタイ
ルとの関連より、生徒の健康学習の必要性について教授す
る。食事については、栄養バランス、塩分など食事指導の
花田 妙子（医学部保健学科教授）
内容などを講義する。また、現在の子供達が生と死をどのよ
福山 美季（医学部保健学科助教）
うに捉えているかについて討論する。「生と死の教育」につ
いて検討し、生きる力を育成するための望ましい教育を考え
る。

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月21日

教諭
高等学校看護科
養護教諭 教諭・養護教諭

6,000円

20人

平成26年3月27日～
平成26年5月31日

平261007752504号

096-342-2528

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

マテリアルの世界

私達が日常使っている様々な生活用品や電子機器、あるい
は飛行機、自動車等に先端技術で開発された材料が使わ
れています。また、それらの製造やリサイクルにも先端技術
が活用されています。本講習では材料の持つおもしろい性 連川 貞弘（大学院自然科学研究科教授）
質や、材料と私たちの生活との関わりについてわかりやすく 松田 元秀（大学院自然科学研究科教授）
説明します。講習内容の項目は以下の通りです。
小塚 敏之（大学院自然科学研究科准教授）
１. 材料科学からみた太陽光発電
２. セラミックスの魅力－多様な機能性と用途－
３. 材料電磁プロセッシング−磁場や電流の面白い活用−

6時間 平成26年8月22日

小学校教諭・中
学校及び高等学
校技術科・工業
科教諭

6,000円

30人

平成26年3月27日～
平成26年5月31日

平261007752505号

096-342-2528

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

長谷中 利昭（大学院自然科学研究科教授）
西山 忠男（大学院自然科学研究科教授）
小川 芳弘（大学院自然科学研究科教授）
松本 尚英（大学院自然科学研究科教授）
中村 政明（大学院自然科学研究科准教授）

熊本県熊本市
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平成２６年度（第２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

6,000円

30人

平成26年3月27日～
平成26年5月31日

平261007752506号

096-342-2528

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

熊本大学

ロボット工学は機構運動学、センサ工学、制御工学などの
広範囲にわたる工学分野を基に成り立っているが、その基
礎は物理学および数学である。
(午前)ロボットの運動を例にあげ、物理学と数学がいかに工
学において重要な役割を示すかを学習する。さらに、実際
ロボット工学の基礎と科学技術の
原田 博之(大学院自然科学研究科教授)
のロボットを用いた実験を通して、ロボットと人間の「学習能
ウソ・ホント
中西 義孝(大学院自然科学研究科教授)
力」の違いを理解する。
(午後)時事問題に登場する科学技術について、基本的な原
理や仕組みについて理解する。その科学技術が発展・推進
されることになった歴史的背景も見直し、ゼロベースで時事
問題を再考する。

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小学校教諭・中
学校及び高等学
校物理・数学科
教諭

熊本大学

平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、災害への備
え・災害時の社会や地域の対応力・災害後の対策の重要性
を再認識させました。小学校においても実践的な防災・減災 山田 文彦（大学院自然科学研究科附属減災
減災型地域社会を担う人材育成
教育の充実が喫緊の課題となっています。本講習では、地 型社会システム実践研究教育センター教授）
と防災・減災教育
域の固有の災害の歴史を取り入れた防災・減災教育のあり 藤見 俊夫（大学院自然科学研究科准教授）
方について具体的な例を示しながら、皆さんが自らできる教
材づくりを実習形式で習得します。

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月25日

教諭

小学校教諭・中
学校及び高等学
校教諭

6,000円

15人

平成26年3月27日～
平成26年5月31日

平261007752507号

096-342-2528

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

熊本大学

本講習では、近年注目されている省エネルギーと電力の規
制緩和をテーマにお話しする。まず、省エネルギーに関し
て、特に普及が著しい省エネルギー素子の代表格である
電気エネルギーの最近の話題
中村 有水（大学院自然科学研究科教授）
LEDの構造と原理について、半導体物理の観点から分かり
～省エネルギーと電力自由化～
宮内 肇（大学院自然科学研究科准教授）
易く解説する。続いて電力の規制緩和については、我が国
の電気事業を明治時代から現代まで振り返り、なぜ今発送
電分離や全面自由化が必要とされているのかを考える。

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月2日

教諭

中学校及び高等
学校理科・技術
科・工業科教諭

6,000円

40人

平成26年3月27日～
平成26年5月31日

平261007752508号

096-342-2528

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

6,000円

30人

平成26年3月27日～
平成26年6月30日

平263019251806号

096-386-2622

http://www.utokai.ac.jp/

東海大学

本講座においては、発育発達期におけるこどもの身体的・
心理的特徴についての基礎知識を確認し、最新の研究につ
いて紹介する。その中でも特に、こどもの運動と食事につい
発育発達期のこどもの健康～運
て講習を行う。こどもにとっての食事が、栄養・心理・身体発
動と食事について～
達に与える影響について確認する。運動を行うことの意義を
心理・生理学的側面から捉え、実際どのような運動を行うべ
きか、その例を具体的に挙げ、実技として実践する。

靖久（経営学部講師）
隆志（熊本教養教育センター講師）
康隆（経営学部講師）
妙美（阿蘇教養教育センター講師）

熊本県熊本市

6時間 平成26年 8月 5日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校全教科教諭向
け

東海大学

アメリカではハンバーガーが世界的に食されるまでのグロー
バル化の過程を追い、中国では茶との関わりから生まれる
特有の生活様式をその種類と作法の分類から考察し、最後
に南アジアのカレーが世界に広まる過程を夏目漱石の異文 奥山 甚一（経営学部教授）
異文化理解（アメリカ、中国、南ア
化体験を通して考察する。最新の文化研究のテーマである 高田 修平（熊本教養教育センター教授）
ジアの食）
グローバル化とローカル化を通した文化変容のダイナミズ 顧 ウェン（経営学部教授）
ムを食の世界から考える。この講習内容は、社会科の授業
において、アメリカ、中国、南アジアの食を通して、各地域の
歴史や文化を深く理解させるのに役立つ。

熊本県熊本市

6時間 平成26年 8月 6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校社会科
教諭向け

6,000円

30人

平成26年3月27日～
平成26年6月30日

平263019251807号

096-386-2622

http://www.utokai.ac.jp/

Web教材の作成と情報倫理

本講習では、Web教材の作成手法を、実習を通して学ぶ。
具体的には、ホームページを作るための最も標準的な言語
であるHTML言語を用いたWebページの作成、JavaScriptを 藤本 邦昭（基盤工学部教授）
用いた動的なWeb教材の作成などを行う。また、Web教材作 大内 可人（基盤工学部教授）
成時に注意しなければならない著作権や肖像権などの考え
方についても言及する。

熊本県熊本市

6時間 平成26年 8月 7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校全教科
教諭向け

6,000円

30人

平成26年3月27日～
平成26年6月30日

平263019251808号

096-386-2622

http://www.utokai.ac.jp/

東海大学

発酵から学ぶ食と健康

食に対する関心が高まるなか、発酵食品には疾病予防に
効果的な機能性成分が含まれていることが次々と明らかと
なり、発酵食品と健康の関わりが注目されている。本講習で
は、乳発酵食品の製造方法や健康保健効果ならびに発酵・
醸造食品の製造工程に関わる微生物の役割について最新
の話題を交えながら分かりやすく講述するとともに、代表的
な乳発酵食品の一つであるフレッシュチーズの製造を実際
に体験していただく。

井越 敬司（農学部教授）
長野 克也（農学部教授）
河原崎 達雄（農学部教授）
山下 秀次（農学部教授）
多賀 直彦（農学部講師）

熊本県阿蘇郡
南阿蘇村

6時間 平成26年 8月8日

教諭

高等学校農業お
よび中学校・高等
学校理科教諭向
け

6,000円

平成26年3月27日～
30人
平成26年6月30日

平263019251809号

0967-67-3902

http://www.utokai.ac.jp/

熊本学園大学

本講習は「現代ビジネスの風を読む」というテーマで、経
現代ビジネスの風を読む-経営・ 営・流通・マーケティング・金融の幅広い領域において新し
流通・マーケティング・金融の新し い理論・実態の状況を解説する。現代経営の新地平、イン
い動きターネットと流通・マーケティング、第1次産業のブランド・
マーケティング、金融機関の経営課題などを中心に行う。

出家健治（商学部教授）
勝部伸夫（商学部教授）
吉村純一（商学部教授）
波積真理（商学部教授）
安田嘉明（商学部教授）

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月6日

教諭

高等学校の
商業科教員

6,000円

20人

平成26年5月16日～
平成26年6月27日

平263059450990号

096-364-5161
(内線1161）

http://www.kumagaku
.ac.jp/

熊本学園大学

現代を「知識基盤社会の時代」と形容して、文部科学省は
学習指導要領の改正を行った。これまでより知識基盤社会
の特徴については「知識を利用する知識の必要性」が説か
会計環境の変容と会計教育のゆ れてきた。今回の改正でも「簿記や会計の知識を活用する 酒巻政章（商学部教授）
くえ－学習指導要領の改正を見 能力」という表現が多用されている。本講習では、近年の会 杉田憲道（商学部教授）
据えて－
計制度改革の背景にある考え方を解説すると同時に、現代 吉永心一（商学部講師）
の経済社会において「会計という知識」がどのように利用、
活用されているかに焦点を当てて話を組み立てていきた
い。

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月7日

教諭

高等学校の
商業科教員

6,000円

20人

平成26年5月16日～
平成26年6月27日

平263059450991号

096-364-5161
(内線1161)

http://www.kumagaku
.ac.jp/

東海大学

田中
植村
大川
笠井
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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

英語科教育の実際

英語指導の実践において有効と思える知識と考え方を、
幅広い見地から学ぶ。 以下の内容で構成される。
1. 英字新聞の読み方
2. 英語授業での異文化教育
3. 英米文化を背景とした英語教育
4. 動機づけ観点で英文法を考える

発声法の基礎と歌の楽しみ

発声のしくみ、腹式呼吸について再確認し、無理が無く、
且つ響きを持った発声法を習得します。この事は、指導現場
での喉の負担を軽減する事にも効果があります。また、歌
の発音、音楽的表現など理論を踏まえた実践でのスキル
河添富士子（子ども家庭福祉福祉学科非常勤
アップにより歌の楽しさをより深く味わう事を目指します。小 講師）
編成での歌によるアンサンブルも行い、ハーモニー作りや音
楽的創造の過程を指導者自身が体験することで豊かな音
楽指導の向上をねらいます。

熊本学園大学

もう一度学ぶ造形の基礎

この講習では、紙と鉛筆を使って絵を描いてみます。絵は
ちょっと？という人のための講習です。生活の中で美しいも
伊東浩一（社会福祉学部教授）
のにふれたとき、それをどう表現するかということを、6時間
のなかで絵を描きながら学んでゆきたいと思います。

熊本学園大学

子どもの運動能力の２極化・体力低下が叫ばれて久しい。
誰もが比較的容易に取り組むことができる運動遊びや
幼児期における運動遊びの再考
栗原武志（社会福祉学部専任講師）
ニュースポーツを取り上げ、体を動かす楽しさや喜びを通し
て幼児期の運動遊びのあり方について考察を深める。

熊本学園大学

熊本学園大学

公益財団法人全 農業実験実習講習会『農業と環
国学校農場協会 境』

「農業と環境」のテーマで講義、実験・実習ならびに現地見
学を行う。
１．植物からのゲノムＤＮＡ抽出実験と分子遺伝学的研究へ
の利用について
２．光学・電子顕微鏡による数種衛生害虫の外部形態の比
較ならびにユスリカの染色体観察について
３．鶏卵の品質検査について
４．自給飼料の評価と動物を用いた嗜好性調査について
５．発酵・醸造に関わる微生物
６．フレッシュチーズ製造
７．乳発酵食品の科学

神本忠光（外国語学部教授）
米岡ジュリ（外国語学部教授）
吉田良夫（外国語学部教授）
林日出男（外国語学部教授）

講習の開催地

時間数

講習の期間

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月8日

熊本県熊本市

6時間

熊本県熊本市

熊本県熊本市

平成26年8月6日

6時間 平成26年8月7日

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

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭

中学校・
高等学校の
英語科教員

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年6月27日

平263059450992号

096-364-5161
(内線1161）

http://www.kumagaku
.ac.jp/

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・特別
支援学校教諭

6,000円

25人

平成26年5月16日～
平成26年6月27日

平263059450993号

096-364-5161
(内線1161）

http://www.kumagaku
.ac.jp/

6,000円

平成26年5月16日～
30人
平成26年6月27日

平263059450994号

096-364-5161
(内線1161）

http://www.kumagaku
.ac.jp/

6,000円

平成26年5月16日～
30人
平成26年6月27日

平263059450995号

096-364-5161
(内線1161）

http://www.kumagaku
.ac.jp/

教諭

幼稚園教諭

教諭

幼稚園教諭

教諭

中（技術・家庭
科）高（農業科・
家庭科）の教諭

10,000円

30人

平成26年4月1日～
平成26年6月4日

平268132551641号

03‐3463‐7721

http//www.nojokyoka
i.or.jp

5,000円

60人

平成26年3月16日～
平成26年5月9日

平263039450911号

075-411-8476

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

村田 浩平（東海大学農学部応用植物科学科准教授）
星 良和 （東海大学農学部応用植物科学科准教授）
仁木 隆博（東海大学農学部応用動物科学科准教授）
プラダン ラジプ（東海大学農学部応用動物科学科准教授）

井越 敬司（東海大学農学部バイオサイエンス学科教
授）

熊本県南阿蘇
村

18時間

平成26年8月19日～
平成26年8月23日

山下 秀次（東海大学農学部バイオサイエンス学科教
授）

多賀 直彦（東海大学農学部バイオサイエンス学科講
師）

つながりの中で子どもを育てる

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

大分県日田市

6時間 平成26年6月1日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校 教諭

音楽を学ぶとはどういうことか

共通事項の導入以来，楽曲構造を分析的にとらえる授業が
増えている。しかしながら分析だけでは美的経験としての音
楽理解には届かない。この講習では，主に創作的な活動演
習を通して，音楽とは何か，音楽を学ぶとはどういうことか 菅 裕（教育文化学部教授）
について考え，日々の音楽授業方針を支える個人的理念の
構築を目指す。主に小学校教諭を対象とするが，中学校教
諭（音楽）も受講可能。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭、
中学校（音楽）教
諭

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007951992号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

特別支援教育の理論と指導法

特別支援教育の基礎理論をおさえたうえで、近年のインク
ルーシブ教育の理念や世界的動向について知り、今後の特
別支援教育制度のあり方について考える。さらに、その理 戸ヶ﨑 泰子（教育文化学部准教授）
論的基盤のもと、特別な教育的支援を必要とする子どもた 木村 素子（教育文化学部准教授）
ちの指導法について理解する。
なお、本講習は特別支援学校教諭向けの内容である。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月7日

教諭

特別支援学校教
諭

6,000円

50人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007951993号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

書写指導

小学校並びに中学校の国語科教諭を対象に、国語科書写
教育の内容の範囲で、実技と理論を中心として講義を行う。
国語科書写教育の内容の範囲を想定しているが、発展的に 山元 宣宏（教育文化学部講師）
書芸術として広義にとらえ、書道の悠久な歴史と文化にも言
及する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭、
中学校（国語）教
諭

6,000円

25人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007951994号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

近年、日本史研究においてアジアやヨーロッパとの交流に
関する研究（対外関係史）が急速に進展し、小学校・中学
日本史研究の現状と教科書記述 校・高等学校の教科書の記述にも反映している。本講習で
関 周一（教育文化学部准教授）
―対外関係史分野―
は、古代・中世・近世の対外関係史研究の成果について概
観し、それが教科書の記述にどのようにみられるかを説明
し、当該分野を教材にする際の留意点を検討する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校（社会）教
諭、高等学校（地
理歴史）教諭

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007951995号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

新学習指導要領において、小・中・高等学校で取り扱われる
統計的な内容が大幅に増加した。この講義では、今回の改
訂において変更された内容やその背景を詳しく解説するとと
藤井 良宜（教育文化学部教授）
もに、問題解決を目指した統計資料の活用の方法や基本
的な考え方について解説する。
なお，「数学教材のバックグランド」とは講習内容が異なる。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校（数学）教
諭、高等学校（数
学）教諭

6,000円

50人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007951996号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

大谷大学

宮崎大学

宮崎大学

数学教材のバックグランドⅡ

229 / 264 ページ

平成２６年度（第２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

認知言語学の観点から、英語の構文表現を対応する日本
語表現と対照し、具体例を挙げながら演習を交えて講義を
行う。受動態、二重目的語(SVOO)構文、使役構文など高等
小熊 猛（教育文化学部准教授）
学校で教授する文法的内容を見つめ直し、英語の構文構造
の基本的性質について理解を深めることで、学校現場での
構文指導をより実りあるものにするアプローチを考察する。

宮崎大学

英語の構文構造を探る

宮崎大学

反抗期、切れやすい、リズム障害、同性愛、感覚異常など
脳機能およびその他の生体機能
の原因を神経科学的な面で解析する。また、生活環境が生 村上 昇（農学部教授）
におよぼす生活環境の影響につ
体の機能におよぼす影響について、いくつかの例を挙げて 永延 清和（農学部教授）
いて
解説する。

宮崎大学

１）運動器の構造、役割や傷害について概説する。（①運動
器（骨、関節、筋肉など）のしくみと役割、成長に伴う身体特
運動器の構造、役割や傷害との 性、発達を含め必要な栄養の基礎、②現代のこどもの体力
対処法及び保健活動で求められ の実態把握、体力向上やスポーツ上達法、③学校における 帖佐 悦男（医学部教授）
る救急・スポーツ医学の考え方と 外傷（外傷・障害）の実態と対処法。④肥満、メタボリック症 落合 秀信（医学部教授）
対処法について
候群の予防としての運動の重要性をそれぞれ学習する。
２）学校保健活動で必要とされる応急・救急処置について概
説する。

講習の開催地

宮崎県宮崎市

宮崎県宮崎市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月7日

6時間 平成26年8月7日

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月7日

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月11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

高等学校（英語）
教諭

6,000円

20人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007951997号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

教諭

小学校教諭、
中学校（理科）教
諭、高等学校（農
業・理科）教諭

6,000円

15人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007951998号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

6,000円

60人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007951999号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

6,000円

35人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952000号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952001号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

小学校教諭、
教諭
中学校教諭、
養護教諭 高等学校教諭、
養護教諭

体育科の学習指導と評価

本講習は，現在の子どもたちの身体や体力等の実態につ
いて概観したうえで，発育・発達の知見も紹介しながら，体
育科の目標，内容及び方法に関する基礎的な理論を確認
するとともに，具体的な体育科の授業づくりと評価について
講義する．また，体育科の教科成立の拠り所である「身体運 日髙 正博（教育文化学部教授）
動文化」の内実について，具体的な授業をイメージしなが
ら，その広がりと深さにも言及したい．さらに，体育科ならで
はの教育的な効果について，特に身体接触やコミュニケー
ションといった観点からの研究の一端も紹介したい．

中高一貫のキャリア教育

酒匂 慎一郎（宮崎県教育研修センター指導主
キャリア教育についての概念全体から、中学校や高等学校
事）
におけるキャリア教育推進の在り方、取り組みの内容、実践
宮崎県宮崎市
梅元 和宏（宮崎県教育研修センター指導主
の具体例などを簡単な演習を交えながら講習を行う。
事）

6時間 平成26年8月11日

宮崎大学

楽しい外国語活動を作るために

外国語活動では，相手と真摯に向き合って，誠意ある対話
をする姿勢を重視したいものです。人と関わることが楽しい
と子どもに実感させる授業はどのようにつくればよいでしょう
か。この講座では，「コミュニケーション」について学び，外国
語活動に「伝え合う」楽しさをちょっと付け加えるには，どの アダチ 徹子（教育文化学部准教授）
ように授業を「仕組む」とよいのかについて考察します。主と
して小学校教諭を対象としますが，中高の英語教諭で外国
語活動への理解を深めたい人や，外国語活動に参加してい
る人も歓迎します。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952002号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

「木育」とは平成16年頃から活動が始まったもので、樹木・
木材を通して人及び社会を育てるという教育活動である。こ
こでは、生活科における環境教育への木育の導入に関し
て、木材利用と地球環境保全との関係、木材の特性および
生活科における環境教育と木育
藤元 嘉安（教育文化学部教授）
日本における森林・林業の現状等を通して、木材利用の意
義について解説する。また、「ものづくり」や「あそび」を通し
ての事例を紹介し、木育の生活科への具体的な導入方法
について解説する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小学校教諭、
中学校（技術）教
諭

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952003号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

1)主に児童思春期領域における精神疾患について、症状・
病態・診断・治療を概説する。また関連した虐待等の諸問題
についての現況を学ぶ。その上で精神障害者の日常生活
における困難さを理解し、学校や家庭での適切な援助につ
児童・思春期のメンタルヘルスと
甲斐 由紀子（医学部教授）
いて、具体的に工夫できる力を養うことを目標とする。
安全管理
武田 龍一郎（安全衛生保健センター教授）
2)医療現場では、安全･安心な医療のため「医療事故の未
然防止活動」を行っている。講習では、それらの経験に基づ
いて教育現場である学校で役立つ「ヒューマンエラー、コミュ
ニケーション、５Ｓ」に注目し安全管理について講義する。

6,000円

60人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952004号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

宮崎大学

国際理科教育動向調査(TIMSS)，またはOECD・PISAの調
査結果が示す教育課題と新しい理科の教育課程の方向
中山 迅（教育文化学部教授）
性，児童自身が問題意識を持ち，思考力・判断力・表現力を
山本 智一（教育文化学部准教授）
育成する授業のあり方などについて，講義および概念地図
作成の演習を行う。

宮崎大学

初等理科教育研究

宮崎大学

「外国語活動は英語の授業ではありません。」そう言われて
もやっぱり英語が不安。発音も自信ないし。そんな小学校の
先生でも楽しい外国語活動の授業ができる方法を考察しま
す。一般的な英語を学ぶものではなく，あくまで外国語活動
「英語が苦手」という小学校の先
をできるだけストレスなしで行うための授業について扱いま
生が外国語活動の授業を行うに
アダチ 徹子（教育文化学部准教授）
す。英会話を学びたい人や，中高の英語教諭の人，それに
は
英語が苦手でない人はお断りしますので，受講しないでくだ
さい。そのような人が外国語活動全般について知りたい場
合は，「楽しい外国語活動をつくるために」の方を受講してく
ださい。

教諭

小学校教諭

中学校教諭、
教諭
高等学校教諭、
養護教諭 特別支援学校教
諭、養護教諭

小学校教諭、
教諭
中学校教諭、
養護教諭 高等学校教諭、
養護教諭

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月18日

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校教諭

6,000円

35人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952005号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952006号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/
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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

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

小学校教諭、
教諭
中学校教諭、
養護教諭 高等学校教諭、
養護教諭

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952007号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

本講習は講義と施設見学を行います。講義では、慢性疾患
（先天性心疾患、腎疾患、神経疾患、アレルギー疾患、代謝
性疾患、小児がん）をもつ児童・生徒の治療や入院生活、子
慢性疾患をもつ子どもの学童期・ ども自身が行う健康維持のための活動、家族を含めた心理
野間口 千香穂（医学部教授）
思春期－健康・生活・発達－
社会的影響について理解を深めます。また、病院や障害児
施設の小児病棟を見学し、入院生活環境を知ることを通し
て退院後の学校生活の支援や指導について、医療と教育、
福祉との協働について考察します。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月19日

宮崎大学

小学校・国語科における書くことの教育の問題点と課題を、
思考力・判断力・表現力の視点から明らかにする。ととも
小学校・国語科における書くこと
に、ことばのルールに基づく書き方とその指導の方法を、児 楢原 義顕（教育文化学部准教授）
の教育の問題点と課題
童の文章作品に即して実践的に試行し、文章表現力のレベ
ルアップを目指す。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

60人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952008号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

初等理科教育研究

国際理科教育動向調査(TIMSS)，またはOECD・PISAの調
査結果が示す教育課題と新しい理科の教育課程の方向
中山 迅（教育文化学部教授）
性，児童自身が問題意識を持ち，思考力・判断力・表現力を
山本 智一（教育文化学部准教授）
育成する授業のあり方などについて，講義および概念地図
作成の演習を行う。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

35人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952009号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

図工科教育内容開発研究

小学校図画工作科に関する教科内容について、演習を通じ
て教材を開発する能力の向上を図る。学習指導要領図画工
作編の趣旨を押さえながら、図工指導のポイントを考察す 幸 秀樹（教育文化学部教授）
る。また、指導案作成や教材の開発を実施し、教材開発の
方法論も考察する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

24人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952010号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

中等社会系教科（社会科、地理歴史科、公民科）授業実践
の基本的な問題を生徒の思考の観点から整理し、近年にお
ける新たな中学校社会科授業論の動向、高等学校地理歴
中等社会系教科の授業論と実践
史科・公民科の実践的動向、及び、新学習指導要領におけ 吉村 功太郎（教育文化学部准教授）
的課題
る授業や学習に対する新たな視点をふまえたうえで、「考え
る社会科（地理歴史科・公民科）授業」の構成方法につい
て、模擬的な授業づくりを通して検討する。

6,000円

50人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952011号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

整数の話の中でも興味ある「部屋割り論法（鳩の巣箱の原
理ともいう）」を扱い、整数の世界に対する認識をより豊かに
する。また、「本の積み重ね問題」を題材として扱い、日常の 谷本 洋（教育文化学部教授）
話題に極限を絡めることで、どのような不思議が誕生してく 北 直泰（教育文化学部准教授）
るのか観察する。なお、宮崎大学で行われる「数学教材の
バックグランドⅡ」とは講習内容が異なる。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中学校（社会）教
諭、高等学校（地
理歴史・公民）教
諭

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中学校（数学）教
諭、高等学校（数
学）教諭

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952012号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

数学教材のバックグランド

宮崎大学

視聴覚教材を用いて発声の仕組みを再確認しながら、声の
開発という観点からみた効果的発声訓練について考える。
効果的発声指導法と歌唱法実践 さらに、受講者が持参する楽曲の演奏を通して、中学校教 藤本 いく代（教育文化学部准教授）
育における声楽および合唱の望ましい指導法について考え
る。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中学校（音楽）教
諭、高等学校（音
楽）教諭

6,000円

20人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952013号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

中・高等学校の授業において応用できる、近代美術史方法
論にもとづいた美術鑑賞方法について論じる。その際、具
体的な事例としては、宮崎県内の美術館や博物館で実物が
鑑賞できる作品を積極的にとりあげる。したがって、美術で
美術作品を読む―宮崎で鑑賞で は新印象主義、フォーヴィスム、シュルレアリスム及び工芸
石川 千佳子（教育文化学部教授）
きる作品を中心に―
では民具等が中心になる。美術作品に対する発想の転換を
促すような簡単な描画やゲームを交えながら、好き・嫌いや
芸術家の伝記的な知識に終わらない鑑賞経験を形成する
ための手立てを考えていく。主な受講対象者は中学校の美
術教諭とする。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中学校(美術)教
諭、高等学校(美
術)教諭

6,000円

20人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952014号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

生涯スポーツの理論と実技

生涯スポーツの普及・発展は、基本的人権の保障という観
点から重要であるばかりでなく、今日の社会問題への有効
な対処手段として価値を有する。本講義では生涯スポーツ
の実践例の意味を生涯発達心理学の視点から解釈し、生
秦泉寺 尚（教育文化学部准教授）
涯スポーツの社会的機能や法的根拠、歴史や構成要素な
どについて概説する。そして生涯スポーツ普及・発展のため
の学校体育や部活動のあり方を考え、ニュースポーツ系実
技学習の機会を提供する。

教諭

小学校教諭、
中学校（保健体
育）教諭、高等学
校（保健体育）教
諭

6,000円

32人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952015号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

被服素材の理解の方法

近年は合成繊維物による被服が多く、衣生活教育では合成
繊維の性質も理解させることが求められる状況である。しか
し、教材等の素材は殆どが綿使用であり、生産量が多く、将
来的にも増産の可能性が高い合成繊維に関する知識の不 岡村 好美（教育文化学部教授）
足が推測される。本講は、心理的・生理的快適性の基本的
要因である被服素材の理解と、製作における基本的技術の
習得を目的として、実習を主体として実施する。

教諭

小学校教諭、
中学校（家庭）教
諭、高等学校（家
庭）教諭

6,000円

15人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952016号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

宮崎県宮崎市

宮崎県宮崎市

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２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

環境ストレスと植物生産ならびにバイオ燃料生産について，
実際に行われている研究内容をふまえて，以下の項目につ
いて解説を行い今後の問題点や将来方向について考察す
る．
湯淺 高志（農学部教授）
(1)北アフリカの乾燥地域で栽培されるマメ科作物ササゲの
圖師 一文（農学部准教授）
乾燥耐性メカニズムおよび油料作物によるバイオ燃料生産
(2)環境ストレスを利用した野菜の高品質化について：特に，
乾燥・塩ストレスを利用したトマトの食味・機能性成分の向
上とそのメカニズム

宮崎大学

環境ストレスと植物生産

宮崎大学

本講習では、複数の運動領域を取り上げ、各領域において
指導すべき中核的な内容は何かを確認し、それを子どもに
子どもが運動をできるようになる 指導する上で起こっている問題を分析する。そして、この問
三輪 佳見（教育文化学部教授）
ための指導について考える
題解決に向けて、子どもの乳幼児期からの運動発達・運動
経験を把握した上で、指導をどのような課題から始め、どの
ような方法で指導していけるか検討する。

宮崎大学

小中一貫教育の理論と実践

小中一貫教育が県内外の市区町村で進められている。そ
の理論と実践を理解することにより、各学校において推進の
担い手になりうる実践的指導力の基礎を身につけることを
めざす。具体的には、１）小中一貫教育の理論的・実践的基
礎（導入の必要性、実施経緯、カリキュラム編成上の特質な
ど）、２）地域学習を中心とする小中一貫教育の実践、３）外
国語活動・英語を中心とする小中一貫教育の実践、４）小中
一貫教育の史的基盤、について理解する。

宮崎大学

漢字文化表現論

国語科教諭を対象に現代日本における漢字文化について
説明する。また、漢字がどのように発展変化して表現されて
山元 宣宏（教育文化学部講師）
きたのかを伝統的な中国古典資料を読み解くことによって、
その歴史的な背景を解説する。

宮崎大学

私たちはなんらかの形で道徳的な判断を下しながら生きて
いる。人間が社会生活を営むためには「道徳」あるいは「倫
理」を避けて通るわけにはいかない。だが、そうであるとして
も、一方で道徳にまつわる見解には、個人から国家に至る
道徳・倫理の諸相（倫理学入門） まで、さらには地域や時代ごとに、大きな相違がみられる。 柏葉 武秀（教育文化学部准教授）
また他方では、およそ道徳などを意識することもごくまれで
あるように思われる。このような道徳にまつわる二面性を軸
に、いくつかの問題を取り上げていく。そのさい、地理的ある
いは歴史的な道徳観の相違をも考慮に入れてみたい。

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

河原 国男（教育文化学部教授）
助川 晃洋（教育文化学部准教授）
吉村 功太郎（教育文化学部准教授）
アダチ 徹子（教育文化学部准教授）

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

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月20日

教諭

高等学校（農業）
教諭

6,000円

15人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952017号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

35人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952018号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

教諭

小学校教諭、
中学校教諭

6,000円

平成26年4月19日～
40人
平成26年5月16日

平261007952019号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

教諭

小学校教諭、
中学校（国語）教
諭、高等学校（国
語）教諭

6,000円

50人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952020号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952021号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県宮崎市

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月21日

6時間 平成26年8月21日

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中学校（社会）教
諭、高等学校（地
理歴史・公民）教
諭

数学教育の基本的課題

（午前：問題解決）多くの数学の授業において、問題を提示
し、個人解決、集団解決という流れの問題解決型の授業が
行われている。しかし、この問題解決型の授業は、本当に
有効なのだろうか。留意点とともに、その目的、内容、方法、
評価等について再検討する。（担当：添田）
添田 佳伸（教育文化学部教授）
宮崎県宮崎市
（午後：概念形成）数学の学習において理解がよく話題とな 木根 主税（教職大学院教育学研究科准教授）
る。この理解の問題を概念形成と捉え、数学学習における
様々な概念（数概念、図形概念等）の定義と概念形成に関
わる内容について、数学的背景と教授学の立場から講義・
演習する。（担当：木根）

6時間 平成26年8月21日

教諭

中学校（数学）教
諭、高等学校（数
学）教諭

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952022号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

中等理科教育研究

国際理科教育動向調査(TIMSS)，またはOECD・PISAの調
査結果が示す教育課題と新しい理科の教育課程の方向
中山 迅（教育文化学部教授）
性，生徒自身が問題意識を持ち，思考力・判断力・表現力を
山本 智一（教育文化学部准教授）
育成する授業のあり方などについて，講義および概念地図
作成の演習を行う。

6時間 平成26年8月21日

教諭

中学校（理科）教
諭、高等学校等
（理科）教諭

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952023号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

音楽の魅力とそれに結びつく現
場指導

音楽の教材で使われている内容に関して：我々はそれをど
のように理解し、限られた時間で生徒に何を伝えるべき
か？調性について、和音について、音階について検討する
葛西 寛俊（教育文化学部教授）
ことで実際に教科書等で使われている曲をしっかり理解し、
音楽を体験、感じる事を通じて、音楽だけがなしえる事に目
を向け、意味のある授業が出来る事に繋げていきたい。

教諭

小学校教諭、
中学校（音楽）教
諭、高等学校（音
楽）教諭

6,000円

20人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952024号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

立体造形研究

近年、美術の表現題材としてコンピューター等の新領域が
加わり視覚的な表現の幅が広がってきました。一方で、立
体造形における触覚的な表現は、手と脳の関係からみても
非常に重要であり、材料にじかに触れながら自分の手で形
づくる体験は、今後ますます見直されてくると思います。講 大野 匠（教育文化学部講師）
習では、素材と向き合い、制作を楽しみながら自己表現でき
る授業づくりのための指導方法を探るとともに、立体造形教
材を用いた実習を行い、立体表現の実技指導力の向上を
図ります。

教諭

小学校教諭、
中学校（美術）教
諭、高等学校（美
術）教諭

6,000円

15人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952025号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

学校体育・運動部活動における
スポーツ事故防止とその対応

学校体育と運動部活動が子ども達にとって有益であること
は言うまでもありませんが、その活動特性により、事故もしく
は傷害発生のリスクが常に潜在していることも確かです。本
福田 潤（教育文化学部准教授）
講義では、学校体育および運動部活動における事故および
傷害について概説するとともに、その予防法および事後対
応の方法を提供します。

教諭

中学校（保健体
育）教諭、高等学
校（保健体育）教
諭

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952026号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県宮崎市

宮崎県宮崎市

宮崎県宮崎市

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月21日

6時間 平成26年8月21日

6時間 平成26年8月21日
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

中学・高校における家庭科をめぐる今日的な課題を踏まえ，
生徒が自立した生活を送ることができる能力を身につける 堀江 さおり（教育文化学部講師）
家庭科の学習内容・方法を検討していく。

宮崎大学

中学・高校における家庭科の授
業づくり

宮崎大学

国語科の様々な学習において「音読・朗読」は必須の活動
であるが、その方法や効果については十分に検証されてこ
なかった。そのため指導者の感覚による主観的な「音読・朗
〈読むこと〉指導に関連づけた「音
読」活動になりがちであり、指導者・学習者相互の「声の対
読・朗読」の理論と実践ワーク
中村 佳文（教育文化学部准教授）
話」が成されていない場合が多い。本講習では理論的にこう
ショップ
した問題に答えるとともに、「音読・朗読」実践ワークショップ
を行い、〈教室〉で即座に活用できる「声」のあり方をともに
模索したい。

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

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中学校（家庭）教
諭、高等学校（家
庭）教諭

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月22日

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

平成26年4月19日～
15人
平成26年5月16日

平261007952027号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

小学校教諭

6,000円

60人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952028号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

小学校社会科授業の課題

小学校社会科授業実践の基本的な課題を「子どもが考える
ことのできる授業」、「考える力を身につけることのできる授
業」の観点から整理し、新学習指導要領における改訂点、
兒玉 修（教育文化学部教授）
及び、近年の社会科授業論や学習論の動向等をふまえたう
えで、「子どもが考える社会科授業」の構成方法や授業にお
ける指導の在り方について検討する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

35人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952029号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

算数教育の基本的課題

（午前：問題解決）多くの算数の授業において、問題を提示
し、個人解決、集団解決という流れの問題解決型の授業が
行われている。しかし、この問題解決型の授業は、本当に
有効なのだろうか。留意点とともに、その目的、内容、方法、
評価等について再検討する。（担当：添田）
添田 佳伸（教育文化学部教授）
宮崎県宮崎市
（午後：概念形成）算数の学習において理解がよく話題とな 木根 主税（教職大学院教育学研究科准教授）
る。この理解の問題を概念形成と捉え、算数学習における
様々な概念（数概念、図形概念等）の定義と概念形成に関
わる内容について、数学的背景と教授学の立場から講義・
演習する。（担当：木根）

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952030号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

中・高等学校のダンス

小学校の体育で取り扱う内容（領域「ダンス」の基礎・基本）
を踏まえ、学習指導要領解説保健体育編に示された「ダン
ス」の学習内容について確認する。 また、テレビなどでは
めったに見ることのないコンテンポラリー・ダンスを鑑賞・体
高橋 るみ子（教育文化学部准教授）
験し、正解のない課題をグループで創造的・創作的に解決
する活動（創作ダンス）が、スポーツと芸術との境界域で児
童生徒の身体の可能性を拓くだけではなく、コミュニケー
ション能力の育成に資することを理解する。

教諭

中学校（保健体
育）教諭、高等学
校（保健体育）教
諭
及び 中学校体
育（ダンス）との連
携に関心のある
小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952031号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

環境・エネルギー教育学概論

環境及びエネルギー資源に関する教育の指導方法につい
て、教材や資料等を活用し、教育カリキュラムや教材などの
紹介事例を踏まえて教育現場にて即活用ができるよう、実
湯地 敏史（教育文化学部准教授）
践的な講習を行う。講習内では、いろいろな環境やエネル
ギーに対する様々な疑問や課題について質問も受け付け
る。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学校（技術・理
科・社会・家庭）
教諭、高等学校
（工業）教諭

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952032号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

食物領域の教育内容と実践

（1）食に関する基本的事項についての再確認を行うと共
に，思春期の子どもたちの食や健康に関する今日的課題に
ついて知識を深め、新学習指導要領を踏まえての「家庭｣食
物領域における食育のあり方について参加者と共に考え
る。
篠原 久枝（教育文化学部准教授）
（2）食材料の”誤表示”の背景には，私達が”食べ物”を十
分に意識していないことが一因であると考えられる。食べ物
を意識するとはどういうことか，味わうとはどういうことか，日
仏伊における味覚教育の例について実践を踏まえて教授
する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月22日

小学校教諭、中
教諭
学校（家庭）教
栄養教諭
諭、栄養教諭

6,000円

15人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952033号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

前半は、Diagnostic Speech Sampleに含まれる母音・子音等
を中心とした音声特徴を確認・練習する。後半は、強勢・ア
クセント・イントネーション等の韻律特徴の基本に関して使用
英語発音練習帳（「VOA Time
音源の英語による解説を聴きつつ、種々の概念の復習・確
and Tune in English Speech」を用
南 太一郎（教育文化学部准教授）
認及び練習を行う。これらの作業を通じ、現場での英語発
いて）
音の指導に資する講座になることを目指したい。尚、本講習
はこの方面に素養のある教師には既習のごく基礎的内容で
あり、理論よりも実践練習が主となる講習をする。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校（英語）教
諭、高等学校（英
語）教諭

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952034号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

大学理学系、工学系で標準的には２年次に履修する「フー
高校数学と大学数学 － フーリエ リエ級数」について、高校数学の範囲でどこまで理解可能か
穂高 一条（工学教育研究部教授）
級数を題材にして
を検討する。これを題材に、数学教育の円滑な高大接続を
考える。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月22日

教諭

高等学校（数学・
工業）教諭

6,000円

15人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952035号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

1)主に児童思春期領域における精神疾患について、症状・
病態・診断・治療を概説する。また関連した虐待等の諸問題
についての現況を学ぶ。その上で精神障害者の日常生活
における困難さを理解し、学校や家庭での適切な援助につ
児童・思春期のメンタルヘルスと
甲斐 由紀子（医学部教授）
いて、具体的に工夫できる力を養うことを目標とする。
安全管理
武田 龍一郎（安全衛生保健センター教授）
2)医療現場では、安全･安心な医療のため「医療事故の未
然防止活動」を行っている。講習では、それらの経験に基づ
いて教育現場である学校で役立つ「ヒューマンエラー、コミュ
ニケーション、５Ｓ」に注目し安全管理について講義する。

6,000円

60人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952036号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

宮崎県宮崎市

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月22日

6時間 平成26年8月22日
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小学校教諭、
教諭
中学校教諭、
養護教諭 高等学校教諭、
養護教諭

平成２６年度（第２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

小学校教諭、
教諭
中学校教諭、
養護教諭 高等学校教諭、
養護教諭

6,000円

80人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952037号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

学校保健と学校ヘルスプロモー
ション

学校保健においては、養護教諭は児童･生徒の生活を支援
する必要がある。しかし、学校保健の推進にあたっては、他
の学校教職員が学校保健について充分に理解する必要が
ある。さらに、近年ヘルスプロモーションの理念を盛り込ん 竹内 昌平（医学部助教）
だ健康教育の実践が、学校教育全般や児童･生徒の人生 山内 武紀（医学部助教）
において有益とされている。そこで、本講座では養護教諭の
役割を踏まえた学校保健の内容を概説し、学校ヘルスプロ
モーションのあり方について説明する。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月22日

算数教育の基本的課題

（午前：問題解決）多くの算数の授業において、問題を提示
し、個人解決、集団解決という流れの問題解決型の授業が
行われている。しかし、この問題解決型の授業は、本当に
有効なのだろうか。留意点とともに、その目的、内容、方法、
評価等について再検討する。（担当：添田）
添田 佳伸（教育文化学部教授）
宮崎県宮崎市
（午後：概念形成）算数の学習において理解がよく話題とな 木根 主税（教職大学院教育学研究科准教授）
る。この理解の問題を概念形成と捉え、算数学習における
様々な概念（数概念、図形概念等）の定義と概念形成に関
わる内容について、数学的背景と教授学の立場から講義・
演習する。（担当：木根）

6時間 平成26年8月25日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952038号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

「国語」の文法を発見する

教科書に取りあげられている文法事項を、古文の文法も含
めた上で、日本語教育・国語学史・国語史の３つの観点か
ら、再発見することを学びます。講習はグループ学習形態で 塚本 泰造（教育文化学部教授）
行い、暗記の前に興味を持たせ、学習意欲を作り上げるに
はどうしたらよいか、衆知を集めながら進めます。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月25日

教諭

中学校（国語）教
諭、高等学校（国
語）教諭

6,000円

50人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952039号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

化学は物質の学問ですが，目に見えない粒子を理解するに
は科学の基本的な見方や概念を理解することが大切です。
中学校の理科（化学領域を中心 今回は中学校理科の化学領域の内容について実験を交え
中林 健一（教育文化学部准教授）
として）
て解説します。具体的には，物の溶け方，水溶液の性質，
化学変化とイオンなどの単元に関連する内容について考え
ます。また，放射線の性質についても解説します。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月25日

教諭

中学校（理科）教
諭

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952040号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

学習指導要領で、中学校教科「技術・家庭」技術分野におけ
る教育内容の１つとして「情報処理の手順を考え、簡単なプ
ログラムが作成できること」という項目があげられている。本
講習では、文書教材を作成するためのプログラミング言語
文書教材開発のためのプログラ
の活用法の基礎を学ぶ。これまで、プログラミングは経験が 佐野 順一（教育文化学部准教授）
ミング言語の活用法
ないけれども、図を描いたりテキスト処理や文書整形を行う
ためのプログラミング言語に興味と関心があって、これから
学びたいという小・中（技術、数学、理科）・高等学校教諭が
主な受講対象者です。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月25日

教諭

小学校教諭、中
学校(技術･数学・
理科)教諭、
高等学校教諭

6,000円

24人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952041号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

学習指導要領では，生徒が実際に「英語を使う」言語活動を
授業に取り入れることが求められています。英語でメールを
書いたり，英語の資料を読んで自分の考えを述べたり…そ
学習指導要領を踏まえたコミュニ
んな経験が，英語を使うことへの自信や，もっと上手になり
ケーション能力を育成する英語科
アダチ 徹子（教育文化学部准教授）
たいという意欲につながることでしょう。四技能を統合的に
授業
使用し，相手を意識してコミュニケーションをする活動を，授
業の中に増やすにはどうしたらよいでしょうか。アイデアを
分け合い，授業改善の方法について考察します。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月25日

教諭

中学校（英語）教
諭、高等学校（英
語）教諭

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952042号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

家畜の繁殖と栄養

家畜の繁殖生理、とりわけ受精現象と内分泌支配、さらに
は動物の栄養と飼料とについて、最新の知見を含めて分か
りやすく解説する。
芦澤 幸二（農学部教授）
主な受講対象者は高等学校（農業）教諭とするが、生殖や 森田 哲夫（農学部教授）
栄養の事例を多く扱うため、生殖や栄養に興味・関心のあ
る教諭も受講可能。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月25日

教諭

高等学校（農業）
教諭

6,000円

15人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952043号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

化学教育と安全

化学物質の危険予知の基礎となる基礎的な物理および化
学の解説および消防法危険物の分類に従った危険性（爆発
性、引火性、毒性等）、取扱い方法、火災予防、消火方法に 保田 昌秀（工学教育研究部教授）
ついて、実演を交えて解説する。これらの講義によって安全 塩盛 弘一郎（工学教育研究部准教授）
に化学教育を行う方法について講義する。
なお、本講習は化学を担当する教諭向けの内容である。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月25日

教諭

高等学校（理科・
工業）教諭

6,000円

15人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952044号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

算数教育の基本的課題

（午前：問題解決）多くの算数の授業において、問題を提示
し、個人解決、集団解決という流れの問題解決型の授業が
行われている。しかし、この問題解決型の授業は、本当に
有効なのだろうか。留意点とともに、その目的、内容、方法、
評価等について再検討する。（担当：添田）
添田 佳伸（教育文化学部教授）
宮崎県宮崎市
（午後：概念形成）算数の学習において理解がよく話題とな 木根 主税（教職大学院教育学研究科准教授）
る。この理解の問題を概念形成と捉え、算数学習における
様々な概念（数概念、図形概念等）の定義と概念形成に関
わる内容について、数学的背景と教授学の立場から講義・
演習する。（担当：木根）

6時間 平成26年8月26日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952045号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学
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平成２６年度（第２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

6時間 平成26年8月26日

教諭

小学校教諭、
中学校（家庭）教
諭、高等学校（家
庭）教諭

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952046号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

6,000円

50人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952047号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

6,000円

20人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952048号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

6,000円

平成26年4月19日～
70人
平成26年5月16日

平261007952049号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

子どもの学びの視点にたった家
庭科の授業づくり

作って楽しい、食べて楽しいだけで家庭科の授業が終わっ
てしまわないよう、子どもたちが自らの暮らしを見つめられる
場として家庭科の授業を構想します。家庭科における学び 伊波 富久美（教育文化学部准教授）
の過程とはどのようなものか、その視点から授業づくりを考
えます。

古典は生きている

新学習指導要領が開始され、小学校でも古典を行わなけれ
ばならなくなりました。しかし、小学生に、古典に対する興味
を持たせるのは至難の業で、創意・工夫が求められます。そ
れは実は、これまで古典が行われてきた中・高校において 山田 利博（教育文化学部教授）
も大差はなく、古典に対する生徒の興味は概して低いと思
われます。そこで本講習では、｢今に生きる古典｣を窓口に、
古典に対する興味を掻き立てる、一つの工夫を示します。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月26日

教諭

小学校教諭、
中学校（国語）教
諭、高等学校（国
語）教諭

宮崎大学

文学を英語の授業でどう扱うか

中学・高校時代という感性の鋭い時期に、質の高い文学に
触れることの意味は計り知れない。英語の授業に文学を取
り入れることにより、生徒の英語に対する興味は深まるはず 新名 桂子（教育文化学部准教授）
である。無理のないテキストを選び、どのように授業に取り
入れることができるかを考える。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月26日

教諭

中学校（英語）教
諭、高等学校（英
語）教諭

宮崎大学

特別支援学校や特別支援学級において、具体的な指導を
行う際に、把握しておくべき内容について、講習を行う。具
特別支援教育における具体的な 体的には、特別支援教育の基本的な考え方、複数の障が
指導の在り方
いへの対応をはじめとする特別支援学校における教育の考
え方、学習指導要領に即した教育課程等の内容をどのよう
に実践していくかなどについて、講義を行う。

宮崎大学

詩歌教材の学習活動は工夫次第で様々な可能性がある
が、学習者が「親しみ」や「楽しみ」を覚えるにはどのようにし
たらよいであろうか。また〈伝統的な言語文化に関する事
項〉に該当する教材に関しても、「音読」等の方法により適切
詩歌教材と〈伝統的な言語文化
な学習活動が行われているのであろうか。本講座では、こ
に関する事項〉の対話による学習
中村 佳文（教育文化学部准教授）
のような問題意識に応じて、詩歌の持つ「抒情性」や「韻律
活動を考える
性」を意識して授業を構想するにはどのようにしたらよいか
を考えたい。理論的な講義のみならず実践的なワークショッ
プを実施し、受講者全員でともに詩歌の魅力を再認識する
機会としたい。

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学

松田 律子（宮崎県教育庁特別支援教育室副
主幹）
出水 悌二（宮崎県教育庁特別支援教育室指
導主事）

宮崎県宮崎市

特別支援教育に
教諭
従事する教諭、
養護教諭
養護教諭

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月26日

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

60人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952050号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

35人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952051号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

6,000円

平成26年4月19日～
40人
平成26年5月16日

平261007952052号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

6,000円

15人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952053号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

小学校教諭、
教諭
中学校教諭、
養護教諭 高等学校教諭、
養護教諭

6,000円

60人

平成26年4月19日～
平成26年5月16日

平261007952054号

0985-58-7975

http://www.of.miyaz
aki-u.ac.jp/menkyo/

高等学校(商業・
情報関連)教諭

6,000円

30人

平成26年4月1日～
平成26年7月31日

平263060551984号

0985-52-3202

http://www.miyasank
ei-u.ac.jp/

小学校社会科授業の課題

小学校社会科授業実践の基本的な課題を「子どもが考える
ことのできる授業」、「考える力を身につけることのできる授
業」の観点から整理し、新学習指導要領における改訂点、
兒玉 修（教育文化学部教授）
及び、近年の社会科授業論や学習論の動向等をふまえたう
えで、「子どもが考える社会科授業」の構成方法や授業にお
ける指導の在り方について検討する。

対人関係を育むソーシャルスキ
ル教育

本講習では、現代の子どもたちの社会性発達、特に対人関
係の発達に見られるさまざまな問題点を整理しながら、子ど
もの健全育成に欠かせない対人関係のもつ重要性につい
て考えます。そして対人関係につまずきをもつ子どもも含め 佐藤 正二（教育文化学部教授）
て、子どもたち全般の対人関係を良好にする試みの1つで
あるソーシャルスキル教育の実践について触れながら、メン
タルヘルス教育の重要性について理解を深めていきます。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月27日

教諭

幼稚園教諭、
小学校教諭、
中学校教諭

廃棄物と循環型社会

持続的発展のために、資源循環型社会の構築が重要であ
る。本講習では、持続的発展と資源循環型社会との関連を
理解する。さらには、循環型社会と廃棄物問題との関係を
考える。また、循環型社会を支える法的な仕組みおよび技
土手 裕（工学教育研究部教授）
術について理解を深める。循環型社会構築のためには一
般市民の協力が必要不可欠であり、生徒に対して、なぜ循
環型社会が必要であるかを理解させるために必要な知識・
考え方を学ぶ。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月27日

教諭

高等学校（理科・
工業）教諭

生徒指導・学校安全の理論と実
践

子どもを取り巻く環境は大きく変化し、生徒指導・学校安全
のあり方も児童生徒や保護者、地域の実態に応じた適切な
対応が求められている。そこで、生徒指導・学校安全に関す
る理論について認識を深めるとともに、講義や協議、演習等 外山 宏幸（宮崎県教育庁学校政策課生徒指
を通して、生徒指導・学校安全の現状と課題をもとにした具 導・安全担当主幹）
体的な対応のあり方や指導方法について実践力を高め、今
後の生徒指導や学校安全への取組にどのように生かして
いくか考える。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月27日

受講に際しての情報技術(moodle)修得と情報教育論(1h)，
経営戦略論・経営組織論(1h)，生産管理論(1h)の基礎およ
び最新理論に対する講義を踏まえ，宮崎市において操業し
眞嶋一郎(経営学部教授)
ている製造メーカーを対象に企業視察(3h)を実施いたしま
白石敬晶(経営学部教授)
す。今日の企業経営における情報教育論をはじめとする諸
柚原知明(経営学部教授)
理論と企業視察を中心に講習を行います。尚，企業視察に
向けた送迎については，宮崎産業経営大学よりバスを手配
いたします。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月18日

宮崎産業経営大 経営講座(情報教育論，生産管
学
理論，経営戦略論など)

受講料 受講人数
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教諭

平成２６年度（第２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

「なぜこんなモノを買ってしまったんだろう？」と感じたことは
ありませんか。そこには売り手の見えない仕掛け（マーケ
ティング戦略）が隠されているのです。その見えない技を磨
くためには、机上の理論や情報だけでは不可能です。あな
思わず買わせてしまう仕掛けづく
宮崎産業経営大
たが泳げるようになった瞬間を思い出して下さい。儲ける能 日高光宣（経営学部教授）
り～マーケティングの理論と実践
学
力を身につけるためには、あなた自身が元々持っている自 田中賢一（経営学部准教授）
～
分らしさの力を引き出すことから始まります。本講座では、
マーケティングの基本的理論の伝授、グループワーク、小売
業の視察といった盛りだくさんのプログラムをダイナミックに
組合せました。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月19日

教諭

高等学校(商業・
情報関連)教諭

6,000円

30人

平成26年4月1日～
平成26年7月31日

平263060551985号

0985-52-3202

http://www.miyasank
ei-u.ac.jp/

宮崎産業経営大
IFRS＋ICT時代の会計情報論
学

現在、高等学校における簿記・会計の講義は、資格試験に
向けた技術的な学習に偏りがちです。しかしながら、IFRS時
代、ICT時代に有意義な学生を育成するためには、技術的
浅井重和（経営学部教授）
な学習だけではなく、その前後にある基本的思考の理解や
森田英二（経営学部准教授）
データ活用能力の向上を欠かすことはできません。そこで、
出山実 （経営学部講師）
本講座では、IFRSに向けた現代会計の変容プロセスと、会
計情報の活用を体験できるビジネスゲーム実習を行い、新
しい会計学・経営情報論の教授方法を探ります。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月20日

教諭

高等学校(商業・
情報関連)教諭

6,000円

30人

平成26年4月1日～
平成26年7月31日

平263060551986号

0985-52-3202

http://www.miyasank
ei-u.ac.jp/

宮崎産業経営大 地域観光戦略～マーケティング
学
シートを通じた分析～

観光は地域経済への波及効果が大きいことから、全国各
地で観光客誘致のための積極的な取り組みが行われてお
ります。そのため、数多くの観光地（選択肢）の中で、自分た
ちの地域が選ばれるためには、地域の観光資源を「観光商 田中賢一（経営学部准教授）
品」に組み込み、市場に対して戦略的にマーケティング活動 墨昌芳（経営学部講師）
を行うことが不可欠です。そこで、本講座では、観光マーケ
ティングの基礎理論を学んだ後、宮崎県に観光客を誘致す
るための戦略を考えていきます。

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月21日

教諭

高等学校(商業・
情報関連)教諭

6,000円

30人

平成26年4月1日～
平成26年7月31日

平263060551987号

0985-52-3202

http://www.miyasank
ei-u.ac.jp/

教諭

小学校教諭、中
学校社会科教
諭、高等学校公
民科教諭

6,000円

60人

平成26年4月1日～
平成26年7月31日

平263060551988号

0985-52-3202

http://www.miyasank
ei-u.ac.jp/

教諭

小学校教諭、中
学校（社会科・理
科）教諭、高等学
校（地理歴史・公
民・理科）教諭

6,000円

60人

平成26年4月1日～
平成26年7月31日

平263060551989号

0985-52-3202

http://www.miyasank
ei-u.ac.jp/

教諭

小学校教諭、中
学校社会科教
諭、高等学校公
民科教諭

6,000円

60人

平成26年4月1日～
平成26年7月31日

平263060551990号

0985-52-3202

http://www.miyasank
ei-u.ac.jp/

教諭

中学校社会科教
諭及び高等学校
（公民科、商業
科）教諭

6,000円

60人

平成26年4月1日～
平成26年7月31日

平263060551991号

0985-52-3202

http://www.miyasank
ei-u.ac.jp/

18,000円

50人

平成26年4月23日～
平成26年7月23日

平263060851043号

099-812-8503

http://www.shigakuk
an.ac.jp

6,000円

30人

平成26年4月23日～
平成26年7月24日

平263060851044号

099-812-8503

http://www.shigakuk
an.ac.jp

6,000円

平成26年4月23日～
30人
平成26年7月25日

平263060851045号

099-812-8503

http://www.shigakuk
an.ac.jp

法的教養とは、「市民として法に関わる為の基本的な能
力・資質」を意味します。しかし、市民として法に関わる為
に、どのような問いが発せられるのでしょうか。この取り組み
今出敏彦(法学部准教授)
宮崎産業経営大 法的教養とは何か－問いから始 に予め正解はありません。ただ、「幸福、正義、公正」をどの
青木誠弘(法学部講師)
学
める法教育
ように実践するかという具体的な問いを明らかにすること
雨宮敬博(法学部講師)
で、生徒をこの問いかけの渦に巻き込むことが、法教育の
役割であると思います。本講座では、「問いかけから始まる
法教育」の多様な切り口を受講者に投げ掛ける予定です。

宮崎の地理と歴史を教えるため
宮崎産業経営大 に
学
～地理情報の活用・「日向神話」
と宮崎の歴史～

地理情報は地理の重要な手法になっています。そこで一
般的な地理情報についての知識とその情報処理実習を行
い、授業で活用できるように指導します。また宮崎は「神話 柴田博子(法学部教授)
のふるさと」といいますが、いわゆる「日向神話」は『古事記』 福本拓(法学部講師)
『日本書紀』に書いてあります。これらの歴史書から分かる
ことと、博物館展示を通して実際の宮崎の歴史を学びます。

価値観が多様化し複雑化する現代、「法化する社会」が議
論されています。学校事故や家庭内暴力による児童虐待等
矢鋪渉(法学部教授)
宮崎産業経営大 子どもを巡る法状況−学校で始め の問題が発生し、子どもを巡る法的な対応が求められてい
今出敏彦(法学部准教授)
学
る法教育
ます。本講座では、学校での様々な事例を具体的に捉える
明石真昭(法学部講師)
民法を軸として、学校における法教育の可能性と意義を探
ります。
宮崎産業経営大 社会でより良く働くために−法教
学
育のすすめ

志學館大学

志學館大学

志學館大学

市民として法に関わる為の基本的な能力・資質を育成す
る法教育の取り組みについて、本講座では労働法、社会保
今出敏彦(法学部准教授)
障法、哲学の観点から、法の役割と意義について学び、労
廣田久美子(法学部講師)
働基準監督署見学を通じて、複雑な現代社会において生き
る力を育む法教育の魅力を紹介します。

宮崎県宮崎市

宮崎県宮崎市

宮崎県宮崎市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月18日

6時間 平成26年8月19日

6時間 平成26年8月20日

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月21日

鹿児島県鹿児
島市

平成26年8月6日～
18時間
平成26年8月8日

歴史研究の現在

日本史と世界史、それぞれの立場から歴史を論ずる。日本
史については、世界史との関連を重視し、システム論として
捉えたうえで、特に薩摩という地域と世界との結びつきにつ 原口 泉（人間関係学部教授)
いて考える。世界史については、グローバル・ヒストリーなど 溝上 宏美（人間関係学部講師)
近年の新しい潮流について紹介し、時代による歴史のとら
え方の変化の問題について検討する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月7日

ICTを利用した英語教育
～デジタル教科書を中心に～

本講習は、デジタル教科書を中心に、ICTを利用した英語教
育について理解を深めることを目的としています。デジタル
教科書の特徴や利用現況について学習するとともに、実際
にデジタル教科書を利用して、その効果的な活用方法につ 入江 公啓（人間関係学部准教授)
いて考察します。電子黒板やタブレットなどの利用について
も学習します。また、CALL、CMS、反転授業などICTを利用
した教育の最新状況についても理解を深めます。

鹿児島県鹿児
島市

適応上の困難を示す生徒への支援を含め、学校教育場面
に資すると考えられるさまざまな心理学的アプローチがあ
る。本講習では、対象となる生徒の捉え方と直接的支援の
学校現場で役立つ心理学の基礎 あり方、集団を介した支援、家族に対する支援、また教師へ
の支援など、多様な視点を紹介しながら、現場で適用可能
な技法や関わり方、及びこれらを支える理論的背景などに
ついて、講義や演習を通じて学ぶ。

片平
神薗
鈴木
大島
野上
石井

眞理（人間関係学部教授)
紀幸（人間関係学部准教授)
雄清（人間関係学部准教授)
英世（人間関係学部講師)
真（人間関係学部講師)
佳世（人間関係学部講師)

6時間 平成26年8月8日
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対象職種 主な受講対象者

小学校教諭、中
教諭
学校教諭、高等
養護教諭 学校教諭、養護
教諭

教諭

中学校教諭(社
会）、高等学校教
諭（地歴）

教諭

中学校教諭（英
語）、高等学校教
諭（英語）

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年度（第２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

志學館大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

本講座では、適応支援の指導法となり得る音楽療法の手法
を脳科学との関連に基づいて考えていく。
前半では、音楽療法と脳科学（心と脳）との関連に基づき、
適応支援教育（特別支援教育を含む）に音楽療法の手法を
適応支援に向けた指導法
用いることの意義と効果について理論的背景を中心に講じ
～音楽療法と脳科学との関連に
野浪 俊子（人間関係学部准教授)
る。
基づいて～
後半は、適応支援教育（特別支援教育を含む）に音楽療法
の手法を活かしていくことにより、どのように心と脳に良き影
響を与えていくのかという実践的方法について演習を交え
ながら講じる。

講習の開催地

時間数

講習の期間

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月7日

6時間 平成26年8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

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教諭 校教諭，養護教
諭

6,000円

50人

平成26年4月23日～
平成26年7月24日

平263060851046号

099-812-8503

http://www.shigakuk
an.ac.jp

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月23日～
平成26年7月25日

平263060851047号

099-812-8503

http://www.shigakuk
an.ac.jp

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

12,000円

25人

平成26年4月23日～
平成26年7月25日

平263060851048号

099-812-8503

http://www.shigakuk
an.ac.jp

子どもの発達と保育・教育

幼児期の子どもの生活や遊びを心理学や発達理論の視点
から整理し、対応の方法等について解説し、幼児の「仲間」
の形成過程について理解するとともに、社会性の発達を促
す教師の指導・援助について考える。また、“心の一冊”等
を演じることを通して、保育内容「言葉」の領域の課題を考
え、アプローチカリキュラムやスタートカリキュラム、生活科
を通しての幼小連携について解説し、保幼小連携の在り方
を考える。

小津
坪井
平嶋
松﨑

草太郎（鹿児島女子短期大学講師)
敏純（鹿児島女子短期大学教授)
慶子（鹿児島女子短期大学准教授)
康弘（鹿児島女子短期大学准教授)

鹿児島県鹿児
島市

志學館大学

生き生きとした表現活動の指導
法について

ここでは、様々な表現活動を通して豊かな感性や創造性を
培うことを目的とする「領域：表現」について①音楽表現で
は、幼児の実態をふまえた効果的な歌唱援助のあり方②絵
画表現では、基礎的知識をふまえた水彩絵具を用いた指導
法③造形表現では、土粘土による実験制作を通した触覚に
よる立体造形と教材としての取り扱い方④身体表現では、
歌遊びや身近な素材から始め、幼児自身の自発的な身体
表現へ導く指導法のあり方等を考察する。

新村
松下
井上
小松

元植（鹿児島女子短期大学教授)
茉莉香（鹿児島女子短期大学助教)
周一郎（鹿児島女子短期大学准教授)
惠理子（鹿児島女子短期大学教授)

鹿児島県鹿児
島市

志學館大学

各世代別に見た発症因・誘因について述べ、各疾患に特有
な症状を解説し、病態からみた生命危機状態（飢餓状態、
各世代における摂食障害の病
電解質異常、肥満など)の問題について解説する。次いで病
因・病態の特徴と問題点、指導・
野添 新一（大学院心理臨床学研究科教授)
因・病態から見た指導や治療への動機付けについて、カウ
治療への動機付けについて
ンセリングや家族の協力を得ながらの対処法、さらに通院
治療、入院治療、救急入院の判断について解説する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月19日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年8月5日

平263060851049号

099-812-8503

http://www.shigakuk
an.ac.jp

地域の食材利用～鹿児島のス
ローフード～

鹿児島は全国的に見ても、長寿県の一つである。その理由
の一つとして、県の基幹農作物であるサツマイモおよび魚
介類の食材としての組み合わせが考えられる。そこで、今後
山﨑 歌織（鹿児島女子短期大学准教授)
の地域食材としての利用促進を目的とし、まず鰹節を主材
住澤 知之（鹿児島女子短期大学教授)
料に用いて調理実習を行い、鰹節の味を味わうとともに、鰹
吉元 誠（鹿児島女子短期大学教授)
出汁摂取により期待できる健康効果について解説する。次
に、サツマイモと魚の組み合わせによる健康、老化防止、長
寿への関与について、機能性成分の観点から解説する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月5日

栄養教諭 栄養教諭

6,000円

32人

平成26年4月23日～
平成26年7月22日

平263060851050号

099-812-8503

http://www.shigakuk
an.ac.jp

教育方法の変遷

近現代の教育機関において、どのような教育方法が用いら
れてきたかを紹介し、かつ検討することで、今日における教
育方法への示唆を得る。具体的には、教育史研究において
明らかにされた近現代の教育理念、それに基づく実践の変
有松 しづよ（人間関係学部講師)
遷を、事例を取り上げつつ、解説する。その際、各教育方法
が出現するに至った背景やどのような効果が得られたのか
についても詳細に見ていく。そのうえで、今求められる教育
方法がどのようなものかを考える。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月6日

航空機の歴史と新鋭機の動向

飛行機及びヘリコプタの歴史についてビデオを交えて解説
すると共に、最近の新鋭機の動向について講義を行う。ま 中村愼悟（工学部教授）
た、飛行機が飛ぶ物理的な理由とそれを理論化する手法 酒井謙二（工学部教授）
(揚力線理論)について解説すると共に、飛行機の安定性に
ついて講義を行う。

鹿児島県霧島
市

社会基盤の建設技術

建設事業は、社会資本整備に欠かすことのできない基幹産
業であるが、公共事業の削減等にともなって若者の建設事
業離れが深刻である。職業観や勤労観の涵養を図る中学・
高校におけるキャリア教育の資料提供のために土木工学と
社会との関わりについて解説する。更に新しい技術紹介や
トピックスの講義も行う。

環境浄化技術

海洋における赤潮発生の問題や地球温暖化による北極圏
の氷河後退などはグローバルな課題である。これらを解決
するリモートセンシング等の先端技術について紹介する。ま
羽野 暁（工学部助教）
た、身近な課題に関しては、自然環境との共生が志向され
田中龍児（工学部准教授）
ている公共事業における緑地環境整備の考え方を解説し、
吉田清司（工学部教授）
その実践事例を紹介する。さらに、河川汚濁水の処理技術
や技術開発に伴うトピック的な派生技術についても紹介す
る。

志學館大学

志學館大学

志學館大学

第一工業大学

第一工業大学

第一工業大学

徳山ミョーキン（工学部教授）
礒貝 滋（工学部教授）
岡林 巧（工学部教授）
難波礼治（工学部講師）

12時間

平成26年8月9日～
平成26年8月10日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月23日～
平成26年7月23日

平263060851051号

099-812-8503

http://www.shigakuk
an.ac.jp

6時間 平成26年8月1日

教諭

中学校「理科」
「技術」教諭，高
等学校「理科」
「工業」教諭

6,000円

30人

平成26年3月16日～
平成26年5月31日

平263060952352号

0995-45-0640

http://www.daiichikoudai.ac.jp/

鹿児島県霧島
市

6時間 平成26年8月4日

教諭

中学校「技術」教
諭，高等学校「工
業」教諭

6,000円

10人

平成26年3月16日～
平成26年5月31日

平263060952353号

0995-45-0640

http://www.daiichikoudai.ac.jp/

鹿児島県霧島
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校「技術」教
諭，高等学校「工
業」教諭

6,000円

10人

平成26年3月16日～
平成26年5月31日

平263060952354号

0995-45-0640

http://www.daiichikoudai.ac.jp/
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

1981年(昭和56年)、我が国の耐震規定は大地震を前提とし
た新耐震基準へと法体系が大きく変わった。その後も、地震
被害や耐震偽装事件を教訓に法体系はますます精緻を極
め、対「地震デバイス」も高度化を続けている。この様に進
福島順一（工学部教授）
歩の激しい耐震技術の「今」を、①～③の切り口で分かり易
古田智基（工学部教授）
く講義する。
位田達哉（工学部講師）
①耐震設計技術・耐震診断技術の「今」を知る。
②制震技術・免震技術の最前線を知る。
③スクラップ&ビルドからストックの時代へ。建築材料・改修
技術の最前線を知る。

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

鹿児島県霧島
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校「技術」、
高等学校「工業」
教諭

6,000円

30人

平成26年3月16日～
平成26年5月31日

平263060952355号

0995-45-0640

http://www.daiichikoudai.ac.jp/

第一工業大学

近年におけるまちづくりは、「環境、景観、歴史・文化、福
祉、中心市街地の再生等」多様に展開され、住民や専門家
の参加、ＮＰＯや行政等の関係主体と協働などが全国的に
西嶋啓一郎（工学部教授）
新しい建築技術の動向（新しいま 行われている。まちづくりは建築と密接な関係があり、建築
河原洋子（工学部准教授）
ちづくり）
専門家として知っておくべき様々な事項がある。ここでは、
根本修平（工学部講師）
近年のまちづくりに関するキーワードを押さえながら、基本
事項を説明する。①水と緑のまちづくり、②歴史と文化のま
ちづくり、③福祉のまちづくり

鹿児島県霧島
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校「技術」、
高等学校「工業」
教諭

6,000円

30人

平成26年3月16日～
平成26年5月31日

平263060952356号

0995-45-0640

http://www.daiichikoudai.ac.jp/

第一工業大学

化石燃料を主体とした現代の機械技術の見直しは、世界的
な緊急課題となっている。地球温暖化の原因と現状及び省
エネルギー、脱エネルギー技術の動向を紹介し、その中で
低炭素社会における次世代自動 用いられる自動車技術に注目する。自動車は「走る機械」か 板倉 朗（工学部准教授）
車
ら、安全・環境・快適をカバーする「電子・情報機器」へと変 仮屋孝二（工学部講師）
貌をとげつつある。本講習では、自動車工学を支えている
運動機構、動力伝達、熱エネルギーの基礎を学習するとと
もに自動車における電子化と新世代技術などを紹介する。

鹿児島県霧島
市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校「理科」
「技術」教諭，高
等学校「理科」
「工業」教諭

6,000円

20人

平成26年3月16日～
平成26年5月31日

平263060952357号

0995-45-0640

http://www.daiichikoudai.ac.jp/

第一工業大学

近年、多くの商品の商品寿命が以前の約半分ほどに変化し
てきているが、この大きな要因としてインターネットに代表さ
れる情報化社会の進展が考えられる。本講義ではこの観点
情報化社会の進展と産業構造の から、情報技術の進展と産業の関係について述べる。特に 當金一郎（工学部教授）
変革
重要なのは、「技術」や「製品」、「市場」といった「経済を取り 山田猛矢（工学部講師）
巻く」要素における「スピード」に対する意識の変化であり、
「利益＝価値」を生み出す為に産業構造が垂直統合型から
水平分業型となってきている現状とその要因を解説する。

鹿児島県霧島
市

6時間 平成26年8月25日

教諭

中学校「技術」教
諭，高等学校「工
業」教諭

6,000円

10人

平成26年3月16日～
平成26年5月31日

平263060952358号

0995-45-0640

http://www.daiichikoudai.ac.jp/

沖縄県宮古島
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭、中
学校国語科教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県石垣市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭、中
学校国語科教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252825号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

第一工業大学

新しい建築技術の動向（耐震技
術等について）

琉球大学

琉球大学

現代日本語の文法体系（文のしくみ、単語のしくみ）につい
日本語の文のしくみと単語のしく
て、現代の日本語学の観点から講義を行い、小学校、中学 村上三寿（法文学部教授）
み 日本語文法指導のあり方
校における国語科の授業の進め方について行う。
現代日本語の文法体系（文のしくみ、単語のしくみ）につい
日本語の文のしくみと単語のしく
て、現代の日本語学の観点から講義を行い、小学校、中学 村上三寿（法文学部教授）
み 日本語文法指導のあり方
校における国語科の授業の進め方について行う。
講義前半においては、労働法がどのようなものなのか、民
間企業における労働契約及び公務員の任用関係につい
て、必要に応じて教育職公務員の特殊性にも触れつつ入門
労働法の基礎知識と就職後のト
的な話をする。後半は、近時話題となっているブラック企業 戸谷義治（法文学部准教授）
ラブル対策
問題をはじめとして生徒が就職後に遭遇しうる職場のトラブ
ルを念頭に置き、労働組合や労働関係行政機関の役割を
中心に労働紛争解決手段について解説する。

平261008252823号
平261008252824号

沖縄県宮古島
市

6時間 平成26年7月24日

教諭

社会科・公民科
担当の教諭、高
等学校において
進路指導を担当
する教諭

琉球大学

沖縄の経済

戦前や復帰前の沖縄経済の特徴を概説し、なぜ沖縄が多く
の移民を出したのか等について講義する。また戦後の基地
経済の姿について学習し、なぜ沖縄中南部に人口や産業 大城郁寛（法文学部教授）
が集積したのか講義する。復帰後40年続いた沖縄振興開
発事業が沖縄経済をどのように変えたのか講義する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月20日

教諭

中学校・高校の
社会科教諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252826号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

『グローバル・クラスルーム〜教室と地球をつなぐアクティビ
ティ教材集』（明石書店）からいくつかのアクティビティを選
グローバル・クラスルーム〜教室
び、実際に体験する事により、世界志向・生徒中心のグロー 星野英一（法文学部教授）
と地球をつなぐアクティビティ〜
バル教育について理解を深め、授業への導入法について
考える。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月18日

教諭

小学校教諭、中
学校社会担当教
諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252827号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

「戦争と平和」に関する諸問題を扱う。具体的には、「戦争を
防ぎ平和を達成するためには、どうすればよいか？」という
現代国際関係の諸問題とその分 命題に対して、国際関係論が提示してきたさまざまな「アイ
金成浩（法文学部教授）
析
デア」を紹介する。また、冷戦後の世界秩序の変容、東アジ
アの国際関係についても具体的な話をまじえながら、解説
する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校教諭、中
学校（社会）教
諭、高等学校（地
歴・公民）教諭

7,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252828号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月19日

7,000円

12人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252829号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球大学

プレイバックシアター(心理即興
劇)

プレイバックシアターは、批判なく人の話に耳を傾けたり、集
団の中で自発的に行動できたり、心を大きく開いて他人とつ
ながり関わる目的で行われる。この講習では、プレイバック
シアターをまったく経験したことのない人を念頭に置きなが
水野良也（法文学部教授）
ら、実際に無理なく楽しく体験してみることを通して、指導者
としての児童生徒に対する感受性や洞察力、言語に頼らぬ
身体を使ったコミュニケーション力や表現力、成熟した人間
的基盤の涵養などにつながることを目指す。
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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

担当講師

講習の開催地

地域に根ざした国際理解教育
（沖縄本島編）

アメラジアンスクール・イン・オキナワの見学、講義、ワーク
ショップを通じて、受講生が接している児童生徒の学年や関
心に応じた国際理解教育の可能性を探り、受講生が実際に
野入直美（法文学部准教授）
企画・実施する上で役立つ実践的な授業を提供する。口頭
試問では他の受講生が生徒役になり、相互に学び合ってよ
りよい授業実践をサポートする。

沖縄県中頭郡
西原町

平成26年8月14日～平
12時間
成26年8月15日

琉球大学

地域に根ざした国際理解教育
（宮古島編）

この授業では、地域に根ざした国際理解教育の主旨と方法
について学ぶ。宮古島で開講することのメリットを最大限に
生かして、台湾との結びつきという視点から見えてくる地域
の歴史と現在について授業し、実際にその現場を見て歩く
フィールドワークを取り入れる。台湾系住民が経営する商店 野入直美（法文学部准教授）
などを訪問し、地域ならではの学びを企画するための手法
を伝授する。２日目は、受講生による模擬授業とワーク
ショップを行い、成績判定の資料とするとともに、受講生どう
しの学び合いを促す。

沖縄県宮古島
市

平成26年8月25日～平
12時間
成26年8月26日

琉球大学

子どもは「小さな大人」ではありません。大人とは「違う世界」
に生き、大人とは違った形で物事を受けとめ、物事と関わっ
ています。この講習では、現実に子どもを観察すれば多くの
子どものとらえ方１－７歳までの
人が納得できるような形で、子どものより適切なとらえ方と 寺石悦章（法文学部教授）
子育て－
その有効性を提示します。生徒指導などを行う際に踏まえ
ておく事柄として、教諭・養護教諭・栄養教諭それぞれの立
場で学校現場で子どもと対峙するときに役立つ内容です。

沖縄県中頭郡
西原町

琉球大学

子どもは「小さな大人」ではありません。大人とは「違う世界」
に生き、大人とは違った形で物事を受けとめ、物事と関わっ
ています。この講習では、現実に子どもを観察すれば多くの
子どものとらえ方１－７歳までの
人が納得できるような形で、子どものより適切なとらえ方と 寺石悦章（法文学部教授）
子育て－
その有効性を提示します。生徒指導などを行う際に踏まえ
ておく事柄として、教諭・養護教諭・栄養教諭それぞれの立
場で学校現場で子どもと対峙するときに役立つ内容です。

沖縄県中頭郡
西原町

琉球大学

どんなに思考力があっても「やろう」という意欲がわかなけ
れば何もできません。また思いやりの気持ちがなければ、
せっかくの思考力も自分の勝手にしか使われません。強い
意志と豊かな感情を備えることによって初めて、思考力を十
子どものとらえ方２－本当の「学
二分に生かすことができます。この講習では、こんな視点か 寺石悦章（法文学部教授）
ぶ力」とは－
ら思考・感情・意志について学びます。生徒指導などを行う
際に踏まえておく事柄として、教諭・養護教諭・栄養教諭そ
れぞれの立場で学校現場で子どもと対峙するときに役立つ
内容です。

沖縄県中頭郡
西原町

琉球大学

どんなに思考力があっても「やろう」という意欲がわかなけ
れば何もできません。また思いやりの気持ちがなければ、
せっかくの思考力も自分の勝手にしか使われません。強い
意志と豊かな感情を備えることによって初めて、思考力を十
子どものとらえ方２－本当の「学
二分に生かすことができます。この講習では、こんな視点か 寺石悦章（法文学部教授）
ぶ力」とは－
ら思考・感情・意志について学びます。生徒指導などを行う
際に踏まえておく事柄として、教諭・養護教諭・栄養教諭そ
れぞれの立場で学校現場で子どもと対峙するときに役立つ
内容です。

琉球大学

子どものとらえ方３－シュタイ
ナー教育入門－

世界中に広がり、各地で高い評価を受けているシュタイナー
学校。（世界に約１０００校ある。）テストもない、成績もない。
遊んでばかりいるようで、しっかり学力がついているというユ
ニークな学校です。この講習ではシュタイナー教育の根底に
ある見方・考え方や人間観を基本に、子どものとらえ方な
寺石悦章（法文学部教授）
ど、そのもっとも基本となる部分を紹介します。シュタイナー
教育に基づいた子どものとらえ方は、教諭・養護教諭・栄養
教諭それぞれの立場で教育を実践する際の、基本的な考え
方を確立する上でも有効なものです。

琉球大学

主に小中学校・高等学校における学校教育との関わりの中
で博物館の諸機能を整理し、今日の博物館の現状と教育プ
博物館で学ぼう－学校教育にお
ログラムを理解する。さらに博物館を活用した学校教育のあ 後藤雅彦（法文学部准教授）
ける博物館の利用
り方について、全国や沖縄の事例をふまえ、博物館の実践
的な利用方法と今後の課題を講義する。

琉球大学

琉球大学

講習の名称

ことばの指導としての沖縄方言
教育

講習の概要

昭和22年指導要領で「方言やなまりをなおして、標準語に近
づけるようにする」としたが、43年指導要領では「共通語と方
言とで違いがあることを理解し、必要なばあいには共通語で
話す」と説く。43年以降の教科書には「方言には土地土地の
狩俣繁久（法文学部教授）
風土になじんだいいことばがたくさんあるのです。無理にや
めてしまう必要はない（日書）」とある。方言と標準語の教育
を共存させながら言語教育として方言指導を具体的に考え
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

教諭

地域教材、国際
理解教育、参加
型学習に関心を
もつ教諭

14,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252830号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

地域教材、国際
理解教育、参加
型学習に関心を
もつ教諭

14,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252831号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成26年7月20日

教諭
幼稚園教諭、小
養護教諭 学校教諭、養護
栄養教諭 教諭、栄養教諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252832号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成26年7月26日

教諭
幼稚園教諭、小
養護教諭 学校教諭、養護
栄養教諭 教諭、栄養教諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252833号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成26年8月7日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教諭
校教諭、養護教
栄養教諭
諭、栄養教諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252834号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月11日

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、中学
養護教諭
校教諭、養護教
栄養教諭
諭、栄養教諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252835号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月12日

教諭
小学校教諭、中
養護教諭 学校教諭、養護
栄養教諭 教諭、栄養教諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252836号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月26日

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月11日

239 / 264 ページ

教諭

小・中・高等学校
教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252837号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

小学校教諭、中
学校国語・高等
学校国語担当教
諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252838号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

平成２６年度（第２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

入門期のかな文字指導

小学校入学以前にかな文字４７文字を習得している児童で
も入学後に復習を兼ねながら体系的な指導を行って幼児的
発音の残る児童の発音指導が可能である。体系的なかな
文字指導は高学年のローマ字教育の基礎となる。仮名文字
狩俣繁久（法文学部教授）
の体系の指導は、日本語の持つ体系性に児童の目を開か
せ、言葉への関心を喚起させる。体系的なかな文字指導が
文字としての性質の違う漢字の体系的な指導の方法の基
礎となることを仮名文字指導とともに考える。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月30日

教諭

幼稚園、小学校
教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252839号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

入門期のかな文字指導

小学校入学以前にかな文字４７文字を習得している児童で
も入学後に復習を兼ねながら体系的な指導を行って幼児的
発音の残る児童の発音指導が可能である。体系的なかな
文字指導は高学年のローマ字教育の基礎となる。仮名文字
狩俣繁久（法文学部教授）
の体系の指導は、日本語の持つ体系性に児童の目を開か
せ、言葉への関心を喚起させる。体系的なかな文字指導が
文字としての性質の違う漢字の体系的な指導の方法の基
礎となることを仮名文字指導とともに考える。

沖縄県宮古島
市

6時間 平成26年7月20日

教諭

幼稚園、小学校
教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252840号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

入門期のかな文字指導

小学校入学以前にかな文字４７文字を習得している児童で
も入学後に復習を兼ねながら体系的な指導を行って幼児的
発音の残る児童の発音指導が可能である。体系的なかな
文字指導は高学年のローマ字教育の基礎となる。仮名文字
狩俣繁久（法文学部教授）
の体系の指導は、日本語の持つ体系性に児童の目を開か
せ、言葉への関心を喚起させる。体系的なかな文字指導が
文字としての性質の違う漢字の体系的な指導の方法の基
礎となることを仮名文字指導とともに考える。

沖縄県石垣市

6時間 平成26年8月3日

教諭

幼稚園、小学校
教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252841号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

ことばの指導としての宮古方言
教育

昭和22年指導要領で「方言やなまりをなおして、標準語に近
づけるようにする」としたが、43年指導要領では「共通語と方
言とで違いがあることを理解し、必要なばあいには共通語で
話す」と説く。43年以降の教科書には「方言には土地土地の
狩俣繁久（法文学部教授）
風土になじんだいいことばがたくさんあるのです。無理にや
めてしまう必要はない（日書）」とある。方言と標準語の教育
を共存させながら言語教育として方言指導を具体的に考え
る。

沖縄県宮古島
市

6時間 平成26年7月21日

教諭

小学校教諭、中
学校国語、高等
学校国語担当教
諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252842号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

小中高を通して英語力を伸ばしていくためのコミュニケー
ション活動について、その種類や特性、可能性を、実際にア
英語コミュニケーションを促進す クティビティを行なったり、考えたりしながら体感してもらう。
る活動と教材～小中高の連携を 講義は有効な教材を作成する視点や、学習者を時系列でと 東矢光代（法文学部教授）
意識して～
らえる枠組みについて行ない、その内容理解を元に、自他
のアクティビティ（持ち寄ってプレゼンテーション）を分析・評
価してもらう。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月20日

教諭

小学校の英語担
当者および中高
の英語担当教諭

7,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252843号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

英語スピーチの基礎と応用

西洋の歴史と伝統に根ざしたパブリック・スピーキングの基
本を学び、効果的な英語スピーチの作成と発表に必要なス
キルを学ぶ。そのスキルを英語授業に応用し、生徒達が自 宮平勝行（法文学部教授）
信をもって建設的に相手と英語で対話できるようなスピーキ
ング能力の向上のための教授法について考える。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月16日

教諭

中・高等学校英
語担当教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252844号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

魅力ある授業のデザインと展開
～タスク中心の授業とその課題
～

タスク中心の教授法(TBL)を中心に概観し、その理論的背
景や学習効果を実際の授業の設計と実践を体験し、その課
題について考察する。講義ではTBLの理論に関しての講義
と参加者が日々行っている授業（Reading・Writing）のシェア
リングを話し合い、各々の経験やお勧めのタスクについて情 呉屋英樹（法文学部講師）
報交換を行う。また講義内容を活かし、実際のタスクを作
成、発表、分析、評価する。本講習を通じ更なる授業力の向
上と、学習者を引きつける魅力的な授業（Reading・Writing）
の展開につなげてもらいたい。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月2日

教諭

小・中・高の英語
担当教諭

7,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252845号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

地域の学習には地図や画像は欠かせない。本講習では新
旧の地形図や空中写真の入手の方法から簡単な活用方法
までをわかりやすく解説する。また、近年、GIS（地理情報シ
地域学習で活用できる地図画像
ステム）が新たなツールとして注目されている。GISとはなに 宮内久光（法文学部教授）
入門
か、それを用いて何ができるのか、ということを解説する。そ
の他、無料のGISソフトと現実のデータをインターネットから
入手をして、実際に受講生がパソコン上でGISを体験する。

教諭

小学校教諭、中
学（社会）・高校
（地理歴史）教
諭、Excelの基本
的な操作ができ
ること

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252846号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

地域の学習には地図や画像は欠かせない。本講習では新
旧の地形図や空中写真の入手の方法から簡単な活用方法
までをわかりやすく解説する。また、近年、GIS（地理情報シ
地域学習で活用できる地図画像
ステム）が新たなツールとして注目されている。GISとはなに 宮内久光（法文学部教授）
入門
か、それを用いて何ができるのか、ということを解説する。そ
の他、無料のGISソフトと現実のデータをインターネットから
入手をして、実際に受講生がパソコン上でGISを体験する。

教諭

小学校教諭、中
学（社会）・高校
（地理歴史）教
諭、Excelの基本
的な操作ができ
ること

7,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252847号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球大学

琉球大学

沖縄県中頭郡
西原町

沖縄県石垣市

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年7月30日
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平成２６年度（第２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

6時間 平成26年7月5日

教諭
小学校教諭、小
養護教諭 学校養護教諭、
栄養教諭 小学校栄養教諭

7,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252848号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭
小学校教諭、小
養護教諭 学校養護教諭、
栄養教諭 小学校栄養教諭

7,000円

平成26年4月16日～
15人
平成26年5月9日

平261008252849号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

児童虐待の理解と対応

児童虐待の種類（劣悪な食環境下での栄養不良を含む）や
その影響を、他児とのトラブルや教員に対する試し行動等、
学齢期における具体的「問題行動」との関連で説明し、その
ような行動を示す児童との具体的関わり方に関して、ロール
プレイ等により学ぶ。また、不適切な養育を行う保護者に関
本村真（法文学部准教授）
して、そのような保護者に対する適切なかかわり方の基礎
についてロールプレイを通して学ぶ。加えて、児童相談所等
の関連相談機関の概要についての情報も提供する。児童
虐待は、教諭・養護教諭・栄養教諭それぞれの立場におい
て直面する課題である。

児童虐待の理解と対応

児童虐待の種類（劣悪な食環境下での栄養不良を含む）や
その影響を、他児とのトラブルや教員に対する試し行動等、
学齢期における具体的「問題行動」との関連で説明し、その
ような行動を示す児童との具体的関わり方に関して、ロール
プレイ等により学ぶ。また、不適切な養育を行う保護者に関
本村真（法文学部准教授）
して、そのような保護者に対する適切なかかわり方の基礎
についてロールプレイを通して学ぶ。加えて、児童相談所等
の関連相談機関の概要についての情報も提供する。児童
虐待は、教諭・養護教諭・栄養教諭それぞれの立場におい
て直面する課題である。

沖縄県石垣市

6時間 平成26年8月4日

ヒトはどのように進化したか

午前中は、人類の進化について現生の霊長類研究から理
解するための講義を行う。また、多様性の重要性について
も学ぶ。午後は、動物園（または代替施設）において実際に 松本晶子（観光産業科学部教授）
霊長類の観察をおこない、どのようにヒトの進化を生物で教
えるのかについて相互討論をおこなう。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月24日

教諭

小・中・高校理科
担当教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252850号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

簿記教育の意義

午前中は、実際の大学教育を模擬授業として受けてもら
い、午後から模擬授業をもとに、その内容を高校における
簿記教育に生かす方法等を検討する。また、高校における 多賀寿史（観光産業科学部准教授）
簿記教育の各自の悩み等を題材に議論して、高校教育の
改善に生かしてもらう。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月26日

教諭

高校（商業）担当
教諭

7,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252851号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

ヘルダーの不等式とミンコフス
キーの不等式について

線形空間に絶対値のようなものノルムを定義することがある
が、その際に、ミンコフスキーの不等式が必要となる。本講
習では、具体的な線形空間を考え、その線形空間にノルム
を定める際に必要となるミンコフスキーの不等式、そのため 小高一則（理学部教授）
の準備で必要になるヘルダーの不等式について述べ、その
証明の仕方を考える。それを通して、中学、高校などで数学
を教える際の基本となる事柄について再確認する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月27日

教諭

中学校、高校の
数学教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252852号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

空間図形は自分で模型を作り、手で触れて観察して初めて
折り紙などの幾何図形への応用 気づくことが多いのではないでしょうか。講義では、折り紙や 前田高士（理学部教授）
紙の模型を使って平面・空間図形の例を説明します。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月15日

教諭

中学・高校の数
学担当教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252853号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

方程式の話

方程式と呼ばれるものの種類、（代数）方程式と関数の関
係、方程式の解法と数学の発展（数体系の拡大）の歴史、
代数方程式の根と係数の関係を述べた後、３次方程式の代 菅修一（理学部准教授）
数的解法を解説し、その意味やなぜこれが中等教育で教え
られないかの理由を述べる。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月2日

教諭

中・高の数学担
当教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252854号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

確率や統計は日常よく用いられているが、勘違いしているこ
ともまま見受けられる。この講習では、条件つき確率を中心
確率統計の話題から -高校数学 とした確率および統計に関するいくつかの話題を選んで、そ
杉浦誠（理学部准教授）
Ⅰ、Ａに関連した話題を中心に- れは正しいのか、また何を意味しているかなどを、どのよう
に計算できるか実際に計算して調べていく。計算が苦手な
方は電卓をご持参ください。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月30日

教諭

中学校、高等学
校の数学科教諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252855号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

平面幾何と複素数

複素数の基本的な性質の復習からはじめて、複素数による
平面直線の表示、複素数による初等幾何の定理の証明を
扱う。こういった内容は高校、大学いずれにおいても講義で
佃修一（理学部准教授）
とりあげられることは稀であるが、ある種の初等幾何の問題
には強力な手法であるのみならず、複素数平面に親しむた
めの題材としてもおもしろいものであろう。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月18日

教諭

中・高等学校数
学教諭

7,000円

平成26年4月16日～
30人
平成26年5月9日

平261008252856号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

振り子の運動と楕円関数

古典力学は日常的なレベルでの物体の運動を記述する法
則であり、科目でいえば理科の内容になるがその定式化自
体は数学的に微分方程式を用いてなされる。まず初等関
数、特に三角関数および逆三角関数についてその性質を復
眞野智行（理学部准教授）
習する。三角関数の性質を基にその一部を拡張することに
より楕円関数が導入される。楕円関数の諸性質を述べた
後、その応用として振り子の運動が楕円関数を用いて記述
されることを解説する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月26日

教諭

中学校及び高校
の数学担当教諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252857号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

物性論入門

物性物理学は現代物理学の大きな柱であると共に、他の理
学・工学や社会との結びつきの強い学問であるが、高校・中
学で学ぶ機会は少ない。この講習では、現代物理学として 梯祥郎（理学部教授）
の物性物理学の基本事項を学び、物質と自然についての
世界観を身につけて、理科教育者としての視野を広げる。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月20日

教諭

高等学校・中学
校の理科教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252858号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

沖縄県中頭郡
西原町
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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

１名または２名グループで物理の実験器具を用いて実験を
行う。得られたデータを解析し、実験を行った課題の物理現
象を理解し、同時に測定誤差の取り扱いについて学ぶ。具
深水孝則（理学部教授）
体的には得られたデータを電卓またはPCで処理し、測定結
田原周太（理学部助教）
果を誤差と一緒に報告してもらう。解析の際には物理や数
学の知識を必要とする。受講者が通常の教育現場で実験を
実践できるように実習を行う。

琉球大学

実験で学ぶ物理現象

琉球大学

東日本大震災の発生を受け、これまでの防災の常識が見
直されつつある。本講習では、地震・津波・地辷り・台風・高
潮など、沖縄県に特有且つ頻発する自然災害について、最
災害に強い沖縄を目指して―自 近の事例を紹介し、それらの特性を踏まえた上で、担当学
然災害の正しい理解のための教 校種・学年に応じた新しい防災教育のための教材を開発す 松本剛（理学部教授）
材作りの実践
る。作成した教材案をもとに、受講者が教師役・生徒役に分
かれて模擬授業を行い、その結果を全員で討議する。地学
の「変動する地球」の単元で扱う自然災害、家庭科の住生
活・住環境などの単元の指導法研究に有益である。

琉球大学

東日本大震災の発生を受け、これまでの防災の常識が見
直されつつある。本講習では、地震・津波・地辷り・台風・高
潮など、沖縄県に特有且つ頻発する自然災害について、最
災害に強い沖縄を目指して―自 近の事例を紹介し、それらの特性を踏まえた上で、担当学
然災害の正しい理解のための教 校種・学年に応じた新しい防災教育のための教材を開発す 松本剛（理学部教授）
材作りの実践
る。作成した教材案をもとに、受講者が教師役・生徒役に分
かれて模擬授業を行い、その結果を全員で討議する。地学
の「変動する地球」の単元で扱う自然災害、家庭科の住生
活・住環境などの単元の指導法研究に有益である。
琉球列島の島々がどのようにして形成されたのかについ
て、代表的な地層や地形を観察しながら解説する。特に（１）
沖縄本島中南部地域に分布する地層（泥岩や石灰岩）から
藤田和彦（理学部准教授）
読み取れる沖縄島の形成過程と、（２）海岸地形から読み取
れる沖縄の沿岸環境の変遷について勉強する。最後に筆
記試験を行う。

講習の開催地

沖縄県中頭郡
西原町

沖縄県中頭郡
西原町

沖縄県石垣市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月2日

6時間 平成26年7月20日

6時間 平成26年7月27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

高等学校・中学
校の理科教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252859号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校（特別支援学
校の該当学年含
む） 理科・家庭
科教諭

7,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252860号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校（特別支援学
校の該当学年含
む） 理科・家庭
科教諭

7,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252861号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

平成26年4月16日～
20人
平成26年5月9日

平261008252862号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年9月20日

教諭

生活・理科に関す
る授業や環境教
育を担当する教
諭

琉球大学

琉球列島の成り立ち（野外地質
巡検）

琉球大学

高校で化学を担当している教員を対象とし、高校生により良
く高校化学の内容を理解させるための基礎知識を概説す
る。大学教養課程レベルの内容（化学オリンピックの出題レ
高校化学担当者のための基礎化 ベルであり、国際バカロレアの高校教育課程でも取りあげら
堀内敬三（理学部教授）
学
れている内容。オービタルやエントロピーはかつて日本の高
校化学でもとりあげられていた）であるが、高校で教えてい
る化学の内容を学生により良く理解させるためには、化学
的知識のバックグラウンドとして必須な内容である。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月19日

教諭

高等学校理科教
諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252863号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

中学校理科一分野の重要なテーマの一つは、物質が原子
や分子からできているという事実に基づいて、自然現象が
中学校理科教諭のための物質科 如何に明快に理解できるかを学生に認識させることである。
堀内敬三（理学部教授）
学入門
午前中に行う講義の内容は少しレベルが高いが、中学校理
科教員がこの物質像をより深く理解し、物質科学全般に関
する知識を広めるのに役立つ内容である。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月15日

教諭

中学校理科教諭

7,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252864号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252865号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

光と物質は相互作用して様々な現象（色や化学変化など）
を引き起こす。本講習では身近な例と特徴・考え方を紹介す
るが、理科教育を中心に、環境教育（光エネルギー利用）、
保健教育（光の人体への作用）、芸術教育（色と関連深
漢那洋子（理学部准教授）
い）、産業教育（光技術・生産）など、学校教育の様々な場
面で活かせる内容が多く含まれる。受講者には、これらを題
材に科学的思考を学び、各々の立場から教材としての活
用、取扱い、展開を考えてもらう。

沖縄県石垣市

6時間 平成26年7月24日

教諭

小・中・高校の理
科担当教諭およ
び本講習の内容
（光や色）に興味
がある者

沖縄県宮古島
市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校・中学校
理科・高等学校
理科教諭

7,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252866号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

細胞質の遺伝、体の模様に関わる発生、これらに関わる遺 中村宗一（理学部教授）
伝子について、これまでの知見を解説する。
大瀧丈二（理学部准教授）

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月13日

教諭

理科を教えてい
る教諭

7,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252867号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

１時間目から３時間目までは、３名の講師がそれぞれの専
門である遺伝的多様性、頭足類、魚類などについての講義
今井秀行（理学部准教授）
を行い、講義内容についての試験を行う。４時間目は講義
池田譲（理学部教授）
を踏まえて、どのような形で現場にフィードバックできるかを
竹村明洋（理学部教授）
グループ討論し、それぞれのグループの討論結果を発表し
合う。

沖縄県中頭郡
西原町

教諭

主に理科（小、
中）、生物（高）お
よび水産（高）の
教諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252868号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

光と物質 ―色と化学変化―

琉球大学

市販の樹脂粘土を使って、生物の教材模型を作成する。顕
微鏡で観察するような小さなサイズの生物も、絵や写真で
はなく、手のひらサイズの立体模型を提示することで、より
樹脂粘土で教材模型（生物）をつ 体感的に理解をすることができるだろう。市販の理科教材模
広瀬裕一（理学部教授）
くろう
型は高価であったり、適当なものが無かったりするが、簡単
な模型であれば樹脂粘土で自作することが可能である。講
習では図鑑等を資料として、児童／生徒が普段見ることの
ない生物の模型を各自作成し、教材としての利用を考える。

琉球大学

細胞、遺伝子、ゲノム

沖縄の沿岸の生き物

琉球大学

6時間 平成26年7月20日
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平成２６年度（第２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

生物の多様性と保全

教員が生物多様性と保全について、児童生徒に（生物学的
に）正しい考え方を指導するための基礎知識を、主に沖縄
の自然を事例として取り上げる。例えば「ハブは人にとって
も危険な動物なので積極的に駆除して絶滅させるべきだ」と 中西希（非常勤講師）
いった考えに対して、生物学の視点からどう説明・指導する
かを考えながら講義を進める。試験では具体的な問題につ
いてどう説明するかを小論文としてまとめる。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月26日

教諭

小・中・高等学校
理科教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252869号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

生物の多様性と保全

教員が生物多様性と保全について、児童生徒に（生物学的
に）正しい考え方を指導するための基礎知識を、主に沖縄
の自然を事例として取り上げる。例えば「ハブは人にとって
も危険な動物なので積極的に駆除して絶滅させるべきだ」と 中本敦（非常勤講師）
いった考えに対して、生物学の視点からどう説明・指導する
かを考えながら講義を進める。試験では具体的な問題につ
いてどう説明するかを小論文としてまとめる。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月2日

教諭

小・中・高等学校
理科教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252870号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

保健室経営を見直そう

学校教育活動における学校保健計画の立案や実践に、養
護教諭としてこれまでどのように関与してきたかを振り返る
機会とする。講義内容としては、「学校保健計画」と「保健室
和氣則江（医学部保健学科講師）
経営計画」との関連や違い、保健室の運営を効果的に行う
喜久川美沢（非常勤講師）
ための計画・評価の仕方等である。また、各自が勤務してい
る学校の「学校保健計画」「保健室経営計画」を基に情報交
換を行い、実践に役立つものとする。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月12日

小・中・高等学
養護教諭 校・特別支援学
校の養護教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252871号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

特別支援学校に限らず、今日の学校現場には、さまざまな
病気や障がいを抱えた子どもたち、さらには医療的ケアを
必要とする子どもたちが在籍している。そのような子どもた
特別支援教育における養護教諭
ちへの教育における課題を概説し、その中における養護教
の役割
諭としての役割を考究する。さらに学校で医療的ケアを実施
するうえで留意すべき点をおさえるとともに、基礎的な実技
演習を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月19日

小・中・高等学校
養護教諭 および特別支援
学校の養護教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252872号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

小児の健康の維持、増進

午前中は、乳幼児期及び学童期の成長発達に関する講義
を行う。
午後は、小児のバイタルサインの特徴について講義し、そ
儀間繼子（医学部保健学科助教）
の後測定方法の実際について演習を行う。
参加者を小グループに分け、小児の人形（乳児、幼児、学
童、バイタルサイン測定人形）を用いて、講義・演習を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月16日

養護教諭、小学
教諭
校教諭及び幼稚
養護教諭
園教諭

7,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252873号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

身近なさび

腐食（さび）は，金属が環境との化学的相互作用により劣化
する現象であり，自動車が錆びる等，身近に生じる現象で
ある。そのさびの基本である酸化（アノード）反応，還元（カ
ソード）反応について概説し，種々の金属におけるさびの形 押川渡（工学部准教授）
態（均一腐食および局部腐食）について講義する。後半は，
局部電池をモデルとした実験で現象を確認し，理解を深め
る。

沖縄県中頭郡
西原町

平261008252874号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

小型移動ロボットのプログラミン
グ入門

ロボットの構成（マイクロコンピュータ、センサ、アクチュエー
タ）、プログラミング環境開発、プログラミング法について講
中園邦彦（工学部准教授）
義する。その後、いくつかの課題を設定し、ロボットを実際に
動かすためのプログラミングの実習を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

琉球大学

沖縄にはオープンスペース型校舎が中南部に集中していま
す。しかし、現在のゆとり教育が学力低下を招いたことを受
けてこれまでの詰め込み式の教育制度に変わってきていま
音環境教育を教育現場に取り入 す。学校施設は児童、生徒が学ぶための場所であるため質
渡嘉敷健（工学部准教授）
れる
の高い学びを提供する教室の性能を高める必要もあると考
えます。そのため学校施設の音環境も重要と考えます。現
場で生徒と接している先生方の経験も伺いながら双方向の
講習にして行きたいと考えています。

沖縄県中頭郡
西原町

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

沖縄の建築文化

和氣則江（医学部保健学科講師）
浦崎武（教育学部教授）
具志堅美智子（医学部保健学科助教）
儀間繼子（医学部保健学科助教）
喜久川美沢（非常勤講師）

１２世紀のグスク時代から現代に至る沖縄建築の歴史にお
いて主要な様式とその成立背景、及び技術的特色について 小倉暢之（工学部教授）
講述する。

アインシュタインの相対性理論が現れるまでの科学的考え
方の概要を説明する。なぜ、アインシュタインのような考え
アインシュタインの相対性理論を
方が現れたかを説明する。相対性理論が構築される説明を 仲座栄三（工学部教授）
題材に学ぶ科学的思考法
おこなう。ここまでに現れた問題解決策や科学的思考法の
整理を行い、今後の教師活動にここで得た思考法をいかよ
うに生かしていくかの議論を行う。
アインシュタインの相対性理論が現れるまでの科学的考え
方の概要を説明する。なぜ、アインシュタインのような考え
アインシュタインの相対性理論を
方が現れたかを説明する。相対性理論が構築される説明を 仲座栄三（工学部教授）
題材に学ぶ科学的思考法
おこなう。ここまでに現れた問題解決策や科学的思考法の
整理を行い、今後の教師活動にここで得た思考法をいかよ
うに生かしていくかの議論を行う。

6時間 平成26年8月26日

6時間 平成26年8月19日

6時間 平成26年7月28日

教諭

工業高校教諭

7,000円

平成26年4月16日～
10人
平成26年5月9日

教諭

主として中学校
技術家庭（計測と
制御）、高校工業
を担当する教諭

7,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252875号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

小・中・高の理科
担当教諭及び技
術、工業の担当
教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252876号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252877号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県石垣市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小学校教諭、中
学校社会担当教
諭、工業高校建
築担当教諭

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月15日

教諭

小・中・高の算
数、数学、理科担
当教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252878号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県宮古島
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小・中・高の算
数、数学、理科担
当教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252879号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/
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平成２６年度（第２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

琉球大学

プラズマ工学入門

午前中は、プラズマの定義や特性などについて、高校で学
ぶ電磁気学・力学などを用いて説明を行う。午後は、実際に
簡単なプラズマ生成装置を用いてプラズマを生成し、プラズ
米須章（工学部教授）
マからの光を分光器などを用いて観測する。さらに、プラズ
マのエネルギー、バイオ、環境、ナノテクノロジーなどへの
応用例について講義する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月29日

教諭

中学・高校理科
担当教諭、工業
高校教諭

7,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252880号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

薄膜とはどういものなのか、その定義からはじめ、実際にど
のような分野で用いられているかを具体的な事例を挙げな
薄膜工学入門－形成方法と応用
がら薄膜についての理解を深めるとともに先端技術への応 比嘉晃（工学部教授）
について－
用を説明する。また、講義および実習により、薄膜形成技術
の基礎を説明する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月29日

教諭

中学校（理科）、
高等学校（理科・
工業）教諭

7,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252881号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252882号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

生体と福祉に関する工学入門

生体工学の一分野である「機能的電気刺激」を中心に、電
気電子技術を医療分野に応用した事例を取りあげ、人と電
気の関係について考える。また広く利用されている生活支 比嘉広樹（工学部准教授）
援機器の事例をあげ、人々の生活の質（QOL）の向上に寄
与した福祉機器について概説する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月27日

教諭

中・高校理科担
当教諭、工業高
校教諭、障がい
児教育に関心の
ある教諭

マルチメディア教材のつくりかた

実際にフリーソフトを用い、マルチメディア（音声、画像、動
画）の編集方法を説明する。受講者は教材のテーマを設定
姜東植（工学部准教授）
し、演習を行う。また、演習で作成した教材を発表形式で受
講者相互に紹介し、意見交換を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月26日

教諭

全教諭（養護教
諭、栄養教諭除
く）

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252883号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

マルチメディア教材のつくりかた

実際にフリーソフトを用い、マルチメディア（音声、画像、動
画）の編集方法を説明する。受講者は教材のテーマを設定
姜東植（工学部准教授）
し、演習を行う。また、演習で作成した教材を発表形式で受
講者相互に紹介し、意見交換を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月14日

教諭

全教諭（養護教
諭、栄養教諭除
く）

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252884号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

マルチメディア教材のつくりかた

実際にフリーソフトを用い、マルチメディア（音声、画像、動
画）の編集方法を説明する。受講者は教材のテーマを設定
し、演習を行う。
姜 東植（工学部准教授）
また、演習で作成した教材を発表形式で受講者相互に紹介
し、意見交換を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月15日

教諭

全教諭（養護教
諭、栄養教諭除
く）

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252885号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

子どもの心を育てる教師

講義の概要は、①道徳授業を豊かにする教師の感性。 ②
道徳授業の周辺を耕す教師の道徳性。 ③道徳授業を深
める教師の人間性。
演習では、道徳観、授業観、児童生徒観等について考えを
書き、発表し合い、協議していく中で、ご自分の考えを深め
る。
細川勝紀（非常勤講師）
最後の講義で、道徳観、授業観、児童生徒観などについて
まとめを行なう。
本講習は、教育課程全般で特に道徳に関するものであり、
栄養教諭も含めて「教諭・養護教諭・栄養教諭」に対して有
効である。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月20日

教諭
全教員（教諭・養
養護教諭 護教諭・栄養教
栄養教諭 諭）

7,000円

60人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252886号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

心がつくる人生

社会人として幸福になり成功してゆくための倫理道徳の実
行の大切さを解説し、人生に対する大きな指針を与える。教
員対象であるので、新教育基本法をとりあげ、教員向けの
内容に重きを置く。
テーマは以下のとおり、
教師の人間性、教師としての心構え、教師の道徳性、自他 穂苅満雄（非常勤講師）
を生かす道、人生は選択の連続、自己責任、リーダーとは、
成功者になるより成長者になる。
本講習は、教育課程全般で特に道徳に関するものであり、
栄養教諭も含めて「教諭・養護教諭・栄養教諭」に対して有
効である。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月18日

教諭
全教員（教諭・養
養護教諭 護教諭・栄養教
栄養教諭 諭）

7,000円

60人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252887号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

心がつくる人生

社会人として幸福になり成功してゆくための倫理道徳の実
行の大切さを解説し、人生に対する大きな指針を与える。教
員対象であるので、新教育基本法をとりあげ、教員向けの
内容に重きを置く。
テーマは以下のとおり、
教師の人間性、教師としての心構え、教師の道徳性、自他 穂苅満雄（非常勤講師）
を生かす道、人生は選択の連続、自己責任、リーダーとは、
成功者になるより成長者になる。
本講習は、教育課程全般で特に道徳に関するものであり、
栄養教諭も含めて「教諭・養護教諭・栄養教諭」に対して有
効である。

沖縄県宮古島
市

6時間 平成26年7月25日

教諭
全教員（教諭・養
養護教諭 護教諭・栄養教
栄養教諭 諭）

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252888号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

心がつくる人生

社会人として幸福になり成功してゆくための倫理道徳の実
行の大切さを解説し、人生に対する大きな指針を与える。教
員対象であるので、新教育基本法をとりあげ、教員向けの
内容に重きを置く。
テーマは以下のとおり、
教師の人間性、教師としての心構え、教師の道徳性、自他 穂苅満雄（非常勤講師）
を生かす道、人生は選択の連続、自己責任、リーダーとは、
成功者になるより成長者になる。
本講習は、教育課程全般で特に道徳に関するものであり、
栄養教諭も含めて「教諭・養護教諭・栄養教諭」に対して有
効である。

沖縄県石垣市

6時間 平成26年7月23日

教諭
全教員（教諭・養
養護教諭 護教諭・栄養教
栄養教諭 諭）

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252889号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

畜産食品加工の理論と技術

講義において、沖縄の牛、豚、鶏肉等の食肉生産の現状を
概説する。次に、基本的な食肉加工技術とその原理を説明 伊村嘉美（農学部准教授）
する。さらに、代表的な食肉加工品であるハム、ソーセージ 上地俊徳（農学部准教授）
及びベーコンの加工実習を行い、畜産食肉加工の理論と技 川本康博（農学部教授）
術を習得する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月16日

7,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252890号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/
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教諭

高校農学及び小・
中・高理科担当
教諭

平成２６年度（第２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

琉球大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

自然災害に対して森林がどのように関わっているのかを概
説する。具体的には洪水、地すべり、山崩れなどの水や土
水循環および自然災害における 砂による災害、森林と山火事の関係、津波等による海岸の
井上章二（農学部教授）
森林の役割を考える
災害と海岸林との関係を示し、最後に減災・防災に対する
意識づけと教育現場での日頃の防災教育の重要性につい
て講習を行う。

講習の開催地

沖縄県中頭郡
西原町

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7月25日

教諭

小・中・高校の理
科・社会担当教
諭または本講習
の内容に興味が
ある者

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252891号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252892号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

食料生産と環境

人口の増加と食料生産、食料生産と環境について、地球規
模、国家規模、地域規模での現状や問題点を解説し、対応 鬼頭誠（農学部教授）
策について解説する。

沖縄県石垣市

6時間 平成26年8月1日

教諭

小・中・高校の理
科・社会担当教
諭または高校（農
業）及び中学（技
術）担当教諭

琉球大学

農業および環境における土壌

土壌は、農業や環境において非常に重要な物である。講義
の最初に土壌における基礎的な内容を講義し、その基礎を
元に、応用的に農業や環境で利用されている土壌について
金城和俊（農学部准教授）
の講義を行う。これらの内容からわかる土壌の重要性につ
いての知識の習得を把握するために、講義の最終時間に
総括と筆記試験を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月15日

教諭

高校農業、中学
技術、中・高校理
科担当教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252893号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

最初の講義では、やんばる地域の森林の特徴や生物相、
そしてこの地域での人々の暮らしについて紹介する。その
やんばるの森での自然と人の共 後は森林内のフィールドワークに出掛け、森の環境や出現
高嶋敦史（農学部助教）
生
する生き物などを実際に目で見て理解を深める。最後の総
括では、この講習で得た経験を生徒児童にどのように還元
するかディスカッションを行う。

沖縄県国頭郡
国頭村

6時間 平成26年7月25日

教諭

小中高（理科）高
校（農業）担当教
諭及び自然科学
や地域に関する
教育に取り組む
教諭

7,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252894号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

午前中の１限は、沖縄の農業と農村の状況について説明
し、我が国の農業･食料状況を踏まえた世界的な食料需要･
供給と課題について講義を行う。午前２限は、沖縄の農業
を含めた水利用と水環境の現状･課題を説明し、気候変動
沖縄島嶼部から食料と水環境問
による世界的な水不足･水質汚濁･洪水発生等の水環境を 中野拓治（農学部教授）
題を考える
巡る状況と課題について講義を行う。午後は、午前中の講
義を踏まえ、学校現場や普段の身近な取組等による事例を
取り上げながら、食料と水環境問題の把握と解決策を演習･
討論形式による参加者相互の協議により考究する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月22日

教諭

総合学習または
理科・社会科担
当教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252895号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

午前中の１限は、沖縄の農業と農村の状況について説明
し、我が国の農業･食料状況を踏まえた世界的な食料需要･
供給と課題について講義を行う。午前２限は、沖縄の農業
を含めた水利用と水環境の現状･課題を説明し、気候変動
沖縄島嶼部から食料と水環境問
による世界的な水不足･水質汚濁･洪水発生等の水環境を 中野拓治（農学部教授）
題を考える
巡る状況と課題について講義を行う。午後は、午前中の講
義を踏まえ、学校現場や普段の身近な取組等による事例を
取り上げながら、食料と水環境問題の把握と解決策を演習･
討論形式による参加者相互の協議により考究する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月27日

教諭

総合学習または
理科・社会科担
当教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252896号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

午前中の１限は、沖縄の歴史･風土と農業農村状況につい
て説明し、我が国の農業･食料状況を踏まえた課題につい
て講義を行う。午前２限は、沖縄の農業を含めた水利用と
沖縄島嶼部から食料と食育問題 水環境の現状･課題を説明し、沖縄と世界の食料問題と食
中野拓治（農学部教授）
を考える
育活動について講義を行う。午後は、午前中の講義を踏ま
え、学校現場や普段の身近な取組等による事例を取り上げ
ながら、沖縄の地域振興活動や食育活動を通じた解決策を
演習･討論形式による参加者相互の協議により考究する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月23日

総合学習または
教諭
理科・社会科担
栄養教諭 当教諭及び栄養
教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252897号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

午前中の１限は、沖縄の歴史･風土と農業農村状況につい
て説明し、我が国の農業･食料状況を踏まえた課題につい
て講義を行う。午前２限は、沖縄の農業を含めた水利用と
沖縄島嶼部から食料と食育問題 水環境の現状･課題を説明し、沖縄と世界の食料問題と食
中野拓治（農学部教授）
を考える
育活動について講義を行う。午後は、午前中の講義を踏ま
え、学校現場や普段の身近な取組等による事例を取り上げ
ながら、沖縄の地域振興活動や食育活動を通じた解決策を
演習･討論形式による参加者相互の協議により考究する。

6時間 平成26年8月29日

総合学習または
教諭
理科・社会科担
栄養教諭 当教諭及び栄養
教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252898号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252899号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252900号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球大学

琉球大学

沖縄県中頭郡
西原町

国際教育のなかのアメリカ研究
入門

「総合的な学習の時間」に組み込まれることの多い国際理
解教育の指導案に生かすための講座である。「多様性」を
キーワードに、アメリカに関する学問的な見方を説明したう 向井洋子（法文学部非常勤講師）
えで、出席者との議論を通じ、沖縄と密接な関係にあるアメ
リカを考える。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月30日

教諭

小学校教諭、中
学校（英語）教
諭、国際理解教
育に関心のある
教諭

世界史教育のなかのアメリカ史
入門

午前中は、アメリカ史を歴史的に解説する。午後は、歴史的
大事件に関する史料を提示し、その読み方を提示し、どの
ような視点から説明することが適正であるかを討論する。そ 向井洋子（法文学部非常勤講師）
のうえで、世界史教育のあり方と世界史教育のなかでアメリ
カ史をどう扱うべきかを考えていく。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月25日

教諭

中学社会・高校
世界史担当教諭
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平成２６年度（第２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

6時間 平成26年8月14日

校務等で日常的
教諭
にパソコン・イン
養護教諭 ターネット環境を
栄養教諭 活用している教
諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252901号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252902号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

私たちが今日のインターネット社会を生きぬき、この利便性
を享受する上で身につけておくべき態度・知識・技能を、安
全教育（危険回避）の側面から学習する。情報化社会で安
全に生活するための危険回避の具体的な方法や身近な情
体験学習によるインターネット社
報セキュリティの対応策および指導のあり方、更に、情報倫
会の安全対策とその教育へのア
谷口祐治（総合情報処理センター准教授）
理を踏まえてインターネットを積極的に活用した社会参画の
プローチ
方法と、そのためのコミュニケーション能力等を、講義と実
習により身につける。インターネットの活用及びその安全対
策は、教諭・養護教諭・栄養教諭のどの立場でも不可欠な
スキルである。

琉球大学

私たちが今日のインターネット社会を生きぬき、この利便性
を享受する上で身につけておくべき態度・知識・技能を、安
全教育（危険回避）の側面から学習する。情報化社会で安
全に生活するための危険回避の具体的な方法や身近な情
体験学習によるインターネット社
報セキュリティの対応策および指導のあり方、更に、情報倫
会の安全対策とその教育へのア
谷口祐治（総合情報処理センター准教授）
理を踏まえてインターネットを積極的に活用した社会参画の
プローチ
方法と、そのためのコミュニケーション能力等を、講義と実
習により身につける。インターネットの活用及びその安全対
策は、教諭・養護教諭・栄養教諭のどの立場でも不可欠な
スキルである。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月16日

校務等で日常的
教諭
にパソコン・イン
養護教諭 ターネット環境を
栄養教諭 活用している教
諭

琉球大学

Excel2010を用いてデータベース機能（並び替え、フィルタ、
アウトライン、ピボットテーブル）について演習を行う。ピボッ
トテーブルの演習として、たとえば家計簿を作成し、データを
Excelのデータベース機能とホー 多角的に解析する演習を行う。次に、フリーソフトである
舟木慶一（総合情報処理センター講師）
ムページの作成・公開
KompoZerを用いてホームページを作成し、公開方法を教授
する。演習で作成したExcelのグラフもホームページで公開
する。Excelでは家計簿だけでなくカロリー計算もできるの
で、栄養教諭の業務にも有効である。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年9月13日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252903号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

授業支援システム（LMS)と呼ばれるものがあり、大学では
講義支援に活用されている。本講義では、LMSで何ができ
るかを講義し、WebClassを用いた演習として、出席取り、通
知、メール、アナウンス、掲示板、レポート提出と採点、小テ
授業支援システムLMSの使い方 スト、アンケート、学習カルテ、ポートフォリオなどの使い方 舟木慶一（総合情報処理センター講師）
について演習を行う。最後に、数名のグループに分かれて、
小中高の現場でのLMS活用方法について議論し、発表をし
ていただく。WebClassは栄養教諭が児童や生徒に食事のア
ンケートをして、指導をするのにも有益である。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月15日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252904号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

人間の声の不思議

人間の声の発声メカニズムとその特徴ならびに、声にまつ
わる不思議な事象について講義を行う。
さらに、Skypeやボーカロイドに使われている技術の説明も
舟木慶一（総合情報処理センター講師）
行う。
また、PCを用いた演習を行い、音声のスペクトルの性質に
ついて理解を深める。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月26日

中学校教諭（技
術）、高等学校教
諭（工業、情報）

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252905号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

臨床動作法は、「自立活動」の方法の一つとして、広く特別
支援学校で用いられている教育方法です。
本講座は、5泊6日の集団宿泊形式で「肢体不自由」「知的・
特別支援教育の実際（臨床動作 情緒障害」「心理的障害」の3領域（3科目6単位相当）を一括 古川卓（保健管理センター教授）
法）
して開講します。また、期間中、受講者5～6名が1グループ 平山篤史（非常勤講師）
となり、専門家の指導のもと、特別支援教育の対象となる幼
児・児童・生徒・成人いずれか1名の専属指導者として臨床
研修を修めます。

特別支援学校教
教諭
諭、特別支援学
養護教諭 級担当教諭、養
護教諭

33,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252906号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球大学

沖縄県中頭郡
西原町

沖縄県中頭郡
西原町

平成26年8月12日～平
30時間
成26年8月17日

教諭

沖縄の低学力問題

沖縄県の子どもたちの学力は、全国最下位である。文部科
学省が2007年から実施している「全国学力・学習状況調査」
によると、沖縄県の小中学生の学力は、６年連続で４７都道
府県中、最下位となっている。例えば2013年は全８科目中６
科目で最下位となっている。この講習は、沖縄の子どもたち 西本裕輝（大学教育センター准教授）
の学力向上のために何をするべきなのか、基本的生活習慣
（食生活を含む）や保護者の教育意識に焦点をあてながら
考察するものであり、教諭・養護教諭・栄養教諭それぞれの
立場において有用な内容となっている。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月28日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252907号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄の低学力問題

沖縄県の子どもたちの学力は、全国最下位である。文部科
学省が2007年から実施している「全国学力・学習状況調査」
によると、沖縄県の小中学生の学力は、６年連続で４７都道
府県中、最下位となっている。例えば2013年は全８科目中６
科目で最下位となっている。この講習は、沖縄の子どもたち 西本裕輝（大学教育センター准教授）
の学力向上のために何をするべきなのか、基本的生活習慣
（食生活を含む）や保護者の教育意識に焦点をあてながら
考察するものであり、教諭・養護教諭・栄養教諭それぞれの
立場において有用な内容となっている。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月29日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252908号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/
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開設者名

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学
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認定番号
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ＵＲＬ

沖縄の低学力問題

沖縄県の子どもたちの学力は、全国最下位である。文部科
学省が2007年から実施している「全国学力・学習状況調査」
によると、沖縄県の小中学生の学力は、６年連続で４７都道
府県中、最下位となっている。例えば2013年は全８科目中６
科目で最下位となっている。この講習は、沖縄の子どもたち 西本裕輝（大学教育センター准教授）
の学力向上のために何をするべきなのか、基本的生活習慣
（食生活を含む）や保護者の教育意識に焦点をあてながら
考察するものであり、教諭・養護教諭・栄養教諭それぞれの
立場において有用な内容となっている。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月30日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252909号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄の低学力問題

沖縄県の子どもたちの学力は、全国最下位である。文部科
学省が2007年から実施している「全国学力・学習状況調査」
によると、沖縄県の小中学生の学力は、６年連続で４７都道
府県中、最下位となっている。例えば2013年は全８科目中６
科目で最下位となっている。この講習は、沖縄の子どもたち 西本裕輝（大学教育センター准教授）
の学力向上のために何をするべきなのか、基本的生活習慣
（食生活を含む）や保護者の教育意識に焦点をあてながら
考察するものであり、教諭・養護教諭・栄養教諭それぞれの
立場において有用な内容となっている。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月31日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252910号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄の低学力問題

沖縄県の子どもたちの学力は、全国最下位である。文部科
学省が2007年から実施している「全国学力・学習状況調査」
によると、沖縄県の小中学生の学力は、６年連続で４７都道
府県中、最下位となっている。例えば2013年は全８科目中６
科目で最下位となっている。この講習は、沖縄の子どもたち 西本裕輝（大学教育センター准教授）
の学力向上のために何をするべきなのか、基本的生活習慣
（食生活を含む）や保護者の教育意識に焦点をあてながら
考察するものであり、教諭・養護教諭・栄養教諭それぞれの
立場において有用な内容となっている。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月1日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252911号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

歌三線の実技

沖縄の伝統楽器である三線（さんしん）の初歩的な演奏法を
習得する。三線の演奏は楽器を弾くだけでなく歌うことも同
仲嶺伸吾（非常勤講師）
時に行うのが基本的な演奏スタイルである。弾き手と歌い
山内昌也（非常勤講師）
手が分業していない。三線演奏により、琉球音楽の特徴、そ
新垣俊道（非常勤講師）
の音楽性について理解し、音楽教育の中で、あるいは課外
授業に役立てるようにする。

教諭

初心者で音楽、
課外活動等で歌
三線を取り入れよ
うとしている教諭

7,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252912号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

歌三線の実技

沖縄の伝統楽器である三線（さんしん）の初歩的な演奏法を
習得する。三線の演奏は楽器を弾くだけでなく歌うことも同
仲嶺伸吾（非常勤講師）
時に行うのが基本的な演奏スタイルである。弾き手と歌い
山内昌也（非常勤講師）
手が分業していない。三線演奏により、琉球音楽の特徴、そ
新垣俊道（非常勤講師）
の音楽性について理解し、音楽教育の中で、あるいは課外
授業に役立てるようにする。

教諭

初心者で音楽、
課外活動等で歌
三線を取り入れよ
うとしている教諭

7,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252913号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

歌三線の実技

沖縄の伝統楽器である三線（さんしん）の初歩的な演奏法を
習得する。三線の演奏は楽器を弾くだけでなく歌うことも同
仲嶺伸吾（非常勤講師）
時に行うのが基本的な演奏スタイルである。弾き手と歌い
山内昌也（非常勤講師）
手が分業していない。三線演奏により、琉球音楽の特徴、そ
新垣俊道（非常勤講師）
の音楽性について理解し、音楽教育の中で、あるいは課外
授業に役立てるようにする。

教諭

初心者で音楽、
課外活動等で歌
三線を取り入れよ
うとしている教諭

7,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252914号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球舞踊の概論と実技（上級）

ダンスの授業、または課外活動等で、琉球舞踊を導入でき
るようにする。１時間半で、琉球舞踊の概要を講義形式で行
い、その後、実技に入り、琉球舞踊の基本動作・扇子の扱 島袋君子（非常勤講師）
い等を取り入れ、演目「かぎやで風」を習得できるようにす
る。

教諭

体育の授業でダンス
を指導する教諭、ま
たは課外活動等で琉
球舞踊を指導する教
諭

7,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252915号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

作って歌う沖縄民謡の旋律

八重山諸島の民謡ユンタの独特な唱法である「交互唱」を
学び、また、即興的に歌詞を作る方法を学び、いっしょに
歌ってみて、ユンタの楽しさを体験する。
沖縄音楽に独特な「琉球音階」のしくみを学ぶ。また、琉歌
形式の歌詞（八八八六）の当てはめ方を学び、その規則に
沿って、沖縄らしさにあふれる歌を実作する。

教諭

小学校の高学年
から中学・高校の
音楽科教諭を主
たる対象とする。

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252916号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄三線音楽の歴史と鑑賞法

琉球芸能はどのように形成されてきたかについて、王国の
歴史との結びつきの観点から説明する。
三線の楽器としての特性を考え、この楽器がアジアと日本
の音楽の架け橋となっていることを説明する。
金城厚（非常勤講師）
三線音楽を４つの様式――御前風、昔節、二揚、口説に分
け、それぞれの特徴と、鑑賞のポイントを説明する。
琉球舞踊の動き方と音楽の構造との関係、また、組踊の場
面展開と音楽のスタイルとの結びつきを説明する。

沖縄県那覇市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校の高学年
から中学・高校の
音楽科教諭を主
たる対象とする。

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252917号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

発声（発話・歌唱）の基礎と実習

「声を出す」ことは、教育現場の先生方が生徒とのコミュニ
ケーションをはかる最も重要な行為ですが、普段「発声」に
注目して訓練することのないままに声を出している可能性が
あります。「発声」のメカニズムを知って、呼吸法など（短時
間で平易な）の基礎トレーニングを行うことで、それぞれの 豊田喜代美（非常勤講師）
身体の特徴に合った最良の「声」が見つかり、基礎トレーニ
ングを続行することで、発話の明晰度の向上、声の疲労の
軽減に効果的な、各自の身体に合った基礎トレーニングの
講義と実習を行います。

沖縄県那覇市

6時間 平成26年8月12日

教諭

幼稚園、小・中・
高等学校教諭

7,000円

12人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252918号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

金城厚（非常勤講師）

沖縄県那覇市

沖縄県那覇市

沖縄県那覇市

沖縄県那覇市

沖縄県那覇市

6時間 平成26年8月5日

6時間 平成26年8月6日

6時間 平成26年8月7日

6時間 平成26年8月19日

6時間 平成26年8月5日
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ＵＲＬ

琉球大学

円滑な対人関係を進めていくために、社会的スキルを児童・
生徒にどのように身につけさせるか。ワークショップ形式で
講習を行う。教師自ら学級経営に生かす授業作りに役立て
学級経営に生かす社会的スキル るような、対人コミュニケーションのあり方や、自己主張の仕 新里健（非常勤講師）
訓練講習
方などのワークを通して指導の方法を学ぶ。また、養護教 島袋有子（非常勤講師）
諭にも担任教師と共同での心理教育授業も行うことができ
るように参加を期待したい。試験は、講習を通して自らの学
級に生かす指導案を作成させる。

沖縄県那覇市

6時間 平成26年8月14日

幼・小・中・高等
教諭
学校教諭・養護
養護教諭
教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252919号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

円滑な対人関係を進めていくために、社会的スキルを児童・
生徒にどのように身につけさせるか。ワークショップ形式で
講習を行う。教師自ら学級経営に生かす授業作りに役立て
学級経営に生かす社会的スキル るような、対人コミュニケーションのあり方や、自己主張の仕 新里健（非常勤講師）
訓練講習
方などのワークを通して指導の方法を学ぶ。また、養護教 島袋有子（非常勤講師）
諭にも担任教師と共同での心理教育授業も行うことができ
るように参加を期待したい。試験は、講習を通して自らの学
級に生かす指導案を作成させる。

沖縄県那覇市

6時間 平成26年8月15日

幼・小・中・高等
教諭
学校教諭・養護
養護教諭
教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252920号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

小・中・高等学校
（国語・音楽・社
会・体育教科）組
踊に興味のある
教論

7,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252921号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

体育の授業でダ
ンスを指導する教
諭または課外活
動等で琉球舞踊
を指導する教諭

7,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252922号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

16人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252923号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

組踊の概論と実技

組踊を教材に取り入れる為の基礎となる知識の概論と実習
を行う。組踊の歴史・形体・台本の読み方、唱え方（吟使
い）、古典組踊・創作組踊のビデオ鑑賞。台本（琉球古語）
阿嘉修（非常勤講師）
発声法・抑揚を修得する。組踊で使われる小道具、小道具
の使い方、古典音楽に合わせての歩み、組踊の基本を行
う。実習後半では、ペアを組ませ組踊抜粋を実践する。

沖縄伝統芸能の歴史や文化を理解し、実技を通して琉球舞
比嘉いずみ（非常勤講師）
踊の特徴や面白さを学び、教育現場でいかせるようにする。

沖縄県那覇市

琉球大学

琉球舞踊の概論と実技（初級）

琉球大学

小学校５・６年生の理科の授業でよく行われる実験（教科書
教材実験等）を授業の中に取り入れるためには、授業者自
理科が苦手な小学校の先生のた らがそれらの実験に慣れ親しみ、的確な実験準備を行うこと
めの小学校５・６年の理科（化学） が必要不可欠である。この講習では、実際に代表的な実験 吉田安規良（教育学部准教授）
実験研究
を行いながら、その背景にある基礎的な原理や実験準備方
法等を再確認し、授業に取り入れる際の注意事項や教材実
験の活用法について学ぶ。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月12日

教諭

理科授業（特に実
験指導）に苦手意
識のある小学校
教諭

琉球大学

小学校や中学校の理科実験で利用するガラス器具を実際
に加工する作業をとおして、理科実験に必要となる簡単な
ガラス細工を学ぶ。また、子どもたちが壊したガラス器具の
理科教員のためのガラス細工入
うち、軽微な破損状況のものを簡単に修理・修復して使える
門と小・中学校理科（物理）授業
吉田安規良（教育学部准教授）
ようにする方法を学ぶ。
づくり再考
小学校の振り子の学習や中学校での電流の学習で実験を
取り入れた物理に関する授業の展開について教科書教材
を中心に再検討する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月13日

教諭

小・中学校理科
教諭

7,000円

8人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252924号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

小学校や中学校の理科実験で利用するガラス器具を実際
に加工する作業をとおして、理科実験に必要となる簡単な
ガラス細工を学ぶ。また、子どもたちが壊したガラス器具の
理科教員のためのガラス細工入
うち、軽微な破損状況のものを簡単に修理・修復して使える
門と中学校理科（化学）授業づく
吉田安規良（教育学部准教授）
ようにする方法を学ぶ。
り再考
中学校理科（化学分野、特に中2の化学変化の学習）での
実験を取り入れた授業の展開について教科書教材を中心
に再検討する。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年6月28日

教諭

中学校理科教諭

7,000円

8人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252925号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

大学構内で身近な植物や動物（昆虫）の観察と採集を行
い、標本の作成を行います。また、昆虫の行動の観察を室 富永篤（教育学部准教授）
小学生に伝えたい植物と動物の
内で行います。それらのフィールドワーク、実習をとおして身 杉尾幸司（教育学部教授）
不思議
近な植物、小動物の生活や体のつくり、動物の行動につい 齊藤由紀子（教育学部講師）
て理解を深めます。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252926号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252927号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

動物の進化、多様性に関する講義を行った上で、脊椎動物
（カエルやトカゲ類を予定）の形の観察をします。また、近年
大きな問題として取り上げられている「外来生物問題」につ 富永篤（教育学部准教授）
いての講義を行い、外来生物についての理解を深めてもら 角田羊平（京都大学大学院理学研究科研究
います。また、沖縄に侵入している外来生物を解剖して胃の 員）
中身を調べ、実際にどのような在来の生物が影響を受けて
いるのかを調べます。

琉球大学

知っておきたい外来生物問題と
動物学

琉球大学

学習指導要領の変遷と国語科教育の動向、及び今次学習
学習指導要領と国語科教育の方
指導要領改訂のポイントを理解させ、国語科教育の方法を 大城貞俊（教育学部教授）
法
具体的な実践形式で体験させ、指導力の向上に役立てる。

琉球大学

漢字学入門

漢字の成立と発展、それに受容の状況を跡づけ、漢字の本
義を考察する方法論とその問題点について解説する。それ
に加えて、日本人が漢字とどのように付き合ってきたか、ま
た、日本人が漢字を使うことにまつわる諸問題を論じる。本 水上雅晴（教育学部准教授）
講座は、漢字教育の実践的な方法論について触れることも
あるが、漢字を教えるための基礎や背景となる知識を深め
ることに主たる目的があることに留意されたい。

沖縄県那覇市

6時間 平成26年8月2日

6時間 平成26年8月5日

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月20日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校理科教諭、高
校生物教諭

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月15日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252928号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県石垣市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小中高校におい
て漢字を扱う授
業に携わる教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252929号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/
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平成２６年度（第２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

琉球大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

『万葉集』については「万葉仮名」の世界に楽しく触れる授業
を、『竹取物語』については絵本「かぐやひめ」の比較から原
作の物語に迫る授業を、ワークショップ形式で行います。
国語科「伝統的な言語文化」の授
「伝統芸能」については、県内ではあまり接する機会がない 萩野敦子（教育学部教授）
業レッスン
ながら国語科現行学習指導要領でも名指しで取り上げられ
ている能・狂言・人形浄瑠璃・歌舞伎をビデオで紹介し、概
要を解説します。
小学校理科の学習内容の一部をなす「植物のからだのつく
りとはたらき」「花のつくりとはたらき」「種子の発芽」等につ
いて基礎的な理解を即す。とくに根、茎、葉、花のつくりや機
能について身近などんな植物も理解できるよう、構造や機 立石庸一（教育学部非常勤講師）
能の一般則やその由来について学ぶ。学んだ内容を身近
な植物に適用して、いかに的確に説明できるか、それをもと
に評価を行う。

講習の開催地

時間数

講習の期間

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月7日

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月30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
学校国語教諭、
高等学校国語教
諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252930号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

小学校教諭・中
学校理科担当教
諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252931号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

小学校理科のための植物学

琉球大学

午前中は、子供のこころとからだの発育発達およびスポー
ツ心理学・生理学の基礎理論についてアップ・ツー・デートな
話題を交えた講義を行う。午後は、子供を対象とするスポー
ツ・運動指導の現場で活用可能なスポーツ心理学・生理学 遠藤洋志（教育学部教授）
子供のスポーツ医科学最新事情
分野の実験・演習（メンタルトレーニング、運動時の心身の 宮城政也（教育学部准教授）
疲労度、熱中症や過呼吸への対応、など）を行い、科学
データに基づくスポーツ・運動指導の在り方について協議す
る。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月15日

教諭
小学校教諭、養
養護教諭 護教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252932号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

午前中は、子供のこころとからだの発育発達およびスポー
ツ心理学・生理学の基礎理論についてアップ・ツー・デートな
話題を交えた講義を行う。午後は、子供を対象とするスポー
ツ・運動指導の現場で活用可能なスポーツ心理学・生理学 遠藤洋志（教育学部教授）
子供のスポーツ医科学最新事情
分野の実験・演習（メンタルトレーニング、運動時の心身の 宮城政也（教育学部准教授）
疲労度、熱中症や過呼吸への対応、など）を行い、科学
データに基づくスポーツ・運動指導の在り方について協議す
る。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月18日

教諭
小学校教諭、養
養護教諭 護教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252933号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

水泳指導と水辺での安全対策

講義では、１）児童を対象とした水泳授業の指導計画につい
て学習指導要領をもとに解説し、さらに、２）プールでの水泳
を含む水辺活動時の安全対策のほか、津波や離岸流など 遠藤洋志（教育学部教授）
自然環境での危険への対処行動について紹介する。実習 小林稔（非常勤講師）
では、１）基礎泳法（ふし浮、けのび、クロール、平泳ぎなど）
に加え、２）着衣泳の実技講習を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月27日

教諭

小学校教諭

7,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252934号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

水泳指導と水辺での安全対策

講義では、１）児童を対象とした水泳授業の指導計画につい
て学習指導要領をもとに解説し、さらに、２）プールでの水泳
を含む水辺活動時の安全対策のほか、津波や離岸流など 遠藤洋志（教育学部教授）
自然環境での危険への対処行動について紹介する。実習 小林稔（非常勤講師）
では、１）基礎泳法（ふし浮、けのび、クロール、平泳ぎなど）
に加え、２）着衣泳の実技講習を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月26日

教諭

小学校教諭

7,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252935号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

やさしい柔道授業

１日目の午前中は柔道論および学習指導要領と授業計画
に関する講義を行い、午後は礼法・受身のほか投技の実技 遠藤洋志（教育学部教授）
指導を行う。２日目は、午前中に投技の練習法の紹介と固 與儀幸朝（非常勤講師）
技の実技指導を行い、午後は固技の練習法の紹介を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

12時間

平成26年8月13日～
平成26年8月14日

教諭

中学校および高
等学校保健体育
担当教諭

14,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252936号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

やさしい柔道授業

１日目の午前中は柔道論および学習指導要領と授業計画
に関する講義を行い、午後は礼法・受身のほか投技の実技 遠藤洋志（教育学部教授）
指導を行う。２日目は、午前中に投技の練習法の紹介と固 與儀幸朝（非常勤講師）
技の実技指導を行い、午後は固技の練習法の紹介を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

12時間

平成26年8月19日～
平成26年8月20日

教諭

中学校および高
等学校保健体育
担当教諭

14,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252937号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

ストレスの本質理解、ストレスマネジメント教育の必要性お
学校における「ストレスマネジメン よび実践方法を中心に講義、演習を行う。また、学校におけ
宮城政也（教育学部准教授）
ト教育」の理論と実際
る授業介入事例の紹介を行い、各校種や学校課題に応じ
た、より効果的な教育方法についても討議を行う。

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252938号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

平成26年4月16日～
20人
平成26年5月9日

平261008252939号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252940号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

8人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252941号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球大学

琉球大学

前半は、外国籍および日本語を母語としない児童生徒の学
校教育における現状と課題、子どもたちの言語能力に関わ
る理論、そして子どもたちへの具体的な指導方法について 高橋美奈子（教育学部准教授）
講義を行う。後半は、前半の講義内容を踏まえ、日本語を
母語としない児童生徒を対象にした教科書分析を行う。

琉球大学

日本語を母語としない児童生徒
への日本語支援

琉球大学

免許更新に当たって、単なる関連の知識や情報の入手に
終わるのではなく、各自の次なるステップ（職階上も含む）に
おいて求められる課題、とりわけ学校と地域の関係づくり（コ
望まれる「学社融合」の取組～学 ミュニティ・スクール、学校支援地域本部事業、放課後子ど
校と地域の教育力をいかに組み も教室等を含む）においての現状と課題の理解と、その解 井上講四（教育学部教授）
合わせればいいか？！～
決方策の検討を、各自の意識啓発・職能向上という観点か
ら、講義と演習（熟議方式）を組み合わせて行う。学校と地
域の関係づくりは、教諭・養護教諭・栄養教諭それぞれの立
場において有用な内容となっている。

琉球大学

マイコンを用いたおもちゃ作り

はじめに、マイコンの基本的な仕組みを理解するともに、簡
単なプログラミングを行う。
実習では、マブチモーターを使った簡単なおもちゃの製作
新垣学（教育学部講師）
と、それを制御するためのプログラミングを行う。
最後にプログラミングの実技試験を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月14日

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月14日

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月31日

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月14日
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教諭

小学校教諭

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

教諭

小・中・高等学校
教諭 (主として中
学校技術を担当
している者)

平成２６年度（第２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

はじめに、マイコンの基本的な仕組みを理解するともに、簡
単なプログラミングを行う。
実習では、マブチモーターを使った簡単なおもちゃの製作
新垣学（教育学部講師）
と、それを制御するためのプログラミングを行う。
最後にプログラミングの実技試験を行う。

琉球大学

マイコンを用いたおもちゃ作り

琉球大学

はじめに、電子回路入門として、半導体の性質と特徴、ダイ
オードおよびトランジスタの基本動作に関して説明し、現代
社会におけるエレクトロニクスの役割について解説する。次
電子回路入門と電気電子ものづ
に、LED、圧電素子、トランジスタなどを用いた簡単なものづ 小野寺清光（教育学部教授）
くり
くりを通し、電子回路素子の動作原理や基本回路の仕組み
を実習しながら習得すると共に、その教材への適応性につ
いて考える。

講習の開催地

沖縄県中頭郡
西原町

沖縄県中頭郡
西原町

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成26年8月20日

教諭

小・中・高等学校
教諭 (主として中
学校技術を担当
している者)

7,000円

8人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252942号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

小学校理科担当
教諭、中・高校教
諭（技術・理科・
工業担当）

7,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252943号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

平成26年4月16日～
15人
平成26年5月9日

平261008252944号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成26年7月26日

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

五感で感じるくらし

慌しい日常生活（教師としての職業生活）の中で忘れがち
な、衣食住健康に関するくらしや自然を改めて丁寧にみつ
め、直接感じる体験をしてみる。絶対的な正解を持たないく
らしや自然について直接体験し、感じ、考え、互いの良さを 浅井玲子（教育学部教授）
認め合う経験の場を設定する。いくつかの講義・実験・実
國吉真哉（教育学部教授）
習・フィールドワークを通して感じる内容を、学校現場での児
童・生徒の生活、健康管理、食育等へ丁寧なまなざしを向
ける事の重要性の再確認につなげてほしい。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月14日

教諭
小・中・高等学校
栄養教諭 教諭、栄養教諭

琉球大学

五感で感じるくらし

慌しい日常生活（教師としての職業生活）の中で忘れがち
な、衣食住健康に関するくらしや自然を改めて丁寧にみつ
め、直接感じる体験をしてみる。絶対的な正解を持たないく
らしや自然について直接体験し、感じ、考え、互いの良さを 浅井玲子（教育学部教授）
認め合う経験の場を設定する。いくつかの講義・実験・実
國吉真哉（教育学部教授）
習・フィールドワークを通して感じる内容を、学校現場での児
童・生徒の生活、健康管理、食育等へ丁寧なまなざしを向
ける事の重要性の再確認につなげてほしい。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月15日

教諭
小・中・高等学校
栄養教諭 教諭、栄養教諭

7,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252945号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

衣服と住まいの関連性を重視したより快適な衣領域教育に
ついて、講義から考え、題材のあり方を再考する。そして生
家庭科衣領域教育の見直し―衣
活に役立つ物をテーマを決めて実際に製作する。それらか 松本由香（教育学部准教授）
生活の提案と実践―
ら、具体的な題材について再考し、実際の教育現場での提
案について考える。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月20日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校家庭科
担当教諭

7,000円

6人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252946号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭、中
高音楽教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252947号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252948号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252949号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

平261008252950号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球大学

小中高校の音楽における独唱・
重唱・合唱のための呼吸法、発
声法、指揮法、伴奏法

洋楽もしくは洋楽を基盤とした声楽作品（独唱・重唱・合唱
作品）の演奏とその教育において必要とされる呼吸法・発声
法の基礎的技術とそのコンセプトを解説、受講生自らもイン
ストラクトに従って実習し、それらの基礎技術をどのように歌 服部洋一（教育学部教授）
唱に生かしていくか、またその技術や演奏者の持てる力を
引き出すための教授法、指揮法、伴奏とのアンサンブル構
築法について概説し受講生もこれを実習する。

琉球大学

小学校教諭の為のリコーダー指 ソプラノリコーダーの基本的指導法を学び、自らもソロ演奏
仲本朝昭（非常勤講師）
導法
やアンサンブル演奏ができるようにする。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月13日

教諭

小学校教諭でソプラ
ノリコーダー指導の
基礎基本を再確認
し、演奏の技術を高
めたい方

琉球大学

中学校音楽教諭の為のリコー
ダー指導法

アルトリコーダーの基本的指導法を学び、自らもソロ演奏や
仲本朝昭（非常勤講師）
アンサンブル演奏ができるようにする。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月14日

教諭

アルトリコーダー
を指導する事の
ある教諭

琉球大学

特別支援教育における音楽活動で、わらべ歌をどのように
活用するかを講述する。実習では、各種わらべ歌遊び（お手
特別支援学校と幼稚園教諭の為 玉、縄跳び、まりつき等）を体験しながら、わらべ歌の中に含
北村浩子（非常勤講師）
のわらべうた指導法
まれる音楽療法的要素について考察する。最後に、特別支
援教育におけるわらべ歌の活用についての筆記試験を行
なう。

沖縄県中頭郡
西原町

教諭

幼稚園や障害の
ある子供たちを指
導している特別
支援学校の教諭

7,000円

平成26年4月16日～
20人
平成26年5月9日

琉球大学

特別支援教育における音楽活動で、わらべ歌をどのように
活用するかを講述する。実習では、各種わらべ歌遊び（お手
特別支援学校と幼稚園教諭の為 玉、縄跳び、まりつき等）を体験しながら、わらべ歌の中に含
北村浩子（非常勤講師）
のわらべうた指導法
まれる音楽療法的要素について考察する。最後に、特別支
援教育におけるわらべ歌の活用についての筆記試験を行
なう。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月12日

教諭

幼稚園や障害の
ある子供たちを指
導している特別
支援学校の教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252951号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年7月29日

教諭

小・中学校教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252952号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭、中
高音楽教諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252953号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

講師は、自らの国際協力の現場での体験と学びを共有しつ
つ、受講者（参加者）である教師とともに、教室ではどのよう
にすれば生徒が類似の学びを得るようにファシリテートでき
るか、その方法を共に探る。参加者は、ワークショップに生
鶴田厚子（教育学部非常勤講師）
徒の気持ちで臨み、自ら「気づき」を経験することにより、そ
れらの手法の有効性を検証し、振り返る。さらに、参加者は
自分の授業でそれらの方法をどのように使うか具体的なプ
ランを作成し、グループで話し合う。

琉球大学

途上国の人々の暮らしを知るた
めに～基本アクティビティを使っ
てみよう

琉球大学

児童・生徒間のコミュニケーション力と相互理解・協働性を
高めることは教育上非常に重要なことであるが、ノンバーバ
ノンバーバルコミュニケーションと
ル・コミュニケーション手段としてのボディームーヴメントによ
しての、音楽に合わせた身体表
松川夏子（非常勤講師）
る指導法の実際を体験的に実習し、それらが児童・生徒た
現
ちの個々あるいは集団での表現力向上につながっていくよ
うにするための基礎を学ぶ。

6時間 平成26年8月11日
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平成２６年度（第２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

指揮法

午前中は、各拍子がどのような指揮図系で表され、そしてそ
れはどのような意味合いを持ち、音楽表現に関わっている
かということの指揮の根幹を、基本的な論述と技法で学ぶ。
糸数武博（非常勤講師）
午後はさらに音楽表現の幅を広げ、ワルツ打法などを取り
入れ、音楽の多様性を実際の指揮の中から感じさせてい
く。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月15日

教諭

小学校教諭、中
学・高校音楽教
諭

7,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252954号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

指揮法

午前中は、各拍子がどのような指揮図系で表され、そしてそ
れはどのような意味合いを持ち、音楽表現に関わっている
かということの指揮の根幹を、基本的な論述と技法で学ぶ。
糸数武博（非常勤講師）
午後はさらに音楽表現の幅を広げ、ワルツ打法などを取り
入れ、音楽の多様性を実際の指揮の中から感じさせてい
く。

沖縄県宮古島
市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小学校教諭、中
学・高校音楽教
諭

7,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252955号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

授業のリフレクションを通じて自
己成長を試みる

現代において高度な専門職である教員には、自己成長する
資質能力が求められており、そのためには、自身の普段の
教育活動でのリフレクションが有効である。そこで、本講義
においては、その教育活動を授業に特化した上でリフレク
ションを試みる。つまり具体的には、①大学生の模擬授業を 小林稔（非常勤講師）
実際に観察し、評価する。②参加者により模擬授業の良
かった点、改善すべき点を討論する。③より良い、授業を実
践するための学習指導案を作成する。の順に講義を進め
る。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月16日

教諭

小・中・高等学校
教諭

7,000円

平成26年4月16日～
24人
平成26年5月9日

平261008252956号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

授業のリフレクションを通じて自
己成長を試みる

現代において高度な専門職である教員には、自己成長する
資質能力が求められており、そのためには、自身の普段の
教育活動でのリフレクションが有効である。そこで、本講義
においては、その教育活動を授業に特化した上でリフレク
ションを試みる。つまり具体的には、①大学生の模擬授業を 小林稔（非常勤講師）
実際に観察し、評価する。②参加者により模擬授業の良
かった点、改善すべき点を討論する。③より良い、授業を実
践するための学習指導案を作成する。の順に講義を進め
る。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月17日

教諭

小・中・高等学校
教諭

7,000円

24人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252957号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

小中学校国語科授業研究

国内における小中学校国語科の授業熟練者の授業ビデオ
を視聴することで、国語科のよい授業が備える要件を検討
していきます。また、合わせて県内の見識ある授業実践者
である、指導主事や附属教諭などによる授業の解説ビデオ
石井勉（非常勤講師）
を視聴し、授業の見方を深めていきます。そして、授業者へ
のインタビュービデオを視聴することで、授業づくりの細部を
明らかにしていきます。合わせて、各ビデオ視聴の間に小グ
ループによる学び合いを設定します。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校教諭、中
学校国語科教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252958号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

算数科授業研究第１～３学年

国内における小学校第１～３学年における算数科の授業熟
練者の授業ビデオを視聴することで、算数科のよい授業が
備える要件を検討していきます。また、合わせて県内の見識
ある授業実践者である、指導主事や附属教諭などによる授
石井勉（非常勤講師）
業の解説ビデオを視聴し、授業の見方を深めていきます。
そして、授業者へのインタビュービデオを視聴することで、授
業づくりの細部を明らかにしていきます。合わせて、各ビデ
オ視聴の間に小グループによる学び合いを設定します。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭

7,000円

平成26年4月16日～
40人
平成26年5月9日

平261008252959号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

算数科授業研究第４～６学年

国内における小学校第４～６学年における算数科の授業熟
練者の授業ビデオを視聴することで、算数科のよい授業が
備える要件を検討していきます。また、合わせて県内の見識
ある授業実践者である、指導主事や附属教諭などによる授
石井勉（非常勤講師）
業の解説ビデオを視聴し、授業の見方を深めていきます。
そして、授業者へのインタビュービデオを視聴することで、授
業づくりの細部を明らかにしていきます。合わせて、各ビデ
オ視聴の間に小グループによる学び合いを設定します。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月3日

教諭

小学校教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252960号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

中高等学校数学科授業研究

国内における中高等学校数学科の授業熟練者の授業ビデ
オを視聴することで、数学科のよい授業が備える要件を検
討していきます。また、合わせて県内の見識ある授業実践
者である、指導主事や附属教諭などによる授業の解説ビデ
石井勉（非常勤講師）
オを視聴し、授業の見方を深めていきます。そして、授業者
へのインタビュービデオを視聴することで、授業づくりの細部
を明らかにしていきます。合わせて、各ビデオ視聴の間に小
グループによる学び合いを設定します。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月6日

教諭

中高等学校数学
科教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252961号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

沖縄こどもの国で学ぶうんち学

動物が生きる基本である「食」について、その過程の最終産
物である「うんち」から読み解く術を紹介する。ゾウを例に動 吉岡由恵（非常勤講師）
物飼育におけるフンチェックの重要性、他の様々な動物のフ 島袋洋次（非常勤講師）
ンとの比較、さらに人間のうんちの状態と健康状態の関係 井上あや（非常勤講師）
について、いくつかの実習を交えた講義を行う。

教諭

小学校教諭・中
学校教諭・高校
教諭(理科、生活
科、特別活動)

7,500円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252962号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

沖縄を含む琉球列島の自然、またそこに生息する在来生物
と外来生物についての講義を行う。そして、カエルをテーマ
に講義した後、実際に沖縄の外来生物であるヒキガエルの
カエルの骨格標本作成と標本の
吉岡由恵（非常勤講師）
仲間を解剖し、胃内容物などを調べて何を食べているかを
教材化
中村智映（非常勤講師）
調べ、在来の生き物に及ぼす影響を考える。そして、カエル
の体の構造を、骨格標本にすることによってよりよく理解す
る。

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭（理科、
生活科、特別活
動）

7,500円

平成26年4月16日～
15人
平成26年5月9日

平261008252963号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

沖縄県沖縄市

沖縄県沖縄市

6時間 平成26年8月13日

6時間 平成26年9月20日
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平成２６年度（第２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

琉球大学

学校教育で行われる、理科、生活科その他自然に関する探
究的な学習、特別活動を推進するに際し、学外社会教育施
設との連携について学び、また教科（領域）内容の知識の深
化を図る。午前中は沖縄こどもの国の歴史、沖縄の身近な 吉岡由恵（非常勤講師）
沖縄こどもの国で学ぶ動物のふ
生き物についての講義。また、モルモット、ウサギなどの小 新城あかり（非常勤講師）
れあいと小動物の飼い方
動物のふれあい方や飼育方法を講義し、受講者にも実際に 山下幸成（非常勤講師）
ふれあってもらう。午後は、沖縄在来家畜についての講義と
在来馬の活用方法、馬との接し方乗馬を行い「思いやり」の
心を実際に体験してもらう。

琉球大学

学校教育で行われる、理科、生活科その他自然に関する探
究的な学習、特別活動を推進するに際し、学外社会教育施
設との連携について学び、また教科（領域）内容の知識の深
化を図る。午前中は沖縄こどもの国の歴史、沖縄の身近な 吉岡由恵（非常勤講師）
沖縄こどもの国で学ぶ動物のふ
生き物についての講義。また、モルモット、ウサギなどの小 新城あかり（非常勤講師）
れあいと小動物の飼い方
動物のふれあい方や飼育方法を講義し、受講者にも実際に 山下幸成（非常勤講師）
ふれあってもらう。午後は、沖縄在来家畜についての講義と
在来馬の活用方法、馬との接し方乗馬を行い「思いやり」の
心を実際に体験してもらう。

琉球大学

沖縄の自然や野生生物に対して、またそれらが置かれてい
る現状を伝えるために、いかに授業において活かすことが
できるのか、一部実習を行いながら口述する。今回は身近
沖縄こどもの国で学ぶ沖縄の野 な生き物であるオオコウモリをテーマとし、動物と自然のつ 吉岡由恵（非常勤講師）
生生物と在来家畜～黒糖作り体 ながりを伝え、どう学校教育に反映させるか考える。また、 高田勝（非常勤講師）
験～
沖縄在来家畜の講義では、長い歴史の間培われてきた先 比嘉源和（非常勤講師）
人の知恵を学び黒糖作り体験をしながら学び、現在少なく
なってきてしまった在来家畜の今後の活用法を検討する。
最後に沖縄こどもの国の活用法について論述試験を行う。
前半は沖縄こどもの国の役割と今までの学校教育現場での
活用法、また園内の動物たちを実際に見ながら講義を行
う。後半は、沖縄こどもの国が県や市からの委託によって
行っている科学の実験を学校現場で使えるような方法も交
えながら講義・実習を行う。最後に沖縄こどもの国の活用法
についての論述試験を行う。

琉球大学

沖縄こどもの国で学ぶ自然と科
学

琉球大学

沖縄の身近な自然や野生生物について、またその置かれ
ている現状をどう授業で伝えることができるのかを一部実習
を通しながら口述する。今回はオオコウモリをテーマとし、動
沖縄こどもの国で学ぶ沖縄学～ 物と自然とのつながりを学び、どう学校教育に活かせるか
自然科学～
考える。また沖縄在来家畜での講義では、長い間培われて
きた先人の知恵に学び、現在少なくなってきてしまった在来
家畜の有用性と今後の活用法について検討し、自然と科学
のつながりを考察する。

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

琉球大学

吉岡由恵（非常勤講師）
高田勝（非常勤講師）
翁長朝（非常勤講師）
髙江洲義尚（非常勤講師）

吉岡由恵（非常勤講師）
高田勝（非常勤講師）
比嘉源和（非常勤講師）
中村智映（非常勤講師）
藤根誠道（非常勤講師）
新垣志保（非常勤講師）

講習の開催地

沖縄県沖縄市

沖縄県沖縄市

沖縄県沖縄市

沖縄県沖縄市

沖縄県沖縄市

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成26年7月29日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科、
生活科、特別活
動）

7,500円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252964号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科、
生活科、特別活
動）

7,500円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252965号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中等
学校教諭（理科、
特別活動）

7,500円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252966号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
校教諭（理科、特
別活動）

7,500円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252967号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

小学校教諭・中
学校教諭（理科、 14,500円
特別活動）

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252968号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

小学校教諭、中
学校国語教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252969号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

部活動の担当者
だけでなく、担当
していない教諭も
対象

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252970号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

部活動の担当者
だけでなく、担当
していない教諭も
対象

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252971号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成26年8月12日

6時間 平成26年12月6日

6時間 平成26年10月5日

12時間

平成26年7月22日～平
成26年7月23日

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

日本語音声と表記－５０音図を
中心にー

主に５０音図の指導、助詞「はへを」の指導等の背景となる
知識を深めます。例えば、母音と子音の違いは何でしょう
か。５０音図の段の配列と行の配列はどのような順序による
ものなのでしょうか。このような疑問について音声学的にみ
中本謙（教育学部准教授）
ていきます。また、「通り（とおり）」と「応用（おうよう）」のよう
になぜオ段長音は、書き分けられるのか等、日本語の表記
の規則についても日本語の音声の歴史を踏まえながら講義
します。

沖縄県中頭郡
西原町

部活動教育の理論と実践

午前中は、部活動の諸問題の現状と関連法令を概観し、教
育目標および評価規準の設定を中心に講義と演習を行う。
吉田浩之（教育学部准教授）
午後は、部活動の不適応状況を把握する方法と対応策、部
活動教育の充実にむけた事例について講義と演習を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

部活動教育の理論と実践

午前中は、部活動の諸問題の現状と関連法令を概観し、教
育目標および評価規準の設定を中心に講義と演習を行う。
吉田浩之（教育学部准教授）
午後は、部活動の不適応状況を把握する方法と対応策、部
活動教育の充実にむけた事例について講義と演習を行う。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月26日

道徳授業を創る

従来の道徳授業（読み物資料を用いて登場人物の心情を
考えさせ、ねらいとする価値を教える授業）の問題点を検討
し、モラルジレンマ授業の意義と限界を明らかにした上で、
「考えること」と「話し合うこと」を中核にした道徳授業（「考
上地完治（教育学部教授）
え・話し合う」道徳授業）のねらいとその重要性を説明し、最
後にこうした道徳授業のあり方について理論的・実践的な
両側面から受講者全員で検討を加える。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月1日

小・中学校教諭
教諭
（幼稚園、高校も
養護教諭
可）、養護教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252972号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

道徳授業を創る

従来の道徳授業（読み物資料を用いて登場人物の心情を
考えさせ、ねらいとする価値を教える授業）の問題点を検討
し、モラルジレンマ授業の意義と限界を明らかにした上で、
「考えること」と「話し合うこと」を中核にした道徳授業（「考
上地完治（教育学部教授）
え・話し合う」道徳授業）のねらいとその重要性を説明し、最
後にこうした道徳授業のあり方について理論的・実践的な
両側面から受講者全員で検討を加える。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月12日

小・中学校教諭
教諭
（幼稚園、高校も
養護教諭
可）、養護教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252973号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年7月25日
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平成２６年度（第２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

6時間 平成26年8月14日

小・中学校教諭
教諭
（幼稚園、高校も
養護教諭
可）、養護教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252974号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

14,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252975号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

社会科の日々の
授業づくりに悩む
小中学校などの
教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252976号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

社会科の日々の
授業づくりに悩む
小中学校などの
教諭

7,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252977号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

道徳授業を創る

従来の道徳授業（読み物資料を用いて登場人物の心情を
考えさせ、ねらいとする価値を教える授業）の問題点を検討
し、モラルジレンマ授業の意義と限界を明らかにした上で、
「考えること」と「話し合うこと」を中核にした道徳授業（「考
上地完治（教育学部教授）
え・話し合う」道徳授業）のねらいとその重要性を説明し、最
後にこうした道徳授業のあり方について理論的・実践的な
両側面から受講者全員で検討を加える。

琉球大学

栄養教諭の職務内容

栄養教諭として、（１）食に関する指導と、（２）学校給食の管 森山克子（教育学部講師）
理を一体のものとしたその職務内容を習得するものとする。 宮城一菜（教育学部講師）

沖縄県中頭郡
西原町

琉球大学

まずは高度成長と自分たちの関わりを学ぶ「男たちはなぜ
集まった」の模擬授業を行い、意欲を高める授業に必要な
要件・方法について分析する。次に、日々の授業を活性化
社会科実践学への誘い ー模擬
させる要素とは何かを６つの事例をから明らかにし、過去の
授業・明日の授業へのヒント・分
加藤好一（教育学部教授）
理論的成果と対比考察していく。さらに、課題集中校の実態
析と考察を中心にー
とは何か、そこからどう実践を構築するかを講師の体験をも
とに一般化する。最後に参加者との質疑を通して理解の深
化・各自の課題との結合を図り、筆記試験につなげる。

沖縄県中頭郡
西原町

琉球大学

まずは高度成長と自分たちの関わりを学ぶ「男たちはなぜ
集まった」の模擬授業を行い、意欲を高める授業に必要な
要件・方法について分析する。次に、日々の授業を活性化
社会科実践学への誘い ー模擬
させる要素とは何かを６つの事例をから明らかにし、過去の
授業・明日の授業へのヒント・分
加藤好一（教育学部教授）
理論的成果と対比考察していく。さらに、課題集中校の実態
析と考察を中心にー
とは何か、そこからどう実践を構築するかを講師の体験をも
とに一般化する。最後に参加者との質疑を通して理解の深
化・各自の課題との結合を図り、筆記試験につなげる。

沖縄県石垣市

6時間 平成26年7月25日

琉球大学

これまで必修「教職の最新事情」で担当講師（吉田）が担当
してきた部分で紹介した「生徒指導提要」と生徒指導につい
て、その内容について詳しく取り扱う。
生徒指導の在り方を考えよう−生 「生徒指導提要」の要点を説明しながら、生徒指導とは何
吉田安規良（教育学部准教授）
徒指導提要を読む−
か、教育に携わる身分として生徒指導にどのように関わる
のか、どう進めるのか、具体的な問題へはどう対応するの
かなどを、教諭、養護教諭、栄養教諭といった立場の違いと
関連づけながら演習を取り入れながら説明する。

沖縄県宮古島
市

6時間 平成26年8月15日

教諭
生徒指導提要の
養護教諭 内容に興味があ
栄養教諭 る教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252978号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

6時間 平成26年7月30日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭（理科、
生活科、特別活
動）

7,500円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252979号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭（理科、
生活科、特別活
動）

7,500円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008252980号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

琉球大学

琉球大学

沖縄こどもの国で学ぶ夜の生き
物と星空（夏編）

夏の星空についてプラネタリウムを使用しながら講義し、そ
の後は夜に観察できる生き物やフィールドワークの注意点
について講義。日没後に沖縄こどもの国の園内を散策しな
がら、身近な自然とそこに生息する夜の野生生物の姿を観
察する。また、天気によるが、事前に講義した夜の星空につ
いても実際に見る。

沖縄こどもの国で学ぶ夜の生き
物と星空（秋冬編）

秋冬の星空についてプラネタリウムを使用しながら講義し、
その後は夜に観察できる生き物やフィールドワークの注意
点について講義。日没後に沖縄こどもの国の園内を散策し
ながら、身近な自然とそこに生息する夜の野生生物の姿を
観察する。また、天気によるが、事前に講義した夜の星空に
ついても実際に見る。

吉岡由恵（非常勤講師）
中村智映（非常勤講師）
井上あや（非常勤講師）
藤根誠道（非常勤講師）

吉岡由恵（非常勤講師）
中村智映（非常勤講師）
井上あや（非常勤講師）
藤根誠道（非常勤講師）

沖縄県宮古島
市

沖縄県沖縄市

12時間

平成26年7月5日、8月2
栄養教諭 栄養教諭
日

6時間 平成26年7月23日

沖縄県沖縄市

6時間 平成26年11月8日

北海道情報大学 コミュニケーション概論１

生徒と日々接していく上において、コミュニケーションのとり
方が非常に大切な要素となってきます。生徒の本当の気持
ちを汲み取るには、まず自ら積極的に心を開いて相手と向
き合わねばなりません。その自分の本心を相手に伝える
恵藤 健二 （通信教育部 非常勤講師、（学）
「自己開示」の意義、ねらい、本質について検討を加えてい 電子開発学園九州メディア教育センター セン
きます。そして、「自己開示」と本質的には異なる概念に「自 ター長）
己呈示」というものがありますが、この概念についても生徒
の行動パターンを知る上において有効なものであり、合わ
せて考察していきます。試験は、筆記試験で行います。

インターネット

6時間

平成26年4月14日～
平成27年1月24日

教諭

小中高教諭

5,000円 上限なし

平成26年3月17日～
平成26年12月19日

平263002151123号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

北海道情報大学 コミュニケーション概論２

生徒の本心を把握するためには、ときとして言葉以外の要
素から相手の気持ちを見抜く必要があります。生徒の何気
ないしぐさ、つまり「非言語コミュニケーション」の中に、その
本質が隠されているわけです。彼らから発せられた無言の 恵藤 健二 （通信教育部 非常勤講師、（学）
メッセージは、注意深く観察することによって見えてくるもの 電子開発学園九州メディア教育センター セン
です。また、生徒のなかには、言葉によるコミュニケーション ター長）
を苦手とする子もいるので、彼らとの相互理解を果たすのに
も「非言語コミュニケーション」の理解が役立ちます。試験
は、筆記試験で行います。

インターネット

6時間

平成26年4月14日～
平成27年1月24日

教諭

小中高教諭

5,000円 上限なし

平成26年3月17日～
平成26年12月19日

平263002151124号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

北海道情報大学 コミュニケーション概論３

インターネットによるコミュニケーションが急速に普及してお
り、その発展に追いついていない学校現場の現状が浮彫り
となっています。ネット詐欺、不法請求、掲示板による誹謗
中傷、出会い系サイトに絡む犯罪、ウィルスのばらまき、著
恵藤 健二 （通信教育部 非常勤講師、（学）
作権の侵害等々、大きな社会問題です。このような事件の
電子開発学園九州メディア教育センター セン
当事者とならないためにも、正確な情報モラルの教育が必
ター長）
要不可欠となっています。ここでは、ネットコミュニケーション
の現状と聴衆を前にして説得力のあるプレゼンテーションを
行うテクニックについて紹介します。試験は、筆記試験で行
います。

インターネット

6時間

平成26年4月14日～
平成27年1月24日

教諭

小中高教諭

5,000円 上限なし

平成26年3月17日～
平成26年12月19日

平263002151125号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.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

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

北海道情報大学 コンピュータアーキテクチャ１

コンピュータのハードウェアについて、情報処理技術を修得
するに当たって必要となる基礎的な知識を学習します。学習
宮永 喜一（通信教育部 非常勤講師、北海道
テーマには、「情報の科学」、「計算機械とコンピュータ」、「０
インターネット
大学大学院 教授）
と１の世界の数値と文字」、「演算回路」を用意しています。
試験は、筆記試験で行います。

6時間

平成26年4月14日～
平成27年1月24日

教諭

高等学校教諭
（情報）

5,000円 上限なし

平成26年3月17日～
平成26年12月19日

平263002151126号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

北海道情報大学 コンピュータアーキテクチャ２

コンピュータのハードウェアについて、情報処理技術を修得
するに当たって必要となる基礎的な知識を学習します。学習
宮永 喜一（通信教育部 非常勤講師、北海道
テーマには、「制御回路」、「システムアーキテクチャ」、「メモ
インターネット
大学大学院 教授）
リ」、「入出力装置」等のコンピュータの基本構成要素に関す
る内容を用意しています。試験は、筆記試験で行います。

6時間

平成26年4月14日～
平成27年1月24日

教諭

高等学校教諭
（情報）

5,000円 上限なし

平成26年3月17日～
平成26年12月19日

平263002151127号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

6時間

平成26年4月14日～
平成27年1月24日

教諭

高等学校教諭
（情報）

5,000円 上限なし

平成26年3月17日～
平成26年12月19日

平263002151128号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

小中高教諭

平成26年3月17日～
5,000円 上限なし
平成26年12月19日

平263002151129号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

平263002151130号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

北海道情報大学 コンピュータアーキテクチャ３

コンピュータのハードウェアについて、情報処理技術を修得
するに当たって必要となる基礎的な知識を学習します。学習
テーマには、「ネットワークの通信技術」、「サイバースペー 宮永 喜一（通信教育部 非常勤講師、北海道
インターネット
ス」、「チューリングマシンとＶＬＳＩ」等を用意しています。試 大学大学院 教授）
験は、筆記試験で行います。

情報リテラシー(MSOffice2007)
北海道情報大学
（Word編）

手書きで作成された教材は、趣もあり受講するものにとって
暖かい感じを受けます。しかし、教材の活用や教材作成の
労力削減にはほど遠い状況です。コンピュータを利用して作
成した教材ならば、労力の削減や広い意味での活用が図れ 高井 那美(経営情報学部 准教授)
ます。その為に、ワープロソフトの代表格である「Word
2007」を、初歩から図表等や差し込み印刷を扱う上級レベ
ルまで学びます。試験は、筆記試験で行います。

インターネット

平成26年4月14日～
6時間
平成27年1月24日

情報リテラシー(MSOffice2007)
北海道情報大学
（Excel編）

取得したデータは、単純な表の形よりも、数に操作を加えて
意味のある数値や表示形式にする事により理解を深める事
が出来ます。教材の作成だけでなく、学生の成績の分析、
予算・決算書の作成等、授業や学校運営全般に役立ちま 高井 那美(経営情報学部 准教授)
す。その為に、表計算ソフトの代表格である「Excel 2007」
を、初歩からグラフやデータベース機能を扱う上級レベルま
で学びます。試験は、筆記試験で行います。

インターネット

平成26年4月14日～
6時間
平成27年1月24日

教諭

小中高教諭

平成26年3月17日～
5,000円 上限なし
平成26年12月19日

情報リテラシー(MSOffice2007)
（Web編）

今日の情報社会では、情報を適切な形に編集し、発信する
方法を教える必要があります。また、学校の広報活動にお
いても、Webページは重要な位置を占めています。その為
に、Webページを、マークアップ言語XHTMLとスタイルシート 高井 那美(経営情報学部 准教授)
言語CSSを用いて作成する手法を学びます。また、インター
ネットを利用して情報をやり取りする際の注意点などについ
ても知識を深めていきます。試験は、筆記試験で行います。

インターネット

6時間

平成26年4月14日～
平成27年1月24日

教諭

小中高教諭

5,000円 上限なし

平成26年3月17日～
平成26年12月19日

平263002151131号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

情報リテラシー(MSOffice2007)
（Word,Excel編）

資料の活用や作成労力の削減、より理解しやすい形での
データの提供等、アプリケーションソフトを用いた教材制作・
学校運営の恩恵は計り知れないものがあります。その為
高井 那美(経営情報学部 准教授)
に、アプリケーションソフトの代表格である「Word2007」と
「Excel2007」を、初級から図表やグラフを駆使する上級レベ
ルまで学びます。試験は、筆記試験で行います。

インターネット

18時間

平成26年4月14日～
平成27年1月24日

教諭

小中高教諭

15,000円 上限なし

平成26年3月17日～
平成26年12月19日

平263002151132号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

コンピュータサイエンス入門（初
級編）

本講習ではデータの表現を中心に，コンピュータ内でどのよ
うにデータが表現され，どのように処理されているかを概観
する。次のテキストをもとに講義を進める。コンピュータの基
礎的な知識を持っていない場合は，テキストを入手すること
遠藤 雄一（経営情報学部 講師）
をお勧めしたい。テキスト「コンピュータシステムの基礎（情
報処理基礎講座）」，第4版もしくは第3版，SCC出版局編。
演習解答時間も含めて，６時間講習とする。試験は、筆記試
験で行う。

インターネット

6時間

平成26年4月14日～
平成27年1月24日

教諭

高等学校教諭
（情報）

5,000円 上限なし

平成26年3月17日～
平成26年12月19日

平263002151133号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

インターネット

6時間

平成26年4月14日～
平成27年1月24日

教諭

高等学校教諭
（情報）

5,000円 上限なし

平成26年3月17日～
平成26年12月19日

平263002151134号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

インターネット

6時間

平成26年4月14日～
平成27年1月24日

教諭

高等学校教諭
（情報）

5,000円 上限なし

平成26年3月17日～
平成26年12月19日

平263002151135号

011-385-4414

http://www.dojohodai.ac.jp/

北海道情報大学

北海道情報大学

北海道情報大学

北海道情報大学

北海道情報大学

コンピュータサイエンス入門（中
級編）

コンピュータサイエンス入門（上
級編）

本講習では，CPUの動作を中心に補助記憶装置及び入出
力装置を説明する。なおデータの表現や五大装置の仕組み
は理解していることを前提にしている。次のテキストをもとに
講義を進める。コンピュータの基礎的な知識を持っていない
場合は，テキストを入手することをお勧めしたい。テキスト
遠藤 雄一（経営情報学部 講師）
「コンピュータシステムの基礎（情報処理基礎講座）」，第4版
もしくは第3版，SCC出版局編。演習解答時間も含めて，６
時間講習とする。試験は、筆記試験で行う。

本講習ではプログラム開発，オペレーティングシステムの役
割を中心に説明する。なおハードウェア関連の知識や仕組
みを理解していることを前提としている。次のテキストをもと
に講義を進める。コンピュータの基礎的な知識を持っていな
遠藤 雄一（経営情報学部 講師）
い場合は，テキストを入手することをお勧めしたい。テキスト
「コンピュータシステムの基礎（情報処理基礎講座）」，第4版
もしくは第3版，SCC出版局編。演習解答時間も含めて，６
時間講習とする。試験は、筆記試験で行う。
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平成２６年度（第２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

人間総合科学大
心身健康科学概論
学

こころとからだの働きを相互に関連付けている法則性を客
観的に理解、洞察するため、心身相関をキーコンセプトとし
た理論体系的に修得する。これにより、こころとからだを結 久住 武（人間科学部学部長、人間科学部教
ぶメカニズムを概観したうえで、生命の誕生から死までを連 授）
続して考察するなか、脳とこころ・健康について理解を高
め、教育現場に生かすことを目標とする。

通信教育

18時間

平成26年4月16日～
平成26年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

18,808円

70人

平成26年3月16日～
平成26年7月31日

平263010351258号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

人間総合科学大
ストレスと健康
学

学校や社会におけるストレスの特徴やストレスとどのように
つきあうかなど、ストレスを取り巻く諸問題やストレスの基礎
的科学的メカニズムを学ぶ。また最新の脳科学やストレス
鈴木 はる江（人間科学部教授）
に対する生体反応、メンタルヘルスとストレスマネージメン
ト、ストレスによる健康障害と対処法について理解を高める
ことで、教育現場に生かすことを目標とする。

通信教育

18時間

平成26年4月16日～
平成26年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

18,160円

70人

平成26年3月16日～
平成26年7月31日

平263010351259号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

人間総合科学大
心身医学
学

新しい健康理論である健康生成論やポジティブな生き方の
問題に触れ、子どもに「よりよく生きる方法」を学ばせるた
め、心身症･不安障害・軽傷うつ病などストレス性健康障害 矢吹 弘子（人間科学部教授）
についての概要を学び、心身の健康の重要性について理
解を高めることで、教育現場に生かすことを目標とする。

通信教育

18時間

平成26年4月16日～
平成26年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

18,160円

70人

平成26年3月16日～
平成26年7月31日

平263010351260号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

人間総合科学大
行動科学概論
学

人間のこころと行動の法則性について重点をおき、人間の
心と意識、そのさまざまな問題解決のために何が必要か、
諸学科（心理学・社会学・生理学eｔｃ）を網羅した手法で人間
の行動の原理を修得していく。これにより、心身のストレスと 矢吹 弘子（人間科学部教授）
行動、個人行動の理解、ひとの行動の形成と変容について
の理解を高めることにより、教育現場に生かすことを目標と
する。

通信教育

18時間

平成26年4月16日～
平成26年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

18,160円

70人

平成26年3月16日～
平成26年7月31日

平263010351261号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

人間総合科学大
生命科学概論
学

生命とは何か、人類の進化、身体の基本的構造など人間の
持つ多面性～生物学的、精神的、社会的文化的～につい
て総合的に理解修得する。更に脳の性分化―女らしさ・男ら
庄子 和夫（人間科学部准教授）
しさについて脳科学の分野から取り上げ、家庭での育て方・
社会での教育について考察することで、教育現場に生かす
ことを目標とする。

通信教育

18時間

平成26年4月16日～
平成26年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

18,160円

70人

平成26年3月16日～
平成26年7月31日

平263010351262号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

人間総合科学大
生命倫理学
学

科学技術･医療技術の進歩は、人間の生存に対してさまざ
まな問題を提起している。これらの諸問題に対して生命倫
理の果たす役割・諸問題、いのち･倫理などの基礎知識を修
青木 清（副学長、人間科学部教授）
得する。これにより生命倫理の根底のある、人間の尊厳、生
命の尊厳についての理解を高めることにより、教育現場に
生かすことを目標とする。

通信教育

18時間

平成26年4月16日～
平成26年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

18,160円

70人

平成26年3月16日～
平成26年7月31日

平263010351263号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

人間総合科学大
発達心理学
学

人が人間らしく成長するためにはどのような条件が必要か
について、「こころの健康」に関係が深いと思われる情緒的
側面を中心に考察する。また愛着、虐待等こころの発達に
中野 博子（人間科学部教授）
大きく関連する問題を考察する中、次第に困難になりつつ
ある子どものこころを理解することで、教育現場に生かすこ
とを目標とする。

通信教育

18時間

平成26年4月16日～
平成26年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

18,160円

70人

平成26年3月16日～
平成26年7月31日

平263010351264号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

人間総合科学大
青年期心理学
学

身体的には第二次性徴が開始し、一方でこころは身体発達
とアンバランスになりやすい思春期以降の青年期を心理学
的に理解することを目的とする。青年期の心理的特徴、青
年の自我の確立、親との関係(大人との関係)などから現在
中野 博子（人間科学部教授）
の青年期を生涯発達の視点から理解し支援するために何
が必要かを学ぶ。時代の中で常に揺れ動く青年期について
の普遍的な意味を理解することで、教育現場に生かすこと
を目標とする。

通信教育

18時間

平成26年4月16日～
平成26年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

18,160円

70人

平成26年3月16日～
平成26年7月31日

平263010351265号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

人間総合科学大
現代家族論
学

現代社会における、家庭の機能不全がいわれている中、家
庭或いは家族に求められる機能について再考し、回復のた
めの見通しの立て方、介入方法や、精神分析における発達
島田 凉子（人間科学部教授）
理論・交流分析の理論において、子どもが受ける養育の影
響について学ぶことにより、教育現場に生かすことを目標と
する。

通信教育

平成26年4月16日～
18時間
平成26年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

18,160円

平成26年3月16日～
70人
平成26年7月31日

平263010351266号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

人間総合科学大
保健学
学

集団の健康増進・疾病予防についての基本的な知識修得
を図る。これにより学童の健康管理や保健についての広く
丸井 英二（人間科学部教授）
正しい情報を提供できるようにすることで、教育現場に生か
すことを目標とする。

通信教育

平成26年4月16日～
18時間
平成26年11月30日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

18,160円

平成26年3月16日～
70人
平成26年7月31日

平263010351267号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

人間総合科学大
学校における食育の推進
学

生涯にわたって「心身ともに健康」に過ごすために、栄養学
だけでなく、食生活、食文化、生活習慣病の予防などの
小林 修平（特任教授）
様々な観点から食育をとらえて、事例等に触れながら理解 梅國 智子（人間科学部専任講師）
を高めることで、教育現場に生かすことを目標とする。

通信教育

18時間

平成26年4月16日～
平成26年11月30日

栄養教諭 栄養教諭

18,592円

70人

平成26年3月16日～
平成26年7月31日

平263010351268号

048-749-6111

http://www.human.ac
.jp/

平成26年4月16日 ～
平成27年4月10日

教諭、養護教諭
教諭
（おもに幼稚園・
養護教諭
小学校教諭）

9,600円

5,000人

平成26年3月16日～
平成27年3月31日

平263014151493号

042-704-7031

http://www.obirin.a
c.jp/kyomen/

桜美林大学

高機能自閉症、アスペルガー症候群、ＡＤＨＤ（注意欠陥
多動性障害）、ＬＤ（学習障害）、および知的障害など、特別
[幼稚園・小学校教員コース] 発 支援教育の対象の発達障害のある子どもの定義や行動上
茂木 俊彦（健康福祉学群特任教授）
達障害児の理解と教育のとりくみ の特徴を取り上げて解説する。あわせて教育実践のあり方
について基本的な観点を整理する。そのさい現場での実践
例をできるだけ取り上げ、理解を助けるようにする。

インターネット

6時間
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平成２６年度（第２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

桜美林大学

教員が直面している子どもたちの諸問題（いじめ、不登校
など）について、具体的例を元に、その背景、対応のプロセ
スなどについて考察し、家庭や地域の実態把握、また関係
[幼稚園・小学校教員コース] 子 機関（児童相談所など）との連携について考える。
加藤 彰彦（沖縄大学学長）
どもソーシャルワーク論
中心のテーマは、子ども自身がいかに「関係性」を回復す
るか、生きる気力を取り戻せるかにおき、教員が、子どもに
関するソーシャルワーカーとしての力量を高めるところに目
標を置く。

インターネット

6時間

平成26年4月16日 ～
平成27年4月10日

教諭、養護教諭
教諭
（おもに幼稚園・
養護教諭
小学校教諭）

9,600円

5,000人

平成26年3月16日～
平成27年3月31日

平263014151494号

042-704-7031

http://www.obirin.a
c.jp/kyomen/

桜美林大学

本講座では、オゾンホールと地球温暖化を学ぶことで、地
球環境システムに対する理解を深める。次に新エネルギー
として風力発電について、その原理と将来性、問題点などに
[幼稚園・小学校教員コース] 教
ついて学ぶ。また、天気予報の科学を理解し、光化学スモッ
師に求められる大気環境リテラ
坪田 幸政（リベラルアーツ学群教授）
グや日射病対策など養護教諭にとり必要不可欠な知識を得
シー
るほか、地球環境と科学・技術への理解を深め、持続可能
な社会を担う児童･生徒の指導に必要な科学リテラシーを身
につけることを目的としている。

インターネット

6時間

平成26年4月16日 ～
平成27年4月10日

教諭、養護教諭
教諭
（おもに幼稚園・
養護教諭
小学校教諭）

9,600円

5,000人

平成26年3月16日～
平成27年3月31日

平263014151495号

042-704-7031

http://www.obirin.a
c.jp/kyomen/

桜美林大学

最先端の望遠鏡による観測の成果や国際宇宙ステーショ
ンの日本実験棟「きぼう」の完成、日本人宇宙飛行士の活
躍などによって、児童にとって関心が高まっている天文・宇
阪本 成一（宇宙航空研究開発機構宇宙科学
[幼稚園・小学校教員コース] 子 宙分野について、学習指導要領を意識しつつ、身近な天体
研究本部教授・総合研究大学院大学物理科学 インターネット
供たちに伝えたい宇宙のはなし を例にとって学習・指導方法を解説する。また、授業を魅力
研究科天文科学専攻教授）
的にするための参考情報を提示する。さらに、ニュースとし
て取り上げられることの多い最新の宇宙科学研究の成果を
教育の現場に導入するためのヒントを提示する。

6時間

平成26年4月16日 ～
平成27年4月10日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

9,600円

5,000人

平成26年3月16日～
平成27年3月31日

平263014151496号

042-704-7031

http://www.obirin.a
c.jp/kyomen/

桜美林大学

最近ニュースになることの多い宇宙の話題は、こどもたちの
[幼稚園・小学校教員コース] こ
阪本 成一（宇宙航空研究開発機構宇宙科学
夢や好奇心を育むとともに、地球のいまとこれからについて
どもたちをワクワクさせる宇宙の
研究本部教授・総合研究大学院大学物理科学 インターネット
考えるための素材としても適しています。これらを学校教育
話
研究科天文科学専攻教授）
のさまざまな局面で紹介するためのヒントを紹介します。

6時間

平成26年4月16日 ～
平成27年4月10日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

9,600円

5,000人

平成26年3月16日～
平成27年3月31日

平263014151497号

042-704-7031

http://www.obirin.a
c.jp/kyomen/

桜美林大学

太陽系や遠方の宇宙は宇宙物理学の研究対象であるとと
もに、真空・微小重力の宇宙空間では地上では観察が難し
阪本 成一（宇宙航空研究開発機構宇宙科学
[幼稚園・小学校教員コース] 理 いさまざまな現象が見られます。進展目覚ましい天文分野
研究本部教授・総合研究大学院大学物理科学 インターネット
科の授業で使える宇宙の話
について最先端の知見も踏まえて学び直すとともに、物理・
研究科天文科学専攻教授）
化学・生物・地学といった理科教育の現場で使える宇宙関
連のコンテンツを紹介します。

6時間

平成26年4月16日 ～
平成27年4月10日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

9,600円

5,000人

平成26年3月16日～
平成27年3月31日

平263014151498号

042-704-7031

http://www.obirin.a
c.jp/kyomen/

桜美林大学

人類は生物の飛行を学んで飛べるようになり、それにより
宇宙を知った。簡単な実験・工作なども用いながら科学への
興味付けの方法を紹介する。第1章では飛ぶタネのメカニズ
[幼稚園・小学校教員コース] い ムを解明することで、第2章ではロケットや飛行の原理を身 的川 泰宣（東海大学総合科学技術研究所教
のちを見つめる飛行
近な材料で実験することなどで、第3章は地球上の小さな生 授）
命と宇宙の繋がりを考察することなどで、第4章では宇宙進
化と人類の時間的な位置付けを行うことにより、子どもに科
学的視点を身につけさせる方法を考える。

インターネット

6時間

平成26年4月16日 ～
平成27年4月10日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

9,600円

5,000人

平成26年3月16日～
平成27年3月31日

平263014151499号

042-704-7031

http://www.obirin.a
c.jp/kyomen/

桜美林大学

「困った子」は実は「困っている子」なのです。そんな子ど
もたちの指導に、教師たちは悩みをかかえています。「困っ
ている教師」ばかりでなく「困っている親」も大勢います。
[幼稚園・小学校教員コース]
「困っている教師」と「困っている親」との対立やすれ違いが
「共感」が子どもの自立を育てる
大和久 勝（國學院大学文学部兼任講師）
いろいろな場所で起きています。いま、おとな（教師・親）に
～生活指導実践論～
求められているものは「共感」する力と「対話」する力と「共
同」する力です。その力は「生きる力」として子どもたちにも
求められているものです。

インターネット

6時間

平成26年4月16日 ～
平成27年4月10日

教諭、養護教諭
教諭
（おもに幼稚園・
養護教諭
小学校教諭）

9,600円

5,000人

平成26年3月16日～
平成27年3月31日

平263014151500号

042-704-7031

http://www.obirin.a
c.jp/kyomen/

桜美林大学

幼稚園児や小学校低学年の子どもにとって、性はそれ自
体としてまだ直接的な学習課題ではない。いろいろな働きを
している「からだ」への好奇心やいのちの成り立ち、そして成
[幼稚園・小学校教員コース] 性
長変化する自分に対し肯定的に見つめる力をつけることが 村瀬 幸浩（一橋大学、東京女子大学、津田塾
－いのちと健康の学習 ～子ども
インターネット
性をやさしく育む上でまず大切である。また性被害への対応 大学講師）
の性と生を育む～
や男らしさ女らしさをどう考えるかなども重要であろう。本教
材では、性について学ぶとはどういうことなのかというところ
からお話ししたい。

6時間

平成26年4月16日 ～
平成27年4月10日

教諭、養護教諭
教諭
（おもに幼稚園・
養護教諭
小学校教諭）

9,600円

5,000人

平成26年3月16日～
平成27年3月31日

平263014151501号

042-704-7031

http://www.obirin.a
c.jp/kyomen/

桜美林大学

本講義では、まず「博物館」とは何かを理解し、その上で、
学校教育における博物館の有効的な活用法及び、学校現
場での博物館の設置や利用法などについて、事例を通して
修得することをねらいとする。
[幼稚園・小学校教員コース] 博
「総合的な学習」の導入を契機として、社会科・理科・国語 浜田 弘明（桜美林大学 リベラルアーツ学群教
物館と学校教育――授業で使お
インターネット
科などさまざまな教科での博物館利用が盛んになってきて 授）
う博物館――
いる。また、学校現場においても、地域やPTAなどの協力を
得て、余裕教室等を利用した「学校博物館」を設置するとこ
ろが増えている。これらについて、各地実例から検討を加え
る。

6時間

平成26年4月16日 ～
平成27年4月10日

幼稚園・小学校
教諭

9,600円

5,000人

平成26年3月16日～
平成27年3月31日

平263014151502号

042-704-7031

http://www.obirin.a
c.jp/kyomen/
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教諭

平成２６年度（第２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

桜美林大学

高機能自閉症、アスペルガー症候群、ＡＤＨＤ（注意欠陥
多動性障害）、ＬＤ（学習障害）、および知的障害など、特別
[中学・高等学校教員コース] 発 支援教育の対象の発達障害のある子どもの定義や行動上
茂木 俊彦（健康福祉学群特任教授）
達障害児の理解と教育のとりくみ の特徴を取り上げて解説する。あわせて教育実践のあり方
について基本的な観点を整理する。そのさい現場での実践
例をできるだけ取り上げ、理解を助けるようにする。

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

9,600円

5,000人

平成26年3月16日～
平成27年3月31日

平263014151503号

042-704-7031

http://www.obirin.a
c.jp/kyomen/

平263014151504号

042-704-7031

http://www.obirin.a
c.jp/kyomen/

インターネット

6時間

平成26年4月16日 ～
平成27年4月10日

教諭、養護教諭
教諭
（おもに中学・高
養護教諭
等学校教諭）

桜美林大学

教員が直面している子どもたちの諸問題（いじめ、不登校
など）について、具体的例を元に、その背景、対応のプロセ
スなどについて考察し、家庭や地域の実態把握、また関係
[中学・高等学校教員コース] 子 機関（児童相談所など）との連携について考える。
加藤 彰彦（沖縄大学学長）
どもソーシャルワーク論
中心のテーマは、子ども自身がいかに「関係性」を回復す
るか、生きる気力を取り戻せるかにおき、教員が、子どもに
関するソーシャルワーカーとしての力量を高めるところに目
標を置く。

インターネット

平成26年4月16日 ～
6時間
平成27年4月10日

教諭、養護教諭
教諭
（おもに中学・高
養護教諭
等学校教諭）

9,600円

平成26年3月16日～
5,000人
平成27年3月31日

桜美林大学

本講座では、オゾンホールと地球温暖化を学ぶことで、地
球環境システムに対する理解を深める。次に新エネルギー
として風力発電について、その原理と将来性、問題点などに
[中学・高等学校教員コース] 教
ついて学ぶ。また、天気予報の科学を理解し、光化学スモッ
師に求められる大気環境リテラ
坪田 幸政（リベラルアーツ学群教授）
グや日射病対策など養護教諭にとり必要不可欠な知識を得
シー
るほか、地球環境と科学・技術への理解を深め、持続可能
な社会を担う児童･生徒の指導に必要な科学リテラシーを身
につけることを目的としている。

インターネット

6時間

平成26年4月16日 ～
平成27年4月10日

教諭、養護教諭
教諭
（おもに中学・高
養護教諭
等学校教諭）

9,600円

5,000人

平成26年3月16日～
平成27年3月31日

平263014151505号

042-704-7031

http://www.obirin.a
c.jp/kyomen/

桜美林大学

最先端の望遠鏡による観測の成果や国際宇宙ステーショ
ンの日本実験棟「きぼう」の完成、日本人宇宙飛行士の活
躍などによって、生徒にとって関心が高まっている天文・宇
阪本 成一（宇宙航空研究開発機構宇宙科学
[中学・高等学校教員コース] 子 宙分野について、学習指導要領を意識しつつ、身近な天体
研究本部教授・総合研究大学院大学物理科学 インターネット
供たちに伝えたい宇宙のはなし を例にとって学習・指導方法を解説する。また、授業を魅力
研究科天文科学専攻教授）
的にするための参考情報を提示する。さらに、ニュースとし
て取り上げられることの多い最新の宇宙科学研究の成果を
教育の現場に導入するためのヒントを提示する。

6時間

平成26年4月16日 ～
平成27年4月10日

教諭

理科担当教諭（お
もに中学・高等学
校教諭）

9,600円

5,000人

平成26年3月16日～
平成27年3月31日

平263014151506号

042-704-7031

http://www.obirin.a
c.jp/kyomen/

桜美林大学

最近ニュースになることの多い宇宙の話題は、こどもたち
[中学・高等学校教員コース] こ
阪本 成一（宇宙航空研究開発機構宇宙科学
の夢や好奇心を育むとともに、地球のいまとこれからについ
どもたちをワクワクさせる宇宙の
研究本部教授・総合研究大学院大学物理科学 インターネット
て考えるための素材としても適しています。これらを学校教
話
研究科天文科学専攻教授）
育のさまざまな局面で紹介するためのヒントを紹介します。

6時間

平成26年4月16日 ～
平成27年4月10日

教諭

理科担当教諭（お
もに中学・高等学
校教諭）

9,600円

5,000人

平成26年3月16日～
平成27年3月31日

平263014151507号

042-704-7031

http://www.obirin.a
c.jp/kyomen/

桜美林大学

太陽系や遠方の宇宙は宇宙物理学の研究対象であるとと
もに、真空・微小重力の宇宙空間では地上では観察が難し
阪本 成一（宇宙航空研究開発機構宇宙科学
[中学・高等学校教員コース] 理 いさまざまな現象が見られます。進展目覚ましい天文分野
研究本部教授・総合研究大学院大学物理科学 インターネット
科の授業で使える宇宙の話
について最先端の知見も踏まえて学び直すとともに、物理・
研究科天文科学専攻教授）
化学・生物・地学といった理科教育の現場で使える宇宙関
連のコンテンツを紹介します。

6時間

平成26年4月16日 ～
平成27年4月10日

教諭

理科担当教諭（お
もに中学・高等学
校教諭）

9,600円

5,000人

平成26年3月16日～
平成27年3月31日

平263014151508号

042-704-7031

http://www.obirin.a
c.jp/kyomen/

桜美林大学

思春期を境に子どもたちの性意識と行動は大きく変わって
いく。このことの意味について、指導する人たちはあらため
て深く理解したい。そして、彼（女）らがこれから直面する性
[中学・高等学校教員コース] 性 に関する課題に安心して取り組めるような考え方と力を育て
村瀬 幸浩（一橋大学、東京女子大学、津田塾
－人権と共生に関する学習 ～ たい。
インターネット
大学講師）
思春期の性と生を育てる～
そのためには、指導する人たちが変化する性の諸問題に
柔軟に対応する認識をもつことが大切である。中・高校生と
いう多感な時代を生きる子どもたちに直接関わる大人とし
て。

6時間

平成26年4月16日 ～
平成27年4月10日

教諭、養護教諭
教諭
（おもに中学・高
養護教諭
等学校教諭）

9,600円

5,000人

平成26年3月16日～
平成27年3月31日

平263014151509号

042-704-7031

http://www.obirin.a
c.jp/kyomen/

桜美林大学

本講義では、まず「博物館」とは何かを理解し、その上で、
学校教育における博物館の有効的な活用法及び、学校現
場での博物館の設置や利用法などについて、事例を通して
修得することをねらいとする。
[中学・高等学校教員コース] 博
「総合的な学習」の導入を契機として、社会科・理科・国語 浜田 弘明（桜美林大学 リベラルアーツ学群教
物館と学校教育――授業で使お
インターネット
科などさまざまな教科での博物館利用が盛んになってきて 授）
う博物館――
いる。また、学校現場においても、地域やPTAなどの協力を
得て、余裕教室等を利用した「学校博物館」を設置するとこ
ろが増えている。これらについて、各地実例から検討を加え
る。

6時間

平成26年4月16日 ～
平成27年4月10日

教諭

中学・高等学校
教諭

9,600円

5,000人

平成26年3月16日～
平成27年3月31日

平263014151510号

042-704-7031

http://www.obirin.a
c.jp/kyomen/

岐阜女子大学

数や図形についての概念や原理･法則についての理解を
新学習指導要領を踏まえた学習 深め、算数的活動･数学的活動を通して、事象を数理的に
服部 晃（文化創造学部教授）
の定着を図る授業づくり（算数・ 考察し処理する能力および思考力・判断力・表現力等を高
藤本十美夫（文化創造学部教授）
数学）
めるための教材作りや指導方法を身に付けるとともに、適
切な評価の在り方について習熟する。

通信教育

6時間

平成26年6月16日～
平成26年7月27日

教諭

小・中・高・特別
支援学校の算
数・数学教員向け

6,000円 上限なし

平成26年4月7日～
平成26年5月16日

平263032553008号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

岐阜女子大学

国際共同調査（TIMSS,PISA等）の結果から見えるわが国児
童生徒の実態を把握し、その中での課題を明らかにする。
新学習指導要領を踏まえた学習 ここでは、新学習指導要領で指摘されている科学的な思考
下野 洋（文化創造学部教授）
の定着を図る授業づくり（理科） 力、判断力、表現力の育成を図るために、地域教材の開発
の仕方、自然のパターン把握を導入した学習指導のあり方
を検討する。

通信教育

6時間

平成26年6月16日～
平成26年7月27日

教諭

小・中学校の理
科教員向け

6,000円 上限なし

平成26年4月7日～
平成26年5月16日

平263032553009号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/
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平成２６年度（第２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

この授業では、第一に、最近の言語研究の考え方に基づ
いて、従来は、「暗記型」である語彙や文法の修得を、生徒
新学習指導要領を踏まえた学習 に「理解」させる手だてを教授すること一つの目標とする。
安藤 義久（文化創造学部教授）
の定着を図る授業づくり（英語） 第二に、日本民話を用いた英語の教授法を紹介しながら、 山中マーガレット（文化創造学部教授）
英語力と日本文化の発信ということを同時に行うことを学ん
でいく。

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

通信教育

6時間

平成26年6月16日～
平成26年7月27日

教諭

中・高等学校の
英語教員向け

6,000円 上限なし

平成26年4月7日～
平成26年5月16日

平263032553010号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

デジタル技法を活用した教材開
発と授業づくり

デジタル技術・情報端末の発展・普及により、電子教科書
の開発や携帯型情報端末等を活用した授業展開が期待さ
れている。そのためには、デジタル機器に対応する教材開
発が必要である。本講座ではデジタルカメラ、3次元スキャ 佐藤 正明（文化創造学部教授）
ナ、画像処理など、デジタル技法を活用した教材作成の事
例を紹介し、体験するとともに、印刷教材など従来の教材群
とを融合した授業づくりについて考える。

通信教育

6時間

平成26年6月16日～
平成26年7月27日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校の教
諭向け

6,000円 上限なし

平成26年4月7日～
平成26年5月16日

平263032553011号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

岐阜女子大学

伝統文化

岐阜・富山に残る世界遺産「白川郷・五箇山の合掌造り集
落」や沖縄のエイサー、その他関連した地域の伝統文化の
成立・継承の学習を通して、①日本の伝統文化について学
ぶとともに ②伝統や文化を尊重する態度 ③わが国と郷
土を愛する心 ④他国の伝統文化を尊重する態度 ⑤国際
社会の平和と発展に寄与する態度 ⑥自他文化を偏見なく
等しく尊ぶ態度・習慣 を育成するための教材作成・活用に
ついて考察する。

通信教育

6時間

平成26年6月16日～
平成26年7月27日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校の教
諭向け

6,000円 上限なし

平成26年4月7日～
平成26年5月16日

平263032553012号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

岐阜女子大学

数や図形についての概念や原理･法則についての理解を
新学習指導要領を踏まえた学習 深め、算数的活動･数学的活動を通して、事象を数理的に
服部 晃（文化創造学部教授）
の定着を図る授業づくり（算数・ 考察し処理する能力および思考力・判断力・表現力等を高
藤本十美夫（文化創造学部教授）
数学）
めるための教材作りや指導方法を身に付けるとともに、適
切な評価の在り方について習熟する。

通信教育

6時間

平成26年7月14日～
平成26年8月24日

教諭

小・中・高・特別
支援学校の算
数・数学教員向け

6,000円 上限なし

平成26年5月19日～
平成26年6月13日

平263032553013号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

岐阜女子大学

国際共同調査（TIMSS,PISA等）の結果から見えるわが国児
童生徒の実態を把握し、その中での課題を明らかにする。
新学習指導要領を踏まえた学習 ここでは、新学習指導要領で指摘されている科学的な思考
下野 洋（文化創造学部教授）
の定着を図る授業づくり（理科） 力、判断力、表現力の育成を図るために、地域教材の開発
の仕方、自然のパターン把握を導入した学習指導のあり方
を検討する。

通信教育

6時間

平成26年7月14日～
平成26年8月24日

教諭

小・中学校の理
科教員向け

6,000円 上限なし

平成26年5月19日～
平成26年6月13日

平263032553014号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

岐阜女子大学

この授業では、第一に、最近の言語研究の考え方に基づ
いて、従来は、「暗記型」である語彙や文法の修得を、生徒
新学習指導要領を踏まえた学習 に「理解」させる手だてを教授すること一つの目標とする。
安藤 義久（文化創造学部教授）
の定着を図る授業づくり（英語） 第二に、日本民話を用いた英語の教授法を紹介しながら、 山中マーガレット（文化創造学部教授）
英語力と日本文化の発信ということを同時に行うことを学ん
でいく。

通信教育

6時間

平成26年7月14日～
平成26年8月24日

教諭

中・高等学校の
英語教員向け

6,000円 上限なし

平成26年5月19日～
平成26年6月13日

平263032553015号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

デジタル技法を活用した教材開
発と授業づくり

デジタル技術・情報端末の発展・普及により、電子教科書
の開発や携帯型情報端末等を活用した授業展開が期待さ
れている。そのためには、デジタル機器に対応する教材開
発が必要である。本講座ではデジタルカメラ、3次元スキャ 佐藤 正明（文化創造学部教授）
ナ、画像処理など、デジタル技法を活用した教材作成の事
例を紹介し、体験するとともに、印刷教材など従来の教材群
とを融合した授業づくりについて考える。

通信教育

6時間

平成26年7月14日～
平成26年8月24日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校の教
諭向け

6,000円 上限なし

平成26年5月19日～
平成26年6月13日

平263032553016号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

岐阜女子大学

伝統文化

岐阜・富山に残る世界遺産「白川郷・五箇山の合掌造り集
落」や沖縄のエイサー、その他関連した地域の伝統文化の
成立・継承の学習を通して、①日本の伝統文化について学
ぶとともに ②伝統や文化を尊重する態度 ③わが国と郷
土を愛する心 ④他国の伝統文化を尊重する態度 ⑤国際
社会の平和と発展に寄与する態度 ⑥自他文化を偏見なく
等しく尊ぶ態度・習慣 を育成するための教材作成・活用に
ついて考察する。

通信教育

6時間

平成26年7月14日～
平成26年8月24日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校の教
諭向け

6,000円 上限なし

平成26年5月19日～
平成26年6月13日

平263032553017号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

岐阜女子大学

数や図形についての概念や原理･法則についての理解を
新学習指導要領を踏まえた学習 深め、算数的活動･数学的活動を通して、事象を数理的に
服部 晃（文化創造学部教授）
の定着を図る授業づくり（算数・ 考察し処理する能力および思考力・判断力・表現力等を高
藤本十美夫（文化創造学部教授）
数学）
めるための教材作りや指導方法を身に付けるとともに、適
切な評価の在り方について習熟する。

通信教育

6時間

平成26年8月18日～
平成26年9月28日

教諭

小・中・高・特別
支援学校の算
数・数学教員向け

6,000円 上限なし

平成26年6月16日～
平成26年7月11日

平263032553018号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

岐阜女子大学

国際共同調査（TIMSS,PISA等）の結果から見えるわが国児
童生徒の実態を把握し、その中での課題を明らかにする。
新学習指導要領を踏まえた学習 ここでは、新学習指導要領で指摘されている科学的な思考
下野 洋（文化創造学部教授）
の定着を図る授業づくり（理科） 力、判断力、表現力の育成を図るために、地域教材の開発
の仕方、自然のパターン把握を導入した学習指導のあり方
を検討する。

通信教育

6時間

平成26年8月18日～
平成26年9月28日

教諭

小・中学校の理
科教員向け

6,000円 上限なし

平成26年6月16日～
平成26年7月11日

平263032553019号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

岐阜女子大学

この授業では、第一に、最近の言語研究の考え方に基づ
いて、従来は、「暗記型」である語彙や文法の修得を、生徒
新学習指導要領を踏まえた学習 に「理解」させる手だてを教授すること一つの目標とする。
安藤 義久（文化創造学部教授）
の定着を図る授業づくり（英語） 第二に、日本民話を用いた英語の教授法を紹介しながら、 山中マーガレット（文化創造学部教授）
英語力と日本文化の発信ということを同時に行うことを学ん
でいく。

通信教育

6時間

平成26年8月18日～
平成26年9月28日

教諭

中・高等学校の
英語教員向け

6,000円 上限なし

平成26年6月16日～
平成26年7月11日

平263032553020号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

岐阜女子大学

岐阜女子大学

岐阜女子大学

和田 正人（和田家博物館館長・特別客員教
授）
谷 里佐 （文化創造学部准教授)
三宅 茜巳（文化創造学部教授)
長尾 順子（沖縄県中頭郡西原町立西原小学
校教頭）

和田 正人（和田家博物館館長・特別客員教
授）
谷 里佐 （文化創造学部准教授)
三宅 茜巳（文化創造学部教授)
長尾 順子（沖縄県中頭郡西原町立西原小学
校教頭）
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平成２６年度（第２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

岐阜女子大学

岐阜女子大学

放送大学

放送大学

放送大学

放送大学

放送大学

放送大学

放送大学

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

デジタル技法を活用した教材開
発と授業づくり

デジタル技術・情報端末の発展・普及により、電子教科書
の開発や携帯型情報端末等を活用した授業展開が期待さ
れている。そのためには、デジタル機器に対応する教材開
発が必要である。本講座ではデジタルカメラ、3次元スキャ 佐藤 正明（文化創造学部教授）
ナ、画像処理など、デジタル技法を活用した教材作成の事
例を紹介し、体験するとともに、印刷教材など従来の教材群
とを融合した授業づくりについて考える。

通信教育

6時間

平成26年8月18日～
平成26年9月28日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校の教
諭向け

6,000円 上限なし

平成26年6月16日～
平成26年7月11日

平263032553021号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

伝統文化

岐阜・富山に残る世界遺産「白川郷・五箇山の合掌造り集
落」や沖縄のエイサー、その他関連した地域の伝統文化の
成立・継承の学習を通して、①日本の伝統文化について学
ぶとともに ②伝統や文化を尊重する態度 ③わが国と郷
土を愛する心 ④他国の伝統文化を尊重する態度 ⑤国際
社会の平和と発展に寄与する態度 ⑥自他文化を偏見なく
等しく尊ぶ態度・習慣 を育成するための教材作成・活用に
ついて考察する。

和田 正人（和田家博物館館長・特別客員教
授）
谷 里佐 （文化創造学部准教授)
三宅 茜巳（文化創造学部教授)
長尾 順子（沖縄県中頭郡西原町立西原小学
校教頭）

通信教育

6時間

平成26年8月18日～
平成26年9月28日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校の教
諭向け

6,000円 上限なし

平成26年6月16日～
平成26年7月11日

平263032553022号

058-229-2211

http://www.gijodai.
ac.jp/

スクールカウンセリング

児童生徒のこころの健康と、保護者への支援、先生方との
連携を目指して、スクールカウンセラーは活動している。
本講義では、教師に身につけてもらいたいカウンセリングマ
インド、スクールカウンセリング活動についての理解、教師
とスクールカウンセラーの連携などについて紹介する。

滝口俊子（放送大学名誉教授）
嘉嶋領子（臨床心理士、スクールカウンセラー） 放送
香川克（京都文教大学准教授）
（インターネット
坂上頼子（臨床心理士、スクールカウンセラー、 視聴可）
保育カウンセラー）

平成26年7月14日～
平成26年8月19日、
6時間 平成26年8月23日～
平成26年8月24日(試
験）

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

5,500人

平成26年4月15日～
平成26年5月30日

平263061451141号

043‐2765111(代）

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

スクールカウンセリング

児童生徒のこころの健康と、保護者への支援、先生方との
連携を目指して、スクールカウンセラーは活動している。
本講義では、教師に身につけてもらいたいカウンセリングマ
インド、スクールカウンセリング活動についての理解、教師
とスクールカウンセラーの連携などについて紹介する。

滝口俊子（放送大学名誉教授）
嘉嶋領子（臨床心理士、スクールカウンセラー） 放送
香川克（京都文教大学准教授）
（インターネット
坂上頼子（臨床心理士、スクールカウンセラー、 視聴可）
保育カウンセラー）

平成27年2月1日～
平成27年2月17日、
6時間 平成27年2月21日～
平成27年2月22日（試
験）

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

平成26年10月31日～
3,500人
平成26年12月1日

平263061451142号

043‐2765111(代）

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

学校経営

学校経営における学校組織・意思決定のあり方の検討、近
年取り組みの進んでいる学校評価・カリキュラムマネジメン
トの現状について理解する。また、学校に関連する法規・制
度や、学校運営協議会・地域連携・危機管理についての取
り組みを進めていくための実践的要点、事例や知識につい
て学んでいく。学校としての意思決定・学校評価など学校全
体としての内容であり、健康的な学校づくりの観点からも、
養護教諭も受講対象となる。

平成26年7月14日～
平成26年8月19日、
6時間 平成26年8月23日～
平成26年8月24日(試
験）

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

5,500人

平成26年4月15日～
平成26年5月30日

平263061451143号

043‐2765111(代）

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

学校経営

学校経営における学校組織・意思決定のあり方の検討、近
年取り組みの進んでいる学校評価・カリキュラムマネジメン
トの現状について理解する。また、学校に関連する法規・制
度や、学校運営協議会・地域連携・危機管理についての取
り組みを進めていくための実践的要点、事例や知識につい
て学んでいく。学校としての意思決定・学校評価など学校全
体としての内容であり、健康的な学校づくりの観点からも、
養護教諭も受講対象となる。

平成27年2月1日～
平成27年2月17日、
6時間 平成27年2月21日～
平成27年2月22日（試
験）

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

3,500人

平成26年10月31日～
平成26年12月1日

平263061451144号

043‐2765111(代）

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

環境教育の実践

環境教育とは、今の地球の変わりゆく状況を学び、未来の
地球の姿を共有し、どのように生きるかを考えるという人間
を育成するという「生き方教育」であるとも言える。
環境問題は、広い視野でとらえなくてはならないから、学校 河合明宣（教授）
放送
教育では総合的な学習の時間をはじめ理科や社会科など 大島修（群馬県太田市立尾島中学校教頭）
（インターネット
の横断的・総合的な内容としてとらえなくてはならない。そこ 中島啓治（元・群馬県立自然史博物館副館長） 視聴可）
で、環境教育のあり方や発達段階における進め方等を中心
に、具体的な実践事例を紹介し、学校での進め方を考えて
いく。

平成26年7月14日～
平成26年8月19日、
6時間 平成26年8月23日～
平成26年8月24日(試
験）

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

5,500人

平成26年4月15日～
平成26年5月30日

平263061451145号

043‐2765111(代）

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

環境教育の実践

環境教育とは、今の地球の変わりゆく状況を学び、未来の
地球の姿を共有し、どのように生きるかを考えるという人間
を育成するという「生き方教育」であるとも言える。
環境問題は、広い視野でとらえなくてはならないから、学校 河合明宣（教授）
放送
教育では総合的な学習の時間をはじめ理科や社会科など 大島修（群馬県太田市立尾島中学校教頭）
（インターネット
の横断的・総合的な内容としてとらえなくてはならない。そこ 中島啓治（元・群馬県立自然史博物館副館長） 視聴可）
で、環境教育のあり方や発達段階における進め方等を中心
に、具体的な実践事例を紹介し、学校での進め方を考えて
いく。

平成27年2月1日～
平成27年2月17日、
6時間 平成27年2月21日～
平成27年2月22日（試
験）

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

3,500人

平成26年10月31日～
平成26年12月1日

平263061451146号

043‐2765111(代）

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

情報社会に対応した学校教育

児童生徒を取り巻く今日の社会の情報環境の中で、学校教
育もそれらを無視することは出来ない。この講義では、情報
社会全体を把握した上で、授業・生徒指導における情報手
段の活用の考え方と事例、初等中等教育段階での情報教 川合慧（教授）
育・情報モラル教育・養護教諭等による心のケア、校務の情 中川一史（教授）
報化、そして教育行政の動向という視点から情報社会に対 堀田龍也（玉川大学教授）
応した学校教育・生徒指導について学ぶ。情報社会の中で
の学校教育・生徒指導についての観点から養護教諭等も対
象となる。

平成26年7月14日～
平成26年8月19日、
6時間 平成26年8月23日～
平成26年8月24日(試
験）

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

5,500人

平成26年4月15日～
平成26年5月30日

平263061451147号

043‐2765111(代）

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

天笠 茂（千葉大学教授）
岡田加奈子（千葉大学教授）
放送
本多 正人（国立教育政策研究所総括研究官）
（インターネット
濱田 博文（筑波大学教授）
視聴可）
星 幸広（元千葉大学大学院非常勤講師）

天笠 茂（千葉大学教授）
岡田加奈子（千葉大学教授）
放送
本多 正人（国立教育政策研究所総括研究官）
（インターネット
濱田 博文（筑波大学教授）
視聴可）
星 幸広（元千葉大学大学院非常勤講師）

放送
（インターネット
視聴可）
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開設者名

放送大学

放送大学

放送大学

放送大学

放送大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学
東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学
東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

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

情報社会に対応した学校教育

児童生徒を取り巻く今日の社会の情報環境の中で、学校教
育もそれらを無視することは出来ない。この講義では、情報
社会全体を把握した上で、授業・生徒指導における情報手
段の活用の考え方と事例、初等中等教育段階での情報教 川合慧（教授）
育・情報モラル教育・養護教諭等による心のケア、校務の情 中川一史（教授）
報化、そして教育行政の動向という視点から情報社会に対 堀田龍也（玉川大学教授）
応した学校教育・生徒指導について学ぶ。情報社会の中で
の学校教育・生徒指導についての観点から養護教諭等も対
象となる。

小学校外国語活動（英語活動）
概論

小学校における英語活動と中学以後の英語科の指導の違
いを理解した上で、小学校英語活動の現状と導入に向けた
課題を理解する。
各回、具体的な指導現場の現状を示すために現場でのレ
ポートやインタビューを挿入し、講義の最後には実際に模擬
レッスンを入れ、具体的な指導事例を示す。これにより、わ
が国の将来を担い、国際化する日本の運命を任される子ど
もたちの指導者に何が求められているのかを示す。

吉田研作（上智大学教授）
放送
松香洋子（元・玉川大学言語情報研究センター
（インターネット
特別研究員）
視聴可）
吉田博彦（教育支援協会代表理事）

平成26年7月14日～
平成26年8月19日、
6時間 平成26年8月23日～
平成26年8月24日(試
験）

小学校外国語活動（英語活動）
概論

小学校における英語活動と中学以後の英語科の指導の違
いを理解した上で、小学校英語活動の現状と導入に向けた
課題を理解する。
各回、具体的な指導現場の現状を示すために現場でのレ
ポートやインタビューを挿入し、講義の最後には実際に模擬
レッスンを入れ、具体的な指導事例を示す。これにより、わ
が国の将来を担い、国際化する日本の運命を任される子ど
もたちの指導者に何が求められているのかを示す。

吉田研作（上智大学教授）
放送
松香洋子（元・玉川大学言語情報研究センター
（インターネット
特別研究員）
視聴可）
吉田博彦（教育支援協会代表理事）

平成27年2月1日～
平成27年2月17日、
6時間 平成27年2月21日～
平成27年2月22日（試
験）

現代の生徒指導

児童・生徒を指導していく上での基本である児童・生徒の考
え方や行動、生活実態について正確に理解すること、児童・
生徒の家庭環境、学校生活での人間関係等の実態や影
響、携帯の普及による情報メディアでのリスク管理指導につ 住田 正樹（教授）
いて、また、子どもたちの心身の発達や親の不安、学校・学 今津 孝次郎（愛知東邦大学教授）
級の子どもの心に与える影響などについて考察する。
伊藤 亜矢子（お茶の水女子大学准教授）
加えて、スクール・ソーシャルワークについての目的・内容・
方法を検討をすることにより変動の時代の生徒指導を検討
する。

放送
（インターネット
視聴可）

平成26年7月14日～
平成26年8月19日、
6時間 平成26年8月23日～
平成26年8月24日(試
験）

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

5,500人

平成26年4月15日～
平成26年5月30日

平263061451151号

043‐2765111(代）

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

現代の生徒指導

児童・生徒を指導していく上での基本である児童・生徒の考
え方や行動、生活実態について正確に理解すること、児童・
生徒の家庭環境、学校生活での人間関係等の実態や影
響、携帯の普及による情報メディアでのリスク管理指導につ 住田 正樹（教授）
いて、また、子どもたちの心身の発達や親の不安、学校・学 今津 孝次郎（愛知東邦大学教授）
級の子どもの心に与える影響などについて考察する。
伊藤 亜矢子（お茶の水女子大学准教授）
加えて、スクール・ソーシャルワークについての目的・内容・
方法を検討をすることにより変動の時代の生徒指導を検討
する。

放送
（インターネット
視聴可）

平成27年2月1日～
平成27年2月17日、
6時間 平成27年2月21日～
平成27年2月22日（試
験）

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

3,500人

平成26年10月31日～
平成26年12月1日

平263061451152号

043‐2765111(代）

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

学校でしかできない不登校未然
防止と登校支援

学校で教師にしかできない不登校の未然防止、早期発
見、早期対応、および本格化した不登校問題の形成、維持
の理論を学び、それぞれの具体的な対応について学ぶ。以 小林 正幸（東京学芸大学教育学部教授）
上を通して、学校教育が本来果たさねばならない意義と役
割について考えることにします。

インターネット

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

小、中、高等学校
教諭
全教科教諭，養
養護教諭
護教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052293号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

発達障害の子どもたちの理解と
支援

LD（学習障害）、ADHD（注意欠陥多動性障害）、ASD（自
閉症スペクトラム障害）などの発達障害の特徴と学級の中
で起こる学習やコミュニケーションの困難との関係について 藤野
博（東京学芸大学教育学部教授）
概説する。それらの理解を踏まえ、発達障害のある児童・生 小池 敏英（東京学芸大学教育学部教授）
徒の教科学習とコミュニケーションをサポートするための考
え方と具体的な方法について学ぶ。

インターネット

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

小、中、高等学校
教諭
全教科教諭，養
養護教諭
護教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052294号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

「道徳」教育・「倫理」教育と中国
思想

中国思想が学校教育にどのような影響を与えてきたのか
を、小・中学校の「道徳」と高校の「倫理」を通じて考察する。
小・中学校の「道徳」については、東アジアにおける中国思
想の影響と今日の「道徳」授業の成立までの経緯との関係
井ノ口 哲也（東京学芸大学教育学部准教授） インターネット
を確認し、その今日的意義を考察する。高校の「倫理」につ
いては、高校生が教科書から中国思想の専門的な知識を
どの程度獲得できるのかを明らかにし、その意義や問題点
を考察する。

平成26年6月16日 ～
6時間
平成26年8月23日

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

平成26年3月24日～
3,000人
平成26年6月6日

平269481052295号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

放送
（インターネット
視聴可）

平成27年2月1日～
平成27年2月17日、
6時間 平成27年2月21日～
平成27年2月22日（試
験）

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

3,500人

平成26年10月31日～
平成26年12月1日

平263061451148号

043‐2765111(代）

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

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭、及び
中学・高校の英
語教諭向け

6,000円

5,500人

平成26年4月15日～
平成26年5月30日

平263061451149号

043‐2765111(代）

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

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭、及び
中学・高校の英
語教諭向け

6,000円

3,500人

平成26年10月31日～
平成26年12月1日

平263061451150号

043‐2765111(代）

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

本講義では，国語教材の漢詩などを中国語で音読するた
漢詩朗読のための中国語発音基
松岡 榮志（東京学芸大学教育学部教授）
めの現代中国語の発音の基礎知識を講義する。併せて漢
礎講座
木村
守(東京学芸大学教育学部准教授）
詩の形式や押韻などを講じる。

インターネット

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

中、高等学校国
語科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052296号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

本講義では，現代漢字の基礎知識について講義する。主
に、日本語、中国語などで用いられる漢字について、その成 松岡 榮志（東京学芸大学教育学部教授）
り立ちや変遷、そして今後のICTとの関わりなどを中心に講 木村
守(東京学芸大学教育学部准教授）
じる。

インターネット

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

小学校教諭、中、
高等学校国語科
教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052297号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

現代漢字の基礎知識
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開設者名

講習の名称

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

生活科への理解

講習の概要
平成元年の学習指導要領の改訂で、小学校低学年の社
会科・理科が廃止され、新設された生活科について理解を
深める。
本講習では、生活科新設までの経緯や学習指導要領の
目標や内容の解説を実践事例をあげながら講義する。特
に、平成20年の学習指導要領改訂時の「改善の基本方
針」、新内容や新たな配慮事項、生活科の評価の在り方な
どについて詳しく取り上げる。

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

インターネット

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

幼稚園、小学校
全教科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052298号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

音楽科の場合、現実には学習指導要領の内容を限られた
授業時数内に消化することが難しい。それにも拘わらず「費
用対効果」の言葉の下、子ども達の目線でも分かる具体的
音楽科授業の活性化に効果的な な結果や成長を残すことが求められている。この解決のた
新山王政和（愛知教育大学教育学部教授）
方策と使える指導スキル
め、予め授業内容を整理した上で、ある程度システム化した
指導・活動とともに、授業場面でも計画的臨機応変に対応
できることが必要。その一助になるよう、各種方策を紹介す
る。

インターネット

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校科音楽
科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052299号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

社会の急速な変化の中で私たちの生活環境や生活習慣
は多様化しており、それに伴って様々な健康上の問題が生
じている。
生活環境・生活習慣の変化を踏
後藤ひとみ（愛知教育大学教育学部教授）
本講座では、近年集積された科学的知見に依拠して、子
まえた生徒指導
久永直見（愛知教育大学非常勤講師）
どもの生活環境や生活習慣にかかわって生じている健康問
題を捉え直し、「生活」「環境」「からだ」に重点をおいた生徒
指導のあり方について、具体的な事例をもとに学ぶ。

インターネット

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

小、中、高等学校
教諭
全教科教諭，養
養護教諭
護教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052300号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

日本は1994年に子どもの権利条約を批准した後、条約44
条の報告審査義務に基づいて２回の報告書を提出した。し
かし、その第２回審査において、厳しく批判されている。しか
し、子どもの権利を保障し、実現するためには、国の施策を
子どもの権利のための学校と地
待つのではなく、子どもの生活現場に直接責任を持つ地
域の協働
域・家庭・学校関係者の役割が重要である。
本講習では，子どもの権利保障の諸問題を、豊田市にお
ける実践を通して明らかにし、子どもが育つ地域環境を実
現するための課題について学習する。

大村 惠（愛知教育大学教育学部教授）
岩崎克司 （日本福祉大学非常勤講師、DCI日
インターネット
本支部役員）
二井紀美子（愛知教育大学教育学部准教授）

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052301号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

インターネット

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

中学校理科教
諭，高等学校理
科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052302号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

インターネット

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052303号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

小、中、高等学校
教諭
生物・保健・家庭
養護教諭 科・教諭，
栄養教諭 養護教諭，栄養
教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052304号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052305号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

6,000円

平成26年3月24日～
3,000人
平成26年6月6日

平269481052306号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

野田 敦敬（愛知教育大学教育学部教授）

天文分野の基礎的な概念や知識（中学・高校レベル）を学
習し、宇宙から眺める視点で「地球環境」について考える。
また、地球以外の太陽系惑星や、系外惑星（他の恒星の惑
星）についての最新像を理解することで、地球誕生や生命
高橋真聡（愛知教育大学教育学部教授）
誕生の謎に挑戦する。地球に生命が存在するのは単なる偶
然なのか、それとも宇宙ではごく自然のことなのか、「人類」
の存在についても考察する。
これらの議論を、物理学・化学・生物学の知識も積極的に
取り込んで、科学的手法によって展開する。

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

「第二の地球」はあるか？

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

グローバル教育、平和教育など多様化してきた国際理解教
育の現況を整理し、多様なアイデンティティをもつ人々が平
和的・友好的に共生できる資質と能力を育成していくための
国際理解教育を考察する。本講習では、国際理解教育の事
総合的学習の時間における国際
清田雄治(愛知教育大学教授）
例から、フランスの公立学校における人権保障と多文化主
理解教育
伊藤貴啓（愛知教育大学教授）
義の問題、多文化共生（オランダを例とする共生の問題）、
食のグローバル化とフェアトレードなどを取り上げる。そし
て、他の教科などとの関連を図りながら教材化の事例を通
じて、児童生徒の総合的学習の具体的あり方を考える。

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

近年、学習指導要領に示されている「子どもの発育・福祉」
などヒトの発生と栄養に関する内容は研究が進んでいる。
成長・発達とビタミン ～葉酸を中 特にビタミン類は、不足のみでなく過剰摂取や効果的な摂
心に～
取時期についても解明されてきた。そのため、ヒトの発生、
栄養と先天異常、体内での栄養素の働き、ビタミンの摂取
不足・過剰摂取、学校での教育状況を本講習で講義する。

インターネット

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

実社会で活躍する情報技術者に求められる関連事項は、
基本情報処理対策等資格試験に集約されることが多い。一
方で、教科「情報」の学習内容は、断片的な扱いになる傾向
情報技術者育成のための基本情 が強い。生徒が将来情報系分野を希望する場合、教科「情 小松川 浩（千歳科学技術大学総合光科学部教
インターネット
報処理
報」においては、基本情報処理資格対策の流れを意識した 授）
授業設計を図っていくことは重要となる。
本講義では，基本情報処理資格試験に準拠して、教科
「情報」に関連する内容について学習していく。

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

ICTを活用した数学授業実践

福田博美（愛知教育大学教育学部准教授）
松尾拓哉（近畿大学医学部情報システムセン
ター講師）
篠崎圭子（愛知教育大学教育学部非常勤講
師）

eラーニング等のインターネットを利用した学習方法や、電
子黒板やデジタルペンといった学習用ディバイス、グラフィッ
クスやアニメーションを使った学習コンテンツ等、ICTを活用
した授業の取り組みは、生徒の興味関心を高め、学力を向 今井順一（千歳科学技術大学 総合光科学部
上させることが期待されている。
准教授）
本講習では，ICT活用により開発した「eラーニング」や「授
業支援型学習コンテンツ」による授業実践を通じ、効果的な
授業デザインの習得とICT活用指導力の向上を目指す。

インターネット

平成26年6月16日 ～
6時間
平成26年8月23日
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教諭

高等学校教科
「情報」教諭

教諭

中・高等学校教
科「数学」教諭

平成２６年度（第２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

光科学の基礎と応用への招待

今日、光は、我々の生活のいたる所で使われている。また
新しい応用の開拓が精力的に行われ、その進展は目覚し
い。中学・高校で学ぶ理科は広範囲で、全てを扱うことは難
しい。
吉田淳一 （千歳科学技術大学総合光科学部
本講座ではその理科のなかでも、「波」を中心に学習す
教授）
る。学習項目は、波の基本・音波・光波が主である。基本を
学習するばかりでなく、応用例として、光ファイバ・色・発光
ダイオード・太陽電池を紹介し、学習内容と実際の応用を対
応しながら理解を深める。

インターネット

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

中・高等学校理
科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052307号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

基本的人権の現在

本講習は、教職科目である「日本国憲法」の知識を最新の
ものにすることを目的とする。基本的人権に関する判例と主
要な学説とともに、ここ10年ほどの間に最高裁判所が新しく
岩本一郎（北星学園大学経済学部 教授）
出した判決（例：国籍法事件、空知太神社訴訟など）を取り
上げ、基本的人権をめぐる最近の動向について学習する。
近年、最高裁判所が積極的に違憲判断を行っている現状を
知ることができる。

インターネット

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

小・中・高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052308号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

心理学入門 ～人間の記憶・言
語・思考のふしぎを探る～

教室での学習の場面で、例えば「なぜ生徒によってこんな
にも理解が違うの？」と感じたことはありませんか。同じ説明
をしても、それを受け取る生徒の理解はさまざまです。人が
文字を読み（話を聞き）、記憶し、思考し、理解する心の働き
中嶋輝明（北星学園大学文学部共通部門 教
とはそもそもどのようなものなのでしょうか。
授）
本講習では、心理学の諸分野の中から記憶、言語、思
考、注意といったテーマについて心理学的な諸現象やそれ
を説明するモデルについて学習し、学習場面での生徒の振
るまいを理解する一助とします。

インターネット

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

小・中・高等学校
教科全教科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052309号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

教師にとってPCは教育になくてはならないツールとなって
いるが、新しいものを活用する時間がなかなか取れない実
状がある。表計算ソフトExcelは2007にバージョンが変更さ
教師のための表計算入門（Excel
松本豊司（金沢大学総合メディア基盤センター
れた際に、リボンが採用されるなど見た目が大幅に変更さ
2007）
准教授）
れ、便利な機能が追加されている。
本講習では、Excel 2007,2010の使い方を学習し、それを
各自の教育に活用する材料を提供することを目標とする。

インターネット

平成26年6月16日 ～
6時間
平成26年8月23日

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

平成26年3月24日～
3,000人
平成26年6月6日

平269481052310号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

教師のための文章処理入門
（Word 2007）

教師にとってPCは教育になくてはならないツールとなって
いるが、新しいものを活用する時間がなかなか取れない実
状がある。文章処理ソフトWordは2007に変わり、リボンが採
松本豊司（金沢大学総合メディア基盤センター
用されるなど見た目が大幅に変更され、便利な機能が追加
准教授）
されている。
本講習では、Word 2007の使い方を学習し、それを各自の
教育に活用する材料を提供することを目標とする。

インターネット

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052311号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

Webとその作成

Webはインターネットにおいて最も頻繁に利用されるツール
である．Webページ作成にあたっては、システムへの正しい
理解が必要であるが、世の中にはそれが不足したまま作成
されたと思しきものが少なくない．学校業務においてWeb
井町智彦（金沢大学総合メディア基盤センター
ページを作成する場合、システムへの正しい理解は特に重 准教授）
要である．この講座ではWebの仕組みと作成方法について
解説し、Webシステムについての正しい理解とページ作成に
当たり必要となる実践的知識の習得を目指す。

インターネット

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052312号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

宇宙と素粒子

われわれの存在しているこの宇宙を現代の物理学はどの
ように理解しているのか、そしてわれわれを作っている原
子、素粒子の世界はどのようになっているのかを学ぶ。特
に、宇宙全体の姿とミクロの素粒子は実は深く結びついて
おり、宇宙の研究から素粒子が予言され、素粒子の研究か
ら宇宙の過去・現在・未来が予言されることを学び、現代の
自然観の全貌を俯瞰する。

青木健一（金沢大学理工研究域数物科学系
教授）
インターネット
末松大二郎（金沢大学理工研究域数物科学系
教授）

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校理科教
諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052313号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

成績評価のための統計学講座

生徒の成績評価は、教員にとっても最も重要な仕事の一
つである。そこでは、生徒1人1人への絶対的な評価と共に
クラス全体、学年全体の中での相対的な評価も必要とな
る。
鈴木恒雄（金沢大学名誉教授）
本講習では、多くのデータについて検討・評価する統計学 森 祥寛（金沢大学総合メディア基盤センター
を成績評価という点から学習し、平均、分散、標準偏差、偏 助教）
差値等の意味を知り、その計算方法について習得する。こ
れによって改めて、成績評価について検討させることを目標
とする。

インターネット

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052314号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

学校における消費者教育

平成２４年に「消費者教育の推進に関する法律」が成立、
施行されました。これにともなって文部科学省では、学校、
家庭、地域における消費者教育の情報共有と連携を目的と
した消費者教育フェスタを開催しています。また消費者庁で 松浦義昭（金沢大学人間社会学域経営学系専
インターネット
は、消費者教育の内容を体系的に組み立てた「消費者教育 任講師)
の体系イメージマップ」を作成しています。この講義では、こ
うした消費者教育を学校で実施する際の学習目標や内容、
指導方法を解説しています。

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052315号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学
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平成２６年度（第２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

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

高校数学のつぼ

高校数学IＡからIIIＣまでの範囲で、生徒に理解をさせるこ
とが困難な点をポイント的に抜き出し、どのように教えれば
最も効果的かを３０年以上のベテラン教師が講義する。６時
間の講義では、十分でないので、どの教師にも対応する共 鈴木恒雄（金沢大学名誉教授）
通内容の部分と必要度に応じて選べる選択部分を提供す 鈴木譲二（関西学院大学 非常勤講師）
る。例えば、数学IIICでは、「関数の連続性と微分可能」「近
似計算」「極限値」「不等式の証明」「二次曲線と極方程式」
「Ａn問題」などを扱う。

講習の開催地

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

高等学校理数系
教科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052316号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

インターネット

平成26年6月16日 ～
6時間
平成26年8月23日

教諭

小学校教諭、中
学校社会科教
諭、高等学校公
民科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052317号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

インターネット

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

小学校教諭、中、
高等学校理科教
諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052318号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

中西 孝（金沢大学名誉教授）
静間 清（広島大学大学院工学研究院特任教
授）
インターネット
高田 純（札幌医科大学医療人育成センター教
授）

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052319号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

最新のICT（力・距離・加速度センサー・超高速動画カメラ・
パソコン等の情報通信技術）を活用して、意外性に富む実
験結果の「予測・討論・実験的検証」による能動的学習過程
を考究する「アクティブ・ラーニング型力学授業法」について
ＩＣＴを活用した「アクティブ・ラーニ
小林昭三（新潟大学人文社会・教育科学系フェ
の講義である。その際、仮説を明快に検証して科学概念を
インターネット
ング型」力学授業法
ロー．新潟大学名誉教授）
効果的に形成する授業の実現を特に重視する。ホバーサッ
カーの空中浮揚や超軽量力学台車と携帯扇風機を用いた
摩擦抵抗が無視できる世界、空気抵抗や水の粘性抵抗が
支配的な日常世界、等を能動学習する。

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

小、中、高等学校
理数系教科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052320号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

インターネット

12時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校国語科 12,000円
教諭

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052321号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

インターネット

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

小、中、高等学校
教諭
全教科教諭，養
養護教諭
護教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052322号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

小、中、高等学
教諭
校全教科教諭、
養護教諭
養護教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052323号

076-234-4142

http://www.kagac.jp
/

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052324号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

6時間

雇用のルール

人は、人生の半分以上は労働に関わりを持つが、その労
働の多くは他人に雇われての労働である。雇用に関する
ルールを定めているのが労働法であるが、生徒・学生たち
はその法律知識も不十分なままに雇用社会に送り出されて
前田達男（金沢大学名誉教授）
いる。
この講習では、雇用社会で働く人にはこの程度の法律知
識は持ってほしい、また教えておいてほしいと思われる、雇
用のルールを学習する。

バイオへの誘い

２１世紀はヒトゲノム配列の決定で明けました。ゲノムを調
べて、個人に相応しいオーダーメイドの医療と健康法、感染
症や遺伝病の治療、臓器の移植と構築等々、素晴らしい
Quality of Lifeが待ち構えていることでしょう。このような時
代に身体を作っている物質とその反応を把握することが大
鈴木健之（元金沢大学理学部教授 ）
切です。
本講義ではバイオの基礎を紹介します。各回の学習内容
は次のとおりです。
(1)生命とは何か、 (2)と(3)タンパク質、 (4)糖と生体エ
ネルギー、 (5)と(6)核酸、 (7)生体防御反応

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

放射能と放射線の基礎知識

本講習では，放射性物質・放射能・放射線に関する基礎
知識や放射線の性質・作用と放射線測定法の原理を習得
し，放射線の性質に基づいて生体への影響のしくみと放射
線防護について考える。また，放射性物質と放射線の種々
の利用､原子力利用についても学習する。これによって，放
射性物質・放射能と放射線に関する正しい知識が小学生か
ら中・高生の教育に活用され，広く社会に普及することを目
的とする。

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

対象職種 主な受講対象者

教諭

インターネット

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

講習の期間

論語が漢字文化圏で果たしてきた役割は大きい。聖書や
コーラン、あるいは仏典と並ぶ重要な書物であることは言を
俟たない。今日その論語を原典で読むことが少なくなって来
ている。そうした状況を勘案して、その論語を読むことを通じ
安本 博（愛知大学名誉教授）
て、古代中国の思想の問題だけでなく、漢字や漢文訓読の
問題にも理解を深め、漢文訓読によって培われた日本語の
問題についても理解を深めることがこの科目の目的であ
る。

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

論語を読む

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

児童期・思春期は心理的・社会的発達に大切な時期であ
り、特に思春期は身体的・心理的・社会的にも変動の著しい
時期であり、その中で自己を確立していく大きな課題をもっ
やさしい児童期・思春期の精神 ている。しかし、学校場面では増加し続ける不登校、深刻な 小山善子（金城大学医療健康学部 教授）
医学～その深層心理と心の病気 問題行動等が、社会全体の問題となっている。また、この時 鈴木健一（名古屋大学保健管理センター准教
～
期は様々なタイプの神経症性障害の好発時期でもあり、学 授）
校の精神保健が重要課題となる。
この講座では子どもたちの深層心理と心の病気を学習す
る
学校場面でのメンタルヘルスには不登校をはじめとしいじ
め、発達障害、虐待児、自殺等様々な問題が挙げられる。
近年、いじめの問題の対応は深刻で、いじめによる自殺は
大きな社会問題にまでなっている。また新しい問題として
は、睡眠時間や勉強にも影響しかねないスマートフオンに 小山善子（金城大学医療健康学部 教授）
はまっている高校生。これらの子どもに対応する教師のメン
タルヘルス対策も重要課題である。この講座では学校場面
での子どもの問題の対応と教師のメンタルへルスを学習す
る。

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

学校現場のメンタルヘルス

インターネット

6時間

平成26年6月16日～平
成26年8月23日

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

授業は広義でのプレゼンテーションの一種として捉えられ
る。である以上は、「ティーチング」「コーチング」「問題提起」
といった目的を明確に持つ必要がある。その目的を達成す 城田比佐子（ＮＰＯ法人国際社会貢献センター
授業に活かすプレゼンテーション るためにより効果的なプレゼンテーションを行うための心構 活動会員、一橋大学大学院プレゼンテーション インターネット
えと技術について学習する。特にプレゼンテーションのツー 講座 講師（ABICからの講師派遣）
ルとして広く使われているパワーポイントを利用して、効果
的なシートを作るポイントを学ぶ。

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日
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教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

平成２６年度（第２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

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

お母さんと語る環境問題

日常生活の中で環境改善のために努力している先生方、
ちょっと立ち止まってご一緒に考えてみませんか。環境問題
も、真実を見分ける目で、「科学の心」で捉えることが大切で
す。
本講座では、地球温暖化・オゾンホール・排気ガス問題・
廃棄物問題・資源エネルギー問題等を、解説したいと思い
ます。素朴な疑問の「なぜ」を考えることによって始まった環
境問題への取組の歴史は、色々の事を私達に教えてくれま
す。一緒に考えましょう。

坂東昌子（ＮＰＯあいんしゅたいん理事長、愛知
大学名誉教授）
インターネット
前 直弘（関西大学理工学教育開発センター准
教授）

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052325号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

最近、資源とエネルギーの話がたくさん出るようになりまし
た。これに伴い、エネルギーとは何か、未来の資源はどうな
るのか、と言うことを色々な角度から正しい知識と考え方を
持って、理解していくことが必要になってきました。例えば、
子ども達と一緒に語る資源とエネ
資源節約の為の３Ｒ運動は、資源の性質を見極めないと、
ルギー
本当に環境に優しいのか、資源の節約になるのかが分かり
ません。
本講義では、日常生活の色々な議論を考え、まとめてみ
ます。

坂東昌子（ＮＰＯあいんしゅたいん理事長、愛知
大学名誉教授）
インターネット
前 直弘（関西大学理工学教育開発センター准
教授）

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

小、中、高等学校
全教科教諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052326号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

電磁気お役立ちメニュー

小学校から大学まで一貫して学ぶ電磁気は、社会生活と
も密接につながっています。この授業では、電気と磁気とい
う２つの異なった現象が、どのように統一されたかを解説
し、電磁気を具体的かつイメージ豊かに捉えるメニュー、素
材、好奇心を引き出す工夫、発展的な教材の紹介などを盛
り込みました。電磁気の基礎概念として、しっかり捉えること
が大切です。きっと新しい発見ができます。

坂東昌子（ＮＰＯあいんしゅたいん理事長、愛知
大学名誉教授）
インターネット
松林 昭（聖トマス大学人間発達科学科助教/
京都教育大学.大学院非常勤講師）

6時間

平成26年6月16日 ～
平成26年8月23日

教諭

小学校教諭、中、
高等学校理科教
諭

6,000円

3,000人

平成26年3月24日～
平成26年6月6日

平269481052327号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

風景のサイエンス

心を静めて戸外の環境に目を凝らすと、空の様子、遠くの
山の見え方、水面等、同じものであっても、その色や見え方
は千変万化する。この現象への小中高生の気付きは理科
の芽の一つであり、生徒への適切な対応が求められる。こ
佐藤文隆（京都大学名誉教授，甲南大学教授） インターネット
の一見複雑な現象は二十世紀に解明された気候、原子・分
子、光の科学で読み解くことができ、本講義では、水蒸気や
チリのわずかな配合の具合で風景は驚くほど変貌すること
等を学ぶ。

教諭

小学校教諭、中・
高等学校理科教
諭

6,000円

平成26年3月24日～
3,000人
平成26年6月6日

平269481052328号

076-234-4142

http://www.kagac.jp

東京学芸大学・
金沢大学・愛知
教育大学・千歳
科学技術大学

平成26年6月16日 ～
6時間
平成26年8月23日
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