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平成２６年度（第３回）
「教科指導・生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
（選択領域）

平成２６年度（第３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

小中高等学校教諭、
特別支援学校教諭
（特別支援教育コー
ディネーター担当、ま
たはその希望者を優
先する）、養護教諭

6,000円

120人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000153364号

011-706-5430

http://www.hokudai.
ac.jp/

特別支援教育

特別支援教育においては、LD、ADHD、高機能自閉症など
の「発達障害」のある児童・生徒への対応が、従来の障害に
室橋 春光（大学院教育学研究院特任教授）
加えて求められている。本講義では、主に通常級における
岡田 智（大学院教育学研究院准教授）
「発達障害」のある児童・生徒の教育に関する理論と実際の
対応について、心理･教育的視点から基本的事項を学ぶ。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月14日

教諭
養護教諭

歴史と文化

中学校の社会科および高等学校の地理歴史科のうち日
本史と世界史に関する講習を行うものである。５名の講師に
よるオムニバス形式の講義の後、筆記試験を行う。各分野
については、近年の研究動向の紹介および最新の学説の
解説を中心に講義を行う予定である。

小倉 真紀子（大学院文学研究科准教授）
守川 知子（大学院文学研究科准教授）
砂田 徹（大学院文学研究科教授）
村田 勝幸（大学院文学研究科准教授）
佐々木 亨（大学院文学研究科教授）

北海道札幌市

6時間 平成26年8月1日

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5月6日～
平成26年5月18日

平261000153365号

011-706-5430

http://www.hokudai.
ac.jp/

倫理思想の根本問題

中学校の社会科及び高等学校の公民科のうち、特に倫理、
さらに政治経済、及び現代社会の一部に関する講習を行
う。倫理思想・社会思想に関する教育において特に重要な
分野の基本知識を身につけ、教育活動に活かすことを目的
とする。内容は古代ギリシア・ローマ思想、近代社会思想、
カント倫理学と功利主義、西田幾多郎、ロールズとサンデル
等である。講義を行った後、講義内容を踏まえた筆記試験
を実施する。

藏田
近藤
田口
村松

北海道札幌市

6時間 平成26年8月12日

教諭

中学校(社会)・高
等学校(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261000153366号

011-706-5430

http://www.hokudai.
ac.jp/

理系の応用技術：工学の世界

私たちの身近にある技術を，工学的な視点からオムニバス
形式の講義・実験を通して，理系の応用技術の考え方や面
白さを伝える。
・応用理工系学科 講義題目：「かたよった光」の振る舞い
とその応用
・情報エレクトロニクス学科
講義題目：微小気泡が拓く新しい超音波診断と治療
・機械知能工学科
講義題目：地球環境保全とエネルギー・原子力
・環境社会工学科 講義題目：開発途上国の水：衛生と資
源回収型サニテーション

岡 和彦（大学院工学研究院准教授）
工藤 信樹（大学院情報科学研究科准教授）
奈良林 直（大学院工学研究院教授）
船水 尚行（大学院工学研究院教授）

北海道札幌市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小・中・高等学校
教諭（理科）

6,000円

80人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000153367号

011-706-5430

http://www.hokudai.
ac.jp/

練習船による水産科学実習

水産科学に関する実践的教育法を習得するために，大学に
おける最新の野外実習を体験する。小型練習船で噴火湾お
よび函館周辺海域への2泊3日の航海を通じて、沿岸生態
系を対象とした魚類やイカ類，プランクトン採集を体験し、魅
力ある野外実習方法を模索する。実習の最後には「新たな
る教育プログラム」を提案・発表し，筆記試験で修得内容を
確認する。なお、船酔いや狭い閉鎖空間での実習を十分考
慮して申し込む必要がある。

髙津 哲也（大学院水産科学研究院教授）
亀井 佳彦（水産学部附属練習船うしお丸准教
授）
北海道函館市
小林 直人（水産学部附属練習船うしお丸助
教）

教諭

小中高等学校教
諭(高校水産，中
高理科を優先）

22,455円

8人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000153369号

011-706-5430

http://www.hokudai.
ac.jp/

室蘭工業大学

教師のための学校医学

本講習では、突然死、失神、ショックなどの救急疾患、ス
ポーツにおける頭部外傷、脳震盪、頚椎損傷、外傷を概説
する。また、感染症・免疫学を基礎に、はしか、インフルエン
ザ、ノロウイルス、アナフィラキシー、食物アレルギーを説明
佐々木 春喜（教授）
し、脳科学（記憶、睡眠、脳と心など）、禁煙科学、放射線医
学などの最新医学知識を紹介します。エビデンスに基づき
説明しますが、できるだけ理解しやすいように図解を多用
し、講習を進めます。

6時間 平成26年7月19日

養護教諭・小学
教諭
校・中学校・高等
養護教諭 学校教諭（教科
種を問わない）

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000354069号

0143-46-5107

http://www.muroranit.ac.jp/

室蘭工業大学

従来工場の中だけで使われていたロボットが、今ではホン
ダの「アシモ」やソニーの「アイボ」など、私たちの身近な存
在となっています。そして、ロボットは私たちの生活を支える
ために、これからますます重要な役割を担っていくでしょう。
簡単にわかる！ロボットのしくみ
そこで、ロボットとはどの様なもので、仕組みはどうなってい
るのか、そして今後どの様に発展していくのかわかりやすく
講義します。こどもたちの好奇心に応える理科や技術に関
する専門的知見を取り扱います。

北海道室蘭市

6時間 平成26年7月19日

小学校・中学校
（数学・理科・技
術）・高等学校教
諭（数学・理科・
情報・工業）

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000354070号

0143-46-5107

http://www.muroranit.ac.jp/

北海道室蘭市

6時間 平成26年7月19日

小学校・中学校・
教諭
高等学校教諭・
養護教諭
養護教諭

6,000円

30人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000354071号

0143-46-5107

http://www.muroranit.ac.jp/

北海道大学

北海道大学

北海道大学

北海道大学

北海道大学

風間
湯浅
花島
梶原

伸雄（大学院文学研究科教授）
智彦（大学院文学研究科准教授）
茂（大学院文学研究科准教授）
正隆（大学院文学研究科准教授）

俊治（教授）
友典（准教授）
直彦（准教授）
秀一（准教授）

北海道室蘭市

18時間

平成26年8月4日～
平成26年8月6日

教諭

室蘭工業大学

防災教育とこころの健康教育

日本は自然災害が頻発する国であり、学校教育の中で
様々な身近な災害に対する備えを行う必要がある。本講義
では、災害の特徴と危険を知り、いざというときに生き残り、
その後を生き抜く知識と技術を身につけるための防災教育
前田 潤（准教授）
に関する基礎的知見を提供し、参加者とディスカッションしな
がら、危険を避け、生き延びるための術について体験する。
そして、災害後のストレスの心身への影響とストレス反応の
特徴とその対処という心の健康教育について学びます。

室蘭工業大学

教師のためのＥｘｃｅｌによる事務
の効率化

Excel2013の活用方法を習得し，教務能力を伸ばして事務
作業の効率化を目指します。行事予定表などの作成実習を 早坂 成人（助教）
通して，関数やセルの書式設定の活用法を学びます。なお 石坂
徹（助教）
受講生は，Excelの基本操作を行えることを前提とします。

北海道室蘭市

6時間 平成26年9月6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6日～
平成26年5月18日

平261000354072号

0143-46-5107

http://www.muroranit.ac.jp/

みぢかな環境教育AAA
（Anytime, Anywhere, Anyone）

リサイクル，地球温暖化，炭素還元社会，代替エネルギー，
新エネルギー，環境浄化，公害などのさまざまな環境問題
を多面的に科学的視点でとらえる講義を行います。科学的
な視点を養うために、実験装置、器具などに触れる機会を 田邉 博義（准教授）
設けます。また対立する問題を検討します。理科教科はもち 安居 光國（准教授）
ろんのこと，社会科,家庭科など他の教科においても環境に
関わる問題について学びます。環境教育ＡＡＡ（Anytime,
Anywhere, Anyone）を目指します。

北海道室蘭市

6時間 平成26年9月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

25人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000354073号

0143-46-5107

http://www.muroranit.ac.jp/

室蘭工業大学
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ＵＲＬ

養護教諭・中学
教諭
校・高等学校教
養護教諭 諭（理科・保健体
育教諭向け）

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000354074号

0143-46-5107

http://www.muroranit.ac.jp/

香りの効用とスポーツ・マッサー
ジによる疲労回復

学校生活でおこる様々な疲労は，主に精神的なストレス・体
のバランスの乱れだと考えられています。香りは，身体・精
神に対して有効であり，スポーツ・マッサージは，体のバラン
スの崩れを修正し，疲労回復に効果的であるといえます。
本講習の前半では，生体の感覚器受容器の知識を学びま 上村 浩信（准教授）
す。特に，ニオイに関係ある臭覚器が大脳に及ぼす影響に
ついて説明します。また，後半では，運動に関連する感覚受
容器の知識を学び，物理的刺激による生体の疲労回復を
理解するためにスポーツ・マッサージの実技を行います。

北海道室蘭市

6時間 平成26年9月7日

帯広畜産大学

食料と安全

遺伝子組み換え食品、農産物についての開発の背景、
基礎知識、世界での現状などを解説しながら、食料と安全
に関する基盤的な考え方を解説します。また、自分の細胞
から簡単な方法でDNAを抽出して目で見ることのできる物
小嶋 道之（食品科学研究部門 准教授）
質であることを体験し、DNA・遺伝子についての理解を深め
てもらうための実習を行います。基礎理解ができれば簡単
に行うことができますので、家庭でも、学校でもデモンスト
レーションできる内容です。

北海道帯広市

6時間 平成26年8月4日

教諭

中学校・高等学
校教諭（理科・農
業）

6,000円

20人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000554461号

0155-49-5380

http://www.obihiro.
ac.jp/

帯広畜産大学

十勝で盛んな牛肉生産をとりあげ、牛の消化の特徴と牛
肉の美味しさとの関連について理解する。①日本全国・北
海道及び十勝での牛肉生産、②牛の品種、③牛の消化の
牛の消化の特徴と牛肉の美味し
特徴、④牛肉の美味しさと牛の消化との関連、⑤和牛はな 日高 智（畜産生命科学研究部門 教授）
さとの関係
ぜ美味しいのか、⑥安全・安心な牛肉生産について解説す
る。主な対象は理科及び農業科教諭であるが、総合学習で
動物や食品に関心のある小・中・高の教諭も対象とする。

北海道帯広市

6時間 平成26年8月4日

教諭

中学校・高等学
校教諭（理科・農
業）

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000554462号

0155-49-5380

http://www.obihiro.
ac.jp/

帯広畜産大学

十勝における環境教育：GPSを
用いた地図作り

位置情報を取得するＧＰＳは、一般の家電製品にも普及
し、身近なものとなっているが、この技術を用いると昆虫や
植物の分布図を作成することができ、また、周辺環境と身近
な植物や昆虫との関係を知ることができる。この講習では、
ＧＰＳのメカニズムの講義や操作法の実習を通して、簡単な 木村 賢人（地域環境学研究部門 助教）
デジタル地図上に植物や昆虫の発見位置情報を取り込み、
植生図や昆虫分布図などの主題図を作成する方法を学
ぶ。理科、農業科教諭以外にも、総合学習で生き物、植物
調査に関心のある小・中・高の教諭も対象とする。

北海道帯広市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校・高等学
校教諭（理科・農
業）

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000554463号

0155-49-5380

http://www.obihiro.
ac.jp/

実験を通して学ぶ光と空気の物
理

光と空気の波動現象は私たちが環境を把握する視覚と聴
覚の原理を成すとともに、自然界の様々なエネルギース
ケールの現象を統一的に理解する上で有効な糸口になって
いる。身近な気体である空気の実体、空気中での光の散
前多 修二（地域環境学研究部門 教授）
乱、空気中に含まれる自然放射線などに関する実験を通
し、身の回りの様々なスケールの物理現象の成り立ちをわ
かりやすく整理する。小・中・高の教諭を対象とする。

北海道帯広市

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
（理科）

6,000円

平成26年5月6日～
40人
平成26年5月18日

平261000554464号

0155-49-5380

http://www.obihiro.
ac.jp/

帯広畜産大学

十勝における環境教育：バイオ
ディーゼル燃料（BDF）

バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）は二酸化炭素削減（地球温
暖化対策）、循環型社会の構築等に向けた取り組みとして
脚光を浴びており、十勝においても研究が進んでいる。この
講習は、ＢＤＦに関する講義とＢＤＦ生産工場の見学とを通し
て、地球にやさしく、化石燃料に依存しない新しいエネル
岸本 正（地域環境学研究部門 准教授）
ギーについて解説し、十勝での環境教育を進める上で、必
要な、地域の農畜産業の進展と環境問題対策を両立させる
ための技術について、最新の知識を習得することを目的と
する。

北海道帯広市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000554465号

0155-49-5380

http://www.obihiro.
ac.jp/

帯広畜産大学

有機性廃棄物をバイオガスエネルギーに転換するバイオ
ガスプラントは、二酸化炭素削減（地球温暖化対策）、循環
型社会の構築などの取り組みの中で注目されており、特に
農畜産業の盛んな北海道においては必要な技術である。こ
十勝における環境教育：バイオガ
の講習は、地球にやさしく、石化燃料に依存しない新しいエ 梅津 一孝（畜産衛生学研究部門 教授）
スプラント
ネルギーについて解説し、十勝の環境教育を行う上で必要
な、地域の農畜産業の進展と環境問題対策を両立させるた
めの技術について、最新の知識を習得することを目的とす
る。

北海道帯広市

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

6,000円

40人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000554466号

0155-49-5380

http://www.obihiro.
ac.jp/

札幌学院大学

いまや発達障害・知的障害や精神的な困難を抱える人々へ
発達障害・知的障害や精神的な の支援は社会的な課題になっており、先行経験の普遍化が 二通 諭（人文学部准教授）
困難を抱える人々への社会的支 急がれています。本講座は、事件報道、幼児期、地域、就 牧野 誠一（人文学部教授）
援の今
労などの多方面からアプローチし、今後の特別支援教育や 塩見 啓一（人文学部教授）
社会的支援のあり方を考えていきます。

北海道札幌市

平成26年6月11日,
6時間 平成26年6月18日,
平成26年6月25日

6,000円

20人

平成26年4月17日～
平成26年6月5日

平263000454649号

011-386-8111

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

7,000円

平成26年5月12日～
40人
平成26年5月30日

平263000953650号

011-741-1051

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

室蘭工業大学

帯広畜産大学

天使大学

北海道の食文化について

学校給食の目標の一つに「わが国や各地域の優れた伝統
的な食文化について理解を深めること」とある。しかし、日本
全体としての一般的な食文化や伝統料理、郷土料理につい
ての情報は、インターネットなどで得られても、北海道地域
の食文化に関する情報は得にくいのが現状である。
山部 秀子（看護栄養学部栄養学科教授）
北海道という歴史が浅く明治期に開拓が始まった地域にお
ける食文化のあり方やその過程、また文化として残されてい
る料理について最新情報を交えて解説し、その一部を実習
する。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月4日
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教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

栄養教諭 栄養教諭向け

平成２６年度（第３回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

道都大学

道都大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

特別支援教育講座

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

板垣
坂上
酒井
笹森
高橋
荒木

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

特別支援教育講座

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

板垣
坂上
酒井
笹森
高橋
荒木

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

英語の発音はともすれば単語の発音に終始しがちであ
る。実際の発話（スピーチなど）や会話では、それもさること
ながら、イントネーション（抑揚）、リズム、顔の表情、ボ
ディー・ラングエッジなど、テクスト中心の従来の英語学習で
英語の発音・イントネーション・リ
はなかなか触れることのない要素が重要になる。
平松 哲司（文学部教授）
ズム
本講座では、そうした基本的訓練をやり直して、教壇で役
立つ知識を得ることを目指す。頭だけの理解ではなく、身体
的理解、表現力を身につけていただきたいと考える。

講習の開催地

北海道北広島
市

北海道北広島
市

時間数

18時間

18時間

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成26年8月6日～
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
校教諭及び養護
教諭

18,000円

100人

平成26年5月1日～
平成26年6月30日

平263001054542号

011-372-3111

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

平成27年1月6日～
平成27年1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
校教諭及び養護
教諭

18,000円

100人

平成26年10月1日～
平成26年11月28日

平263001054543号

011-372-3111

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

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）教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平263001454017号

011-736-5736

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

北海道札幌市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校（社会）、
高等学校（公民）
教諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平263001454018号

011-736-5736

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

北海道石狩市

6時間 平成26年8月5日

栄養教諭 栄養教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平263001454019号

011-736-5736

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

6時間 平成26年8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
校教諭及び養護
教諭

6,000円

120人

平成26年5月7日～
平成26年5月9日

平263001555658号

011-387-4082

http://www.hokushou.ac.jp

6時間 平成26年8月6日

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

6,000円

120人

平成26年5月7日～
平成26年5月9日

平263001555659号

011-387-4082

http://www.hokushou.ac.jp

北海道江別市

6時間 平成26年8月7日

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

6,000円

120人

平成26年5月7日～
平成26年5月9日

平263001555660号

011-387-4082

http://www.hokushou.ac.jp

本講習会では現在大学で実施されている機械工学教育の
最新事例について紹介します。具体的には表計算ソフトを
用いた力学問題の視覚的理解および簡単な設計問題解法 太田 佳樹（創生工学部教授）
大学における機械工学教育の最
北海道工業大学
の体験、３Dプリンターの概要とその導入の問題点等の紹 白濱 芳朗（創生工学部教授）
新動向
介、また最後の時間を活用して最近の大学生気質の変化に 髙島 昭彦（創生工学部准教授）
伴う教育方法に関するパネル討論会を実施したいと思いま
す。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月6日

教諭

高等学校教諭
（工業・主に機械）

6,000円

10人

平成26年5月9日～
平成26年6月30日

平263002054485号

011-688-2378

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

グラフィカルなユーザーインターフェースを持つ電気・電子
回路シミュレータを用いて、簡単な電気・電子回路シミュレー
回路シミュレータを用いた電気回
北海道工業大学
ションを実践的に体験する。高校での電気回路理論の授業 鈴木 和彦（創生工学部教授）
路シミュレーション
における、シミュレータの効果的な利用法について理解して
もらうことが目的である。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月6日

教諭

高等学校教諭
（工業・主に電気）

6,000円

15人

平成26年5月9日～
平成26年6月30日

平263002054486号

011-688-2378

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

藤女子大学

近代はルネサンスおよび宗教改革に始まると考えられま
す。それはまた、「レアリズムのたそがれ」と「ノミナリズムの
台頭」とによる、混迷の時代の始まりであるとともに、新たな
宇宙観・世界観を模索する思想の系譜の始まりでもありま
桝潟 弘市（文学部教授）
す。この度は、「実在論と唯名論」、「主知主義と主意主義」、
これらの問題を踏まえて、大陸合理論とイギリス経験論を総
合するに至ったカントの超越論的哲学を、おもに概説しま
す。

藤女子大学

近代思想の系譜におけるカント
哲学の意味

藤女子大学

本講習は、児童生徒の適正な発育と食生活形成における
児童生徒の適正な発育と食生活 栄養教諭の役割に焦点を定め、食育領域として特別活動や
小山田 正人（人間生活学部教授）
形成における栄養教諭の役割― 家庭、技術・家庭、体育、保健体育で実施される学習での理
菊地 和美（人間生活学部教授）
食指導と学校内外の連携―
解に役立つような授業を目指す。また、食指導での学校内
外の連携についてワークショップ形式での講習を実施する。

北翔大学

北翔大学

北翔大学

子どもの心と体の育ち

就学前からの基本的生活習慣の欠如、運動能力の低下、
自制心や規範意識・自己肯定感の希薄化などが指摘されて
います。本講座では、「食と健康」「体力と運動」「体験活動」
「幼稚園・保育所と小学校の接続」などの観点から、子ども
の現状と課題を整理し、心と体の育ちに関する教育的配慮
や知識の習得を目指します。

心身の健康課題を抱える子ども
への対応

現在、子どもの心身の健康課題は多様化・深刻化してい
ます。本講習では、早期発見や具体的対応について事例を
飯田 昭人（人間福祉学部准教授）
挙げて考察し、効果的な対応を行うことができるようになる
今野 洋子（人間福祉学部教授）
ことを目標とします。また、学校教育活動において活かされ
新川 貴紀（人間福祉学部准教授）
るよう、支援のための校内連携や関係機関との連携につい
て考察します。

特別支援教育の今

特別支援教育の根幹である児童生徒一人一人の教育的
ニーズを理解し、生活や学習上の困難を改善又は克服する
ための適切な指導の在り方について考えます。具体的には
幼稚園及び小・中学校、高等学校における支援体制、コー
ディネーターの在り方等の現状と課題について、さらには児
童生徒の行動上の問題の解決策について解説します。

青木
竹田
土屋
藤井

康太朗（生涯スポーツ学部准教授）
唯史（生涯スポーツ学部教授）
律子（生涯スポーツ学部教授）
由美子（短期大学部教授）

佐藤 義昭（生涯学習システム学部非常勤講
師）
島津
彰（生涯学習システム学部教授）
和
史朗（生涯スポーツ学部准教授）

北海道江別市

北海道江別市
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平成２６年度（第３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

ハードウェアとソフトウェアを融合し、デザインやアート分
野まで含めて新たなモノづくりを可能とする技術が「フィジカ
ルコンピューティング」である。本講では、フィジカルコン
フィジカルコンピューティングによ ピューティングのための代表的なデバイスで、Ｃ言語でプロ
北海道工業大学
木村 尚仁（創生工学部教授）
るモノを扱うソフトウェア技術
グラミング可能なマイコン「mbed」を教材として、工業・理科・
物理・技術などの教育への活用をめざし、初歩的な使い方
からセンサーなどと組み合わせた応用までを実機を用いて
学ぶ。

北海道工業大学 最近の構造・施工に関する話題

北海道工業大学

建築計画・意匠計画・都市計画
の現在について

北海道工業大学 都市環境科目講習

財団法人日本
ボールルームダ
ンス連盟

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8月7日

教諭

１９９５年の阪神大震災や２０１１年の東日本大震災では
多数の死者・行方不明者が発生し、建築・土木構造物にも
多大な被害を与えた。その被害原因について学び、さらに、
田沼 吉伸（空間創造学部教授）
最近行われている耐震診断、耐震補強について学ぶ。地震
伊東 敏幸（空間創造学部教授）
動のスペクトルおよび構造設計において用いられている地
前田 憲太郎（空間創造学部准教授）
震力について解説し、地震時に建物に作用する地震力につ
いて学ぶ。施工面からは、ＲＣ建築物の環境配慮施工に関
して学ぶ。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月6日

教諭

高等学校教諭
（工業・主に建築）

6,000円

40人

平成26年5月9日～
平成26年6月30日

平263002054488号

011-688-2378

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

近代から現代に至るまで建築、都市に関する理論と実践
は、めまぐるしい変貌を遂げている。モダン、ポストモダンそ
佐藤 孝（空間創造学部教授）
してそれ以降現代までに至る過去の経緯を振り返りながら、
川人 洋志（空間創造学部教授）
現代における建築計画、意匠計画、都市計画の最前線の
久保 勝裕（空間創造学部教授）
理論とそれに裏付けられた様々な実践例を学ぶことを本講
習の目的とする。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月7日

教諭

高等学校教諭
（工業・主に建築）

6,000円

40人

平成26年5月9日～
平成26年6月30日

平263002054489号

011-688-2378

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

地球環境問題が深刻化している今日、必要とされる土木
技術と環境の調和を目指す新しい技術や考え方について講
義を行う。例えば土木技術では、東日本大震災のような大
地震に対する耐震・免震技術、自然林に近い樹林の再生法
である生態学的混播・混植法や廃棄物処理の実態、廃棄物
の少ない都市環境づくりについて講義や実験をまじえなが
ら学ぶ。

北海道札幌市

6時間 平成26年8月6日

教諭

高等学校教諭
（工業・主に土木）

6,000円

40人

平成26年5月9日～
平成26年6月30日

平263002054490号

011-688-2378

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

北海道稚内市

6時間 平成26年8月4日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校教
諭

6,000円

25人

平成26年4月16日～
平成26年7月3日

平263002555402号

0162-32-7511

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

6時間 平成26年8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

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年7月3日

平263002555403号

0162-32-7511

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

6時間 平成26年8月6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

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年7月3日

平263002555404号

0162-32-7511

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

教諭

小・中・高校等
で，地震やその
防災に興味のあ
る教諭

6,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平268136054451号

03-5803-9570

http://www.zisin.jp
/

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中・高
等学校保健体育
教諭

4,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年6月30日

平268137054544号

03-5652-7351

http://www.jbdf.or.
jp/

白石 悟(空間創造学部教授)
岡村 俊邦(空間創造学部教授)
椎野 亜紀夫(空間創造学部准教授)
佐々木 勝男(空間創造学部准教授)

LINEを使ったいじめ、個人情報の流出と悪用など、携帯ネッ
ト端末をめぐる問題はさまざまな形を取りながら日常的に起
こっています。本講座では、ケータイやスマホ利用における
リスクとその回避法を学び、子どもたちとともにどのように
斉藤 吉広 (情報メディア学部 教授)
ルール作りをしていけばいいかを考えます。またネットを介
したコミュニケーションを必須とするような、あるいはそこに
垣間見える子どもたちの人
間関係が抱える今日的な状況を検討します。

最近の教育現場では、「豊かな体験活動」の充実（北海道
教育委員会）、「ヒト・モノや実社会に実際に触れ、かかわり
北海道だからできる「身近なも
合う『直接体験』」（文部科学省）の重要性が謳われていま
侘美 俊輔 (情報メディア学部 講師)
稚内北星学園大 の」を活用した授業の創造～「体 す。本講習では，北海道、とりわけ道北地方に存在する「身
伊藤 輝之 (ゆうち自然学校代表 情報メディ
学
験活動」を取り入れた授業展開 近なもの」の活用を目的とした「体験活動」に焦点を当てま
ア学部 非常勤講師)
中心に～
す。その一例として、「総合的な学習の時間」などの授業に
おける「自然体験活動」の活用法を中心に講習を実施した
いと思います。

公益社団法人日
北海道の地震・津波と防災
本地震学会

時間数

高等学校教諭
（工業）、中学校
教諭（理科・技
術）

絵を多く利用した書籍は、印象に残る情報の提供が可能で
す。一方、仕掛け絵本は従来の絵本に「動き」や「音」といっ
た仕掛けを加えることで、見る側に強い印象を与えます。本
講座では、仕掛け絵本を一つのメディアとして捉え、どのよ
稚内北星学園大 授業に活用できるメディア絵本の うな活用方法があるのかを考えます。最初に仕掛け絵本の 小谷 彰宏 (情報メディア学部 准教授)
学
作り方
実例を通して、その演出手法を概観し、その後、仕掛けを組 柊 和佑 (情報メディア学部 講師)
み込んだ地域資料を制作する演習を行い、より効果的に情
報を伝えるための演出について学びます。仕掛け絵本を作
成するプロセスと活用法を学ぶことにより、教育場面での応
用方法を模索します。

稚内北星学園大
ケータイ・スマホと子どもたち
学

講習の開催地

北海道では過去に多くの地震や津波災害が発生していま
す。本講習では、最新の地震研究の成果をはじめ、北海道
の地震・津波の特性や防災情報等について講義や実習を
通して学び、災害の軽減に向けた基礎知識の充実をめざし
ます。日本地震学会会員の受講料については，割引価格を
適用します。

新学習指導要領に即した体育の授業における男女共修の
ダンスとして、ボールルームダンス（社交ダンス）の指導法を
講習する。「生涯スポーツと学校体育そしてダンス」「これか
JBDFはじめてのボールルームダ
らの学習とボールルームダンス」等の講義、ダンス実技・指
ンス(社交ダンス)指導者養成講
導法および、受講者が生徒として体験する模擬授業（グ
習会
ループ指導・授業のまとめとしての発表会、実技試験）等を
通し、学校教育の中で豊かな心（共生する力や態度、好まし
い人間関係の醸成等）を育成することを考察する。

高橋 浩晃（北海道大学大学院理学研究院准
教授）
山田 卓司（北海道大学大学院理学研究院助
教）
宮村 淳一（気象庁札幌管区気象台気象防災
部地震情報官）

北海道稚内市

北海道稚内市

北海道札幌市

第1期
講義：佐伯年詩雄(日本ウェルネススポーツ大
学教授）
実技：島 輝子(JBDF商業(プロ）1級インストラク
ター）
大島寿子(JBDF商業(プロ）2級インストラ
クター)
北海道札幌市
第2期
講義：笠原一也(日本体育・スポーツ政策学会
会長)
実技：堀口 宏(JBDF商業(プロ）1級インストラク
ター)
菅原まゆ(JBDF商業(プロ）1級インストラ
クター)

6時間 平成26年8月8日

第1期
平成26年8月6日～
平成26年8月7日
20時間
第2期
平成26年11月15日～
平成26年11月16日
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6,000円

15人

平成26年5月9日～
平成26年6月30日

平263002054487号

011-688-2378

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

平成２６年度（第３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

弘前大学

小学校国語科における「言語事項」に関する領域について
学んでいただきます。特に「国語辞典」「敬語」「方言と共通
小学校における言語事項の基礎
郡 千寿子（教育学部教授）
語」について理解を深め、言語（ことば）を主軸とした授業の
在り方を考えたいと思います。

青森県弘前市

6時間 平成26年7月19日

教諭

小学校教諭

6,000円

60人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854207号

0172-39-3136

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

弘前大学

国語科教育の基礎・基本

最新の国語科教育の動向を踏まえつつ、教材開発や教材
研究、これからの社会と言語生活の実態との関係など、こ
れからの国語科教育を考えていくことに関わる基礎的な知
鈴木 愛理（教育学部講師）
識や技能について学ぶ。教科書の教材を実際に用いたり、
国語科教育の各領域に具体的に即しながら、講義・演習を
通して、理解を深める。

青森県弘前市

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校・高等学
校国語科教員

6,000円

50人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854208号

0172-39-3136

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

日本語のなかの漢字

日本語が現在のように出来上がってくるまでには紆余曲
折ありました。そのプロセスにおいて、中国からやってきた
「漢字」が日本語に与えた影響は甚大です。この講習では、
日本語における漢字の位置と意味について、噛んで含める 山田 史生（教育学部教授）
ように丁寧に解説いたします。小学生に漢字を教えることの
難しさに悩んでいる先生の参考になるような講習にしたいと
おもっています。

青森県弘前市

6時間 平成26年7月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854209号

0172-39-3136

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

国語資料研究の現在

仮名の成立や文法事項の確立や古辞書研究など、国語
史・国語学史上のメルクマールとも言える基礎的かつ重要
資料について、改めてどのようなものがあるのかを検証し、
最先端の研究で明らかにされつつある知見も含めてその意 平井 吾門（教育学部講師）
義を再検討していく。特に、表記・文法・文体・文字・語彙と
いったテーマについて、国語教育と親和性の高いトピックを
中心に講義することになる。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月2日

教諭

中学校・高等学
校国語教諭

6,000円

60人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854210号

0172-39-3136

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

古典教材の意義を考える

中学・高校の古典教材を取り上げ、古典教材を生徒に教え
る意義について考える。対象とする教材は、しばしば教科書
に採録されている『竹取物語』と『平家物語』を扱いたい。本
渡辺 麻里子（人文学部教授）
講習において、教材を改めて読むことによって教材への理
解を深め、日頃の現場での疑問を解決したい。また古典教
育の意義を、参加者と一緒に考えてみたい。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月11日

教諭

中学校 ・ 高等学
校 国語科教員

6,000円

50人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854211号

0172-39-3136

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

国語科授業づくりの基礎・基本

最新の国語科教育の動向をふまえつつ、教材開発、教材
研究、授業計画、授業技術、学習指導と評価の関係など、
授業づくりに関する基礎的な知識と技能について学ぶ。教 児玉 忠（教育学部教授）
科書の教材文を実際に用いたり、国語科教育の各領域に
具体的に即しながら、講義・演習を通して理解を深める。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854212号

0172-39-3136

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

歴史学から歴史教育へ

近年の歴史学の発展による歴史認識の刷新にはめざまし
いものがある。教科書もまた、そうした歴史学研究の成果を
かなりの程度ふまえた、叙述が行われるようになっている。
この講習では、こうした歴史研究と歴史教科書の現状を、的 齊藤 利男（教育学部教授）
確に認識し、どのように実際の教育に生かしていったらよい
か、また生かすことができるか、前近代史と近代史の歴史
研究の成果を素材に、考えてゆきたいと思う。

青森県弘前市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
社会科教諭

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854213号

0172-39-3136

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

グローバル時代の経営

この講義では、グローバル企業のビジネスモデルを比較検
討することによって、その特徴や違いについて学習します。
具体的には、ビジネスモデルの考え方を理解したうえで、ユ
ニクロをはじめとする日欧の代表的な製造小売企業（SPA) 森 樹男（人文学部教授）
を例に、各社のビジネスモデルを比較検討します。これによ
り各社のコンセプトや戦略の違いを理解し、ひいては日本企
業の国際競争力について考えていきます。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小，中，高等学校
（商業・社会）教
諭

6,000円

80人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854214号

0172-39-3136

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

津軽地域の地理調査

津軽地域の自然地理学および人文地理学的な特徴を，野
外調査(鰺ヶ沢町・つがる市等を予定)を行いながら解説を行 後藤 雄二（教育学部教授）
うとともに，基本的な地理調査の方法を学ぶことを目的とす 小岩 直人（教育学部教授）
る。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭，中
学校社会科教
諭，および高校地
歴科教諭

6,000円

平成26年4月21日～
30人
平成26年5月23日

平261000854215号

0172-39-3136

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

弘前大学

今日の社会と社会科授業

児童･生徒を取り巻く生活環境や社会の状況がめまぐるしく
変化する中にあって、社会科の授業はどのようにあるべき
なのか。今日求められている社会科の役割、授業のあり方 小瑶 史朗（教育学部准教授）
について理論的な側面と実践的な側面の両方から検討して 篠塚 明彦（教育学部准教授）
いく。講習の中では、受講者が抱える授業に関する課題や
率直な悩みを取り上げつつ改善の方向性を探っていく。

青森県五所川
原市

6時間 平成27年1月10日

教諭

小学校、中学校
（社会科）教諭

6,000円

40人

平成26年9月29日～
平成26年10月24日

平261000854216号

0172-39-3136

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

弘前大学

中学校・高校数学で扱う教材や、その背景にある数学を学
ぶことにより、教材への理解を深めることを目標にします。
中学・高校教員のための数学講 具体的には、場合の数などの個数の数え上げや図形の長
座
さや角度を測る問題を，なるべく数式にたよらず、碁石を並 永瀬 範明（理工学研究科准教授）
-数える・測るべたり，図や表を描いたり、ちょっとした道具を工夫して、図
形の性質から問題をとらえ解決する方法について学びま
す。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月11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21日～
平成26年5月23日

平261000854217号

0172-39-3136

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

弘前大学

講義では数学史を通して、高校・中学で教える題材の位置
づけ、理解を深めることを目標とします。 異次元量を加える
中学・高校教員のための数学講
ことや日月の運動と暦の関係など歴史的に特に話題となっ
座
たことも説明する予定です。数学における個々の手法がい 中里 博（理工学研究科教授）
－数学史から見た中学・高校の
つ、誰によって登場してきたかを見ることにより、数学が何
数学－
に貢献してきたかと、未来を担う人たちが数学を学ぶ意義
について考えます。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月12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21日～
平成 26年5月23日

平261000854218号

0172-39-3136

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

弘前大学

弘前大学

弘前大学

弘前大学

弘前大学

弘前大学

弘前大学
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平成２６年度（第３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
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講習の開催地
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ＵＲＬ

算数・数学的活動とその体験

算数的活動・数学的活動の意味と意義を検討し，小学校算
数，中学校数学で扱う教材やその背景について学ぶととも
に，学習指導要領における議論を受けて，活動を取り入れ 中野 博之（教育学部教授）
た授業のあり方について考えることをねらいとします。活動 田中 義久（教育学部講師）
を取り入れた教材研究を体験する時間をできるだけ設定す
る予定です。

青森県八戸市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小学校教諭・中
学校数学科教諭

6,000円

100人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854219号

0172-39-3136

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

算数・数学的活動とその体験

算数的活動・数学的活動の意味と意義を検討し，小学校算
数，中学校数学で扱う教材やその背景について学ぶととも
に，学習指導要領における議論を受けて，活動を取り入れ 中野 博之（教育学部教授）
た授業のあり方について考えることをねらいとします。活動 田中 義久（教育学部講師）
を取り入れた教材研究を体験する時間をできるだけ設定す
る予定です。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校教諭・中
学校数学科教諭

6,000円

100人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854220号

0172-39-3136

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

弘前大学

算数・数学的活動とその体験

算数的活動・数学的活動の意味と意義を検討し，小学校算
数，中学校数学で扱う教材やその背景について学ぶととも
に，学習指導要領における議論を受けて，活動を取り入れ 中野 博之（教育学部教授）
た授業のあり方について考えることをねらいとします。活動 田中 義久（教育学部講師）
を取り入れた教材研究を体験する時間をできるだけ設定す
る予定です。

青森県青森市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭・中
学校数学科教諭

6,000円

100人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854221号

0172-39-3136

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

弘前大学

算数科教育の大きな課題の1つに「思考力の育成」がある。
本講習ではこの思考力の育成のための教材の見方，授業
のあり方について考えていくことを目的とする。そのために
算数科における教材研究のあり
「教師自身が考えることを体験しそれを自分自身で省察す 中野 博之（教育学部教授）
方
る」活動を取り入れ，その上で小学校算数科の各教材のつ
ながりや授業での具体的な工夫点について事例をあげなが
ら講義を進める。

青森県青森市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

平成26年4月21日～
100人
平成26年5月23日

平261000854222号

0172-39-3136

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

弘前大学

数学の学習指導において，問題の答えを出して終わりにす
るのではなく，そこから新たな課題を見出して探求しようとす
る姿勢が大切である。具体的には，別の解決方法を考えた
考える力を伸ばす図形教材の研
山本 稔（教育学部准教授）
り，条件を見直すことで問題の構造を明らかにしたり，その
究
田中 義久（教育学部講師）
条件をかえてみることで発展的に考えたりすることである。
こうした活動を通して，考えることの楽しさを味わえる図形教
材の研究について考えていく。

青森県青森市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854223号

0172-39-3136

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

弘前大学

小学校理科の新学習指導要領・粒子分野(化学)の中から、
新たな学習項目である第3学年「物と重さ」や第6学年「水溶
小学校理科－粒子分野(化学)の
液の性質」を中心に、実験を通して指導法を考える。またマ 長南 幸安（教育学部教授）
実験を中心に
イクロスケール実験の小学校理科への応用についても考え
る。

青森県むつ市

6時間 平成26年7月20日

教諭

小学校教諭およ
び中学校・高等学
校理科教諭

6,000円

25人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854224号

0172-39-3136

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

理科教育の理論と方法

具体的な教材・教具を通して、理科教育の方法と理論を学
ぶ。前半では、環境教育に関する教材の紹介と、それを
東 徹（教育学部教授）
使った演習をとおして、環境教育の方法と理論を学ぶ。後半
佐藤 崇之（教育学部准教授）
では、電磁気に関する教具の製作を行い、それを利用した
「授業づくり」について考える。

青森県弘前市

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭（小
学校教諭も可能）

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854225号

0172-39-3136

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

弘前大学

化学実験(中学校・高等学校）

本講習では中学校理科もしくは高等学校化学（一部物理）
で扱われる「光」や「色」に関連した実験を行い、物質の性質
島田 透（教育学部講師）
を科学的に理解することを目的とする。pHと指示薬の色、炎
色反応、めっきなどを予定している。

青森県弘前市

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854226号

0172-39-3136

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

弘前大学

小学校理科・物理分野に関する教科書に記載されている
実験を実際に行いながら，実験を行う際の留意点・注意点
を再確認し，その実験のもつ物理的理解を深める。具体的
理科を苦手とする教員のための には，3学年「物と重さ」「磁石の性質」「電気の通り道」，4学
山本 逸郎（教育学部教授）
小学校物理実験
年「空気と水の性質」「金属，水，空気と温度」「電気の働
き」，5学年「振り子の運動」「電流の働き」，6学年「てこの規
則性」「電気の利用」の中から3・4単元を取り上げ，それらに
関する内容を取り扱う。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小学校教諭

6,000円

平成26年4月21日～
24人
平成26年5月23日

平261000854227号

0172-39-3136

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

弘前大学

小学校理科・物理分野に関する教科書に記載されている
実験を実際に行いながら，実験を行う際の留意点・注意点
を再確認し，その実験のもつ物理的理解を深める。具体的
理科を苦手とする教員のための には，3学年「物と重さ」「磁石の性質」「電気の通り道」，4学
山本 逸郎（教育学部教授）
小学校物理実験
年「空気と水の性質」「金属，水，空気と温度」「電気の働
き」，5学年「振り子の運動」「電流の働き」，6学年「てこの規
則性」「電気の利用」の中から3・4単元を取り上げ，それらに
関する内容を取り扱う。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校教諭

6,000円

24人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854228号

0172-39-3136

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

弘前大学

中学校理科および高等学校化学の新学習指導要領に沿っ
て、新たに加えられたり戻された学習項目を中心に、実験を
化学実験－中学校・高等学校を
通して理科の化学分野の指導法を考える。また発展的な実 長南 幸安（教育学部教授）
中心に①
験も行い、化学教材について学習する。具体的には、例え
ばプラスチックの実験や、電子の実験などを行う。

青森県八戸市

6時間 平成26年8月4日

教諭

中・高の理科教
諭および理科を
専門とする小学
校教諭

6,000円

25人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854229号

0172-39-3136

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

弘前大学

由来が同じ器官（相同器官）を比較することによって，生物
の体つくりの基本が見えてきます．ここでは，被子植物を材
料にして，さまざまな種類で花や果実のつくりを比較します．
また，花と果実のつくりを相互に対応づけることによって，花 大高 明史（教育学部教授）
から果実への変化がわかり，果実から花のつくりを再構築
できることを学びます．日常の調理や食事が，格好の生物
観察になることを実感することもねらいのひとつです．

青森県弘前市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小，中，高等学校
理科教諭

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854230号

0172-39-3136

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

弘前大学

弘前大学

弘前大学

花と実の解剖（観察実験）
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微生物の観察と実験

微生物はふだんわれわれの目には触れないが、生態系に
おいても生物の進化においても重要な役割を果たしてい
る。本講習では、身近に存在するさまざまな微生物を顕微
鏡で観察しながら、微生物の取り扱いや観察の方法を学
岩井 草介（教育学部准教授）
ぶ。またそれらを用いた簡単な実験を行うことによって、細
胞の構造や機能について理解を深める。微生物材料として
は酵母、土壌細菌、アオミドロ、ミドリゾウリムシを扱う予定
である。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854231号

0172-39-3136

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

弘前大学

植物の光合成を見る

植物の光合成の基本的なしくみや測定法、また、光合成と
環境との関係の事例などを紹介しながら、自然現象の本質
について既知の関連する事柄をむすびつけながら、他律
葛西 身延（農学生命科学部教授）
的、自律的そして建設的に、ある程度広く深く考えることの
重要性について学ぶ。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月21日

教諭

高等学校及び中
学校理科教諭

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854232号

0172-39-3136

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

弘前大学

化学の当該研究分野の基礎的事項を講義するとともに，研
物質科学研究の基礎と最新の話 究背景も踏まえながら，先端の化学研究の例について紹介 宮本 量（理工学研究科准教授）
題
します：①分子の構造と物性；②化学物質としてのDNA•RNA 萩原 正規（理工学研究科准教授）
の構造と機能

6,000円

15人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854233号

0172-39-3136

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

弘前大学

白神山地の津軽十二湖には，湖沼と河川が連続する水系
があり，そこでは水温や水質が段階的に大きく変化します．
この実習では，津軽十二湖の複数の河川で環境と水生動
物群集の組成を比較し，動物群集の成立要因を環境と関連 大高 明史（教育学部教授）
づけて考察します．水生昆虫類のほか，カイメン類やプラナ
リア類，甲殻類など多様な動物が見られるため，分類の基
礎を身につけることもねらいのひとつです．

弘前大学

山地河川の動物観察

弘前大学

中学校理科および高等学校化学の新学習指導要領に沿っ
て、新たに加えられたり戻された学習項目を中心に、実験を
化学実験－中学校・高等学校を
長南 幸安（教育学部教授）
通して理科の化学分野の指導法を考える。また発展的な実
中心に②
島田 透（教育学部講師）
験も行い、化学教材について学習する。具体的には、例え
ばプラスチックの実験や、モル概念の実験などを行う。

弘前大学

弘前大学

弘前大学

弘前大学

弘前大学

弘前大学

弘前大学

青森県弘前市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中・高の理科教
諭及び小学校で
理科を専門とする
教諭

青森県深浦町

6時間 平成26年8月23日

教諭

小，中，高等学校
理科教諭

6,000円

15人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854234号

0172-39-3136

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

6,000円

25人

平成26年9月29日～
平成26年10月24日

平261000854235号

0172-39-3136

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

青森県弘前市

6時間 平成26年12月24日

教諭

中・高の理科教
諭および理科を
専門とする小学
校教諭

声楽曲の読譜と表現

｢楽譜をどう読むか」によって大きく変化する音楽を、具体的
にオペラのスコアを用いた実践例に触れながら考察します。
杉原 かおり（教育学部教授）
その後、練習曲や教科書に掲載されている楽曲で実習し、
受講者の読譜力と表現力の向上を目指します。

青森県弘前市

6時間 平成26年7月19日

教諭

中学校・高等学
校教諭(音楽）

6,000円

10人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854236号

0172-39-3136

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

音楽科の学習指導

「最初のオンガクを探る」をテーマとする。中学校音楽科のカ
リキュラム（表現：歌唱、器楽、創作； 鑑賞）について、サウ
ンドスケープと身体論をキーワードとして、具体的な授業実 今田 匡彦（教育学部教授）
践例を提示しつつ考察する。また、音楽の背景となる文化に
ついても、日本の伝統芸能などに触れつつ、考察していく。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小、中、高、特別
支援学校教諭
（音楽）

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854237号

0172-39-3136

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

平成26年4月21日～
15人
平成26年5月23日

平261000854238号

0172-39-3136

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

ピアノ演奏理解と活用

キーボード・ハーモニーとコラール奏から調性感と読譜力の
強化を図る。また、「ハノン教則本」を利用した独自の練習
曲やＭ．クレメンティ「ソナチネ作品36-1 ハ長調 第一楽
浅野 清（教育学部教授）
章」の演奏実習を通して古典派楽曲の様式表現を習得す
る。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月12日

教諭

中・高 音楽教諭

6,000円

油彩画制作と鑑賞

今回の美術の講習では、「絵画造形の基本」を学びます。実
際に講習者自身で「実制作」した作品をもとに「鑑賞」しま
す。具体的には①基礎Ⅰ「人物クロッキー」をし、そのクロッ
キーをもとに「版画」作品にします。②基礎Ⅱでは」「油彩画」
岩井 康頼（教育学部教授）
作品を制作します。油彩画は初めてという初心者の方も心
配はいりません。油彩絵具一式とカンバス・イーゼルは大学
で全て用意いたします。油彩絵具は何度でも塗り重ねがで
きる材料です。失敗はないので安心して受講して下さい。

青森県弘前市

12時間

平成26年8月11日～
平成26年8月12日

教諭

小学校教諭 中
学校教諭（美術）
高校教諭（美術）

12,000円

16人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854239号

0172-39-3136

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

美術（2DCG基礎）

最近の商業デザインの現場ではコンピューターグラフィック
スが必須の表現方法となっている。学校現場の美術教育に
おいても表現ツールとして､その技術の習得が望まれる。今
石川 善朗（教育学部教授）
回の講習ではCGの基礎的技術習得として2次元CGの操作
から簡単な作品の制作までの過程を学ぶ。最後は各自A4
サイズのCG作品を作成する。

青森県弘前市

12時間

平成26年8月21日～
平成26年8月22日

教諭

中学校教諭（美
術） 高校教諭
（美術）

12,000円

16人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854240号

0172-39-3136

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

基本から学ぶ柔道

中学校、高校の正課体育柔道の指導力向上を目的に実習
します。指導要領では基本動作とともに「攻防を展開する」こ
とが技能の目標として示されていますが、現場の先生方に
は安全上の不安を抱かれているのではないでしょうか。本
高橋 俊哉（教育学部准教授）
講習では、「正しい技術が安全性を向上させる」という理念
のもとに、指導者自身のスキルアップを図っていきます。ま
た、講習の内容は正課体育担当者だけでなく部活動の指導
者にも有益と思います。

青森県弘前市

教諭

全教諭（主に保健
体育教諭，部活
動指導教諭）

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854241号

0172-39-3136

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

器械運動の幇助方法を学ぶ

学校体育における器械運動種目の中から、マット運動・跳
び箱運動・鉄棒運動の3種目の技について、その指導方法
や幇助方法を学びます。各種目の技についてその運動構
清水 紀人（教育学部教授）
造を理解し、実際に行ないます。簡単な幇助技術を身につ
け、受講者同士で実際に幇助活動を行います。
※実践を交えた演習形式で行います。

教諭

幼・小・中・高等
学校・特別支援
学校教諭（保健
体育）

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854242号

0172-39-3136

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

青森県弘前市

6時間 平成26年7月29日

6時間 平成26年8月11日
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ＵＲＬ

高等学校での体育授業づくり

最新の体育科教育の動向と小・中学校の体育授業の実際
をふまえ、高等学校での体育授業をどのようにつくるかを学
ぶ内容です。
具体的には以下の5つです。
①最新の体育科教育の動向
上野 秀人（教育学部准教授）
②小・中学校の体育授業の実際
③高等学校での体育授業づくり
④授業中の教師行動、及び、授業評価の仕方と活用
⑤体育授業と部活動における保健体育科教員の役割

青森県弘前市

6時間 平成26年8月11日

教諭

高等学校保健体
育科教員

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854243号

0172-39-3136

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

世界の体育・スポーツ史

古代ギリシャ時代から近代までの世界の体育・スポーツ史
的事象について解説するとともに，社会的背景や歴史的意
義について考察する。また明治以降の日本の学校体育の 本間 正行（教育学部教授）
概略についても言及し，現在および未来の体育・スポーツの
在り方について考えることのできる基礎知識を身に付ける。

青森県弘前市

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（保健体育）

6,000円

50人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854244号

0172-39-3136

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

体育を苦手と感じる教員の授業
組み立て法

なぜ、体育授業を苦手と感じているのか。どうしたら価値
ある授業を提供できるのか。45分間の授業と単元における
「体育授業の組立て方」を学ぶ内容です。具体的には以下
の5つです。
①小学校の体育授業が目指すものと、最新の体育科教育
の動向
上野 秀人（教育学部准教授）
②安全と学習規律の確立法
③意図的な手立てと、柔軟な対応の仕方
④1時間レベルと単元レベルの授業組み立て法と、指導案
作成のポイント
⑤授業評価の仕方と活用

青森県弘前市

6時間 平成26年12月24日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年9月29日～
平成26年10月24日

平261000854245号

0172-39-3136

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

成人期から高齢期のメンタルヘ
ルス

中高年のうつや自殺が増えているが、本講座では成人期と
高齢期に焦点をあて、人間生涯発達の心理的な側面に関
する内容を教授する。
（1）人間の心の健康について、他者と自己の２つの視点か
木立 るり子（保健学研究科教授）
ら考察することによって、他者理解と自己洞察を深め、メンタ
則包 和也（保健学研究科講師）
ルヘルスの理解を目指す。（則包）
（2）超高齢社会における高齢者をめぐる現状を概観し、当
事者とサポート側の双方のメンタルヘルスの理解を目指
す。（木立）

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854246号

0172-39-3136

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

青森県弘前市

6時間 平成26年8月12日

幼稚園教諭、小・
中・高教諭（保
教諭
健・家庭）、養護
養護教諭
教諭、特別支援
学校教諭

青森県弘前市

6時間 平成26年8月18日

小・中学校高等
教諭
学校教諭・養護
養護教諭
教諭

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854247号

0172-39-3136

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

現代社会における対人関係の特徴や心身の問題を学校教
育に焦点をあて、下記の内容について教授する。
弘前大学

弘前大学

弘前大学

弘前大学

弘前大学

弘前大学

学校教育におけるメンタルヘルス

（1）自己の対人関係の在り方についての振り返りを行いな 西沢 義子（保健学研究科教授）
がらメンタルヘルスの向上を目指す。（川添）
川添 郁夫（保健学研究科講師）
（2）思春期・青年期におけるボディ・イメージとメンタルヘル
スについて述べ、健康的な生活のための支援方法について
考察する。（西沢）

放射線の基礎と放射線看護

身の回りの放射線等の放射線に関する基礎から医療に使
われる放射線、放射線看護までを学びます。
○放射線の基礎(細川)
○放射線事故・災害時の看護活動(野戸)
○放射線治療の日常生活への影響(小倉)

細川 洋一郎（保健学研究科教授）
野戸 結花（保健学研究科教授）
小倉 能理子（保健学研究科准教授）

青森県弘前市

6時間 平成26年8月18日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854248号

0172-39-3136

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

生活習慣と健康

学校生活や家庭生活における生活習慣や感染予防行動に
関すること、近年の保健医療において重要課題である生活
井瀧 千恵子（保健学研究科教授）
習慣病についてとりあげ、教授する。
米坂 勧（保健学研究科教授）
○学校生活・家庭生活における生活習慣と感染予防(冨澤)
冨澤 登志子（保健学研究科准教授）
○小児期の生活習慣病と予防（米坂）
○肥満と運動療法（井瀧）

青森県弘前市

6時間 平成26年8月19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21日～
平成26年5月23日

平261000854249号

0172-39-3136

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

マイコンを使ったものづくり

マイコンを使ったものづくりの実習を行います。ハードウェア
は、ブレッドボードにワンチップマイコンやその他の部品を取
り付け、ジャンパ線で配線して製作します。ソフトウェアは、
Arduino開発環境を用いて作成します。実習内容は、LEDの 小山 智史（教育学部教授）
点滅、明るさや温度の数字表示、電子オルゴール、希望に
応じて赤外線リモコンやモータやサーボモータの制御など。
Windowsパソコンを持参のこと。

青森県弘前市

平成26年7月19日～
12時間
平成26年7月20日

教諭

中学校教諭(技
術・理科), 高等学
12,000円
校教諭(工業・理
科)

10人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854250号

0172-39-3136

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

木工の基本から応用

中学校技術科，小学校図画工作科での指導を念頭におき，
手工具，電動工具，工作機械をつかった製作を進めるととも
に技術と知識の統合を図る。また各受講者の木工実習時の
荒井 一成（教育学部准教授）
工夫点および悩みを出し合い，その導入方法および解決の
糸口を(講習後にも，テキスト紙面上で)論議し，指導力の向
上を図る。

青森県弘前市

6時間 平成26年7月19日

教諭

小・中・高・特別
支援教諭（技術）

6,000円

12人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854251号

0172-39-3136

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

木工の基本から応用

中学校技術科，小学校図画工作科での指導を念頭におき，
手工具，電動工具，工作機械をつかった製作を進めるととも
に技術と知識の統合を図る。また各受講者の木工実習時の
荒井 一成（教育学部准教授）
工夫点および悩みを出し合い，その導入方法および解決の
糸口を(講習後にも，テキスト紙面上で)論議し，指導力の向
上を図る。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小・中・高・特別
支援教諭（技術）

6,000円

12人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854252号

0172-39-3136

http://www.hirosaki
-u.ac.jp/
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平成２６年度（第３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

木工の基本から応用

中学校技術科，小学校図画工作科での指導を念頭におき，
手工具，電動工具，工作機械をつかった製作を進めるととも
に技術と知識の統合を図る。また各受講者の木工実習時の
荒井 一成（教育学部准教授）
工夫点および悩みを出し合い，その導入方法および解決の
糸口を(講習後にも，テキスト紙面上で)論議し，指導力の向
上を図る。

マイコンで学ぶ計測と制御

マイコン(ARDUINO）を使ってデータの入出力の実験を行い
ます。いろいろなセンサ（光、音、温度、放射線など）からの
信号を処理・表示できます。さらに無線端末(XBEE)を使えば
離れた場所の様子がわかります。単純な直流モータから
飯倉 善和（理工学研究科教授）
サーボモータまでの制御もできます。これら（計測と制御）を 福田 眞（理工学研究科教授）
組みあわせればメカトロニクスシステムが作れます。難しそ
うに見える制御理論も、実際のシステム（倒立振子など）を
動かしてみるとよくわかります。

医用機器開発と理数系教育

工学分野において進展する医用システム開発の取組につ
いて、オムニバスで解説します。弘前大学における医工連
携研究開発の状況、薄膜加工用真空装置の物理、人動態
の計測、超音波による骨密度計測、レーザーによるバイオ
チップ形成、など取組の概要を高校までの学習と関連付け
て紹介するとともに、高校生の進路計画や学習意欲向上の
指導に資する話題として提供し、生徒の理数分野への進学
促進に役立てます。

人と関わるメカトロニクス技術

メカトロニクス技術は，産業界の他，医療分野でも実用化さ
れていますが，そこには数学物理を基礎とした機械工学や
電子情報工学のほか，人間の特性を扱う解剖学や心理学
など，多様な分野の知識が必要とされます。本講習では，そ
佐川 貢一（理工学研究科准教授）
れらの知識を融合して開発された救急車用アクティブベッ
ド，投球時の関節負荷を予測する投球ロボット，日常生活の
運動量を正確に測定するカロリーカウンタの３つのテーマに
ついて，研究内容を解説します。

青森県弘前市

弘前大学

家庭科学習の現状と課題

小・中・高における家庭科学習の現状をふまえ、これから
の家庭科学習内容・方法などの課題について把握する。ま
た、家庭科学習における各学習領域の基礎・基本を押さえ
るとともに、それを発展的に取り扱い、授業実践への活用を
目指す。

青森県弘前市

弘前大学

高等学校での「英語は英語で」教える授業が始まりまし
た。この流れは将来的には中学校にも波及するでしょう。実
施にあたり、順調に行っているクラスもあれば、なかなかう
「英語は英語で」教える授業の実 まく行かないクラスもあるでしょう。この講習では、「英語は
上松 一（人文学部准教授）
践と指導
英語で」教える授業とはどのようなものかを一つの実践例と
して体験・体得し、それをそれぞれの教育現場での可能性
を追求する一助とすることを目指します。講習はすべて英語
で行います。

青森県弘前市

弘前大学

「教え中心」から「学び中心」への教育のパラダイム・シフトを
踏まえ、中等教育における英語授業は、今後どのような教
これからの英語教育の理論と実 育理念に基づいて展開されるべきであろうか。学習者のコ
小嶋 英夫（教育学部教授）
践
ミュニケーション能力とオートノミーの統合的育成を期待され
る中・高英語教員のために、これからの英語教育の理論と
実践について考える。

青森県弘前市

弘前大学

弘前大学

弘前大学

弘前大学

弘前大学

弘前大学

弘前大学

弘前大学

小野
佐川
齊藤
花田

俊郎（理工学研究科教授）
貢一（理工学研究科准教授）
玄敏（理工学研究科准教授）
修賢（理工学研究科准教授）

日景 弥生（教育学部教授）
北原 啓司（教育学部教授）
安川 あけみ（教育学部教授）
李 秀眞（教育学部准教授）
飯野 祐樹（教育学部講師）

青森県弘前市

青森県弘前市

青森県弘前市

時間数

講習の期間

6時間 平成27年1月10日

6時間 平成26年8月11日

6時間 平成26年8月12日

6時間 平成26年8月21日

12時間

平成26年7月26日～
平成26年7月27日

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

小・中・高・特別
支援教諭（技術）

6,000円

12人

平成26年9月29日～
平成26年10月24日

平261000854253号

0172-39-3136

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

教諭

工業高校教諭，
中学校・高等学
校の理科及び技
術の教諭

6,000円

10人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854254号

0172-39-3136

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

教諭

工業高校教諭，
中学校・高等学
校の理科および
技術の教諭

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854255号

0172-39-3136

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

教諭

工業高校教諭，
中学校・高等学
校の理科および
技術の教諭

6,000円

平成26年4月21日～
10人
平成26年5月23日

平261000854256号

0172-39-3136

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

教諭

小学校教諭，中・
高等学校教諭
12,000円
（家庭科）

20人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854257号

0172-39-3136

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

教諭

中学校・高校 英
語科教諭

平成26年4月21日～
40人
平成26年5月23日

平261000854258号

0172-39-3136

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

教諭

中学校・高等学
校英語教諭

6,000円

12,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854259号

0172-39-3136

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

小学校英語教育

小学校での英語カリキュラムにおける基本的な知識からク
ラスのやり方まで紹介しながら，内容は，（1）カリキュラム全
体を構成する方法；（2）Classroom English の menu を紹介；
（3）Hi, friends の brainstorming (イディアを作り)をします；
ラウシュ・アンソニー（教育学部教授）
（4）英語のインプットを増やすための物語の利用と基本にし
た個別のアクティビティの活用。受講者は英語の技能は必
要ありません。実際，物語の利用は英語に自信がないほう
が英語クラスを始めるための一つの方法である。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854260号

0172-39-3136

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

ICTを活用した英語教育

英語の授業に活用できるICT(情報通信技術)の様々な事例
を取り上げ、それを実際の授業に取り入れる方法を具体的
に検討する。特に、インターネット上に公開されているリソー 内海 淳（人文学部准教授）
スやオープンソース・ソフトウェアなど、特殊な機材やライセ
ンス料を必要としないものを中心に取り上げる。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校・高等学
校英語教諭

6,000円

40人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854261号

0172-39-3136

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

発達障害の理解と支援

本時では、学校教育における発達障害（LD・ADHD・ASD等）
の理解と支援について論じる。まず発達障害についての総
松本 敏治（教育学部教授）
論的理解を深めていくとともに、各論として発達障害児の言
増田 貴人（教育学部准教授）
語獲得について、及び発達障害児の身体活動についての
諸議論をそれぞれ取り上げ、考察していくこととする。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月19日

教諭

教諭（校種問わ
ず）

6,000円

80人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854262号

0172-39-3136

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

乳幼児保育の現在と課題

本時においては、乳幼児保育の現状と課題について考える
が、諸議論のなかでも、海外の保育との比較をとおして“保
育の質”の検討や、障害児・気になる子どもに対する保育に
増田 貴人（教育学部准教授）
ついて、さらに、保幼小接続をはじめとする歴史・制度的課
武内 裕明（教育学部講師）
題についても触れ、今後の保育・幼児教育の展望も考察す
飯野 祐樹（教育学部講師）
る。保育・幼児教育をテーマにする関係上、主な受講対象者
は幼稚園教諭（特別支援学校幼稚部含む）を念頭におく
が、校種は問わず受講可能。

青森県弘前市

6時間 平成27年1月7日

教諭

主に幼稚園教諭

6,000円

50人

平成26年9月29日～
平成26年10月24日

平261000854263号

0172-39-3136

http://www.hirosaki
-u.ac.jp/
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平成２６年度（第３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

学校全体で子ども達の様々な健康・安全・教育上の問題を
解決するために，専門職としての養護教諭に求められる以
下のようなテーマを取り上げる。
○心理学の視点から見た相談活動の進め方
○保健室登校や不登校状態にある児童生徒を教室に戻し
養護教諭実践の再確認とこれか ていくには？
田中 勝則（教育学部講師）
ら(Ｃ)
小林 央美（教育学部准教授）
○子どものこころとからだの健康・教育の現状と課題につい
て～養護教諭の視点から～

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

青森県弘前市

6時間 平成26年8月4日

養護教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854264号

0172-39-3136

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

青森県弘前市

6時間 平成26年8月5日

教諭
養護教諭，小学
養護教諭 校・中学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854265号

0172-39-3136

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

青森県弘前市

6時間 平成26年8月6日

養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854266号

0172-39-3136

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

弘前大学

人のつながりの中で、問題行動を解決し、自ら学習に向かう
児童生徒を育てるには、特別活動の再確認が強く求められ
ている。個に焦点が集まりすぎた現状を見直し、スキルやメ
ソッドに頼り過ぎない集団作りを、実践的な演習を入れて考
特別活動（中学校・高等学校編）
山科 實（教育学部客員教授）
察を深める。学力向上を後押しし、いじめや不登校の起きに
くい学級、授業集団、学年・学校集団を育てる四本の柱を軸
に展開する。本講習は中・高等学校を主たる対象とするが、
全校体制を基底とするために養護教諭の参加も促したい。

青森県弘前市

6時間 平成26年7月28日

中学校・高等学
教諭
校教諭，養護教
養護教諭
諭

6,000円

50人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854267号

0172-39-3136

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

弘前大学

特別活動（小学校編）

人のつながりの中で、問題行動を解決し、自ら学習に向かう
児童生徒を育てるには、特別活動の再確認が強く求められ
ている。個に焦点が集まりすぎた現状を見直し、スキルやメ
ソッドに頼り過ぎない集団作りを、実践的な演習を入れて考
山科 實（教育学部客員教授）
察を深める。学力向上を後押しし、いじめや不登校の起きに
くい学級、授業集団、学年・学校集団を育てる四本の柱を軸
に展開する。本講習は小学校を主たる対象とするが、全校
体制を基底とするために養護教諭の参加も促したい。

青森県弘前市

6時間 平成26年7月29日

教諭
小学校教諭，養
養護教諭 護教諭

6,000円

50人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854268号

0172-39-3136

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

弘前大学

おいしさの科学

食育基本法が制定され、食育が盛んに行われている今、
栄養教諭を始めとする教師の役割も大きなものとなってい
る。人は適切に食べることによって、健康が保持され増進さ
れる。食べ物と健康について考えるとき、調理は食べ物を管
今村 麻里子（東北女子大学准教授）
理する上で重要な位置づけにある。調理は単なる技術では
前田 朝美（東北女子大学講師）
なく科学的な根拠をもつものである。
そこで、この講座では実技を交えて調理に取り組み、知識
や技術を固めて食の問題の専門家として食育に取り組む力
を養いたい。

青森県弘前市

6時間 平成26年8月7日

栄養教諭、小・
教諭
中・高等学校教
養護教諭 諭および養護教
栄養教諭 諭で食育に関心
のある方

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854269号

0172-39-3136

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

弘前大学

食育は知識の習得だけでなく、実践に結びつけることが大
切である。この講座では、食べものが身体でどのように利用
されるか、身近な食材を用いた実験を通して食の科学を学
び、実践力の基礎をつくる食育を考える。
前田 朝美（東北女子大学講師）
実験で学ぶ食育とスポーツ栄養
また、栄養教諭の個別栄養相談で対応が求められている 今村 麻里子（東北女子大学准教授）
スポーツ栄養について、競技力を高める食事の取り方を学
び、個々の児童生徒の健康づくりを支える食の指導を考え
る。

青森県弘前市

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

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854270号

0172-39-3136

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

青森県弘前市

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

40人

平成26年4月21日～
平成26年5月23日

平261000854271号

0172-39-3136

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

弘前大学

弘前大学

弘前大学

弘前大学

○子どもへの関わりにおける養護教諭の役割とその対応に
ついて
学校全体で子ども達の様々な健康・安全上の問題を解決す
るために，専門職としての養護教諭，教諭に求められる以
下のようなテーマを取り上げる。
○最近の子どもたちの健康問題の分析を通して，これから
養護教諭実践の再確認とこれか
の学校保健・安全のあり方を考える。
ら(B)
面澤 和子（教育学部教授）
○具体的なテーマの教材化のプロセスを検討する中で，こ
～これからの学校保健，発達と
小玉 正志（教育学部教授）
れからの保健教育のあり方を考える。
性～
○様々な健康課題の基本となる近年の子どもの発育が環
境からどのように影響をうけているのか考える。
○最近の子どもの性の実態を講述し，今後の性教育のあり
方を考える。

養護教諭実践の再確認とこれか
ら（A）

時間栄養学と食育

学校全体で子ども達の様々な健康・安全上の問題を解決す
るために，専門職としての養護教諭に求められる以下のよ
うなテーマを取り上げます。
１．疾患を有する児童生徒の管理と支援：学校で気をつけて
欲しい児童生徒の病気
２．「頭が痛い」子どものからだをみる－フィジカルアセスメン
トの実際－：（1）フィジカルアセスメントの概論，（2）「頭が痛
い」と訴える子どもの事例検討：①ケースの検討，②ケース
の解説，③ケースに必要なフィジカルアセスメント，④フィジ
カルアセスメントの実際，④ケースのまとめ，（3）総括

田中 完（教育学部教授）
葛西 敦子（教育学部教授）

人生80年の時代に、どんな食べ物を、いつ、どのように食
べればよいかは食育の基本である。栄養バランスを考え、
おいしい食事を規則正しく取ることが、心身の健康に深く関
加藤 秀夫（東北女子大学教授）
連する。さらに、旬の栄養、スポーツと食事、食物アレル
ギー対策、世代別の食育などの指導力を修得することであ
る。
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平成２６年度（第３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

青森明の星短期
教育カウンセリング研修講座
大学

青森明の星短期
教育カウンセリング専門講座
大学

講習の概要

児童生徒の発達途上における諸問題、教師間及び家庭・地
域社会との協働・連携、保護者支援等今日的な教育課題に
ついて適切に対応するための専門的な知識や技能を取り
扱う。またその過程で教職についての自己省察を図る。

担当講師

佐藤
大友
片野
相良
諸富
原沢

康子（子ども学科教授）
秀人（北海商科大学教授）
智治（跡見学園女子大学教授）
陽一郎（千葉商科大学教授）
祥彦（明治大学教授）
康明（聖徳大学教授）

学校を巡る近年の状況変化や学習指導要領の改訂の動向
等、教員としての子ども観、教育観等を概観し、「発達心理
学」「効果的な面接技法」「教室で行う特別支援教育」等を受 新井 邦二郎（東京成徳大学教授）
講し、児童・生徒が発達途上に経験する適応・学業・進路に 大友 秀人（北海商科大学教授）
関わる諸問題に適切に対応できる実践的な知識及び技能 曽山 和彦（名城大学准教授）
を習得する。

講習の開催地

時間数

講習の期間

平成26年7月26日～
平成26年7月28日

青森県青森市

18時間

青森県青森市

平成26年10月11日～
18時間
平成26年10月13日

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

30,000円

60人

平成26年4月16日～
平成26年7月25日

平263501953472号

017-741-0123

http://www.aomoriakenohoshi.ac.jp/

30,000円

平成26年4月16日～
40人
平成26年10月10日

平263501953473号

017-741-0123

http://www.aomoriakenohoshi.ac.jp/

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

青森明の星短期
学習指導技術講座Ａ
大学

児童生徒に確かな学力を身につけさせるため、基礎的・基
本的な学習指導技術の習熟及び学習指導の今日的な課題
田中 儀助（子ども学科非常勤講師）
解明を目的とした講義及び演習を行う。
平井 順治（子ども学科非常勤講師）
１．人間関係を豊かにする構成的グループエンカウンター
久保 富男（青森中央短期大学教授）
２．生徒指導における今日的な課題（生活習慣、いじめ、不
登校、学級崩壊など）。

青森県青森市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

60人

平成26年4月16日～
平成26年8月5日

平263501953474号

017-741-0123

http://www.aomoriakenohoshi.ac.jp/

青森明の星短期
学習指導技術講座Ｂ
大学

児童生徒に確かな学力を身につけさせるため、基礎的・基
本的な学習指導技術の習熟及び、学習指導の今日的な課
木村 直彦（社会福祉法人藤聖母園副理事長）
題解明を目的とした講義及び演習を行う。
青森県青森市
油川 勝治（青森明の星中学・高等学校参事）
1．全教育活動を通して行う言語活動のあり方
２．自己を生かす特別活動（集団活動を含む）の指導

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

60人

平成26年4月16日～
平成26年8月5日

平263501953475号

017-741-0123

http://www.aomoriakenohoshi.ac.jp/

青森明の星短期
学習指導技術講座Ｃ
大学

児童生徒に確かな学力を身につけさせるため、基礎的・基
本的な学習指導技術の習熟及び、学習指導の今日的な課
佐藤 康子（子ども学科教授）
題解明を目的とした講義及び演習を行う。
平井 順治（子ども学科非常勤講師）
1．子どもの学び方を鍛える
２．子どものわかり方を大切にした学習形態・学習指導

青森県青森市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

60人

平成26年4月16日～
平成26年8月5日

平263501953476号

017-741-0123

http://www.aomoriakenohoshi.ac.jp/

青森明の星短期
保育実践講座
大学

保育内容の指導、および幼児理解の方法を講じます。講
義、演習、実技を通して保育実践における様々なスキルの
専門性のステップアップをはかります。
１．保育でいかすリトミックの理論と実践
２．手あそび・指遊びの教材研究と実践
３．保育者のための英語活動の実践
４．気になる子どもとのかかわり、支援について考える

笹森
木村
福士
成田
高橋

誠（子ども学科准教授）
博子（子ども学科教授）
洋子（子ども学科教授）
恵子（子ども学科准教授）
多恵子（子ども学科専任講師）

青森県青森市

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16日～
平成26年8月1日

平263501953477号

017-741-0123

http://www.aomoriakenohoshi.ac.jp/

小学校における英語必修化を踏まえ、より効果的な授業を
展開するための理論と実践を講じます。第二言語習得理論
の理解、また文科省発刊の「Ｈｉ，ｆｒｉｅｎｄｓ！１，２」の教育内
容を視野に入れた教材研究および指導法を学び、ワーク
ショップ方式でそれらの指導法を取り入れた英語活動を体
験します。
１．児童英語概論
２．児童英語指導法
３．児童英語教材研究
４．英会話（クラスルームイングリシュ）
５．児童英語ワークショップ

坂本
福士
成田
江口

明裕（子ども学科教授）
洋子（子ども学科教授）
恵子（子ども学科准教授）
真理（子ども学科准教授）

青森県青森市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小学校教諭

6,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年8月1日

平263501953478号

017-741-0123

http://www.aomoriakenohoshi.ac.jp/

青森明の星短期
小学校英語講座
大学

独立行政法人教 道徳教育指導者養成研修（ブ
員研修センター ロック別指導者研修）

岩手大学

養護教諭の専門性と職務

クリストファー・フィッツパトリク（子ども学科非常勤講師）

赤堀 博行（文部科学省初等中等教育局教育
課程課教科調査官）
澤田 浩一（文部科学省初等中等教育局教育
課程課教科調査官）
杉田 洋（文部科学省初等中等教育局教育課
程課教科調査官）
本研修においては、発達の段階に応じた指導内容の重点 永田 繁雄（東京学芸大学教授）
化や道徳教育推進教師を中心とした指導体制と道徳教育 谷田 増幸（兵庫教育大学教授）
の展開、魅力的な教材の活用等道徳の時間の指導の充
七条 正典（香川大学教授）
青森県青森市
実、体験活動や実践活動の推進等について、必要な知識 小寺 正一（兵庫教育大学特任教授）
等を修得できる講義や演習を実施する。
押谷 由夫（昭和女子大学教授）
兼松 儀郎（元鳴門教育大学教授）
秋山 博正（くらしき作陽大学教授）
小泉 博明（文京学院大学教授）
柴原 弘志（京都市教育委員会指導部長）
橋口俊一（独立行政法人教員研修センター主
任指導主事）

児童生徒の生命を守り、心身の安全を図るために、保健室
の特質を活かしながら職務を遂行している養護教諭の専門
性を深めるとともに、効果的な健康教育の実践力を培う。
概要
堀篭 ちづ子（岩手県立大学看護学部講師）
（1）養護教諭の職務について
（2）保健室の機能を活かした保健室経営
（3）健康教育の進め方

岩手県盛岡市

一般募集はしま
せん。

平成26年8月19日～
12時間
平成26年8月21日

6時間 平成26年8月7日

12 / 288 ページ

（※左記研修の
実施要項に基づ
き、都道府県教
教諭
育委員会等から
養護教諭 の推薦により受
講者決定した者
（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。））

養護教諭 養護教諭向け

平成26年6月27日～
平成26年7月18日
0円

10人
(※左記の受講対象者
のみ該当します。）

6,000円

20人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平267001155611号

平261000955557号

03-4212-8464

019-621-6308

http://www.nctd.go.
jp/korekara/koshink
oshu_tw.html

http://www.iwateu.ac.jp

平成２６年度（第３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

今日、幼児、児童生徒の学習意欲の低下や生活習慣の乱
れなどが指摘されている。また、生活習慣がしっかりしてい
る児童生徒の学力が高いという調査報告もある。そこで、こ
学力向上を目指す学校教育の在 の講座では、まず、児童生徒の学力についての課題を明ら
立花 正男（教育学部准教授）
り方
かにし、その後、学力の向上の取り組みは、単に学習指導
のみによるものではないという認識にたち、学習や生活の
「しつけ」指導をどのように学校全体で取り組むかについて
考える。

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

岩手県盛岡市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼・小・中・高校
教諭向け

6,000円

200人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955558号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

小学校学習指導要領改訂の趣
旨を生かした授業

尾崎 尚子（教育学部附属小学校教諭/教育学
部非常勤講師）
川越 浩子（教育学部附属小学校教諭/教育学
学習指導要領改訂の趣旨を生かした授業はどうあれば良
部非常勤講師）
いかを理解させる。ビデオで授業をみて、学習指導要領改
菊池 真理子（教育学部附属小学校教諭/教育
訂の趣旨を生かした教材の解釈・工夫、指導法や指導技術
岩手県盛岡市
学部非常勤講師）
の工夫の仕方を理解させると共に背景になる専門知識につ
小野寺 洋子（教育学部附属小学校教諭/教育
いても理解を深めさせる。
学部非常勤講師）
板垣 健（教育学部附属小学校教諭/教育学部
非常勤講師）

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

30人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955559号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

中学校学習指導要領改訂の趣
旨を生かした授業

村上 淳哉（教育学部附属中学校副校長/教育
学部非常勤講師）
具体的な授業実践をとおして、学習指導要領の趣旨を生か
及川 仁（教育学部附属中学校教諭/教育学部
した学習指導の在り方について研修する。具体的には、公
非常勤講師）
開授業のビデオ等を基に指導のねらいと評価、教材の解
岩手県盛岡市
芳門 淳一（教育学部附属中学校教諭/教育学
釈、言語活動の充実、指導方法の工夫等について、講義、
部非常勤講師）
グループ討論などを行う。
佐藤 和史（教育学部附属中学校教諭/教育学
部非常勤講師）

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校教諭向け

6,000円

20人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955560号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

２０世紀から２１世紀における「国際障害分類」から「国際生
活機能分類」への転換についての理解を深める。同時に、
「障害」観の転換と特別支援教育
名古屋 恒彦（教育学部教授）
特別支援教育学習指導要領の要点及び特別支援学校教育
の動向
鎌田 文聰（教育学部非常勤講師）
関連法令の重要事項をこれまでの特別支援教育体制整備
課程に触れながら理解を図る。

岩手県盛岡市

6時間 平成26年8月8日

教諭

特別支援学校教
諭、幼・小・中・高
校教諭向け

6,000円

200人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955561号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

幼稚園教育活動の実際

下山 恵（教育学部附属幼稚園副園長/教育学
部非常勤講師）
千葉 紅子（教育学部附属幼稚園教諭/教育学
部非常勤講師）
幼稚園教育要領に示されている「遊びによる教育」を実現し
菊池 恵子（教育学部附属幼稚園教諭/教育学
ていくために、幼児の姿の捉え、環境の構成や指導のあり
部非常勤講師）
方を理解させる。保育実践ビデオや具体的事例をもとに、幼
岩手県盛岡市
石川 幸子（教育学部附属幼稚園教諭/教育学
児の捉え方や指導のあり方を説明したり、受講者同士のグ
部非常勤講師）
ループ討議等を通して理解を深められるようにする。
米田 早織（教育学部附属幼稚園教諭/教育学
部非常勤講師）
小川 恵美子（教育学部附属幼稚園養護教諭/
教育学部非常勤講師）

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955562号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

学校と地域連携の在り方

戦後の「コミュニティスクール」論から近年の学校と地域の連
携論・融合論にも触れながら、現在取り組まれている「放課
後子どもプラン」や「学校支援地域本部事業」等の学校と地
域の連携事業の意義や必要性、また連携の課題や方法に
新妻 二男（教育学部教授）
ついて理解を図る。併せて子どもの発達支援だけでなく、学
校や地域づくりにも資する取組であることを理解させる。な
お、岩手県独自の運動である「教育振興運動」についても言
及する。

岩手県盛岡市

6時間 平成26年8月9日

幼・小・中・高校・
教諭
特別支援学校教
養護教諭 諭、養護教諭向
け

6,000円

100人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955563号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

教材研究の在り方

教材研究を、「教育（教科）の目的（目標）と教材の編成・構
造化」「子どもの発達段階（認識過程）と教材の編成・開発・
工夫」「授業のなかでの教材の教材提示の工夫」「教材・教 阿部 久幸（教員養成機構准教授）
具づくり（実習）」などの視点から見直し、授業実践力向上に
役立つようにする。

岩手県盛岡市

6時間 平成26年8月9日

教諭

幼・小・中・高校
教諭向け

6,000円

200人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955564号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

特別支援教育の指導の実際

吉田 孝次（教育学部附属特別支援学校副校
長/教育学部非常勤講師）
岩手大学教育学部附属特別支援学校は、知的障害を対象 藤谷 憲司（教育学部附属特別支援学校中学
とした特別支援学校である。本校の小学部、中学部、高等 部主事兼教務部長/教育学部非常勤講師）
部における指導方針、概要を説明した後、指導の実際をビ 福田 博美（教育学部附属特別支援学校小学
岩手県盛岡市
デオや写真で紹介しながら、授業づくりや教材開発、支援の 部主事/教育学部非常勤講師）
ポイントなどについて解説する。会場も、附属特別支援学校 外舘 悌（教育学部附属特別支援学校高等部
を使用する。
主事/教育学部非常勤講師）
立原 幸枝（教育学部附属特別支援学校教員/
教育学部非常勤講師）

6時間 平成26年8月9日

教諭

特別支援学校教
諭、小・中・高校
教諭向け

6,000円

40人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955565号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

体験学習プログラムによる人間
関係づくり

現代の子ども達は、コミュニケーション能力が不足しており、
好ましい人間関係を作ることが難しいと言われている。学校
教育においても保健室登校や適応指導等の問題はこうした
新妻 二男（教育学部教授）
実態に大きな要因がある。本講習では、教諭、養護教諭を
田中 吉兵衛（教員養成機構非常勤講師）
対象にし、班・学級等のグループを活かした人間関係づくり
のあり方について、出会いから、信頼関係作りまでの演習を
段階的・体験的に進めていく。

6時間 平成26年8月8日

6,000円

30人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955566号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

岩手大学

岩手大学

岩手大学

岩手大学

岩手大学

岩手大学

岩手県滝沢市
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幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、養護
養護教諭
教諭向け

平成２６年度（第３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

岩手大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

学習指導要領で示されている「小学校で１週間（５日間）程
度の集団宿泊体験や自然体験活動等」の実施に当たって、
特に安全面への配慮が求められる。そこで、体験活動の引
安全面に配慮した自然体験活動
澤村 省逸（教育学部准教授）
率が想定される教諭・養護教諭が実際に活動プログラム
の実際
名越 利幸（教育学部教授）
（野外炊事、オリエンテーリング）を体験しながら、考えられ
るリスクを挙げ、回避するための配慮事項を演習的に学ん
でいく。
近代日本の東北は、幾度も災厄に見舞われ、貧困と逆境の
中で人々は暮らしてきた。しかし、一方で石川啄木や宮沢賢
治、太宰治など優れた文学者を生み出してもいる。今回の 塩谷 昌弘（盛岡大学文学部助教）
講習では、明治期から現代までの東北文学を概観し、これ
からの東北について考えてみたい。

岩手大学

東北文学の世界

岩手大学

教師自身が問題解決学習の体験を深め、学ぶ立場と支援
する立場の双方に必要なスキルの獲得を目指すとともに、
体験：教師のための問題解決学 日常の実践を一層充実させるための資質と意欲を高めるこ
市川 洋子（盛岡大学文学部准教授）
習
とを目的とする。そのために、プロジェクト・ベース学習の方
法論を援用した課題解決学習を体験し、テーマ設定、グ
ルーピング、振り返り、評価などについて学ぶ。

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

幼稚園教諭、小
教諭
学校教諭、養護
養護教諭
教諭向け

6,000円

30人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955567号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手県滝沢市

6時間 平成26年8月9日

岩手県滝沢市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭向
け

6,000円

20人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955568号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手県滝沢市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

10人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955569号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

平成26年5月9日～
120人
平成26年6月16日

平261000955570号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

幼児期の発達支援教育の理解

｢気になる｣子どもに対する支援のあり方について、具体例
として手遊び歌や言語指導・数の指導をとりあげ、支援のポ
嶋野 重行（盛岡大学短期大学部教授）
イントを理解する。また、｢障がい」とは言えない養育の仕方
大塚 健樹（盛岡大学短期大学部教授）
の問題として現れた幼児期の問題行動の理解と指導法に
ついて理解する。

岩手県滝沢市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

岩手大学

絵本の領域・役割について代表的なものとあまり知られて
いない絵本を取りあげる。紹介を兼ねて読み聞かせのポイ
幼児教育者のための子ども文化 ントから入り、子どもたちの生活の場で活用される物語・科
松里 雪子（盛岡大学短期大学部教授）
財の活用
学絵本の役割（魅力）について探る。さらに簡単な手づくり
絵本の制作を通して「絵本」への理解を深める。おり紙－歴
史、形、教育的価値について言及し、制作もします。

岩手県滝沢市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

20人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955571号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

言語研究をめぐる次の課題を整理し、それらを学習指導と
教材研究にいかに連携させていくか、について問題提起し
ます。1 言語音の図式化と教材研究、2 動詞の多義と概
念（意味）構造の生成、3 統語（文法）構造と修飾、4 言語
言語をめぐる諸課題と学習指導、
行動の人間行動進化学的５分類、1から3では言語それ自 高橋 幸雄（盛岡大学文学部教授）
教材研究
体の構造に関わる理論言語学的考察を、4においては「進
化的に安定した戦略」に関わるゲーム理論的分析事例を提
示します。1から4をふまえ教科指導にかかわり得られる可
能性を提起します。

岩手県滝沢市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

45人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955572号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

現代の社会の形成過程とその特色について認識を深めさ
中学校・高等学校「社会科」の学 せるための近現代の学習のあり方を具体的な事例を通して 斎藤 成夫（盛岡大学文学部教授）
習指導
考える。また、生徒の主体的な追究を通して認識を深めるさ 藤澤 秀雄（盛岡大学文学部教授）
せる指導のあり方について考える。

岩手県滝沢市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校・高等学
校社会科系教諭
向け

6,000円

10人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955573号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

子どもの体力低下を取り上げ、保育者自身の健康な身体づ
幼児教育者のための子どもの運 くりも考えつつ、子どもの体力づくりの責任と自覚を求めな 吉田 実（盛岡大学短期大学部准教授）
動活動
がら、子どもに必要な基礎となる動きづくりをリズム、用具、 黑澤 彩花（盛岡大学短期大学部助教）
ゲーム形式を活用して学ぶ。

岩手県滝沢市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

70人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955574号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

子どもの造形活動をサポートするためにアートにおけるリテ
ラシー（見る力、感じる力、表現する力）をテーマに実践を行
い、「色」について、「形」について考えながら表現とは何か
幼児教育者のための子どもの表
長谷川 誠（盛岡大学短期大学部教授）
を理解する。さらにパソコンを利用して、画像の素材制作を
現と教育
宮森 孝治（盛岡大学短期大学部教授）
行い、それらをパワーポイントに組み込み、様々な効果を取
り入れたデジタル絵本の作成を行う。そして、教材としての
活用例を検討する。

岩手県滝沢市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

40人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955575号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手県滝沢市

6時間 平成26年8月9日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

30人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955576号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手県滝沢市

6時間 平成26年8月9日

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年6月16日

平261000955577号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

教諭

小学校・中学校
美術・高等学校
美術教諭

6,000円

平成26年4月18日～
30人
平成26年5月9日

平261001155778号

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

教諭

小学校教諭、中
学校理科教諭、
高等学校生物教
諭

6,300円

平成26年4月18日～
12人
平成26年5月9日

平261001155779号

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

①コードネームを使った簡単な伴奏法について講義後、子
どもの歌を簡易伴奏編曲し、弾き歌いを実践する。 ②代表 劔持 清之（盛岡大学短期大学部教授）
的な音楽表現法を踏まえて、幼児教育における音楽遊びや 菊池 由美子（盛岡大学短期大学部教授）
音楽表現を中心に演習を交えながら実践する。 ③童謡を 吉村 哲（盛岡大学短期大学部助教）
重唱しながら、発声に関する知識と歌唱技術を身に付ける。

岩手大学

幼児教育者のための音楽表現

岩手大学

身近な自然の生き物や素材を中心に環境とのかかわりを取
り上げ、環境を通して保育するための指導計画と環境の構 岩崎 基次（盛岡大学短期大学部准教授）
環境と保育について－身近な自
成について考える。できるだけ具体的な事例を取り上げ、実 澤口 たまみ（盛岡大学短期大学部非常勤講
然の生き物や素材を中心に－
際に参加者が身近な植物や虫などに触れ、体験を通して学 師）
び、実践的な活動を通して保育の理解を深める。

宮城教育大学

自然や都市空間の中の環境造形をテーマに、野外美術館、
芸術公園など世界の特色ある事例に基づいて、教室や美
自然と都市空間の中の芸術鑑賞 術館の壁を越えた芸術体験の教育的意義について理解を
新田 秀樹（教育学部教授）
法
深める。環境芸術の「鑑賞」は美術館芸術のそれとは異なる
ことや、「環境教育」を視覚芸術やデザインの世界に広げて
考える可能性についても考察したい。

宮城教育大学

青葉山環境教育セミナー・動物
標本の作成入門

宮城県仙台市

学校には、バード・ストライクやロードキルによる動物の死体
が持ち込まれることが少なくない。それらの動物を適正に取
り扱い、標本化・教材化するための手順について紹介する。 斉藤 千映美（環境教育実践研究センター教授) 宮城県仙台市
また実際に鳥の羽を用いた標本の作成実習を実施し、標本
化の基礎技術を獲得する。

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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平成２６年度（第３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

身体運動、特にスポーツ運動について、スポーツバイオメカ
ニクス分野およびスポーツ運動学分野から、最新の分析方
池田 晃一（宮城教育大学教授）
法と現場での応用方法について解説する。また、スポーツ
木下 英俊（宮城教育大学教授）
運動の分析を通した運動技術の新たな指導方法についても
紹介する。

講習の開催地

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12日

中学校・高等学
校・中等教育学
校保健体育教諭

宮城教育大学

スポーツ運動の分析と指導

宮城教育大学

小学校の体育授業における学びの実態と教師の指導性と
の関係について解説し，体育授業づくりの課題について解
説する．具体的には，ボールゲーム及び器械運動に重点を
体育授業における児童の学びの
置きながら，運動技能の習得を促す指導及び技能差や関 黒川 哲也(教育学部准教授)
実態と授業づくりの課題
心・意欲が異なる学習者に対する指導を具体的に解説す
る．これを通じて他の運動領域を取り扱う際にも適用される
原則を考察する。

宮城教育大学

表現の授業

からだや心を解放する表現活動を教師自身が経験すること
を出発点として、学校における表現運動やダンスなどの「表 里見 まり子(教育学部教授)
現の授業」の指導法について学ぶ。

青葉山環境教育セミナー・学校
飼育動物入門

生命教育の重要性が増す一方、学校での動物飼育活動は
急速に衰退している。本講習では、大学で飼育しているヤ
ギなどの動物を用いて、大型動物飼育の基礎技能を得ると
斉藤 千映美（環境教育実践研究センター教授) 宮城県仙台市
ともに、教育活用事例を学び、応用のヒントを得る。参加者
間の討論を通じて、学校における動物の飼育活動の相互支
援を図る。

西洋近世・近代史入門

本講義では、高等学校世界史の学習内容のうち、西洋近
世・近代を中心に、中学校歴史分野にも登場する幾つかの
事項をとり上げ、それらの事象が近年の専門的な歴史「学」
研究においてどのように議論されているか、その動向を紹
田中 良英(教育学部准教授)
介する。こうした近年の研究視角の理解を通じ、歴史研究が
いわゆる暗記学習とは異なる本質を持つ点、それらが多面
的なアプローチにより進められている点を改めて確認するこ
とを目的とする。

健康科学概論

現代人、とりわけ子どもの健康問題を理解するための基本
的な健康科学的理解を深めることをねらいとする。主な内容
黒川 修行（教育学部講師）
としては、免疫に関する 科学(感染予防、アレルギー疾患等
の基礎)、肥満の基礎科学等について扱う。

栽培教育における新しい教材と
最近の話題

学校での栽培教育において実践できる新しい教材を体験的
に学ぶとともに、作物生産や食に関係する最近の話題につ
いて解説する。導入として、植物栽培の失敗を減らすコツ、
生徒の興味を引き出す栽培活動事例について説明する。次
岡 正明(教育学部教授）
いで、新しい教材である植物生長動画の取得・活用法を学
び、土を使わない簡易水耕栽培も体験する。最後に、「化学
肥料・化学農薬」「遺伝子組換え作物」「放射性物質と作物」
などについて解説する。

LEDを使ったものづくり

児童・生徒の興味関心を惹きやすいLED（発光ダイオード）
を用いた「もの作り」を通した科学技術教育や理科教育・技
術教育に対する導入学習を扱う。LEDを使った簡単な電子
工作をするための電気に関する基礎知識の学習の後、小・ 水谷 好成(教育学部教授）
中学生を対象にした「LEDの光のインテリア工作」を実際に
行う。電気工作の楽しさを体験的に学習することで、電気も
のづくりの活用方法を考える。

宮城県仙台市

6時間 平成26年7月27日

ESD・持続発展教育入門

持続発展教育（ESD）の具体的内容や授業プログラムにつ
いて概説する。持続発展教育は、基礎基本学力と総合的な
学習を組 み合わせて生 きる力(学習指導要領）の育成を図
り、学校全体での取り組みや地域との連携をとることが主な
内容である。今回は基礎・基本学力分野のうち、読解力を
新たに取り上げ、新聞を活用した読解力育成の方法も取り
入れた。総合的な学習分野では、多文化理解、食教育、環
境教育を取り上げた。また、持続発展教育の学校現場での
実践事例も紹介する。

小金澤 孝昭（教育学部教授）
市瀬 智紀（国際理解教育研究センター教授）
溝田 浩二（環境教育実践研究センター准教
授）
及川 幸彦（非常勤講師）

宮城県気仙沼
市

平成26年7月28日～
12時間
平成26年7月29日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

ESD・持続発展教育入門

持続発展教育（ESD）の具体的内容や授業プログラムにつ
いて概説する。持続発展教育は、基礎基本学力と総合的な
学習を組 み合わせて生 きる力(学習指導要領）の育成を図
り、学校全体での取り組みや地域との連携をとることが主な
内容である。今回は基礎・基本学力分野のうち、読解力を
新たに取り上げ、新聞を活用した読解力育成の方法も取り
入れた。総合的な学習分野では、多文化理解、食教育、環
境教育を取り上げた。また、持続発展教育の学校現場での
実践事例も紹介する。

小金澤 孝昭（教育学部教授）
市瀬 智紀（国際理解教育研究センター教授）
溝田 浩二（環境教育実践研究センター准教
授）
及川 幸彦（非常勤講師）

宮城県白石市

平成26年8月20日～
12時間
平成26年8月21日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

宮城教育大学

小学校社会科教育法

平成20年版小学校学習指導要領を踏まえ，小学校社会科
に必要な社会科教育学の基礎的な理論や授業開発論など
吉田 剛(教育学部准教授)
に関する講義を行う。また討論などの活動も取り入れ，授業
実践上の課題についても理解を深める。

宮城教育大学

学校および公共図書館・家庭における読書活動推進の現
状と課題を踏まえ、改めて読書活動の意義を確認したうえ
子ども読書活動をめぐる諸問題- で、よりよい読書活動支援・学習支援に益する学校図書館メ
-学校図書館活性化のために-- ディアの収集・活用のスキルを身に付ける。あわせて児童
の発達段階に応じた適切な読書活動支援のありようについ
て理解を深める。

宮城教育大学

宮城教育大学

宮城教育大学

宮城教育大学

宮城教育大学

宮城教育大学

宮城教育大学

遠藤
中地
吉植
渡邊

仁（教育学部教授）
文(教育学部教授)
庄栄（非常勤講師）
愛子(非常勤講師）

宮城県仙台市

時間数

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

6時間 平成26年7月19日

6時間 平成26年7月21日

6時間 平成26年7月23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29日

6時間 平成26年7月29日

15 / 288 ページ

教諭

教諭

小学校教諭

教諭

小学校教諭、中学
校・高等学校保健体
育教諭、特別支援学
校教諭

教諭

幼稚園・小学校・
中学校教諭

教諭

中学校・高等学
校社会科教諭

教諭
全教諭，養護教
養護教諭 諭

教諭

中学校・小学校・
幼稚園教諭対象

教諭

小学校教諭、中
学校技術・理科・
美術教諭

教諭

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

6,000円

平成26年4月18日～
10人
平成26年5月9日

平261001155780号

6,000円

平成26年4月18日～
45人
平成26年5月9日

平261001155781号

6,000円

平成26年4月18日～
16人
平成26年5月9日

平261001155782号

6,000円

平成26年4月18日～
10人
平成26年5月9日

平261001155783号

6,000円

平成26年4月18日～
30人
平成26年5月9日

平261001155784号

6,000円

平成26年4月18日～
15人
平成26年5月9日

平261001155785号

6,000円

平成26年4月18日～
20人
平成26年5月9日

平261001155786号

6,500円

平成26年4月18日～
40人
平成26年5月9日

平261001155787号

12,000円

平成26年4月18日～
30人
平成26年5月9日

平261001155788号

12,000円

平成26年5月1日～
30人
平成26年5月30日

平261001155789号

6,000円

平成26年4月18日～
30人
平成26年5月9日

平261001155790号

6,000円

平成26年4月18日～
50人
平成26年5月9日

平261001155791号

電話番号

ＵＲＬ

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
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平成２６年度（第３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

国語科教育と〈宮沢賢治〉

宮沢賢治の作品は小学校・中学校・高等学校の国語科教
科書に登載されていますが、なかには難教材と評されるも
のもあり、扱い方の難しさが指摘されています。本講習で
は、宮沢賢治の文学の特徴を検討するとともに、国語科教
中地 文(教育学部教授)
育の中で〈宮沢賢治〉がどのように捉えられ活用されてきた
のか、賢治作品および人物としての宮沢賢治の教材化の歴
史をたどることを通して明らかにします。また、教材としての
賢治文学の問題点、可能性を探ります。

書写書道の基礎・基本

小学校や中学校において、書写（毛筆・硬筆両方を含む）指
導を行なううえで必要な用筆法を学ぶ。その他、漢字の５つ
田村 恵子(非常勤講師）
の書体や仮名についても学ぶ。また、日常生活の中でも楽
しめるような小作の作成方法についても学ぶ。

宮城教育大学

中学校社会科教育法

平成20年版中学校学習指導要領を踏まえ，中学校社会科
に必要な社会科教育学の基礎的な理論や授業開発論など
吉田 剛（教育学部教授）
に関する講義を行う。また討論などの活動も取り入れ，授業
実践上の課題についても理解を深める。

宮城教育大学

小説・物語教材を読みながら、文字言語による表現の特
色や味わいに触れた後、実際に散文詩を創作し、文字言語
による鑑賞、さらには音声言語による表現を通して、文字言
音声言語と文字言語―その特色
語と音声言語との表現性の違いを体感するとともに、音声 遠藤 仁（教育学部教授）
と味わい―
言語によって効果的に伝える方法を考えてみる。あわせて
絵本の読み聞かせやストーリーテリングなどの効用につい
ても考えてみたい。

宮城教育大学

宮城教育大学

講習の開催地

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

青葉山環境教育セミナー・動物
園学習の企画と実践

ワンチャンスの校外学習を成功させ、教科学習と適切に関
連付けるためには、企画者に学習対象についての豊富な経
験や高い意識があることが望ましい。この講座では、社会教
斉藤 千映美（環境教育実践研究センター教授)
育施設である動物園の資源を有効に活用し、校外学習を実
宮城県仙台市
り多いものにするために活用できる情報を提供する。実際
に園内で観察のポイントを学び、実践の事例について知識
を得る。

宮城教育大学

質の高い保育を目指して

質の高い保育を実現するために、保育者に求められる専門
性の育成を目指して、園内でできる多様な研修方法につい
て学びます。ビデオや写真を活用したビデオカンファレンス 香曽我部 琢（教育学部准教授）
やウェビングなどの実施手順や注意点など、実践を通して
学びます。

宮城教育大学

南三陸における産業と生物多様性の特徴について、講義だ
けではなく討論をおこなって理解を深める。また、南三陸の
自然を題材とした環境教育・理科教育の可能性について議
地域の産業と生物多様性に基づ
出口 竜作(教育学部教授)
論する。地域の産業については、震災からの復興の観点か
く環境教育
棟方 有宗(教育学部准教授)
ら、特にサケを取り上げる（棟方）。また、実際に海岸などの
フィールドに赴き、震災後の生物の生息状況等を観察する
予定である（出口）。

宮城教育大学

作曲入門

作曲に興味がある、あるいは学校で扱う必要があるが、作
曲をした経験がなく自信がないといった方を対象とする。楽
譜の読み書きには不自由しないこと、楽器を多少なりとも扱
吉川 和夫(教育学部教授)
えることが履修要件となる。実際に作曲をすることを通して、
基本的な形式や和音進行、音楽理論等についての理解を
深める。

家庭科の新しい知識（食物）

家庭科の食物領域について、栄養素の代謝と肥満のメカニ
ズム、そして生活習慣病であるメタボリックシンドロームに関
する内容を取り上げてその説明を行い、食生活と健康との
亀井 文（教育学部准教授）
関連を理解する助けとする。さらに、受講者自身の食物摂
取頻度と生活活動を簡易調査によって推定し、自己の食生
活状況を分析評価する。

宮城教育大学

栽培学習教材としてのイネの多
面的な活用

多くの学校で栽培されるイネは、教材として多面的な活用が
可能である。本講座では、一部体験を取り入れながら、教材
としてのイネの活用法を学ぶ。（１）微速度撮影装置やUSB
顕微鏡を利用したイネの形態的特徴の理解。（２）バケツ稲
岡 正明(教育学部教授）
やペットボトル稲など簡便栽培法の体験。（３）稲わら繊維を
用いた紙漉き体験（ものづくり教育）。（４）世界のイネ品種を
用いた国際理解教育。（５）環境に配慮した新しい水田栽培
技術の解説。

宮城教育大学

小学校理科における指導内容のうち、物質・エネルギーに
関する知識・考え方・技能の修得に重点を置いて、教科教
小学校理科の教材－物理・化学 育の視点からの解説とともに、実験を交えて体験的に講義
編―
を行う。具体的には、熱・光・電気（物理分野）、および、水・
水溶液・燃焼（化学分野）からテーマを選んで取り上げる予
定である。

宮城教育大学

宮城教育大学

宮城教育大学

中学校理科第2分野の教材

新しい学習指導要領に準拠して、中学校理科第２分野（生
物・地学）に関わる学習内容からテーマを選び、講義に実験
活動を組み込んだ講習を行う。生物分野は、動物や植物の
構造と働き・遺伝・生物と環境から、地学分野では地質岩
石・気象・天体の動きからそれぞれ１テーマを選び、学問的
背景と基本的知識の確認をしてから、実際に観察・観測・測
定、結果の整理と考察の一連の活動を通じて、実験手法・
技能を習得する。

福田
内山
池山
猿渡
笠井
永田

善之(教育学部教授)
哲治(教育学部准教授)
剛(教育学部教授)
英之(教育学部教授)
香代子(教育学部准教授)
英治(教育学部教授）

出口 竜作(教育学部准教授)
棟方 有宗(教育学部准教授)
小林 恭士（教育学部准教授)
川村 寿郎(教育学部教授)
髙田 淑子(教育学部教授)
菅原 敏(教育学部准教授)
田幡 憲一(大学院教育学研究科高度教職実
践専攻教授)

宮城県仙台市

宮城県南三陸
町

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

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30日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭(国語)、
高等学校教諭(国
語）

教諭

小学校教諭、中
学校国語教諭

教諭

中学校社会科教
諭

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

教諭

幼稚園･小学校教
諭

6時間 平成26年7月30日

6時間

平成26年7月30日

6時間 平成26年7月31日

6時間 平成26年7月31日

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2日

6時間 平成26年8月2日

6時間 平成26年8月2日

6時間 平成26年8月2日

6時間 平成26年8月2日
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教諭

幼稚園教諭

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭科教諭

教諭

小学校・中学校・
幼稚園教諭対象

教諭

教諭

小学校教諭

中学校理科教諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

6,000円

平成26年4月18日～
50人
平成26年5月9日

平261001155792号

6,000円

平成26年4月18日～
60人
平成26年5月9日

平261001155793号

6,000円

平成26年4月18日～
12人
平成26年5月9日

平261001155794号

6,000円

平成26年4月18日～
40人
平成26年5月9日

平261001155795号

6,000円

平成26年4月18日～
12人
平成26年5月9日

平261001155796号

6,000円

平成26年4月18日～
30人
平成26年5月9日

平261001155797号

6,000円

平成26年5月1日～
30人
平成26年5月30日

平261001155798号

6,000円

平成26年5月1日～
20人
平成26年5月30日

平261001155799号

6,000円

平成26年5月1日～
20人
平成26年5月30日

平261001155800号

6,000円

平成26年5月1日～
20人
平成26年5月30日

平261001155801号

6,000円

平成26年5月1日～
30人
平成26年5月30日

平261001155802号

6,000円

平成26年5月1日～
30人
平成26年5月30日

平261001155803号

電話番号

ＵＲＬ

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

平成２６年度（第３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

宮城教育大学

①学校外国語活動の概論
②「Hi, Friends! 1,2」を前提とした実践ワークショップ（受講生
小学校英語活動の概論と実践A- が児童役）
鈴木 渉（教育学部准教授）
実践的ワークショップを中心に- ③「Hi, Friend1,2」を前提にし，ICT活用に基づくワークショッ 根本アリソン(教育学部特任准教授)
プ（受講生が児童役）
④小学校英語活動の課題と工夫（検討会）

宮城教育大学

小・中・高教科書に頻出する漢詩・漢文教材を取上げ、その
小・中・高教師のための漢詩・漢
眼目を明らかにしながら、歴史的・文化的背景、指導上の工 島森 哲男（教育学部教授）
文再入門
夫などについて、具体的に考えていく。

宮城教育大学

どのような年齢・曲種にも通じる発声のメカニズムと理論を
再確認し、実践する。また、明確で正しい発音のために、発
声器官の使い方や、個々の母音・子音の発音方法を確認
声楽における発声と発音の基礎 し、使い分けを実践する。受講生は、余裕を持って歌える曲 應和 惠子（教育学部教授）
を選んで練習し、当日、講師用の楽譜を提出できるように用
意すること。その曲を使って発声・発声の実践をし、最後に
実技考査をする。

宮城教育大学

小学校理科における指導内容のうち、生命・地球に関する
知識・考え方・技能の修得に重点を置いて、教科教育の視
小学校理科の教材―生物・地学 点からの解説とともに、実験を交えて体験的に講義を行う。
編―
具体的には、植物・動物・人の体（生物分野）、水の働き・天
気・月と太陽（地学分野）からテーマを選んで取り上げる予
定である。

宮城教育大学

中学校理科第1分野の教材

新しい学習指導要領に準拠して、中学校理科第１分野（物
理・化学）に関わる学習内容からテーマを選び、講義に実験
活動を組み込んだ講習を行う。物理分野では力学・運動・電
流・光と音・エネルギーから、化学分野では状態変化・イオ
ン・化学変化からそれぞれ１テーマを選び、学問的背景と基
本的知識の確認をしてから、実際に観察・測定、結果の整
理と考察の一連の活動を通じて、実験手法や技能を習得す
る。

福田
内山
池山
猿渡
笠井
永田

食教育入門

食教育の内容、考え方、授業実践の内容について、具体的
事例をあげて概説する。食教育の基本的な考え方では、栄
養教育だけで なく食の生 産・流通・消費・廃棄の全体像を
提案する。各論では栽培学習、食の安全管理についても取
り上げる。授業実践では、食教育の授業の組み立て方、教
科との連携の図り方を取り上げ る。学校給食メニューの調
理実習では、食教育を 指導する教員が、学校給食メニュー
を作る立場から学校給食の特色を考える機会を提供する。

小金澤 孝昭（教育学部教授）
鎌田 慶朗（教育学部教授）
岡 正明（教育学部教授）
氏家 幸子（非常勤講師）
小野寺 勝徳（非常勤講師）

食教育入門

食教育の内容、考え方、授業実践の内容について、具体的
事例をあげて概説する。食教育の基本的な考え方では、栄
養教育だけで なく食の生 産・流通・消費・廃棄の全体像を
提案する。各論では栽培学習、食の安全管理についても取
り上げる。授業実践では、食教育の授業の組み立て方、教
科との連携の図り方を取り上げ る。学校給食メニューの調
理実習では、食教育を 指導する教員が、学校給食メニュー
を作る立場から学校給食の特色を考える機会を提供する。

小金澤 孝昭（教育学部教授）
鎌田 慶朗（教育学部教授）
岡 正明（教育学部教授）
氏家 幸子（非常勤講師）
小野寺 勝徳（非常勤講師）

学校教育と体験活動Ａ

社会の発展とともに子どもを取り巻く環境は大きく変化した。
特に自然体験活動の経験が減少し、自然や人との関わりか
ら得られる知恵や知識、能力が身に付かず、生きる力が十
分に育っていない子どもが多くなっている。そこで本講座
本田 伊克(教育学部准教授）
は、学校教育における体験活動の意義を再確認するととも
熊木 邦彦（国立花山青少年自然の家次長）
に、その活用について考える。そのために、青少年教育施
設で行われているプログラムを体験し、基本的な考え方や
技術、児童生徒への展開方法を身に付ける。また、獲得し
たものを学校教育へどのように生かすかを考える。

作曲演習－歌の旋律づくり

作曲の経験が比較的浅い方を主たる対象とする。楽譜の読
み書きには不自由しないこと、楽器を扱えることが履修要件
吉川 和夫(教育学部教授)
となる。基本的な形式や和音進行、音楽理論等についての
理解を確認しながら、歌詞の付いた旋律作曲を実習する。

物理の捉え方と伝え方

物理分野の学習・実験において，小学校では好きな子ども
が多いのに，学年が上がるにつれて不得意になる子どもた
ちが多い。これは本質的なことなのか？この講習では，物
理とは何か？を出発点に，「思考・思索」および「実験教材
内山 哲治(教育学部准教授)
の製作」を通して，学習内容を見直してもらいます。具体的
には，特定のテーマに対してグループディスカッションにより
意見を出し合い，物理を捉えていきます。最終的には，学問
としての物理の伝え方を習得してもらいます。

宮城教育大学

宮城教育大学

宮城教育大学

宮城教育大学

宮城教育大学

出口 竜作(教育学部准教授)
棟方 有宗(教育学部准教授)
小林 恭士（教育学部准教授)
川村 寿郎(教育学部教授)
髙田 淑子(教育学部教授)
菅原 敏(教育学部准教授)
田幡 憲一(大学院教育学研究科高度教職実
践専攻教授)
善之(教育学部教授)
哲治(教育学部准教授)
剛(教育学部教授)
英之(教育学部教授)
香代子(教育学部准教授)
英治(教育学部教授)

講習の開催地

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

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

6時間 平成26年8月3日

6時間 平成26年8月3日

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
国語教諭

教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校音楽教諭

教諭

宮城県仙台市

6時間 平成26年8月3日

宮城県仙台市

平成26年8月3日～
12時間
平成26年8月4日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭
諭、栄養教諭
栄養教諭

宮城県仙台市

平成26年8月18日～
12時間
平成26年8月19日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭
諭、栄養教諭
栄養教諭

宮城県栗原市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

6時間 平成26年8月4日

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年8月9日
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教諭

小学校教諭

中学校理科教諭

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭

教諭

理科（物理分野）
を教える小学校・
中学校・高等学
校教員

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

6,000円

平成26年5月1日～
60人
平成26年5月30日

平261001155804号

6,000円

平成26年5月1日～
50人
平成26年5月30日

平261001155805号

6,000円

平成26年5月1日～
12人
平成26年5月30日

平261001155806号

6,000円

平成26年5月1日～
30人
平成26年5月30日

平261001155807号

6,000円

平成26年5月1日～
30人
平成26年5月30日

平261001155808号

12,000円

平成26年5月1日～
30人
平成26年5月30日

平261001155809号

12,000円

平成26年5月1日～
30人
平成26年5月30日

平261001155810号

6,400円

平成26年5月1日～
30人
平成26年5月30日

平261001155811号

6,000円

平成26年5月1日～
20人
平成26年5月30日

平261001155812号

6,000円

平成26年5月1日～
30人
平成26年5月30日

平261001155813号

電話番号

ＵＲＬ

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

平成２６年度（第３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

学校教員のための放射線講座

新しい学習指導要領が改訂し、中学校理科第１分野（物理・
化学）に関わる学習内容に放射線が追加された。本講習で
は、講義と実習を組み込んだ講習を行う。特に、身の回りの
放射線や、放射線の性質、放射線の人体への影響、放射
線の安全教育などの基本的知識の講義を受けてから、測
定技術や観測・考察など一連の活動を通じて、放射線に関
する知識と技能を習得する。

家庭科の新しい知識（食品学）

家庭科の食物領域について、最近話題となった事象や広く
興味をもたれている内容を取り上げ、背景説明と関連した
実験・実習を行い、理解の助けとする。（例、食物アレル
鎌田 慶朗(教育学部教授)
ギー、ノロウィルス、大豆食品、小麦グルテン、放射性物質
汚染など）

エネルギー変換

生活や産業を支えるエネルギー変換技術の基礎を学ぶ。こ
こでは，風のエネルギーを電気エネルギーに変換する実験
小野元久（教育学部教授）
を通して，エネルギーの変換方法，力の伝達の仕組みを学
ぶための教材について検討する。

宮城教育大学

コンピュータグラフィックス基礎

コンピュータグラフィックスの基本的な知識とグラフィックソフ
トとして最もポピュラーなアドビ社のイラストレーターとフォト
ショップの使い方を習得し、それらを活用した作品制作を行 桂 雅彦（教育学部教授）
う。教材開発や学校の広報的な活用等にも応用できるよう
にグラフィックデザインのレイアウトに関する方法も学ぶ。

宮城教育大学

藤島 省太（教育学部教授）
長尾 博（教育学部教授）
佐藤 静（大学院教育学研究科高度教職実践
本講習では、特殊教育から特別支援教育へ転換されたこと
専攻教授）
の意味を再確認し、学習指導要領の改訂を踏まえつつ、主
障害児理解と教育的支援A講座
植木田 潤（教育学部准教授）
に知的障害、肢体不自由、病弱領域を中心にした特別支援
（発達障害・肢体不自由・病弱中
関口 博久（大学院教育学研究科高度教職実 宮城県仙台市
学校の果たすべき役割・機能、児童・生徒のニーズに的確
心）
践専攻教授）
に応えるための実態把握と教育的支援等、教育現場の今
村上 由則（大学院教育学研究科高度教職実
日的課題解決に資する内容を講義する。
践専攻教授）
野口 和人（特別支援教育総合研究センター教
授）寺本 淳志（教育学部講師）

平成26年8月18日～
18時間
平成26年8月20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

宮城教育大学

藤島 省太（教育学部教授）
本講習では、特別支援教育への移行を踏まえ、視覚障害教 長尾 博（教育学部教授）
育の今日的課題にも触れながら視覚障害領域における教 佐藤 静（大学院教育学研究科高度教職実践
障害児理解と教育的支援B講座
育的支援について、特に教育の指導法と配慮の基本を押さ 専攻教授）
（視覚障害中心）
えつつ発達、歩行、情報処理を中心に据えて視覚障害者の 植木田 潤（教育学部准教授）
心理・生理・病理の内容をも深める講義を行う。
青木 成美（教育学部特任教授）
永井 伸幸（教育学部准教授）

宮城県仙台市

平成26年8月18日～
18時間
平成26年8月20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

宮城教育大学

本講習では、特別支援教育へ転換されたことの意味を踏ま
え、転換期ともいえる聴覚言語障害教育の今日的課題につ
障害児理解と教育的支援C講座
いても触れながら、聴覚言語障害領域における教育的支援
（聴覚・言語障害中心）
について、特に「コミュニケーション障害」の視点を中心に据
えて教育の充実に関する内容を講義する。

宮城県仙台市

平成26年8月18日～
18時間
平成26年8月20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

宮城教育大学

宮城教育大学

宮城教育大学

福田 善之(教育学部教授)
松鶴 秀夫（財）放射線利用振興協会 東海事
業所参与)
宮城県仙台市
長島 章(（財）放射線利用振興協会 東海事業
所所長)

藤島 省太（教育学部教授）
長尾 博（教育学部教授）
佐藤 静（大学院教育学研究科高度教職実践
専攻教授）
植木田 潤（教育学部准教授）
菅井 裕行（教育学部教授）
松﨑 丈（教育学部准教授）

作品研究の立場から『月刊国語教育』（東京法令出版）に森
鴎外･芥川龍之介・茨木のり子・中島敦など教材研究を連載
してきた。それをふまえて、鴎外「舞姫」、茨木のり子の詩
渡辺 善雄(特任教授)
「わたしが一番きれいだったとき」、芥川龍之介「鼻」、中島
敦「山月記」などについて、教師用指導書の解説を批判しつ
つ、表現を的確に読み取る方法を教える。

宮城教育大学

近代文学の教材研究

宮城教育大学

主として中学校・高等学校レベルで学習される英語表現に
関する英文法・語法などのうち、特に、時制・相、冠詞、他動
英語科教育講習D－英文法と語 性に関わる構文、談話文法など、日本人学習者が気がつき
髙橋 潔(教育学部教授)
法－
にくいものや間違いやすいものに焦点を与え、日本語との
違いに留意しながら講義する。最後に３０分程度のテストを
行う。

宮城教育大学

最新の第二言語習得研究に基づいて、授業課程や学習
過程を考えるのに必要な原理原則を確認します。具体的に
英語科教育講習Ａ－第二言語習 は、小・中・高等学校の教育現場でどのように英語教育を実
鈴木 渉（教育学部准教授）
得研究－
践していけばよいのかを、インプット、アウトプット、インタラ
クション、フィードバックの観点から、考えていきたいと思い
ます。

宮城教育大学

子どもの発達や保育に関する教育学・心理学等における最
新の知見を学び、子どもの生活の変化を踏まえた課題等に
ついて保育事例等も交えながら考察する。また、幼稚園に
発達と学びの連続性：幼児教育・
佐藤 哲也（教育学部准教授）
おける環境構成・再構成の視点、教師の援助、協同的な遊
学校教育の視点から
越中 康治（教育学部准教授）
びや幼小の連携、子育ての支援としての親育て等の実践課
題への対応について、理論と実践に目配りをしながら考察
する。

宮城教育大学

イギリスの児童文学作品を取り上げ、読解を通して作品の
特徴、面白さを学ぶと同時に、作品を教材として活用するた
めのポイントを考えてみたい。本文のみならず、挿絵やレイ
英語科教育講習E ―英米文学―
竹森 徹士(教育学部准教授)
アウトにも注意を払い、作品に込められた工夫を理解するこ
とで、児童文学の面白さを再発見し、また、英語学習教材と
して活用する方法を探る。

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

6時間 平成26年8月10日

6時間 平成26年8月9日

6時間 平成26年8月9日

6時間 平成26年8月11日

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年8月20日

宮城県仙台市

6時間 平成26年8月20日

宮城県仙台市

平成26年8月20日～
18時間
平成26年8月22日

宮城県仙台市

6時間 平成26年8月21日
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教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高校
教諭

教諭

小学校教諭、中
学校･高等学校家
庭科教諭

教諭

小学校教諭，中
学校技術教諭

教諭

全教諭

教諭

中学校・高等学
校国語教諭

教諭

中学校・高等学
校英語教諭及び
小学校教諭で英
語教員免許所持
者

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語教諭

教諭

幼稚園・小学校
教諭

教諭

中学校・高等学
校英語教諭及び
小学校教諭で英
語教員免許所持
者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

6,000円

平成26年5月1日～
30人
平成26年5月30日

平261001155814号

6,000円

平成26年5月1日～
20人
平成26年5月30日

平261001155815号

6,000円

平成26年5月1日～
20人
平成26年5月30日

平261001155816号

平成26年5月1日～
平成26年5月30日

平261001155817号

18,000円

平成26年5月1日～
100人
平成26年5月30日

平261001155818号

18,000円

平成26年5月1日～
50人
平成26年5月30日

平261001155819号

18,000円

平成26年5月1日～
50人
平成26年5月30日

平261001155820号

6,000円

平成26年5月1日～
50人
平成26年5月30日

平261001155821号

6,000円

平成26年5月1日～
50人
平成26年5月30日

平261001155822号

6,000円

平成26年5月1日～
50人
平成26年5月30日

平261001155823号

18,000円

平成26年5月1日～
80人
平成26年5月30日

平261001155824号

6,000円

平成26年5月1日～
50人
平成26年5月30日

平261001155825号

6,000円

20人

電話番号

ＵＲＬ
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平成２６年度（第３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

宮城教育大学

英語科教育講習B-実証的研究
の紹介-

本講習では，英語教育の理論と実践の「橋渡し」としての
実証的研究を紹介する。近年の英語教育の理論的基盤とし
て，第二言語習得理論及び認知心理学理論が議論されて 板垣 信哉(大学院教育学研究科高度教職実
いるが，これらの諸理論を授業実践にいかに結びつけるか 践専攻教授)
が課題である。語彙・文法指導に関する実験結果を踏まえ，
指導の在り方を検討する。

宮城教育大学

家庭科の新しい知識 (被服材
料)

家庭科の被服領域について、主に被服材料や被服の管理
等に関する内容に焦点をあて、基礎から最近のトピックスに
高崎 緑(教育学部准教授）
ついて説明するとともに、関連する実験・実習を行い、理解
の一助とする

宮城教育大学

生徒指導の実際

生徒指導上の問題行動（いじめ、不登校、非行問題、児童
虐待等）について、具体的事例を取り上げ、その対応策に
ついて考察する。

宮城教育大学

本講習は、まず、Dweckによるの帰属理論について理解を
深めることを目標とする。次いで、生徒に対する評価方法の
英語科教育講習Ｆ－英語コミュニ
理解を深める。具体的には、効果的な試験問題の作成と
リース エイドリアン(教育学部講師)
ケーションフィードバックの在り方を検討する。※ この講習は全て日
本語で行われます。

宮城教育大学

宮城教育大学

宮城教育大学

藤代 正倫(特任教授)
久保 順也（教育学部准教授）

英語科教育講習Ｃ-英語音声学
の基礎と応用-

本講習では、最新の英語発音辞典のデータに基づく英語の
最新の発音の変化や、最新の音声学研究書の内容を紹介
したうえで、教員に求められる適切な英語発音やその知識 西原 哲雄(教育学部教授)
とは何かを検討します。また、英語音声学と文法構造や意
味構造との関連についても考察を行う予定です。

家庭科の新しい知識（編織）

衣服製作に必要なモノ作り技術について、講義と実習を通
じて学習する。糸の製造(１次元）から布の製作（2次元）へ
西川 重和(教育学部教授)
と、生産工程順に実習を進めることで、各工程でのモノ作り
に必要な原理や操作方法（技能）について学習する。

情報特講ダイジェスト

担当講師が教職大学院向け講義「情報特講」より以下の３
つの講習を行なう
１，無料でできる大量マークシート型アンケートSQSの実施
法
２，児童生徒の携帯電話の利用実態の把握と適切な指導
法
３，iPad,Androidなどタブレット型端末の教育的利用法
※Windowsパソコンを持参してください

鵜川 義弘(環境教育実践研究センター教授)

講習の開催地

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県栗原市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

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21日

教諭

中学校･高等学校
英語教諭及び小
学校教諭で英語
教育免許所持者

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭科教諭

6時間 平成26年8月21日

6時間 平成26年8月22日

小学校・中学校・
教諭
高等学校教諭、
養護教諭
養護教諭

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校・高等学
校英語教諭及び
小学校教諭で英
語教員免許所持
者

教諭

中学校・高等学
校英語教諭及び
小学校教諭で英
語免許所有者

教諭

小学校教諭・中
学校・高等学校
家庭科教諭

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

小学校・中学校・
教諭
高等学校教諭・
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

6,000円

平成26年5月1日～
50人
平成26年5月30日

平261001155826号

6,000円

平成26年5月1日～
20人
平成26年5月30日

平261001155827号

022-214-3642

6,000円

平成26年5月1日～
50人
平成26年5月30日

平261001155828号

022-214-3642

6,000円

平成26年5月1日～
50人
平成26年5月30日

平261001155829号

6,000円

平成26年5月1日～
50人
平成26年5月30日

平261001155830号

6,000円

平成26年5月1日～
20人
平成26年5月30日

平261001155831号

6,000円

平成26年5月1日～
10人
平成26年5月30日

平261001155832号

6,000円

平成26年5月1日～
20人
平成26年5月30日

平261001155833号

12,000円

平成26年5月1日～
10人
平成26年5月30日

平261001155834号

6,000円

平成26年5月1日～
60人
平成26年5月30日

平261001155835号

6,000円

平成26年5月1日～
20人
平成26年5月30日

平261001155836号

6,000円

平成26年5月1日～
30人
平成26年5月30日

平261001155837号

6,000円

平成26年5月1日～
10人
平成26年5月30日

平261001155838号

022-214-3642
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なお、本講習では養護教諭の日頃の業務にも活用可能な
ネット依存の問題についても触れる。
家庭科住居領域の中でも、健康で快適、かつ環境配慮した
住まい方に関する最新の知見について学習する。地球環境
に配慮した住まい方、および建物の開口部・壁体構造と熱 菅原 正則(教育学部准教授）
性能の関係について、基礎的な考え方を学習した上で実験
を行い、本質的な理解を目指す。

宮城教育大学

家庭科の新しい知識（住居）

宮城教育大学

ため池や河川等を対象に、有機汚濁指標（COD）、クロロ
フィル分析、水中有機物起源分析、窒素態、リン態など、生
環境科学－水環境へのアプロー 物由来の物質に着目した水質分析法（校種により異なる）を 村松 隆（大学院教育学研究科高度教職実践
チと解釈－
学びます。水環境を中心に生命と自然との関係理解を取り 専攻教授）
上げて、小・中・高等学校における環境教育および環境科
学的なアプローチの仕方を解説します。

宮城教育大学

①学校外国語活動の概論
②「Hi, Friends! 1,2」を前提した英語活動の実践ワークショッ
板垣 信哉(大学院教育学研究科高度教職実
小学校英語活動の概論と実践B- プ（受講生が児童役）
践専攻教授)
実践的ワークショップを中心に- ③「Hi, Friend1,2」を前提にし，クラスルーム・イングリッシュ
リース エイドリアン(教育学部講師)
のワークショップ（受講生が児童役）
④小学校英語活動の課題と工夫（検討会）

宮城教育大学

宮城教育大学

宮城教育大学

小学校家庭科の授業づくり

限られた授業時間の中で，実践的な学びの充実を図るため
にはどうしたらよいか。新学習指導指導要領を踏まえた小
小野寺 泰子(教育学部准教授）
学校家庭科の授業づくりについて，生活に役立つ物の製作
や実験等を交えて検討を行う。

国際化・多文化化に対応できる
学校づくり

国際理解教育、小学校英語教育、国際交流（姉妹校交
流）、外国籍児童生徒の教育、開発教育、ユネスコ・スクー
ルと持続発展教育（ESD）の推進、など、国際化・多文化化 市瀬 智紀(国際理解教育研究センター教授)
する時代にあって、学校現場が国際化の課題にどう対応し
ていったらよいのか考察する。

ピアノ演奏技術の向上

学校現場において必要となるピアノの演奏技術の向上を目
的とした講習です。受講者各々に、あらかじめ数分程度のピ
アノ独奏曲を準備して来てもらいます（ソナチネ程度以上）。 倉戸 テル（教育学部教授）
講習ではその曲の演奏に対して実技指導を行う事によりピ
アノ演奏技術の向上を目指します。

宮城県仙台市

6時間 平成26年8月23日

宮城県仙台市

平成26年8月23日～
12時間
平成26年8月24日

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

6時間 平成26年8月23日

6時間 平成26年8月24日

6時間 平成26年8月30日

6時間 平成26年8月30日
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教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭科教諭

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

教諭

教諭

小学校教諭

小学校教諭

教諭

小中学校教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭

平成２６年度（第３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

鑑賞教育の理論と実践

平成２０年度版学習指導要領を踏まえた、鑑賞教育の指導
力を身に付ける。作品のよさや美しさ（美的特性）を感じ取
り、そう感じた理由を表現方法に求めさせる「解釈（見方を
深める）」を行い、作品の主題（意図や心情）を感受する。最 立原 慶一（教育学部教授）
後に、表現効果を序列化する「判断」を試みることによって、
美意識を豊かにする。このプロセスで鑑賞授業を組み立て、
模擬授業を行い互いに批評し合う。

声楽基礎

主として中学校音楽科の歌唱共通教材を通して、演奏技術
の向上を図るとともに、歌唱指導上のポイントや、日本語を
原田 博之(教育学部准教授)
歌う際に注意すべき点などについて、実技体験を交えつつ
考える。講習の最後に実技試験を予定している。

宮城教育大学

教育とコミュニケーションの社会
学

教師－生徒関係、クラスにおける生徒間の関係、教師の社
会的期待と現実等のアクティブな問題に関して、社会学的
観点から総合的に考察する。教師と生徒とはどのような距
菅野 仁（教育学部教授）
離感が求められるのか、教師への社会的期待の歴史的変
遷、現代において教師は「クール・ティーチャー」であること
の必要性などについて検討する。

宮城教育大学

日本の音楽について、実技体験も交えながら、その特徴を
理解することを目標とした講習です。三味線の演奏体験や
日本音楽入門（幼・小教諭向け） 囃子のリズム体験を主として扱います。旋律やリズムの特 小塩 さとみ（教育学部教授）
徴を身体感覚として理解することを目指すとともに、日本の
音楽の教え方や習い方の特徴についても考えます。

宮城教育大学

宮城教育大学

運動部活動の教育学

本講習は、中学校と高等学校の運動部活動の歴史、発生し
ている問題、指導の原理について扱う。まず、体罰がおこる
背景、運動部活動の制度史、教育課程史を概観する。その
神谷 拓(教育学部准教授)
うえで、各教科の指導、及び、教科外活動・特別活動と関連
づけて、運動部活動を指導するための方法や原理について
解説していく。

宮城教育大学

技術・情報ものづくり

LEDやブザー・モータをデジタル（コンピュータ）で制御する基
礎を学ぶ。小さなコンピュータ（マイクロコントローラ）を使っ
たLEDやロボットの制御教材（いろは姫・梵天丸）を使った制
御に関する学習方法について扱う。簡単なプログラミング作 水谷 好成(教育学部教授）
成の演習を行うとともに、実際の授業実践の方法（中学校を
中心に、受講者に合わせて小学校や高等学校での授業も
扱う）についても示す。

宮城教育大学

日本の音楽について、実技体験も交えながら、その特徴を
理解することを目標とした講習です。三味線音楽を主として
日本音楽入門（中・高教諭向け） 扱います。旋律やリズムの特徴を身体感覚として理解する 小塩 さとみ（教育学部教授）
ことを目指すとともに、日本の音楽の教え方や習い方の特
徴についても考えます。

宮城教育大学

指揮入門―振ってみましょう―

指揮に興味がある、あるいは学校で扱う必要があるが、指
揮をした経験がさほどなく、また自信がないといった方を対
日比野 裕幸(教育学部教授）
象とする。実際に指揮をすることを通して、音楽の現場での
対応を考える。

ガムラン入門

音楽は、その音楽の生まれ育った文化と密接に関係してい
ます。学校の音楽教育は、以前の西洋音楽中心から、日本
や世界のさまざまな地域の音楽を扱うように変化してきてい
ますが、多様な音楽を教える時に音楽と文化の関係を理解 小塩 さとみ（教育学部教授）
しておくことが重要です。この講習では、インドネシアのバリ 増野 亜子（東京芸術大学非常勤講師）
島の打楽器アンサンブルであるガムランの実習と、視聴覚
教材を利用した講義を通して、音楽と文化の関係を考えま
す。

宮城教育大学

子どもの体力と身体づくり

健康度評価法としての新体力テストの意義について解説す
るとともに、子どもたちの体力の現状を分析し今後の課題と
身体づくりの方法について検討する。体力のみではなく、学
前田 順一(教育学部教授)
力（認知機能）や健康（寿命）など生きていく上で最も基本的
なヒトの機能と運動の関係を明らかにし、身体運動の現代
的な意義について再考する。

宮城教育大学

中学校・高等学校等における数学や数学教育に関連する
話題を、おもに幾何学分野（図形領域）から選んで紹介した
い。教材の背景となる数学について、可能ならば最新情報
麻生 透(教育学部特任教授)
リフレッシュ数学（幾何分野（Ｂ）） も交えることにより専門的素養を深めるとともに、生徒を教
鎌田 博行（教育学部教授）
えた経験をふまえながら学習者の立場から再認識すること
によって、授業実践への活用や指導法の再構築への一助と
したい。

宮城教育大学

校庭は児童にとって最も身近な自然環境であり、あらゆる
教科カリキュラムで価値ある教育資源として活用できる可能
青葉山環境教育セミナー・「校庭 性を秘めている。本講習では、宮城教育大学に設置された 溝田 浩二（環境教育実践研究センター准教
の教育資源」活用術
バタフライガーデン（チョウのためのビオトープ）やミツバチ 授）
ガーデン（ニホンミツバチの養蜂施設）を例として、より魅力
的で効果的な学習が展開できる校庭づくりについて考える。

宮城教育大学

本講習の前半では，技術科の授業作りをインストラクショナ
技術の授業設計理論とICT教材・ ルデザインの観点から見直します。後半では，先端事例とし
安藤 明伸(教育学部准教授）
教具
て，タブレットPCを利用して電子黒板的に授業を行う手法
や，プログラミング，授業分析法を解説します。

宮城教育大学

宮城教育大学

講習の開催地

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月30日

6時間 平成26年8月31日

6時間 平成26年9月6日

6時間 平成26年9月13日

6時間 平成26年9月13日

6時間 平成26年9月13日

6時間 平成26年9月14日

6時間 平成26年9月20日

6時間 平成26年9月21日

6時間 平成26年9月27日

6時間 平成26年9月27日

6時間 平成26年9月27日

6時間 平成26年9月28日
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対象職種 主な受講対象者

教諭

中学校・高等学
校美術教諭

教諭

小学校・中学校・
高等学校音楽教
諭

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

教諭

幼稚園・小学校
教諭

教諭

中学校、高等学
校教諭

教諭

中学校技術教諭
を中心とするが、
小学校・高等学
校情報教諭も可

教諭

中学校・高等学
校音楽教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭

教諭

中学校・高等学
校音楽教諭

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
校数学教諭

教諭

教諭

小学校教諭

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

平成26年5月1日～
10人
平成26年5月30日

平261001155839号

6,000円

12人

平成26年5月1日～
平成26年5月30日

平261001155840号

6,000円

平成26年6月3日～
50人
平成26年6月30日

平261001155841号

6,000円

平成26年6月3日～
20人
平成26年6月30日

平261001155842号

6,000円

平成26年6月3日～
40人
平成26年6月30日

平261001155843号

6,000円

平成26年6月3日～
20人
平成26年6月30日

平261001155844号

6,000円

平成26年6月3日～
20人
平成26年6月30日

平261001155845号

6,000円

平成26年6月3日～
20人
平成26年6月30日

平261001155846号

6,000円

平成26年6月3日～
25人
平成26年6月30日

平261001155847号

6,000円

平成26年6月3日～
30人
平成26年6月30日

平261001155848号

6,000円

平成26年6月3日～
50人
平成26年6月30日

平261001155849号

6,000円

平成26年6月3日～
10人
平成26年6月30日

平261001155850号

6,000円

平成26年6月3日～
20人
平成26年6月30日

平261001155851号

電話番号

ＵＲＬ
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平成２６年度（第３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

宮城教育大学

リフレッシュ数学（代数分野（B）)

中学校・高等学校で学習する整数に関する基本事項を再確
認し，約数や倍数の性質，ユークリッドの互除法，合同式の
田谷 久雄（教育学部准教授）
考え方とその取扱いなど初等整数論からの話題を解説し，
高瀬 幸一(教育学部教授)
具体的な考察を通して代数学における基本概念や原理，法
則についての理解を深め，中学校・高等学校での数学指導
のための視野を広げる．

宮城教育大学

算数・数学教材の背景と授業実
践について

森岡 正臣（教育学部教授）
本講習では、いくつかの算数・数学教材の背景となる数学
田端 輝彦（教育学部教授）
的及び数学教育的な知識を獲得することと、小・中学校の
永野 孝雄（非常勤講師）
授業実践の概要の報告とその省察を行うことを目的とする。
佐藤 俊宏（非常勤講師）

リフレッシュ数学(解析分野(B))

解析分野で扱う内容は広範囲に及びますが, その基本は極
限の概念です. 講習では, 極限の概念を再確認しつつ, 解析
佐藤得志教育学部准教授）
学のいくつかのトピックスを解説したいと思います. 講習の
瓜生 等（教育学部教授）
最後に, 解析学の題材を反映させた授業を企画してレポート
にまとめていただきます.

宮城教育大学

オンチ克服指導法

歌唱活動において、自分自身を「オンチ」だと意識している
児童・生徒は少なくありません。本講座では、音程を正しく
合わせることができない児童・生徒に対する具体的な歌唱
指導方法と心理的な支援方法についての知識と技能を習
得することを目的とします。

宮城教育大学

青葉山環境教育セミナー・動物
園で学ぶ動物の生活と行動

繁殖や衛生管理など、動物園で動物を飼育するために用い
られる手法や、ニホンザルの行動観察の基礎などの技術を
斉藤 千映美（環境教育実践研究センター教授) 宮城県仙台市
知り、学校における生徒の発展的な学習を支援するための
知識と経験を得る。

宮城教育大学

学校教育と体験活動Ｂ

社会の発展とともに子どもを取り巻く環境は大きく変化した。
特に自然体験活動の経験が減少し、自然や人との関わりか
ら得られる知恵や知識、能力が身に付かず、生きる力が十
分に育っていない子どもが多くなっている。そこで本講座
田端 健人（教育学部教授）
は、学校教育における体験活動の意義を再確認すると共
熊木 邦彦（国立花山青少年自然の家次長）
に、その活用について考える。そのために、青少年教育施
設で行われているプログラムを体験し、基本的な考え方や
技術、児童生徒への展開方法を身に付ける。また、獲得し
たものを学校教育へどのように生かすかを考える。

宮城県栗原市

6時間 平成27年1月24日

仙台大学

応急手当

応急手当
1.ＡＥＤを使用した心肺蘇生法の習得
2.スポーツ外傷に対する簡単な処置方法の習得

宮城県柴田町

6時間 平成26年6月14日

スポーツバイオメカニクス

走・跳・投をはじめ、スポーツにおける各種運動動作をバイ
オメカニクス的観点から解説する。具体的には、各種運動
宮西 智久（体育学部教授）
動作の成り立ちやその力学的メカニズムについて考え、合
理的な技術指導やトレーニング方法を論述する。

宮城県柴田町

6時間 平成26年6月15日

仙台大学

柔道の指導（応用）

柔道の2段以上および、授業担当（及び、部活動顧問の経
験）を経験したことのある受講生を対象とします。
武道の必修化にともない、中学、高校の一般体育における
柔道の指導の展開について、基本動作（道衣、礼法、進退
動作、受身）の確認、技術指導においては技術の選択とそ 仲田 直樹（体育学部助教）
の伝達方法を中心に留意点を踏まえながら解説していきま
す。
また、現場で考えられる授業展開の中における問題点につ
いて検討を加えていきます。

仙台大学

児童、生徒の教科指導および生徒指導など、多岐にわたる
場面において「コミュニケーション能力」の重要性が叫ばれ
コミュニケーションスキルアップの ている。
粟木 一博（体育学部教授）
ためのワークショップ
本講義ではコミュニケーションの様々な側面を分析するとと
もに、豊かな人間関係の構築のために役立つコミュニケー
ションについて考える場を提供することを目的とする。

宮城教育大学

仙台大学

仙台大学

仙台大学

仙台大学

仙台大学

小畑千尋（教育学部准教授）

橋本 実（体育学部教授）

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県仙台市

宮城県柴田町

6時間 平成26年10月4日

6時間 平成26年10月18日

6時間 平成26年10月19日

6時間 平成26年11月29日

6時間 平成26年12月24日

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
校数学教諭

教諭

小・中学校数学
教諭

教諭

中学校・高等学
校数学教諭

教諭

小学校教諭、中
学校音楽教諭

教諭

中学校理科教諭･
高等学校生物教
諭

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

中学・高等学校の保
教諭
健体育科教諭および
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

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/ind
ex.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

平261001155857号

022-214-3642

http://renkei.miyak
you.ac.jp/koushin/man
ual/index.html

平成26年4月19日～
平成26年5月11日

平263003853508号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

6,000円

平成26年7月1日～
50人
平成26年7月30日

平261001155852号

6,000円

平成26年7月1日～
50人
平成26年7月30日

平261001155853号

6,000円

平成26年7月1日～
50人
平成26年7月30日

平261001155854号

6,000円

平成26年8月1日～
24人
平成26年8月29日

平261001155855号

6,000円

平成26年9月1日～
10人
平成26年9月30日

平261001155856号

6,400円

平成26年10月1日～
30人
平成26年10月31日

6,000円

30人

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭

6,000円

10人

平成26年4月19日～
平成26年5月11日

平263003853509号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭、講道館柔道2
段以上（厳守)

6,300円

20人

平成26年4月19日～
平成26年5月11日

平263003853510号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

小・中・高等学
校，中等教育学
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19日～
平成26年5月11日

平263003853511号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

宮城県柴田町

6時間 平成26年6月22日

運動－感情－健康

身体運動（スポーツ）は人の感情・情緒と深い関わりを持っ
ています。この講座では、まず両者の間にどのような関係が
あるのかについて考えます。次に、運動は感情・情緒を通し
平田 忠（体育学部教授）
て私たちの精神的健康にどのような影響を及ぼすのかにつ
いて、特に運動・スポーツとストレスの関わりを中心にして考
えます。

宮城県柴田町

6時間 平成26年6月28日

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭

6,000円

20人

平成26年4月19日～
平成26年5月11日

平263003853512号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

現代社会とスポーツ

今日のスポーツは、社会の成熟化とともに、ますます多様
化、高度化したものとなっています。講習では主に社会学視
丸山 富雄（大学院研究科長・教授）
点から現代社会の特徴を明らかにし、チャンピオンスポーツ
や生涯スポーツのあるべき姿について講義・討議します。

宮城県柴田町

6時間 平成26年7月5日

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭

6,000円

50人

平成26年4月19日～
平成26年5月11日

平263003853513号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

サッカー指導

サッカーの基本スキル獲得のための指導法を主たる目的と
します。
日本サッカー協会の指導指針をベースに諸スポーツ科学を 中屋敷 眞（体育学部教授）
組み入れて、より効果的な指導・コーチング方法とトレーニ
ング方法を提供する講習会とします。

宮城県柴田町

6時間 平成26年7月12日

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭

6,300円

20人

平成26年4月19日～
平成26年5月11日

平263003853514号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

バスケットボールの指導

バスケットボールの基本技術の確認と応用技術への展開
を、児童・生徒の指導を対象とした内容を中心にオフェンス
児玉 善廣（体育学部教授）
及び、ディフェンスの関係を考慮に入れ段階的に進めてい
佐藤 久夫（体育学部教授）
く。講義の内容は実技を中心にしながら、講義形式も取り入
れた形で行う予定である。

宮城県柴田町

6時間 平成26年7月13日

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭

6,300円

30人

平成26年4月19日～
平成26年5月11日

平263003853515号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.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

中学・高等学校の保
教諭
健体育科教諭および
養護教諭 養護教諭

6,000円

10人

平成26年4月19日～
平成26年5月11日

平263003853516号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

スポーツ・運動と栄養

健康増進や競技力向上のために大切な食事の摂り方につ
いて、最新の学術情報を提供しながら講義し、さらに演習形 藤井 久雄（体育学部教授）
式の講習も取り入れ知識を深める。

宮城県柴田町

6時間 平成26年7月19日

福祉レクリエーション総合演習

福祉レクリエーションに関する理論及び実技・演習による学
習。「楽しさ」の構造と効果をキーワードに福祉や医療分野
におけるレクリエーション支援の「アセスメント」や「活動分
小池 和幸（体育学部教授）
析」、「活動アレンジ」などの具体的な方法を学習する。学習
高崎 義輝（体育学部准教授）
者の能力や興味の理解の仕方と教育目的に合わせた教材
としてのレクリエーション活動の創作・アレンジについて学
ぶ。

宮城県柴田町

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭

6,300円

10人

平成26年4月19日～
平成26年5月11日

平263003853517号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

トレーニングデザイン

生徒の体力低下の現状と問題点の把握、対応策の具体的
戦略を日本人にあったトレーニング方法について講義・討議
します。さらに、ダイナミックウォーミングアップ、体の歪みの
矯正法、重心バランスの制御法、メディシンボール遊び、プ 鈴木 省三（体育学部教授）
ライオメトリックス、正しいレジスタンストレーニング、アジリ
ティドリルを中心に、具体的な実技の指導法について実践
し、問題点や改善点について考えていきます。

宮城県柴田町

6時間 平成26年8月30日

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭

6,300円

10人

平成26年4月19日～
平成26年5月11日

平263003853518号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

福祉用具の活用と身近な介護

高等学校学習指導要領の保健体育科（保健科目）「（２）生
涯を通じる健康」の「（ウ）加齢と健康」には、「機能障害及び
社会復帰を図るためのリハビリテーションについては学習さ
せる内容」があります。ここでは、その内容を踏まえ、高齢者
後藤 満枝（体育学部講師）
や要介護者の心身の状況や場面に応じた福祉用具の活用
大山 さく子（体育学部教授）
と介護の方法について講義、演習をします。実際に車椅子
などの福祉用具を用いた演習を通し、要介護者の身体的・
心理的状況の理解と介護者としての配慮すべき点などにつ
いて考えていきます。

宮城県柴田町

6時間 平成26年9月6日

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭

6,000円

10人

平成26年4月19日～
平成26年5月11日

平263003853519号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

スポーツ臨床心理学

これまでスポーツ心理学の中心的課題は、光の当たるス
ポーツアスリートの競技力向上に資するものになりがちで
あった。しかし、アスリートのセカンドキャリアやスポーツ障
害の有り様から、アスリートの育成・支援のためには影の部
分の理解も必要であることが理解されるようになった。本講 菊地 直子（仙台大学准教授）
義では、スポーツカウンセリングの現場から、スポーツアス
リートの心理的問題と社会的背景について講義する。また、
スポーツ現場における体罰指導についても言及する予定で
ある。

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭

6,000円

平成26年4月19日～
50人
平成26年5月11日

平263003853520号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

仙台大学

食と情報

近年、食や栄養に関する雑多な情報が世間に氾濫し、消費
者側にとって何が正しい情報なのか良くわからずに困惑し
長橋 雅人（体育学部准教授）
ている状況が存在する。そこで、これらの情報との付き合い
方について考え、有用なＨＰを知る。

宮城県柴田町

6時間 平成26年9月21日

中学・高等学校
教諭
の保健体育科教
養護教諭 諭および養護教
諭

6,000円

5人

平成26年7月26日～
平成26年8月17日

平263003853521号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

仙台大学

ダンスの指導

創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダンスの実
技指導を教授します。ダンスの具体例や指導の仕方を実践 山梨 雅枝（体育学部講師）
し、問題点や改善点などを考えていく。

宮城県柴田町

6時間 平成26年9月23日

教諭

小学校教諭、中
学・高等学校の
保健体育科教諭

6,300円

20人

平成26年7月26日～
平成26年8月17日

平263003853522号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

足漕ぎ車いすの理論とスポーツ
競技への応用

足こぎ車椅子の片麻痺障害者を対象としたリハビリテー
ションの実際と障害者スポーツへの応用を学ぶ。また、足こ
ぎ車椅子を実際に体験し操作方法を習得する。同時に障害
関矢 貴秋（体育学部准教授）
者スポーツ競技種目を足こぎ車椅子にて体験する。基本操
作を学習した後、新たなスポーツ競技の開発と授業実践へ
の応用を参加者主体で考察する。

宮城県柴田町

6時間 平成26年9月27日

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭、特別支援学
校教諭

6,300円

10人

平成26年7月26日～
平成26年8月17日

平263003853523号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

スポーツとメディア

中学校学習指導要領解説（保健体育）Ｈ体育理論 １.運動
やスポーツの多様性では、「運動やスポーツには、・・・・・テ
レビなどのメディアや競技場での観戦を通して・・・多様なか
かわり方があることを理解できるようにする。」とある。これを 山内 亨（体育学部教授）
踏まえ本講義では、マスメディアが伝えるスポーツ現場、ス
ポーツ情報の送り手と受け手の関係等を講義し、スポーツ
を教える側の立場からメディア評価と問題点を整理する。

宮城県柴田町

6時間 平成26年9月28日

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭

6,000円

40人

平成26年7月26日～
平成26年8月17日

平263003853524号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

仙台大学

リハビリテーション論

基本的なリハビリテーションの知識や技術を紹介し、学校教
育における活用について事例等を交えて解説する。特に、
機能解剖学、運動学などの基礎的な内容から、症例や事例 笠原 岳人（体育学部准教授）
検討など、実際の教育場面に結びつくような講義内容で行
いたい。

中学・高等学校
教諭
の保健体育科教
養護教諭 諭および養護教
諭

6,000円

10人

平成26年7月26日～
平成26年8月17日

平263003853525号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

仙台大学

仙台大学

仙台大学

仙台大学

仙台大学

仙台大学

仙台大学

宮城県柴田町

6時間 平成26年9月7日

宮城県柴田町

6時間 平成26年10月4日

仙台大学

子供達の動きのコツやカンの捉え方（観察法）、できる気に
器械運動における技の伝承方法 させる指導法（促発指導）に関してスポーツ運動学の立場か 川口 鉄二（体育学部教授）
論
ら理解する。マットと跳び箱運動を用いて運動感覚の発生 鈴木 良太（体育学部助教）
地平を、実技（創発）体験を通しながら理解していく。

宮城県柴田町

6時間 平成26年10月5日

教諭

小学校教諭、中
学・高等学校の
保健体育科教諭

6,300円

8人

平成26年7月26日～
平成26年8月17日

平263003853526号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

仙台大学

剣道の指導

中学校における武道の必修化に伴い、学校体育における
武道（剣道）について取り上げていきたい。内容は、午前講
義形式[伝統文化としての武道、学校体育における武道（剣 斎藤 浩二（体育学部教授）
道）の変遷]、午後は実技形式[剣道の学習内容について]の
予定である。

宮城県柴田町

6時間 平成26年10月13日

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭

6,300円

10人

平成26年7月26日～
平成26年8月17日

平263003853527号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

体育・スポーツ哲学

体育教師の専門職者としての体育・スポーツ観を練磨して
いくことを目的とし、体育の本質を、教育という視座から探っ
ていくこととともに、スポーツの文化としての本質的特徴に 阿部 悟郎（体育学部教授）
迫り、それをもって体育の人文主義的方向を模索していきた
い。

宮城県柴田町

6時間 平成26年11月1日

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭

6,000円

30人

平成26年7月26日～
平成26年8月17日

平263003853528号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

仙台大学

22 / 288 ページ

平成２６年度（第３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・中学生および高校生を対象とした水泳初心者から上級
者までの指導法解説と水上安全法から、特に基礎能力とし
宮城 進（体育学部教授）
て小・中学生の水難事故予防に繋がる立ち泳ぎの習得につ
いて講習する。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

宮城県柴田町

6時間 平成26年11月16日

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭

6,300円

20人

平成26年7月26日～
平成26年8月17日

平263003853529号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

仙台大学

仲野筆『新しい軽スポーツのすすめ』―体育を楽しく―を
中心に、体育館であればどこにも存在する備品や用具を使
用した軽スポーツの指導法を実践し、留意点、発展性などを
軽スポーツ・ニュースポーツの指 考える。また、近年、学校体育でも取り入れられている
仲野 隆士（体育学部教授）
導力とアレンジ力の向上
ニュースポーツについて講義すると共に、その実践とアレン
ジ法について実技指導を行う。最後は、グループ毎にオリジ
ナル軽スポーツを作成（ルール・用具・進め方・人数・ポイン
ト等）し、他のグループに対して指導してもらう。

宮城県柴田町

6時間 平成26年11月22日

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭

6,300円

10人

平成26年7月26日～
平成26年8月17日

平263003853530号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

仙台大学

生徒が学校において効果的に運動やスポーツをする機会
が保障され、それに伴い生徒は運動実践しているのかとい
う問題意識のもと、学校の体育事業（運動施設の開放、体
生徒の運動生活の経営・管理（マ 育的行事、運動部活動など）に着目し、その現状および生
永田 秀隆（体育学部准教授）
ネジメント）
徒の運動生活（行動）について説明するとともに事例検討し
ます。勤務学校における生徒の現状把握の重要性を理解し
た上で、今後の望ましい体育事業の整備（マネジメント）の
あり方について考察を深めます。

宮城県柴田町

6時間 平成26年11月23日

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭

6,000円

5人

平成26年7月26日～
平成26年8月17日

平263003853531号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

宮城県柴田町

6時間 平成26年11月29日

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭

6,000円

10人

平成26年7月26日～
平成26年8月17日

平263003853532号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

6,300円

20人

平成26年7月26日～
平成26年8月17日

平263003853533号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

仙台大学

水泳実技、水上安全

スポーツニュース論

中学校学習指導要領解説（保健体育）Ｈ体育理論 １.運動
やスポーツの多様性では、「運動やスポーツには、・・・・・テ
レビなどのメディアや競技場での観戦を通して・・・多様なか
かわり方があることを理解できるようにする。」とある。これを 齋藤 博（体育学部教授）
踏まえて本講義では、「メディアとは何か」を考えることから
スタートし、現在、国内外のマスメディアが報道しているス
ポーツニュースの問題点を具体例をあげながら考えていく。

仙台大学

柔道の指導（導入と基礎）

柔道の未経験者から初段程度の受講生を対象とします。
武道の必修化にともない、中学、高校の一般体育における
柔道の指導の展開について、基本動作（道衣、礼法、進退
動作、受身）の重要性を解説し、現場での応用について解
仲田 直樹（体育学部助教）
説していきます。
まず、それらの習得を目標とし、その伝達方法については
現場で考えられる問題点を採り上げていきながら解説して
いきます。

宮城県柴田町

6時間 平成26年12月6日

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭、講道館柔道
初段以下の方
（厳守)

仙台大学

バレーボールの基本的な運動技術、パス（レセプション、ト
ス、ディグ）、スパイクやサーブ（少なくともジャンプなしでの
打球の仕方）および、ブロックの指導法を身につけ、可能な 石丸 出穂（体育学部講師）
バレーボールの指導法の検討と
限りデモンストレーションを行えるようになる事、バレーボー 鈴木 清和（体育学部教授）
理論
ルの歴史、理論、戦術、等、理解していくことが本講習の大 藤原 徹（体育学部准教授）
きな目標である。さらに、ディスカッション形式により、指導
法のトレンドを検討し、新しいドリルの創造を行っていく。

宮城県柴田町

6時間 平成26年12月14日

教諭

中学・高等学校
の保健体育科教
諭

6,300円

10人

平成26年7月26日～
平成26年8月17日

平263003853534号

0224-55-2072

http://www.sendaida
igaku.jp

宮城県仙台市

6時間 平成26年7月25日

教諭

小学校教諭

1,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平268135353279号

03-6458-8131

http://jua-web.org

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
12,050円
（理科）、高校（理
科）

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月12日

平261001254310号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（家庭）、
高校（家庭）

12人

平成26年5月7日～
平成26年5月12日

平261001254311号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

仙台大学

公益社団法人日
さわやか一輪車指導者研修会
本一輪車協会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校教員を対象にした講習会を開催
する。学識経験者による理論指導や当協会の公認指導員
による実技指導などを行う。全教科担当の小学校教員に体
育学習に関する最新の知見や効果的な指導の在り方につ
いての研修の機会を提供する。本講習会は、大学教授など
を講師として過去24年間にわたって開催し、28,833人以上
の小学校教員が受講した実績を有している。
主な受講対象者は小学校教諭とする。

園山和夫（桐蔭横浜大学教授）
高田彬成（文部科学省スポーツ・青少年局
体育参事官室教科調査官）
池田延行(国士舘大学教授）
本村清人（東京女子体育大学教授）
土井浩信（淑徳大学教授）

秋田大学

男鹿半島・大潟ジオパークにおける小学生～高校生のいず
れかの集団による野外実習を想定した実践的な講習を行
う。講習では、野外学習計画立案の仕方、男鹿半島の野外
男鹿半島のジオパークで学ぶ大 学習地における地層学習に好適な場所とその意義、児童生
川村教一（教育文化学部教授）
地の歴史
徒の安全確保のための下見のポイント、災害発生等緊急時
の対応策などについて、過去の実践例をもとに解説する。こ
のような講習を通じて、野外学習の意義と安全確保につい
て理解させることをねらいとする。

秋田大学

布を様々な色に染める実験を通して染色に適した染料の特
徴や染料と繊維との間の物理化学的な相互作用、また染色
物の評価方法を考える。
石黒純一（教育文化学部教授）
染色現象は見た目の変化としてインパクトのあるものなの
で、その実験を通して中・高等学校における家庭科実験へ
の動機づけとして優れた教材であることを体験的に学ぶ。

染色の科学

秋田県秋田
市、男鹿市

秋田県秋田市

平成26年6月1日、
12時間
平成26年6月7日

6時間 平成26年6月7日
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6,000円
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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

染色の科学

布を様々な色に染める実験を通して染色に適した染料の特
徴や染料と繊維との間の物理化学的な相互作用、また染色
物の評価方法を考える。
石黒純一（教育文化学部教授）
染色現象は見た目の変化としてインパクトのあるものなの
で、その実験を通して中・高等学校における家庭科実験へ
の動機づけとして優れた教材であることを体験的に学ぶ。

秋田大学

教育と男女共同参画社会

この講習では、「フェミニズム」や「ジェンダー」についての基
本的な考え方について説明するとともに、「男女共同参画社
会基本法」などで用いられている「ポジティブ・アクション」の
和泉浩（教育文化学部准教授）
考え方とその問題点について考え、学校教育が男女共同参
画社会へ向けた取り組みのなかで、どのような役割をはた
していけるのかを考えていきます。

秋田県秋田市

6時間 平成26年6月7日

秋田大学

多様な雇用制度や変動する社会経済情勢の中では、特に、
キャリア形成が重要になっている。目先の受験のみにしか
焦点を当てていない受験教育では、学習者の生涯を見据え
キャリア教育の方法－知識と行
たキャリア形成を促すことは無理であり、学習者にとって不
為の統一で社会的実践力を培う
井門正美（教育文化学部教授）
利益を及ぼす恐れさえある。本講義では、キャリア教育の意
－
義とその方法について講義を行う。特に、役割体験学習論
を提案し、知識と行為の統一による社会的実践力を培う
キャリア教育方法について紹介したい。

秋田県能代市

6時間 平成26年6月7日

教諭

小学校、中学校
全教科、高校全
教科

7,500円

50人

平成26年5月7日～
平成26年5月12日

平261001254314号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

多様な雇用制度や変動する社会経済情勢の中では、特に、
キャリア形成が重要になっている。目先の受験のみにしか
焦点を当てていない受験教育では、学習者の生涯を見据え
キャリア教育の方法－知識と行
たキャリア形成を促すことは無理であり、学習者にとって不
為の統一で社会的実践力を培う
井門正美（教育文化学部教授）
利益を及ぼす恐れさえある。本講義では、キャリア教育の意
－
義とその方法について講義を行う。特に、役割体験学習論
を提案し、知識と行為の統一による社会的実践力を培う
キャリア教育方法について紹介したい。

秋田県秋田市

6時間 平成26年6月28日

教諭

小学校、中学校
全教科、高校全
教科

7,500円

80人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平261001254315号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

多様な雇用制度や変動する社会経済情勢の中では、特に、
キャリア形成が重要になっている。目先の受験のみにしか
焦点を当てていない受験教育では、学習者の生涯を見据え
キャリア教育の方法－知識と行
たキャリア形成を促すことは無理であり、学習者にとって不
為の統一で社会的実践力を培う
井門正美（教育文化学部教授）
利益を及ぼす恐れさえある。本講義では、キャリア教育の意
－
義とその方法について講義を行う。特に、役割体験学習論
を提案し、知識と行為の統一による社会的実践力を培う
キャリア教育方法について紹介したい。

秋田県大仙市

6時間 平成26年7月19日

教諭

小学校、中学校
全教科、高校全
教科

7,500円

80人

平成26年5月7日～
平成26年6月21日

平261001254316号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

多様な雇用制度や変動する社会経済情勢の中では、特に、
キャリア形成が重要になっている。目先の受験のみにしか
焦点を当てていない受験教育では、学習者の生涯を見据え
キャリア教育の方法－知識と行
たキャリア形成を促すことは無理であり、学習者にとって不
為の統一で社会的実践力を培う
井門正美（教育文化学部教授）
利益を及ぼす恐れさえある。本講義では、キャリア教育の意
－
義とその方法について講義を行う。特に、役割体験学習論
を提案し、知識と行為の統一による社会的実践力を培う
キャリア教育方法について紹介したい。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月3日

教諭

小学校、中学校
全教科、高校全
教科

7,500円

80人

平成26年5月7日～
平成26年7月6日

平261001254317号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

多様な雇用制度や変動する社会経済情勢の中では、特に、
キャリア形成が重要になっている。目先の受験のみにしか
焦点を当てていない受験教育では、学習者の生涯を見据え
キャリア教育の方法－知識と行
たキャリア形成を促すことは無理であり、学習者にとって不
為の統一で社会的実践力を培う
井門正美（教育文化学部教授）
利益を及ぼす恐れさえある。本講義では、キャリア教育の意
－
義とその方法について講義を行う。特に、役割体験学習論
を提案し、知識と行為の統一による社会的実践力を培う
キャリア教育方法について紹介したい。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月30日

教諭

小学校、中学校
全教科、高校全
教科

7,500円

平成26年5月7日～
80人
平成26年8月2日

平261001254318号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

多様な雇用制度や変動する社会経済情勢の中では、特に、
キャリア形成が重要になっている。目先の受験のみにしか
焦点を当てていない受験教育では、学習者の生涯を見据え
キャリア教育の方法－知識と行
たキャリア形成を促すことは無理であり、学習者にとって不
為の統一で社会的実践力を培う
井門正美（教育文化学部教授）
利益を及ぼす恐れさえある。本講義では、キャリア教育の意
－
義とその方法について講義を行う。特に、役割体験学習論
を提案し、知識と行為の統一による社会的実践力を培う
キャリア教育方法について紹介したい。

秋田県秋田市

6時間 平成26年9月27日

教諭

小学校、中学校
全教科、高校全
教科

7,500円

80人

平成26年5月7日～
平成26年8月30日

平261001254319号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

美術教育における題材体験（平
面）

美術教育における平面の様々な表現を体験して、児童・生
徒の関心・意欲・態度を高め、表現する力を伸ばす指導力
を身に付ける。併せて題材を開発する力を身につける。

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（美術）、
高校（美術）

6,000円

15人

平成26年5月7日～
平成26年5月12日

平261001254320号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

美術教育における題材体験（平
面）

美術教育における平面の様々な表現を体験して、児童・生
徒の関心・意欲・態度を高め、表現する力を伸ばす指導力
を身に付ける。併せて題材を開発する力を身につける。

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（美術）、
高校（美術）

6,000円

15人

平成26年5月7日～
平成26年9月27日

平261001254321号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

長瀬達也（教育文化学部准教授）

長瀬達也（教育文化学部准教授）

秋田県秋田市

秋田県秋田市

秋田県秋田市

6時間 平成26年6月8日

6時間 平成26年6月7日

6時間 平成26年10月25日
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幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（家庭）、
高校（家庭）

6,000円

12人

平成26年5月7日～
平成26年5月12日

平261001254312号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
教諭
中学校全教科、
養護教諭
高校全教科、養
護教諭

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月12日

平261001254313号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

教諭

平成２６年度（第３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

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6月7日、
18時間 平成26年6月8日、
平成26年6月14日

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（理科、家
教諭
庭）
養護教諭
18,000円
高校（理科、家
栄養教諭
庭、農業、水
産）、養護教諭、
栄養教諭

60人

平成26年5月7日～
平成26年5月12日

平261001254322号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田県秋田市

6時間 平成26年6月14日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校全教科、
高校全教科

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月12日

平261001254323号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田県秋田市

6時間 平成26年6月14日

教諭

幼稚園、小学校、
中学校（音楽）、
高校（音楽）

6,000円

15人

平成26年5月7日～
平成26年5月12日

平261001254324号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

学校カウンセリングの実際的問
題について

「児童・生徒との関わりに対して今までとは違った視点を持
つこと」をテーマとし、実習や事例検討、グループワークなど
を通して、自分自身の児童・生徒の見方についての理解を
柴田健（教育文化学部教授）
深めたり、対応に困っている事例に対して、それまでとは異
清水貴裕（教育文化学部講師）
なる関わり方や視点を持つための方法について学んでいき
たいと思います。そのため参加者の方には、これまで学校
で関わってきた事例を提供していただく場合があります。

秋田県秋田市

6時間 平成26年6月14日

小学校、中学校
教諭
全教科、養護教
養護教諭
諭

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月12日

平261001254325号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

学校カウンセリングの実際的問
題について

「児童・生徒との関わりに対して今までとは違った視点を持
つこと」をテーマとし、実習や事例検討、グループワークなど
を通して、自分自身の児童・生徒の見方についての理解を
柴田健（教育文化学部教授）
深めたり、対応に困っている事例に対して、それまでとは異
清水貴裕（教育文化学部講師）
なる関わり方や視点を持つための方法について学んでいき
たいと思います。そのため参加者の方には、これまで学校
で関わってきた事例を提供していただく場合があります。

秋田県秋田市

6時間 平成26年7月26日

小学校、中学校
教諭
全教科、養護教
養護教諭
諭

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年6月28日

平261001254326号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

言語表現の可能性を探る

この講習では言語表現の可能性について考えます。そのた
めに、まずは言葉の仕組みや働きを言語学的な視点から分
析します。その分析をもとに、言葉の持つ力、その逆の弱
大橋純一（教育文化学部教授）
さ、盲点などを実例を交えて検討します。それらを総合的に
踏まえ、言葉が学校教育ならびに日常の言語生活において
果たしうる役割を追究します。

秋田県秋田市

6時間 平成26年6月21日

教諭

中学校（国語）、
高校（国語）

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平261001254327号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

美術教育における鑑賞学習

美術教育における鑑賞学習の指導力を身に付けるために、
鑑賞学習の基礎的な知識を身に付け、さらに美術館での鑑
長瀬達也（教育文化学部准教授）
賞を体験する。そして、鑑賞学習の授業案を作成する。特に
児童・生徒の関心・意欲・態度を高めることを主眼とする。

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
（美術）、高校（美
術）

6,300円

15人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平261001254328号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

美術教育における鑑賞学習

美術教育における鑑賞学習の指導力を身に付けるために、
鑑賞学習の基礎的な知識を身に付け、さらに美術館での鑑
長瀬達也（教育文化学部准教授）
賞を体験する。そして、鑑賞学習の授業案を作成する。特に
児童・生徒の関心・意欲・態度を高めることを主眼とする。

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
（美術）、高校（美
術）

6,300円

15人

平成26年5月7日～
平成26年8月23日

平261001254329号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

江戸時代は都市の時代といわれる。諸藩は領国を治め、ま
た藩経済を全国経済に結びつけるため領国の中心に城下
近世城下町の構造－秋田藩の
町を建設した。それは全国共通のある基本設計のもとに造
城下町を事例にフィールドワーク
渡辺英夫（教育文化学部教授）
られた都市計画だった。本講習は、そうした近世城下町の
－
構造を江戸時代の社会構造の観点から解説し、その上で実
際に城下町を歩くフィールドワークをおこなう。

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（社会）、
高校（地歴）

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平261001254330号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

江戸時代は都市の時代といわれる。諸藩は領国を治め、ま
た藩経済を全国経済に結びつけるため領国の中心に城下
近世城下町の構造－秋田藩の
町を建設した。それは全国共通のある基本設計のもとに造
城下町を事例にフィールドワーク
渡辺英夫（教育文化学部教授）
られた都市計画だった。本講習は、そうした近世城下町の
－
構造を江戸時代の社会構造の観点から解説し、その上で実
際に城下町を歩くフィールドワークをおこなう。

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年7月27日

平261001254331号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

植物の生活環観察法

イネなど資源植物の生活環の概要と主要な計測手法に関
する講義とイネ科・広葉作物の光合成・生長計測法に関す
る実習などを内容とする。

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平261001254332号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

環境問題のとらえ方

この講習では、環境問題について「環境と社会との関係」か
ら考えていく環境社会学の考え方を説明し、どのように環境
問題や、自然と社会との関係、自然を活用した観光としての
「グリーンツーリズム」などについてとらえることができるの
和泉浩（教育文化学部准教授）
かを考えていきます。また、環境問題についての考え方は
他の社会問題についても応用できるため、この講習をとおし
て、社会問題についての社会学的な考え方も身につけても
らうことを目標とします。

6,000円

平成26年5月7日～
20人
平成26年5月31日

平261001254333号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

【全体の概要】食品科学に関する基礎知識及び最近の食を
めぐる様々な問題について解説する。【食の安全と安心】放
射能汚染問題や学校給食におけるアレルギー等の食の安
食品科学の最前線（食の安全確
全に係わる問題について解説する。【食とメタボリック症候 秋山美展（秋田県立大学生物資源科学部教
保、健康維持機能の活用、世界
群】急増するメタボリック症候群の実態を紹介し、食の健康 授）
の食糧需給構造について）
維持機能について解説する。【食の近未来】世界の食糧需
給構造や、わが国の近未来における食の安全保障につい
て解説する。

講習の開催地

この講習では、学校の教育に取り入れられるようになってい
る「新聞」について、メディア論や社会学での研究をもとに、
そのメディアとしての特性や教育で取り上げることの問題
点、「メディア・リテラシー」の背景にあるメディアの考え方な 和泉浩（教育文化学部准教授）
どを受講者とともに考えていきます。このことをとおして、教
育のなかでの新聞などのメディアの利用について、各受講
者がみずから考えられるようになることを目標とします。

秋田大学

教育のなかの新聞とメディア・リ
テラシー

秋田大学

音楽教育の目的、現代的課題、学校で扱う音楽等について
問題点を提起して検討するとともに、学校での指導が求め
音楽科教育の課題と対応（「世界
られている「世界の民族音楽」及び「郷土の音楽」を指導す 桂博章（教育文化学部教授）
の音楽」と「郷土の音楽」を含む）
る意義とその具体的な指導法について論じ、音楽の授業で
利用できる資料も併せて提供する。

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田県秋田市

秋田県秋田市

秋田県秋田市

秋田県秋田市

6時間 平成26年6月21日

6時間 平成26年9月20日

6時間 平成26年6月21日

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月24日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（社会）、
高校（地歴）

森田弘彦（秋田県立大学生物資源科学部教
授）
秋田県秋田市
小川敦史（秋田県立大学生物資源科学部准教
授）

6時間 平成26年6月21日

教諭

中学校（理科）、
高校（理科・農
業）

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校全教科、
高校全教科

秋田県秋田市

6時間 平成26年6月28日
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平成２６年度（第３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

秋田大学

児童・生徒のNES観点別自己評価に関する実践的研究を行
い、関心・意欲に焦点化したNES自己評価に関する授業実
践場面での検証作業を行う。最初の講習はNES自己評価法
児童・生徒の領域・教科等授業に
に関する講義と自己評価に関する受講者の発表。夏休み終
おけるNES自己評価法を用いた
森和彦（教育文化学部教授）
了後に各所属校で授業実践し、第二回目の講習では全員
言語活用の実践研究
がNES自己評価の授業改善への活用について発表・資料
提出することで試験とする。夏休み前の講義6時間、実践後
の発表演習6時間の計12時間。

秋田県秋田市

秋田大学

中等教育理科・地学領域、特に新しい高等学校学習指導要
領理科の科目「地学基礎」の内容のうち天文領域および気
象・海洋領域について、主として地学を専攻しない教員を対
高校地学基礎教材開発演習（天 象として学習指導要領記載の学習項目について解説すると
川村教一（教育文化学部教授）
文・気象海洋領域）
ともに、教科内容学的な立場から最近の自然科学的な知見
を解説する。これら学習項目の教材を開発する際の素材の
選定などについて、実践的な例を取り上げながら演習を行
う。

秋田県秋田市

特別支援教育－障害児の病理
－

障害児の教育は「特殊教育」から「特別支援教育」へと大き
く転換し、教員には、「特別支援教育」の充実・発展に向け
て、特殊教育時代に培ってきた経験、知識、実践力の再構
築が求められている。その一助となることを期待し、本講習 武田篤（教育文化学部教授）
では、発達障害（LD,ADHD,自閉症）に関する病理を概観し、
それぞれの障害特性を踏まえた支援のあり方について学
ぶ。

特別支援教育－障害児の病理
－

障害児の教育は「特殊教育」から「特別支援教育」へと大き
く転換し、教員には、「特別支援教育」の充実・発展に向け
て、特殊教育時代に培ってきた経験、知識、実践力の再構
築が求められている。その一助となることを期待し、本講習 武田篤（教育文化学部教授）
では、発達障害（LD,ADHD,自閉症）に関する病理を概観し、
それぞれの障害特性を踏まえた支援のあり方について学
ぶ。

特別支援教育－障害児の心理
－

障害児の教育は「特殊教育」から「特別支援教育」へと大き
く転換してから久しいが、教員には、「特別支援教育」の充
実・発展に向けて、より一層の実践力及び専門性が求めら
今野和夫（教育文化学部教授）
れている。その一助となることを期待し、本講習では、障害
児の心理について、特に「自己」の発達と支援を中心に学
ぶ。家庭支援にも言及する。

秋田大学

特別支援教育－障害児の心理
－

障害児の教育は「特殊教育」から「特別支援教育」へと大き
く転換してから久しいが、教員には、「特別支援教育」の充
実・発展に向けて、より一層の実践力及び専門性が求めら
今野和夫（教育文化学部教授）
れている。その一助となることを期待し、本講習では、障害
児の心理について、特に「自己」の発達と支援を中心に学
ぶ。家庭支援にも言及する。

秋田大学

体育や保健体育において重要な教材であるボール運動・球
技、器械運動（マット、鉄棒、とび箱）、水泳、縄跳び運動な
運動が苦手な子どもの学習指導 どの中から、一般に子どもたちにとって苦手とされる運動を 佐藤靖（教育文化学部教授）
いくつか抽出し、それらの運動の発育・発達に応じた学習指
導法を実践的に学ぶ。

秋田大学

体育や保健体育において重要な教材であるボール運動・球
技、器械運動（マット、鉄棒、とび箱）、水泳、縄跳び運動な
運動が苦手な子どもの学習指導 どの中から、一般に子どもたちにとって苦手とされる運動を 佐藤靖（教育文化学部教授）
いくつか抽出し、それらの運動の発育・発達に応じた学習指
導法を実践的に学ぶ。

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田の水を題材とした環境教育

体験学習をとり入れた家庭科指
導案の工夫と展開

臨床心理士の視点から性教育・
エイズ予防を考える

秋田県内の各地には湧水や池、湖など多様な水環境が存
在しており、歴史的な由来や伝承を有するものも多い。本講
習では、これらの水環境を題材として講義・野外演習を行
い、環境教育（環境の科学的な特徴や人々との関わりの過
林武司（教育文化学部准教授）
去や現状、未来の環境変化の可能性について学習すること
で、生徒の環境問題に係るリテラシーや環境問題を身近な
問題として捉える能力を高める）について理解を深める。対
象地域には美郷町を予定。
家庭科教育を通して生活実践力とたくましく生きる力を育む
「体験型・探求型カリキュラム」を作成するとともに、教科指
導上の課題解決を図るための方策を検討する。
具体的には、小学校・中学校・高等学校家庭科の各分野の
佐々木信子（教育文化学部准教授）
学習に体験型・探求型のプログラムを導入し、児童・生徒や
家庭及び地域の実態に即した指導案、教材等を工夫し、演
習を通して教科指導力を高める。

子どもの健やかな発達に必要なセクシュアリティについて考
える。身体的性、性同一性等の基本概念と、性的マイノリ
ティの現状について概観する。子どもが自他の心身を大切
にする力を持つことが、性被害や望まない妊娠、HIV等の性
髙田知恵子（教育文化学部教授）
感染症予防のために必要である。子どもの自尊感情を支援
することが大人に求められている。子どもの性にまつわるこ
とについて、受講者が感じていることを提示していただきご
一緒に考えていきたい。HIV・エイズの現況にも触れる。

秋田県北秋田
市

秋田県横手市

秋田県秋田市

秋田県秋田市

秋田県秋田市

秋田県秋田市

秋田県仙北郡
美郷町

秋田県秋田市

秋田県秋田市

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

小学校、特別支
援学校、中学校
全教科、高校全
教科

12,000円

15人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平261001254334号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

教諭

中学校（理科）、
高校（理科）

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年6月8日

平261001254335号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6時間 平成26年7月12日

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
教諭
中学校全教科、
養護教諭
高校全教科、養
栄養教諭
護教諭、栄養教
諭

6,000円

40人

平成26年5月7日～
平成26年6月14日

平261001254336号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6時間 平成26年10月25日

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
教諭
中学校全教科、
養護教諭
高校全教科、養
栄養教諭
護教諭、栄養教
諭

6,000円

60人

平成26年5月7日～
平成26年9月27日

平261001254337号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6時間 平成26年7月19日

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
教諭
中学校全教科、
養護教諭
高校全教科、養
栄養教諭
護教諭、栄養教
諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年6月21日

平261001254338号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6時間 平成26年8月9日

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
教諭
中学校全教科、
養護教諭
高校全教科、養
栄養教諭
護教諭、栄養教
諭

6,000円

平成26年5月7日～
50人
平成26年7月12日

平261001254339号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（保健体
育）、高校（保健
体育）

6,000円

25人

平成26年5月7日～
平成26年6月21日

平261001254340号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（保健体
育）、高校（保健
体育）

6,000円

25人

平成26年5月7日～
平成26年6月22日

平261001254341号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校全教科、
高校全教科

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年6月21日

平261001254342号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

教諭

小学校、中学校
（家庭）、高校（家 12,000円
庭）

10人

平成26年5月7日～
平成26年6月21日

平261001254343号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

20人

平成26年5月7日～
平成26年6月23日

平261001254344号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

平成26年6月28日、
12時間
平成26年11月15日

6時間 平成26年7月6日

6時間 平成26年7月19日

6時間 平成26年7月20日

6時間 平成26年7月19日

12時間

平成26年7月19日～
平成26年7月20日

6時間 平成26年7月21日
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幼稚園、小学校、
特別支援学校、
教諭
中学校全教科、
養護教諭
高校全教科、養
護教諭

7,995円

平成２６年度（第３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

地域を体験できる日本史

秋田県内の遺跡を見学し、「地域の歴史」を素材に体験学
習用の教材作成を行う。小学校・社会、中学校・社会、高等
学校・地歴（日本史）、および総合学習に対応できるよう、メ 渡部育子（教育文化学部教授）
ニューを提案する。また、「生きる力」を考える教材作成のメ
ニューを提案する。

秋田県秋田
市、大仙市

豊かで確かな力を身につけさせ
る物語・小説の授業入門

子どもたちに豊かで確かな力を身につけさせる物語・小説
の授業のあり方について考えていく。新学習指導要領の
「構成」「展開」「登場人物の性格」「登場人物の設定」「登場
人物の描写」「登場人物の相互関係」「比喩や反復などの技
法」「批評」などのキーワードを取り上げながら、新しい物
阿部昇（教育文化学部教授）
語・小説の指導のあり方について問題提起をしたい。時間
があれば小中学校における古典の授業についても考えて
いきたい。小中の教科書教材を取り上げながら、ワーク
ショップ的に講習を進めていく。

秋田県大館市

知恵の輪

遊びを通して数学を学ぶ、また、遊びに数学を見出すなど
の活動は、算数・数学に対する関心・意欲・態度の育成を図
る手立ての1つである。本講習はチャイニーズリングという知
恵の輪をモデルに、小学校算数科、中学校及び高等学校数
杜威（教育文化学部教授）
学科の教材としてそれぞれ開発することを目的として、制
作・解き方の習熟及び教材開発の3段構えで展開するもの
である。なお、知恵の輪を数学で捉えるとき、数え上げ、二
進数及び数列という3つの方法を用いる。

知恵の輪

遊びを通して数学を学ぶ、また、遊びに数学を見出すなど
の活動は、算数・数学に対する関心・意欲・態度の育成を図
る手立ての1つである。本講習はチャイニーズリングという知
恵の輪をモデルに、小学校算数科、中学校及び高等学校数
杜威（教育文化学部教授）
学科の教材としてそれぞれ開発することを目的として、制
作・解き方の習熟及び教材開発の3段構えで展開するもの
である。なお、知恵の輪を数学で捉えるとき、数え上げ、二
進数及び数列という3つの方法を用いる。

秋田大学

知恵の輪

遊びを通して数学を学ぶ、また、遊びに数学を見出すなど
の活動は、算数・数学に対する関心・意欲・態度の育成を図
る手立ての1つである。本講習はチャイニーズリングという知
恵の輪をモデルに、小学校算数科、中学校及び高等学校数
杜威（教育文化学部教授）
学科の教材としてそれぞれ開発することを目的として、制
作・解き方の習熟及び教材開発の3段構えで展開するもの
である。なお、知恵の輪を数学で捉えるとき、数え上げ、二
進数及び数列という3つの方法を用いる。

秋田大学

我々は様々なエネルギー資源を扱いやすい形態の電気エ
ネルギーに変換し、産業・生活に役立てている。近年は特
自然エネルギー利用の基礎と最
に、自然エネルギーを利用した発電技術の開発が重要な課
近の動向～風力発電、小水力発
題の一つとなっている。本講習では、風力発電、小水力発
電、熱電変換、太陽光発電～
電、熱電変換、太陽光発電について基礎と応用を理解し、
今後の展望についても理解する。

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

平成26年7月21日、
18時間 平成26年7月25日、
平成26年8月3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26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、特別支
援学校、中学校
18,000円
（社会）、高校（地
歴・公民）

20人

平成26年5月7日～
平成26年6月23日

平261001254345号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

教諭

小学校、中学校
（国語）

6,000円

36人

平成26年5月7日～
平成26年6月27日

平261001254346号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
（数学）、高校（数
学）

6,000円

12人

平成26年5月7日～
平成26年6月27日

平261001254347号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
（数学）、高校（数
学）

6,000円

12人

平成26年5月7日～
平成26年6月28日

平261001254348号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6,000円

12人

平成26年5月7日～
平成26年6月29日

平261001254349号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田県秋田市

6時間 平成26年7月27日

教諭

秋田県由利本
荘市

6時間 平成26年7月25日

教諭

小学校、中学校
（理科・技術）、高
校（理科・工業）

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年6月27日

平261001254350号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

日本企業を中心とする企業の海外直接投資にあたって、既
存の理論や最新の研究成果、重要な経営課題などについ
葉聰明（国際教養大学グローバル・ビジネス課
て、いくつかのケース（実例）を取り上げてその分析と討論を
秋田県秋田市
程准教授）
行う。具体的に、海外進出の理論、進出形態、経営分析技
法、進出先の政治経済文化などのテーマに焦点を当てる。

6時間 平成26年7月25日

教諭

高校（商業）

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年6月27日

平261001254351号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校全教科、
高校全教科

7,500円

50人

平成26年5月7日～
平成26年6月28日

平261001254352号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6時間 平成26年7月26日

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
教諭
中学校全教科、
養護教諭
高校全教科、養
栄養教諭
護教諭、栄養教
諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年6月28日

平261001254353号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6時間 平成26年11月8日

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
教諭
中学校全教科、
養護教諭
高校全教科、養
栄養教諭
護教諭、栄養教
諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年10月11日

平261001254354号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

須知成光（秋田県立大学システム科学技術学
部准教授）
山口博之（秋田県立大学システム科学技術学
部准教授）
片岡康浩（秋田県立大学システム科学技術学
部助教）
長南安紀（秋田県立大学システム科学技術学
部助教）

国際ビジネス・ケーススタディ

秋田大学

小学校から高等学校まで、作業的学習、体験的学習、問題
解決的学習など重視されてはいるものの、その理論は不充
分であった。本講義は「役割体験学習論」という、学習者が
役割体験学習論Ⅰ・基礎編－社 役割を担うことで学習対象や問題の解決を図る教授学習方
会体験の理論と実践、教科・領 法論を提案する。この方法により、学校現場における知識と 井門正美（教育文化学部教授）
域・総合－
行為の統一的な学習が可能になる。多様な実践例を取り上
げ、受講者自らが体験を通して学習する参加型授業であ
る。本講義Ⅰ（基礎編）は、理論と具体的事例紹介が中心と
なる。Ⅱ・応用編を受講すると内容的に完結する。

秋田大学

秋田県秋田市

講習の期間

小学校、特別支
援学校、中学校
（数学）、高校（数
学）

秋田大学

秋田大学

秋田県秋田市

時間数

特別支援教育－障害児の教育
Ⅱ－

障害児の教育は「特殊教育」から「特別支援教育」へと大き
く転換してから久しいが、教員には、「特別支援教育」の充
実・発展に向けて、より一層の実践力及び専門性が求めら
れている。その一助となることを期待し、本講習では、障害 内海淳（教育文化学部教授）
児教育における最新の情報を提供する。
①インクルーシブな特別支援教育
②障害者の働く状況とその意味

特別支援教育－障害児の教育
Ⅱ－

障害児の教育は「特殊教育」から「特別支援教育」へと大き
く転換してから久しいが、教員には、「特別支援教育」の充
実・発展に向けて、より一層の実践力及び専門性が求めら
れている。その一助となることを期待し、本講習では、障害 内海淳（教育文化学部教授）
児教育における最新の情報を提供する。
①インクルーシブな特別支援教育
②障害者の働く状況とその意味

秋田県秋田市

秋田県秋田市

秋田県秋田市

6時間 平成26年7月26日
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平成２６年度（第３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
明治以降、昭和にかけての近代小説をおもな題材とする。
語り方、登場する人・物・生きものの関係など、読解の観点
について考える。また、作品が発表された時代・社会的背
景、文芸思潮や文学観との関連をふまえて考える。

担当講師

秋田大学

近代文学の読解

秋田大学

「役割体験学習論Ⅰ・基礎編」での学習成果を活かして、受
役割体験学習論Ⅱ・応用編－社 講者各自が教科・領域の中から題材を選び、役割体験学習
会体験の理論と実践、教科・領 論に基づく指導案を完成させ、その指導案による授業イメー 井門正美（教育文化学部教授）
域・総合－
ジをプレゼンテーションソフトを用いて表現する。原則として
基礎編を受講していることが前提条件となる。

秋田県秋田市

秋田大学

熱電変換は熱エネルギーを直接電気に変換できる技術で、
分散した熱エネルギーの回収に適していることから、エネル
ギーハーベスティング（環境発電）においても最も期待され
秋田県の自然エネルギーと熱電 る技術の一つである。一方、秋田県の自然は熱源（温泉、
変換技術
火山）や水源が豊富であり、自然エネルギーの利用という観
点からも魅力的である。この講習では、熱電変換技術の基
礎および秋田県の自然エネルギー利用への応用の可能性
について学ぶ。

秋田県由利本
荘市

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

山﨑義光（教育文化学部准教授）

講習の開催地

山口博之（秋田県立大学システム科学技術学
部准教授）
長南安紀（秋田県立大学システム科学技術学
部助教）
布田潔（工学資源学研究科准教授）
昌子智由（産学連携推進機構准教授）

秋田県秋田市

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

中学校（国語）、
高校（国語）

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年6月28日

平261001254355号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6時間 平成26年7月27日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校全教科、
高校全教科

7,500円

30人

平成26年5月7日～
平成26年6月29日

平261001254356号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6時間 平成26年7月27日

教諭

小学校、中学校
（理科・技術）、高
校（理科・工業）

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年6月29日

平261001254357号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年6月30日

平261001254358号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6時間 平成26年7月26日

人物を通して読み解く日本の歴
史～元明天皇～

歴史の学習を単なる暗記物にしないために、本講座では人
物を通して時代を読み解くという方法を提案する。710年の
平城京遷都は女帝・元明によって行われた。元明の女の一
渡部育子（教育文化学部教授）
生はどのようなものであったのか？ 本講座では激動の時
代に生を受け、息子に先立たれて即位した元明天皇の生涯
をたどりながら、律令国家形成期の歴史に迫る。

秋田県秋田市

6時間 平成26年7月28日

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
（社会）、高校（地
歴・公民）

確率統計-基礎と応用-

高等学校で習う数学をベースに、確率論と数理統計学の基
礎と応用について学びます。確率、確率変数、期待値等の
基本的な概念の理解及び、集団の代表値やばらつき、相関
の概念、標本から全体を推測するための統計的推定や統
計的仮説検定などの考え方、見方が主なテーマです。数学
的視点と応用・役立て方としての視点で解説します。簡単な
計算による演習も実施します。専門的な数学・統計学の予
備知識等は必要としません。

秋田県由利本
荘市

6時間 平成26年7月28日

教諭

中学校（数学）、
高校（数学）

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年6月30日

平261001254359号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田の近代文学

プロレタリア文学運動の嚆矢となった雑誌『種蒔く人』の主
要同人（小牧近江、金子洋文、今野賢三）、戦後の大ベスト
セラー作家石坂洋次郎、農民文学の代表的作家伊藤永之
介、最後のプロレタリア作家と言われた行動派の松田時
高橋秀晴（秋田県立大学総合科学教育研究セ
秋田県秋田市
子、美貌の女流と騒がれた矢田津世子ら、秋田県ゆかりの ンター教授）
作家の人生と文学活動について解説する。また、彼らの作
品の教材化（「国語」「ふるさと学習」）の可能性も探りたいと
考えている。

6時間 平成26年7月28日

教諭

中学校（国語）、
高校（国語）

7,050円

30人

平成26年5月7日～
平成26年6月30日

平261001254360号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

音読指導とリスニング指導の理
論と実践

「どんな目的でどんな音読活動を、いつ取り入れるのか？」
「リスニング指導はどのように行うべきか？」について基礎
的な理論をもとに、実践方法を再検討する。具体的には、
「シャドーイングや音読活動」と「リスニング」のリンクを「理論
濱田陽（教育推進総合センター講師）
的」に考えた上で、より「実践的」に翌日からの授業に生か
すため、様々なアクティビティの種類を再確認した上で、実
際の指導場面を想定し、プランニングを行い、模擬実践を行
う。

秋田県秋田市

6時間 平成26年7月29日

教諭

中学校（英語）、
高校（英語）

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年7月1日

平261001254361号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

音読指導とリスニング指導の理
論と実践

「どんな目的でどんな音読活動を、いつ取り入れるのか？」
「リスニング指導はどのように行うべきか？」について基礎
的な理論をもとに、実践方法を再検討する。具体的には、
「シャドーイングや音読活動」と「リスニング」のリンクを「理論
濱田陽（教育推進総合センター講師）
的」に考えた上で、より「実践的」に翌日からの授業に生か
すため、様々なアクティビティの種類を再確認した上で、実
際の指導場面を想定し、プランニングを行い、模擬実践を行
う。

秋田県大仙市

6時間 平成26年9月6日

教諭

中学校（英語）、
高校（英語）

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年8月9日

平261001254362号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

木村寛（秋田県立大学システム科学技術学部
准教授）
星野満博（秋田県立大学システム科学技術学
部准教授）
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木材の科学

中村昇（秋田県立大学木材高度加工研究所教
授）
林知行（秋田県立大学木材高度加工研究所教
授）
山内繁（秋田県立大学木材高度加工研究所教
授）
高田克彦（秋田県立大学木材高度加工研究所
教授）
石油の大量消費により生活は豊かになったが、地球温暖化 栗本康司（秋田県立大学木材高度加工研究所
などのグローバルな問題も生じており、21世紀は循環型資 教授）
源に基づいた社会に変換することが求められている。その 佐々木貴信（秋田県立大学木材高度加工研究
ためには、地球上で最も多量に存在する循環型資源である 所教授）
木材を効率的に利用することが肝要である。本講習は、1) 川井安生（秋田県立大学木材高度加工研究所
秋田県能代市
木材の成り立ちや化学的成分、物理的性質など木材の科 准教授）
学的知見を6時間、2)木質資源の現状とCO2循環と温暖化 澁谷栄（秋田県立大学木材高度加工研究所准
抑制への寄与などについて6時間、3)製材や木質材料、紙、 教授）
アルコール発酵や土木的利用などの代表的な利用につい 渡辺千明（秋田県立大学木材高度加工研究所
て6時間を予定している。
准教授）
岡崎泰男（秋田県立大学木材高度加工研究所
准教授）
山内秀文（秋田県立大学木材高度加工研究所
准教授）
川鍋亜衣子（秋田県立大学木材高度加工研究
所准教授）
足立幸司（秋田県立大学木材高度加工研究所
准教授）

18時間

平成26年7月29日～
平成26年7月31日

教諭

中学校（理科）、
高校（理科）

18,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年7月1日

平261001254363号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

小学校英語教育

小学校英語活動の目的を理解し、中学校・高等学校との違
いを認識しながら，一貫性を知る。その内容と方法、教材の
選び方・作成方法、指導技術、評価などについて学び、模擬 John Thurlow（聖霊女子短期大学生活文化科
授業を実施する。英語が得意ではない先生が英語を教える 専任講師）
ことに対する不安・心配を話し合い、それをなくす方法を探
る。

秋田県秋田市

12時間

平成26年7月29日～
平成26年8月1日

教諭

小学校、中学校
（英語）、高校（英 12,000円
語）

30人

平成26年5月7日～
平成26年7月1日

平261001254364号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

地域素材教材開発演習

狭義の地域学習（小学校における3・4年社会科）のみなら
ず、中学校、高等学校においても生徒たちの学習圏や生活
圏に存在する身近な地域素材は、社会科（地理歴史科、公 外池智（教育文化学部教授）
民科）教育実践を豊かにするものである。本講習では、そう
した地域素材を用いた実際の教材開発を試みたい。

秋田県秋田市

平成26年7月30日～
12時間
平成26年7月31日

教諭

小学校、中学校
（社会）、高校（地 12,000円
歴・公民）

平成26年5月7日～
20人
平成26年7月2日

平261001254365号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

地域素材教材開発演習

狭義の地域学習（小学校における3・4年社会科）のみなら
ず、中学校、高等学校においても生徒たちの学習圏や生活
圏に存在する身近な地域素材は、社会科（地理歴史科、公 外池智（教育文化学部教授）
民科）教育実践を豊かにするものである。本講習では、そう
した地域素材を用いた実際の教材開発を試みたい。

秋田県秋田市

12時間

教諭

小学校、中学校
（社会）、高校（地 12,000円
歴・公民）

20人

平成26年5月7日～
平成26年7月9日

平261001254366号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

情報デザイン入門

一般的に「デザイン」は造形表現の対象として扱われるが、
現在では「世の中の諸問題を解決する手段」として重視され
ている。学校現場の場面でも、学習環境の改善、教材研究
の効率化など、有効に作用する部分が数多く存在する。こ
のデザインを「情報」という面からみると「『わかりやすさ』を
石井宏一（教育文化学部准教授）
どのようにつくっていくか」ということがポイントとなる。本講
義では「わかりやすさのデザイン」をキーワードに、「情報デ
ザイン」の基礎的な内容について理解を深めるとともに、情
報デザインを展開する上で必要な知識・技術の習得を目的
とする。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月1日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校全教科、
高校全教科

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年7月4日

平261001254367号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

中国の魏晋南北朝隋唐時代史の研究における近年の動向
と成果について解説する。また重要な成果については関係
論文を講読し、先行研究との相違や根拠となる史料の解釈
魏晋南北朝隋唐史研究における
等について解説する。その上で実証過程や結論の妥当性 内田昌功（教育文化学部准教授）
近年の動向と成果
について受講者全員で検討、議論し、理解を深める。取り上
げる事項は、高等学校の世界史教科書の内容から重要度
の高いものを選ぶ。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月3日

教諭

中学校（社会）、
高校（地歴）

6,000円

15人

平成26年5月7日～
平成26年7月6日

平261001254368号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

平面幾何の世界

平面幾何の定理は、図形の作図に有用な技術として使われ
てきた。そこには、中学校・高等学校で学んだ平面幾何の発
展的話題である「方ベキの定理」、「メネラウスの定理」、
山口祥司（教育文化学部准教授）
「チェバの定理」や「トレミーの定理」といった定理が現れる。
これらの発展的定理について解説し、平面幾何の定理と作
図問題との関連についても触れて理解を深める。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月3日

教諭

中学校（数学）、
高校（数学）

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年7月6日

平261001254369号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

平面幾何の世界

平面幾何の定理は、図形の作図に有用な技術として使われ
てきた。そこには、中学校・高等学校で学んだ平面幾何の発
展的話題である「方ベキの定理」、「メネラウスの定理」、
山口祥司（教育文化学部准教授）
「チェバの定理」や「トレミーの定理」といった定理が現れる。
これらの発展的定理について解説し、平面幾何の定理と作
図問題との関連についても触れて理解を深める。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月11日

教諭

中学校（数学）、
高校（数学）

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年7月14日

平261001254370号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学
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近世日本海海運の展開と秋田

近世、江戸時代は米経済の時代であり、年貢米を中央市場
に出荷する必要性から河川水運と海運を連結した水運機構
が全国規模で整備された。それは、幕府諸藩が運賃契約で
廻船を雇用する方式だったが、日本海沿岸にはそれとは違
渡辺英夫（教育文化学部教授）
い自己資本で積荷を買い込んでは他の湊に廻漕して販売
を繰り返すという特徴的な海運が展開した。こうした日本海
海運の具体像を検討することにより秋田から全国を見通す
視点について考察したい。

秋田大学

近世日本海海運の展開と秋田

近世、江戸時代は米経済の時代であり、年貢米を中央市場
に出荷する必要性から河川水運と海運を連結した水運機構
が全国規模で整備された。それは、幕府諸藩が運賃契約で
廻船を雇用する方式だったが、日本海沿岸にはそれとは違
渡辺英夫（教育文化学部教授）
い自己資本で積荷を買い込んでは他の湊に廻漕して販売
を繰り返すという特徴的な海運が展開した。こうした日本海
海運の具体像を検討することにより秋田から全国を見通す
視点について考察したい。

秋田県大仙市

6時間 平成26年8月23日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（社会）、
高校（地歴）

秋田大学

近年、諸研修が指導形態・方法に偏っていると感じます。教
材自体・カリキュラム構造の理解を深めることで、小中高の
連携も一層強固なものになるはず。例えば、平均の速さ
算数・数学（小中高）を貫く教材理 (小）→変化の割合（中）→微分（高）などは典型的な一貫教
根岸均（秋田大学横手分校長）
解
材です。また、「58÷７＝８あまり２」を「５８＝７×８＋２」と強
調することが、剰余定理（高）や大学数学に繫がります。本
講座では、①数学の本質の一つである「無限」の扱い、②量
概念の形成について教材理解を深めます。

秋田県横手市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校、中学校
（数学）、高校（数
学）

6,000円

12人

平成26年5月7日～
平成26年7月7日

平261001254373号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

近年、諸研修が指導形態・方法に偏っていると感じます。教
材自体・カリキュラム構造の理解を深めることで、小中高の
連携も一層強固なものになるはず。例えば、平均の速さ
算数・数学（小中高）を貫く教材理 (小）→変化の割合（中）→微分（高）などは典型的な一貫教
根岸均（秋田大学横手分校長）
解
材です。また、「58÷７＝８あまり２」を「５８＝７×８＋２」と強
調することが、剰余定理（高）や大学数学に繫がります。本
講座では、①数学の本質の一つである「無限」の扱い、②量
概念の形成について教材理解を深めます。

秋田県北秋田
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校、中学校
（数学）、高校（数
学）

6,000円

12人

平成26年5月7日～
平成26年7月10日

平261001254374号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校（社会）、
高校（公民）

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年7月9日

平261001254375号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

平成26年8月6日～
平成26年8月8日

小学校、中学校
（理科・技術）、高
教諭
校（理科・情報・
18,000円
栄養教諭
農業・工業・水
産）、栄養教諭

24人

平成26年5月7日～
平成26年7月9日

平261001254376号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

小学校、中学校
（理科・技術）、高
教諭
校（理科・情報・
18,000円
栄養教諭
農業・工業・水
産）、栄養教諭

24人

平成26年5月7日～
平成26年11月28日

平261001254377号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

中学校（理科），
高校（理科，水
産）

5人

平成26年5月7日～
平成26年7月9日

平261001254378号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

企業間競争の激化と長期の不況のため、雇用の流動化、
長時間のサービス残業，雇用条件の不利益変更などが横
行しています。一方で労働者にも使用者にもワークルール
の知識が欠如しており、職場でのワークルールが無視され 嶋崎真仁（秋田県立大学システム科学技術学
続けています。こうした状況から自分や同僚を守る、あるい 部准教授）
は違法行為から会社を守るにはワークルールの普及が不
可欠です。そこで本講習ではワークルールの基礎知識やト
ラブルの実際などについて学習します。

秋田大学

ワークルール－働き始める人に
知らせたいこと－

秋田大学

遺伝子DNAは、遺伝子診断（遺伝病）と治療・伝染病の
チェック・個人の遺伝情報と保険・食品の産地チェックと食品
の病原体チェック・犯罪捜査と親子鑑定・遺伝子を利用した
考古学や民族学など、日常生活・食生活および食育で非常
実験で学ぶ生物の遺伝子DNA－ に身近な存在となっているため、その理解を深めることは全
石井照久（教育文化学部准教授）
自らDNAを抽出する－
校種、全教科で必要かつ重要であり、その成果を全校種、
全教科で関連する項目で扱うことが可能となる。また簡易
DNA抽出法を伝授するので教育現場での実践が可能とな
る。（主な内容：簡易DNA抽出法の体得、精密な抽出と解析
技術の体験、日常生活での利用法の理解）

秋田大学

遺伝子DNAは、遺伝子診断（遺伝病）と治療・伝染病の
チェック・個人の遺伝情報と保険・食品の産地チェックと食品
の病原体チェック・犯罪捜査と親子鑑定・遺伝子を利用した
考古学や民族学など、日常生活・食生活および食育で非常
実験で学ぶ生物の遺伝子DNA－ に身近な存在となっているため、その理解を深めることは全
石井照久（教育文化学部准教授）
自らDNAを抽出する－
校種、全教科で必要かつ重要であり、その成果を全校種、
全教科で関連する項目で扱うことが可能となる。また簡易
DNA抽出法を伝授するので教育現場での実践が可能とな
る。（主な内容：簡易DNA抽出法の体得、精密な抽出と解析
技術の体験、日常生活での利用法の理解）

秋田大学

水産資源の変動については近年、数十年毎に起きる大規
模な気候変化(レジーム・シフト）が大きな要因であることが
判ってきたほか、魚介類の産卵場や餌場である藻場の減少
水産学に関する最近の知見につ についても新たな研究が進められている。また、資源増大
いて
の取組についてもトラフグやサクラマス等、新たな対象種が
加わっていることから、これらの試験研究に関する最近の知
見を学び、水産及び理科の教育現場における指導の一助と
する。

秋田県横手市

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月3日

18時間

秋田県秋田市

18時間

平成26年12月26日～
平成26年12月28日

柴田理（秋田県水産振興センター総務企画室
長）
秋田県男鹿市
中村彰男（秋田県水産振興センター所長）
山田潤一（秋田県水産振興センター資源部長）

18時間

平成26年8月6日～
平成26年8月8日

30 / 288 ページ

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（社会）、
高校（地歴）

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年7月6日

平261001254371号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年7月26日

平261001254372号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

教諭

18,000円

平成２６年度（第３回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

教科、領域、総合的な学習にとって、地域教材は児童生徒
にとって身近で直接足を運んで調べることができるものであ
る。また、地域教材を通して、地域の歴史や文化、伝統や伝
承、人々の生活などを総合的に学ぶことが可能になる。講
師自身は、社会科教育や総合的な学習を担当し、これまで
井門正美（教育文化学部教授）
にも、「クニマスの授業」「秋田のハタハタ漁」等の地域教材
を開発し、授業実践を行ってきた。こうした授業づくりのノウ
ハウを紹介し、本講義では、受講者の皆様に、様々な教
科、領域、総合学習等の地域教材づくりをしていただければ
と考えている。

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

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校、中学校
全教科、高校全
教科

7,500円

50人

平成26年5月7日～
平成26年7月10日

平261001254379号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校（理科）、
高校（理科・農
業）

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年7月10日

平261001254380号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

学童期の栄養障害には、肥満と栄養不良、痩せが挙げられ
る。肥満は、劣等感、引っ込み思案、運動能力の低下など
の原因となり、心理的にも日常生活面でも好ましくない。過
進藤祥子（聖霊女子短期大学生活文化科准教
度の肥満は児童のメタボリックシンドロームを引き起こし、将
秋田県秋田市
授）
来、生活習慣病になるリスクを高める。講習では学童期の
肥満の現状、原因、リスク、栄養アセスメント等について学
習する。

6時間 平成26年8月7日

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年7月10日

平261001254381号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

地域教材開発論Ⅰ基礎編

秋田大学

作物の生産を阻害する病害虫を防除するためには、的確な
診断技術と発生生態に関する知識が必要である。本講習で
作物の病害診断Ⅰ（顕微鏡の利
は、秋田県内で発生する主要病害について、診断技術と発
用を中心とした糸状菌病の診断
生生態に関する基礎的知識を実習形式で学ぶ。さらに病気
法）
と連作障害の関係、遺伝子工学を利用した病原菌の検出・
診断技術についても紹介する。

古屋廣光（秋田県立大学生物資源科学部教
授）
藤晋一（秋田県立大学生物資源科学部准教
授）
戸田武（秋田県立大学生物資源科学部助教）

秋田大学

学童期の栄養

秋田大学

地域教材開発論Ⅰ基礎編での学習成果を活かして、受講
者各自が関心のある題材を選び、役割体験学習論に基づく
地域教材開発論Ⅱ実践・応用編
井門正美（教育文化学部教授）
地域教材指導案を完成させ、その指導案による授業イメー
ジをプレゼンテーションソフトを用いて表現する。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校、中学校
全教科、高校全
教科

7,500円

30人

平成26年5月7日～
平成26年7月11日

平261001254382号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

作物の生産を阻害する病害虫による被害の予防、回避、お
よび防除には、発生生態の知識と的確かつ迅速な病害虫
作物の病害診断Ⅱ（電子顕微鏡
の診断技術が必要です。本講習では、秋田県内で発生して
と生物工学を用いたウイルス病
いる病害虫を材料として、医学分野でも頻繁に用いられて
診断）
いる、血清学、あるいは遺伝子工学を利用した病原菌の診
断技術についての実験と講義を行います。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月8日

教諭

高校（理科・農
業）

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年7月11日

平261001254383号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

地理学的な調べ方・考え方・まとめ方について、生産関係の
地理学、生活背景の地理学、地域イメージの地理学、地形
地理学的な調べ方・考え方・まと
図・空中写真・地理(景観）写真の活用基礎、野外観察実
篠原秀一（教育文化学部教授）
め方を学ぶ
習、「風土産業」等を通じて学び、また、「地理」学習・授業上
の工夫・問題点を受講者間で討論・意見交換する。

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（社会）、 18,000円
高校（地歴・公
民）

12人

平成26年5月7日～
平成26年7月12日

平261001254384号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

地理学的な調べ方・考え方・まとめ方について、生産関係の
地理学、生活背景の地理学、地域イメージの地理学、地形
地理学的な調べ方・考え方・まと
図・空中写真・地理(景観）写真の活用基礎、野外観察実
篠原秀一（教育文化学部教授）
め方を学ぶ
習、「風土産業」等を通じて学び、また、「地理」学習・授業上
の工夫・問題点を受講者間で討論・意見交換する。

12人

平成26年5月7日～
平成26年10月4日

平261001254385号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

藤晋一（秋田県立大学生物資源科学部准教
授）
古屋廣光（秋田県立大学生物資源科学部教
授）
戸田武（秋田県立大学生物資源科学部助教）

幼児期の発達と教育の独自性

幼児期の発達の特性を「遊び」と「学び」をキーワードとして
山名裕子（教育文化学部准教授）
考える。そこから、幼児期の教育・保育の独自性とは何かと
奥山順子（教育文化学部教授）
いう課題を、主に幼児の主体的活動と保育の意図という側
瀬尾知子（教育文化学部講師）
面から、今日的課題を踏まえて考察する。
学習意欲が低い生徒集団を指導することも視野に入れ、生
徒の意欲、関心を高めるための授業作り、補助教材（ハンド
アウト）作成、考査及び小テストの作成と評価の方法につい
て実践的な立場から幅広く論じる。中学校、高等学校のい
ずれかに議論が偏るのを避けるため、担当者は、中学校教
諭経験を持つ者、高校教諭経験を持つ者の2名が担当す
る。トピックによって、担当者日本語と英語を使い分けて講
義を進める。

秋田県秋田市

18時間

平成26年8月9日～
平成26年8月11日

栄養教諭 栄養教諭

秋田県秋田市

18時間

平成26年11月1日～
平成26年11月3日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（社会）、 18,000円
高校（地歴・公
民）

秋田県秋田市

18時間

平成26年8月9日～
平成26年8月11日

教諭

幼稚園、小学校、
18,000円
特別支援学校

80人

平成26年5月7日～
平成26年7月12日

平261001254386号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

Activate Your English!

内田浩樹（国際教養大学大学院グローバル・コ
ミュニケーション実践研究科教授）
秋田県秋田市
町田智久（国際教養大学大学院グローバル・コ
ミュニケーション実践研究科助教）

6時間 平成26年8月10日

教諭

中学校（英語），
高校（英語）

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年7月13日

平261001254387号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

「自己理解」「関係性の理解」「企業・社会理解、学問との接
自己理解・仕事理解のコツ～キャ 続」「啓発的体験」等のテーマについて、各種ワークやグ
渡部昌平（秋田県立大学総合科学教育研究セ
秋田県秋田市
リア意識を促進する工夫
ループディスカッションも活用して総合的に理解・実践できる ンター准教授）
ことを目指す。

6時間 平成26年8月11日

教諭

小学校、中学校
全教科、高校全
教科

6,000円

40人

平成26年5月7日～
平成26年7月14日

平261001254388号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

「自己理解」「関係性の理解」「企業・社会理解、学問との接
自己理解・仕事理解のコツ～キャ 続」「啓発的体験」等のテーマについて、各種ワークやグ
渡部昌平（秋田県立大学総合科学教育研究セ
秋田県秋田市
リア意識を促進する工夫
ループディスカッションも活用して総合的に理解・実践できる ンター准教授）
ことを目指す。

6時間 平成26年9月7日

教諭

小学校、中学校
全教科、高校全
教科

6,000円

40人

平成26年5月7日～
平成26年8月10日

平261001254389号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

学校保健安全法で求められる養護教諭の役割や専門性を
確認し、演習を通じて学校現場における課題の整理を行
養護教諭の役割と思春期におけ
い、効果的な健康相談活動や保健室経営につなげる。ま
る児童・生徒の健康問題の理解
た、思春期の健康課題の中から、性の問題と性教育の進め
と対応
方、薬物・自傷行為・ゲームやネット依存問題などへの理解
と対応について学び実践にいかすことを目指す。

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年7月15日

平261001254390号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年7月21日

平261001254391号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

歌唱教材の効果的な伴奏法

１．歌唱教材の効果的な伴奏法の研究
２．簡単なピアノ独奏曲及び連弾曲の学習
３．ピアノの構造についての学習
４．ピアノの活用法と問題点についての考察

熊澤由美子（医学系研究科講師）
篠原ひとみ（医学系研究科教授）
成田好美（医学系研究科講師）
小笹典子（聖霊女子短期大学付属中・高等学
校非常勤養護教諭）

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月12日

斎藤洋（教育文化学部准教授）

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月18日
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養護教諭 養護教諭

教諭

小学校、中学校
（音楽）、高校（音
楽）

平成２６年度（第３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

秋田大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

科学技術の急速な発展により、数処理の能力が益々必要と
されている。小学校算数科における数計算の指導は、機械
的操作の習熟から数を巧みに扱う計算能力の養成に転換
小学校算数科における数計算の
することが望まれる。そこで、本講習では、筆算と暗算につ 佐藤学（教育文化学部准教授）
指導
いて、両者の計算過程の分析や誤答の要因、さらに史的考
察等から問題点を整理し、いくつかの計算題を素材にして
具体的な指導方法を検討していく。

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

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年7月21日

平261001254392号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小学校、中学校
（理科）、高校（理
科）

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年7月21日

平261001254393号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6,000円

平成26年5月7日～
10人
平成26年8月30日

平261001254394号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年7月21日

平261001254395号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

養護教諭 養護教諭

12,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年7月21日

平261001254396号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

栄養教諭 栄養教諭

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年7月22日

平261001254397号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田県秋田市

6時間 平成26年9月27日

教諭

小学校、中学校
（理科）、高校（理
科）

秋田大学

遺伝子から学ぶ最先端生物学

生物学は、遺伝子の本体であるDNAの理解によって様変わ
りしました。遺伝子のレベルで生物学を説明することが大分
可能になってきました。今回、遺伝子のレベルで説明する生
物学の講義をまとめてみることにしました。遺伝子からDNA
組換え技術、細胞や個体発生への理解、薬の開発法の新
たな展開などの課題を遺伝子を中心に講義をします。当
日、テキストを配布する予定です。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小学校、中学校
（理科）、高校（理
科・農業）

秋田大学

養護教諭が今日直面している課題の中から「学校カウンセ
養護教諭に求められる今日的課 リング」、「発達障害児の理解」、「生活習慣病対策」、「学校
題への対応
における救急対応」、「健康相談活動について」をとりあげ、
講義とワークショップによる修得を目指す。

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

ＵＲＬ

小学校、中学校
（数学）

光エレクトロニクス入門-太陽電
池とLED-

秋田大学

電話番号

教諭

これまでの白熱球，ブラウン管テレビから，LED電球，液晶
テレビに移り，カメラもデジタルカメラに変わった。これらは
すべて光エレクトロニクス技術によるものである。本講習で
は，光と電子の関わり合い，半導体の基礎を学び，電気エ
山口留美子（工学資源学研究科准教授）
ネルギーを光エネルギーに変える仕組としてLED素子を，光
エネルギーを電気光エネルギーに変える仕組として太陽電
池を主に取り上げる。太陽電池に関しては，その経済効果
とエネルギー問題における役割を考える。

村口元（秋田県立大学生物資源科学部准教
授）
村田純（秋田県立大学生物資源科学部教授）
王敬銘（秋田県立大学生物資源科学部准教
授）

認定番号

6時間 平成26年8月18日

光エレクトロニクス入門-太陽電
池とLED-

秋田大学

受講者募集期間

秋田県秋田市

これまでの白熱球，ブラウン管テレビから，LED電球，液晶
テレビに移り，カメラもデジタルカメラに変わった。これらは
すべて光エレクトロニクス技術によるものである。本講習で
は，光と電子の関わり合い，半導体の基礎を学び，電気エ
山口留美子（工学資源学研究科准教授）
ネルギーを光エネルギーに変える仕組としてLED素子を，光
エネルギーを電気光エネルギーに変える仕組として太陽電
池を主に取り上げる。太陽電池に関しては，その経済効果
とエネルギー問題における役割を考える。

秋田大学

受講料 受講人数

尾岸恵三子(日本赤十字秋田看護大学教授)
斉藤和樹(日本赤十字秋田看護大学准教授)
磯崎富美子(日本赤十字秋田看護大学准教授)
秋田県秋田市
奥山朝子(日本赤十字秋田看護大学准教授)
渡部泰弘(秋田県立医療療育センター医長）
中村順子(医学系研究科教授)

12時間

平成26年8月18日～
平成26年8月19日

栄養関連データの解析

食育の最前線にいる栄養教諭の方々は種々の栄養関連
データを所有している｡しかし､日常業務に追われて､それら
のデータを活用し今後の食育に役立てるような時間をなか
髙﨑裕治（教育文化学部教授）
なか持てないのが現状のように思われる｡本講習では､特に
数値データを分析する際の基本的な統計技術を演習する予
定である｡

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月19日

リスクで考える環境問題

化学物質汚染や自然災害など様々な環境問題に対する不
適切な判断(無関心、過剰な怖れや期待など)が、個人や学
校あるいは社会に影響を与えることがあります。講習では
金澤伸浩（秋田県立大学システム科学技術学
確率の概念である「リスク」をものさしとして、科学的で適切
部准教授）
な判断をする方法を学びます。総合学習や日常の生活指導
などにおいて、自律した冷静な判断を促すほか、科学への
関心を高めるのに役立ちます。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月19日

教諭

幼稚園、小学校、
中学校全教科、
高校全教科

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年7月22日

平261001254398号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

リスクで考える環境問題

化学物質汚染や自然災害など様々な環境問題に対する不
適切な判断(無関心、過剰な怖れや期待など)が、個人や学
校あるいは社会に影響を与えることがあります。講習では
金澤伸浩（秋田県立大学システム科学技術学
確率の概念である「リスク」をものさしとして、科学的で適切
部准教授）
な判断をする方法を学びます。総合学習や日常の生活指導
などにおいて、自律した冷静な判断を促すほか、科学への
関心を高めるのに役立ちます。

秋田県秋田市

6時間 平成26年12月23日

教諭

幼稚園、小学校、
中学校全教科、
高校全教科

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年11月25日

平261001254399号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

保育内容の基礎と実践（幼児造
形・幼児と自然・幼児理解）

安藤節子（聖園学園短期大学学生課長・教授）
子どもと自然、幼児造形、遊びなどの視点から、保育におけ 永井博敏（聖園学園短期大学学生部長・准教
る発達や援助の方法、環境構成などについて学びを深め 授）
秋田県秋田市
る。
小笠原京子（聖園学園短期大学教務課長・准
教授）

6時間 平成26年8月19日

教諭

幼稚園

6,000円

60人

平成26年5月7日～
平成26年7月22日

平261001254400号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

保育内容の基礎と実践（幼児造
形・幼児と自然・幼児理解）

安藤節子（聖園学園短期大学学生課長・教授）
子どもと自然、幼児造形、遊びなどの視点から、保育におけ 永井博敏（聖園学園短期大学学生部長・准教
る発達や援助の方法、環境構成などについて学びを深め 授）
秋田県秋田市
る。
小笠原京子（聖園学園短期大学教務課長・准
教授）

6時間 平成26年8月20日

教諭

幼稚園

6,000円

60人

平成26年5月7日～
平成26年7月23日

平261001254401号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

現代社会と家庭

幼稚園教諭を対象に保護者の置かれている現状を理解し、
その支援に役立てる内容としたい。そのために、最近の家
庭の現状を理解し、その対応を探りつつ、相談援助に役立 藤原法生（聖園学園短期大学助教）
つ内容とする。講義、演習などにより、現代の社会における 佐々木久仁明（聖園学園短期大学非常勤講
様々な病理、児童虐待、ＤＶなどにおける支援を取り上げ、 師）
困難にある保護者に対する個人としての、また、園としての
支援を探りたい。

6時間 平成26年8月19日

教諭

幼稚園

6,000円

60人

平成26年5月7日～
平成26年7月22日

平261001254402号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田県秋田市
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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

現代社会と家庭

幼稚園教諭を対象に保護者の置かれている現状を理解し、
その支援に役立てる内容としたい。そのために、最近の家
庭の現状を理解し、その対応を探りつつ、相談援助に役立 藤原法生（聖園学園短期大学助教）
つ内容とする。講義、演習などにより、現代の社会における 佐々木久仁明（聖園学園短期大学非常勤講
様々な病理、児童虐待、ＤＶなどにおける支援を取り上げ、 師）
困難にある保護者に対する個人としての、また、園としての
支援を探りたい。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月20日

健康関連データの解析

学校保健活動の最前線にいる養護教諭の方々は種々の健
康関連データを所有している。しかし、日常業務に追われ
て、それらのデータを活用して今後の学校保健活動に役立
髙﨑裕治（教育文化学部教授）
てるような時間をなかなか持てないのが現状のように思わ
れる。本講習では、特に数値データを分析する際の基本的
な統計技術を演習する予定である。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月20日

特別支援教育－障害児の教育
Ⅰ－

障害児の教育は「特殊教育」から「特別支援教育」へと大き
く転換してから久しいが、教員には、「特別支援教育」の充
実・発展に向けて、より一層の実践力及び専門性が求めら
大城英名（教育文化学部教授）
れている。その一助となることを期待し、本講習では、障害
児教育に至る歴史及び国際動向を踏まえ、特別支援教育
の内容や方法について学ぶ。

特別支援教育－障害児の教育
Ⅰ－

障害児の教育は「特殊教育」から「特別支援教育」へと大き
く転換してから久しいが、教員には、「特別支援教育」の充
実・発展に向けて、より一層の実践力及び専門性が求めら
大城英名（教育文化学部教授）
れている。その一助となることを期待し、本講習では、障害
児教育に至る歴史及び国際動向を踏まえ、特別支援教育
の内容や方法について学ぶ。

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

6,000円

60人

平成26年5月7日～
平成26年7月23日

平261001254403号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

養護教諭 養護教諭

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年7月23日

平261001254404号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6時間 平成26年8月23日

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
教諭
中学校全教科、
養護教諭
高校全教科、養
栄養教諭
護教諭、栄養教
諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年7月26日

平261001254405号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田県秋田市

6時間 平成26年10月11日

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
教諭
中学校全教科、
養護教諭
高校全教科、養
栄養教諭
護教諭、栄養教
諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年9月13日

平261001254406号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

世界を変えた化学の発明

身の回りの物質を通して化学と人間生活とのかかわりにつ
いて理解を深めることが、中高理科における学習目標の一
つとなっている。本講習では、現在の我々の生活を支えて
いる化学物質を取り上げ、その発明の経緯と人間生活に与 清野秀岳（教育文化学部准教授）
えた影響について学ぶことを目標とする。合成染料、窒素固
定、ガソリン、合成高分子など、人間の生活様式を大きく変
えるに至った物質について議論する。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月23日

教諭

小学校、中学校
（理科）、高校（理
科・工業）

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年7月26日

平261001254407号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

世界を変えた化学の発明

身の回りの物質を通して化学と人間生活とのかかわりにつ
いて理解を深めることが、中高理科における学習目標の一
つとなっている。本講習では、現在の我々の生活を支えて
いる化学物質を取り上げ、その発明の経緯と人間生活に与 清野秀岳（教育文化学部准教授）
えた影響について学ぶことを目標とする。合成染料、窒素固
定、ガソリン、合成高分子など、人間の生活様式を大きく変
えるに至った物質について議論する。

秋田県大館市

6時間 平成26年9月13日

教諭

小学校、中学校
（理科）、高校（理
科・工業）

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年8月16日

平261001254408号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

音楽科教育の発声・歌唱指導における課題と対応について
教員間で話し合い考える。実技として呼吸体操、基礎発声、
学校音楽教育における発声法と
音階練習等の発声法の基礎を行う。そして歌詞と音楽の解 爲我井壽一（教育文化学部准教授）
歌唱法の実践的指導法
釈を行いながら、歌唱技能の向上と指導法の工夫や改善方
法について講習を行う。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月23日

教諭

小学校、中学校
（音楽）、高校（音
楽）

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年7月26日

平261001254409号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

高校数学からの微分方程式

高校数学（微分積分）の延長として、微分方程式（変数分離
形・一階線形）の初歩を学ぶ。具体的には微分方程式の解
の求め方（計算）と簡単な理論（証明）を行う。また高校数学 原田潤一（教育文化学部准教授）
に現れる『平均値の定理』、『原始関数』、『定積分』などの基
礎定理の復習も行い、微分積分のより深い理解を目指す。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月23日

教諭

高校（数学）

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年7月26日

平261001254410号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

英文学作品を精読する

英文の「大意」のみを把握するのではなく、精選された英文
学作品を一語一語おろそかにすることなく精読する（場合に
よっては、翻訳する）ことで、英語の微細なニュアンスや、文 大西洋一（教育文化学部准教授）
章に込められた「心」の機微を読み取る練習を行い、英文の
読解力を高める。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月24日

教諭

中学校（英語）、
高校（英語）

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年7月27日

平261001254411号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

ようこそ確率の世界へ

確率論の先駆者らは偶然現象やゲームに関する様々な問
題を実に巧妙に解いていた。そこには高等学校の数学で扱
われる順列・組み合わせを基礎とした離散的な確率が現れ
宇野力（教育文化学部教授）
る。条件付き確率やコイン投げのランダム・ウォークなど、確
率論史に登場する有名な問題に触れて、確率についての理
解を深める。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月30日

教諭

高校（数学）

6,000円

平成26年5月7日～
20人
平成26年8月2日

平261001254412号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

英文で学ぶ英国の社会と文化

英国の文化と社会を理解するために必要な基礎的知識（主
要四地域、多文化、階級など）を概説した英文を読むことに
よって、英語の実践的読解力を高めるとともに、現代英国の 大西洋一（教育文化学部准教授）
文化的、社会的特質に関する理解を深めることを目的として
いる。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月30日

教諭

中学校（英語）、
高校（英語）

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年8月2日

平261001254413号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

小・中学校の作文評価法研修

全米学力調査ＮＡＥＰの文章類別「Ｐ：説得」について、児
童・生徒が書いた作文の分析を通して、多観点３段階の「評
成田雅樹（教育文化学部教授）
価基準」の設定と、該当例文の選定を行い、妥当性・信頼性
の高い作文評価能力の習得を目指します。

秋田県横手市

6時間 平成26年8月30日

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
（国語）

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年8月2日

平261001254414号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

小・中学校の作文評価法研修

全米学力調査ＮＡＥＰの文章類別「Ｐ：説得」について、児
童・生徒が書いた作文の分析を通して、多観点３段階の「評
成田雅樹（教育文化学部教授）
価基準」の設定と、該当例文の選定を行い、妥当性・信頼性
の高い作文評価能力の習得を目指します。

秋田県秋田市

6時間 平成26年9月7日

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
（国語）

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年8月10日

平261001254415号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田県秋田市
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教諭

幼稚園

平成２６年度（第３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

英語教材研究の視点

本講座では、英語授業の準備を行う際の教材研究の視点
について考察する。特に、OECDのPISA調査で指摘された、
日本人学習者の問題点の一つである読解力を身につけさ
若有保彦（教育文化学部准教授）
せるために、どのようなことが求められているのかについ
て、実際に読解のタスクを体験してもらいながら考えていく
予定である。

秋田県横手市

6時間 平成26年8月30日

教諭

中学校（英語）、
高校（英語）

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年8月2日

平261001254416号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

英語教材研究の視点

本講座では、英語授業の準備を行う際の教材研究の視点
について考察する。特に、OECDのPISA調査で指摘された、
日本人学習者の問題点の一つである読解力を身につけさ
若有保彦（教育文化学部准教授）
せるために、どのようなことが求められているのかについ
て、実際に読解のタスクを体験してもらいながら考えていく
予定である。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月31日

教諭

中学校（英語）、
高校（英語）

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年8月3日

平261001254417号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

英語教材研究の視点

本講座では、英語授業の準備を行う際の教材研究の視点
について考察する。特に、OECDのPISA調査で指摘された、
日本人学習者の問題点の一つである読解力を身につけさ
若有保彦（教育文化学部准教授）
せるために、どのようなことが求められているのかについ
て、実際に読解のタスクを体験してもらいながら考えていく
予定である。

秋田県北秋田
市

6時間 平成26年9月6日

教諭

中学校（英語）、
高校（英語）

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年8月9日

平261001254418号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

バイオテクノロジーはますます脚光を浴びている。最近で
は、ヒト多能性細胞を遺伝子操作などで作ることもできるよ
うになり、応用への期待が高まっている。バイオ技術はDNA
基礎から応用まで、わかりやすい を取り扱うことから発展してきた。そこで遺伝子DNAを実際
最新バイオテクノロジー
に生物から抽出する実験を行い、教育現場での応用につい
て考える。また、最新のバイオテクノロジーについて解り易く
解説し、その倫理学的側面についても生徒と一緒に考える
材料を提供する。

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
（理科）、高校（理
科・農業・工業・
水産）

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年8月2日

平261001254419号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
教諭
中学校全教科、
養護教諭
高校全教科、養
護教諭

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年8月3日

平261001254420号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

秋田大学

福島淳（秋田県立大学生物資源科学部准教
授）
水野幸一（秋田県立大学生物資源科学部准教
秋田県秋田市
授）
志村洋一郎（秋田県立大学生物資源科学部助
教）

6時間 平成26年8月30日

秋田大学

自然災害と防災－地震、津波、
噴火からこどもを守ろう

地震、津波、噴火から児童・生徒を守るために、秋田県の自
然災害および防災教育について学びます。はじめに、地震・
津波・噴火・土砂による災害の原理と防災教材について実
験を交えて学びます。さらに、それぞれの学校で起こりうる 林信太郎（教育文化学部教授）
災害と防災対応についてグループワークを行います。講義
の内容は小学校6年理科の土地の変化の授業や中学校1
年理科の火山や地震の単元ですぐに授業で使えます。

秋田県秋田市

6時間 平成26年8月31日

秋田大学

最新の科学技術とエネルギーが小中高の理科の学習内容
とされている。これらの例として、中高の教科書には、医療
や産業における放射線の利用が取り上げられている。本講
科学技術の進歩とエネルギー－
習では、放射線についてその基礎から応用について学び、
医療と産業での放射線利用技術
岩田吉弘（教育文化学部教授）
理解を深めることを目標とする。研修項目、１.放射線の物
－
理・化学的性質 ２.身の回りの放射線 ３.放射線の人体へ
の影響 ４.工業、農業での放射線の利用 ５.医療における
放射線の利用

秋田県横手市

6時間 平成26年9月6日

教諭

小学校、中学校
（理科・技術）、高
校（理科・工業）

8,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年8月9日

平261001254421号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

最新の科学技術とエネルギーが小中高の理科の学習内容
とされている。これらの例として、中高の教科書には、原子
力発電や放射性廃棄物などが取り上げられている。本講習
科学技術の進歩とエネルギー－ では、原子力エネルギーの利用についてその基礎から応用
岩田吉弘（教育文化学部教授）
原子力エネルギーの利用－
について学び、理解を深めることを目標とする。研修項目、
１.臨界現象と原子力炉 ２.原子力発電のしくみ ３.核燃料と
再処理 ４.プルトニウム利用と高速増殖炉 ５.放射性廃棄
物の処理処分

秋田県横手市

6時間 平成26年9月7日

教諭

小学校、中学校
（理科・技術）、高
校（理科・工業）

8,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年8月10日

平261001254422号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

学校給食の教育的意義や現状及び課題を踏まえ、食育や
地産地消の視点を家庭科教育と関連づけて考察する。ま
学校給食における地産地消と地 た、地域の食文化の特徴や現状を把握し、郷土食を給食メ
佐々木信子（教育文化学部准教授）
域の食文化
ニューに導入する際の工夫点を検討するとともに、地域の
特産品や食文化を導入する際の課題や今後の方向性を検
討する。

秋田県秋田市

6時間 平成26年9月7日

6,000円

5人

平成26年5月7日～
平成26年8月10日

平261001254423号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

美術教育における題材体験（立
体）

立体造形における発想方法の一つとして「見立ての造形」と
いうものがある。この講習では、海辺や河原などに転がって
いる石の中からこれはというものを探し出し、その石を何ら
かの動物がある動作をしている姿に見立てる。そしてもっと 笠原幸生（教育文化学部教授）
それらしく見えるように目や耳、足、毛並みなどを、鉛筆で補
助線を引いた上で水彩絵の具、マーカーペンなどを用いて
ペイントし、立体作品として仕上げていく。

秋田県秋田市

6時間

地域づくりワークショップ

地域づくりに関する講義とワークショップをおこなう。具体的
には、秋田県下で展開している地域づくり活動、地域資源活
用と住民との関与について解説するとともに、児童・生徒の
地域社会への寄与の可能性について議論する。また、講義
会場近くの農村現場（八郎潟町予定）において合意形成手 荒樋豊（秋田県立大学生物資源科学部教授）
法としてワークショップを体験実施し、その習得を目指す。
本講習は、中・高学校における総合学習、幼稚園・小学校・
特別支援学校における地域社会とのふれあい学習などで
の活用に寄与することを目的とする。

秋田県大潟
村、八郎潟町

秋田大学

秋田大学

平成26年9月13日～
平成26年9月14日

平成26年9月13日～
12時間
平成26年9月14日
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栄養教諭 栄養教諭

教諭

小学校、中学校
（美術）、高校（美
術）

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年8月16日

平261001254424号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
15,500円
中学校全教科、
高校全教科

20人

平成26年5月7日～
平成26年8月16日

平261001254425号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

平成２６年度（第３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9月20日

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校全教科、
高校全教科

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年8月23日

平261001254426号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6時間 平成26年9月20日

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
教諭
中学校全教科、
養護教諭
高校全教科、養
栄養教諭
護教諭、栄養教
諭

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年8月23日

平261001254427号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
教諭
中学校全教科、
養護教諭
高校全教科、養
栄養教諭
護教諭、栄養教
諭

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年11月15日

平261001254428号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年8月23日

平261001254429号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

平成26年9月20日～
平成26年9月21日

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
教諭
中学校全教科、
養護教諭
12,000円
高校全教科、養
栄養教諭
護教諭、栄養教
諭

40人

平成26年5月7日～
平成26年8月23日

平261001254430号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

平成26年11月8日～
平成26年11月9日

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
教諭
中学校全教科、
養護教諭
12,000円
高校全教科、養
栄養教諭
護教諭、栄養教
諭

40人

平成26年5月7日～
平成26年10月11日

平261001254431号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年8月30日

平261001254432号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田大学

学校現場に入り込んでくる疑似科学を見抜く力を身につけ
ることは、教員として大切なことです。また子供たちだけでな
く保護者との円滑なコミュニケーションを行う力を養うことも
サイエンスコミュニケーションと学 重要です。本講習では近年注目されているサイエンスコミュ
上田晴彦（教育文化学部教授）
校教育
ニケーションについて、その理論と実践を学びます。特に理
論を知ることで科学リテラシーを高め、実践を通してコミュニ
ケーション力を鍛えるきっかけとなるような講習にしたいと考
えています。

秋田大学

学校づくりと教職員の課題

主に学校経営に関わって、教育行政機関との関係、学校内
の教職員間の関係、児童・生徒や親・保護者、地域住民と
の関係について、権利・義務関係など、法的、制度的、政策
的な問題点を整理し、今後のあるべき姿、取り組むべき方 佐藤修司（教育文化学部教授）
策などを検討する。政策上、理論上の課題について概説し
た後、受講者の勤務する学校での事例を取り上げ、受講者
全員との議論を通じて、解決の道を模索する。

学校づくりと教職員の課題

主に学校経営に関わって、教育行政機関との関係、学校内
の教職員間の関係、児童・生徒や親・保護者、地域住民と
の関係について、権利・義務関係など、法的、制度的、政策
的な問題点を整理し、今後のあるべき姿、取り組むべき方 佐藤修司（教育文化学部教授）
策などを検討する。政策上、理論上の課題について概説し
た後、受講者の勤務する学校での事例を取り上げ、受講者
全員との議論を通じて、解決の道を模索する。

秋田県秋田市

6時間 平成26年12月13日

柔道の指導法

柔道の指導法について、実技実習を行なう。技能、体力、運
動意欲を向上させるうえで効果的な指導法について学習す
る。内容は、基本動作や対人的技能についての段階的な指
三戸範之（教育文化学部教授）
導法、体ほぐしの運動の趣旨を生かした指導法などである。
また、柔道における「伝統的な行動の仕方」の指導のあり方
について考察する。

秋田県秋田市

6時間 平成26年9月20日

学校文化と教師

教師は学校という組織の一員として教育活動を行うが、一
方で、自らの教育的行為や学校文化を相対化し、批判的・
自省的視点をもって、自己や組織のより望ましい在り方を考
井門正美（教育文化学部教授）
え、実践しなければならない。本講義では、教育学、社会
和泉浩（教育文化学部准教授）
学、法学等の学問から、教師や学校の自省的な在り方を探
求する。特に、学校におけるいじめや体罰問題について考
察を行う。

学校文化と教師

教師は学校という組織の一員として教育活動を行うが、一
方で、自らの教育的行為や学校文化を相対化し、批判的・
自省的視点をもって、自己や組織のより望ましい在り方を考
井門正美（教育文化学部教授）
え、実践しなければならない。本講義では、教育学、社会
和泉浩（教育文化学部准教授）
学、法学等の学問から、教師や学校の自省的な在り方を探
求する。特に、学校におけるいじめや体罰問題について考
察を行う。

秋田大学

物理学実験

本講習では次の4種類の実験課題を実施する。受講者はこ
れらの中から1つの課題を履修する。
１．力学：重力加速度の測定，力学的エネルギー保存の法
則の検証
２．材料物性：ヤング率の測定，線膨張係数の測定
３．光・波動：回折パターンによる波長測定，空気の屈折率
測定 他
４．原子物理：水素原子のスペクトル測定，フランクヘルツの
実験

秋田大学

（１） Sacks (1985), Sperber & Wilson (1989/1995), Frith
(1989/2003), Baron-Cohen (1995)，Huddleston and
Pullum(2005)等を原文（英語）で読む。
（２） 上記の失語症者、（高機能）自閉症者、聴覚障害者、
言語・コミュニケーション研究と英
視覚障害者・英文法等の「言語及びコミュニケーション」に関 星宏人（教育文化学部教授）
語教育
する重要文献に基づき、様々な観点から言語（英語）及びコ
ミュニケーションの特質を講義する。
（３） 「言語及びコミュニケーション」の重要特質の英語教育
への含意を考察し、応用を検討する。

秋田大学

保健体育科教育学概論－体育
の授業をつくる・ふりかえる－

体育の目標や学習内容を確認し、各運動領域の特性を習
得するための教材づくり、単元計画の立案の留意点を学
松本奈緒（教育文化学部准教授）
ぶ。また、授業をふりかえるための授業研究の方法や評価
項目についても検討を行う。

地域生活とスポーツ

ライフステージに応じたスポーツ活動の推進や住民が主体
的に参画する地域のスポーツ環境の整備は、今日のスポー
ツ政策における重要な課題となっている。本講習では、現代
伊藤恵造（教育文化学部准教授）
社会において営まれる人びとの地域生活を基点として、これ
らの政策課題に関連した取り組みの実態とその問題性につ
いての理解を深める。

秋田県秋田市

公民教育の方法（中等教育）

本講義では、座学、暗記等に陥りがちな中学の公民的分野
や高等学校の公民科（現代社会、政治経済、倫理）につい
て役割体験学習論に基づく授業改革についての提案を行 井門正美（教育文化学部教授）
う。役割体験学習論の理論を紹介すると共に、具体的な公
民教育の授業実践事例を紹介する。

秋田県秋田市

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

秋田大学

笹森崇行（秋田県立大学システム科学技術学
部准教授）
松下慎也（秋田県立大学システム科学技術学
部准教授）
片岡康浩（秋田県立大学システム科学技術学
部助教）
小宮山崇夫（秋田県立大学システム科学技術
学部助教）
寺田裕樹（秋田県立大学システム科学技術学
部助教）

秋田県秋田市

秋田県秋田市

秋田県秋田市

秋田県秋田市

12時間

12時間

教諭

教諭

中学校（保健体
育）、高校（保健
体育）

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

秋田県由利本
荘市

6時間 平成26年9月27日

教諭

中学校（数学・理
科・技術）、高校
（数学・理科・工
業）

秋田県秋田市

6時間 平成26年9月28日

教諭

小学校、中学校
（英語）、高校（英
語）

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年8月31日

平261001254433号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

秋田県秋田市

6時間 平成26年9月28日

教諭

小学校、中学校
（保健体育）、高
校（保健体育）

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年8月31日

平261001254434号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6時間 平成26年10月4日

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（保健体
育）、
高校（保健体育）

6,000円

40人

平成26年5月7日～
平成26年9月6日

平261001254435号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6時間 平成26年10月4日

教諭

小学校、中学校
（社会）、高校（地
歴・公民）

6,500円

40人

平成26年5月7日～
平成26年9月6日

平261001254436号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/
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平成２６年度（第３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

秋田大学

現在の教育現場は、生物分野の教材研究を行う際に時間
的・技術的・設備的制約が多く、十分な教材研究が行われ
ているとは言えない状況にある。特に小学校教育の現場で
は、理科の実験を不得意とする教員が少なからず存在す
生物分野の実験教材を体得する
石井照久（教育文化学部准教授）
る。そこで本講座では、小・中・高の教育現場における生物
分野の教材を受講者に実際に体得してもらう。具体的に
は、顕微鏡を用いた教材作り・解剖教材作り・デジタル教材
作りなどを体得してもらう。

秋田大学

色彩デザイン・色彩構成の基礎

「色彩」は、「かたち」や「素材」と並んで、デザイン・造形表現
を行う上で最も基礎的な要素として位置づけられます。した
がってその運用手法の習得は、美術教育や造形表現活動
に携わる上で不可欠といえます。このような観点から本講義
では、デザイン・造形表現における基礎的な色彩の扱い方 石井宏一（教育文化学部准教授）
の習得を目的に、
（１）「色彩理論」・「色彩システム」の考え方のポイント
（２）それに基づく具体的な「配色方法」
の２点から、実習を交えながら扱っていきます。

秋田大学

現代社会における学校・教育と
不平等・格差

教育と学校における階層の「再生産」や不平等、また社会に
おける不平等に関する社会学や政治学、経済学、哲学など
の文献を読みながら、現代社会の特性と、そのなかでの学
校と教育、階層、不平等、格差の問題について考えていき 和泉浩（教育文化学部准教授）
ます。教育での不平等の問題に限定せず、平等とはどのよ
うなことなのか、という問題について、さまざまな考え方を知
ることをこの講習の目標にします。

秋田大学

講義（植物栄養学の概論・植物における窒素栄養につい
て・化学分析（吸光度の測定）に関して）、実験（予め準備し
化学分析を用いた土壌中に含ま
中村進一（秋田県立大学生物資源科学部准教
た土壌（窒素栄養条件を変えたもの）から、無機態窒素を抽
秋田県秋田市
れる植物養分の測定
授）
出し、抽出液の吸光度の測定結果から土壌中に含まれる無
機態窒素量を計算する）。

秋田大学

食とは生き物をありがたくいただくことである。食材を敬う
「食育」を実践できるような教員の資質向上を目指し「食」を
生物学の視点から解説する。なぜ食う食われるが成立する
食・食育を生物学から考える－自 のか・消化や生きるとはどういうことなのかを、生き物の起
石井照久（教育文化学部准教授）
ら食材を解剖・観察する－
源、細胞の組成、栄養素および遺伝現象について学ぶとと
もに、実際に受講者自身で生き物の解剖と観察を行うことに
より理解する。食物アレルギー問題、遺伝子組換え作物の
安全性、地産地消等も扱う。

秋田県秋田市

12時間

平成26年11月1日～
平成26年11月2日

秋田大学

本講習の目的は、担任するクラスでの調査データに基づい
て児童・生徒の自尊感情について考えることである。講習で
はまず、自尊感情に関する基本知識と自尊感情調査票作
成上の基礎を学び、その後調査票をもって担任クラスの自
秋田の児童・生徒の自尊感情を
渡部諭（秋田県立大学総合科学教育研究セン
尊感情調査を行う。更に、調査データに基づいて自尊感情
調べよう
ター教授）
の相違の原因について、学校カウンセラー同席のもとに議
論し、受講教員間で共有できた自尊感情を高めるための知
見を学校現場に持ち帰り、担任クラスの自尊感情向上のた
めに寄与する。

秋田県秋田市

12時間

平成26年11月1日、
平成26年11月30日

総合的な学習の時間を充実させるために、地域の伝統的な
食文化や史跡などの教材化を通して、授業力の向上を図
る。当日は、秋田内陸縦貫鉄道とその沿線地域から課題を 濱田純（秋田大学地域創生センター准教授）
設定し、課題解決のためのフィールドワーク及び教材開発
に関する講義・試験が主な内容となる。

秋田県秋田市

6時間 平成26年10月11日

秋田県秋田市

平成26年10月11日、
18時間 平成26年10月12日、
平成26年10月13日

秋田県仙北
市、北秋田市

地域の教材開発「食と文化」

秋田大学

学校、家庭、地域の連携協力による子どもの教育、学習支
援が目指すものは何か、その具体的な取組みはどのように
行われているか、その課題は何か、それぞれが配慮すべき
原義彦（教育文化学部准教授）
学校、家庭、地域の連携協力の ことは何かについて考える。
佐々木伸一（秋田県教育庁中央教育事務所主 秋田県秋田市
実践と分析
具体的には、秋田県内の学校支援地域本部事業、放課後
任社会教育主事）
子ども教室、コミュニティスクール、健康・安全教育、PTA活
動、校外指導等の実践をいくつか取り上げて分析、検討す
る。

秋田大学

ことばの仕組みを考える

学習指導要領の重点である思考力・判断力・表現力等を育
む「言語活動の充実」について，文部科学省教科調査官に
秋田県教育委員 思考力・判断力・表現力等を育む よる講演，授業づくりや環境整備に関する講義・演習，相互
会
言語活動の充実
の実践交流等を通して研修する。平成２６年度は特に言語
活動の評価を重点として取り上げ，実践的指導力の向上を
目指す。

平成26年10月4日～
平成26年10月5日

秋田県秋田市

秋田大学

本講習では、母語話者が生得的に無意識に内在している
「ことばの仕組み」を意識下に昇らせ、その体系を明らかに
することを目的とする。普遍文法（生成文法）と呼ばれる言
語理論に基づき、個別言語間（英語や日本語、或は、他の
言語）に共通に観察される人間言語の本質的特性を探求す 上田由紀子（教育文化学部教授）
ることを試みる。これまで、違いに目を向けることの多かった
外国語教育において、人間言語の本質的な共通部分を垣
間みることは、第２言語習得としての教授法や学生の外国
語への意識に新たな視点をもたらすはずである。

12時間

秋田県秋田市

西辻 正副（文部科学省初等中等教育局視学
官，国立教育政策研究所教育課程調査官）
伊藤 暢（秋田県総合教育センター主任指導主
秋田県潟上市
事）
熊谷 禎子（秋田県総合教育センター指導主
事）

6時間 平成26年10月25日

6時間 平成26年11月15日

6時間 平成26年12月6日

6時間 平成26年12月13日

6時間 平成26年9月11日

36 / 288 ページ

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
（理科・技術）、高
校（理科・情報・
12,000円
農業・工業・水
産）

24人

平成26年5月7日～
平成26年9月6日

平261001254437号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

教諭

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
中学校（美術）、
高校（美術）

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年9月13日

平261001254438号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
教諭
中学校全教科、 18,000円
養護教諭
高校全教科、養
護教諭

20人

平成26年5月7日～
平成26年9月13日

平261001254439号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年9月27日

平261001254440号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

小学校、中学校
（理科・技術）、高
教諭
校（理科・情報・
12,000円
栄養教諭
農業・工業・水
産）、栄養教諭

24人

平成26年5月7日～
平成26年10月4日

平261001254441号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

教諭

小学校、中学校
全教科、高校全
教科

12,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年10月4日

平261001254442号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

教諭

小学校、特別支
援学校、中学校
全教科、高校全
教科

6,400円

30人

平成26年5月7日～
平成26年10月18日

平261001254443号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年11月8日

平261001254444号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

6,000円

15人

平成26年5月7日～
平成26年11月15日

平261001254445号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.
akita-u.ac.jp/

0円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月2日

平265000555204号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

教諭

高校（理科・農
業）

幼稚園、小学校、
特別支援学校、
教諭
中学校全教科、
養護教諭
高校全教科、養
栄養教諭
護教諭、栄養教
諭

教諭

中学校（英語）、
高校（英語）

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭
※推薦による専
門研修講座であ
るため一般募集
はしません。

平成２６年度（第３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

学習指導要領生活科のポイントを押さえながら，気付きの
質を高めるための指導や幼小連携の在り方などについて講
義・協議を通して理解を深める。また、小学校教諭，幼稚園
教諭，それぞれに受講する場を設け，生活科という窓口を
通して，発達の段階に即した指導に反映させることができる
ようにする。

宮野 真知子（秋田県総合教育センター主任指
導主事）
秋田県潟上市
小玉 和彦（秋田県総合教育センター指導主
事）

音楽の学習指導要領において，全ての活動と関連を図るよ
う示された〔共通事項〕が，授業の中で果たす役割について
秋田県教育委員 音楽のよさや美しさを実感する創 理解を深めるとともに、感じ取ったことをもとに思考，判断し
会
作の授業
表現する，これからの創作分野の指導の在り方や学習指導
要領の趣旨を生かした評価の在り方について具体的な事例
を基に研修する。

小松 徹（秋田県総合教育センター主任指導主
事）
秋田県潟上市
宮野 真知子（秋田県総合教育センター主任指
導主事）

秋田県教育委員 子どもと創る生活科授業の在り
会
方

秋田県教育委員
図画工作科の授業改善
会

小学校の教員を対象とし，図画工作科で身に付けさせる資
質や能力を踏まえた具体的な事例を基に，実践的な研修を 大野 一紀（秋田県総合教育センター指導主
行う。実技を伴う各種演習の中で，普段の授業での悩みに 事）
ついて改善の具体策を確認する。また，鑑賞の授業や美術 堀川 修（秋田県総合教育センター指導主事）
館連携についての理解を深める。

校種間を貫く視点から中学校と高等学校の教員を対象と
し，美術で身に付けさせる資質や能力を踏まえた具体的な
秋田県教育委員 育成する資質や能力から考える
大野 一紀（秋田県総合教育センター指導主
事例を基に，実践的な研修を行う。「秋田の行事」を活用し
会
美術の授業
事）
た鑑賞の題材を開発する演習を通して，鑑賞の授業や美術
館連携についての理解を深める。

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

平成26年4月16日～
平成26年5月2日

平265000555205号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

教諭

中学校教諭（音
楽）
※推薦による専
門研修講座であ
るため一般募集
はしません。

0円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月2日

平265000555206号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

0円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月2日

平265000555207号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

0円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月2日

平265000555208号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

0円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月2日

平265000555209号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

0円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月2日

平265000555210号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

0円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月2日

平265000555211号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

0円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月2日

平265000555212号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

教諭

小学校・中学校
教諭
※推薦による専
門研修講座であ
るため一般募集
はしません。

0円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月2日

平265000555213号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

6時間 平成26年10月24日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭
※推薦による専
門研修講座であ
るため一般募集
はしません。

0円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月2日

平265000555214号

018-873-7202

http://www.akitac.ed.jp

平成26年8月4日～
平成26年8月6日

教諭

中学校教諭（国
語），高等学校教 18,000円
諭（国語）

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355006号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

教諭

中学校教諭（社
会） ，高等学校
教諭（地理歴史）

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355007号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

6時間 平成26年9月3日

教諭

秋田県潟上市

6時間 平成26年9月3日

教諭

秋田県潟上市

6時間 平成26年7月10日

教諭

秋田県教育委員 社会の変化に対応した技術・家
会
庭科の授業

中学校技術・家庭科に関わる学習指導要領の内容を踏ま
え，教科目標，内容構成，内容の取扱い上のポイント等に
ついて講義・演習・協議を通して理解し，題材の評価計画や
評価の実際などについて，持参資料を基にした協議により
実践的な研修を行う。

佐々木泰宏（秋田県総合教育センター指導主
事）
長門 里香（秋田県総合教育センター指導主
事）
浅沼 和子（秋田県総合教育センター指導主
事）

秋田県潟上市

6時間 平成26年7月8日

教諭

秋田県教育委員 高等学校英語科の授業スキル
会
アップ

高等学校英語科の授業において，学習指導要領の趣旨に
沿う，コミュニケーション能力を高めるための習得と活用の
金 敬子（秋田県総合教育センター指導主事）
ある授業の在り方について実践的に研修を行う。優れた授
黒澤 望（秋田県総合教育センター指導主事）
業実践をしている教員に指導法を示してもらい，授業で使え
る新しい指導スキルを身に付けることをねらいとする。

秋田県潟上市

6時間 平成26年9月3日

教諭

秋田県潟上市

6時間 平成26年11月19日

教諭

秋田県教育委員
魅力ある特別活動を目指して
会

秋田県教育委員
生徒指導総合研修講座
会

不登校・いじめ等の生徒指導上の諸問題に対応するリー
ダーとして，児童生徒への個別の対応と学級や学校におけ
る集団づくりの視点を中心として，必要な理論及び学校とし
ての取り組み方等について研修を行う。また，危機管理に
ついて大学の准教授を講師として依頼し，自校の危機管理
の在り方と対応について研修を行う。

山形大学

国語教材の研究

第一日目は、文章論や談話分析の研究成果をもとに、現代
の論説的な文章の読解や作文の技術について講義する。
渡辺 文生（人文学部教授）
第二日目は、国語科教育の中の文学教材の位置づけにつ
森岡 卓司(人文学部准教授）
いて概観したのち、近代詩及び批評文の具体例を示し、そ
福山 泰男（人文学部教授）
の解釈・鑑賞の方法について講義する。第三日目は、よく知
られた漢文作品を取り上げ、訓読・解釈上の諸問題やその
現代的意義について講義する。

山形県山形市

イギリス産業革命と農業革命

現在の社会が形成される上で，イギリスにおける産業革命
の果たした役割は無視し得ない。地球温暖化一つをとって
も，その原因となる自然エネルギーから化石燃料への転換
が図られたのが産業革命であり，それに伴う人口構造の変
國方 敬司（人文学部教授）
化を支えたのが農業革命であったことなどを考察する。産業
革命と農業革命については，世界史の基本的な歴史事象と
して，中学校教諭（社会）・ 高等学校教諭（地歴）ともに学ん
でほしい。

山形県山形市

山形大学

渡部 剛（秋田県総合教育センター指導主事）
小林 正人（秋田県総合教育センター指導主
事）
北島 正人（秋田大学教育文化学部准教授）

秋田県潟上市

ＵＲＬ

10人

6時間 平成26年6月3日

長田 徹（文部科学省初等中等教育局教育課
程課教科調査官）
藤田 卓也（秋田県総合教育センター主任指導
秋田県潟上市
主事）
稲川 一男（秋田県総合教育センター指導主
事）

電話番号

0円

秋田県潟上市

学習指導要領の趣旨に基づき，特別活動の基本的な性格
や教育的意義を踏まえて，自発的・自治的な学級活動や児
童会・生徒会活動，学校行事の在り方について，問題点を
整理して今後のあるべき姿や取り組むべき方策などを検討
する。更に，実践発表に基づいて受講者全員で協議を行
い，各学校及び学級の取組について，更なる改善を目指
す。

認定番号

教諭

6時間 平成26年5月15日

保健体育科における質の高い授業を目指した学習指導法
について研修を行う。「学習指導要領とこれからの保健体育 寺田 潤（秋田県総合教育センター指導主事）
科教育」ということで，学習指導要領の正しい理解，指導と 渡部 剛（秋田県総合教育センター指導主事）
評価の一体化による授業改善の内容で構成する。

柴田 茂明（秋田県総合教育センター指導主
事）
小野 耕右（秋田県総合教育センター指導主
事）

受講者募集期間

小学校・幼稚園
教諭
※推薦による専
門研修講座であ
るため一般募集
はしません。

秋田県教育委員 高等学校保健体育科授業の充
会
実

道徳教育推進教師（道徳主任）を対象とする。校長の方針
秋田県教育委員 小・中学校道徳教育推進教師研 のもと，全教師が参画，分担，協力して行う道徳教育の組織
会
修講座
的な推進及び道徳の時間の授業改善等について，講義・演
習・協議を行い，実践的な指導力の資質向上を目指す。

受講料 受講人数

6時間 平成26年7月16日

18時間

6時間 平成26年8月4日

37 / 288 ページ

小学校教諭
※推薦による専
門研修講座であ
るため一般募集
はしません。
中学校・高等学
校教諭（美術）
※推薦による専
門研修講座であ
るため一般募集
はしません。
高等学校教諭
（保健体育）
※推薦による専
門研修であるた
め一般募集はし
ません。
中学校教諭（技
術・家庭）
※推薦による専
門研修講座であ
るため一般募集
はしません。
高等学校教諭
（英語）
※推薦による専
門研修講座であ
るため一般募集
はしません。
小学校・中学校
教諭（道徳教育
推進教師）
※推薦による専
門研修講座であ
るため一般募集
はしません。

6,000円

平成２６年度（第３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

日本仏教史再考

近年、日本仏教史は、大いなる変容を遂げています。そこ
で、『お坊さんの日本史』という教科書を使いながら、古代か
ら近世までの仏教史について講義します。とくに、鎌倉新仏
松尾 剛次（人文学部教授）
教については、鎌倉新仏教の代表とされる親鸞と、従来は
旧仏教者として日陰者扱いされてきた叡尊・忍性を中心に
講ずる。

山形県山形市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校教諭（社
会），高等学校教
諭（地理歴史）

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355008号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

東アジアからみた世界史

世界史は、さまざまな文化圏や地域の歴史を扱っている。
現在でも、近代社会を創出した欧米中心の視点から語られ
ることの多い世界史の展開を、私たちが暮らしている東アジ
新宮 学（人文学部教授）
アの視点からあらためて考える。とくに近代社会の成立に
先立つ近世段階における世界史の形成とその展開につい
て学ぶ。

山形県山形市

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（地理歴史）

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355009号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

企業会計における「資産」勘定の認識・測定（例えば、取得
原価基準、時価基準、最近では公正価値など）問題は古く
て新しい会計の基本問題である。本講習では、企業会計は
企業会計－資産の測定と評価－ 会計測定者の複式思考に貫徹された「資金の流れに関する 洪 慈乙（人文学部教授）
情報システム」であるという基本立場をとりながら、この問題
の歴史・理論を手掛かりとして、会計制度の在り方について
考えることを目標とする。

山形県山形市

6時間 平成26年8月5日

教諭

高等学校教諭
（公民）

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355010号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形県山形市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校教諭（英
語），高等学校教
諭（英語）

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355011号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

派生語はそのもととなる語から音・意味・統語特性を引き継
ぎますが、自他同形の動詞から派生した名詞(growthなど)
が他動詞に対応する意味を持たないことや、動詞由来の名
詞が副詞の修飾を受けることなど、派生語特有の文法パ
富澤 直人（人文学部教授）
ターンがあります。いわゆる名詞構文のみならず、形容詞や
副詞なども含めたいろいろな種類の派生語の文法特性を、
意味や統語・語源の角度から考察し、その理解を深めま
す。

山形大学

英文法の再考察―派生語の文
法を中心にして―

山形大学

近年ますます注目されているライティング・スキル（自分の
伝えたいことをまとまりのある英文パラグラフやエッセイの
形で表現する力）を取り上げる本講習では、①優れたライ
優れたライティングとは何か？そ ティング（自分の考えを効率よくかつ効果的に読み手に伝え
小泉 有紀子（人文学部准教授）
の指導を考える
られるライティング）とはどういうものかについて、講師の米
国での指導経験などを基に概観・実践し、また②それをどう
教室での活動・指導に取り入れることができるかを、参加者
全員で考えていきたい。

山形県山形市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校教諭（英
語），高等学校教
諭（英語）

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355012号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

実用的な英語教育を推進する動きのなかで、英語の学習開
始年齢を引き下げる、あるいは、授業を英語だけで行うと
いった試みがなされています。しかし現状では、そうした試
実用的な英語教育の現状と課題 みは必ずしも有効に機能してはいないように思われます。 佐藤 清人（人文学部教授）
実用的な英語力を高めるためには、どのような指導方法が
有効なのでしょうか。本講習では、そうした問題を考えてみ
たいと思います。

山形県山形市

6時間 平成26年8月4日

教諭

中学校教諭（英
語），高等学校教
諭（英語）

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355013号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形県山形市

6時間 平成26年8月1日

教諭

中学校教諭（国
語）

6,000円

15人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355014号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形県山形市

6時間 平成26年8月1日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355015号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

国語科の授業構想

小学校学習指導要領，中学校学習指導要領（平成20年告
示）の国語科の改善の趣旨を踏まえた，国語科の授業づく
りの基本的な考え方について学習する。実際の教材を用い 三浦 登志一（大学院教育実践研究科教授）
た演習を取り入れながら，指導事項と言語活動を組み合わ
せて単元を構想する。

山形県山形市

6時間 平成26年8月3日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭（国語）

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355016号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

国語表現力を育てる

学習指導要領では、論理的な思考力や表現力の育成が重
要課題となっている。主体的に考える力や適切に表現する
力を育成するためには、学習者の独自な感性や内的言語
活動に応じた的確な支援が必要である。本講義では、表現 小川 雅子（地域教育文化学部教授）
力の源泉は個々の学習者の独自な内的言語活動であると
位置づけて、認知心理学の知見も援用しながら、国語表現
力を育てる観点と方法について学ぶ。

山形県山形市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭(国語)

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355017号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

小学校・中学校の国語教育の基盤となる言語知識、すなわ
ち日本語の文法、語彙、音声・音韻、文字・書記などを、教
国語教育の基盤となる言語の知 育上の留意点などを含めてとりあげる。特に文法に関して
須賀 一好（地域教育文化学部教授）
識
は、小学校国語科における指導事項と中学校国語科にお
けるそれとの違いや、国語教育に必要な日本語文法に関す
る知識・考え方などを述べる。

山形県山形市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭（国語）

6,000円

平成26年5月12日～
30人
平成26年5月23日

平261001355018号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

以下の目的に関して、教材開発のための基礎の再確認を
行い、授業に役立てるための能力を向上させる。
１ 小学校・中学校において、文学教材（児童文学）として取
文学教材再入門 －作品の背後
り上げられることの多い宮沢賢治の、作品を支えている世 名子 喜久雄（地域教育文化学部教授）
にあるもの－
界を理解する。
２ 古典の世界の背景や、有名古典（竹取物語・枕草子な
ど）の読解のあり方を考える。

山形県山形市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭(国語)

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355019号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

最先端の語源研究を提示し、国語の語源に関する正確な知
識が身につくように講義を行う。その上で、教育へどのよう
に応用するかを考察する。中学校国語科における語源の指 園田 博文（地域教育文化学部准教授）
導を考えるため、主な受講対象者は中学校教諭（国語科）と
する。

山形大学

国語科における語源の指導

山形大学

小学校国語科の漢字・漢文教材 小学校における漢字指導と漢文分野教材の取り扱いに関
三上 英司（地域教育文化学部教授）
指導方法
する理論と方法とを授業実践例をもとに説明して行きます。

山形大学
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開設者名

山形大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

ワークショップ型授業は、活動＋ふり返りを基本構造とす
る「活動中心の授業」である。この授業システムは、「活用」
の学習を生み出す有力な手立ての1つである。なぜなら、学
ワークショップ型の社会科授業づ 習者が試行錯誤する活動（思考）空間を設け、活動後に必
江間 史明（大学院教育実践研究科教授）
くり
ず「ふり返り」を書いて自分の言葉で思考を表現することを
重視するからである。本講座では、従来の発問中心の授業
とは異なる、活動を通して学力を培う授業のあり方を学ぶ。
受講者の授業レパートリーを拡充することを目的としたい。
授業の目標は、市場のメリット、市場の失敗、市場の失敗
に対する対策など、ミクロ経済学の基本を習得することであ
る。
ミクロ経済学は、個別の家計や企業がどのように行うか、
窪田 康平（地域教育文化学部講師）
それらが市場でどのように相互作用しあうのかを考察する
分野である。
ミクロ経済学の知識を用いて身近な出来事や経済政策を
説明できるようになることを目指す。

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

山形県山形市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭（社会）

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355020号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形県山形市

6時間 平成26年8月1日

教諭

中学校教諭(社
会)，高等学校教
諭(公民)

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355021号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

ミクロ経済学入門

山形大学

自己と他者の問題について、西洋哲学および西洋倫理思想
の文脈から考察する。自己認識の問題および他者認識の
自己と他者（哲学・倫理学的アプ 問題を出発点として、自己と他者の承認関係や共同体にお
松本 大理(地域教育文化学部講師)
ローチ）
ける相互関係について、哲学的に考察を深める。教えること
の難しい人間世界や倫理の問題に関して、反省的な考察の
深め方を学ぶ。ディスカッションにも重きを置く。

山形県山形市

6時間 平成26年8月11日

教諭

中学校教諭(社
会)，高等学校教
諭（公民）

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355022号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

地域を読む切り口としての食

地理の学習目標である「地域の特徴を知る」ための切り口と
して，ヒマラヤから日本に至る地域の栽培植物や食べ物を
八木 浩司(地域教育文化学部教授)
取り上げる。そして，それらからアジアの基層文化の地域性
について紹介する。

山形県山形市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭（社会）

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355023号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

思考力を育てられるような日本史の授業のあり方について
考える。例として、史料の分析や古文書の読解などを取り上
思考力を育てる社会科の授業の
げ、そこから見えてくる歴史叙述の背後を検討しながら、そ 落合 義明（東海大学文学部非常勤講師）
あり方（歴史分野）
れを知る力について考えていく。場合によってはディスカッ
ションやグループワークなども行う。

山形県山形市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭(社会)

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355024号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

算数の教材開発

本講習では，算数科の授業づくりを念頭に具体的な教材開
発について演習を含みながら講義する。算数科指導に係わ
大澤 弘典（大学院教育実践研究科教授）
る理論と実践を往還し俯瞰しながら，とりわけ算数科におけ
る活用力の育成に焦点をあて本講習を進める。

山形県山形市

6時間 平成26年8月1日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355025号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

子どもの間違いを検討してみると、実はその子なりの理屈
が見えてくることがあります。こんな簡単なことがどうしてで
きない、どうしてわからないかと思っていたことも、学習者の
立場から教材研究をし直してみると、実は結構難しいことを
算数科 学習者の側からの教材
させていたのだと改めて感じることもあります。各種学力調 市川 啓（地域教育文化学部准教授）
研究
査から､こんな問題が意外とできないのだ！と気付くと、指
導の重点が変わってくるかも知れません。本講習では､学習
者の視点から教材を見直すことを通して算数の指導につい
て考える手がかりを得ていきたいと思います。

山形県山形市

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12日～
平成26年5月23日

平261001355026号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形県山形市

6時間 平成26年7月31日

教諭

中学校教諭（数
学），高等学校教
諭（数学）

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355027号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

教諭

中学校教諭（数
学），高等学校教
諭（数学）

6,000円

平成26年5月12日～
20人
平成26年5月23日

平261001355028号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355029号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

情報科学における数学

情報科学の分野では計算や通信の効率性等を論じる上で，
様々な場面で数学に基づく議論が必要になる．我々は普段
何気なく「○○について多くの情報を得た」といったことを話
題にするが，では「情報の量」というのは何を物差しとして量 中西 正樹（地域教育文化学部准教授）
ればよいのだろうか？本講習ではこのような問いに対して
数学的にどのようにアプローチすればよいかを含め，情報
を数学的に扱うための枠組みについて解説する．

線形計画法の基礎

数理最適化学の要である、線形計画法の基礎理論を学ぶ。
単体法のアルゴリズムの理解などのテーマを中心に、線形
計画法の双対定理の紹介なども交え、講義の後半では、エ 佐久間雅（地域教育文化学部准教授）
クセルを使って簡単な線形計画問題を解かせるなどの実習
も行う。

山形大学

現代数学入門

現代数学への入門を講義します。代数、解析、幾何など
様々な領域から色々なトピックスを選んでお話しする予定で
す。内容は決して易しくないと思いますが重要な考え方、見
方を少しでも理解してもらえるよう丁寧に説明したいと考え
皆川 宏之（地域教育文化学部教授）
ています。すぐに役立つテクニックやノウハウに関する話は
一切行いません。どのような場面でも変化し対応できるよう
自分を鍛え磨き上げる場として数学を受講しに来て下さると
幸いです。

山形県山形市

6時間 平成26年8月11日

教諭

中学校教諭（数
学），高等学校教
諭（数学），（現代
数学に強い興味
のある）小学校教
諭

山形大学

身の回りや自然界に見られる光学現象や暮らしを支える光
学製品を題材として、物理学的な視点や考え方を習得し、
論理的な思考力を育む理科授業
「論理的な思考力」を磨きます。本講習では、演示実験を交 津留俊英(地域教育文化学部准教授)
（物理）
えた講義に加えて教材の作製や基礎的な光学実験を予定
しています。

山形県山形市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭（理科）

6,000円

25人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355030号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

身の回りに見られる化学反応、日用品を使用した化学実験
論理的な思考力を育む理科授業 を取り上げ講義します。演示実験を交えた講義に加えて簡
石井 実（地域教育文化学部教授）
（化学）
単な化学関連の実験・実習を通して化学的な視点や考え方
を習得し、「論理的な思考力」を磨きます。

山形県山形市

6時間 平成26年7月31日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355031号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

山形大学

山形県山形市

6時間 平成26年8月5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

山形大学

生物学に関わる教育現場で、今後具体的に役立つことを学
ぶ。加藤担当の３時間は、光学顕微鏡の操作と観察、レー
ベンフック顕微鏡の製作と観察、簡易型ツルグレン装置（土
加藤 良一（地域教育文化学部教授）
論理的な思考力を育む理科授業 壌中から微細な動物を採取する装置）の紹介などを行う。鈴
鈴木 宏昭（常磐大学人間科学部教育学科助
（生物）
木担当の３時間は、現代理科教育が抱える様々な問題点
教）
や改善すべき点について児童・生徒の理科学力の特徴を中
心に解説する。また、日本と欧米の理科教科書との比較を
通じて最新の理科教材を解説する。

山形県山形市

6時間 平成26年8月3日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭（理科）

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355032号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

小学校理科，中学校理科における指導内容のうち、地学
論理的な思考力を育む理科授業 分野に関する知識・考え方・技能の修得に重点を置いて、
（地学）
実験を交えて体験的に講義を行う。具体的には、岩石，鉱
物からテーマを選んで取り上げる。

山形県山形市

6時間 平成26年7月30日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭(理科)

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355033号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形県山形市

6時間 平成26年8月1日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭（理科）

6,000円

24人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355034号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

大友 幸子（地域教育文化学部教授）

国内外の理科教育の研究動向をもとに，小学校及び中
学校における理科のカリキュラムや学習に関して，基本的
理論に加え，児童生徒の実態や実際の授業での問題点を
あげながら考察する。そして，「確かな学力」の育成を目指し 今村 哲史（大学院教育実践研究科教授）
た小・中学校の理科の学習指導の在り方や具体的方策に
ついて討論する。なお，小学校理科の事例を多く扱うことと
なる。

山形大学

小・中学校における理科学習の
実践的課題と指導の在り方

山形大学

小学校音楽科の授業改善のために〈音遊び〉〈音楽ゲーム〉
音楽嫌いな子どもをつくらないた
を採り上げる。受講者自らが子ども役になって体験し，児童
めの＜音遊び＞と＜音楽ゲーム
佐川 馨(地域教育文化学部准教授）
が楽しみながら音楽の諸能力を高めることができる教材開
＞
発や指導法について探究する。

山形県山形市

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5月12日～
平成26年5月23日

平261001355035号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

音楽科教育における情報機器活用および情報機器を活用
した授業改善の視点から，≪楽譜作成ソフト Print Music≫
楽譜作成ソフトを活用した簡易な を活用して教材を開発する。具体的には,ソフトの基本的な
佐川 馨(地域教育文化学部准教授）
教材開発
操作を学んだ後に、「児童が楽しみながら音楽の諸能力を
高めることができるリズム・アンサンブル」を制作し、グルー
プごとに演奏発表する。

山形県山形市

6時間 平成26年12月19日

教諭

小学校教諭（音
楽免許取得者以
外）

6,000円

15人

平成26年10月1日～
平成26年10月10日

平261001355036号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

音楽科の指導に必要となる「作・編曲法、声楽（独唱）、ピア
ノ（独奏及び教材伴奏法）、指揮法、器楽アンサンブル（リ
コーダーまたはヴァイオリンのどちらかの選択による）」の演
中学校・高等学校の音楽科指導 奏技能及び教材分析能力を高め，中学校・高等学校音楽科
の指導力を総合的に向上させることを目指す。
※終了時の実技試験は，この講習の受講者全員の前で行
う。

教諭

中学校教諭（音
楽），高等学校教
諭（音楽），特別 18,000円
支援学校教諭
（音楽）

18人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355037号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

小学校図画工作教育のあり方について実践的に講習しま
す。特に図工について苦手意識を抱いていたり授業につい
て悩みのある先生方に是非とも参加していただきたいと考
本当の図画工作の授業とは？－ えます。単なる講義形式ではなく簡単な題材に取り組み、実
降籏 孝（地域教育文化学部教授）
苦手をつくらない教育－
際の図工の授業ビデオをも活用しながら授業場面を想定し
て題材の提案の仕方や児童への指導のあり方・評価など実
践的な教員研修のための講習を目指します。対象は、小学
校の学級担任です。

教諭

小学校教諭

6,000円

28人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355038号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

小学校図画工作教育のあり方について実践的に講習しま
す。特に図工について苦手意識を抱いていたり授業につい
て悩みのある先生方に是非とも参加していただきたいと考
本当の図画工作の授業とは？－ えます。単なる講義形式ではなく簡単な題材に取り組み、実
降籏 孝（地域教育文化学部教授）
苦手をつくらない教育－
際の図工の授業ビデオをも活用しながら授業場面を想定し
て題材の提案の仕方や児童への指導のあり方・評価など実
践的な教員研修のための講習を目指します。対象は、小学
校の学級担任です。

平261001355039号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

工作や「ものづくり」に関する学習は、校種により教科（科
目）が分化するため（小学校：図工→中学校：美術，技術→
高等学校：芸術［美術，工芸］）、造形的な創造活動の能力
系統的な題材づくりと材料・用具 を効果的に育むためには、校種間の内容の連続性に配慮
齋藤 学（地域教育文化学部准教授）
－図画工作から美術＆技術へ－ した材料や用具の系統的な学習機会の提供が必要となる。
各教科ごとの学習内容について教科書分析や演習（カッ
ターナイフ等）を通して概観・考察し，系統的な教材開発の
手法について理解を深める。

山形大学

図画工作科・美術科における鑑
賞の指導―みる・きく・はなす―

図画工作科・美術科における鑑賞の指導について、実践
的・体験的に理解することを目的とします。実際の作品を前
にしたディスカッションを通じて、作品について、また作品を
小林 俊介（地域教育文化学部教授）
媒介として自身の思いや考えを表明したり、他者の発言を
受けて建設的に対話を発展させることができるようになるこ
とを目標とします。

山形大学

①小学校学習指導要領（平成20年3月改訂）体育科の主な
改訂点（運動領域及び保健領域）等をはじめ，指導と評価
は一体として行う重要性について理解を深める。
小学校体育科の指導と評価の工
②『体つくり運動』をはじめ、運動の楽しさ・喜びに触れる指
夫
導が求められる『ゲーム・ボール運動』及び安全に配慮した
指導が求められる『水泳』の実技指導力の向上を図る。（実
技を通して実施する。）

松山 元(ピアニスト)
長谷川 勉(地域教育文化学部教授)
河野 芳春(地域教育文化学部教授)
藤野 祐一(地域教育文化学部教授)
佐川 馨(地域教育文化学部准教授）
渡辺 修身(地域教育文化学部准教授）

鈴木 和弘(地域教育文化学部教授)
大神 訓章(地域教育文化学部教授)
渡邉 信晃(山形県立米沢女子短期大学健康
栄養学科准教授）
長井 健二(地域教育文化学部教授)
竹田 隆一(地域教育文化学部教授)
笹瀬 雅史(地域教育文化学部教授)
佐々木 究(地域教育文化学部准教授)
新海 宏成(地域教育文化学部講師)

山形県山形市

山形県山形市

山形県山形市

山形県山形市

山形県山形市

山形県山形市

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8月1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6日

12時間
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平成26年7月19日～
平成26年7月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

平成26年5月12日～
28人
平成26年5月23日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭（美術・
技術），高等学校
教諭（美術・工
芸）

6,000円

28人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355040号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

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

28人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355041号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

教諭

小学校教諭

12,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355042号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

平成２６年度（第３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

山形大学

中学・高校保健体育科の指導と
評価の工夫

①新学習指導要領（中学校・平成20年3月，高校・平成21年
3月改訂）保健体育科の主な改訂点等をはじめ、学校体育
の歴史・生涯スポーツ・生涯健康等について解説する。
②指導と評価は一体として行う重要性について理解させる。
③バイオメカニクス等の理論に基づく指導の在り方を考察
するとともに，指導の充実が求められる「球技」及び『水泳』
について実技指導力の向上を図る。（実技を通して実施す
る。）

鈴木 和弘(地域教育文化学部教授)
大神 訓章(地域教育文化学部教授)
渡邉 信晃(山形県立米沢女子短期大学健康
栄養学科准教授）
長井 健二(地域教育文化学部教授)
竹田 隆一(地域教育文化学部教授)
笹瀬 雅史(地域教育文化学部教授)
佐々木 究(地域教育文化学部准教授)
新海 宏成(地域教育文化学部講師)

山形県山形市

18時間

平成26年8月9日～
平成26年8月11日

教諭

中学校教諭(保健
体育)・高等学校 18,000円
教諭(保健体育)

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355043号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

新たな技術と教育について考究しながら，以下の内容につ
いて学びます。
1.今後の技術科教育の在り方を考え，「材料と加工」の教材
研究を行う。
2.日本建築史・建築技術史等に関する講義を受講し，指導
新しい技術科の技術と教育につ に活用する方法等について考える。
いて
3. 建築構造に関する講義を受講し、指導に活用する方法等
について考える。
4.金属材料と加工技術に関する講義を受講し，指導に活用
する方法等について考える。
5.ものづくりと最適化に関する講義を受講し，ものづくりと最
適化に関連した授業案を考える。

河合康則(地域教育文化学部教授)
永井康雄(地域教育文化学部教授)
三辻和弥(地域教育文化学部准教授)
日高貴志夫(株式会社日立製作所（電池研究
部）)
瀬尾和哉(地域教育文化学部教授)

山形県山形市

18時間

平成26年8月4日～
平成26年8月6日

教諭

中学校教諭(技
術)

18,000円

15人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355044号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

小学校家庭科の学習指導

小学校家庭科の学習指導を行う上で基本となる教科理論，
及び，食教育・健康教育について学ぶ。教科理論に関して
は，生活主体形成の意義について理解し，実践例に基づき 髙木 直（地域教育文化学部教授）
学習内容の構成を分析する。食教育・健康教育に関して
大森 桂（地域教育文化学部准教授）
は，効果的な学習方法について演習を交えながら理解す
る。

山形県山形市

6時間 平成26年8月1日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355045号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

小学校家庭科の学習指導（食・
衣生活領域）

小学校家庭科の学習内容のうち、「調理」と「縫製」に関する
科学的理解を深めることを目的とする。「調理」では味噌汁
をとりあげ、だしと塩分に関する実験を行い、「縫製」では繊
髙木 直（地域教育文化学部教授）
維から糸、布への加工の過程を体験し、布を用いた「小道
矢口 友理（地域教育文化学部助教）
具いれ」の製作を行う。なお、「調理」の際にエプロン、三角
巾、手拭を各自用意すること。その他の材料は大学で用意
する。

山形県山形市

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12日～
平成26年5月23日

平261001355046号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

中学校・高等学校家庭科の学習指導を行う上で基本となる
教科理論，及び，食教育・健康教育の指導について学ぶ。
教科理論では，生活主体形成の意義について理解し，実践 髙木 直（地域教育文化学部教授）
中・高等学校家庭科の学習指導
例に基づき学習内容の構成を分析する。食教育・健康教育 大森 桂（地域教育文化学部准教授）
については効果的な指導方法等について演習を交えながら
理解する。

山形県山形市

6時間 平成26年8月4日

教諭

中学校教諭（家
庭），高等学校教
諭（家庭）

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355047号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

中学校・高等学校家庭科の学習内容のうち，衣生活と住生
活に関する指導内容の理解を深めることを目的とする。衣
中・高等学校家庭科の学習指導 生活に関する内容では，衣生活学習の位置づけと効果的な 髙木 直（地域教育文化学部教授）
（衣・住生活領域）
指導法を理解し，教材開発の視点を考究する。住生活に関 佐藤 慎也（地域教育文化学部教授）
する内容では，人間と環境との共生の視点から住環境デザ
インについて学ぶ。

山形県山形市

6時間 平成26年8月11日

教諭

中学校教諭（家
庭）・高等学校教
諭(家庭）

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355048号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355049号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355050号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

6,000円

平成26年5月12日～
40人
平成26年5月23日

平261001355051号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

食品の成分と調理特性

午前は、寒天またはゼラチンの調理特性について講義し、
いくつかの条件の寒天・ゼラチンゼリーを作成します。各ゼ
リーの違い（食感、味）について官能検査法を用いて評価し
ます。最後に寒天とゼリーの調理特性に関する筆記試験を
楠本 健二（地域教育文化学部講師）
行います。
山岸 あづみ（地域教育文化学部助教）
午後は、小麦粉の分類と調理特性について講義し、材料が
異なる配合条件でクッキーを作成し、その後、各種クッキー
の食感の差異について検討します。その違いに関して、筆
記試験を行います。

山形県山形市

6時間 平成26年8月6日

小学校教諭，中
教諭
学校・高等学校
栄養教諭 教諭（家庭），栄
養教諭

山形大学

学校における食に関する指導

前半は、学校における食に関する指導の体系や留意点、学
習指導案作成のポイント等を解説する。また、国内外におけ
る食教育の事例等から、効果的な学習方法について演習
形式で学ぶ。
小酒井 貴晴（地域教育文化学部准教授）
後半は、災害時に避難所となる学校におけるアレルギー対 大森 桂（地域教育文化学部准教授）
応食や災害時用保存食などのあり方について、学術的な知
見や最新の開発現場の動向を理解した上で、現場での生き
た活用法を検討する。

山形県山形市

6時間 平成26年8月11日

栄養教諭 栄養教諭

山形大学

前半は、正しい水分摂取についての講義を行う。不適切な
水分摂取は命を奪う危険性があり、医学的見地からの正し
い水分摂取の基礎知識を身に付けることにより、生徒への
水を適切に摂取するための医学 適切な指導と処置、そして、命を守ることができるようにな
三原法子（地域教育文化学部講師）
的基礎知識と栄養素の消化・吸 る。後半は、我々の身体を形成するために必要不可欠であ
鈴木拓史（地域教育文化学部助教）
収と味覚のメカニズム
る栄養素の消化・吸収機構の詳細について特に腸機能に
焦点を絞って解説する。また、食事を楽しむための１感覚で
ある味覚について、簡易体験を通して専門的な知識を習得
する。

6時間 平成26年8月12日

小・中学校栄養
養護教諭
教諭，小・中学校
栄養教諭
養護教諭

山形大学

山形県山形市
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平成２６年度（第３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

山形大学

本講習は，特に中・高の英語免許を有する主に中学校・高
等学校教諭を対象に実施する。中学校及び高等学校での
文法指導再考：英語コーパスと文 英語の文法指導において役立つ理論と指導について扱う。 佐々木 正彦（地域教育文化学部教授）
法指導
前半は，コーパス言語学の理論と実践の講義とコンピュータ 佐藤 博晴（地域教育文化学部准教授）
を使った演習である。後半は，英語の文法指導一般にかか
わる理論と実践的指導法について講習を行う。

山形県山形市

6時間 平成26年8月1日

教諭

中学校教諭（英
語)，高等学校教
諭（英語）

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355052号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

本講習は、特に中・高の英語教諭を対象に実施するもの
である。中学校・高等学校での英語の指導に、直接的・間接
的に役立つマルチメディアを活用した授業の提案と、それを 中西 達也（地域教育文化学部教授）
英語科教材研究：マルチメディア
実践するための指導スキルの向上を目指す。講習は、前半 石崎 貴士（地域教育文化学部准教授）
を活用した授業実践
と後半とに分け、前半はマルチメディアを活用した授業の提
案を行い、後半はその授業を実践するためのスキルについ
て指導する。評価は、前半・後半とも筆記試験で行う。

山形県山形市

6時間 平成26年8月1日

教諭

中学校教諭（英
語），高等学校教
諭（英語）

6,000円

12人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355053号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形県山形市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校教諭（英
語），高等学校教
諭（英語）

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355054号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

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

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355055号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

幼稚園教諭，小
学校教諭

6,000円

20人

平成26年10月1日～
平成26年10月10日

平261001355056号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355057号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

英語教育と英米文学

本講習は英語の教員免許状を有する中学校と高等学校の
教員を対象にして、英語教育と英米文学について、理解を
深めるものである。具体的には、英米文学の知見を、英語
教育にどのように役立たせることができるのかということに 金子 淳（地域教育文化学部准教授）
ついて考える。講義は英米文学研究の理論的な事柄を紹 三枝 和彦（北見工業大学工学部准教授）
介した後で、具体的な作品を読み、ディスカッションを行うな
どして、理解を深めていくこととする。評価は筆記試験に基
づいて行う。

山形大学

在学青少年教育の現在

前半は、昨今の在学青少年教育（学校外教育）の動向に関
して、主に学社連携・学社融合、学校と地域の協働の取り組
みに焦点化して担当講師が講義を行う。後半は、小グルー
プに分かれて学校と地域・家庭との連携に関わる現状につ
いての討議を行い、発表と意見交換を行う。最後に、それら 安藤 耕己（地域教育文化学部准教授）
成果をふまえての全体討議を行い、生涯学習社会における
学校の役割を確認しつつ、学校の教育活動と学外との連
携・協働の多様性および可能性について実践的な認識を深
めるものとする。討議終了後、筆記試験を実施する。

山形県山形市

6時間 平成26年8月5日

山形大学

フランスの教育者、セレスタン・フレネ（C. FREINET： 1896
～1966）は、教師による知識伝達型の教育を批判し、公立
フランスの「フレネ教育」を導入し 学校の改革を目指して、仲間の教師たちとともに協同的な
た実践における、子どもの学びと 教育運動を展開しながら、子どもを主体とした教育の在り方 坂本 明美（地域教育文化学部准教授）
かかわり
を追究した。その「フレネ教育」を導入した実践における、子
どもの学びとかかわりについて、個性化と協同化との関係
についても焦点を当てながら、考察を行う。

山形県山形市

6時間 平成26年12月26日

山形大学

男女共同参画社会の教育

男女共同参画に関する国際的動向を踏まえつつ、男女共
同参画社会基本法（1999年6月23日）に即して、日本におけ
る男女共同参画政策の目的や理念等を理解するとともに、
河野 銀子（地域教育文化学部准教授）
学校教育における実態を把握し、今後のありかたを検討す
る。同法10条の記載に基づき、栄養教諭の受講にも意義が
ある。

山形県山形市

6時間 平成26年8月1日

幼保小の連携について

幼稚園又は小学校の保育又は授業の様子をＶＴＲで視聴
するなどして、子どもの学びが連続していることを子どもの
具体的な姿から学ぶ。また、今後自分の幼稚園又は小学校
でのこれまでの取組みを見直すとともに、今後どのように取 樋渡 美千代（大学院教育実践研究科准教授） 山形県山形市
り組んでいきたいと考えるか具体的なプランを考える。幼稚
園、小学校の連携について考えるため、受講対象者は、幼
稚園及び小学校の教諭とする。

6時間 平成26年8月4日

教諭

幼稚園教諭，小
学校教諭

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355058号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

生活科 理論と実践

平成20年度版学習指導要領に示された内容を基に、生活
科に関する理論（目標や内容、実践上の課題・授業づくり・
評価等）についての考察、および実践（全国の具体的な実
野口 徹 (地域教育文化学部准教授)
践の紹介）に関する検討を行う。また、生活科の学習材開
発および単元開発についての演習を行うことで翌年以降の
実践を改善することにつなげていくことをねらう。

6時間 平成26年12月25日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・特別
支援学校教諭

6,000円

20人

平成26年10月1日～
平成26年10月10日

平261001355059号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

平成20年度版学習指導要領に示された内容を基に、総合
的な学習の時間に関する理論（総合的な学習の計画作成・
総合的な学習の時間 理論と実 授業づくり・評価等）についての考察、および実践（全国の
野口 徹 (地域教育文化学部准教授)
践
具体的な実践の紹介及びワークショップによる単元計画作
成）に関する検討を行う。2学期以降の実践を改善すること
につなげていくことをねらう。

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355060号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355061号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

山形大学

山形大学

道徳授業の教材研究

道徳の読み物資料から特に感動資料をとりあげ、登場人物
の関係や心情を図式化することで感動の中心を明確にする
教材分析の方法と課題焦点化ルーブリックを用いた学習指
導案の改善方法を解説する。その後グループに分かれて他
吉田 誠（地域教育文化学部准教授）
の受講生の観点も取り入れながら教材分析と学習指導案
改善の演習を行うことで、子どもたちが自分の問題として受
けとめてその後の生活に生かす意欲を高められる道徳授業
を構築する基礎的な力をつける。

山形県山形市

教諭

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

山形県山形市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
校教諭・高等学
校教諭・特別支
援学校教諭

山形県山形市

6時間 平成26年8月1日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭
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平成２６年度（第３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

小学校外国語活動：理論と実践

本講習では、小学校学習指導要領をもとに「外国語活動」導
入の経緯、その目的と意義、教師の役割や求められる授業
のあり方などについて理論と実践の両面から学び、小学校
「外国語活動」を進める上で必要な概念を確認します。実践 山口 常夫（大学院教育実践研究科教授）
面では、外国人教師による模擬授業を通して、指導のポイ ジョセフ ミラー（地域教育文化学部准教授）
ント、基本的な発音、クラスルーム・イングリッシュ、『英語
ノート』等の活用方法等について理解を深め、指導力の向
上を図ります。

山形大学

小学校外国語活動：理論と実践

本講習では、小学校学習指導要領をもとに「外国語活動」導
入の経緯、その目的と意義、教師の役割や求められる授業
のあり方などについて理論と実践の両面から学び、小学校
「外国語活動」を進める上で必要な概念を確認します。実践 山口 常夫（大学院教育実践研究科教授）
面では、外国人教師による模擬授業を通して、指導のポイ ジョセフ ミラー（地域教育文化学部准教授）
ント、基本的な発音、クラスルーム・イングリッシュ、『英語
ノート』等の活用方法等について理解を深め、指導力の向
上を図ります。

山形大学

いじめや不登校、非行など児童生徒の問題行動の現状を
分析し、その背景に生じた教育相談の在り方とその方法を
考える。また、学校における多様な人間関係について考察
学校教育相談と人間関係形成の し，理論の実践化のために、実習を通して、人間関係形成
小林 知可志（大学院教育実践研究科准教授） 山形県山形市
実践
に関する能力として円滑なコミュニケーションを図る方法等、
具体的なスキルを習得し，実践指導力の向上を図る。小･中
学校における事例を扱うため、主な受講対象者は小･中学
校教諭，養護教諭だが、高校教諭も受講可能。

山形大学

学級づくりとファシリテーション

学校教育の基盤は学級経営にある。学級内の人間関係
の発展を促すとともに、目標･ルール等の共有や協働の精
神によって、問題解決に導くファシリテーションの考え方を活 小林 知可志（大学院教育実践研究科准教授） 山形県山形市
用した「信頼の学級づくり」について考える。小グループの実
習により、実践指導力の向上を図る。

6時間 平成26年8月18日

教諭

小学校教諭･中学
校教諭

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355065号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

学級づくりとファシリテーション

学校教育の基盤は学級経営にある。学級内の人間関係
の発展を促すとともに、目標･ルール等の共有や協働の精
神によって、問題解決に導くファシリテーションの考え方を活 小林 知可志（大学院教育実践研究科准教授） 山形県米沢市
用した「信頼の学級づくり」について考える。小グループの実
習により、実践指導力の向上を図る。

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭･中学
校教諭

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355066号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

Q-Uアンケート結果の読み取りと活用に関する基本的な理
解とともに、Q-Uアンケート結果等に見る小学校教育の課題
等に触れ、今後の教育のあり方を支援する方向性について
Q-Uアンケートを活用した学級づ も言及する。前者については、特定の学級事例における読
松﨑 学（地域教育文化学部教授）
くり（初級）（小学校）
み取りと活用に関する演習を含む。後者については、満足
型学級を創り出すための具体的なかかわりなどを、事例を
交えて情報提供する。チーム援助での対応が多い昨今、養
護教諭・栄養教諭にも理解を求める。

山形県山形市

6時間 平成26年8月6日

教諭
小学校教諭、小
養護教諭 学校の養護教諭
栄養教諭 および栄養教諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355067号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

Q-Uアンケート結果の読み取りと活用に関する基本的な理
解とともに、Q-Uアンケート結果等に見る中学校教育の課題
等に触れ、今後の教育のあり方を支援する方向性について
も言及する。前者については、特定の学級事例における読
Q-Uアンケートを活用した学級づ
み取りと活用に関する演習を含む。後者については、満足 松﨑 学（地域教育文化学部教授）
くり（初級）（中学校）
型学級を創り出すための具体的なかかわりなどを、事例を
交えて情報提供する。なお、養護教諭・栄養教諭以外は、
学級担任であることが望ましい。チーム援助での対応が多
い昨今、養護教諭・栄養教諭にも理解を求める。

山形県山形市

6時間 平成26年8月11日

教諭
中学校教諭、中
養護教諭 学校の養護教諭
栄養教諭 および栄養教諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355068号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

学級指導における教育相談

・ねらい：学級指導における教育相談の進め方について演
習を交えて学ぶ。
目標
・ 児童生徒の問題行動をアセスメントする
宮崎 昭（地域教育文化学部教授）
・ 不登校といじめに対する対応を学ぶ
・ 児童生徒相互の好ましい人間関係を育てる予防的心理
教育の方法を学ぶ
・ 学級指導における教育相談の年間指導計画を作成する

6時間 平成26年8月20日

小学校教諭，中
学校教諭，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

平成26年5月12日～
50人
平成26年5月23日

平261001355069号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

学級指導における教育相談

・ねらい：学級指導における教育相談の進め方について演
習を交えて学ぶ。
目標
・ 児童生徒の問題行動をアセスメントする
宮崎 昭（地域教育文化学部教授）
・ 不登校といじめに対する対応を学ぶ
・ 児童生徒相互の好ましい人間関係を育てる予防的心理
教育の方法を学ぶ
・ 学級指導における教育相談の年間指導計画を作成する

山形県山形市

6時間 平成26年12月24日

小学校教諭，中
学校教諭，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

50人

平成26年10月1日～
平成26年10月10日

平261001355070号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

不登校問題の理解と対応

不登校児童・生徒の背景にある心理や病理について概説
する。また、保護者面接や他機関との連携における留意点
佐藤 宏平 (地域教育文化学部准教授)
等含め、不登校児童・生徒に対する対応のあり方につい
て、グループ討議を通して、理解を深める。

山形県山形市

6時間 平成26年8月5日

教諭
中学校教諭・中
養護教諭 学校養護教諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355071号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

山形大学

山形大学

山形県米沢市

山形県山形市

山形県山形市

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年8月22日

平成26年8月11日～
12時間
平成26年8月12日

43 / 288 ページ

教諭

小学校教諭、特
別支援学校教
諭、中学校教諭
（英語）、高等学
校教諭（英語）

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355062号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

教諭

小学校教諭、特
別支援学校教
諭、中学校教諭
（英語）、高等学
校教諭（英語）

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355063号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

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

12,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355064号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

平成２６年度（第３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
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講習の概要
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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
中学校教諭・中
養護教諭 学校養護教諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355072号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

小学校教諭・中
学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355073号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

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

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355074号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

不登校問題の理解と対応

不登校児童・生徒の背景にある心理や病理について概説
する。また、保護者面接や他機関との連携における留意点
佐藤 宏平 (地域教育文化学部准教授)
等含め、不登校児童・生徒に対する対応のあり方につい
て、グループ討議を通して、理解を深める。

山形県鶴岡市

6時間 平成26年8月6日

「教師からみた子ども」を理解す
る

学習指導や生徒指導の基本は、児童生徒の理解である
が、教師自身がどのような視点で児童生徒を理解している
かを意識化することは意外にむずかしい。そこで、心理学的
な手法を適用してみて、各自の子ども観や学習・教育観な
どを抽出することを試みる。その結果に基づき、学習指導等 出口 毅（大学院教育実践研究科教授）
における各自の課題とその解決方法について考えてみる。
なお、具体的方法を適用するために、小・中学校での担任
経験があることが、本講習の受講に必要となることに留意し
てほしい。

山形県山形市

6時間 平成26年8月6日

山形大学

最新の学習理論と学校教育

本講習は、学校教育の中心的な場である授業に焦点を当
て、子どもがどのように学んでいくかを考えてみる。その際、
教育に関する最近の動向、最新の学習にかかわる理論や
知見をもとに学習過程を考察してみる。また、中教審答申な
どに「学び続ける教師像」の重要性が指摘されている。子ど 出口 毅（大学院教育実践研究科教授）
もだけではなく、授業研究などのテーマから教師の学びにつ
いても受講者とともに考えてみる。
養護教諭も保健指導を行うことがあり、児童生徒理解と効
果的な指導の視野を広げることにつながる。

山形県山形市

6時間 平成26年8月4日

山形大学

小学校6年間の児童の考える力、やる気、自己コントロー
ル、仲間関係の発達について、発達段階ごとの特徴を理解
発達心理学で考える小学校６年
する。認知発達や社会性の発達に関する理論を受講生自 藤岡 久美子（大学院教育実践研究科准教授） 山形県山形市
間
身の経験からの具体例と関連づけることにより、子ども理解
の枠組みを教育・援助に活かせるようにする。

6時間 平成26年8月1日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355075号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

幼保小連携を考える

幼保小連携について現状と課題を解説する。学びの連続性
を保証するための、5歳児後期から1年生前期にかけた接続
藤岡 久美子（大学院教育実践研究科准教授） 山形県山形市
期のカリキュラムの具体化について、実践事例を検討しな
がら、受講生同士の討論を通して理解を深める。

6時間 平成26年8月5日

教諭

幼稚園教諭，小
学校教諭

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355076号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

本講習では、「傾聴」を細かなパーツに分けて、ロールプレ
イングを行いながら講義する。傾聴が話し手にどのような影
カウンセリングの技法と理論―傾 響を及ぼすのかを体験・理解したうえで、教育現場でどのよ
奥野誠一（地域教育文化学部准教授）
聴を中心に―
うに活用できそうかを受講者各自が考察することを目的とす
る。なお、ロールプレイングでは、その場で話しても差し支え
ない程度の受講者自身の話題（架空設定ではない）を扱う。

6時間 平成26年7月31日

小学校教諭，中
教諭
学校教諭，小学
養護教諭 校養護教諭，中
学校養護教諭

6,000円

60人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355077号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

本講習では、「傾聴」を細かなパーツに分けて、ロールプレ
イングを行いながら講義する。傾聴が話し手にどのような影
カウンセリングの技法と理論―傾 響を及ぼすのかを体験・理解したうえで、教育現場でどのよ
奥野誠一（地域教育文化学部准教授）
聴を中心に―
うに活用できそうかを受講者各自が考察することを目的とす
る。なお、ロールプレイングでは、その場で話しても差し支え
ない程度の受講者自身の話題（架空設定ではない）を扱う。

山形県鶴岡市

6時間 平成26年8月8日

小学校教諭，中
教諭
学校教諭，小学
養護教諭 校養護教諭，中
学校養護教諭

6,000円

48人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355078号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

授業記録をとる，ディスカッションなど実習的な要素を含め
ながら，教授学習的側面の特に学習者と教授者の相互作
教室における教授学習活動の観
用に焦点をあてた講習を行う．授業記録の意義・機能・意味 廣田信一（地域教育文化学部准教授）
察的検討
などに関する考察を主として参加者自身が行うことによっ
て，授業評価についても考察する．

山形県山形市

6時間 平成26年8月1日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355079号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

授業記録をとる，ディスカッションなど実習的な要素を含め
ながら，教授学習的側面の特に学習者と教授者の相互作
教室における教授学習活動の観
用に焦点をあてた講習を行う．授業記録の意義・機能・意味 廣田信一（地域教育文化学部准教授）
察的検討
などに関する考察を主として参加者自身が行うことによっ
て，授業評価についても考察する．

山形県山形市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355080号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

教師と子どもとの関係性につい
て考える

教師と子ども（幼児および児童）との関係性が子どもの発
達、学習、適応などにどのような役割を果たしているかを概
説する。特に、アタッチメント（愛着）理論に依拠しながら、
本島 優子（地域教育文化学部講師）
「安全基地」あるいは「安全な避難所」としての教師の役割
の重要性について理解を深める。子どもとの関係性を振り
返りながら考察する作業を積極的に行う。

山形県山形市

6時間 平成26年8月6日

幼稚園教諭，小
教諭
学校教諭，養護
養護教諭
教諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355081号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

教師と子どもとの関係性につい
て考える

教師と子ども（幼児および児童）との関係性が子どもの発
達、学習、適応などにどのような役割を果たしているかを概
説する。特に、アタッチメント（愛着）理論に依拠しながら、
本島 優子（地域教育文化学部講師）
「安全基地」あるいは「安全な避難所」としての教師の役割
の重要性について理解を深める。子どもとの関係性を振り
返りながら考察する作業を積極的に行う。

山形県米沢市

6時間 平成26年8月18日

幼稚園教諭，小
教諭
学校教諭，養護
養護教諭
教諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355082号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

子どもの精神保健と支援

スペクトラム障害の概念が導入されるなど、発達障害に関
する考え方については、近年、多様な理解が行われるよう
になった。こうした潮流を踏まえ、発達障害を持った子ども 上山 眞知子（地域教育文化学部教授）
たちに関する最近の知見を紹介しながら、保健室での対応
についての理解を深める内容とする。

山形県山形市

6時間 平成26年8月6日

養護教諭 養護教諭

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355083号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

山形大学

山形大学

山形大学

山形大学

山形県新庄市
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教諭

平成２６年度（第３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

発育資料のまとめ方、活用の仕
方

健康診断等で得られる子どもたちの身体計測データのまと
め方と活用の仕方について学びます。これらの発育資料は
個人の発育の評価や肥満の判定に用いられるだけでなく、
新井猛浩（地域教育文化学部准教授）
集団の健康水準の評価などにも利用されています。発育資
料を横断的にみるばかりではなく、縦断的に追跡すること
も、健康情報として活用するためには大切です。

山形県山形市

6時間 平成26年8月5日

養護教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355084号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

発育資料のまとめ方、活用の仕
方

健康診断等で得られる子どもたちの身体計測データのまと
め方と活用の仕方について学びます。これらの発育資料は
個人の発育の評価や肥満の判定に用いられるだけでなく、
新井猛浩（地域教育文化学部准教授）
集団の健康水準の評価などにも利用されています。発育資
料を横断的にみるばかりではなく、縦断的に追跡すること
も、健康情報として活用するためには大切です。

山形県鶴岡市

6時間 平成26年8月6日

養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355085号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

１変数の微分法と１変数の積分法を解説する。具体的に、
数列と関数の極限、導関数、定積分など解析学の基本とし
てε ーδ 論法を解説する。各種初等関数の導関数の計算と
解析学の基礎と数式処理システ
とその応用および定積分と不定積分の計算とその応用につ 方 青（理学部教授）
ムの活用
いては、フリーの数式処理ソフト Maxima を用いる。Maxima
について基本的な使い方を紹介し、１変数の微分法と１変
数の積分法の学習に活用することを考察する。

山形県山形市

6時間 平成26年8月1日

教諭

高等学校教諭(数
学)

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355086号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形県山形市

6時間 平成26年8月6日

教諭

高等学校教諭
（数学）

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355087号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

6,000円

平成26年5月12日～
20人
平成26年5月23日

平261001355088号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

代数方程式について

数式の記述法の発展について簡単に紹介した後，中学・高
校数学の代数方程式にかかわる部分を大学数学の視点か
ら復習し，3次方程式の解法や判別式，根の置換を用いるラ 奥間 智弘（理学部教授）
グランジュの考え方について解説する．3次方程式のカルダ
ノの公式と判別式については演習を行う．

パソコンを利用した数学教材の
作成

高校における数学教育において、パソコンを利用した教材
の活用が一定の教育効果を発揮している。しかし、その作
成には、専門的な知識や高額なソフトウェアの購入が必要
脇 克志（理学部教授）
な場合もあり、すべての高校で活用できない場合もある。こ
の講義では、どの高校でも利用できるマイクロソフトのワー
ド及びエクセルを用いた数学教材の作成を解説する。

山形県山形市

6時間 平成26年8月22日

教諭

高等学校教諭
（数学）

光と放射線の物理

この講習では講義と実験を通して光と放射線の物理につい
て学ぶ。光の物理では、光の回折と干渉を取り上げ、実験
を通して光の性質について考える。また、その発展として光
大西彰正（理学部教授）
の分光から原子の構造を考察する。放射線の物理では、放
門叶 冬樹（理学部教授）
射線の基礎と医学・薬学分野への応用について解説する。
実際に放射線を計測して、放射線の測定原理についても理
解を深める。

山形県山形市

6時間 平成26年8月25日

教諭

高等学校教諭
（理科）

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355089号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

化学実験活用法

化学を学習するうえで、化学実験は非常に重要である。こ
鵜浦 啓（理学部教授）
の講習では「化学反応とエネルギー」「化学反応速度」など
栗山 恭直（理学部教授）
に関する実験を通して、化学実験を有効に活用するための
松井 淳（理学部准教授）
方法を解説する。

山形県山形市

6時間 平成26年8月9日

教諭

高等学校教諭
（理科）

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355090号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

理科（生物）

生物は遺伝子の本体DNAに刻み込まれている情報にした
がって生命を維持し、また多様な環境に適応して生きてい
る。この講習では、ミクロ生物学の視点から、遺伝子情報を
半澤 直人（理学部教授）
もとに様々なタンパク質が作られ、生物の形質が決まる仕
富松 裕（理学部准教授）
組みについて解説する。また、マクロ生物学の視点から、生
物を取り巻く様々な環境の変化に対して、生物の個体群や
群集が応答する機構について解説する。

山形県山形市

6時間 平成26年12月25日

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10月1日～
平成26年10月10日

平261001355091号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

理科の学習指導

2名の講師が分担して、地球について最新の知見を講義し
ます。
（１）地球を化学的な観点から見る：地球温暖化・酸性雨・黄 柳澤 文孝（理学部教授）
砂など。なお、試料を見ていただくことがあります。
丸山 俊明（理学部教授）
（２）地球を地質学的な観点から見る：深海掘削とヤマガタダ
イカイギュウなど。

山形県山形市

6時間 平成26年8月6日

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5月12日～
平成26年5月23日

平261001355092号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

酵素の各分野への応用の一端を講述し，酵素のもつ優れ
た機能が我々の身近なところですでに広く応用されているこ
とを解説する。 また実際に簡単な実験を通して酵素に触れ
暮らしに役立つ工学（応用生命シ てみる。（木島）
木島 龍朗（大学院理工学研究科准教授）
ステム／バイオ）
筋収縮を引き起こすタンパク質分子モーターと光学顕微鏡 羽鳥 晋由（大学院理工学研究科准教授）
によるこのタンパク質の観察方法をパワーポイントを用いて
説明する。その顕微鏡映像なども紹介する。筋肉，タンパク
質，顕微鏡法に関する筆記試験を行う。（羽鳥）

教諭

小学校教諭，中
学校教諭（理
科），高等学校教
諭（理科），高等
学校教諭（工業）

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355093号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

教諭

小学校教諭，中
学校教諭（理
科），高等学校教
諭（理科），高等
学校教諭（工業）

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355094号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形大学

山形大学

山形大学

山形大学

山形大学

山形大学

暮らしに役立つ工学（機能高分
子／物質化学）

太陽光発電について，背景となるエネルギー環境問題，日
本のリーダーシップとグローバル化による衰退，有機系太陽
電池の将来について解説する。(吉田）
吉田 司（大学院理工学研究科教授）
糖質の活用による光医療用薬剤(癌治療)、生体適合性ポリ
鳴海 敦（大学院理工学研究科准教授）
マーコート剤、超高性能メモリー材料の合成開発について
栗山 卓（大学院理工学研究科教授）
解説する。（鳴海）
金属，無機，高分子の構造と性質(おもに固体構造と力学的
性質の関係)について学ぶ。（栗山）

山形県米沢市

山形県米沢市

6時間 平成26年8月7日

6時間 平成26年8月4日
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平成２６年度（第３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

著作権法第３５条の適用などの学校教育において留意すべ
き著作権の問題に関して，いくつかの仮想的な事例を挙げ
ながら解説する。(足立）
暮らしに役立つ工学（機械システ 工業・医療など幅広い分野で活用されているマイクロバブル 足立 和成(大学院理工学研究科教授)
ム工学）／学校教育と著作権問 について，その機能・特徴と応用技術について紹介します。 幕田 寿典（大学院理工学研究科准教授）
題
（幕田）
西山 宏昭（大学院理工学研究科准教授）
カナブンの背中はなぜキラッと輝くのか？なぜ蛾は闇夜を
飛行できるのか？身近な光学現象から最先端の光センシン
グまでを紹介します。（西山）

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

山形県米沢市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭，中
学校教諭（理
科），高等学校教
諭（理科），高等
学校教諭（工業）

山形県鶴岡市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校教諭（理
科），高等学校教
諭（理科・農業）

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355096号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形県鶴岡市

6時間 平成26年8月7日

教諭

高等学校教諭
（農業）

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355097号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形県鶴岡市

6時間 平成26年8月8日

教諭

高等学校教諭
（農業）

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355098号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

山形県天童市

6時間 平成26年8月4日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平263503653311号

023-655-2385

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

英語の読み・書き・聞き・話す能力の基礎を指導するための
研修。
１． 基礎英語で簡単な自己紹介の仕方を学ぶ。英語の手
羽陽学園短期大 英語で遊ぼう、楽しもう～初等英 遊びを覚え、実演してみる。
小林 浩子（幼児教育科准教授）
学
語の学び方
２． 幼稚園の模擬クラスへの導入。簡単な英会話を使った 髙橋 寛（幼児教育科准教授）
模擬クラスを各グループで作成する。
３． 模擬クラスのグループごとの発表。
４． 評価とまとめ。

山形県天童市

6時間 平成26年8月5日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平263503653312号

023-655-2385

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

羽陽学園短期大
マルチメディアと保育
学

パソコンの基礎的な操作やWordまたはPowePoint の実習を
通して、保育現場においてパソコンを使用できるスキルを身
に付け、その活用方法について考えていきたいと思います。 松田 知明（幼児教育科准教授）
また、活用時の著作権や個人情報の取り扱いについても学 大関 嘉成（幼児教育科講師）
びます。なお、Word等の操作については、受講者の技術に
合わせた教材を使用します。

山形県天童市

6時間 平成26年8月6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23日

平263503653313号

023-655-2385

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

東北文教大学短
児童文化と子どもの表現
期大学部

児童文化教材の活用法を見直し、子どもの表現活動への
教材化を図る。午前は、絵本などの児童文化教材の捉え直
しを行う。午後は、児童文化教材を基にした子どもの表現活 川越ゆり（子ども学科准教授）
動について考え、教材化の講習をする。名目的には講習で 奥山俊子（子ども学科教授）
あるが、受講生それぞれの現場体験も生かしていただき、 深瀬嘉子（子ども学科教授）
共に考え、見つめ直す機会にしたい。なお、受講対象者は
幼児教育に携わる者とする。

山形県山形市

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4月21日～
平成26年7月31日

平263503753691号

023-688-2717

http://www.tbunkyo.jp/

東北文教大学短
子どもの遊び
期大学部

遊びを体験と発達の視点から考える。子どもの遊びを発達
の視点から捉え直し、子どもの自発的活動としての遊び・体
験について考え、子どもの主体的な活動を促す関わり方、 奥山優佳（子ども学科准教授）
教材化について講習する。名目的には講習であるが、受講 福田真一（東北文教大学人間科学部准教授）
生それぞれの現場体験も生かしていただき、共に考え、見 佐東治（子ども学科教授）
つめ直す機会にしたい。なお、受講対象者は幼児教育に携
わる者とする。

山形県山形市

6時間 平成26年8月24日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年4月21日～
平成26年7月31日

平263503753692号

023-688-2717

http://www.tbunkyo.jp/

山形県山形市

6時間 平成26年8月30日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年4月21日～
平成26年7月31日

平263503753693号

023-688-2717

http://www.tbunkyo.jp/

6,000円

平成26年4月16日～
60人
平成26年5月9日

平261001454528号

024-548-8412

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

山形大学

山形大学

嫌気性微生物の生理・生態とそ
の応用
遺伝学

はじめに、微生物の定義、分類などについて最新の知見を
交えて概説した後、嫌気性微生物を中心に、その生理・生
態について説明する。また、嫌気性微生物の新たな有効活
用法について解説する。次いで、メンデルの法則を中心とし 加来 伸夫(農学部准教授)
た遺伝と分子生物学の講義を行う。本講習では、メンデル 笹沼 恒男(農学部准教授)
の法則の基本原理を復習しつつ、DNAと表現型の関係、分
子生物学的手法に基づく栽培植物の進化と多様性研究に
ついての最新の知見を紹介する。

山形大学

耕作地をとりまく環境（対風害を
中心に）
森林影響学

森林の、あるいは流域・地域環境の管理や保全を考えるた
めには森林生物群集と周辺環境間の動的な相互関係を把
柳原 敦(農学部准教授)
握することが重要である。この相互関連に関する理論や具
菊池 俊一(農学部准教授)
体的研究成果を学び、その動的相互関連を如何に保全す
るのかを考える。

山形大学

作物病害に関する講義では、比較的見近に観察できる病害
を紹介しその簡易診断について理論と実例を解説する。ま
た、環境保全型病害防除の最新研究についても紹介し、病
作物病害と水稲栽培に関する講
長谷 修(農学部准教授)
害診断と防除に関する知識を深める。水稲栽培に関する講
義
森 静香(農学部准教授)
義では、水稲が最も必要とする有用成分「ケイ酸」の近年の
研究について、土壌・植物・資材など多面的に解説し、新し
い基礎知識の習得とともにその応用について考える。

羽陽学園短期大 保育教材を使って、幼児の能力
学
を育てる

保育で使用する教材開発の意義と、それが幼児のどのよう
な能力を育てるのかについて、いくつかの具体例を作りなが
研 攻一（幼児教育科教授）
ら検討する。保育教材として、プラ板作り、スライム作り、
大関 嘉成（幼児教育科講師）
ビュンビュンごま作りなどをしながら、その教材を使った実践
例等についても検討する予定である。

子どもの発達についてあらためて捉え直し、子育て・幼児教
育について共に考えていく。講習は午前と午後に大きく２分
し、午前には心理学の立場からアプローチする。午後は、音
今泉岳雄（東北文教大学人間科学部教授）
東北文教大学短
楽・体育の立場から子どもの発達を捉え、それぞれを引き
子どもの発達と保育の表現技術
那須一彦（子ども学科教授）
期大学部
出すための技術等を講習する。名目的には講習であるが、
石井裕明（東北文教大学人間科学部講師）
受講生それぞれの現場経験等も生かしていただき、共に考
え、見つめ直す機会にしたい。なお、受講対象者は幼児教
育に携わる者とする。

福島大学

正しい知識にもとづく防災教育

自然災害に備えるために日頃から「防災教育」が必要なこと
は、東日本大震災の経験から明らかである。本講習では防
災教育のための正しい知識をテーマに講習を行う。第1時
谷 雅泰（人間発達文化学類教授）
「教育学から見た防災教育の位置づけ」(谷）)、第2時「防災
中村 洋介（人間発達文化学類准教授）
教育の内容／日本の自然災害」（中村）、第3時「防災教育
の内容／災害への備え」(谷）、第4時「授業案づくり／グ
ループワーク」（谷・中村）という流れで行う。

福島県福島市

6時間 平成26年6月22日
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教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平261001355095号

023-628-4712

http://www.yamagata
-u.ac.jp/indexj.html

平成２６年度（第３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

受講料 受講人数

学校不適応の理解と対応

本講座の目的は、学校での「問題」を抱える児童生徒の心
理面を理解し対応する方法を検討することである。
具体的には以下の3点について学ぶ。
・発達の偏りが原因となっている学校不適応の問題につい 林
洋一（人文学部心理学科 教授）
福島県いわき
て、どのように理解し対応したら良いか。
山本 佳子（人文学部心理学科 准教授）
市
・発達障害児などが特に苦手とする社会性の問題につい
名取 洋典（人文学部心理学科 常勤准教授）
て、具体的にどのように指導することが可能か。
・個々の「やる気」を学級集団の中でどのように理解し、意欲
の低下にどう対応したら良いか。

6時間 平成26年8月19日

教諭
小中高等学校教
養護教諭 諭 養護教諭

6,000円

80人

平成26年5月12日～
平成26年5月16日

平263005354522号

0246-29-7116

http://www.iwakimu.
ac.jp

学校教育とコンピュータ活用

教育現場でもコンピュータの導入が進み、児童・生徒を取り
巻くインターネットの環境も目まぐるしく変化している。
そこで、本講座では、授業におけるコンピュータの具体的な
活用法、児童・生徒がインターネットを活用する際の注意
点、教材等の作成に伴う個人情報の取扱い及び著作権に
ついて理解し、コンピュータ及びインターネットを用いた効果
的な指導方法について検討を行うことを目的とする。

中尾 剛（科学技術学部科学技術学科 准教
授）
福島県いわき
菅野 昌史（人文学部現代社会学科 准教授） 市
中山 英治（人文学部表現文化学科 准教授）

6時間 平成26年8月20日

教諭
小中高等学校教
養護教諭 諭 養護教諭

6,000円

80人

平成26年5月12日～
平成26年5月16日

平263005354523号

0246-29-7116

http://www.iwakimu.
ac.jp

環境エネルギー教育

本講座は、福島県で行われている環境エネルギー教育につ
いて、その仕組みや目標などについて具体的な事例を通し
て今後各学校での取り組みの方向性について検討すること
を目的とする。
（１）地球環境問題（オゾン層破壊と地球温暖化）
（２）福島県の自然環境生物と環境の関わり
（３）今なぜ福島県で再生可能エネルギーなのか
（４）学校における放射線教育

東 之弘（科学技術学部科学技術学科 教
授）
石川 哲夫（科学技術学部科学技術学科 特任 福島県いわき
教授）
市
岩田 惠理（科学技術学部科学技術学科 准教
授）

6時間 平成26年8月21日

教諭
小中高等学校教
養護教諭 諭 養護教諭

6,000円

80人

平成26年5月12日～
平成26年5月16日

平263005354524号

0246-29-7116

http://www.iwakimu.
ac.jp

財団法人日本
ボールルームダ
ンス連盟

新学習指導要領に即した体育の授業における男女共修の
ダンスとして、ボールルームダンス（社交ダンス）の指導法を
講習する。「生涯スポーツと学校体育そしてダンス」「これか
JBDFはじめてのボールルームダ
らの学習とボールルームダンス」等の講義、ダンス実技・指
ンス(社交ダンス)指導者養成講
導法および、受講者が生徒として体験する模擬授業（グ
習会
ループ指導・授業のまとめとしての発表会、実技試験）等を
通し、学校教育の中で豊かな心（共生する力や態度、好まし
い人間関係の醸成等）を育成することを考察する。

第1期
講義：石川 普(（財)日本ボールルームダンス連
盟評議員）
実技：松村有希子（JBDF商業(プロ)1級インスト
ラクター)
村田恭子(JBDF商業(プロ）1級インストラ
クター)
福島県郡山市
第2期
講義：佐伯年詩雄(日本ウェルネススポーツ大
学教授)
実技：堀口 宏(JBDF商業(プロ）1級インストラク
ター)
大島寿子(JBDF商業(プロ）2級インストラ
クター)

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中・高
等学校保健体育
教諭

4,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年6月30日

平268137054545号

03-5652-7351

http://www.jbdf.or.
jp/

筑波大学

小学校から高等学校までの体育におけるゲーム、ボール運
動並びに球技の授業は、ゲーム中に解決すべき課題やそ
の解決方法に注目し、指導内容が整理して示されるように
フラッグフットボールを通した楽し
松元 剛(体育系准教授)
なりました。本講座では、この点に着目し、小学校のボール
い戦術学習の指導
岡出 美則(体育系教授)
運動で例示されたフラッグフットボールを取り上げ、戦術、作
戦に注目した授業の展開方法並びに教材の工夫の仕方に
ついて理解することを目的とします。

教諭

幼・小・中・高・中
等教育学校・特
別支援学校
体育

6,000円

40人

平26平成26年4月16日～平
10016成26年6月21日
54652号

029-853-2096

http://www.tsukuba.
ac.jp/community/kyo
uinkousyu/

教諭

幼稚園教諭

23,000円

48人

平成26年5月20日～
平成26年5月30日

平263504253768号

029-298-0596

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

いわき明星大学

いわき明星大学

いわき明星大学

講習の名称

茨城女子短期大
幼児教育の充実に関する課題
学

講習の概要

幼児の音楽に関する各種教材を紹介し、幼児の音楽活動
の向上を図る。また、幼児造形における遊びのための制
作、材料の研究とその指導法についての知識を深めるとと
もに、幼児の生活環境と身体感覚を高めるための運動遊び
を学ぶ。さらに子どもと絵本をつなぎ、豊かな感性を育む絵
本の読み聞かせ、実践方法についての考えを深める。その
他、幼児教育の充実に関する課題を取り上げる。

担当講師

山路純子（保育科教授）
佐藤豊（保育科教授）
神永直美（保育科教授）
内桶真二（ことばの芸術学科教授）
海野富江（保育科准教授）
橋本祥子（保育科講師）
長谷部はるか（保育科講師）
廣部朋美（保育科講師）
安藤みゆき（保育科講師）
塙雅文（保育科講師）
小松崎浩司（ことばの芸術学科講師）
馬立明美（保育科講師）

講習の開催地

茨城県つくば
市

茨城県那珂市

時間数

第1期
平成26年8月18日～
平成26年8月19日
20時間
第2期
平成26年10月11日～
平成26年10月12日

6時間 平成26年7月26日

18時間
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平成26年8月19日～
平成26年8月21日

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成２６年度（第３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

梅野正信（上越教育大学教授）
有村久春（帝京科学大学教授）
諸富祥彦（明治大学教授）
藤永芳純（大阪教育大学名誉教授）
横山利弘（関西学院大学非常勤講師）
谷田増幸（兵庫教育大学教授）
柴原弘志（京都市教育委員会指導部長）
学校の適切な管理運営、特色ある教育活動の推進のため 日永龍彦（山梨大学教授）
の高度、専門的な知識等を修得させ、各地域の中核として 天笠茂（千葉大学教授）
独立行政法人教 教職員等中央研修（中堅教員研 教育に取り組む中堅教員を育成するための講習。人権教 多田孝志（目白大学教授）
茨城県つくば
員研修センター 修）
育、メンタルヘルスマネジメント、道徳教育、学校評価、国際 佐藤群衛（目白大学副学長）
市
理解教育、ミドルリーダーの役割、地方教育行財政制度を 日比谷潤子（国際基督教大学学長）
学ぶ。
大桃敏行（東京大学教授）
尾崎春樹（国立教育政策研究所長）
藤川章（杉並区立天沼中学校長）
西留安雄（清瀬ふじみ幼稚園長）
土屋研（（独）教員研修センター主任指導主事）
櫻井良種（（独）教員研修センター主任指導主
事）
西祐子（（独）教員研修センター主任指導主事）

梅野正信（上越教育大学教授）
有村久春（帝京科学大学教授）
諸富祥彦（明治大学教授）
藤永芳純（大阪教育大学名誉教授）
横山利弘（関西学院大学非常勤講師）
谷田増幸（兵庫教育大学教授）
柴原弘志（京都市教育委員会指導部長）
学校の適切な管理運営、特色ある教育活動の推進のため 日永龍彦（山梨大学教授）
の高度、専門的な知識等を修得させ、各地域の中核として 天笠茂（千葉大学教授）
独立行政法人教 教職員等中央研修（中堅教員研 教育に取り組む中堅教員を育成するための講習。人権教 多田孝志（目白大学教授）
茨城県つくば
員研修センター 修）
育、メンタルヘルスマネジメント、道徳教育、学校評価、国際 佐藤群衛（目白大学副学長）
市
理解教育、ミドルリーダーの役割、地方教育行財政制度を 日比谷潤子（国際基督教大学学長）
学ぶ。
大桃敏行（東京大学教授）
尾崎春樹（国立教育政策研究所長）
藤川章（杉並区立天沼中学校長）
西留安雄（清瀬ふじみ幼稚園長）
土屋研（（独）教員研修センター主任指導主事）
櫻井良種（（独）教員研修センター主任指導主
事）
西祐子（（独）教員研修センター主任指導主事）

梅野正信（上越教育大学教授）
有村久春（帝京科学大学教授）
諸富祥彦（明治大学教授）
藤永芳純（大阪教育大学名誉教授）
横山利弘（関西学院大学非常勤講師）
谷田増幸（兵庫教育大学教授）
柴原弘志（京都市教育委員会指導部長）
学校の適切な管理運営、特色ある教育活動の推進のため 日永龍彦（山梨大学教授）
の高度、専門的な知識等を修得させ、各地域の中核として 天笠茂（千葉大学教授）
独立行政法人教 教職員等中央研修（中堅教員研 教育に取り組む中堅教員を育成するための講習。人権教 多田孝志（目白大学教授）
茨城県つくば
員研修センター 修）
育、メンタルヘルスマネジメント、道徳教育、学校評価、国際 佐藤群衛（目白大学副学長）
市
理解教育、ミドルリーダーの役割、地方教育行財政制度を 日比谷潤子（国際基督教大学学長）
学ぶ。
大桃敏行（東京大学教授）
尾崎春樹（国立教育政策研究所長）
藤川章（杉並区立天沼中学校長）
西留安雄（清瀬ふじみ幼稚園長）
土屋研（（独）教員研修センター主任指導主事）
櫻井良種（（独）教員研修センター主任指導主
事）
西祐子（（独）教員研修センター主任指導主事）

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

一般募集はしま
せん。
（※左記研修の
平成26年6月3日、平成
実施要項に基づ
26年6月5日、平成26年
き、都道府県教
6月6日、平成26年6月9
教諭
育委員会等から
18時間
日、平成26年6月11日、 養護教諭 の推薦により受
平成26年6月18日、平
講者決定した者
成26年6月23日
（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5月15日～
平成26年5月22日
0円

20人
(※左記の受講対象者
のみ該当します。）

平267001155604号

029-879-6636

http://www.nctd.go.
jp/korekara/koshink
oshu_tw.html

平267001155605号

029-879-6636

http://www.nctd.go.
jp/korekara/koshink
oshu_tw.html

平267001155606号

029-879-6636

http://www.nctd.go.
jp/korekara/koshink
oshu_tw.html

一般募集はしま
せん。
（※左記研修の
実施要項に基づ
平成26年7月23日、平
き、都道府県教
成26年7月25日、平成
教諭
育委員会等から
18時間 26年7月28日、平成26
養護教諭 の推薦により受
年7月31日、平成26年8
講者決定した者
月4日
（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6月30日～
平成26年7月10日
0円

20人
(※左記の受講対象者
のみ該当します。）

一般募集はしま
せん。
（※左記研修の
平成26年8月13日、平
実施要項に基づ
成26年8月15日、平成
き、都道府県教
26年8月18日、平成26
教諭
育委員会等から
18時間
年8月19日、平成26年8 養護教諭 の推薦により受
月21日、平成26年8月
講者決定した者
25日
（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。））
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平成26年7月22日～
平成26年7月31日
0円

20人
(※左記の受講対象者
のみ該当します。）

平成２６年度（第３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

梅野正信（上越教育大学教授）
有村久春（帝京科学大学教授）
諸富祥彦（明治大学教授）
藤永芳純（大阪教育大学名誉教授）
横山利弘（関西学院大学非常勤講師）
谷田増幸（兵庫教育大学教授）
柴原弘志（京都市教育委員会指導部長）
学校の適切な管理運営、特色ある教育活動の推進のため 日永龍彦（山梨大学教授）
の高度、専門的な知識等を修得させ、各地域の中核として 天笠茂（千葉大学教授）
独立行政法人教 教職員等中央研修（中堅教員研 教育に取り組む中堅教員を育成するための講習。人権教 多田孝志（目白大学教授）
茨城県つくば
員研修センター 修）
育、メンタルヘルスマネジメント、道徳教育、学校評価、国際 佐藤群衛（目白大学副学長）
市
理解教育、ミドルリーダーの役割、地方教育行財政制度を 日比谷潤子（国際基督教大学学長）
学ぶ。
大桃敏行（東京大学教授）
尾崎春樹（国立教育政策研究所長）
藤川章（杉並区立天沼中学校長）
西留安雄（清瀬ふじみ幼稚園長）
土屋研（（独）教員研修センター主任指導主事）
櫻井良種（（独）教員研修センター主任指導主
事）
西祐子（（独）教員研修センター主任指導主事）

発達の段階に応じた指導内容の重点化や道徳教育推進教
師を中心とした指導体制と道徳教育の展開、魅力的な教材
独立行政法人教 道徳教育指導者養成研修（中央 の活用等道徳の時間の指導の充実、体験活動や実践活動
員研修センター 指導者研修）
の推進等について、必要な知識等を修得できる講義や演習
を実施する。

独立行政法人教 道徳教育指導者養成研修（ブ
員研修センター ロック別指導者研修）

赤堀 博行（文部科学省初等中等教育局教育
課程課教科調査官）
澤田 浩一（文部科学省初等中等教育局教育
課程課教科調査官）
杉田 洋（文部科学省初等中等教育局教育課
程課教科調査官）
永田 繁雄（東京学芸大学教授）
押谷 由夫（昭和女子大学教授）
茨城県つくば
谷田
市
増幸（兵庫教育大学教授）
七條 正典（香川大学教授）
秋山 博正（くらしき作陽大学教授）
小泉 博明（文京学院大学教授）
柴原 弘志（京都市教育委員会指導部長）
橋口俊一（独立行政法人教員研修セン
ター主任指導主事）

赤堀 博行（文部科学省初等中等教育局教育
課程課教科調査官）
澤田 浩一（文部科学省初等中等教育局教育
課程課教科調査官）
杉田 洋（文部科学省初等中等教育局教育課
程課教科調査官）
永田 繁雄（東京学芸大学教授）
本研修においては、発達の段階に応じた指導内容の重点
谷田 増幸（兵庫教育大学教授）
化や道徳教育推進教師を中心とした指導体制と道徳教育
七条 正典（香川大学教授）
の展開、魅力的な教材の活用等道徳の時間の指導の充
茨城県つくば
小寺 正一（兵庫教育大学特任教授）
実、体験活動や実践活動の推進等について、必要な知識
市
押谷 由夫（昭和女子大学教授）
等を修得できる講義や演習を実施する。
兼松 儀郎（元鳴門教育大学教授）
秋山 博正（くらしき作陽大学教授）
小泉 博明（文京学院大学教授）
柴原 弘志（京都市教育委員会指導部長）

時間数

講習の期間

独立行政法人教
生徒指導指導者養成研修
員研修センター

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

一般募集はしま
せん。
（※左記研修の
平成26年11月18日、平
実施要項に基づ
成26年11月21日、平成
き、都道府県教
26年11月25日、平成26
教諭
育委員会等から
18時間 年11月27日、平成26年
養護教諭 の推薦により受
12月1日、平成26年12
講者決定した者
月4日、平成26年12月9
（研修の受講者
日
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10月27日～
平成26年11月6日
0円

20人
(※左記の受講対象者
のみ該当します。）

平267001155607号

029-879-6636

http://www.nctd.go.
jp/korekara/koshink
oshu_tw.html

平267001155608号

03-4212-8456

http://www.nctd.go.
jp/korekara/koshink
oshu_tw.html

一般募集はしま
せん。

18時間

平成26年5月26日～
平成26年5月30日

（※左記研修の
実施要項に基づ
き、都道府県教
教諭
育委員会等から
養護教諭 の推薦により受
講者決定した者
（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4月7日～
平成26年4月28日
0円

10人
(※左記の受講対象者
のみ該当します。）

一般募集はしま
せん。

平成26年8月4日～
12時間
平成26年8月6日

橋口俊一（独立行政法人教員研修センター主
任指導主事）

押谷由夫(昭和女子大学教授)
城戸茂(文部科学省初等中等教育局児童生徒
課生徒指導調査官)
全国的かつ緊急に対応が必要ないじめ・不登校等の問題 桶谷守（京都教育大学教授）
行動や、児童虐待等の生徒指導上の今日的諸課題につい 花輪敏男(FR教育臨床研究所長)
茨城県つくば
て、指導者として必要な知識等を修得できる講義や演習を 大坪治彦(鹿児島大学教授)
市
実施する。
新井肇(兵庫教育大学大学院教授)
土屋研((独)教員研修センター主任指導主事)
櫻井良種((独)教員研修センター主任指導主事)
西祐子((独)教員研修センター主任指導主事)

対象職種 主な受講対象者

（※左記研修の
実施要項に基づ
き、都道府県教
教諭
育委員会等から
養護教諭 の推薦により受
講者決定した者
（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6月16日～
平成26年7月7日
0円

10人
(※左記の受講対象者
のみ該当します。）

平267001155610号

03-4212-8464

http://www.nctd.go.
jp/korekara/koshink
oshu_tw.html

一般募集はしませ
ん。

平成26年6月27日、平
18時間 成26年6月30日、平成
26年7月1日
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教諭
養護教諭

（※左記研修の実施
要項に基づき、都道
府県教育委員会等か
らの推薦により受講
者決定した者（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6月9日～
平成26年6月19日
0円

10人
(※左記の受講対象者
のみ該当します。）

平267001155615号

029-879-6636

http://www.nctd.go.
jp/korekara/koshink
oshu_tw.html

平成２６年度（第３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

独立行政法人教
キャリア教育指導者養成研修
員研修センター

講習の概要

担当講師

講習の開催地

藤田 晃之（筑波大学教授）
長田 徹（文部科学省初等中等教育局児童生
徒課生徒指導調査官／国立教育政策研究所
生徒指導研修センター総括研究官）
児童生徒の発達段階に応じたキャリア教育の在り方やキャ 三川 俊樹（追手門学院大学心理学部教授／
リア教育推進のための体制整備の在り方など、キャリア教 追手門学院大学キャリア開発部長）
茨城県つくば
育を推進するために必要な知識技能を修得できる講義や演 川崎 友嗣（関西大学社会学部教授）
市
習を実施し、地域において波及できるような教員を養成す 白木 みどり(上越教育大学准教授)
る。
望月 由起（お茶の水女子大学准教授）
松井 賢二（新潟大学 教授）
西山 久子（福岡教育大学准教授）
島内 啓介（独立行政法人教員研修センター主
任指導主事）

太田 光春（文部科学省初等中等教育局視学
官）
田村 学（文部科学省初等中等教育局教育課
程課教科調査官）
赤堀 博行（文部科学省初等中等教育局教育
課程課教科調査官）
冨山 哲也（文部科学省初等中等教育局教育
カリキュラム・マネジメントの意識の向上のための校内研修 課程課教科調査官／国立教育政策研究所教
などの取組や、学校における教育課程の自己点検・評価に 育課程研究センター研究開発部教育課程調査
独立行政法人教 カリキュラム・マネジメント指導者
茨城県つくば
関する手法等、特色ある教育課程編成を円滑に進めるため 官）
員研修センター 養成研修
市
に必要な知識・技能等を修得できる講義や演習を実施す
根津 朋実（筑波大学 准教授）
る。
藤田 晃之（筑波大学 教授）
村川 雅弘（鳴門教育大学 教授）
田村 知子（中村学園大学 准教授）
毛内 嘉威（秋田公立美術大学 教授）
赤沢 早人（奈良教育大学 准教授）
長尾 彰夫（大阪教育大学 学長）
橋口 俊一（独立行政法人教員研修センター主
任指導主事）
特別支援教育においても多職種連携の必要性が指摘さ
れていますが、効果的な連携を進めていくためには「共通の
言葉と考え方」の共有が必要です。本講義では、国際生活
特別支援教育における多職種連
国際医療福祉大
機能分類（以下、ICF）を用いて、①ICFの考え方の習得（座
携～ICF（国際生活機能分類）の
学
学形式）、②リハ専門職の講師4名と共に受講者が日常接し
活用～
ているお子さんの状況をICFで整理する（ワークショップ形
式）、ことを通して他職種連携に必要な「共通の言葉と考え
方」の習得を目指します。

畦上
遠藤
小町
関森

恭彦（保健医療学部准教授）
重典（保健医療学部講師）
祐子（保健医療学部講師）
英伸（保健医療学部助教）

（１）この講習の主要目的：①教育データの数学的・統計学
的測定と処理 ②教育データの分析方法 ③その分析結果
の評価と教育方法への反映・活用など、に関わることを学
ぶ。 （２）この講習の学習項目：①教育データの把握と情
報処理 ②教育データの基本統計量の処理 ③教育データ間 樋口 和彦（経営学部教授）
の関連性分析 ④教育データ間の因果性分析等に関してコ
ンピュータの活用を通して学ぶ。 （３）講習の形態：講義お
よびコンピュータによる実習。 数学・統計学的考察を中心
に学ぶので、この分野に関心を持つ教員向け内容。

白鴎大学

教育におけるコンピュータ活用：
教育データの統計的分析

白鴎大学

小学校での英語授業を効果的にするための準備講座であ
る。英語力のスキルアップ、英語活動、指導法などの理論と
実践を扱う。３人の講師によるオムニバス方式で、ワーク
宮里 恭子（教育学部教授）
小学校英語：スキルアップと指導
ショップ１（発音指導、スキルアップの方法など）、ワーク
ロレイン・ラインボールド（教育学部教授）
法
ショップ２（英語コミュニケーション活動演習）、ワークショップ ハリー・ハリス（教育学部専任講師）
３（指導法など）から成る。主な受講対象者は、小学校教
諭。

白鴎大学

白鴎大学

白鴎大学

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

一般募集はしませ
ん。

平成26年5月19日～
18時間
平成26年5月23日

教諭

（※左記研修の実施
要項に基づき、都道
府県教育委員会等か
らの推薦により受講
者決定した者（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4月7日～
平成26年4月28日
0円

5人
(※左記の受講対象者
のみ該当します。）

平267001155616号

03-4212-8456

http://www.nctd.go.
jp/korekara/koshink
oshu_tw.html

一般募集はしま
せん。

18時間

平成27年2月16日～
平成27年2月20日

教諭

（※左記研修の
実施要項に基づ
き、都道府県教
育委員会等から
の推薦により受
講者決定した者
（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27年1月5日～
平成27年1月19日
0円

10人
(※左記の受講対象者
のみ該当します。）

平267001155619号

03-4212-8456

http://www.nctd.go.
jp/korekara/koshink
oshu_tw.html

栃木県大田原
市

6時間 平成26年8月11日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年7月14日

平263006654551号

0287-24-3000

http://www.iuhw.ac.
jp/

栃木県小山市

6時間 平成26年8月7日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

6,100円

40人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054033号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

平263007054034号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

栃木県小山市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭

6,100円

平成26年5月17日～
30人
平成26年5月21日

ピアノアンサンブル

教育現場において魅力ある楽しい授業を行えるようにピアノ
（クラビノーヴァ）を使用し、合奏や簡単な連弾曲の実技と演
奏法や表現法の基礎を学びます。演奏体験することで、ア
今田 政成（教育学部教授）
ンサンブルの楽しさを感じ、また音楽に取り組む上での精神
的な成長を促すような実践的な指導と理論を展開する。受
講対象者は、幼・小学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼・小学校教諭

6,100円

48人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054035号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

ピアノアンサンブル

教育現場において魅力ある楽しい授業を行えるようにピアノ
（クラビノーヴァ）を使用し、合奏や簡単な連弾曲の実技と演
奏法や表現法の基礎を学びます。演奏体験することで、ア
今田 政成（教育学部教授）
ンサンブルの楽しさを感じ、また音楽に取り組む上での精神
的な成長を促すような実践的な指導と理論を展開する。受
講対象者は、幼・小学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成26年8月11日

教諭

幼・小学校教諭

6,100円

48人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054036号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

ほめの科学 －根拠に基づく教
育－

子どもの成長や教育にとって重要な意味をもつ「ほめ」とい
う行為が、ほんとうはどのような要因によって効果を持つの
か、ほめに隠された多くの要素を明らかにします。その「科
学的」証拠にはどんなものがあるかを知ることで、「証拠に
基づく教育」（エビデンス・ベイズド・エデュケーション）という 仁平 義明（教育学部教授）
考え方が教育ではいかに重要かを学びます。ほめの実習も
あります。教育は情熱だけでは不十分だと感じる先生が参
加してください。主な受講対象者は、幼・小・中・高・特別支
援学校教諭、養護教諭。

栃木県小山市

6時間 平成26年8月7日

6,100円

40人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054037号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/
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幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

平成２６年度（第３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

中学・高等学校における、生徒・保護者対象の教育相談活
動に関して、臨床心理学的観点からの指導助言を行う。受
講者の中から、実際の相談事例を提供してくれる方（5名程
度）を募り、発表していただく。その事例の意味や、対応の
伊東 孝郎（教育学部教授）
オプション（他の対応可能性）を他の受講者とともに考え、討
議することを通して、今後の教育相談活動のための資質向
上を図る。主な受講対象者は、中・高・中等・特別支援学校
の教諭、中・高・中等・特別支援学校の養護教諭。

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

栃木県小山市

6時間 平成26年8月11日

中・高・中等・特
別支援学校の教
教諭
諭、中・高・中等・
養護教諭
特別支援学校の
養護教諭

6,100円

25人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054038号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

事例に学ぶ教育相談（中学・高
校）

白鴎大学

小学校理科「生命」分野において重視される見方に「生物の
多様性と共通性」がある。本講習を通して、どのように「生物
の多様性と共通性」という見方を授業に取り入れたらよいの
か考えていただきたい。本講習では、まずＤＮＡ抽出実験と
小学校理科（生命分野）の実験・
オリガミバードという実習教材を利用して進化が起こるしくみ 山野井 貴浩（教育学部専任講師）
実習
を説明する。次いで、この進化のしくみをふまえて、系統樹
思考について説明する。最後に、「昆虫のからだのつくり」に
関して系統樹思考を取り入れた授業例を紹介する。主な受
講対象者は小学校教諭だが、中高の理科教員も受講可。

栃木県小山市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小学校教諭

6,600円

30人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054039号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

ハンドベルの演奏法を中心に、教育的効果を検証すること
を目的とする。ハンドベルと同種の楽器にはアンクルン（イン
ドネシアの民族楽器、竹）、チャイム（トーンチャイム・クワイ
アチャイムなど、アルミ）、 ミュージックベル、イングリッ
ハンドベル体験講座（心に響く音 シュ・ハンドベル（演奏用ハンドベル、ブロンズ）などがある
荒井 弘高（教育学部教授）
色を求めて）
が、それぞれの楽器の紹介、アンクルンの製作、演奏法の
実技指導を行い、自ら演奏を体験する。また他の楽器との
アンサンブル、歌の伴奏など、教育現場においての導入法
をさぐる。主な受講対象者は、幼・小・中（音楽）・高（音楽）
教諭。

栃木県小山市

6時間 平成26年8月12日

教諭

幼・小・
中（音楽）・
高（音楽）教諭

8,350円

35人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054040号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

ハンドベルの演奏法を中心に、教育的効果を検証すること
を目的とする。ハンドベルと同種の楽器にはアンクルン（イン
ドネシアの民族楽器、竹）、チャイム（トーンチャイム・クワイ
アチャイムなど、アルミ）、 ミュージックベル、イングリッ
ハンドベル体験講座（心に響く音 シュ・ハンドベル（演奏用ハンドベル、ブロンズ）などがある
荒井 弘高（教育学部教授）
色を求めて）
が、それぞれの楽器の紹介、アンクルンの製作、演奏法の
実技指導を行い、自ら演奏を体験する。また他の楽器との
アンサンブル、歌の伴奏など、教育現場においての導入法
をさぐる。主な受講対象者は、幼・小・中（音楽）・高（音楽）
教諭。

栃木県小山市

6時間 平成26年8月19日

教諭

幼・小・
中（音楽）・
高（音楽）教諭

8,350円

35人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054041号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

ハンドベルの演奏法を中心に、教育的効果を検証すること
を目的とする。ハンドベルと同種の楽器にはアンクルン（イン
ドネシアの民族楽器、竹）、チャイム（トーンチャイム・クワイ
アチャイムなど、アルミ）、 ミュージックベル、イングリッ
ハンドベル体験講座（心に響く音 シュ・ハンドベル（演奏用ハンドベル、ブロンズ）などがある
荒井 弘高（教育学部教授）
色を求めて）
が、それぞれの楽器の紹介、アンクルンの製作、演奏法の
実技指導を行い、自ら演奏を体験する。また他の楽器との
アンサンブル、歌の伴奏など、教育現場においての導入法
をさぐる。主な受講対象者は、幼・小・中（音楽）・高（音楽）
教諭。

栃木県小山市

6時間 平成26年8月20日

教諭

幼・小・
中（音楽）・
高（音楽）教諭

8,350円

35人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054042号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

小学校の社会科学習では、地域の実態を正確に把握させ
ることが重要であるが、教員の側に地理的事象に関する知
識の不足や地理的なものの見方の欠如がみられる。本講
小学校社会科における地域のと 習では、受講者の勤務校所在地と栃木県、さらに栃木県と
奥澤 信行（教育学部教授）
らえ方
全国各地や世界各国との関係を、都市圏の設定や工業生
産などの視点から考察を行う。また栃木県内の具体的事例
を示しつつ、児童の地理的空間の拡大への教員の関わり方
にまで言及する。主な受講対象者は、小学校教諭とする。

栃木県小山市

6時間 平成26年8月12日

6,100円

平成26年5月17日～
50人
平成26年5月21日

平263007054043号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

学校教育における諸活動において、児童生徒の的確な理
解はきわめて重要かつ不可欠な前提である。児童生徒理解
のために、教員は自らを正しく知っておく必要がある。自己
理解なしには、教師である以前に人として、他者と向き合う
自己理解のための心理学ワーク
ことができないからである。本講習では、人間性心理学の諸 伊東 孝郎（教育学部教授）
ショップ
理論に基づく各種ワークを通じて、他者と関わりながら自ら
を見つめ、自己理解を深めることで、今後の教育活動に資
することを目的とする。主な受講対象者は、幼・小・中・高・
特別支援学校教諭、養護教諭。

栃木県小山市

6時間 平成26年8月12日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

6,100円

40人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054044号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

学校教育における諸活動において、児童生徒の的確な理
解はきわめて重要かつ不可欠な前提である。児童生徒理解
のために、教員は自らを正しく知っておく必要がある。自己
理解なしには、教師である以前に人として、他者と向き合う
自己理解のための心理学ワーク
ことができないからである。本講習では、人間性心理学の諸 伊東 孝郎（教育学部教授）
ショップ
理論に基づく各種ワークを通じて、他者と関わりながら自ら
を見つめ、自己理解を深めることで、今後の教育活動に資
することを目的とする。主な受講対象者は、幼・小・中・高・
特別支援学校教諭、養護教諭。

栃木県小山市

6時間 平成26年8月18日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

6,100円

40人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054045号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/
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教諭

小学校教諭

平成２６年度（第３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

白鴎大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

学校教育における諸活動において、児童生徒の的確な理
解はきわめて重要かつ不可欠な前提である。児童生徒理解
のために、教員は自らを正しく知っておく必要がある。自己
理解なしには、教師である以前に人として、他者と向き合う
自己理解のための心理学ワーク
ことができないからである。本講習では、人間性心理学の諸 伊東 孝郎（教育学部教授）
ショップ
理論に基づく各種ワークを通じて、他者と関わりながら自ら
を見つめ、自己理解を深めることで、今後の教育活動に資
することを目的とする。主な受講対象者は、幼・小・中・高・
特別支援学校教諭、養護教諭。

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

栃木県小山市

6時間 平成26年8月19日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

6,100円

40人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054046号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

栃木県小山市

6時間 平成26年8月12日

6,100円

30人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054047号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

6,100円

平成26年5月17日～
30人
平成26年5月21日

平263007054048号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

6,100円

30人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054049号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

現代史のなかの戦争と平和

「国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」（教育
基本法）は学校教育の重要な目標のひとつである。各学校
ではそのためにどのような内容の学習を行っているであろう
か。本講習では現代史のなかの戦争と平和をめぐる問題を
清水 正義（法学部教授）
追究するとともに、学校での平和教育の具体的実践例を受
講生同士が交流し、その意義と方向性について各自が認識
を深める機会を提供する。主な受講対象者は、中・高等学
校教諭。

教育におけるコンピュータ活用：
Web教材の開発

（１）講習の主要目的：①教育ツールとしてのWebの可能性
を理解する ②Webサイト制作の基礎理論を学ぶ ③Web教
材の設計・開発・管理・運営手法を学ぶ。 （２）講習の学習
項目：①教育ツールとしてのWebの可能性 ②Webサイト制
黒澤 和人（経営学部教授）
作の基礎と応用 ③Web教材の設計と開発 ④Web教材の運
営と管理。 （３）講習の形態：コンピュータ室における講義
およびコンピュータ実習。 主な受講対象者は、幼・小・中・
高・特別支援学校教諭、養護教諭。

栃木県小山市

6時間 平成26年8月18日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

白鴎大学

教育におけるコンピュータ活用：
Web教材の開発

（１）講習の主要目的：①教育ツールとしてのWebの可能性
を理解する ②Webサイト制作の基礎理論を学ぶ ③Web教
材の設計・開発・管理・運営手法を学ぶ。 （２）講習の学習
項目：①教育ツールとしてのWebの可能性 ②Webサイト制
黒澤 和人（経営学部教授）
作の基礎と応用 ③Web教材の設計と開発 ④Web教材の運
営と管理。 （３）講習の形態：コンピュータ室における講義
およびコンピュータ実習。 主な受講対象者は、幼・小・中・
高・特別支援学校教諭、養護教諭。

栃木県小山市

6時間 平成26年8月22日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

白鴎大学

学習指導要領が改訂され、体育科には小学校から高校ま
での12年間を4年ごとのまとまりとしてとらえたカリキュラム
づくりが謳われている。本講習では小学校のゲーム・ボール
ボールゲームの系統的な指導の
運動から中学校の球技について、教材の系統性や学習内 内田 雄三（教育学部准教授）
あり方
容方法の考え方を採り上げ、指導方法の実際を実技を交じ
えて学ぶことがねらいとなる。主な受講対象者は、小・中（体
育）教諭。

栃木県小山市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小・中（体育）
教諭

6,100円

40人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054050号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

学習指導要領が改訂され、体育科には小学校から高校ま
での12年間を4年ごとのまとまりとしてとらえたカリキュラム
づくりが謳われている。本講習では小学校のゲーム・ボール
ボールゲームの系統的な指導の
運動から中学校の球技について、教材の系統性や学習内 内田 雄三（教育学部准教授）
あり方
容方法の考え方を採り上げ、指導方法の実際を実技を交じ
えて学ぶことがねらいとなる。主な受講対象者は、小・中（体
育）教諭。

栃木県小山市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小・中（体育）
教諭

6,100円

40人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054051号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

6,100円

50人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054052号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

平成26年5月17日～
100人
平成26年5月21日

平263007054053号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054054号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

白鴎大学

ボランティア教育の実情と課題

現在、学校教育では、ボランティア教育は学習指導要領に
基づいて行なわれている。そのため、生徒の意志・嗜好に
かかわらず種類や領域の選択、さらには活動に参加するか
どうかについて斟酌する事なく活動参加が求められる現状
があり、ボランティア活動の自発性、主体性等の理念と一見 川瀬 善美（教育学部教授）
相反すると考えられる。そこで、この矛盾を解決しながら、生
徒のモチベーションを高めるために何が必要かを模索す
る。主な受講対象者は、小・中・高・特別支援学校の教諭、
小・中・高・特別支援学校の養護教諭。

白鴎大学

学校教育と法（憲法、民法、刑
法）

改革に揺れる学校教育現場の現実を正確に捉え、理解す
るためには、制度とそれにかかわる法令への理解が不可欠
といえる。本講習では、まず、教師の「教育権」、子どもの
野畑 健太郎（法科大学院教授）
「教育を受ける権利」等の憲法的保障につき総論的に考察
早野 俊明（法学部教授）
するとともに、教育現場のもっとも深刻な問題の一つである
松原 和彦（法学部専任講師）
いじめ問題につき、民事・刑事上の法的責任及び対策等の
目指すべき方向について議論を深めたいと考えている。主
な受講対象者は、小・中・高等学校教諭。

白鴎大学

グローバル化が進行し、「英語が使える日本人」の育成が図
られている中で、英語を専門としない教員においても教育現
場で英語に接する機会が増えている。本講座では、①英語
全教諭のための英語コミュニケー
ジェフリー・ミラー（教育学部教授）
習得理論の基礎を学び、②国際語としての英語について理
ション力養成
滝沢 謙三（教育学部教授）
解を深め、③自らの英語コミュニケーション力を向上させる
ための演習を行う。主な受講対象者は、中（英語）・高（英
語）教諭以外の教諭。

白鴎大学

教諭

中・高等学校教
諭

6時間 平成26年8月18日

小・中・高・特別
支援学校の教
教諭
諭、小・中・高・特
養護教諭
別支援学校の養
護教諭

栃木県小山市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,100円

栃木県小山市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中（英語）・高（英
語）教諭以外の
教諭

6,100円

栃木県小山市
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開設者名

白鴎大学

白鴎大学

白鴎大学

白鴎大学

白鴎大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

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

異文化理解・国際理解

世界の多様な文化、生活様式を理解する視点について考
察する。「途上国の人は貧しくてかわいそう」などという単純
化した外からの見かた（エテックな視点）ではなく、彼らの見
かた（エミックの視点）を取り入れる姿勢を学ぶ。授業は講 結城 史隆（教育学部教授）
義だけでなく、ワークショップを積極的にとりいれ、異文化理
解・他者理解の手法についても習得できるようにする。主な
受講対象者は、小・中・高等学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,100円

30人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054055号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

異文化理解・国際理解

世界の多様な文化、生活様式を理解する視点について考
察する。「途上国の人は貧しくてかわいそう」などという単純
化した外からの見かた（エテックな視点）ではなく、彼らの見
かた（エミックの視点）を取り入れる姿勢を学ぶ。授業は講 結城 史隆（教育学部教授）
義だけでなく、ワークショップを積極的にとりいれ、異文化理
解・他者理解の手法についても習得できるようにする。主な
受講対象者は、小・中・高等学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成26年8月25日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,100円

30人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054056号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

栃木県小山市

6時間 平成26年8月25日

教諭

中（英語）・
高（英語）教諭

6,100円

30人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054057号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

国語教育の歴史と現在

明治期の国語教育から平成期の国語教育までを、主に理
論と実践の両面から検討することによって、現下の国語教
育課題を見い出そうとするのが講習の目標である。具体的
竹長 吉正（教育学部教授）
には、読み方・作文・聞くこと話すことの各分野における諸
課題を講義したあと、現行の教科書教材を用いた実践的演
習を行う。主な受講対象者は、小学校教諭。

栃木県小山市

6時間 平成26年8月25日

教諭

小学校教諭

7,100円

40人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054058号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

発達障害の理解と支援

発達障害（自閉症スペクトラム障害：ＡＳＤ、注意欠如・多動
性障害、学習障害）について、それぞれの障害特性の概要
を解説する。また、乳幼児期から就労移行期までの連続性
平野 晋吾（教育学部専任講師）
のある支援の重要性を意識しながら、特にＡＳＤを取り上
げ、臨床像に即した支援について検討する。主な受講対象
者は、幼・小・中・高・特別支援学校教諭、養護教諭。

栃木県小山市

6時間 平成26年8月25日

6,100円

50人

平成26年5月17日～
平成26年5月21日

平263007054059号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校教員を対象にした講習会を開催
する。学識経験者による理論指導や当協会の公認指導員
による実技指導などを行う。全教科担当の小学校教員に体
育学習に関する最新の知見や効果的な指導の在り方につ
いての研修の機会を提供する。本講習会は、大学教授など
を講師として過去24年間にわたって開催し、28,833人以上
の小学校教員が受講した実績を有している。
主な受講対象者は小学校教諭とする。

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年7月29日

教諭

小学校教諭

1,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平268135353280号

03-6458-8131

http://jua-web.org

栃木県宇都宮
市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校教諭及び
中学校・高等学
校理科教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平268136054448号

03-5803-9570

http://www.zisin.jp
/

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955723号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

English Education and Boosting
Teacher English

公益社団法人日
さわやか一輪車指導者研修会
本一輪車協会

この講習は、英語教師のスピーキングとリスニングを補強す
ることを目的とした講習である。基本的に講習の運営や受
講者の発言・発表等も英語で行われる。ワークショップ形式
で行われ、学習指導要領が目標とする「英語のコミュニケー
ジェフリー・ミラー（教育学部教授）
ション能力を養う」ための英語指導に関する現実的な諸問
題について、受講者全員が参加して考察し、問題解決を探
る。主な受講対象者は、中（英語）・高（英語）教諭。

園山和夫（桐蔭横浜大学教授）
高田彬成（文部科学省スポーツ・青少年局
体育参事官室教科調査官）
池田延行(国士舘大学教授）
本村清人（東京女子体育大学教授）
土井浩信（淑徳大学教授）

理科における地震学習では、児童・生徒にとって興味ある
教材を提供することが困難な状況があります。近年、研究
用の地震波形データを、インターネットを通して誰でも入手
公益社団法人日 地震波形データを用いた小中高 することができるようになりました。全国に1,000点近く存在
伊東 明彦（宇都宮大学教育学部教授）
本地震学会
理科における地震教材づくり
する地震観測点の波形データを用いて、地震学習に有効な
教材を作る手順とそれを用いた授業方法について解説しま
す．さらに地震防災教育のあり方についても受講者と一緒
に考えていきます．

群馬大学

講習の開催地

丸暗記になりやすい中学校での「文法」の授業について、学
校文法そのものの問題点を指摘する講義を行います。
日本語文法と文法指導を考える そのうえで、受講者の皆様相互の討論を通じて、国語教育 小林 正行（教育学部准教授）
の中の「文法教育」の意義や、よりよい具体的なあり方を、と
もに考えます。
中学校社会・地理的分野，高等学校・地理において扱われ
る世界の諸地域の事例として，ヨーロッパを取り上げる。
ヨーロッパの自然・文化・人口・産業などの地域的特色を概
観するとともに，ＥＵの形成・拡大の過程をたどり，ヨーロッ 関戸 明子（教育学部教授）
パのかかえる地域問題について考える。また，本講習で
は，地域調べに役に立つデータの入手方法，地図やグラフ
の活用の仕方についてもふれたい。

群馬大学

ヨーロッパ地誌

群馬大学

化石燃料に代わる幅広いクリーンエネルギーの供給が強く
要請されている２１世紀において，太陽光発電は大きな期
待が寄せられている。色素増感太陽電池は材料が安価で
作製も比較的容易なため，実験室で教材として取り扱うこと
色素増感太陽電池の作製と評価
岸岡 真也（教育学部准教授）
が可能である。本講座では自然科学の不思議さを感じ，最
先端の科学技術に触れる喜びを体験でき，エネルギーと環
境に問題意識を持って取り組む姿勢を育める教材としての
色素増感太陽電池の作製と評価を行う（計算有）。

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月16日

教諭

国語を担当する
中・高教諭 国語
に興味がある小
学校教諭

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月16日

教諭

社会科，地理歴
史科を担当する
中・高教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955724号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月16日

教諭

中・高校教諭，科
学技術に関心の
深い小学校教諭

6,000円

20人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955725号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/
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開設者名

群馬大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

主に箏を用いた演習形式の講習である。教員自身が箏に
慣れ親しむことを最大の目的とする。和楽器の中でも応用
菅生 千穂（教育学部准教授）
和楽器を含む器楽授業のアイデ 性の高い箏に特化し「筝の扱い方・奏法の基本」を講じ演習
中畝 詩歩（学校法人佐藤栄学園栄東高等学
ア
を行った上で、中学生のみならず、小学生でも楽しみながら
校箏曲部講師）
演奏に参加することができる教材・活動のアイデアを受講者
とともに探る。

映像メディア・ワークショップ

映像メディア時代の美術教育をテーマに参加協同型学習＝
ワークショップを学びながら考えていく。美術教育は単なる
絵画・彫刻制作などのものづくりから離脱し、情報社会の中
で、イメージをそのままに表現する映像表現や参加型でコ
ミュニケーションそのものに変容し、社会性を強めている。こ 茂木 一司（教育学部教授）
の講習では、ワークショップを通して、ショートムービーなど
を制作しながら、「映像メディア」の美術教育の在り方と美術
教師の向き合い方を自己探求することを目的とする。 （教育
学部C棟パソコン教室を使用）

群馬大学

家庭科の授業づくり

家庭科における授業づくりの考え方や方法を、家庭科の
歴史や実践例・研究例を交えながら講義する。また、受講者
が小学校・中学校・高等学校の学習内容や児童・生徒の実
小林 陽子（教育学部准教授）
態、授業の困難点や課題点について情報交換し、改善点に
ついて考える時間を設ける。簡単なものづくりの実習も行う
予定である。

群馬大学

「コミュニケーション能力の育成」を目指す今日では、英語教
師自身も英語力を一層向上させる必要がある。本講座で
は、「外国語習得の特徴」や「外国語習得に必要な活動とそ
英語教師のための「英語力向上」 のバランス」に関する最新の知識を得るとともに、英語で英 上原景子（教育学部教授）
の手立て：英語で英語の授業を 語の授業を行うために、教師が「忙しい毎日の中で英語力 レイモンド・フーゲンブーム（教育基盤センター
行うために
を向上させるための具体的な手立て」をワークショップ形式 准教授）
で考える。主な観点として「４技能・語彙・発音・コミュニケー
ション能力」を取り上げ、その向上についての手立てを考え
る。

群馬大学

入門期とは言語が未発達で言語を用いたコミュニケーション
が困難な子どもの指導段階をいう。知的障害児における「こ
とば」の指導の重要性については異論を挟む余地はない
知的障害教育における入門期の
が、具体的に何を教えるのかについては必ずしも明確では 浦﨑 源次（教育学部教授）
「ことば」の指導
ない。本講習では学習指導要領解説や文部科学省著作教
科書等を参考にして教科内容を抽出し、それらの系統化に
ついて、言語発達や言語獲得の諸理論をもとに考える

群馬大学

海外に居住する中国人、すなわち華僑・華人社会の歴史と
文化から、中国社会の特徴や人と人との結びつきについて
考えたいと思います。その際、とくに日本における中華街の
成り立ちと変遷にも留意するつもりです。たいへん暑いなか 今井 就稔（教育学部准教授）
での講習になりそうですが、昨今の日中関係の悪化のなか
でも、中国社会を少しでも理解しておきたいと思っている方
の参加をお待ちしております。

群馬大学

華僑・華人社会の歴史と文化

群馬大学

本講義は、数学教育史、諸外国の数学教育、教材開発・授
業研究・評価などのテーマから構成される。種々の教科書
や授業記録・映像などを活用して、数学教育の考え方や方
算数・数学の授業改善の考え方
法を学習し、更に授業研究の方法論を見直し、授業改善を 西谷 泉（教育学部教授）
と方法について
考察する。できるだけ具体的な事例を多く紹介して、受講者
自身が自分の授業改善を効果的に行えるように考慮した
い。

器械運動の理解

小学校、中学校、高等学校で扱われる器械運動各種目の
運動特性についての学習を行い、教材としての器械運動に
関する理解を深める。また、マット運動、鉄棒、跳び箱に関 新井 淑弘（教育学部教授）
する各自の技能の確認を行った後に、各種目の練習方法と
補助方法等に関する実習を行う。

群馬大学

土砂災害とその対策

日本では、大雨や地震等が引き金となって、がけ崩れや土
石流、地すべりなどの土砂災害が発生しやすい。土砂災害
の被害を防ぐためには、一人ひとりが土砂災害から身を守
れるように備えておくことが重要である。本講義では、土砂 蔡 飛（理工学研究院助教）
災害とその対策について講義を行う。まず、大雨や地震に
よる土砂災害の発生メカニズム、土砂災害による被害を説
明した後に、土砂災害のハード・ソフト対策を紹介する。

群馬大学

CO2等の温室効果ガスの増加に伴う地球温暖化が重要な
社会問題となっている。この講義では、先ず、地球温暖化の
現状を概観する。次に、実験を通して赤外線の性質を確認
CO2増加に伴う地球温暖化のメ した後に、大気中の温室効果ガス増加に伴う地球温暖化の
岩崎 博之（教育学部教授）
カニズムと雲の温暖化抑制効果 メカニズムを説明する。更に、大気中の塵が増加すると雲の
反射率や寿命が変化することを実験で確認した後に、塵に
よって変質を受けた雲の温暖化抑制効果について説明す
る。

群馬大学

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

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月16日

教諭

音楽担当の小・
中教諭

6,000円

24人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955726号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月16日

教諭

幼・小教諭、美術
科を担当する中・
高教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955727号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955728号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955729号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

平261001955730号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月16日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の家庭
科担当教諭およ
び特別支援学校
教諭

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月16日

教諭

中・高の英語担
当教諭

6,000円

平成26年4月18日～
60人
平成26年4月30日

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月16日

教諭

特別支援学校に
勤務する教諭・特
別支援学級担当
教諭

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月17日

教諭

小教諭、社会科・
地理歴史科を担
当する中・高教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955731号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月17日

教諭

算数・数学担当
の小・中・高・特
別支援学校教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955732号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

教諭

小学校教諭、幼
稚園教諭及び保
健体育を担当す
る中・高教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955733号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955734号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955735号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月17日

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月17日

教諭

工業、理科担当
の高校教諭及び
理科担当の中学
校教諭

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月18日

教諭

理科担当の小・
中・高教諭
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6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955736号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

ものづくりと教材開発

科学技術の著しい進展により、小中高を通じて基礎的な科
学技術の素養を幅広く養うことが求められている。このよう
な中で、教員にとって基礎的な科学技術の知識とものづくり
の技術が必要とされている。講座では、ものづくり教材（機 三田 純義（教育学部教授）
械・電気エネルギー変換、太陽電池、LED照明の点灯制御）
を取り上げ、学校段階に応じた教材の位置づけ、児童・生徒
の学習指導法について講義し、教材の作成実習を行う。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小中高の科学技
術（理科・技術・
工業）、社会、美
術の教諭

現代英文学訳読

英語で書かれた現代小説を精読する。外国語が母語と一対
一対応ではない、という言語的特質への十分な理解は、学
校における教育活動・語学教育に不可欠な問題だからであ 吉川 信（教育学部教授）
る。テキストには、時間内で読み終えられる長さの中篇もしく
は短篇をこちらで用意する。英和辞典は必ず持参のこと。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月18日

教諭

英語担当の中・
高教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955737号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

身近にある科学

身近にある、または、話題となっている物質や現象につい
て、次の2つのテーマに関して解説する。
１）古くからよく知られる炭素材料（活性炭）と最先端の炭素
材料（カーボンナノチューブ・グラフェン）について、その製 白石 壮志（理工学研究院教授）
法・性質、及び、応用例を解説する。
佐伯 俊彦（理工学研究院助教）
２）iPS細胞や、 細胞を使った物質生産を取り上げ、細胞が
どのように利用されているのか、利用方法や背景となる知
識・技術について解説する。

教諭

工業・理科担当
の高校教諭およ
び理科担当の中
学教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955738号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

「我が国の言語文化を享受し、継承・発展させるため、生涯
にわたって古典に親しむ態度を育成する指導」にあたり、教
師には何が求められるか。文法力・単語力の充実を図りつ
伝統的言語文化を考える―古典 つ、記紀・万葉から平安・中世を経て、芭蕉へ、そして近・現
藤本 宗利（教育学部教授）
教育を活かす工夫―
代へと継承される、伝統と独創の絶妙なバランスとしての古
典文学のおもしろさを伝えることは無理ではあるまい。本講
座は、受験古文を支える古典への興味を、教師自身に知っ
てもらうことを目的とする。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中・高校国語科
教諭、古典教育
に関心の深い小
学校教諭等

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955739号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

歴史授業の考察

小学校・中学校社会科及び高等学校地理歴史科における
歴史授業の在り方に関する考察を行う。小・中・高等学校と
校種別，各論的にならざるを得ない側面もあるが，総論的 岩永 健司（教育学部教授）
にも歴史授業に関する考察を行いたい。考察を通じて，今
後の歴史授業の在り方を考えたい。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小・中・高校で歴
史授業の担当教
諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955740号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

円周率の歴史とその計算

円周率の計算法を歴史的発展とともに理解しておくことは、
円周率および円の指導や教材作成時、教師のもつ数学的
背景として有用である。ここでは、時代を次の３つに分け、
円周率の公式とそのアイデアを紹介する。Ⅰ．『アルキメデ
伊藤 隆（教育学部教授）
スに始まる円に内外接する正多角形を用いる方法』 Ⅱ．
『ニュートン、ライプニッツに始まる解析的方法』 Ⅲ．『コン
ピュータ－で用いられる現代の計算法』、さらに円周率の数
としての特性にも触れたい。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月19日

教諭

数学を担当する
中・高教諭，数学
に関心の深い小
学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955741号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

歌舞伎の音楽

1－2時間目 浄瑠璃、長唄、黒みす音楽を中心に、歌舞伎
音楽全般について概説します。
3－4時間目 「勧進帳」を見ながら、長唄の多様な表現につ
川上 晃（教育学部教授）
いて詳しく説明します。
5－6時間目 河竹黙阿弥の作品を見ながら、黒みす音楽の
表現について詳しく説明します。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月19日

教諭

音楽を担当する
小・中・高等学校
教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955742号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

彫刻制作を通した図工・美術科
教育の展開

図工・美術科教育において，「立体に表す」「彫刻」の内容は
広く実践されている。しかし，その題材は旧態のままのもの
が多く，定式化したものをなぞっている現状も見受けられ
林 耕史（教育学部教授）
る。本講座では，現代彫刻の多様性を概観するとともに，立
体造形に関する基礎的な知識技能を養い，彫刻制作を通し
た図工・美術科教育の具体的な展開を試行する。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小・特支教諭、美
術を担当する中・
高教諭

6,000円

20人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955743号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

こころの健康支援―児童および
教師のメンタルヘルス改善に向
けた運動・身体活動の活用―

本講習では、最初にストレス社会における近年の子どもの
心理的特徴や問題行動に関する統計的データを紹介する。
つぎに、子どもの学校生活や問題行動を支える教師のここ
ろの健康の現状について説明する。以上を踏まえたうえで、
西田 順一（教育学部准教授）
ストレスマネジメントの一方略として運動、身体活動を取り上
げ、それらと心理的健康との密接な関わりを学習する。最後
に運動、身体活動の増強に関する心理学的理論および実
践方略について詳細に解説する。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955744号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

住まいの地域性と環境

深刻な環境問題に直面している現在、その解決方法を考え
るにあたっては地域性への理解が欠かせない。本講習で
は、地域の自然環境や社会環境に根ざした民家への理解
を深めるとともに、群馬県における特徴について考える。そ
田中 麻里（教育学部准教授）
れらをふまえ、快適な室内環境の整え方を理解する。小中
高等学校家庭科の住居領域で扱われているテーマを中心
としながら、防災教育についてもふれ、講習を通して住環境
についてより深く総合的に理解していただきたい.。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小教諭及び家庭
科を担当する中・
高教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955745号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

自然言語の探求

自然言語には多くの謎がある。たとえば、人間はなぜ言語
を自由に操れるのか、人間はなぜ誰もが言語を習得できる
のか、など。本講習では、現代言語学の考え方に従って（生 柏木 徳明（教育学部准教授）
成文法が中心になる）、自然言語について考察する。英語
の具体的事例に即して考えてゆきたい。

教諭

英語を担当する
中・高・特別支援
教諭、英語に関
心の深い小教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955746号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

群馬大学

群馬大学

群馬大学

群馬大学

群馬大学

群馬大学

群馬大学

群馬県前橋市

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月18日

6時間 平成26年8月19日
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情報科学の現状と将来

情報通信技術は急速に多方面で発展している。受講で得た
最新の情報科学に関する知識等を教育現場で生かすこと
は重要である。このため、前半は横尾がコンピュータの発展
の近年の歴史を概観し、発展の原動力を探るとともに情報 横尾 英俊（理工学研究院教授）
科学・情報工学が果たした役割について講義する。後半は 小野里 好邦（理工学研究院教授）
小野里が、コンピュータを活用した通信のしくみについて講
義する。さらに、将来のコンピュータネットワークの役割、構
成、制御について紹介する。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月19日

教諭

工業、理科担当
の高教諭及び理
科担当の中教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955747号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

今こそ憲法を考える

子どもから「先生，憲法って何？」と聞かれたらどう答えます
か。「憲法を勉強して何の意味があるの？」と聞かれたらど
うですか。意外と難しくはないでしょうか。これらの問に答え
るには，憲法の根本に遡って考える必要がありそうです。こ
斎藤 周（教育学部教授）
の講習では日本国憲法の基本原則を中心に検討し，人権
教育の課題も取り上げます。憲法を根本から考えることは，
改憲問題が議論されている今，教員に限らず，誰にとっても
意味のあることです。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月20日

教諭

憲法問題に関心
のある全教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955748号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

8月20日12時、草津セミナーハウスにて受付と昼食。13時、
浅間山と草津白根山の火山基礎知識(3時間）、弁当パック
による立体模型づくりと口頭試問（2時間）。8月8日8時30
火山のフィールドワーク 浅間山
分、浅間山のフィールドワーク、峰の茶屋、鬼押出し、鎌原 早川 由紀夫（教育学部教授）
と草津白根山
観音堂など（7時間）。19時、見学した内容の復習と口頭試
問（2時間）。8月9日8時30分、草津白根山のフィールドワー
ク湯釜までと口頭試問（4時間）。昼食後解散。

群馬県草津町

教諭

理科または社会
科担当の小・中
教諭

31,470円

25人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955749号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

体育の授業をつくる

新学習指導要領を踏まえて、①体育の教材づくり・授業づく
りを考える．特に，ゲームの分類が大きく変更された「ボー
ルゲーム」を取り上げる．学習成果を高めるために大きな意
味を持つゲーム教材はどのようにつくればよいのか．また，
鬼澤 陽子（教育学部准教授）
それらを位置づけた授業をどのように展開すればよいのか
を考える．また，②よりよい授業をするためには，授業の省
察は欠かせない．代表的な組織的観察法を紹介し，授業の
省察について考える．

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小・保健体育科
担当中教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955750号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

意思決定の心理学

意思決定の結果は将来の自分や家庭・組織・地球などに大
きな影響を及ぼしかねない。優れた意思決定をしなければ
ならない理由が、ここにある。では、それは，どのようなもの
なのであろうか？ この講習では、具体的な決定問題を自
富山 慶典（社会情報学部教授）
分で解き，ヒューリスティクスとそれがもたらすバイアス（系
統的なエラー）についての研究成果を学びながら，この問い
に対する答えを考え、生徒の進路選択などに応用できるよ
うになることを目標とする。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月20日

教諭

人間の判断や意
思決定に関心の
ある全教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955751号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

幾何学の歴史

本講習では、人類が古代から近代までに積み重ねてきた幾
何学的考察を順に辿り、それがどのように変革してきたかを
追体験する。特に、古代ギリシャにおいて確立されたユーク
山本 亮介（教育学部准教授）
リッド幾何学（高校までで学ぶ幾何学）だけが幾何学である
期間がおよそ2千年続いたのちに、どのようにして新しい幾
何学たちが誕生したのかを解説する。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月21日

教諭

数学を担当する
中・高教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955752号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

義務教育における英語教育と、大学教養教育におけるドイ
ツ語教育とを、それぞれが今日抱える諸問題を踏まえなが
言語の壁を越えて初級外国語教
ら、初級外国語教育という観点から一括してとらえ、現代言 田中 一嘉（教育学部准教授）
育を考える
語学の知見を背景として、個別言語教育の壁を超えた大き
な視野で、初級外国語教育のあり方を考える。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中・高等学校英
語教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955753号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

学級に在籍する児童生徒達は発達障害の児童生徒を含
め、以前に比べ多様化してきている。その多様化する児童
生徒達への教育を行っていくためには、教師の側も児童生
学校現場における特別支援教育 徒達の特性を捉え、多様な教育方法を学ぶ必要がある。
霜田 浩信（教育学部准教授）
の実践
本授業では、「学校現場における特別支援教育の実践」と
して、通常学級に在籍する発達障害の児童生徒を含めて、
どのような学級運営、授業作り、個に応じた支援を行うかに
ついて講義する。

6時間 平成26年8月21日

通常学級におけ
教諭
る特別支援教育
養護教諭 を学びたい全教
諭・養護教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955754号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

日本史研究と歴史教科書

考古学上の新発見には枕詞として「教科書を塗り替える」、
古い通説への批判を込めた称号「教科書的理解」。実際に
は、今使われている教科書や指導要領の記述は新しい歴
藤森 健太郎（教育学部教授）
史学の成果から見るとどんな評価になるのなのだろうか。こ
んな疑問を手がかりに議論を進め、結果として日本史研究
の新潮流に触れられるようにしたい。

6時間 平成26年8月22日

教諭

日本史を担当す
る中教諭、日本
史に関心の深い
小教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955755号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

方程式の話

３次方程式、４次方程式のさまざまな解法を紹介する。３次
方程式の代数的な公式，カルダーノの公式を紹介し，それ
を使って４次方程式の代数的解法である，フェラリ，デカル
ト，オイラーの解法を紹介する．これらは中学でならう２次方 照屋 保（教育学部准教授）
程式の解の公式のように，代数的な解法であるが５次方程
式にはそのような公式はないことが知られている。それ以外
に三角関数を使った３次方程式の解法などを紹介する。

教諭

数学を担当する
中・高教諭，複素
数平面の基本的
なことを知ってい
ること

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955756号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

群馬大学

群馬大学

群馬県前橋市

群馬県前橋市

群馬県前橋市

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22日
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「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

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4月18日～
平成26年4月30日

平261001955757号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

植物の形を支える細胞骨格

学習指導要領の改訂に伴って新たに高等学校生物で学習
することとなった内容の一つに「細胞骨格」がある。細胞骨
格は細胞の形を決める重要な構造であるが、特に植物は細
胞をレンガのように積み上げて構築されており、細胞骨格が
佐野 史（教育学部准教授）
決めた細胞の形が個体全体にまで影響を及ぼす。本講習
では、細胞骨格と植物の形づくりに関して講義を行うととも
に、実際に細胞骨格を顕微鏡で観察し、細胞骨格の重要性
を再認識することを目的とする。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月22日

教諭

理科を担当する
中・高教諭、植物
や細胞に関心の
深い小教諭

群馬大学

指揮法

指揮は音楽教育に携わっていれば、避けて通る事のできな
い技能です。本講習では古典から現代までの楽曲について
楽譜の読み込み、指揮技能、演奏指導を大きな枠組みとし 西田 直嗣（教育学部准教授）
てとらえ、合唱や器楽合奏等に幅広く対応するための基礎
から応用までの指揮について演習します。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月22日

教諭

音楽担当の小・
中・高教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955758号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

美術の一分野であるプロダクトデザインは、社会的に重要
で日常生活に密接に関わる分野であるが、視覚伝達（グラ
フィック）デザインなどに比べ、題材として扱われていないの
美術科教育におけるプロダクトデ
が現状であろう。
齋江 貴志（教育学部准教授）
ザイン
この講座では、プロダクトデザインを近代デザイン史から
概観し、将来像を展望するとともに、プロダクトデザインに
よって養える力とは何かを実践し考察する。

教諭

図工・美術科担
当の小・中・高教
諭又は幼・特別
支援教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955759号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955760号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月22日

群馬大学

スポーツを読む・見る

運動やスポーツが果たす社会的・教育的な役割は大きく、
学齢期におけるスポーツ活動も盛んである。本講習はス
ポーツの歴史的な背景や文化理解を、文学作品や映像メ
ディアなどを通して、わかりやすく学習する。スポーツを主体
福地 豊樹（教育学部教授）
的に行なってゆく担い手としての学齢期の子どもたちに、有
意義な知識を伝えることは、教師の深い識見に支えられて
こそ可能と思われる。スポーツに関心がある先生方にぜひ
参加してもらいたい。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小教諭、保健体
育担当の中・高
教諭及び体育系
課外活動を指導
する教諭

群馬大学

科学技術の発展を享受して人間社会は進歩をして来た。そ
の一方で，副作用として資源の枯渇や環境問題などが生じ
ている。本講習では，科学・技術とは何かを起点として，技
技術社会と環境・エネルギー・資 術と人間社会との関わりについて論じ，環境・エネルギー・
田辺 秀明（教育学部教授）
源問題
資源との関連に言及する。さらに，科学・技術を活用するこ
とによりそれらの問題への解決策を示し，これからの技術社
会を構成する人間一人一人に要求される科学・技術的知識
について論じる。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月22日

教諭

全教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955761号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

グローバル人材の育成が現代社会の課題とされている。本
講習では、グローバル人材育成という視点を取り入れなが
小学校外国語(英語）活動ワーク ら、小学校における外国語(英語）活動や指導法について理
渡部 孝子（教育学部准教授）
ショップ
解を深めていく。また、フィンランド、韓国における小学校英
語教育事情と比較しながら、日本の外国語教育について考
える。

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955762号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月22日

教諭

英語を担当する
中学校・高等学
校教諭、英語教
育に関心が高い
小学校教諭

倫理学

倫理・道徳とは何か？という基本的な事項から始め、倫理
的・道徳的な思考方法を身につけるために様々な問題につ
小谷 英生（教育学部講師）
いてディスカッションしていく。知識習得ではなく思考力養成
に重点を置いた講習を予定している。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月23日

教諭

中・高教諭、倫
理・道徳に関心の
ある小学校教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955763号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

目で見る光の世界

光は我々にとってとても身近な存在であり、多くの人々は物
体からの光を直接的に、もしくはレンズや鏡などを通して間
接的に捉えることで周囲から情報を得ている。本講習では、
そのような光の基本的な性質として反射、屈折、干渉、回
寺嶋 容明（教育学部准教授）
折、偏光などを解説する。さらに、身近なものを使った観察
なども行うので、理科授業における実験のヒントが得られる
と期待される。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月23日

教諭

理科を担当する
中・高教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955764号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

学校教育の中の医療

学校教員に必要な医療の幅広い知識を、専門用語を極力
用いない平易な言葉で解説する講義です。子どもの体と病
気について、学校教員に求められる医療の基礎的な知識
と、近年の医療の進歩や最新の知見なども解説します。さら 吉野 浩之（教育学部准教授）
に教員自身の健康管理の上で必要なことや、社会や地域
の変化に伴い医療から見たこれからの教育・医療・福祉の
連携の在り方などにも触れます。

群馬県前橋市

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

60人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955765号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

国語科の授業づくりのキーワードとして「言語活動の充実」
や「評価規準」ということが言われている。本講習では，その
国語科における対話的な授業づ
背景にある「教えること」から「学ぶこと」への授業観の転換 濵田 秀行（教育学部准教授）
くり
について紹介するとともに，実際の授業事例に基づいて対
話的な授業づくりのあり方について考える。

教諭

対話的な国語の
授業に関心のあ
る小教諭、国語
担当の中・高等
学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955766号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955767号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年4月30日

平261001955768号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬大学

群馬大学

群馬大学

群馬大学

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月24日

合唱

現在、学校教育において、授業内課外にとらわれず歌唱活
動が活発に行われている。その活動において合唱の本質
が追及されているだろうか、という問題も取り上げ、本講習 山崎 法子（教育学部講師）
では楽しく表現豊かな演奏にするための必要な発声指導、
楽曲の解釈と表現の工夫等を実践的に研究する。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月24日

教諭

小教諭、音楽を
担当する中・高教
諭、合唱指導を
業務上必要とす
る教諭

ダンスの授業づくり

「表現運動系及びダンス」領域の表現系ダンス、リズム系ダ
ンス、フォークダンスの三つのダンスについて、その特性、
目標、内容に関する理解を深める。また、実際にダンスの 木山 慶子（教育学部准教授）
「踊る」「創る」「みる」を体験し、ダンスの授業づくりの具体を
実践的に習得する。

群馬県前橋市

6時間 平成26年8月24日

教諭

小教諭、保健体
育を担当する中・
高教諭
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社会科教育と参加型授業

これからの社会科教育のあり方について考究します。具体
的には、学習指導要領の改訂など近年の教育改革動向や
参加型の授業事例などを踏まえて検討します。なお、本講 宮崎 沙織（教育学部講師）
習では、講義だけでなく、アクティビティやディスカッションな
どを行うため、受講者の積極的な参加を求めます。

群馬県前橋市

6時間 平成26年12月25日

整数の世界

中・高の授業では直接教わることはないが、中高生にも十
分理解できるユークリッドの互除法について学ぶ。 またそ
れを用いた不定方程式と整数解、連分数についても学び、 福島 博（教育学部教授）
応用として、整数を用いた幾つかの数当てゲームをおこな
う。

群馬県前橋市

ピアノ学習の段階

バロック、古典派、ロマン派時代等におけるピアノ作品の演
奏法および指導法。ピアノ作品の難易度や学習順序、演奏
三國 正樹（教育学部教授）
能力の見極め方および学習法、実技能力向上法について
解説。実技指導も適宜取り入れて行うこととする。

群馬県前橋市

子どもが思考・表現する理科の
授業づくり

もっと子どもが思考・表現する授業をつくりたい、理科の授
業力を高めたい、理科の授業づくりはこれで良いのだろうか
…と感じていませんか。最新の理科教育研究の成果を踏ま
栗原 淳一（教育学部准教授）
えつつ、思考力・判断力・表現力育成の観点から理科の授
業をどのようにつくると良いのか学び合い、「理科の授業」に
ついて再考・検討していきます。

群馬県前橋市

現代社会とアート・美術

現代の日本社会においてアートや美術がどのような役割を
果たしているのか、あるいは今後担い得るのか。子どもたち
は美術鑑賞や美術史から何を受け取り、新たに創造するの
か。西洋・日本近代美術史や美学を通して、サブカル
春原 史寛（教育学部准教授）
チャー、メディア、出版、美術館・博物館、世界文化遺産・地
域文化資源などの観点に言及し、社会とアート・美術の関わ
りを主に鑑賞者の立場から考える。講義や討論に加え、簡
単な実技も交えて展開する。

アメリカ現代小説を読む

Raymond Carver（レイモンド・カーヴァー）の短編
"Cathedral"「大聖堂」を読む。(1)英語を語順どおりに理解し
(2)文脈を考え(3)辞書を丁寧にひき(4)文脈にあった訳語を 宮本 文（教育学部准教授）
考え翻訳をしてもらい(5)講評する。適宜、プレセンテーショ
ンやグループディスカッションを取り入れる予定である。

教育現場における運動・栄養指
導の必要性

最近、若年層の生活習慣病増加が懸念されている。教育現
場（保健体育教諭、養護教諭）においては、児童・生徒への
生活習慣病一次予防に関する教育が必要であり、特に運
動・栄養指導については重要であると考えられる。本講習
上條 隆（教育学部教授）
は、運動・栄養指導の必要性について理解していていただく
ことを目的とし、身体組成・体力測定値ならびに血液生化学
検査値を指標とした、運動・栄養指導の効果について最近
得た知見を紹介する。

食と環境を考える

食の指導において、「地産地消」や「フードマイレージ」の概
念が取り上げられるようになった。その背景にある日本の食
料自給率の低下は、食の欧米化といった一言で片付けられ
ることが多いが、これには誤解が多い。「日本人は米を食べ 西薗 大実（教育学部教授）
なくなり、パンやパスタを食べるようになった？」…これでは
まったく説明がつかない現代の食の状況についての正しく
理解し、食生活と環境負荷のさまざまな課題を考える。

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

社会科教育に関
心のある小教
諭、社会科を担
当する中教諭

6,000円

40人

平成26年10月17日～
平成26年10月24日

平261001955769号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

6時間 平成26年12月25日

教諭

小教諭、数学を
担当する中・高等
学校教諭

6,000円

60人

平成26年10月17日～
平成26年10月24日

平261001955770号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

6時間 平成26年12月25日

教諭

小教諭、音楽を
担当する中・高教
諭

6,000円

40人

平成26年10月17日～
平成26年10月24日

平261001955771号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

6時間 平成26年12月26日

教諭

理科授業づくりに
関心のある小教
諭、理科を担当
する中教諭

6,000円

40人

平成26年10月17日～
平成26年10月24日

平261001955772号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬県前橋市

6時間 平成26年12月26日

教諭

図画工作科・美
術科を担当する
小・中・高教諭

6,000円

60人

平成26年10月17日～
平成26年10月24日

平261001955773号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬県前橋市

6時間 平成26年12月26日

教諭

小・特別支援教
諭、英語科を担
当する中・高教諭

6,000円

30人

平成26年10月17日～
平成26年10月24日

平261001955774号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

6時間 平成26年12月27日

小教諭、保健体
教諭
育科担当の中・
養護教諭
高教諭、養護教
栄養教諭
諭、栄養教諭

6,000円

平成26年10月17日～
60人
平成26年10月24日

平261001955775号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

群馬県前橋市

6時間 平成26年12月27日

幼・小・中・高等
教諭
学校教諭 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

60人

平成26年10月17日～
平成26年10月24日

平261001955776号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

きこえに障害のある子どもへの
支援

聴覚障害の早期発見や補聴機器の改良等もあり、小・中学
校で学ぶ聴覚障害児が増えている。難聴学級や通級指導
教室での支援を受けている子どももいるが、中には十分な
支援を受けられないまま通常学級での授業を受けている子
金澤 貴之（教育学部教授）
どももいる。「きこえに障害がある」といっても、障害の種類
や程度によってその状態はさまざまである。聴覚障害児が
小・中学校で学ぶ場合に、どのような支援が必要なのかに
ついて平易な言葉で解説する。

群馬県前橋市

6時間 平成26年12月27日

特別支援教育に
教諭
関心がある全教
養護教諭
諭・養護教諭

6,000円

60人

平成26年10月17日～
平成26年10月24日

平261001955777号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp/

関東学園大学

生活習慣と肥満

肥満が、多くの疾病につながることは明らかであり、「メタボ
リック症候群」対策が国民的関心事となっている。教育現場
においても同様である。本講座では、肥満に関わる様々な
視点で、肥満予防・対策について考察する。主な内容は、第
髙瀬 博（経済学部教授）
１講「肥満とは」、第２講「健康的ダイエットとは」、第３講「貝
原益軒『養生訓』から学ぶ現代人の肥満」、第４講「ハワイ先
住民と日系人の肥満問題」、第５講「スポーツと栄養」、「筆
記試験」である。

群馬県太田市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校保健体
育教諭

6,000円

80人

平成26年5月19日～
平成26年5月26日

平263007253482号

0276-32-7906

http://www.kantogakuen.ac.jp/univer
/index.htm

関東学園大学

近年、選挙や社会保障といった現代社会を支える制度のあ
り方について、多くの問題点や限界が指摘され、重要な課
題となっている。その中で私たちは、どのような考えに基づ
政治や政策が抱える問題点とそ いて、どのような仕組みを作り上げていけばよいのか、政治 羽田 亨（経済学部教授）
の見方
や政策のあり方について難しい判断を迫られている。本講 並河 仁（経済学部准教授）
義では、そういった私たちが直面する政治や政策の諸問題
を取り上げて論点整理を行い、様々な視点をふまえた指導
や生徒が主体的に考える教育の一助とする。

教諭

小学校教諭、中
学校社会教諭、
高等学校公民教
諭

6,000円

80人

平成26年5月19日～
平成26年5月26日

平263007253483号

0276-32-7906

http://www.kantogakuen.ac.jp/univer
/index.htm

群馬大学

群馬大学

群馬大学

群馬大学

群馬大学

群馬大学

群馬大学

群馬大学

群馬大学

群馬県前橋市

群馬県太田市

6時間 平成26年8月20日
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ＵＲＬ

子どもの放課後をみてみよう

現在、社会環境が変化し、いじめ問題に代表されるような
様々な問題状況が、子どもたちに起きています。本講義で
は、子ども理解を深めるために、放課後に着目します。ま
ず、家庭での親子関係や仲間関係、性の問題などを取り上
げます。
水野 考（経済学部准教授）
続いて、子どもたちの生活とメディアとのかかわりについて
学びます。インターネットや携帯電話を中心としたメディア利
用の現状を概観し、それらが子どもたちの生活や人間関係
に及ぼす影響について解説します。

群馬県太田市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

80人

平成26年5月19日～
平成26年5月26日

平263007253484号

0276-32-7906

http://www.kantogakuen.ac.jp/univer
/index.htm

人にとっての動きの原点

保健体育教科の目的は、動きを通して人間の社会的側面
（知識、社会性、道徳など）に働きかけ、それらを高めていく
ことである。そこで、本講習では、ヒトにとっての動きの原点
を確認し、動き教育がもつ可能性を考えることにしたい。具
体的には、
１．姿勢について
天野 勝弘（経済学部准教授）
講義「よい姿勢とは何か」、実習「各自の姿勢の評価（若干
の測定）」
２身体技法（民族の踊りなど）による動き教育の可能性
講義「身体技法の公教育への活用」、実習「民族の踊りの
体験」
３．様々な動き教材の体験（実習）

群馬県太田市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校保健体
育教諭

6,000円

80人

平成26年5月19日～
平成26年5月26日

平263007253485号

0276-32-7906

http://www.kantogakuen.ac.jp/univer
/index.htm

西洋の近代と東洋の近代

明治以来わが国は「脱亜入欧」のスローガンの下、アジアを
離脱し近代欧米に学ぶことを「近代化」と呼び、国民の大目
標としてきました。歴史教育もまたこの線に沿って組織され
ました。しかし今日アジアの台頭と欧米の相対的衰退によ 伊藤 栄晃（経済学部教授）
り、この見方は大いに揺らいでいます。本講習では、世界の
歴史学の最新の成果を紹介しながら、今後の我が国の進
路を考え、それぞれの授業づくりに寄与したいと思います。

群馬県太田市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学校社会教諭、
高等学校地理歴
史・公民教諭

6,000円

80人

平成26年5月19日～
平成26年5月26日

平263007253486号

0276-32-7906

http://www.kantogakuen.ac.jp/univer
/index.htm

体育とレクリエーション

・体育は、幼児・児童の発達特性、運動の基礎技術習得と
各運動種目の特性・ルールを理解し、体育の指導法を学
ぶ。
武井 博（こども学科准教授）
・レクリエーションは、現場で必要となるコミュニケーション技 赤坂 一郎（関東短期大学非常勤講師）
法や集団を対象としたレクリエーション・ワークの技法を学
ぶ。

群馬県館林市

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

70人

平成26年5月19日～
平成26年5月23日

平263505353340号

0276-74-1212

http://www.kantogakuen.ac.jp/junir/
index.htm

幼児の理解と対応

・ 社会の中で子育て環境と労働環境の融和を考察する今
日的課題。
・ 幼児期の発達の特徴とその連続性を理解し、子どもの最
善の利益の視点から乳幼児期にふさわしい教育を考察す
る。
森 静子（こども学科教授）
・ 環境を通して行う教育、あるいは遊びを中心にすることか 新井 れ江子（こども学科教授）
ら、幼児期の特性に応じた教育の実現を図るための教師の
役割を明確にする。
特に、カウンセリングマインドを生かした教師の援助のあ
り方を考察する。

群馬県館林市

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

平成26年5月19日～
70人
平成26年5月23日

平263505353341号

0276-74-1212

http://www.kantogakuen.ac.jp/junir/
index.htm

関東短期大学

生徒指導（生活）の原理・原則

今日、生徒指導（生活）の重要性がますます増大している。
日々の学校生活や教科指導を通して、人間的なかかわりを 橋本 正男（こども学科教授）
深めていく必要性がある。だからこそ生徒指導（生活）にお 奥村 典子（こども学科講師）
いては、とりわけ教師一人ひとりの指導性が重要になる。

群馬県館林市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園 ・小学校
教諭向け

6,000円

70人

平成26年5月19日～
平成26年5月23日

平263505353342号

0276-74-1212

http://www.kantogakuen.ac.jp/junir/
index.htm

関東短期大学

各発達期における不適応に関わる諸問題（テレビゲームや
インターネットなどのメディアの影響、発達の遅れ、友人関
教育現場における心理学的諸問
松尾 由美（こども学科講師）
係など）を心理学的立場から概観し、理解を深める。さらに
題
桑原 千明（こども学科講師）
これらの問題について、教育現場における対応を考察す
る。

群馬県館林市

6時間 平成26年8月9日

教諭

幼稚園 ・小学校
教諭向け

6,000円

70人

平成26年5月19日～
平成26年5月23日

平263505353343号

0276-74-1212

http://www.kantogakuen.ac.jp/junir/
index.htm

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

関東学園大学

関東学園大学

関東学園大学

関東短期大学

関東短期大学

埼玉大学

言語活動を中核とした新たな国語教育を展望する。少人数
言語活動を育む国語教育の演習
によるグループワークにより、スピーチやプレゼンの演習を
（グループワークによる方法と技
吉田 和夫(教育学部非常勤講師)
行うとともに、課題解決等につながるグループ・ソリューショ
能の獲得）
ンについて、演習により方法と技能獲得の講習を目指す。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

「文字の文化史及び書写指導の方法と実践」をテーマにしま
す。「文字の文化史」では、最近の新資料をもとに、筆順の
文字の文化史及び書写指導の方
問題、或いは草書や行書や楷書の成り立ちを中心に講義し 大橋 修一(教育学部教授)
法と実践
ます。書写指導については、実技を交え、楷書や行書の指
導のポイントについて実例を示しながら、説明します。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

子どもの実態を踏まえた学校教育活動全般における「生き
る力の育成」という視点にたった学級経営と授業改善の方
学級経営とつなげた国語科指導 策を考える。また、国語の学習指導に対して、指導案の作
坂口 智(教育学部非常勤講師)
法
成及び授業作りのための方途や内容について考え体験す
る場を提供する。また、授業の達人のＤＶＤを視聴し、子ども
たちにとって本当に良い授業とは…を追究する。

埼玉県さいた
ま市

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19日
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教諭

小学校教諭、中
学校国語教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
書道教諭

教諭

中学校・高等学
校国語教諭

6,000円

6,000円

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
50人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
50人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
50人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

平261002054779号

平261002054780号

平261002054781号

平成２６年度（第３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

埼玉大学

埼玉大学

埼玉大学

埼玉大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

『世界史』や『政治・経済』の教科書で登場する著名な経済
学者達――アダム・スミス、デイビッド・リカード、ジョン・ス
現代の経済社会を経済思想から テュアート・ミル、カール・マルクス、ジョン・メイナード・ケイン
木村 雄一(教育学部准教授)
考えよう
ズ、ヨゼフ・アロイス・シュンペーターなど――の経済思想を
紹介しながら、受講生と対話しつつ、現代経済のさまざまな
問題について考えていく。

株式

テーマの第一は、株価です。株式の価格は原理的にどのよ
うに決まるのか、なぜ株は上がるのか、下がるのか、その仕
組みを平易に説明します。第二は、株式の相互持ち合いで
す。株式の相互持ち合いとは原理的にどのようなことをする
ことなのか、また、なぜ株式の相互持ち合いをおこなうの
鈴木 邦夫(経済学部教授)
か、その理由を説明します。第三は、株式の買い占め、会
社の乗っ取りです。なぜ、近年、日本で株式の買い占めや
会社の乗っ取りが起きているのか、株式を買い占めることに
より、何を狙っているのかを説明します。

社会に潜む数学

数学は社会の様々な場面に知らず知らずのうちに使われて
いる．それは，どのような場面だろうか．そのような場面を探
中川 和重(東北大学大学院理学研究科助教)
し，その後，予備知識をあまり必要としないいくつかの話題
について，最新の研究との関連とともに解説する．

環境中の放射線

2011年の福島原発事故に伴い環境中に放射性物質が放出
され、環境汚染の問題を考える機会となった。また、同時に
放射線に関する知識が不足していることが露呈した。東北、
関東エリアの小学校の教諭は放射性物質の特徴や性質を
松岡 圭介(教育学部准教授)
正しく知ることが必要であり、実験を通して放射線を正しく理
解する。同時に、それらの実験を通して、小学校理科分野で
の物質の取り扱い方法、溶液調整方法、実験データの解析
方法などを習得することが講習の目的である。

講習の開催地

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

フルートの演奏法から学ぶ管楽
器の指導法

主にフルートの実技経験がない教諭を対象として、受講者
自らの実技演習を交えながら、生徒への指導法を学ぶ。そ
の中では、すべての管楽器に共通する姿勢や呼吸法など 竹澤 栄祐(教育学部教授)
の習得法から、具体的なフルートの基礎奏法の指導法、さ
らに既習者への指導の留意点まで幅広く取り上げていく。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

デザインのはなし

現代社会におけるデザインのはたらきや役割について講義
およびデザイン演習を通して学ぶ。従来から問われてきた
『審美的な有様』の追求と、近年特に求められている、エコ
ロジーやサスティナブルなどの思想に基づく物事の『在るべ
高須賀 昌志(教育学部教授)
き姿』の追求の違いを理解し、デザイン創造についての理
解を深める。我々すべてがもれなくデザインを消費すること
から免れない現代社会の現実にたって、真にデザインを理
解することを目的とする。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

集団球技（バスケットボールを具体例に）の指導法で、問題
となる部分を検討する。そして、昨今の球技指導に対する見
集団球技の指導法から体育の基 方を変えることによって、問題を解消しようとする。このプロ
松本 真(教育学部准教授)
礎を確認する
セスは、新たな見地を見いだすというよりも、以前行われて
いた指導法の再評価という面がある。また、この再評価を行
うことで、体育での原理論的な面を見つめ直す。

埼玉大学

家庭科教育では長年食生活の学習を実践してきた。そのね
らいは自立した食生活を営むことであるが、栄養の知識や
調理技能を習得するだけでは、現代の子どもたちの問題状
況に十分に応えることはできない。そこで、実際の学校現場
子どもの実態からつくる食生活の
で生じている問題を共有し、あわせて食生活に関する調査 河村 美穂(教育学部教授)
学習
研究の結果を理解したうえで、効果的な食生活の学習のカ
リキュラムを作成することを本講習の目的とする。とくに子ど
もたちの問題状況を分析的に読み解き、その解決方法を具
体的に考えることを重視する講習とする。

埼玉大学

本講習では、家庭科における住生活領域の授業展開につ
いて考察する。参考として、国土交通省等による「住教育ガ
イドライン」の内容を取り上げ、住まいの基礎的知識および
家庭科における住生活領域の展 授業展開の解説を行う。また、最近の住まいをめぐる動向と
亀崎 美苗(教育学部准教授)
開
して、スマートハウスの安心・快適かつ環境に配慮した住宅
の特性を知り、より良い居住生活を送るための住まいのあり
方を検討する。さらに、家庭科の授業展開に生かすことを目
的として演習･討論を行う。

埼玉大学

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

時間数

講習の期間

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19日

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19日

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

小学校教諭、中
学校社会教諭

中学校社会教
諭、高等学校公
民教諭

小学校教諭、中
学校数学教諭

小学校教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
美術教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育教諭

教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭教諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54782号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54783号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54784号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2630人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54785号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

6,000円

6,000円

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
20人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
30人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
50人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

平261002054786号

平261002054787号

平261002054788号

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2630人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54789号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2630人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54790号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

電話番号

ＵＲＬ

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

平成２６年度（第３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

科学技術に関する教材作り

科学技術やエネルギーなどに関する教材作りとそれらを援
用した学習指導の在り方を検討する。また，ものづくりやコ
ンピュータを活用した教材を作成する過程から，児童・生徒
山本 利一(教育学部教授)
の技能に関する認知の変容を体験を通して捉える。上記の
ことを基本とし，受講生の希望が多いものに準じて教材を選
択したいと考えています。

埼玉県さいた
ま市

小学校での英語の授業

小学校の外国語活動について、「現状の確認」「英語授業は
どのように展開すべきか」「英語で授業を行うために」といっ
たテーマで、講義を行いますが、適宜、参加者の先生方に 及川 賢(教育学部准教授)
ディスカッションをしていただいたり、実演をしていただいた
りすることを予定しています。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

発達の気になる子どもの理解と
支援

発達障害など特別なニーズを有する子ども達を、幼稚園等
の「教育実践の中で」育むための、「具体的な支援方法」を
学びます。①発達支援のニーズを踏まえた、個別の指導計
画の作成と効果的な運用方法②園外の関係機関や専門家
との「連携と協働」の留意点と方法、園内のチーム形成と協 森 正樹(教育学部非常勤講師)
働の促進③「保護者との信頼関係」を構築するための、相
談技法やコミュニケーションの技法上記①～③をテーマと
し、具体的な実践事例をベースに、事例検討やグループ
ワークを採り入れた学習を進めます。

埼玉大学

養護教諭としての特性を生かし、現代的健康課題の解決の
ため、関係教職員や家庭，外部の専門機関等と連携して行
う学校保健活動について，演習等を取り入れ実践的に考察
子どもの行動変容を促す養護教
する。具体的内容としては、児童生徒の行動変容を促す保 齋藤 久美(教育学部非常勤講師)
諭実践の工夫
健教育の授業、保健管理と保健教育をリンクさせる学校保
健プログラムの構築、学校医や外部の専門機関等と連携し
て行う保健管理・保健指導など。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

子どもたちの「性」って？

本講義では、小学校から高等学校の児童生徒、障害のある
児童生徒の性及び性教育の現状を踏まえつつ、性教育の
実践（一斉授業、個別の対応など）の在り方に関して、具体
児嶋 芳郎(教育学部非常勤講師)
的な実践例などをもとに検討する。その上で、性教育実践を
展開していく上で、教員が習得しなければならない専門性と
はどういったものかについても考察する。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

対人関係の社会心理学

例えば，子どもが「どうせ自分は頭が悪いから勉強をしても
ムダ」といったら，あなたはなんと声をかけるだろうか？そも
そも，この子どもはなぜそのように考えるのだろう？ この講
義では，日常的な事例から，「なぜその現象が起こるのか」
「どう対処すればいいのか」を社会心理学の特に対人関係 雨宮 有里(教養学部非常勤講師)
の理解に役立つ内容をとりあげ学ぶ。具体的には「原因帰
属（出来事はなぜ起こったのか）」「ソーシャルスキル（話す・
聴く・葛藤解決のスキル）」である。可能であれば演習も取り
入れて実践的に学ぶ。

埼玉大学

国語が専門でない先生方や、他の教科等に忙しくて国語の
授業研究をあまり行えなかった小学校の先生方を対象とし
て展開します。「科学的読みの授業研究会」の読み方指導
の授業展開をふまえつつ、いまさらちょっと聞きにくい
PISA型読解力を意識した国語の
「PISAって何か」「PISA型読解力ってどういったことか」につ 建石 哲男(教育学部非常勤講師)
授業
いて確認します。小学校の教科書教材での模擬授業形式も
取り入れ、今後の国語の授業展開のヒントとなるように展開
します。使用教材が小学校教材であることを、ご理解の上参
加してください。

埼玉大学

変体漢文を読む

平安時代の文学作品は、当時の社会や文化などを基盤に
成立しています。それらを直接的に知ることのできる資料
は、当時の公家日記等の古記録です。古記録の多くは、変
体漢文で書かれています。そこで、それら史料を読むこと
長沼 英二(教養学部非常勤講師)
で、平安時代文学の背景を幅広く学び、作品理解に役立て
ることを目的とします。また、和文体と異なる、もうひとつの
国語文体を学ぶことも目的とします。

埼玉県さいた
ま市

社会科授業

近年の社会科の動向を踏まえて，社会科授業のあり方につ
いて検討します。本講座では，講義・アクティビティ・ディカッ 桐谷 正信(教育学部准教授)
ションなどを行います。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

埼玉大学

埼玉大学

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

時間数

講習の期間

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19日

対象職種 主な受講対象者

教諭

教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
技術教諭

小学校教諭

幼稚園教諭（認
定こども園を含
む）

6時間 平成26年8月19日

養護教諭 養護教諭

6時間 平成26年8月19日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6時間 平成26年8月19日

6時間 平成26年8月20日

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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教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

教諭

教諭

教諭

小学校教諭

中学校・高等学
校国語教諭

小学校教諭

受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

受講者募集期間

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
20人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
50人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

認定番号

平261002054791号

平261002054792号

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2630人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54793号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
30人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
50人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

平261002054794号

平261002054795号

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54796号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2640人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54797号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

6,000円

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
50人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
50人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

平261002054798号

平261002054799号

電話番号

ＵＲＬ

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

平成２６年度（第３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

埼玉大学

埼玉大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

数理的事象の認識・理解－「教
師のための算数」入門

数理的事象に対する人間の認識や理解について、具体的
な教材を用いて改めて精査する。大人にとって半ば「当たり
前」と思えるような算数的内容を本質的に突き詰めて考える
ことで、算数教材の本質を探るとともに、人間の認識や理解
二宮 裕之(教育学部准教授)
についての見識を深める。具体的には操作的教具を用いた
算数的活動を通して、プロトタイプと呼ばれる初源的な認識
と定義に基づく図形の把握との違いを考察し、図形の包摂
関係の理解へと発展させる。

パズルを作って遊んで数学へ

この講習では、パズルやゲーム等を作って遊びながら、そ
れらと密接に関連する数学の問題を考える。たとえば、「裏
返しパズルの解答を説明させること」は論証の訓練につな
がり、対称性から簡単な解法が見えることも実感できます。
このように、パズルで楽しく遊ぶことが数学の楽しさを実感さ 岡部 恒治(学習院大学非常勤講師、埼玉大学
せ、さらには根源的な数学の理解につながります。そのほ 名誉教授)
か新開発のW裏返しパズル、色変わりのマジック、菱形６面
体のパズル、ｐｐバンドのセパタクローなど、持ち帰って授業
で使える、面白くて数学的な意味も深いパズルもいくつか紹
介します。

講習の開催地

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

科学的リテラシーの指導

現行の学習指導要領では、理科を学ぶ意義と有用性を実
感させることが重視されている。児童生徒の理科への学習
意欲を高め、実生活や社会生活に活用できる理科の教授 小倉 康(教育学部准教授)
学習の理論と実践について、簡単な観察実験を実習を含め
て学ぶ。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

20世紀前半の作曲技法の諸相

西洋音楽において、20世紀前半に見られた顕著な作曲技
法に焦点を当て、譜例と音源を用いながら講義する。古典
派やロマン派の音楽と比較しながら、それらとの相違点や
鈴木 静哉(教育学部教授)
共通点を作曲技法、和声法を中心に見ていく。また、鑑賞教
育にも発展できるよう、劇的な変化を見せたこの時代の音
楽理解の一助としたい。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

「装飾」をテーマにした表現と鑑
賞

装飾の各種技法を学び，それらを用いたオリジナルデザイ
ンのシャツを制作し，鑑賞会を行います。更に，作品集を作 内田 裕子(教育学部准教授)
り，表紙をマスキングテープや色紙で装飾します。

埼玉県さいた
ま市

サッカー指導における基本的な
考え方

本講習では，小学校のボールゲーム・ボール運動、特に
サッカーの指導における考え方を学び，実践を通して理解
を深めていくことを目的とする。講習は、講義形式及び実技
形式で行う。講義内容は、サッカーの技術・戦術に関する知
識を中心に指導時の留意点について進め、実技では、サッ
菊原 伸郎(教育学部准教授)
カーの基本技能を獲得するための準備運動及び技能練習
の実践を行う。人数に応じたスモールゲームを行い、戦術
理解力の向上と戦術達成力の向上を目指すための実践を
行い、技術・技能・戦術に関する指導上の留意点獲得を目
指す。

埼玉大学

埼玉大学

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

文化の伝承と被服

家庭科の授業のなかで、きものを通して生徒たちに日本文
化を尊重し継承・発展させようとする芽を育むことを意図した
教育実践プログラムを紹介する。伝統文化である「きもの」
川端 博子(教育学部教授)
を理解するために、きもの全般に対する基礎知識について
講義するとともに、和服の中でもカジュアルな浴衣を題材と
し、着装に関する研修を行う。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

主として、木材を使った簡単なものづくり活動を行い、学校
幼児から高校生までの木育の方 における木育の方法について学びます。ものづくりのほか、
浅田 茂裕(教育学部教授)
法と実践
国産材をはじめとする木材の利用についての現状と課題，
学校教育における学習指導のあり方について解説します。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

英語詩と生活文化

英語は本来リズム感に富んだ言語であり、その豊かな音楽
的側面は、英語圏の生活文化における多様な詩的表現に
根付き、受け継がれ、生き続けている。本講習では、英語詩
の音声面の基礎である韻律法を踏まえ、墓碑銘・伝承童
武田 ちあき(教育学部准教授)
謡・児童詩・滑稽詩・覚え歌などを概観する。とくにマザー
グースが、いかに唄の形で社会的弱者の存在と関わってき
たか、また小説・ポップソング・新聞記事・商品などの背景と
なって親しまれてきたかを考察する。

埼玉県さいた
ま市

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20日

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年8月20日

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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対象職種 主な受講対象者

教諭

教諭

小学校教諭、中
学校数学教諭

中学校・高等学
校数学教諭

教諭

小学校教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
美術教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
家庭教諭

教諭

中学校・高等学
校技術教諭

教諭

中学校・高等学
校英語教諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54800号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54801号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
50人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
30人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
30人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

平261002054802号

平261002054803号

平261002054804号

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54805号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
20人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
30人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

平261002054806号

平261002054807号

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54808号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

電話番号

ＵＲＬ

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

平成２６年度（第３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

埼玉大学

埼玉大学

埼玉大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

作家であり小児科医、教育者であったヤヌシュ・コルチャック
(1878-1942)は、第2次世界大戦下、彼にのみ提供された助
命の申し出を拒否し、自らが監督する孤児院の孤児200名と
「子どもをいかに愛するか」－コ 共にホロコーストの犠牲となった人物である。教育者として
小田倉 泉(教育学部准教授)
ルチャック先生の子どもの観かた の数々の業績を残しただけでなく、身を以て「子どもをいか
に愛するか」を示したコルチャックのメッセージを、写真や映
像資料等を通して垣間見ながら、幼児教育にとって大切な
ことを考えていきたい。

講習の開催地

埼玉県さいた
ま市

自己実現をめざす健康教育

近年の健康教育と行動科学の進歩をもとに、健康行動への
意思決定と行動変容に向けて子供の動機づけを高め、健
康行動の実践を促すための指導の在り方を講義する。その
他、知識の習得と活用を重視した保健学習・保健指導の基 戸部 秀之(教育学部教授)
礎・基本から、具体的な授業づくりまで、保健教育の実際に
ついて講義する。具体的には、基本的生活習慣の改善や性
に関する指導などを取り上げる。

日本のフードシステム－「食」の
仕組み－を考える

食のグローバル化・情報化が進む現代において「食の安
全」の多様化・複雑化が進んでいます。食について不安を抱
える人が多い一方、「食」が生産者から消費者の手元に届く
までの仕組みについて実はよくわからないという人も少なく 鷹取 泰子(財団法人農政調査委員会専門調査 埼玉県さいた
ありません。こうした事情を踏まえ、現在の日本の食に関わ 員)
ま市
る諸制度や仕組み、世の中の食に関する情報を見極めるヒ
ント、安心できる食への関わり方などについて取り上げ、社
会科教育等への応用を目指します。

埼玉県さいた
ま市

「発達障害児の理解」と「特別支
援教育」

幼稚園、小学校、中学校、そして高等学校において通常の
学級に６．５％の割合で在籍していると考えられている発達
櫻井 康博(さいたま市立さくら草特別支援学校
障害児への対応が課題となっている。そこで (１)実際の事
校長)
例を通して発達障害児の理解と支援について (２)特別支
援教育の理解と動向について 学ぶ講習とする。

埼玉県さいた
ま市

読書指導と言語環境を意識した
国語の授業

国語が専門でない先生方や、他の教科等に忙しくて国語の
授業研究をあまり行えなかった小学校の先生方を対象とし
て展開します。ことばの教育を効果的にするための、望まし
い有形無形の言語環境について再確認します。また、読書
建石 哲男(教育学部非常勤講師)
による主観性を通しての交流という観点から読書指導のあ
り方について見直し、音読や群読も含めた、国語教室にお
ける読書指導のあり方について参考になるようにしたいと
思っています。

埼玉県さいた
ま市

村上春樹の作品を読む

村上春樹の作品を題材とし、作品解釈の実践例を示す。作
家の生涯、活躍した時代背景、作品の記述内容などの情報
を必要に応じて臨機応変に活用し、より説得力のある解釈
徳永 直彰(教養学部非常勤講師)
を導き出すことに主眼を置く。本講義では『ノルウェイの森』
を中心に取り上げるが、他の村上春樹作品、映画『ノルウェ
イの森』にも言及する予定。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

鎌倉幕府の成立と中世武士

鎌倉幕府の成立は、小学校では１１９２年、高等学校では１
１８５年として教えられている。なぜ、このような鎌倉幕府成
立に関する見解・教育のあり方が異なるのか、という問題に
ついて平易に解説し、その上で鎌倉幕府の成立過程を当該
清水 亮(教育学部准教授)
期の国政状況と地方政治史双方から解説する。また、鎌倉
幕府の権力基盤である武士のあり方について、教科書的説
明が成立した背景と、現在の研究段階とを合わせて解説す
る。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

小学校の新学習指導要領が全面実施されている。この授業
では、学習指導要領算数科の趣旨および言語活動の充実
の趣旨に基づき、また、自らの研究的知見をも生かして、算
数科において表現力・コミュニケーション能力の育成に焦点
表現力・コミュニケーション能力を
を当てた授業展開の在り方について講義をする。キーワー 金本 良通(教育学部教授)
育成する算数授業
ドとしては、「算数的活動」、「言語活動」、「表現力」、「数学
的コミュニケーション能力」、「活用」、「活用力」など。授業の
VTR・DVDを視聴したり、この数年に取り組まれた学校の実
践研究なども紹介したりしながら、具体的に講義をする。

埼玉大学

埼玉大学

埼玉大学

埼玉大学

算数的・数学的活動を取り入れ
た幾何

以下の算数的・数学的活動をものを作りながら学ぶ。１．
立体の問題で遊びながら、抽象化、一般化を経て数学的な
定理へ進む。この中で論理の問題にも触れる。正多面体を
岡部 恒治(学習院大学非常勤講師、埼玉大学
実際に作りながら、正多面体が5個に限られることを体験的
名誉教授)
に学び、そのうえでいくつかの正多面体の間の関係を考え
る。２． 積分的発想を用いた「すい」の体積の公式の導出
法を新開発の６角柱セットで作業し、実際に体験する。

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

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20日

6時間 平成26年8月20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21日

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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対象職種 主な受講対象者

教諭

幼稚園教諭（認
定こども園を含
む）

養護教諭 養護教諭

教諭

全教諭

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

教諭

小学校教諭

教諭

中学校・高等学
校国語教諭

教諭

教諭

教諭

小学校教諭

小学校教諭

中学校・高等学
校数学教諭

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

受講者募集期間

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
30人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
30人 平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

認定番号

平261002054809号

平261002054810号

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54811号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

50人

40人

50人

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

平261002054812号

平261002054813号

平261002054814号

平261002054815号

6,000円

50人

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54816号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54817号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

電話番号

ＵＲＬ

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

平成２６年度（第３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

代数の世界

代数の世界を歴史とやさしい題材を通して概観する．次のよ
うなトピックスを取り上げる．１）多項式記号はいつ頃登場し
たかなど，現代の代数記号への道のり，２）初等整数論の
基礎（ユークリッドの互除法，素数のユニークな性質），３）複 酒井 文雄(大学院理工学研究科非常勤講師、
素数に到達した数の発展（有理数と小数，無理数の計算， 埼玉大学名誉教授)
複素平面），４）３次方程式の解法，５）３次曲線がどんな形
をしているかなど，いろいろな代数曲線の考察．簡単な演習
を実施する．

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

ビッグバンから元素合成まで

物質をどんどん半分にしていった際の分子・原子・原子核・
素粒子といった階層構造について触れ、ビッグバンから逆
鈴木 健(大学院理工学研究科教授)
の道筋を原子核の合成までの仕組みをたどります。相互作
用と力などについて平易に解説します。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

（１）機械工学分野で使用される材料の変形や破壊現象に
ついて学びます。様々な事例を踏まえ、材料の安全な使用
法について考えます。（２）情報ネットワークの安全性を保証 荒木 稚子(大学院理工学研究科准教授)
生徒に伝えたい科学技術の面白
する暗号技術の一つとして秘密分散法を紹介し．その理論 小柴 健史(大学院理工学研究科准教授)
さ（１）
として数学がいかに役立っているかを説明します。（３）ロ
境野 翔(大学院理工学研究科助教)
ボットのからくりとその面白さを伝えるため、ロボット制御に
どのような電気電子技術が導入されているか解説します。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

初見視奏を中心としたピアノ演奏法。グランドピアノおよび
ピアノ演奏法～初見視奏を中心 電子鍵盤楽器を使って、独奏、連弾、合奏（スコア）等の初
蛭多 令子(教育学部教授)
に～
見演奏を行う。試験は３コマ目に独奏曲を出題して行うが、
試験前に多少練習時間を設けることとする。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

創造性を育む授業と教師用ポー ・ポートフォリオの認知心理学的基礎理論・近年の米国にお
トフォリオ（授業で活かせるポート ける教育思潮・ポートフォリオの基礎概念・教師用ポートフォ 池内 慈朗(教育学部教授)
フォリオ評価を含む）
リオの作成方法・ポートフォリオ検討会

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

運動の学習と指導の心理学

体育の学習指導において最も中心となるのは，運動技能の
指導です。これを踏まえ，本講義では，(１)運動の制御(コン
トロール)と学習の仕組み，(２)練習の計画と指導的助言の 古田 久(教育学部准教授)
与え方，(３)運動嫌いと運動不振(運動が苦手な人)の3つの
テーマに関する心理学的研究の成果を紹介します。

埼玉県さいた
ま市

動詞意味論と英文法

本講習では、主に動詞を対象とする語彙意味論の知見を紹
介しつつ、動詞の意味表示に基づく英文法諸現象の理解に
ついて説明する。主題役割とリンキング、能動・受動の対立 田子内 健介(教育学部准教授)
を含む種々の「交替」現象、語彙概念構造、構文アプロー
チ、動作様態分類、時制と相などを取り上げる予定である。

埼玉県さいた
ま市

ICT活用指導力の本質と授業ア
イディア

電子黒板や電子教科書など，先端的な情報技術が教育に
積極的に導入される中，一方で児童生徒の情報活用能力
の育成が重視されてきている。教員の立場として，今後，誰
もがICTを活用した指導ができることが求められるということ
野村 泰朗(教育学部准教授)
は，すなわち教員自身の情報活用能力が求められているこ
とを意識してもらえることを主眼に，各教科の指導場面や生
徒指導生活指導場面と関連づけながらICTを活用する授業
アイデアや指導のヒントについて紹介します。

特別支援教育とインクルーシブ
教育

本講義では、特に、障害者権利条約の教育条項に至るまで
の議論を踏まえつつ、特別支援教育にかかわる国際的な理
論の動向を追い、関連するキーワード（ノーマライゼーショ
ン、インテグレーション、インクルージョンなど）の概念整理を 山中 冴子(教育学部准教授)
行う。そして、日本における特別支援教育の特徴についても
併せて検討しながら、インクルーシブ教育の観点から見た
課題について考察する。

埼玉大学

埼玉大学

埼玉大学

埼玉大学

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

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21日

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

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

6時間 平成26年8月21日
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対象職種 主な受講対象者

教諭

中学校・高等学
校数学教諭

教諭

中学校・高等学
校理科・農業教
諭

教諭

中学校・高等学
校理科・工業・情
報教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
音楽教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
美術教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育教諭

教諭

中学校・高等学
校英語教諭

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 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

50人

30人

30人

30人

30人

50人

受講者募集期間
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

認定番号

平261002054818号

平261002054819号

平261002054820号

平261002054821号

平261002054822号

平261002054823号

平261002054824号

6,000円

50人

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54825号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54826号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

電話番号

ＵＲＬ

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

平成２６年度（第３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

集団の社会心理学

社会心理学は、他者が存在する場面で人がどのように思考
し行動するかを研究する分野です。その内容はおおまか
に、他者を前提にした個人の内面的な心理過程と、対人・集
団レヴェルの問題に分かれます。講習では、主として集団レ
高木 英至(教養学部教授)
ヴェルで生じる問題を中心に説明します。好意に基づく対人
関係の形成、集団内での影響過程、集団意思の決定、相互
の協力を促進する要因は何か、などのトピックを扱い、集団
生活の特色が把握できるようにすることを目指します。

地域社会と安全・安心

治安の悪化をめぐる体感不安や東日本大震災の経験を受
けて、防犯・防災への住民意識が高まりを見せています。犯
罪や災害などのリスクに対して「弱者」である児童・生徒が
集う学校は、安全・安心が求められる最前線と言えるでしょ
高橋 雅也(教育学部准教授)
う。ただし、安全・安心の実現には地域社会との連携が不可
欠です。そこで本講習では、安全・安心を「地域社会の自
治」に関するテーマとして考えながら、その背景と課題を検
討していきます。

埼玉大学

哲学をどう教えるか

プラトン、アリストテレス、デカルト、カント、ヘーゲル、キルケ
ゴール、マルクス、ニーチェ、ハイデガー、ラッセル等、西洋
の著名な思想家の思想を解説する。網羅的解説ではなく、
難解・抽象的に見えるキーワードやフレーズ（「イデア」、「形
高橋 克也(教養学部教授)
相」、「理性」、「弁証法」、「唯物論」、「実存」等）を選び出し
て、(1)一次資料の一部を講読、(2)歴史的背景との関連を解
説、(3)どうしたら分かりやすく説明できるかに関する講師か
らの提案と討議、という方式で進めたい。

埼玉大学

市場経済の中に自己責任が入ってきている今、ビジネス教
育としての商業教育において、簿記や会計で学習した知識
と技術をどう生かすかという視点が重要である。近年の企
業を取り巻く経営環境の変化と、現代における商業教育の
商業教育における企業経営の教
意義と役割について検討、考察する。これらの問題意識を 對馬 秀男(経済学部非常勤講師)
材化と授業展開
踏まえて、本講座では、財務分析を中心とした企業経営の
分析とその教材化、および指導方法について、近年話題と
なった企業の事例を題材に展開する。新学習指導要領の内
容と併せて授業展開についての考察も行う予定である。

埼玉大学

本講習では，小学校算数・中学校数学の教材について，「つ
ながり」を視点として，検討する。そして，「つながり」を活か
した教材開発とその指導の提案を目指す。具体的には，国
「つながり」を活かした算数・数学
際的な学力調査の１つであるPISA型の問題，諸外国の研 松嵜 昭雄(教育学部准教授)
教材とその指導
究にみられる「つながり」，そして，わが国の学習指導要領
や埼玉県内の取組を参考にして，「つながり」を活かした算
数・数学指導について検討する。

埼玉大学

埼玉大学

講習の開催地

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

いろいろな幾何学

幾何学の歴史について若干の説明を行った後、ユークリッド
幾何学および双曲的非ユークリッド幾何学における変換に
ついて、いくつかのトピックスを取り上げ講義する。特に、複
阪本 邦夫(大学院理工学研究科非常勤講師、
素数を用い平面幾何学における図形の対称性等について
埼玉大学名誉教授)
詳しく説明する。時間に余裕があれば、双曲幾何学におけ
る等長変換群も取り上げる予定である。この講義において
は複素数の有用性を強調したい。

埼玉県さいた
ま市

生命環境と地球の共進化

地球、惑星の起源とその進化を概説し、それが生命を含む
地球表層環境の進化といかに密接に関わっているかを具
岡本 和明(教育学部准教授)
体的な事例から説明する。また、過去の気候変動の事実を
基に、温暖化や資源枯渇の問題を講義する。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

液胞とオートファジー

植物細胞に特徴的なオルガネラである液胞は、様々な機能
を持っているが、その中の一つに細胞成分の分解がある。
液胞で細胞成分が分解される現象をオートファジーという。
森安 裕二(大学院理工学研究科教授)
講義では、液胞とオートファジーに関して説明し、液胞その
ものがオートファジーを通して形成されるという最近の知見
も述べる。

埼玉県さいた
ま市

埼玉大学

（１）水の不思議について、それを理解するための基本原理
を、簡単な化学実験と共に易しく解説します。（２）自然災害
や環境問題を考える際の基礎的かつ重要な内容を、「地
生徒に伝えたい科学技術の面白
学」や「自然地理学」の観点から実例を挙げつつ説明しま
さ（２）
す。（３）暑熱環境の形成機構と気候変動が人体および社会
に及ぼす影響について解説し、その対応について現在の動
向を説明します。

埼玉大学

埼玉大学

石丸 雄大(大学院理工学研究科准教授)
小口 千明(研究機構地圏科学研究センター准
教授)
藤野 毅(大学院理工学研究科准教授)

埼玉県さいた
ま市

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

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

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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対象職種 主な受講対象者

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

教諭

教諭

教諭

小学校教諭、中
学校社会教諭

中学校社会教
諭、高等学校公
民教諭

中学校社会教
諭、高等学校商
業教諭

教諭

小学校教諭、中
学校数学教諭

教諭

中学校・高等学
校数学教諭

教諭

小学校教諭

教諭

中学校・高等学
校理科・農業教
諭

教諭

中学校・高等学
校理科・工業教
諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54827号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54828号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54829号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54830号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

50人

50人

50人

30人

30人

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

平261002054831号

平261002054832号

平261002054833号

平261002054834号

平261002054835号

電話番号

ＵＲＬ

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

平成２６年度（第３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

埼玉大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

ヴァイオリンの歴史やその構造についての講義と、演習（実
技）による奏法研究を行います。作音楽器（音程や音色を自
分でつくらなければならない楽器）の持つ魅力を、様々な角
ヴァイオリンを学ぼう（理論と実践 度から味わって頂こうと考えている。「歌う、演奏する、つく
伊藤 誠(教育学部教授)
からのアプローチ）
る、聴く」等の実践的な音楽体験を通して、音に対する感覚
能力を磨くことを目的としている。ヴァイオリン学習未経験者
は特に大歓迎。ただし簡単な楽譜は読めることを前提とした
プログラムを用意する。

いい、うつくしい、すばらしい.......人類が見い出し、創り出し
た様々なものを、時代･民族等を越えて観つめなおす。その 横尾 哲生(教育学部教授)
上で知ることと解ること、人にとっての美術について考える。

埼玉大学

多様な美術

埼玉大学

多様なスポーツ文化のうち、近代スポーツに焦点をあてそ
の歴史を概説する。さらに日本の学校教育に近代スポーツ
がいつ、どのように、何の目的で導入されたのかをさぐる。
近代スポーツの歴史と学校体育
野田 寿美子(教育学部教授)
本講習では明治・大正期を中心に講義するが、現代の保健
体育科指導の背景となる専門的知識として不可欠であろ
う。

まず英詩の基本的構造を学ぶ。次に"Mother Goose" から
３篇、William Blake, Alfred Tennyson, D.H.Lawrence,
William Shakespeareの各１篇を読み、英語表現を学び、作
品の深部や背景を読み取る。併せて、英語授業において、 宇田 和子(教育学部教授)
英語４技能を養い・背景を調査する姿勢を育て・プレゼン
テーション技術を高める方法を検討する。最後に受講者で、
英詩を用いた模擬授業を行い、全員で検討する。

埼玉大学

授業に活かす英詩

埼玉大学

昨今、訳読を中心とする従来型の英語教育は、だいぶ分が
悪くなってきているようである。今回の講習講義で検討した
いのは、現在の日本の英語教育が直面している〈「教養（訳
読）としての英語」ＶＳ「コミュニケーションとしての英語」〉とい
英語教育と比較文化研究のあい
う対立図式の背景にあるものは何か、という問題である。そ 吉田 和久(帝京科学大学専任講師)
だ
れは単に《国際化》や《情報化》ということばかりではないと
思われる。英語教育に隣接する分野である比較文化研究
の成果を紹介しつつ、日本の英語教育の《系譜学》について
お話したい。
食事は心身の順調な発達や成熟を促し、健康な生活を営む
ための基本となる。この一世紀の社会の変化は私達の食生
活を豊かにしたが、一方で生活習慣病の増加や食べ物を大
切にする意識が希薄になるなどの問題も引き起こした。ま
た、メディアにより流布される食に関する玉石混淆の情報に
大西 竜子(教育学部非常勤講師)
翻弄されている現状もある。子供達が適切な食生活を送る
には、その指導者が栄養学の基礎的な体系を理解し、新し
い知見を取り入れる必要がある。本講義はそれらを栄養教
育の中で活かすことを目標とし、基礎的知識をあらためて整
理し、解説する。

埼玉大学

食生活と健康

埼玉大学

手軽なものづくり教材としてレゴブロックや本講座特製教材
とスクラッチソフトウェアを中心に使い，身近なモノをより便
利にするためにコンピュータなどの情報技術が役立つことを
実際に簡単な動くモノを作りながら体験します。その中で日
レゴブロックで手軽に動くモノづく 常の課題をよりよく解決するための考え方の一つとして情報
野村 泰朗(教育学部准教授)
りと授業アイデア
技術（計測制御技術）を捉え，新しい視点から問題解決力の
指導方法を紹介します。総合的な学習の時間をはじめ学校
種問わず幅広い場面で，新学習指導要領のもとで科学技
術教育，情報教育のテーマとして扱うことができる授業アイ
デアを紹介します。

「体育活動時等における事故対応テキスト～ASUKAモデル
～」、「学校事故の実態 / 実例を踏まえて」、「学校の安全 桐淵 博(教育学部教授)
確保と危機管理の在り方」について３コマで解説する。

埼玉大学

学校の安全と危機管理

埼玉県立大学

深刻化する子どもの現代的な健康課題の解決に向けて養
護教諭の役割を考えます。講義とワークショップ、事例検討
現代的な健康課題と養護教諭の 会を通して、子どもの健康問題の捉え方、改善・解決に向け
櫻田 淳（看護学科教授）
役割
た多様な方法について理解を深めます。養護教諭の健康相
談活動に不可欠な関係機関との連携について家族支援の
視点から考えてみたいと思います。

講習の開催地

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

埼玉県さいた
ま市

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

6時間 平成26年8月22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
音楽教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
美術教諭

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育教諭

教諭

中学校・高等学
校英語教諭

教諭

中学校・高等学
校英語教諭

養護教諭 養護教諭、栄養
栄養教諭 教諭

教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校理
科・技術教諭、高
等学校理科・情
報・工業教諭

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成26年8月22日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

埼玉県越谷市

6時間 平成26年7月26日

養護教諭 養護教諭
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受講料 受講人数

6,000円

6,000円

6,000円

30人

30人

50人

受講者募集期間
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）
【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平成26年6月11日～平
成26年6月16日
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

認定番号

平261002054836号

平261002054837号

平261002054838号

平261002054839号

電話番号

ＵＲＬ

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

6,000円

50人

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54840号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2630人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54841号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54842号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

6,000円

【受付期間】
平成26年4月16日～平
成26年5月8日
【追加募集】
平2650人 平成26年6月11日～平 10020成26年6月16日
54843号
（受付期間に定員に達
しなかった講習のみ追
加募集する）

048-858-9235

http://park2.saitam
au.ac.jp/~koushin/in
dex.html

6,000円

20人

平262002155706号

048-973-4114

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

平成26年4月16日～
平成26年6月10日

平成２６年度（第３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

埼玉県立大学

不登校、いじめ等の学校臨床問題に関する近年の傾向を
把握し、児童生徒への支援だけでなく、保護者への支援方
法を実際の場面に即して理解することを目的にします。養護
学校臨床問題と保護者への支援
東 宏行（共通教育科教授）
教諭と教諭を対象とし、保護者との接し方、児童生徒との関
わり方、同僚や他機関との連携方法等について、様々な事
例を紹介しながら概説します。

埼玉県越谷市

6時間 平成26年7月28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16日～
平成26年6月10日

平262002155707号

048-973-4114

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

埼玉県立大学

発達障害等の特別なニーズを持つ児童生徒に関する教育
現場での実効性ある支援について検討する。①発達支援の
ニーズを踏まえた支援仮説、特に、個別の指導計画の作成
方法とプロセス、②校内外の協働・連携を効果的に進める
特別支援教育における発達理解
校内委員会やカンファレンスの運営と進行の方法、③巡回 森 正樹（共通教育科准教授）
と支援の進め方
相談員等の校外の専門家との生産的な協働の進め方、④
保護者との信頼関係を構築するための相談技法やコミュニ
ケーション技術等を、各種エピソードや実践事例、グループ
ワーク等を交えつつ学ぶ。

埼玉県越谷市

6時間 平成26年7月29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16日～
平成26年6月10日

平262002155708号

048-973-4114

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

埼玉県立大学

児童生徒の心と体の両面から健康問題にかかわる養護教
諭の学校精神保健における支援の在り方として、①開発的
学校精神保健における養護教諭 側面としての学校内外での啓発活動及び実践活動、②予防
上原 美子（共通教育科准教授）
の視点と役割
的側面としての早期発見を図るための保健室経営、③いわ
ゆる治療的側面としての健康課題解決のための支援方法
を講義及び事例検討、演習等から検討します。

埼玉県越谷市

6時間 平成26年7月30日

養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年6月10日

平262002155709号

048-973-4114

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

埼玉県越谷市

6時間 平成26年7月31日

6,000円

60人

平成26年4月16日～
平成26年6月10日

平262002155710号

048-973-4114

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

6,000円

平成26年4月16日～
40人
平成26年6月10日

平262002155711号

048-973-4114

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

6,000円

1.新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米
市・清瀬市教員/(学)十
平26文字学園教員/本学卒
100人
30088業生 平成26年4月16日
53660号
～4月25日
2.一般 他 平成26年5
月7日～5月22日

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

1.新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米
市・清瀬市教員/(学)十
平26文字学園教員/本学卒
50人
30088業生 平成26年4月16日
53661号
～4月25日
2.一般 他 平成26年5
月7日～5月22日

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

1.新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米
市・清瀬市教員/(学)十
平26文字学園教員/本学卒
50人
30088業生 平成26年4月16日
53662号
～4月25日
2.一般 他 平成26年5
月7日～5月22日

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

1.新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米
市・清瀬市教員/(学)十
平26文字学園教員/本学卒
50人
30088業生 平成26年4月16日
53663号
～4月25日
2.一般 他 平成26年5
月7日～5月22日

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

1.新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米
市・清瀬市教員/(学)十
平26文字学園教員/本学卒
100人
30088業生 平成26年4月16日
53664号
～4月25日
2.一般 他 平成26年5
月7日～5月22日

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

児童虐待は子どもの発達を揺るがす深刻な行為で、子ども
の心身の発達ヘの影響が懸念されます。近年、被虐待児で
発達障害と同じような行動を示す子どもについて報告がさ
林 恵津子（社会福祉学科准教授）
れていますので、最近の知見を紹介します。また、子どもた
ちの穏やかな生活を保障するために教員にできることを演
習形式で検討します。

埼玉県立大学

児童虐待と発達障害

埼玉県立大学

器械運動領域の指導は、児童生徒の発達段階と運動の適
時性を考慮する必要がある。講習では、類似の運動と段階
器械運動の段階的指導について
加藤 優（健康開発学科准教授）
的な指導について概説し、実技を通してその指導方法を紹
介する。

普通教室への電子黒板、デジタル教科書やプロジェクタの
導入に伴い、教科・校種を問わないＩＣＴを活用した授業が求
められている。また同時に、ICT や教材作成の技術も必要
十文字学園女子 パワーポイントを利用した提示型
安達 一寿（人間生活学部教授）
とされる。本講習では、パソコン初級者を対象に、パワーポ
大学
教材の作成
新行内 康慈（人間生活学部准教授）
イントを利用した提示型教材の作成演習を通して、ICTを活
用した授業実践に必要な理論と教材作成技法を習得するこ
とを目的とする。

十文字学園女子
児童虐待と子どもの権利
大学

本講習では、子どもを取り巻く問題の中でも緊急性の高い
「児童虐待」について取り上げる。午前は、「子どもの権利に
関する基本的な考え方」について取り上げる。“子どもが健
やかに育つこと”についての人権論的な意味を改めて考え、
片居木英人（人間生活学部教授）
子どもの権利保障という観点から児童虐待を捉える。午後
栗原 直樹（人間生活学部教授）
は、「児童虐待の発見と児童相談所との連携」について取り
上げる。学校等における発見、通報のあり方、通報を受け
た児童相談所の機能と実務、学校等と児童相談所の連携
について、現状と課題を説明する。

小・中学校の教育課程において、「表現活動」は、重要な位
置を占めているが、その実践を見てみると、国語や体育、音
楽などの教科目ごとの取り組みとして、バラバラになってい
十文字学園女子 教材研究Ⅰ心をひらく表現活動 るようである。本来、朗読や歌唱、身体表現などは、子ども 狩野 浩二（人間生活学部教授）
大学
―総合表現『利根川』に挑戦！― たちの心をひらく活動として、統一的に指導することが必要 久保田 葉子（人間生活学部兼任講師）
である。この講座では、『利根川』（斎藤喜博／詩、近藤幹雄
／曲）を教材に、子どもたちの心をひらく表現活動の指導を
実際場面に即して考えたいと思っている。

十文字学園女子
保育と表現
大学

「保育と表現」をテーマに午前は保育者が子どもの歌をどの
ように表現したら良いのか。呼吸法、発声法の観点から効
果的な方法を考察し、実際に表現してみることでより良い表
現法の体得をめざす。午後は講義や演習を通して身体全体 薮崎 伸一郎（人間生活学部講師）
の感覚を働かせて表す楽しさを感じ、幼児が造形活動を行 宮野 周（人間生活学部講師）
う意義やその役割に関する理解を深め日々の保育の実践
力の向上を図るとともに、様々な素材の可能性や教材化に
ついて学ぶ。

十文字学園女子
エクセルを利用した校務処理
大学

教員のＩＣＴ指導力の向上や校務での効率的なコンピュータ
活用が求められている。この講座 は、パソコン初心者を対
象とし、エクセルの基本的な操作から、校務で 必要と思わ
れる各種データ処理に関する処理を取り扱う。具体的には、
関数を利用した平均点、最高・最低点、順位付けの計算、グ 中尾 茂子（人間生活学部教授）
ラフを利用したデータの視覚化、度数分布表 とヒストグラ 星野 敦子（人間生活学部教授）
ムの作成、個人データの抽出とレーダーチャートの作成、さ
らに各種データを使った簡単な分析方法（条件を指定した
データの集計、抽出、相関関係など）について演習を通して
学習する。

埼玉県越谷市

埼玉県新座市

埼玉県新座市

埼玉県新座市

埼玉県新座市

埼玉県新座市

6時間 平成26年8月1日

教諭

全教諭

教諭

小学校教諭、中・
高（保健体育）教
諭

6時間 平成26年8月4日

パソコン初心者対
象：小学校教諭、
中学校教諭、高
教諭
等学校教諭、特
養護教諭 別支援学校教
栄養教諭 諭、（幼稚園教
諭、養護教諭）、
講習内容に興味
がある栄養教諭

6時間 平成26年8月4日

幼稚園教諭、小
学校教諭、中学
教諭
校教諭、高等学
養護教諭 校教諭、特別支
栄養教諭 援学校教諭、養
護教諭、（栄養教
諭）

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
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教諭

教諭

小学校教諭、中
学校教諭

幼稚園教諭、（小
学校教諭）

パソコン初級者対
象：小学校教諭、
教諭
中学校教諭、高
養護教諭 等学校教諭、特
栄養教諭 別支援学校教
諭、（養護教諭、
栄養教諭）

平成２６年度（第３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

十文字学園女子
人権教育の課題と授業実践
大学

人権教育の一層の充実を図るため、①教育活動全体を通じ
て組織的・計画的に人権教育を推進する方策、②教師とし
て人権感覚を磨くことや様々な人権課題についての理解と
認識の深化、③児童生徒の実態や発達段階に即し、系統
宮川 保之（21世紀教育創生部教授）
的な指導を展開と留意事項、④人権感覚を涵養するために
児童生徒の主体的な関与・参加・経験等について、参加者
による課題協議と事例協議並びに学習指導案を基に授業
を充実するための方策について演習を行う。

十文字学園女子
教材研究Ⅱ
大学

午前は、就学前教育と小学校教育の教育方法等の違いに
ついて解説し、相互の教育についての理解を深める。そし
て、具体的な交流活動や実践を紹介して、互恵性のある連
携・交流について協議し、参加者が自校園の教育活動に取
り入れる工夫ができるようにする。
岡上 直子（人間生活学部教授）
午後は、音楽を使い、簡単な遊びの中からリズムの取り方 清水 玲子（人間生活学部教授）
を感じ、音の流れを全身を使って表現することを行う。普通
の音楽の授業ではなく、授業への導入や運動会でも使える
音楽活動が中心である。サブアリーナの広い空間を使い、
具体的な動きを実践しながら指導方法を学ぶ。

十文字学園女子
子どもの発達と保育
大学

本講習では現代社会における「子どもの発達」に着眼し講
義及び実技を行う。午前には、最近の子育て支援に関する
法律の改正ポイント及び子どもの発達を支える具体的な援
助方法を整理しながら、地域における子どもの発達支援に 鈴木 康弘（人間生活学部准教授）
ついて理解を深めることを目的とする。午後には幼稚園で 権 明愛（人間生活学部講師）
の子どもの身体活動のあり方を理解（幼児期運動指針を解
説）し、実技を通して具体的な保育者の関わり方（環境設定
や援助）について理解を深めることを目的とする。

近年、学校において子どもの生命をおびやかす事故が発生
しており、学校における対応のあり方が問われている。学校
十文字学園女子 学校における救急処置の理解と は子どもにとって安全・安心な場であり、突発的な傷病の発 松野 智子（人間生活学部兼任講師）
大学
その活用
生時には、子どもの生命を守るための適切な救急処置が求 齋藤 千景（人間生活学部講師）
められている。養護教諭が職務として行う救急処置の理解
と緊急時の教職員の基本的な応急手当のあり方を学ぶ。

講習の開催地

埼玉県新座市

埼玉県新座市

埼玉県新座市

埼玉県新座市

近年，食物アレルギー、放射性物質等の汚染物質や表示
の問題など、食にかかわるトラブルが多発するばかりでな
く、健康への寄与をうたう多様な食品が市販され、また，遺
栗﨑 純一（大学院人間生活学研究科/人間生
伝子組換え生産物への不安も引き続いている。このような
十文字学園女子 食育を支える科学的基盤の強化
活学部教授）
食を取り巻く複雑な環境の中での食育は、入手しやすく科
埼玉県新座市
大学
をめざして
井手 隆（人間生活学部教授）
学的根拠が必ずしも確立されていない情報・風説や自己流
の解釈に歪められる危険もある。本講習では、食に関するト
ピックを取り上げながら、科学的な解説を行い、より確固とし
た科学的基盤に立った食育に資する知識を提供する。
学校教育法及び学習指導要領・教育要領等に基づく特別支
援学校制度について、また、幼稚園、小学校、中学校、高等
学校における特別支援教育の推進について理解する。発達
岩井 雄一（21世紀教育創生部教授）
十文字学園女子 特別支援教育制度と発達障害の 障害児を中心とした障害の特性を理解し、通常の学校にお
阿子島 茂美（21世紀教育創生部教授）
大学
理解と支援
ける校内体制の整備や支援の取り組み、学級における指導
吉川 知夫（21世紀教育創生部准教授）
の方法や教材の工夫等について理解を深める。個別の指
導計画の作成や関係機関の連携による個別の教育支援計
画の作成・活用の方法について学ぶ。
学習指導要領では，児童・生徒の主体的な学習活動を推進
するうえで，学校図書館機能の活用を指摘している。本講
習では，学校図書館の機能・役割とともに探究学習を中心
とする学校図書館の活用事例を紹介する。これを踏まえ，
情報リテラシーの育成に役立つ
十文字学園女子
データベースやインターネット等の多様な情報源の中から必
パスファインダーの作成：学校図
石川 敬史（21世紀教育創生部講師）
大学
要な情報にアクセスし，評価し，活用する情報リテラシーの
書館を活かした学びを創る
育成を視野に入れた情報探索演習を行い，情報源のナビ
ゲーションツール（パスファインダー）を作成演習（Wordによ
り作成）を通して，授業実践における学校図書館の活用方
法や司書教諭・学校司書等との協働を考える。
午前は、「発達障害の状態にある子どもの理解と対応」につ
いて、発達臨床心理学の視点から概説する。各発達障害の
診断基準、心理学的特徴、及び各障害の特徴に配慮した保
育や教育の在り方に関して受講者とともに考える。午後は、
十文字学園女子 問題行動がみられる児童生徒の
伊藤 恵子（人間生活学部教授）
「メンタルヘルスとカウンセリング・スキル」と題し、子どもと
大学
心理的背景と対応方法
鵜木 惠子（人間生活学部准教授）
教師のメンタルヘルスを向上させるための、カウンセリング・
スキルについて、具体的事例をもとに、演習形式で学んで
いく。

埼玉県新座市

埼玉県新座市

埼玉県新座市

時間数

講習の期間

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

6時間 平成26年8月5日

対象職種 主な受講対象者

小学校教諭、中
学校教諭、（幼稚
教諭
園教諭、高等学
養護教諭 校教諭、特別支
援学校教諭、養
護教諭）

教諭

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、（特別
支援学校教諭）

幼稚園教諭、（小
学校教諭）

養護教諭 養護教諭

6時間 平成26年8月5日

栄養教諭 栄養教諭

6時間 平成26年8月6日

小学校教諭、中
学校教諭、高等
教諭
学校教諭、養護
養護教諭 教諭、（幼稚園教
栄養教諭 諭、特別支援学
校教諭、栄養教
諭）

6時間 平成26年8月6日

中学校教諭、高
等学校教諭、（小
教諭
学校教諭、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時間 平成26年8月6日

幼稚園教諭、（小
学校教諭、中学
校教諭、高等学
教諭
校教諭、特別支
養護教諭
援学校教諭、養
栄養教諭
護教諭）、講習内
容に興味がある
栄養教諭
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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

1.新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米
市・清瀬市教員/(学)十
平26文字学園教員/本学卒
40人
30088業生 平成26年4月16日
53665号
～4月25日
2.一般 他 平成26年5
月7日～5月22日

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

1.新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米
市・清瀬市教員/(学)十
平26文字学園教員/本学卒
50人
30088業生 平成26年4月16日
53666号
～4月25日
2.一般 他 平成26年5
月7日～5月22日

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

1.新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米
市・清瀬市教員/(学)十
平26文字学園教員/本学卒
50人
30088業生 平成26年4月16日
53667号
～4月25日
2.一般 他 平成26年5
月7日～5月22日

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

1.新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米
市・清瀬市教員/(学)十
平26文字学園教員/本学卒
30人
30088業生 平成26年4月16日
53668号
～4月25日
2.一般 他 平成26年5
月7日～5月22日

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

1.新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米
市・清瀬市教員/(学)十
平26文字学園教員/本学卒
30人
30088業生 平成26年4月16日
53669号
～4月25日
2.一般 他 平成26年5
月7日～5月22日

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

1.新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米
市・清瀬市教員/(学)十
平26文字学園教員/本学卒
70人
30088業生 平成26年4月16日
53670号
～4月25日
2.一般 他 平成26年5
月7日～5月22日

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

1.新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米
市・清瀬市教員/(学)十
平26文字学園教員/本学卒
30人
30088業生 平成26年4月16日
53671号
～4月25日
2.一般 他 平成26年5
月7日～5月22日

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

6,000円

1.新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米
市・清瀬市教員/(学)十
平26文字学園教員/本学卒
50人
30088業生 平成26年4月16日
53672号
～4月25日
2.一般 他 平成26年5
月7日～5月22日

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

平成２６年度（第３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

午前は、学習指導要領における国語科の内容と指導のポイ
ントの解説や実際の授業場面での実践を紹介する。小学校
を中心に話すが、子どものことばの学びについて幼児や中
学生の指導にも役立つと思われる。
午後は「新学習指導要領に即した体育の授業づくり」で、縄 松木 正子（人間生活学部教授）
跳び運動や器械運動などを中心に、スモールステップや身 山本 悟（人間生活学部教授）
近な教具を活用した指導の手順とポイントを紹介する。ま
た、ボール運動領域の新しい種目「プレルボール」を体験す
るなど、学習指導要領の改正点に関する理解を深める講習
を実践を通して展開する。

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

6,000円

1.新座市･志木市･朝霞
市･和光市・東久留米
市・清瀬市教員/(学)十
平26文字学園教員/本学卒
50人
30088業生 平成26年4月16日
53673号
～4月25日
2.一般 他 平成26年5
月7日～5月22日

電話番号

ＵＲＬ

埼玉県新座市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭、（幼
稚園教諭、中学
校教諭、特別支
援学校教諭）

尚美学園大学

小学校の合唱指導にかかわる発声法、変声期などの基礎・
授業における段階的な合唱指導 基本・理論ならびに児童指導をベースとした授業のあり方を
竹内 秀男（芸術情報学部客員教授）
法
実技を交えながら実践的研修を行います。児童に体得させ
るポイントの要諦を合唱指導授業に生かせるようにします。

埼玉県川越市

6時間 平成26年5月17日

教諭

小学校音楽教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月8日

平263009055858号

049-246-2700

http://www.shobiu.ac.jp/

尚美学園大学

中学校の合唱指導にかかわる発声法、変声期などの基礎・
授業における合唱指導法～生徒 基本・理論ならびに生徒指導をベースとした授業のあり方を
竹内 秀男（芸術情報学部客員教授）
に伝えたい発声法
実技を交えながら実践的研修を行います。生徒に体得させ
るポイントの要諦を合唱指導授業に生かせるようにします。

埼玉県川越市

6時間 平成26年5月18日

教諭

中学校音楽教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月8日

平263009055859号

049-246-2700

http://www.shobiu.ac.jp/

尚美学園大学

日本の伝統音楽について、その概要を理解するとともに、
「器楽」や「鑑賞」分野における指導法を考察し、教育現場で
の実践に生かせるようにします。具体的には、小・中・高等
日本の伝統音楽理解と授業構築
学校の授業で取り上げられることの多い「箏」や「地歌三味 宮本 憲二（芸術情報学部准教授）
へのアプローチ
線（中棹）」に取り組んだり、日本の伝統音楽に関する視聴
覚教材の考察を行ったり、それらを生かした授業展開を考
えたりします。

埼玉県川越市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小・中・高・特別
支援学校音楽教
諭

6,000円

18人

平成26年4月16日～
平成26年7月3日

平263009055860号

049-246-2700

http://www.shobiu.ac.jp/

尚美学園大学

日本の伝統音楽について、その概要を理解するとともに、
「器楽」や「鑑賞」分野における指導法を考察し、教育現場で
の実践に生かせるようにします。具体的には、小・中・高等
日本の伝統音楽理解と授業構築
学校の授業で取り上げられることの多い「箏」や「地歌三味 宮本 憲二（芸術情報学部准教授）
へのアプローチ
線（中棹）」に取り組んだり、日本の伝統音楽に関する視聴
覚教材の考察を行ったり、それらを生かした授業展開を考
えたりします。

埼玉県川越市

6時間 平成26年7月13日

教諭

小・中・高・特別
支援学校音楽教
諭

6,000円

18人

平成26年4月16日～
平成26年7月3日

平263009055861号

049-246-2700

http://www.shobiu.ac.jp/

教育の情報化の理解と実践

改訂学習指導要領では、すべての教科において情報教育
（児童生徒の情報活用能力の育成）を行うことと明記されて
います。また、教師はそれぞれの教科指導においてICT(情
報コミュニケーション能力)を活用して「わかる授業」の実践 小泉 力一（芸術情報学部教授）
に努めることが謳われています。本講座では、情報教育の
具体的な手法と各教科におけるICT活用の実際について理
解を深め、その実践方法を習得することを目的とします。

埼玉県川越市

6時間 平成26年7月24日

教諭

小・中・高・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7月15日

平263009055862号

049-246-2700

http://www.shobiu.ac.jp/

尚美学園大学

教育の情報化の理解と実践

改訂学習指導要領では、すべての教科において情報教育
（児童生徒の情報活用能力の育成）を行うことと明記されて
います。また、教師はそれぞれの教科指導においてICT(情
報コミュニケーション能力)を活用して「わかる授業」の実践 小泉 力一（芸術情報学部教授）
に努めることが謳われています。本講座では、情報教育の
具体的な手法と各教科におけるICT活用の実際について理
解を深め、その実践方法を習得することを目的とします。

埼玉県川越市

6時間 平成26年7月25日

教諭

小・中・高・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7月15日

平263009055863号

049-246-2700

http://www.shobiu.ac.jp/

聖学院大学

いじめや不登校、その他の問題を未然に防ぎ、早期に解決
することは、子どもたち一人ひとりが大切にされていると感
じ、楽しく生き生き活動し喜びを実感することのできる学びの
学校教育におけるカウンセリング 場を保証することにつながる。さまざまな要因が複雑に絡み
山田 麻有美（人間福祉学部教授）
の役割と課題
合っているそれらの問題を正しく理解し適切に対応するため
には、教員としての基本的態度であるカウンセリング・マイン
ドを習得する必要がある。講義はワークショップ形式でその
習得をめざす。

埼玉県上尾市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平263009353455号

048-780-1914

http://www.seigakui
n.jp

聖学院大学

現代の情報化社会で「生きる力」を児童・生徒たちにはぐく
むためには、どの教科を指導する場合でも、情報の科学的
な見方・考え方を理解していなければならない。また、生徒
学校教育における情報機器の活
指導等のためにも、情報技術や情報モラル・セキュリティに 国分 道雄（政治経済学部助教）
用法
ついての正しい知識に基づいて、情報社会に参画する正し
い態度を考える。さらに、実習を通して、授業や校務に情報
機器を活用する方法を学ぶ。

埼玉県上尾市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平263009353456号

048-780-1914

http://www.seigakui
n.jp

聖学院大学

教育現場が抱えるメンタルヘルスの課題（いじめや不登校、
発達障害、うつ等、教員のメンタルヘルス等）について、ソー
シャルワークの視点から考える。
精神的課題について学ぶと共に、人と環境との関係性に視
点をむけ「生活」という側面から理解を深める。
学校教育におけるメンタルヘルス
加えて教育現場における精神保健福祉教育の必要性等に 相川 章子（人間福祉学部教授）
と福祉教育
ついて考えるとともに、子ども同士が学び合えるピアサポー
トの活用等のあり方について検討する。
後半は当事者による講演およびグループワークを行い、当
事者の視点から見えるものから共に学び、考える機会とし
たい。

埼玉県上尾市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼・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4月25日

平263009353457号

048-780-1914

http://www.seigakui
n.jp

十文字学園女子
教材研究Ⅲ
大学

尚美学園大学
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048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

平成２６年度（第３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

東京国際大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

この講習では、身体と心を整える方法としての東洋古来の
丹田呼吸法、また、丹田呼吸法と類似の効果を持つ各種の
教師と児童・生徒のカラダリセッ リズム運動が、緊張や不安、活気等の気分の変化と関係す
ト、ココロリセット
るセロトニン神経という神経を活性化して、カラダとココロを
麓 正樹（人間社会学部准教授）
～丹田呼吸法を含むリズム運動 リセットさせるということについて、具体的な運動の方法とと
とセロトニン神経～
もに学ぶ。そして、学校現場でどのように活用し得るかにつ
いても学ぶ。講習にて習得した内容を持ち帰り、学校現場
の活性化を画策されたい。
グローバル化の時代となり、情報が世界中に流れ、異文化
理解が促進されるはずであるが、現実には異文化間コミュ
ニケーションを妨げる多くの要因がまだ存在する。本講座で
岩崎 暁男（言語コミュニケーション学部教授）
は実際にどのような形で情報ギャップが存在し、いかにして
ステレオタイプが固定化されるかを具体的な事例をあげて
追求するとともに、国際理解に必要な資質を考えていく。

講習の開催地

埼玉県川越市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月5日

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校、中学校、
高等学校教諭

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

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月15日

平263009553314号

049-232-1112

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

6,000円

平成26年4月16日～
50人
平成26年5月15日

平263009553315号

049-232-1112

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

埼玉県川越市

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

東京国際大学

入管法改正により外国人労働者数が増加し定住化が進行
した結果、子弟の教育問題が生じてきた。帰国子女に関し
ても、彼らを取り巻く環境は変化してきた。このように異文化
学校における異文化間教育の諸
間教育学の諸問題は、学校教育にも変革を迫るものであ
岡本 能里子（国際関係学部教授）
問題と児童・生徒のための日本
る。本講習では、これらの教育問題やそこにおける教育
田部井 潤（人間社会学部教授）
語指導
ニーズと学校教育の関係を整理する。また、特に彼らの日
本語能力に焦点を絞り、学校における日本語の教え方や教
材づくりを検討する。

埼玉県川越市

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

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月15日

平263009553316号

049-232-1112

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

東京国際大学

子どもの健康づくりを考える
～スポーツ食育のススメ～

肥満、やせなど児童・生徒が抱える様々な健康問題の現状
をふまえ、スポーツ活動とともに実践する「スポーツ食育」の
利点と方法論について考えていく。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や食
堀川 昭子（人間社会学部准教授）
育活動事例の紹介など、栄養、運動、食育の基本をわかり
やすく解説する。また、グループワークや演習を行いなが
ら、スポーツを通じた食育についての理解を深め、教育現場
での応用を検討する。

埼玉県川越市

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

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月15日

平263009553317号

049-232-1112

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

東京国際大学

現在問題になっている発達障害児や自閉症の子どもたちと
教室内でどう向き合うかといったことを中心に、障害の理解
とその支援の方法について簡単な実習や映像教材を交え
障害児とどう向き合うか
ながら講義を行う。世界保健機関（WHO)が発表したICF（国
溝口 純二（人間社会学部教授）
～ADHD・LDなどの発達障害児を 際生活機能分類）の視点から障害をとらえ、幼児児童生徒
布川 清彦（人間社会学部准教授）
中心に～
一人ひとりの教育的ニーズを把握し、それに対応した環境
作りと教育的支援を行うための基本的な考え方を身につけ
ることが狙いとなる。障害児心理の複数の専門教員が担当
する。

埼玉県川越市

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4月16日～
平成26年5月15日

平263009553318号

049-232-1112

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

心の健康を学ぶ
～精神保健福祉の視点から～

ストレス社会といわれる中、教育現場においても、児童・生
徒は様々な精神的ストレスを有している。そして彼らに対す
る教育活動においても、心の健康についての知識・理解が
求められている。さらに教員の「うつ」に関しても社会的な課
題になっていることに鑑み、教員自身の精神的ストレスに対 齋藤 敏靖（人間社会学部教授）
する備えも求められる。本講義では精神保健福祉の観点か
ら、教育現場で生かされるような精神保健福祉に対する知
識と、精神的なストレスに関する「マネジメント」法について
述べる。

埼玉県川越市

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4月16日～
平成26年5月15日

平263009553319号

049-232-1112

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

e-Learningと反転授業

e-Learningは電子的な学びという意味であり，近年，さまざ
まな教育現場（学校教育，企業教育，生涯教育）において利
活用されている。本講座では，e-Learningに至った経緯と言
葉の定義，e-Learningの技術的側面，e-Learningの実践例
河村 一樹（商学部教授）
などについて，最新の動向を踏まえて説明する。また，最近
では，反転授業が注目され，さまざまな学校での教育実践
が始まっている。そこで，e-Learningと反転授業を組み合わ
せた新しい授業モデルについて取り上げる。

埼玉県川越市

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4月16日～
平成26年5月15日

平263009553320号

049-232-1112

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

環境共生ものづくり

21世紀は、石油や鉱物などの地下資源の使用量を大幅に
減らし、地上資源をうまく活用する時代である。ものづくりも
環境を意識した、いわば「環境共生ものづくり」を行うことが
小野 雄策（ものづくり環境学科教授）
求められている。この講義では、環境を意識した工業製品
雨宮 隆（ものづくり環境学科教授）
の製造から廃棄までの流れを学ぶとともに、工業製品の設
八木田 浩史（ものづくり環境学科教授）
計における新展開、廃棄物による環境汚染とその修復な
ど、環境共生型の持続可能な社会システムの在り方に関し
ても考えることを目的とする。

埼玉県宮代町

6時間 平成26年7月30日

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月15日

平263010055712号

0480-33-7737

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

電気電子技術の現状と将来

電気電子工学の最新技術について講述する。①電気電子
の計測技術を取り上げ、コンピュータによるデジタル計測に
ついて講義する。②電気製品などに使用されるマイコンを用
吉田 清（電気電子工学科教授）
いた制御技術の応用例として、自立飛行型電動ヘリコプ
上野 貴博（電気電子工学科准教授）
ターを題材とし、回路・機体の設計、プログラミングを一貫し
石川 豊（電気電子工学科教授）
て行う工程について講義する。③電気電子にとどまらず、広
い分野で新素材として期待されるカーボンナノ材料について
講義する。

埼玉県宮代町

6時間 平成26年7月30日

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月15日

平263010055713号

0480-33-7737

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

東京国際大学

異文化理解と情報

東京国際大学

東京国際大学

日本工業大学

日本工業大学

70 / 288 ページ

平成２６年度（第３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

日本工業大学

日本工業大学

日本工業大学

日本工業大学

日本工業大学

日本工業大学

淑徳大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

最新のバイオ・ナノ技術

21世紀は、バイオテクノロジーとナノテクノロジーの進展によ
り、医療の在り方が大きく変わろうとしている。これにより、ま
すます様々な病気の治療方法が確立し、人の寿命もさらに
佐野 健一（創造システム工学科准教授）
延びることは確実である。本講習は、治療・診断・医薬にお
伴 雅人（創造システム工学科教授）
けるバイオとナノ技術に関し、基礎的事項を理解した上で、
様々な実例の紹介、さらに実習を行うことにより、最新の開
発状況と将来展望について学ぶことを目的とする。

研究ノート ‐ 文化環境と環境工
学の視点から建築を考える

ここでは研究室が取り組む最新の研究成果を２例紹介す
る。前半は、2013年世界遺産候補「富岡製糸場と絹産業遺
産群」の構成資産のひとつ国指定史跡田島弥平旧宅とその
黒津 高行（生活環境デザイン学科教授）
養蚕集落景観の特質について、後半は、ベトナム社会主義
樋口 佳樹（生活環境デザイン学科准教授）
共和国ホイアン市に建設された環境配慮建築の実測を通し
て、発展途上国における次世代型の持続可能な建築の在り
方について考察する。

埼玉県宮代町

子どもの心を理解するためのカ
ウンセリング技法

学校現場では、いじめ、不登校、発達障害、また様々な心
の問題を抱えた子どもたちへの対応が大きな課題となって
いる。心理的援助が必要な子どもについては心の専門家で
あるスクールカウンセラーが対応しているが、子どもたちが 近藤 育代（非常勤講師）
円滑な学校生活を送るためには、大部分の時間を共に過ご 関水 しのぶ（非常勤講師）
す教師たちの役割も大きい。本講習では、青年期の様々な
心の問題とその対応について学んだ後、子どもの心を理解
するための傾聴技法を実習する。

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6時間 平成26年7月31日

埼玉県宮代町

最新のプラスチック成形加工

近年の家電製品や情報通信機、自動車、医療機器などの
著しい発展には、プラスチックの成形加工技術の進歩が大
きく貢献している。本講習では、プラスチック成形加工技術
村田 泰彦（機械工学科教授）
の基礎と最新の動向について学ぶことを目的としている。特
野口 裕之（機械工学科准教授）
に、本講習では、講義の他に、成形加工技術を実感してもら
うために、成形加工機や金型の見学、さらに、ナノファイ
バーなどの製造実習を実施する。

モデル化とシミュレーション

社会や物理の事例を通して、問題解決の方法であるモデル
化とシミュレーションについて学ぶ。シミュレーションには、コ
ンピュータ上で実世界の「ふるまいを再現する」ことと「パラ
メータを変えることでふるまいがどのように変わるかを調べ 辻村 泰寛（情報工学科教授）
る」という働きがある。問題の目的に合わせてモデル化を行 山地 秀美（情報工学科教授）
い、その解決方法について考える。さらに、シミュレーション
の仮定と評価、システムダイナミックスのモデリングについ
て理解する。

放射線の種類とその性質

今日、放射線は工業製品や医療診断などでも日常使われ
るようになっているが、人体に及ぼす影響が大きいことから
取扱いには注意を要する。特に、目に見えないため、安全
のためにその性質と測定法を正しく理解する必要がある。
本講習では、放射線の種類と性質、および、測定法の基礎
について解説する。また、最近関心の高い環境放射線を実
際に測定し、誤差を考慮した正しい結果の見方について学
ぶ。

梅谷
服部
佐藤
齋藤

教育内容の充実

本講習は小学校教諭を対象とし、今求められている「小学
生とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝについて」、「小学生で進めるｷｬﾘｱ教育
について」、「学級運営の為のﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ」及び「小学校で行
う放射線教育について」考察し、更に各教科の指導方法や
教材研究についても考察する。（音楽①…特別支援学級で
使うﾍﾞﾙ活動の考察、音楽②…歌唱に必要な呼吸法や発声
法の理論と実践、理科…新単元「電気の利用」の進め方、
国語…漢字に対する興味を喚起、、英語…発達段階に応じ
た英語指導法、算数…思考力・判断力・表現力を育てる指
導法）

加藤 尚裕（教育学部教授）
松原 健司（教育学部教授）
髙橋 多喜子（教育学部教授）
小川 博章（国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部教授）
埼玉県入間郡
アスコー朋子（国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部教授）
三芳町
大串 和久（教育学部准教授）
金本 良通（国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部非常勤講師）
西田 俊夫（教育学部教授）
横山 裕道（国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部客員教授）

篤史（共通教育系准教授）
邦彦（共通教育系准教授）
杉弥（共通教育系教授）
弘雄（共通教育系講師）

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16日～
平成26年5月15日

平263010055714号

0480-33-7737

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

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円

平成26年4月16日～
30人
平成26年5月15日

平263010055715号

0480-33-7377

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

6時間 平成26年7月31日

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月15日

平263010055716号

0480-33-7737

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

埼玉県宮代町

6時間 平成26年8月1日

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月15日

平263010055717号

0480-33-7737

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

埼玉県宮代町

6時間 平成26年8月1日

教諭

高等学校工業科
の教諭、中学校
技術科の教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月15日

平263010055718号

0480-33-7737

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

教諭

高等学校工業
科・理科の教諭、
中学校技術科・
理科の教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月15日

平263010055719号

0480-33-7737

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

教諭

小学校教諭

18,000円

40人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平263011953535号

049-274-1511

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

埼玉県宮代町

埼玉県宮代町

6時間 平成26年7月31日

6時間 平成26年8月1日

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

公益財団法人全
日本私立幼稚園
保育現場での質を高める
幼児教育研究機
構

①園の保育や子どもの育ちを具体的に家庭や地域に伝え、
園と家庭の相互理解を図っていくツールとしてのドキュメン
テーションとは何か、その役割や特性、効果や活用を考え 上垣内伸子(十文字学園女子大学教授),
る。②幼い子どもたちの生活環境は、身近な空間に多く存 大澤力(東京家政大学教授)
在する。そこで、身近な自然環境や社会環境に着目し、今
一度日常保育への上手な活用の仕方を工夫してみる。

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成26年6月28日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

90人

平成26年4月21日～
平成26年5月2日

平268134054190号

03-3237-1957

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

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

①幼児期の健康を考えるとき、なぜこの時期に運動すること
（身体を使うこと）が重要視されるのかを再認識し、あわせて
安全のあり方を学ぶ。②失われつつある伝承遊びを保育に 岩崎洋子(東京学芸大学非常勤講師),
取り入れ活用するにはどのように工夫すればよいか、また 寺﨑恵子(聖学院大学准教授)
伝承遊びを通して子どもたちにどのような育ちがあるかを考
える。

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成26年7月5日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

90人

平成26年4月21日～
平成26年5月2日

平268134054191号

03-3237-1957

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

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

①園内には様々な危険が潜んでいる。子ども達が安全に園
生活を送るためにはどのようなことに気をつければ良いか
田中浩二(東京成徳短期大学准教授),
を考える。②幼稚園草創期から現在に至るまでの歴史の中
柿沼芳枝(昭和学院短期大学准教授)
で、幼稚園の役割やその教育内容がどのように変化してき
たかを考える。

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成26年7月12日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

90人

平成26年4月21日～
平成26年5月2日

平268134054192号

03-3237-1957

http://www.youchien
-kikou.com/
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開設者名

講習の名称

講習の概要

千葉大学大学院教育学研究科の授業科目「教育研究方
法論」をあてる。学校現場における教育の研究法について、
理念的な内容から具体的実践的な内容まで幅広く論じる。
「量的研究」と「質的研究」「アクションリサーチの典型と実
際」「事例研究の進め方」等のトピックを取り上げる。
本講習は、本学教育学部の委託研究生のうち平成26年3
月31日又は平成27年3月31日が更新期限となる者のみを対
象とする。

担当講師

伏見
保坂
吉田
羽間
笠井
佐瀬
磯邉
片岡

陽児（教育学部教授）
亨（教育学部教授）
雅巳（人文社会科学研究科教授）
京子（教育学部教授）
孝久（教育学部准教授）
一生（教育学部准教授）
聡（教育学部准教授）
洋子（教育学部教授）

千葉大学

教育研究方法論

植草学園大学

特別支援教育の推進にあたっては、特別な教育的ニーズへ
の適切な支援が求められます。ここでは、障害のある子ども 高倉誠一（植草学園短期大学福祉学科准教
特別な教育的ニーズへの支援を
の保護者・家族を含む包括的な支援の観点、通常の学級に 授）
めぐって
おけるユニバーサルデザインによる支援の実際から考えま 漆澤恭子（植草学園短期大学福祉学科教授）
す。
インクルーシブ教育システムの構築が我が国の大きな教育
課題となっています。インクルーシブ教育システムの概要及
渡邉章（発達教育学部教授）
びその展望と特別支援教育の果たす役割を鳥瞰し、合わせ
加藤悦子（発達教育学部准教授）
て、その柱となる乳幼児期から卒業後までのニーズに応じ
た支援の在り方を考えます。

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

千葉県千葉市

平成26年4月17日,
平成26年4月24日,
平成26年5月1日,
平成26年5月8日,
24時間
平成26年5月15日,
平成26年5月22日,
平成26年5月29日,
平成26年6月5日

教諭

小・中・高等学校
教員（千葉大学
教育学部委託研
究生）

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月18日

教諭

幼・小・中・特別
支援学校教諭

6,000円

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月19日

教諭

幼・小・中・特別
支援学校教諭

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成26年4月16日～
10人 平成26年5月2日
（公募しない）

平261002154087号

043-290-2529

http://menkyokoushi
n.chiba-u.jp/

200人

平成26年5月10日～
平成26年6月 1日

平263011053334号

043-239-2602

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

6,000円

200人

平成26年5月10日～
平成26年6月 1日

平263011053335号

043-239-2602

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

0円

植草学園大学

特別支援教育の今日的課題へ
の対応

植草学園大学

特別支援教育における喫緊の課題の一つが発達障害支援
です。ここでは、発達障害のある生徒の就労支援とキャリア
特別支援教育と発達障害支援の
川村博子（植草学園短期大学福祉学科教授）
教育の現状と課題を確認し、通常の学級で展開される特別
現在
佐藤愼二（植草学園短期大学福祉学科教授）
支援教育を学級経営と問題行動への対応という観点から考
えます。

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月20日

教諭

幼・小・中・特別
支援学校教諭

6,000円

200人

平成26年5月10日～
平成26年6月 1日

平263011053336号

043-239-2602

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

植草学園大学

幼児期の子どもにとって、幼稚園での生活や遊びは育ちの
幼稚園教育と子どもをめぐる状況 基盤となる。一方、これら育ちの基盤は、今日の社会的な環 浅川繭子（植草学園短期大学福祉学科准教
－生活・遊び・かかわりから考え 境の変化の影響を受ける。本講習では、子どもをめぐる状 授）
る
況を踏まえ、幼稚園での生活や遊び、人とのかかわりをどう 栗原ひとみ（発達教育学部准教授）
豊かに質高くしてゆけるのか。そのあり方を考えます。

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月18日

教諭

幼・小学校教諭

6,000円

80人

平成26年5月10日～
平成26年6月 1日

平263011053337号

043-239-2602

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

植草学園大学

障害だけでなく家庭環境や経済状況も含み、支えを必要と
幼稚園教育と子どもをめぐる状況 する子どもたちは多い。また、その保護者も支えを求めてい
小川晶（発達教育学部講師）
－家族支援と障害のある子への る。本講習では、こうした子どもと家族をめぐる状況の変化
広瀬由紀（発達教育学部講師）
支援
を踏まえ、家族支援と障害のある子の支援について考えま
す。

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月19日

教諭

幼・小学校教諭

6,000円

80人

平成26年5月10日～
平成26年6月 1日

平263011053338号

043-239-2602

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

植草学園大学

児童虐待に関する報道が連日のように伝えられている。子
どもを守る役割が、保育の場に求められている。どう子ども
幼稚園教育と子どもをめぐる状況
や家庭の状況を見取り、予防等の手立てを講じられるか考 宮下裕一（発達教育学部准教授）
－虐待の現状、音を楽しむ活動
えてみたい。一方、子どもの心を豊かにしていくという幼稚 髙木夏奈子（発達教育学部准教授）
の２点から
園教育の本来の役割もさらに深めたい。本講習では、音を
楽しむ活動を通して考えます。

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月20日

教諭

幼・小学校教諭

6,000円

80人

平成26年5月10日～
平成26年6月 1日

平263011053339号

043-239-2602

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

千葉県流山市

平成26年7月5日、
18時間 平成26年7月12日、
平成26年7月20日

教諭

高等学校、中等
教育学校、中学
18,000円
校、小学校、幼稚
園

60人

平成26年5月7日～
平成26年5月21日

平263011153570号

04-7152-9615

http://www.edogawau.ac.jp

千葉県市原市

6時間 平成26年8月20日

小学校教諭、中
教諭
学校教諭（全教
養護教諭
科）、養護教諭

6,000円

40人

平成26年6月2日～
平成26年6月27日

平263012854081号

03-5860-4716

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

千葉県市原市

6時間 平成26年8月20日

小学校教諭・中
学校教諭(理科)

6,000円

平成26年6月2日～
40人
平成26年6月27日

平263012854082号

03-5860-4716

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

千葉県市原市

6時間 平成26年8月21日

小学校教諭、中
教諭
学校教諭（全教
養護教諭
科）、養護教諭

6,000円

40人

平成26年6月2日～
平成26年6月27日

平263012854083号

03-5860-4716

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

千葉県市原市

6時間 平成26年8月21日

小学校教諭・中
学校教諭(国語)

6,000円

40人

平成26年6月2日～
平成26年6月27日

平263012854084号

03-5860-4716

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

山路 進（日本私学教育研究所 主任研究員、
日本大学法学部 非常勤講師、明治大学文学
部 非常勤講師）
波多野 和彦（メディアコミュニケーション学部
教授）
堀切 忠和（九段富士見法律事務所 弁護士）
木村 文香（社会学部 講師)

教育の充実講習

高等学校、中等教育学校、中学校、小学校、幼稚園等の教
員向けに、１．授業の設計と評価（６時間）、２．危機管理と
保護者対応（６時間）、３．こどもとのコミュニケーション（６時
間）の３項目についての知識・技能を修得し，実践力を高め
ることを目的とする。

子ども理解と生徒指導

最近の児童・生徒の問題行動の実態から見えてくる子ども
たちの新しい思考・行動傾向を探り、具体的な場面における
効果的な対応方法を、受講者の実践なども出し合いながら 鐵本 和弘(地域医療学部准教授)
実践的に学ぶ。ワークを含む講義により、カウンセリングの 奥井 智一朗(現代ライフ学部講師)
視点が学校教育にどのように役立つのか、また、特別支援
教育におけるカウンセリング的なかかわりについて考える。

帝京平成大学

理科教育のこれまでとこれから

学習指導要領や国内外における調査・研究から、日本の理
科教育が抱える課題について考察し、子どもの手法を導入
した実践について学び、これらの手法を用いて、協同的な学 大貫 麻美(現代ライフ学部講師)
びの場における子どもの科学的概念の構築を支援できる指
導者としての資質を高める。

帝京平成大学

教員免許更新の条件の一つとして、子どもの心理と問題行
動への理解が欠かせない。子どもは、環境との関係で日々
発達している存在である。しかし、その中で様々な困難やつ
子どもの心理と行動 ～問題行動 まずき、場合によっては障害を抱えることも多い。今回は、
金子 真人(健康メディカル学部准教授)
と障害への対応～
①子どもの発達の姿、年齢ごとの発達の特徴と環境上の配
慮、②その中で生じた様々な問題行動とその見方、配慮、
③知的障害や発達障害の特性と障害特性に合わせた支援
などについて解説する。

帝京平成大学

子どもに確かな力をつける国語
科の授業づくり

江戸川大学

帝京平成大学

学習指導要領を踏まえながら、小学校（中学校）国語科にお
ける授業の在り方を中心に考察をする。また、実際に国語
熊澤 義夫(教職センター 講師)
教材を使っての演習を通して、相互に授業づくりについての
研修を深める。
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教諭

教諭

平成２６年度（第３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

低学年における学級崩壊が問題となり、児童が学習態度を
身に付ける上での様々な課題が指摘されている。その背景
や要因をとらえ、児童の発達への理解を深めながら、指導 深川 美砂子(現代ライフ学部准教授)
の在り方を考える。障害のある児童の発達課題及び支援の 齊籐 美代子(現代ライフ学部教授)
在り方について、障害者基本法や発達障害者支援法の制
定、特別支援教育をめぐる社会の動向を見据えながら講義
する。

帝京平成大学

子どもの発達とそれを支援する
環境づくり

帝京平成大学

児童・生徒が授業時、課外時に様々な怪我や事故に遭遇す
児童・生徒の運動・スポーツ時に る時がある。その際、教師として落ち着いて対応することが
砂川 憲彦(現代ライフ学部准教授)
おける緊急時の対応
重要である。いくつかの対応方法について具体的な活動を
通しながら配慮しなければならないこと等を学んでいく。
中学、高校の教科書でよく取り上げられる古文と現代文の
教材を中心に、新しい研究成果も踏まえて、豊かな読みを
考えます。古文は、『徒然草』のうちよく知られている段を取
りあげ、中世・近世・近代・現代の注釈書で、その段が、どの
ように解釈されているかを比較しながら読み解き、正しい読
庄司 達也 （人文学部教授）
みとはなにかについて考えていきます。近代文学は房総の
山下 琢巳 （人文学部准教授）
地と近代文学との関わりに注目し、作家への理解を深め、
作品の読みを豊かなものにしたいと考えています。取り上げ
る作品は、夏目漱石「こころ」、芥川龍之介「玄鶴山房」を予
定しています。

講習の開催地

03-5860-4716

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

千葉県市原市

6時間 平成26年8月22日

小学校教諭・中
教諭
学校教諭(全教
養護教諭
科)・養護教諭

6,000円

40人

平成26年6月2日～
平成26年6月27日

平263012854086号

03-5860-4716

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

千葉県八千代
市

6時間 平成26年7月31日

中学校、高等学
校の国語科教諭
向け

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平263013253468号

047-488-7113

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

6時間 平成26年8月1日

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平263013253469号

047-488-7113

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

6時間 平成26年8月6日

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平263013253470号

047-488-7113

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

小学校、中学校、
教諭
高等学校、中等
養護教諭 教育学校の教
栄養教諭 諭、養護教諭、栄
養教諭

6,000円

40人

平成26年5月7日～
平成26年7月4日

平263013555405号

04-7173-3605

http://www.reitakuu.ac.jp/

12,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年7月4日

平263013555406号

04-7173-3605

http://www.reitakuu.ac.jp/

平26平成26年4月22日～平
10人
30219成26年5月31日
55384号

047-472-7260

http://www.tohou.ac.jp/

東京成徳大学

東邦大学

合同式と暗号理論

東邦大学

一日目は、ＮＬＰ（神経言語プログラミング）の概論を学び、
教師自身の自己理解の深化（行動特徴の理解等）と生徒理
教育相談、学級経営に活かすカ 解（アセスメント含む）の仕方のコツを修得する。二日目は、
ウンセリング
日頃の教育相談に活かせる事例研究。アセスメントシートの
～生徒理解のポイントとストレス 活用やインシデントプロセス法など、手軽にできる事例検討
マネージメントの方法を学ぶ～
法を学ぶ。三日目は、ストレスマネージメントの理論と方法
について学び、教育現場での活用を目指す。３日間とも、内
容的には独立したものになっている。

東邦大学

体質の個人差を遺伝子から調べる遺伝子診断の基礎を学
び実践します。微量な生体試料からDNAを抽出し、PCR法で
お酒の感受性を遺伝子で調べよ
アルコール脱水素酵素1B遺伝子とアルデヒド脱水素酵素２
う
佐藤 浩之(理学部教授）
遺伝子を増幅し、制限酵素で切断して断片長多型を電気泳
ー遺伝子多型分析の基礎ー
動で分析します。いずれもアルコール代謝経路の酵素遺伝
子であり、参加者の遺伝的な飲酒感受性がわかります。

新保 幸洋（理学部教授）
石川 悦子（明治学院大学文学部教職課程非
常勤講師）
浅海 敬子(習志野キャンパス学生相談室カウ
ンセラー）

ＵＲＬ

平263012854085号

千葉県八千代
市

2013年度より高等学校「数学A」に新しく導入された「整数の
性質」の内容について、カレンダーを用いた中高生の興味を
惹きつける内容から、合同式の公式や証明、フェルマーの
小定理などの深い知識までを習得する。さらに、その応用 足立 智子（理学部准教授）
分野である暗号理論についても紹介する。また、時間に余
裕があれば、新しく高等学校「数学C」に導入される複素数
やガウス平面についても触れたいと考えている。

電話番号

平成26年6月2日～
平成26年6月27日

社会における情報化の急速な発展に伴い、近年学校教育
においても情報通信技術（ICT）を活用した授業実践の在り
方にますます関心が高まっています。本講習では、視聴覚メ
ディアの史的展開とICTを取り巻く最近の状況を概観した
岩瀬 弘和 （人文学部准教授）
授業・学級経営で使えるICT活用
後、実際にパソコンを使い教材作成や校務遂行（学級経営 飯塚 順子 （人文学部准教授）
等）に役立つ演習を行います。パソコンの基本的な操作は
出来るが、ICTの積極的活用はこれからという方向けの演
習内容になります。

麗澤大学

認定番号

40人

東京成徳大学

望月正道(麗澤大学 外国語学部 教授)
Paul C. McVay(麗澤大学 外国語学部 教授)
Andrew Nicolai Struc(麗澤大学 外国語学部
准教授)

受講者募集期間

6,000円

千葉県八千代
市

この講習は、英語指導に関する各分野の知識・技能を提供
し、中学校・高校での英語の授業のレベルアップを目指しま
英語指導法ブラッシュアップ講習 す。講習は、7回のワークショップ(各回90分)とまとめから成
り、最後のまとめで，講習内容についての討議と試験を行い
ます。

受講料 受講人数

小学校教諭、中
教諭
学校教諭（全教
養護教諭
科）、養護教諭

昨今子どもたちをめぐる環境が著しく変化し、不登校、非
行、家庭における虐待や家庭貧困など援助を必要とする児
童生徒達が増加しています。本講習では、発達障害が原因
気になる児童生徒への具体的支
関谷 大輝 （応用心理学部准教授）
で引き起こされる「非行」や「攻撃的行動」などの二次障害に
援
加地 雄一 （応用心理学部准教授）
ついて講義し、発達障害に関する気づきや支援の具体的方
向について考えます。更に、外部機関との連携の重要性と
その具体的方法を事例に基づき検討します。

道徳教育の意義と本質

対象職種 主な受講対象者

6時間 平成26年8月22日

明日から使える国語実践

麗澤大学

講習の期間

千葉県市原市

東京成徳大学

道徳教育の本質に関わる問題の考察を通して、小・中学校
においては「道徳の時間」を要（かなめ）とする学校の道徳
岩佐信道（麗澤大学 外国語学部 教授）
教育について、教師の理解と意欲を高める内容です。また、
斎藤之誉（麗澤大学 経済学部 准教授）
児童生徒の実態に応じ、適切な機会をとらえて道徳教育を
展開する意欲と自信をもつことができることを目標とします。

時間数

千葉県柏市

6時間

平成26年8月5日、
平成26年8月8日

千葉県柏市

12時間

平成26年8月2日、
平成26年8月4日

千葉県船橋市

6時間 平成26年8月11日

千葉県船橋市

平成26年8月15日～
18時間
平成26年8月17日

千葉県船橋市

6時間 平成26年8月19日
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教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校の教諭（英語）

教諭

中学校・高等学
校教諭（数学科・
情報科）

6,000円

小・中・高校の教
教諭
諭（全教科）、養
養護教諭 護教諭、特別支
援教諭

18,000円

25人

平26平成26年4月22日～平
30219成26年5月31日
55385号

047-472-7260

http://www.tohou.ac.jp/

6,000円

30人

平26平成26年4月22日～平
30219成26年5月31日
55386号

047-472-7260

http://www.tohou.ac.jp/

教諭

中学校・高等学
校教諭（理科）

平成２６年度（第３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

東邦大学

東邦大学

東邦大学

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

新しい非水溶媒の化学

化学実験において有機溶媒の利用は必須とされてきたが、
健康や環境に対する意識の高まりとともに、有害な有機溶
媒の利用を避ける方向へ社会は展開している。本講習で
は、近年盛んに研究されているさまざまな代替非水溶媒系 平山 直紀（理学部教授）
を紹介しながら、化学における非水溶媒の意義について解
説する。また、いくつかの系について、実際に物質分離の体
験実習を行う。

千葉県船橋市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円

20人

平26平成26年4月22日～平
30219成26年5月31日
55388号

047-472-7260

http://www.tohou.ac.jp/

物理学を楽しむために

講義「物理学を楽しむために」（3時間）では、「物理学とはど
んな学問なのか」を、身近な現象の中から物理を取り出して
考えていく。科学の伝道師としての基本的な姿勢について
考え、科学的な思考についての再確認を行う。 生徒や保護
者からの質問も多いであろう「放射線の基礎知識」について 酒井 康弘（理学部教授）
も触れる。後半の実験では、「身の回りの放射線を実際に
測ってみよう」と題した実験を行い、放射線の正しい知識を
実感してもらうとともに、生徒と共に行う実験としての演習、
実際の授業での取り入れ方を考える。

千葉県船橋市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校・高等学
校教諭（理科）

6,000円

20人

平26平成26年4月22日～平
30219成26年5月31日
55389号

047-472-7260

http://www.tohou.ac.jp/

里山の鳴く虫とヒートアイランド

身近な里山でフィールドワークを行い、ヒートアイランド化が
もたらす気温上昇と、温暖化が生態系に及ぼす影響を、鳴く
虫の生態調査を通じて把握できることを学ぶ。気象観測と行
長谷川 雅美（理学部教授）
動観察で得られたデータを解析して、温暖化が昆虫の行動
に与える影響を把握し、野外調査を通じて生態系の変化を
学ぶ教材の開発につなげる。

千葉県野田市

教諭

中学校・高等学
校教諭（理科）

20,000円

10人

平26平成26年4月22日～平
30219成26年5月31日
55390号

047-472-7260

http://www.tohou.ac.jp/

初等教育及び幼児教育の現場で用いられている各種打楽
清和大学短期大 幼児教育・初等教育におけるリズ 器の構造と、それに基づいた演奏法について学び、リズム 古川 哲也(教授）
学部
ム楽器の基礎指導
楽器指導の意義を考える。後半は、ハンドベルの演奏法と 平田 和世（教授）
アンサンブルを体験する。

18時間

平成26年8月26日～
平成26年8月28日

千葉県木更津
市

6時間 平成26年9月20日

教諭

幼稚園、小学校
教諭

6,000円

30人

平成26年6月17日～
平成26年7月8日

平263508054467号

0438-30-5522

http://www.seiwajc.ac.jp

清和大学短期大 造形表現を楽しむ子どもを育む
学部
ための造形・図工講座

造形表現・図工やその指導に悩みや不安をお持ちの先生と
ともに、簡単な造形活動を行ないながら、造形・図工の意義
や特徴について理解を深めます。そして、表現を楽しむ子ど 畠山 智宏（専任講師）
もを育むための援助や指導のあり方について考えていきま
す。

千葉県木更津
市

6時間 平成26年9月27日

教諭

幼稚園、小学校
教諭

6,000円

30人

平成26年6月17日～
平成26年7月8日

平263508054468号

0438-30-5522

http://www.seiwajc.ac.jp

清和大学短期大
幼児・児童の運動表現遊び
学部

今の子どもたちは、親世代と比べ体格は向上しているにも
かかわらず、身体能力が低下している。また、社会環境や
生活の変化により、子どもを取り巻く環境として、遊ぶ場所
や時間が少なくなっている。本講習では、運動をする意味や
真砂 雄一（専任講師）
素晴らしさに加え、幼児・児童の運動特性、運動の基礎技
術習得と各運動種目の特性・ルールを理解し、体育の指導
法を学ぶ。運動表現遊びの教材研究と授業展開について
考えを深める。

千葉県木更津
市

6時間 平成26年10月4日

教諭

幼稚園、小学校
教諭

6,000円

30人

平成26年6月17日～
平成26年7月8日

平263508054469号

0438-30-5522

http://www.seiwajc.ac.jp

清和大学短期大
幼保関係と民営化
学部

現在、少子化の状況の下で、わが国の幼稚園及び保育所
のあり方が大きな変化の渦中にあると言える。このような認 上村 麻郁（准教授）
識に立ち、本講座では、幼・保一元化の動向と公立幼・保の 松倉 佳子（専任講師）
民営化について、現状と課題・今後の方向性について講義
したい。

千葉県木更津
市

6時間 平成26年10月11日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年6月17日～
平成26年7月8日

平263508054470号

0438-30-5522

http://www.seiwajc.ac.jp

体験や物作りを重視した小学校理科教育につながる幼児教
育、小学校１、２年生の生活科並びに小学校３年生からの
清和大学短期大 幼児教育、初等教育の接続を考
理科教育の内容について考え、簡単な製作活動を行うとと 林 俊之（非常勤講師）
学部
慮した理科指導
もに自然を対象とした遊びを通して幼児教育と初等教育の
有効な接続を考えます。

千葉県木更津
市

6時間 平成26年11月1日

教諭

幼稚園、小学校
教諭

6,300円

30人

平成26年6月17日～
平成26年7月8日

平263508054471号

0438-30-5522

http://www.seiwajc.ac.jp

文部科学省より《特色ある大学教育支援プログラム》とし
て選定された「こども造形教室」にて新しく開発した造形題
材を中心に、学習指導に直結する教材研究・開発のあり方
千葉経済大学短 創造力を育む造形教材の研究と について実技演習を通し深める。内容は,幼児・児童が個々 三好 理夫（こども学科准教授）
期大学部
開発
の造形のカを発揮して楽しく活動できるよう、1）季節感、2） 篠田 哲也（非常勤講師）
伝承的な造形、3）構成的・機構的な面白さ、4）)材料の可能
性の追求などに留意して、主として工作表現分野の独自な
題材で構成していく。

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

28人

平成26年4月21日～
平成26年5月30日

平263508253267号

043-255-3451

http://www.chibakc.ac.jp/

文部科学省より《特色ある大学教育支援プログラム》とし
て選定された「こども造形教室」にて新しく開発した造形題
材を中心に、学習指導に直結する教材研究・開発のあり方
千葉経済大学短 創造力を育む造形教材の研究と について実技演習を通し深める。内容は,幼児・児童が個々 三好 理夫（こども学科准教授）
期大学部
開発
の造形のカを発揮して楽しく活動できるよう、1）季節感、2） 篠田 哲也（非常勤講師）
伝承的な造形、3）構成的・機構的な面白さ、4）)材料の可能
性の追求などに留意して、主として工作表現分野の独自な
題材で構成していく。

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

28人

平成26年4月21日～
平成26年5月30日

平263508253268号

043-255-3451

http://www.chibakc.ac.jp/

社会科では、フィールドワークとインタビューを介して社会
社会科と総合学習の指導法
千葉経済大学短
に目をひらく時間も重要である。総合学習でも地域から学ぶ
―― 課題追求とフィールドワーク
佐久間 勝彦（学長・こども学科教授）
期大学部
ことが一つの柱となっている。本講座では、そのような実践
学習
を紹介しながら社会に目をひらいていきたい。

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

50人

平成26年4月21日～
平成26年5月30日

平263508253269号

043-255-3451

http://www.chibakc.ac.jp/
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開設者名

講習の名称

千葉経済大学短 現代に活きる斎藤喜博教授学
期大学部
―― その概要と教材解釈体験

講習の概要

担当講師

新学習指導要領の目指す生きる力と人間性の育成を如何
に具体的に推し進めるかが問題であるが、これはすでに昭
和30年代40年代の斎藤喜博の実践の中にある。本講習で
はこれらの観点から、日々の授業の中でいかに子どもたち
を分裂させることなく統合的に成長させていくか、これまでの 大沼 徹（こども学科教授）
斎藤喜博教授学の研究の成果を活かしその概要を解説す
るとともに、その実践の基盤にある教材解釈を国語・算数を
例として、斎藤喜博に直接指導を受けたゲストスピーカーの
指導のもとに体験してもらう。

オペレッタを基盤とした総合表現は、斎藤喜博の開発した
独特の表現教育活動である。これは単に表現の技術向上
を目指すものでなく、子どもの全体存在における可能性の
千葉経済大学短 子どもの可能性を解放する総合
解放を目指すもので、様々な教育的効果が期待できるもの 小池 順子（非常勤講師）
期大学部
表現指導法
である。本講習では、この表現活動の教育的意義及び指導
の要点の概説、成果の提示、及び総合表現「利根川」を教
材としこれを体験しながらその指導法の初歩を学ぶ。

講習の開催地

千葉県千葉市

時間数

講習の期間

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

小・中・高等学校
教諭（国語・算
数・数学・理科）

6,000円

50人

平成26年4月21日～
平成26年5月30日

平263508253270号

043-255-3451

http://www.chibakc.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月30日

平263508253271号

043-255-3451

http://www.chibakc.ac.jp/

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月9日

教諭

幼稚園・小・中・
高等学校教諭
（音楽・体育・総
合的な学習の時
間・特別活動）

千葉経済大学短 子どもへの対応力を身につける
期大学部
体験学習

授業の中で子どもたちの意欲を引き出し、その教材の中
心を逸れずにその時間のめあてを達成するためには、子ど
もの疑問・考え・つぶやき・意見への「対応力」が必要とな
る。この「対応力」を、①「対応の理論」と②「演習」を通して
柏木 恭典（こども学科准教授）
身につける。そのための（１）教材解釈の仕方、（２）問いと
塚本 幸男（非常勤講師）
発問の展開方法、（３）子どもたち意見への解釈力、（４）授
業展開の構想、（５）子どもの開放場所、といった授業を構
成していく要素について考えを深め、授業への「対応力」を
身につける。

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月30日

平263508253272号

043-255-3451

http://www.chibakc.ac.jp/

千葉経済大学短
食育の現代的課題と実践
期大学部

４つのテーマで食育について現代の観点から考察する(講
義）。①子どもたちの食生活の現状を捉え、健全で豊かな食
生活のための食育の活動を考える。その一環として、②幼
児の野菜栽培、収穫の喜び体験を通して、食への関心を高
中島 千恵子（こども学科教授）
める実践を考える。また、③現代の子どもの食事スタイルと
横山 洋子（こども学科教授）
行動の実態を把握し、主体的に楽しく取り組める食事マ
ナーについて考え、最後に、④大型絵本やエプロンシアター
等の視覚的教材を使って楽しく子どもたちに伝える方法や、
食への関心を深める遊びについて考える。

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

50人

平成26年4月21日～
平成26年5月30日

平263508253273号

043-255-3451

http://www.chibakc.ac.jp/

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月30日

平263508253274号

043-255-3451

http://www.chibakc.ac.jp/

平263508253275号

043-255-3451

http://www.chibakc.ac.jp/

千葉経済大学短
リトミック指導法の基礎
期大学部

音楽の基本能力を伸ばすとともに知的なものも含め幅広
く豊かな人間性の基礎を育むリトミックについて、その原理
や基本について理論的に理解を深め、またその初歩を体験
する。そして、幼児教育における表現領域の学習活動に取
太田 有紀子（非常勤講師）
り入れることが可能となるように、実践的に学ぶ。（講義・演
習・実技）

千葉経済大学短 家庭・地域における教育の支援
期大学部
と子ども理解

幼稚園の果たすべき役割として、新たに家庭及び地域に
おける幼児期の教育支援が加えられた。この支援に係る最
新の知識・理解について、4つの観点から講義する。①障害
のある子どものケアの問題をバリアフリーという観点から考
察し、障害とバリアフリーの関連を明らかする。②離婚家庭 吉村 香（こども学科准教授）
の子どもに特有の問題を示し、必要な援助を具体的に考究 柏木 恭典（こども学科准教授）
する。③乳幼児期の遊び・対人関係を概観し、家庭への要
望と援助について考える。④保育をめぐる制度・施策が変化
著しい近年、子どもの育ちを支える主体と、期待される連携
について検討する。

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

平成26年4月21日～
50人
平成26年5月30日

千葉経済大学短
ピアノ簡易奏法
期大学部

ピアノに対する苦手意識は、教諭の音楽指導に消極的な
態度を醸成してしまう。本講習においては、電子ピアノを一
人に一台配し、純粋な演奏法ではなく、ピアノを音楽指導に
役立てるツールとして、小学校の共通教材や幼児向け歌曲 高木 誠（こども学科教授）
を簡易に奏する技術と編曲法を学ぶ。楽譜通りに弾くので 平野 智美（非常勤講師）
はなく、教諭の資質に応じて楽譜内容を簡易化し、ピアノと
いう便利な楽器を音楽指導に活用できるようにすることが目
的である。

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

15人

平成26年4月21日～
平成26年5月30日

平263508253276号

043-255-3451

http://www.chibakc.ac.jp/

千葉経済大学短
絵本の読み伝えと活用法
期大学部

絵本の読み伝えは、幼稚園教育において欠かすことのでき
ない教育内容のひとつである。しかし、教師の扱い方ひとつ
で、楽しく充実した内容にもなれば、「つまらない絵本だっ
横山 洋子（こども学科 教授）
た」で終わることもある。本講座では、効果的な活用法を中
わたなべ めぐみ（非常勤講師）
心に、子どもたちの学びがより一層深まるような実践のあり
方を考えていく。また、童話作家によるお話作りのノウハウ
を伝授する。

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

50人

平成26年4月21日～
平成26年5月30日

平263508253277号

043-255-3451

http://www.chibakc.ac.jp/

千葉県千葉市

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4月21日～
平成26年5月30日

平263508253278号

043-255-3451

http://www.chibakc.ac.jp/

小学校国語科における「伝統的言語文化の教育」の導入
に鑑み、小学校教育における「古典」の取り扱いについて検
千葉経済大学短 小学校国語科における古典教育 討する。小学校教員の科目の専門性は多様であることをふ 髙野 浩（こども学科准教授）
期大学部
とその周辺
まえ、古典という概念、古典教育の歴史的課題といった基 栗山 元子（非常勤講師）
底となる事項から、言語文化、教材研究などの面まで多角
的に問題をとらえていきたい。
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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

千葉明徳短期大
表現教育について考えるA
学

平成25年度から実施される保育士試験の実技課題が従来
の「絵画製作」から「造形表現に関する技術」に改められた
ことにみられるように、保育者の表現技術は造形全般に関
する技能として問われてきている。本講座で1980年代まで
深谷 ベルタ（保育創造学科教授）
保育現場でまだ頻繁に使用されていた土粘土の優れた造
形性を見直し、造形表現とは何か、あるいは幼児期の子ど
もたちにどのような造形経験がより望ましいか等について学
んでいく。

千葉明徳短期大
表現教育について考えるB
学

音楽と身体の2つの視点から、子どもの豊かな表現を育む
ための活動の広げ方と意図について検討する。子どもの表
現活動の現状や意義を理論的に考えると同時に、互いに関
田中 葵（保育創造学科専任講師）
わり合いながら学ぶワークショップ形式の実践を体験する。
田島 美帆（保育創造学科非常勤講師）
身近な素材を用いた音楽づくり、多様な動きを含む表現運
動遊びを通し、子どものための音楽及び身体表現のあり方
を問い直す。

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月21日

教諭

千葉明徳短期大 実践と指導計画との関係を考え
学
る

保育の実践は計画通りにされるものでもなければ、無計画
に行われるものでもない。この講座では、まず指導計画の
基本を再確認し、様々な実践と指導計画のありようを紹介
する。また、受講者同士の指導計画も紹介し合って、それぞ 村田（片川） 智子（保育創造学科専任講師）
れの意義を確認してみたい。そして、実践と切り離されず、
保育を振り返り自身の実践に生かすための指導計画につ
いて、事例を検討し合いながら考えていく。

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月22日

千葉県千葉市

幼稚園教育要領では、教育課程に係る教育時間の終了後
に行う教育活動についての項目が設けられ預かり保育・子
育て支援の充実が求められている。これらの活動を既に実
石井 章仁（保育創造学科准教授）
施している園も多いが、子どもたちにとって、親たちにとっ
て、どのようなあり方が必要なのか、内容の充実をめざし
て、具体的な実践を例として考える。

“絵本心理学の視点”で選ばれた絵本を見つめ直し、そこに
描かれた子どもを通して、幼児に対する理解を一層深めて
いくことを目指す。現役の保育者は、ある保育的なねらい
千葉明徳短期大
絵本を通して子ども理解を深める や、子どもにこうなって欲しいという願いをもって関わってい 深谷 ベルタ（保育創造学科教授）
学
るので、そのようなねらいや願いに添って絵本を選ぶことが
多いだろうと思われる。この講座で改めて絵本を手に取り、
話し合い、新しい視点からアプローチする方法を学ぶ。

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年6月6日

平263508355916号

幼稚園教諭

6,000円

平成26年5月7日～
30人
平成26年6月6日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

6時間 平成26年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月23日

教諭

幼稚園教諭

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月23日

教諭

千葉県成田市

6時間 平成26年8月27日

東京学芸大学

自尊感情の不安定さや自信のなさなど、子供の心の根っこ
の育ちに大きな課題が見られる。そのような今、道徳教育の
「教科化」の動きが確実な方向となっている。本講習ではこ
心の根っこを育てる道徳教育～
れらの両面をとらえ、①現状から要因と教育課題を明確に
道徳の「教科化」時代に求められ
永田繁雄（教育学部教授）
し、②道徳の「教科化」時代に求められる授業のあり方を考
る授業
え、それを踏まえて、③授業づくりのミニ演習を行い、④今、
求められる活力ある道徳教育について、具体例も生かしな
がら展望する。

東京都小金井
市

東京学芸大学

学級崩壊の社会問題化に象徴されるように、授業中の課題
非従事行動（私語やよそ見など授業との関連性が低い行
動）に対処する能力が教師に強く求められるようになってい
る。「毅然とした制止」がより強い反抗や児童・生徒のパニッ
舞台パフォーマーに学ぶ私語･よ
クを誘発するリスクをふまえ、観客の不作法を面と向かって 山田雅彦（教育学部准教授）
そ見の抑止･制止法
注意できない舞台パフォーマーがトラブルに対処する方法
を参考に、課題非従事行動への様々な対処法について講じ
る。主な受講対象者は小・中学校教員とするが、高校教員
も受講可能。

電話番号

ＵＲＬ

043-265-1613

http://www.chibamei
toku.ac.jp/tandai.h
tml

平263508355917号

043-265-1613

http://www.chibamei
toku.ac.jp/tandai.h
tml

平成26年5月7日～
平成26年6月6日

平263508355918号

043-265-1613

http://www.chibamei
toku.ac.jp/tandai.h
tml

30人

平成26年5月7日～
平成26年6月6日

平263508355919号

043-265-1613

http://www.chibamei
toku.ac.jp/tandai.h
tml

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年6月6日

平263508355920号

043-265-1613

http://www.chibamei
toku.ac.jp/tandai.h
tml

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年6月6日

平263508355921号

043-265-1613

http://www.chibamei
toku.ac.jp/tandai.h
tml

教諭

小学校教諭

1,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平268135353288号

03-6458-8131

http://jua-web.org

6時間 平成26年 8月 1日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002555992号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 6日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002555993号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

幼児期の運動発達の特徴を踏まえ、ふさわしい運動の在り
多様な動きと運動遊び～幼児期 方を理解する。特に、幼少年期に必要とされる「多様な動
の発達の特徴を踏まえた指導と き」に着目し、動きの多様さについて理解し、多様な動きを 吉田伊津美（教育学部准教授）
は～
引き出すための場の設定や遊具の工夫を実技と演習を通し
て実践し、保育の中で活かせる力を養う。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 7月31日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002555994号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

日本の幼児教育の転換期にあって、課題を不易の課題と今
幼児教育の不易の課題と今日的 日的課題に分けて学ぶ。今日的課題については、「幼保小
岩立京子（教育学部教授）
課題
接続」、「学校評価」、「保育の質と評価」の３つの観点から
講義する。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 7月31日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002555995号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

「環境を通して行う教育」という考え方は、幼稚園教育要領
千葉明徳短期大 「幼児理解」と「保育環境」の問い の基本である。この「環境を通して行う教育」を実践していく 由田 新（保育創造学科教授）
学
直し
際に非常に重要であり基本的な問題である「幼児理解」と 金 瑛珠（保育創造学科准教授）
「保育環境」について改めて問い直し、理解を深める。

千葉明徳短期大
子育て支援について考える
学

公益社団法人日
さわやか一輪車指導者研修会
本一輪車協会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校教員を対象にした講習会を開催
する。学識経験者による理論指導や当協会の公認指導員
による実技指導などを行う。全教科担当の小学校教員に体
育学習に関する最新の知見や効果的な指導の在り方につ
いての研修の機会を提供する。本講習会は、大学教授など
を講師として過去24年間にわたって開催し、28,833人以上
の小学校教員が受講した実績を有している。
主な受講対象者は小学校教諭とする。

園山和夫（桐蔭横浜大学教授）
高田彬成（文部科学省スポーツ・青少年局
体育参事官室教科調査官）
池田延行(国士舘大学教授）
本村清人（東京女子体育大学教授）
土井浩信（淑徳大学教授）

千葉県千葉市

6時間 平成26年8月21日
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教諭

幼稚園教諭

平成２６年度（第３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

知能と知識の学習科学

知能，記憶力，読解力など生徒・児童の学習活動を支える
能力について，現代の知に関する心理学，脳科学で明らか
岸学（教育学部教授）
にされたことを講義形式で学ぶ。そして，それにより学力の
関口貴裕（教育学部准教授）
個人差やそれを踏まえた効果的な指導方法を考えるための
枠組みとなる知識を獲得する。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月18日

東京学芸大学

学校でのストレス対処

講義、演習を通して下記の点について考察する。
1．学校教員のストレス
２．ストレスの段階とメンタルヘルス
３．ストレス対処法の種類
４．学校での人間関係と感情のコントロール
５．教員のメンタルヘルスと生徒指導
６．教員自身のメンタルなセルフケア―

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月19日

東京学芸大学

本講義では、人の発達をどう見るかということを考えるた
め、人の心の二側面－情意と知－をそれぞれ代表する発達
人の発達をどう見るか？―フロイ
理論にして種々の理論の源泉ともなったフロイトとピアジェ
ト・ピアジェの理論と批判者ヴィゴ
國分充（教育学部教授）
の理論を取り上げ、その概略を、彼らの強力な批判者ヴィゴ
ツキー
ツキーの見解を入れながら見ていきたい。また、彼らの理論
の背景・障害児教育への影響などについても触れたい。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 5日

特別支援教育におけるICTの活
用

近年、教育分野におけるＩＣＴの活用が社会的に注目を集め
ており、タブレット端末をはじめとする情報機器の活用が特
別支援教育においても普及してきている。この講習では、特
小林巌（教育学部准教授）
別支援教育におけるＩＣＴ活用の背景および現状について講
義により理解するとともに、タブレット端末を用いた実習を通
してＩＣＴを活用する力を養う。

東京都小金井
市

本人・当事者調査から探る発達
障害の理解と支援

私はこれまで発達障害の本人・当事者が有する各種の困
難・ニーズ調査を行い、それに基づき理解や支援方法の研
究を進めてきたが、その成果の一端を講義する。具体的に
は、①感覚統合障害の実態と本人が求める支援、②身体症
状（不調・不具合）の実態と本人が求める支援、③身体運
髙橋智（教育学部教授）
動・スポーツの困難・ニーズと本人が求める支援、④学校不
適応の実態と本人が求める理解・支援など。こうした当事者
調査研究は他に類がなく、新聞報道等を含めて学界・社会
で注目されている。なお発達障害の当事者による講義も準
備調整中である。

東京学芸大学

聞こえない子どもたちへの対応

聞こえない子どもたちの学校における困難は、教師に伝わ
りにくくそれ故に一層児童生徒は障害故の困難に苦しむこ
とが少なくない。そのような際に教員に求められる対応につ
いて解説する。また、聞こえないことが発達に及ぼす影響を 濵田豊彦（教育学部教授）
概観し発達障害を伴う聴覚障害児への対応について紹介
する。最後に共生社会を目指すインクルーｼﾌﾞ教育時代に
おける聾教育の独自性について解説する。

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

小・中・高等学校
教諭

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002555996号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

40人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002555997号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

小・中・特別支援
学校教諭

6,000円

60人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002555998号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

6時間 平成26年 7月31日

小・中・特別支援
教諭
学校教諭、養護
養護教諭
教諭

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002555999号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 7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

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556000号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 6日

小・中・特別支援
教諭
学校（ろう学校）
養護教諭
教諭、養護教諭

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556001号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

1家族の社会的支援や、環境に配慮したライフスタイルを考
察するうえで、.NPO/NGOが市民生活に果たす「公共の担
い手」となることを理解するため、基礎用語を解説し、高齢
者の移送サービスやフェアトレード等具体的な活動例を学
公共の担い手としてのNPO/NGO ぶ。2.具体的な活動が教科書でどのように記述されている 田中敬文（教育学部准教授）
かを把握し、改善すべき点を検討する。3.消費者として主体
的に判断できるようにするため、NPO/NGOが今後、市民生
活においてどのような役割を果たすべきかについて検討す
る。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 7日

6,000円

40人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556002号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

児童生徒が安心して主体的に学校生活を有意義に過ごす
ためには、学校と家庭の連携が必須だと言える。そこで、主
に家庭機能低下などの環境要因による学習態度の悪化、
問題を体験している児童生徒へ 暴力行為、不登校などの問題を体験している児童生徒に対
高良麻子（教育学部准教授）
の支援
する支援をソーシャルワークの視点から検討する。児童生
徒の問題および背景を包括的に把握したうえで、児童生徒
本人とその子供を取り巻く環境にどのように働きかけていく
のかについて検討する。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月18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16日～
平成26年 6月30日

平261002556003号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

いじめ、不登校、児童虐待、発達障害など、学校では子供
たちを取り巻く様々な問題に直面する。その対応には校内
および地域の機関等とのチームアプローチが求められる。こ
チームアプローチと校内ケース会 の講習では、上記のようなさまざまな問題に対応するため
馬場幸子（教育学部准教授）
議
のチームアプローチの考え方について学ぶ。ケース会議を
有効に利用することでチームアプローチは促進される。そこ
で、校内ケース会議のモデルである、「問題解決型ケース会
議」を紹介する。模擬会議に参加し、体験的に学ぶ。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 5日

教諭
小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

60人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556004号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 7日

6,000円

60人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556005号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

日本語文法のススメ

佐野秀樹（教育学部教授）

ここでは、現代日本語の文法と敬語を取り上げます。文法
は学習者が暗記するものと思われがちですが、実は、文法
には表現の背後にひそむ法則性を発見する楽しさがありま
す。また、敬語についてはその誤用がよく問題になります。
（「受付でうかがってください」「ご乗車できません」等。）しか 北澤尚（教育学部教授）
しここでは、敬語の乱れを嘆くのではなく、敬語の分類法や
機能についての体系的な解説を試みます。表現の背後にひ
そむ「メカニズム（しくみ）」というふしぎな世界を体験し、今後
の教育実践に活かしてもらえれば幸いです。
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教諭

教諭

教諭

教諭

中・高等学校教
諭（家庭科・社
会・公民）

中学校教諭（国
語）

平成２６年度（第３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

最新の言語学（認知言語学・場所論など）の成果に基づき、
イメージ（スキーマ）で、文法を提示していく方法を学ぶ。主
なトピックとして、日本語の基本構造、格助詞、複合助詞、
岡智之（教育学部教授）
接続助詞など助詞の提示の仕方を中心に扱う。文法の視
覚化という観点から外国人の日本語教育への実践例を学
び考える。

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

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月21日

教諭

小・中・高等学校
教諭（国語）

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556006号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 5日

教諭

小・中・高等学校
教諭（国語）

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556007号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

国語の語彙と表記について

日本語の語彙の語種と語籍について，その多様性に着目し
て，各語籍の語彙がどのようにして外来語として定着して
行ったか，考察する。また，日本語を表記できるようになっ
た歴史と，漢字から仮名を作り出して自己薬籠中のものとし 高橋久子（教育学部教授）
て行った経緯について考え，日本語の表記上の特色を学
ぶ。日本語学の最新の研究成果を取り入れ，国語科の語彙
指導・文字指導に役立つ内容とする。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月20日

教諭

小・中学校教諭
（国語）

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556008号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

まず唐代の詩人はどんな人生を送っていたか、科挙制度と
は何か、詩はどんな場所で作られどのように読まれたのか
を解説します。そして小中高の国語教科書に載っている有
唐詩を深く理解し、授業でわかり 名な唐詩を取り上げ、鑑賞の要点や解釈の別れる点を考察
佐藤正光（教育学部教授）
やすく教える
し、日本と中国の感覚の違いにも言及します。その上で漢
詩を実際に作ってみて、漢詩の深みを体験します。それを
授業でどう活かしたらよいか、皆さんの意見を伺い指導の
可能性を考えます。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 5日

教諭

小・中・高等学校
教諭（国語）

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556009号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

ポップカルチャーの世界観―
1990年代以後のアニメとライトノ
ベルを中心に―

現在、ポップカルチャーは生徒の生活と密接に関わってい
ます。教師としてポップカルチャーの存在を意識し、それを
読解する能力を持つことは、生徒理解のために必要不可欠
であり、また、日々の教材研究や授業方法に新たな視点を
もたらすことにもなり得ます。この講習では、そうした立場に 千田洋幸（教育学部教授）
たって1990年代以後のアニメとライトノベルを取りあげ、ポッ
プカルチャーの世界観の内実に迫っていきたいと思います。
アニメ、ライトノベルという表現ジャンルに知的関心を持つ方
であれば、中学校・高等学校教諭いずれも受講可能です。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 1日

教諭

中・高等学校教
諭

6,000円

60人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556010号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

文学と教材 ―お伽草子を読む
―

小学校から高等学校の国語の教科書に採録され、また絵
本や昔話などで親しまれているお伽草子作品を読み、文学
史的な位置づけを確認しつつ作品の魅力に触れ、教材とし 湯浅佳子（教育学部教授）
ていかに扱えるかを考察する。作品としては、『うらしま』『弁
慶物語』『酒呑童子』等の物語を扱う。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 7月31日

教諭

小・中・高等学校
教諭（国語）

6,000円

60人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556011号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

教材としての『源氏物語』について、本文・注釈・現代語訳、
古典教材研究の最新事情-源氏
また絵巻・能・翻訳など、最近の研究成果も紹介しながら、 河添房江（教育学部教授）
物語を中心にいかに現場の教育に還元できるかを考えていく。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月19日

教諭

中・高等学校教
諭（国語）

6,000円

60人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556012号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

現代21世紀の資本主義世界とその教育・文化に関わる公
共政策で提示されている人材育成についての知識を、英米
の映像文化に具体的に描かれた日常生活のレヴェルで、体
現代21世紀の資本主義世界（＝ 験的に、学ぶ。「社会性」なきネオリベラリズムの「セカイ」を
「セカイ」）のサヴァイバル術？― サヴァイヴしたり、それを超えた未来を想像することを、身に 大田信良（教育学部教授）
―英米文化と少年／少女の変容 つける。
「最低」な私立学校の女子
生徒たちが、さまざまな教科の授業・スポーツ・TVメディア番
組への参加などを通じて、奮闘するステレオタイプ化された
イメージと歴史的現実との複雑な関係を、探りたい。

東京都小金井
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

60人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556013号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月20日

教諭

中・高等学校教
諭（英語）

6,000円

50人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556014号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

イメージ日本語文法

東京学芸大学

島崎藤村「破戒」と村上春樹「風の歌を聴け」を軸に、日本
の近現代文学の歴史的変遷をたどり、その特質と魅力の源
近現代文学入門―春樹からハル 泉を探るとともに、明治維新後、文学が担ってきた役割につ
大井田義彰（教育学部教授）
キへ―
いて考察する。主に取り上げる作品は、上記２作のほか二
葉亭四迷「浮雲」、横光利一「機械」、松本清張「或る『小倉
日記』伝」など。

日本社会の多文化化に伴い、学校教育の現場においても、
文化的、性的マイノリティーについて学ぶ必要性が高まって
いる。本講習では、多文化社会の抱える問題を描いたアメリ
カ映画を題材に、人種とジェンダーについて批評的に考察 斎木郁乃（教育学部准教授）
する。アメリカ文化をテーマとしているため、中・高校教諭
（英語）を主な受講対象者とするが、映画または多文化教育
に関心のある方なら専門問わず受講可能。

東京学芸大学

アメリカ映画に見る人種とジェン
ダー

東京学芸大学

この講習では，中学校の英語授業における発音指導，文法
指導，題材指導を扱います。講義，実演，受講者の皆さんと
のディスカッションを組み合わせて進めます。発音について
は，特に日本語と英語の違いに焦点を当てます。文法につ
中学校英語教育ワークショップ：
いては，伝統的な指導法から新しい指導法までのバリエー 馬場哲生（教育学部教授）
発音指導，文法指導，題材指導
ションを紹介するとともに，それぞれの相互補完的な役割に
ついて考察します。題材については，リーディング指導の観
点から指導モデルを学び，指導上の工夫・留意点を考察し
ます。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月18日

教諭

中学校教諭 (英
語)

6,000円

60人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556015号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

中高生に圧倒的人気を誇る「ハリー・ポッター」シリーズを教
材にして、作品理解に不可欠なイギリスの文化的背景（学
ハリー・ポッターとイギリス文化― 校制度、試験、寮生活、スポーツ、階級と英語の違いなど）
池田栄一（教育学部教授）
原書講読による異文化理解
を解説する。副教材として英語の文学作品を扱うことによ
り、生徒の英語への興味を引き出す指導法を考察する。小
学校教員も受講可。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 7日

教諭

中・高等学校教
諭（英語）

6,000円

60人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556016号

042-329-7120

http://www.ugakugei.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

小学生が二つ目の言語と出会う場に立ち会う者として心が
けたい諸点について確認したうえで、実際に担任の力が発
揮できる外国語活動の授業の作り方をご紹介します。なん
となく授業はできるようになってきた今だからこそ、落とし穴
小学校外国語活動ワークショップ
粕谷恭子（教育学部教授）
に落ちていないか、ふりかえっていただく機会になる講習で
す。子どもの学びと言葉を大切にする言葉の授業について
理解を深め、定年を迎えるときに子どもに詫びないですむ外
国語活動の授業づくりを考えます。

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

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 1日

教諭

小・中・高等学校
教諭（英語）

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556017号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 6日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

40人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556018号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 6日

教諭

小・中・高等学校
教諭（社会科系
が望ましい）

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556019号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

都市と貧困

都市における貧困に関して，都市社会学の視点から見つめ
直すことを講習の目標とし，資料や文献，映像教材を用い
山口恵子（教育学部准教授）
て，分析や検討を行う。さらに，授業で活かせるワークショッ
プの手法を学ぶ。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 5日

教諭

小・中学校教諭
（社会）

6,000円

40人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556020号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

現代の家族問題

現代日本における家族に関する諸問題を、家族社会学の
観点から見つめ直すことにより、社会科あるいは公民科、家
庭科などの授業を行う際の教材研究に役立てることはもと
苫米地伸（教育学部准教授）
より、児童・生徒の理解指導や保護者対策にも役立つであ
ろう知識の理解と資料解釈をこの講習の目標とする。とりわ
け家族問題に関する公式統計の分析や検討などを行う。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 4日

6,000円

40人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556021号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

地図を作って、地図で歩く

周知ように、小学校の3年生～5年生の「社会科」において
は、その内容が地理的な分野によって占められています。
殊に3年生と4年生では、「身近な地域」あるいは「地域社会」
における社会的事象を地理的側面から習得する能力が、児
童に求められています。本講習では、この点を重視しかつ
古田悦造（教育学部教授）
授業内容を一層充実していただけるよう、大縮尺の地図に
関して知っていただけるよう配慮すると共に、大学周辺での
現地見学を実施することによって、「身近な地域」における
社会的事象を地理的側面から捉える方法の一端を得てい
ただければ幸いです。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月19日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556022号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

近年、グローバリゼーションやローカリゼーションの進展に
伴い、地球環境や地域構造はさまざまな空間スケールで大
きく変化している。本講義では、地球温暖化などの環境問題 椿真智子（教育学部教授）
グローバル化時代の地理的世界
や、移民・景観・文化などをテーマに、異なる空間スケール 澤田康徳（教育学部講師）
における地理的世界を考察する。おもに中学および高等学
校の地理学習にかかわる視点や素材を取扱う。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月20日

教諭

小・中・高等学校
教諭（地歴・公
民）

6,000円

50人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556023号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

現代の都市と農村

巨大都市に成長した東京と様々な問題を抱える地方都市，
高度経済成長期以降近代化を進めた農業と変容著しかっ
た山村を取り上げ，近年の研究成果を踏まえて発展過程や 牛垣雄矢（教育学部講師）
変容過程，現状・課題について考える。また，新聞記事や 中村康子（教育学部講師）
webページなどを用いて最近の事象・現象を取り上げ，地理
学的視点から考察する。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 4日

教諭

中学校教諭（社
会科地理的分
野）

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556024号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

国際比較は小中学生の素朴な社会探求から高度な研究ま
で広く使われる。しかし方法論、目的、適切な対象、問題点
などを十分自覚していないこともある。また対象の広がり、
国や地域を比較すること -- 比較 グローバル化と地域化の動きは、国際比較の意義を問い直
赤間祐介（教育学部講師）
の意義と問題点
している。主に政治学の分野から、国際比較に関するトピッ
クと実例をとりあげ、「比較」の理解を深めることを目的とす
る。政治に限らず、各国の地理・歴史・国際関係などに関心
があればよく、高度な専門知識は必要としない。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月20日

教諭

小・中・高等学校
教諭（社会・地
歴・公民）

6,000円

平成26年 4月16日～
70人
平成26年 6月30日

平261002556025号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 7日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556026号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

子どもに可能なプログラミング学習についての講習。
Scratchとは、MITメディアラボが開発中の子供向け教育用
プログラミング環境のことである。「ブロック・プログラミング」
といい、処理がまとめられたブロック・アイコンを、マウスを
高籔学（教育学部教授）
使って連結することでプログラムする。小学生でも遊びなが
らアルゴリズムを考案し、学習できる。講習では、Scratchを
体験し、教師と子どもが遊びながらアルゴリズム教育を実践
する可能性を考える。小中学校教科を問わずの内容。

東京学芸大学

遊びながらプログラミング〜
Scratch入門〜

東京学芸大学

Excel関数やグラフを用いて経済データを分析し、その内容
を授業にどのように活用するか発表（実技）することを目的
とします。ウェブからの経済データ収集、Excel関数の使い方
経済指標の見方と社会科授業へ
とグラフの描き方、資料の作成操作を学びます。操作を学 伊藤由希子（教育学部准教授）
の応用
ぶだけでなく得られた結果が持つ意味を読み取り、教える
際に生かすことを重視します。各自の発表内容は、自由に
設定できます。

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

子どもの危機を考える

いじめ、児童虐待、非行、学校における事故など、子どもた
ちを取り巻く環境は、実に色々な問題・その危険性に満ちて
います。それらの問題は、対応を誤るのであれば、子どもた
ちに多大な影響を及ぼすだけでなく、教員、学校、地域など
宿谷晃弘（教育学部准教授）
にも様々な不利益を生じさせるものです。本講座において
は、子どもたちが直面する様々な問題を考えるとともに、そ
の諸問題にどのように対応していくべきかについて、ロール
プレイ、劇、法、などの様々な手法から考察していきます。
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教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

平成２６年度（第３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

担当講師

講習の開催地

東京学芸大学

新しい学習指導要領では高等学校公民科において「幸福・
正義・公正」が，中学校社会科公民的分野において「効率と
公正」がそれぞれ重視された。社会科の究極の目標は「公
正な社会的判断力の育成」にある。「公正」は「平等」とは
公正な社会的判断力の育成のた
違って定義することができず，直接教えることが非常に困難 小嶋茂稔（教育学部准教授）
めの社会的・歴史的事象の捉え
である。これは生活経験をもとにした地理的・歴史的・社会 川﨑誠司（教育学部准教授）
方
的事象の把握を通じて達成されるが，その際に必要とされ
る事象把握の方法について，理論的側面と具体的事例をも
とに考察する。社会科を専門教科とする教員に限定せず、
広く受け入れる。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 7月31日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556027号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

社会科授業は、何をねらいとするかで、授業や教材研究の
方法や視点が変化する。ここでは、主立った社会科授業理
歴史学の最新の理論を社会科教
論を取り上げ、それぞれのねらいと教材研究の変化の関係 小嶋茂稔（教育学部准教授）
育学で調理して授業に！－知的
を理解してもらう。そののち、前述の授業理論の型別に班に 渡部竜也（教育学部講師）
な授業を作ってみませんかー
分かれて７～８世紀の東アジアとの関係から日本史に関す
る授業を作成してもらう。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 1日

教諭

小・中学校教諭
（社会）

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556028号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

新学習指導要領「社会」でも重視されることになった「公正」
「公正」な社会的判断力の育成を の概念について、社会哲学などの議論を踏まえて多方面か 川﨑誠司（教育学部准教授）
目指す社会科授業づくり
ら考えていくなかで、子どもたちに「公正」とは何かを真に考 渡部竜也（教育学部講師）
えさせることのできる学習指導計画作りを目指す。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 7日

教諭

小・中・高等学校
教諭（社会）

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556029号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

新しい江戸時代史

近年、江戸時代像が変わりつつある。それは現代社会と断
絶する「封建社会」という見方から、現代社会と連続する「初
期近代」へという転換である。授業では、教材化を意識し
大石学（教育学部教授）
て、「地名」「家族」「役割」などのキーワードをもとに、身近な
江戸時代像を学ぶことにしたい。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 1日

教諭

小・中学校教諭
（社会）

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556030号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

教員のための中国近現代史

近年、中国近現代史研究分野では研究の深化・進展によ
り、新たなる成果が生み出され、論著として上梓されてきて
いる。本講習ではそれらのうちから清末・中華民国初期（辛
亥革命期）を取り上げて解説し、従来の叙述・学説とどのよ
田中比呂志（教育学部教授）
うに変化してきているかを理解する。そして、それを通じて今
後の教科書記述がどのように変化する可能性があるかを理
解する。講習参加予定者は受講前に、岩波新書『シリーズ
中国近現代史』①②巻に目を通してきていただきたい。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 5日

教諭

中・高等学校教
諭（社会・地歴・
公民）※小学校
教員も可

6,000円

60人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556031号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

イスラームの世界

イスラーム世界の歴史や文化について基礎的な内容を学
ぶ。その際には、中学・高校社会科の教科書や大学教育の
小林春夫（教育学部教授）
現状、また諸外国における対応等を踏まえつつ、できるかぎ
り実践的なアプローチをこころがけたい。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月21日

教諭

中・高等学校教
諭（社会・地歴・
公民）

6,000円

60人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556032号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

インド哲学の諸問題

古代インドにおいては、哲学者達は人間とそれをとりまく世
界について思索をめぐらし、その結果多種多様な思想が展
開した。それらはお互いの相克の上に深化し、精緻な体系
を築くに至っている。講習では、人間、死、神などの問題に
稲見正浩（教育学部教授）
ついてのインド哲学における議論を、原典の翻訳等を提示
しながら、現代社会が抱える問題をみすえた上で多角的に
考察する。それにより、哲学的な内容に関する多様な考え
方を学び、社会科教育、特に公民教育に資する。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 6日

教諭

中・高等学校教
諭（社会・公民）

6,000円

平成26年 4月16日～
40人
平成26年 6月30日

平261002556033号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

「道徳」教育・「倫理」教育と中国
思想

中国思想が、小・中・高の教育にどう関係し、どんな影響を
与えているか、小・中学校の「道徳」と高校の「倫理」を通じ
て考察する。まず、小・中学校の今日の「道徳」授業に至る
までの事情について、中国思想との関連を確認し、その今
日的意義を考察する。近年、高校でも「道徳」教育を導入す 井ノ口哲也（教育学部准教授）
る動きが見られるので、高校教員にも理解していただきた
い。そして、「倫理」の教科書を通じて高校生が中国思想の
知識をどの程度獲得できるのかを明らかにし、その問題点
を考察する。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 4日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556034号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

微積分再訪

微積分学の基礎として関数の考え方、極限、級数、関数の
連続性、微分可能性、積分等の概念があり、更にそれらの
全ての基礎として実数の連続性がある。この講習ではこれ
谷川政雄（教育学部講師）
らの基礎的概念を最初からもう一度見つめ直して、解析学
の基本的事項を現代数学の立場からより深く学びなおす
きっかけにしたい。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 4日

教諭

高等学校教諭
（数学）

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556035号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

現代日本社会における数学観に影響を及ぼした、複数の数
学的伝統に焦点をあてながら、数学史を概説する。個々の
学説の事件史よりも、方法論や対社会関係にみられる長期
数学史概説──現代日本社会に
的構造に重点を置いて、文化的／思想的伝統と数学的伝 渡辺純成（教育学部助教）
おける数学の源流を探る
統がどのように関連しているかを、解説する。数学史に関し
て教育現場で流布している誤った記述の是正、教育素材と
しての価値についてのコメントも行なう予定である。

東京都小金井
市

教諭

中・高校教諭（数
学）

6,000円

平成26年 4月16日～
60人
平成26年 6月30日

平261002556036号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

講習の名称

講習の概要

時間数

講習の期間

6時間 平成26年 8月 5日
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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年度（第３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

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

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

行列式のはなし

n次正方行列の行列式の話について講義する．2次の正方
行列の行列式が，列ベクトル（又は行ベクトル）の張る平行
四辺形の面積に対応していることは，よく知られていることと
思う．この考えは，一般のnに関しても拡張できる．本講義で
安原晃（教育学部教授）
は，行列式の定義と性質を説明し，n次元空間における「立
体の体積」について触れる．本講義の受講対象は高校教諭
（数学）であるが，特に予備知識を必要としないため，高校
程度の数学が理解できる者であれば，受講可能である．

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 6日

教諭

高等学校教諭
（数学）

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556037号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

結び目のはなし

結び目理論とは, (閉じた)紐が空間内で結ばっている様子を
研究する位相幾何学の一分野です. 絵を描いて直観的な説
明をする事もできるので, 中等数学教育に於ける空間把握
能力の題材としても, 面白い対象ではないかと思います. こ
田中心（教育学部講師）
こでは, 結び目理論の入門的な内容を講義します. まず結び
目とは何かを説明し, その後で不変量について説明します.
不変量を用いると, 「二つの結び目が異なる」という事を数学
的に厳密に証明することができるようになります.

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 1日

教諭

高等学校教諭
（数学）

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556038号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

統計とは何だろうか

情報化社会の中で，データの科学として統計学はこれまで
以上に重要な役割を果たしている。学校教育においてもそ
の重要性が再認識され，新学習指導要領において学習内
容の大幅な充実が図られている。本講習では，教科の目標 伊藤一郎（教育学部准教授）
そのものに含まれる数学科はもちろんのこと，広く各教科で
も活用されることを踏まえて，「統計」における基本的な考え
方について理解を深めることを目的とする。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 7日

教諭

小・中・高等学校
教諭（数学・理
科・社会）

6,000円

50人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556039号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

確率・統計

確率・統計の基礎を学びます。サイコロを投げて出る目等の
ように同一条件下で実験を行っても結果が一意的には定ま
らないような偶然的現象でも、各々の結果が起こる確からし
横山隆久（教育学部准教授）
さに関して何らかの法則が存在しているのであろうか？この
講習では、確率の概念を導入してこのような統計的法則を
記述し数量化するための数学的方法について考察します。

東京都小金井
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 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556040号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

化学反応の理解と実験

化学反応の基礎として濃度、温度、圧力、平衡、触媒などの
概念がある。実際の化学工業プロセスでは、反応に最適な
温度、圧力等の条件を選び、触媒の存在下で行われる。触
媒は活性化エネルギーを低下させ、反応を進めるために極
めて重要な物質であり、目的の反応に応じて、液体酸、固 吉永裕介（教育学部准教授）
体である金属や金属酸化物、錯体など様々な形態・性質の
物質が用いられている。塩酸や鉄イオンを触媒に用いた化
学反応を解析することを通して、化学における重要な基礎
事項をもう一度より深く学び直すきっかけにする。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 5日

教諭

中・高等学校教
諭（理科・化学）

6,000円

24人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556041号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

エステルの合成と分析

有機化学において代表的な反応であるカルボン酸とアル
コールからのフィッシャーのエステル合成を講義、実験を通
じて理解する。生成したエステルの赤外吸収スペクトル（IR） 前田優（教育学部准教授）
及び核磁気共鳴スペクトル（NMR)等の機器分析の原理の
説明と実際の測定により、エステルの構造を理解する。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 1日

教諭

中・高等学校教
諭（理科）

6,000円

20人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556042号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

金属イオンの定量

海水や河川の水には、マグネシウムやカルシウムなど金属
イオンが溶解している。本講習では水溶液中のカルシウム
を酸化還元滴定法とキレート滴定法によって定量する実験 小坂知己（教育学部准教授）
を行い、ガラス器具の取り扱いやデータ解析など実験操作
や基本的知識の習得を目的とする。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月20日

教諭

中・高等学校教
諭（理科）

6,000円

25人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556043号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

葉器官から考える植物の魅力

主要な器官である葉および花の発生の仕組みについて総
合的に解説する。また、現代の植物生理学の中心となって
いるモデル植物について詳説し、それを利用することで、ど
のようにして遺伝子が持つ生理学的機能を明らかにするか
FERJANI ALI（教育学部准教授）
を紹介する。以上に加えて、生理現象が環境によってどの
ように変化するかについても講義を行なう。この講習を通じ
て日常生活の中で目にする様々な生命現象をより深く理解
し、最新の現代科学の知識を身につけてもらいたい。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 7日

教諭

中学校教諭・高
等学校教諭（理
科）

6,000円

平成26年 4月16日～
30人
平成26年 6月30日

平261002556044号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

遺伝と進化

旧課程の高校「生物 I」から中学理科の「生命の連続性」へ
内容が移った古典的なメンデル遺伝を復習するとともに、集
高森久樹（教育学部准教授）
団遺伝学と分子系統学の知見から高等学校「生物」の「生
物の進化と系統」について解説する。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月21日

教諭

中・高等学校教
諭（理科）

6,000円

50人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556045号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

水中の微小生物と環境

学習指導要領では小５で水中の小さな生物、小６で生物と
環境の関わりについての指導が、また、中学校理科では、
自然と人間の関係についての指導が含まれる。これらの 背
景となる知識と情報を伝えるとともに、効果的な観察方法を
伝授する。また、環境との関わりを受講者自身が考えるた
真山茂樹（教育学部教授）
め、コンピュータシミュレーションを用いた実習を行う。本実
習は高校の新しい科目「生物基礎」で取り扱う「科学と人間
生活」にも即しており、高校教員の受講も可能である。また、
理科教員以外にも重要な内容を含むため、他教科の教員も
受講が可能である。

東京都小金井
市

教諭

小・中学校教諭
（理科）

6,000円

平成26年 4月16日～
30人
平成26年 6月30日

平261002556046号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

6時間 平成26年 8月 4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

東京学芸大学

コオロギから広がる科学の世界

理科の教育は、教師自身が、学ぶ楽しさを知り、人間を含め
た自然的世界への限りない探究心に支えられて初めて実
践できるものです。講義では「音」を題材として、虫の鳴き
声、楽器、音楽、数学、感覚、言語、音声コミュニケ-ションと
吉野正巳（教育学部教授）
の関連など「知」の繋がりを考察します。実習では、昆虫（コ
オロギ）の体の作り、行動の観察を行います。そして感覚や
行動を操る脳神経系の働きを、実際に神経の電気信号を目
で見、音で聴いて体感してもらいます。

東京学芸大学

生命の歴史

化石標本の観察などを通して、地球上における生命の歴史
佐藤たまき（教育学部准教授）
における主要な出来事についての理解を深める。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 7月31日

教諭

小・中・高等学校
教諭（理科・地
学・生物）

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556048号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

惑星の気象学

近年、惑星や惑星の気象について多くの知見が得られるよ
うになり、その一部は高校の地学の教科書にも取り入れら
れている。本講習では、その新しい知見を紹介するととも
松田佳久（教育学部教授）
に、中学、高校の理科の教科書に記述されている気象の知
識を確認しつつ、惑星気象について理解を深める。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月20日

教諭

中・高等学校教
諭（理科）

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556049号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

中緯度での代表的な気象現象である、温帯低気圧を例に
挙げ、中学校で学ぶ地上天気図、高等学校で学ぶ高層天
気図を活用した、実況把握や将来予測を学ぶ。天気図を作
成、利用する上で必要となる、基礎的な理論も学習する。小
天気図で学ぶ天気予報と気象学 学校の理科、中学校の理科第２分野、高等学校の地学のう 佐藤尚毅（教育学部講師）
ち、気象学に関する部分、とくに温帯低気圧に関連する内
容の指導にあたって有用な知識の習得を目的とする。発展
的な内容も含むが、全科を担当する小学校教諭のかたでも
無理なく修了できるように学習する。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月21日

教諭

小・中・高等学校
教諭（理科）

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556050号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

6,000円

平成26年 4月16日～
20人
平成26年 6月30日

平261002556051号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月19日

教諭

小・中学校教諭
（理科）

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556047号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

天体望遠鏡実習

この講習では、天体望遠鏡の原理について解説しつつ、小
学校理科や中学校理科の授業ですぐに活用できるよう小型
土橋一仁（教育学部准教授）
天体望遠鏡の扱い方を実践的に学ぶ。天候に恵まれれば、
実際に太陽黒点の観察を行う。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 5日

教諭

小・中学校教諭
（理科）

環境材料のナノ構造評価

環境材料をナノスケールで評価する先端分析・解析手法を
学ぶ．特に，ナノスケールの空隙は材料の物性に関連して
佐藤公法（教育学部准教授）
いるだけでなく，新しい機構発現にも結びつくため，集中的
に解説する．

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 1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 6月30日

平261002556052号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

生物の適応と進化

生物がさまざまな環境に適応し、進化してきたことを理解し
ます。特に、植物と花粉を運搬する昆虫との関係から、植物
の多様化がどのようにおこったか、進化のメカニズムを考え
堂囿いくみ（教育学部准教授）
ていきます。小・中学校で扱える身近な植物を実際に探し、
どのように観察するか実習を行います。主な受講対象者は
小・中学校理科教員とするが、高校理科教員も受講可能。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月18日

教諭

小・中学校教諭
（理科）

6,000円

20人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556053号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

はじめに小学校理科における実験観察の特徴やなぜそれ
らが必要なのかについて概説する。その後、発光ダイオード
小学校理科における実験観察の
鎌田正裕（教育学部教授）
を用いた理科実験（理科工作）や植物の養分と水の通り道
ポイント
中西史（教育学部講師）
の単元に関連した実験観察をおこない、そのノウハウを習
得する。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 6日

教諭

小学校教諭

6,000円

24人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556054号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

超伝導のはなし

物質の電子状態について、フェルミ面、バンド状態など概説
する。 超伝導について入門的説明を行う。次に 超伝導の 金沢育三（教育学部教授）
最近のトピックスとその応用について述べる。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月21日

教諭

中・高等学校教
諭（理科・物理）

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556055号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

ふりこやばねなどの振動は古くから知られており，教科書に
も必ず登場するが，実際にそれを実験することは意外に少
なく，実験してみると必ずしも理論的な式の通りには振動し
ない．ただ，振動現象そのものは現代の電子工学や光学，
振動と波動（ふりこから電気的振
量子力学にも共通する極めて重要なものであるため，誤差 松本益明（教育学部准教授）
動まで）
の要因を考慮に入れて実験することには大きな意味があ
る．本講習ではふりこやばねに加えて，電気的な振動（ラジ
オの製作）を通して振動や波の基本的な事項について学習
する．

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 7日

教諭

小・中学校教諭
（理科）

6,000円

20人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556056号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

実験から放射線を知る

2011年東日本大震災における原発事故以降、放射線に関
する社会の関心は高まった。そのため学校現場においても
放射線の知識は日常的に求められるようになった。本講座
鴨川仁（教育学部助教）
では教員が、放射線の知識をより高めるため、自然放射線
の測定を含めた放射線実験を行う。さらに放射線を活用し
た理科実験を行い教育現場に応用できる題材を提供する。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月18日

教諭

中・高等学校教
諭（理科）

6,000円

20人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556057号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

技術における物理

電気回路を理解するためには物理で学ぶ電磁気学の知識
や複素数を使った数式を理解することが大変有効である。
この講習では交流回路を中心に電磁気学とのかかわりを強 藤井和人（教育学部准教授）
く持たせながらゲルマラジオの同調回路などの理解を深め
る。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 7月31日

教諭

工業校教諭（電
子・電気科）・中
学校教諭（技術）

6,000円

20人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556058号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学
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講習の期間
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東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 4日

教諭

高等学校教諭
（工業・特に機械
系および土木系
の学科）

6,000円

60人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556059号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

学ぼう指揮法

受講生も合唱等のメンバーとして演奏しながら、一人ずつ指
揮する形式で進行する実践的な指揮法講習。取り上げる教
山本訓久（教育学部教授）
材は、唱歌、教科書教材から始まり、シンフォニーを合奏で
指揮する（テキストを使用）。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 1日

教諭

小・中・高等学校
教諭（音楽）

6,000円

20人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556060号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

合唱法

小中学校の教材を使い、発声を基本にハーモニーの作り方
を学びましょう。受講された先生方に実際に合唱していただ
横山和彦（教育学部教授）
きます。なお、対象は小中高の教員及び幼稚園の教員、た
だし、ある程度楽譜が読める方がよいと思います。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 4日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭（音楽）

6,000円

60人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556061号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

音楽専科教員のための歌唱力
アップ講座

音楽科教員を対象にした歌唱法の講習。音楽の授業にお
いて歌唱は大変重要であり、教員の範唱等にもある程度の
歌唱力の高さが求められると考える。本講習では、公開レッ 小林大作（教育学部准教授）
スン形式を取りながら、指導する立場、表現する立場、両方
の視点から呼吸法、発声技術、表現力等の向上を目指す。

東京都小金井
市

6時間

平成26年 8月18日～
平成26年 8月19日

教諭

小・中・高等学校
教諭（音楽）

6,000円

20人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556062号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

音楽科教員のための歌唱講座

音楽科教員を対象とした歌唱法の講習。レッスン形式により
個々の歌唱技術の向上を目指す。またディスカッションを交
石崎秀和（教育学部准教授）
えながら、歌唱指導における様々なアプローチ（呼吸法、発
声、表現力等）を、指導者、演奏者、両方の観点から学ぶ。

東京都小金井
市

6時間

平成26年 8月 6日～
平成26年 8月 7日

教諭

小・中・高等学校
教諭（音楽）

6,000円

20人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556063号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

ピアノで語ろう

ピアノという楽器を用いて幅広い表現を可能にするための
方法について、様々な角度から可能性を探ります。受講者
石橋史生（教育学部教授）
にも演奏していただき、実際の演奏表現につなげてゆくこと
を実践研究したいと思います。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月20日

教諭

小・中・高等学校
教諭（音楽）

6,000円

20人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556064号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

思いっきりピアノ！

音楽の授業において、自らピアノがどれほど弾けるかは大
きな課題のひとつである。この講習では、各自で選んだピア
ノ曲（3～5分程度）の演奏をもとに、ピアノの弾き方の基本を
見直しながらワンポイントレッスンを行い、それぞれの曲の 中野孝紀（教育学部准教授）
演奏法から表現方法を探っていく。演奏技術ばかりにとらわ
れず、音楽の魅力をいかに感じ、どう伝えるかということに
主眼を置く。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月18日

教諭

小・中・高等学校
教諭（音楽）

6,000円

20人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556065号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

現代音楽鑑賞法

現代音楽の様々な様式を、20世紀初頭から現在まで、年代
順に取り上げ、それぞれの様式の特色、技法、主要な作曲
家、代表的な作品について、講義と鑑賞を通して理解してい
く。また、日本人の作曲家とその作品も取り上げる。現代音
楽への理解を深めることは、教員自身の音楽史に対する知 山内雅弘（教育学部教授）
識の再確認、補充になるとともに、鑑賞教材として現代曲を
取り上げる際の参考になると考えている。また、現代音楽の
技法は、小学校に於ける「音楽づくり」のヒントになるものと
考えている。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 7月31日

教諭

小・中・高等学校
教諭（音楽）

6,000円

40人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556066号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

初めて挑むシリコン型の制作

石膏や粘土やプラスチック樹脂、あるいはチョコレートやゼ
リーなどを使って、同じものをたくさん作るときにシリコン製
の型を使用しますが、この「シリコン型」の制作方法を学びま 宮里明人（教育学部教授）
す。 今回の講習では、最も基礎的なレリーフ状の作品制
作に挑戦します。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 1日

教諭

幼・小・中学校教
諭（美術）

6,000円

平成26年 4月16日～
20人
平成26年 6月30日

平261002556067号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

現在使用可能なデジタル機器を駆使して，複雑な情報を理
デジタル機器を利用したわかりや 解しやすい表現につくりあげる技術とプレゼンテーションの
青山司（教育学部准教授）
すい情報の可視化
方法を指導します。応用範囲として，学校現場でも利用可能
なプリント及びプロジェクションなどの表現を学びます。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月19日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556068号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月21日

教諭

小・中学校教諭
（図画工作・美
術）

6,000円

20人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556069号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 6日

教諭

小・中・高等学校
教諭（美術）

6,000円

20人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556070号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

質点と流体の力学

「注意：①実習はありません．講義のみです．②理系大学1
年生レベルの力学および微分・積分学の知識を多用しま
す．日程のみで選択しないこと」
風力・水力等への注目
から，今後，流体力学的な力を利用した教材の開発が予想
される．本講義は流体力学的な力を利用した教材の動作原
望月高昭（教育学部准教授）
理を第一次近似的に理解するための知識の再確認を目的
とする．具体的には，理想流体の質量保存，運動方程式，
エネルギー保存，運動量保存等を復習した後，風車・水車
の動作原理，理想流体の力学の知識を用いて説明可能な
自然現象について学習する．

東京学芸大学

表現を広げよう ー日本画の技
法・材料ー

伝統的絵画といわれる日本画ですが、実際の制作となると
一般には馴染みの少ない絵画です。そこで、膠・和紙・顔
料・金箔等の取り扱い方、技法の基礎を学習しながら、各々
の感性に基づいた小作品を試作します。日本文化について
の理解を深め、新たな画材や技法との出会いを楽しみ、今 速水敬一郎（教育学部教授）
後の授業のなかで表現の幅を広げる一助となれば幸いで
す。受講対象者については小・中学校の図画工作・美術以
外の教員でも日本文化及び絵画制作に特に関心があれば
可能です。

東京学芸大学

銅版画の基礎

版画の仕組みを理解しながら、銅版画でもっとも多く使われ
ているエッチング技法を習得し、自己の絵画的イメージを版 清野泰行（教育学部教授）
を通して表現することを目標に作品制作する。

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３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

教材研究 「石磨き」

石磨きを通じて自分磨きへ繋げる教材としての実践をしてい
ただき、オリジナルな自分磨き教材の構築を研究することが
本講習の内容です。素材の魅力、磨くことに対する興味、磨
いた後の気持ち、などを理解して磨く作業により次第にツル 朝野浩行（教育学部准教授）
ツルピカピカへと変化していく石の様が自分自身を磨いてい
くように重ねられることを実感していただきます。また、石材
加工の工具類の紹介や体験も取り入れています。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 7月31日

身近な素材による造形

造形の素材は高価なものから廉価なもの、身近な暮らしの
中にもたくさんある。本講習では身近な素材「新聞紙」を使っ
て、グループ制作に取り組む。制作活動とプロセスを客観的
に振り返りながら、自身の変化やグループ活動の意味、教
科を超えた学びの在り方、学級担任や教科担任等と連携な
鉄矢悦朗（教育学部准教授）
どについて問う。「ものづくり」を通した学びの講習だが、特
定教科以外の教員の受講によって、グループ制作中の意
見や情報の多様化によりさらに受講者相互に有益な講習と
なることを期待する。履修認定試験は、新聞紙造形の実
技。

東京都小金井
市

造形コミュニケーション

創造という出来事を再認識しながら、児童・生徒の身近に
ある環境や制作したモノやコトをメディアとしてとらえ、それ
を基にしたコミュニケーションの広がりを体感して頂きます。
簡単な描画や小規模のフィールドワークに小レクチャーを
石井壽郎（教育学部准教授）
交えて実感的な経験として吸収し、美術などで扱われる内
容を違う角度から再認識することで、得手不得手に関係なく
教育現場で各教科にも活かせる感覚に気付く機会になり得
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・中・高等学校
教諭（図画工作・
美術・福祉・道
徳）、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 6月30日

平261002556071号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

6時間 平成26年 8月 4日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

60人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556072号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 5日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556073号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

書写・書道教育の内容と指導法

小・中学校国語科書写及び高等学校芸術科書道の現状と
課題（小・中学校国語科書写の内容と芸術科書道への接
続、表現領域、鑑賞領域、評価等）を踏まえ、その内容と指
導法及び今後の在り方等を、現行学習指導要領の趣旨をを 加藤泰弘（教育学部教授）
踏まえて講義する。現在求められている書写指導の在り
方、書道教育の方向性等を講義し、グループ討議等を通し
て理解の深化を図る。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月18日

教諭

小・中・高等学校
教諭（国語・芸術
科書道）

6,000円

40人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556074号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

器械運動の理論と実際

学習指導要領解説書をもとに小学校で学習する基本的な
技に関して、指導方法（場の設定を含む）や技の構造を理
論的に学習。さらに、実技を通して学習した理論を確認す
る。

東京都小金井
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 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556075号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

フリースロー上達法

バスケットボールのフリースロー技術を上達させるための指
導上のキーポイントについて説明する。投射されたボール
が安定した軌道をたどるためのシュート方法やシュート練習
岩本良裕（教育学部教授）
の仕方について解説し、また実技を通して理解を深め、そし
て実際に指導方法を実践することにより、指導力の向上を
図る。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 5日

教諭

小・中・高等学校
教諭（保健体育）

6,000円

60人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556076号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

学習指導要領の改訂に伴う武道の必修化で、柔道が専門
でない教員が柔道を教えるときにどのような課題があり、ま
武道（柔道）の指導における課題
た指導の工夫やアイデアがあるかを解説する。具体的には 射手矢岬（教育学部教授）
とアイデア
安全指導、怪我への対処または防止方法、国内外の技術
指導方法、礼法などについて述べる。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月20日

教諭

小・中・高等学校
教諭（体育）、特
別支援学校教諭

6,000円

50人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556077号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

小学校体育のボールゲーム（「ゲーム」「ボール運動」）の学
習指導の在り方について考える。特に、学習指導要領解説
小学校体育におけるボールゲー
に新たに例示された「タグラグビー」の実技を中心にして、
ムの学習指導の在り方～タグラ
鈴木秀人（教育学部教授）
ボールゲームの授業づくり（準備運動の工夫、いま持ってい
グビーの実技を含む～
る力で楽しむためのルールや指導の工夫など）を考える。小
学校教員のみを対象とする。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 4日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556078号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

ボールゲームの戦術学習

ボールゲームにおける戦術を”協力の仕方”ととらえ、鬼
ごっこやゲームからボールゲームへの系統的な指導理論
瀧井敏郎（教育学部教授）
（講義）を様々なハンドリングによるボールゲームの実践（運
動観察と実技）を通じて紹介する。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月18日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556079号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

子どもにおける身体活動の重要性について紹介する。ま
た、最近の科学的知見に基づいた健康づくりに対する生活
科学的根拠に基づく健康づくりの
習慣改善の有効性を紹介しつつ、生涯を通じた健康づくり 宮下政司（教育学部准教授）
考え方と実践
に取り組むための具体的な対策を紹介する。さらに、スポー
ツと効果的な栄養の摂取タイミングについて紹介する。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 1日

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556080号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

陸上のスキルアップ講座

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月19日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556081号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

ゲーム中心かつ子ども中心の指導方略である「戦術的な学
習」の複数のモデル（TGfU, Play Practice, Game Senseな
ど）について概説し，実技を通して解説を行う。実技を実施
するので，運動できる服装と靴を準備してほしいが，見学し
ボールゲームの指導と評価につ
て学ぶことも可能である。また，指導の進め方だけでなく， 鈴木直樹（教育学部准教授）
いて
同時に評価の進め方についての考察も行い，その活用方
法について演習を行う。なお，小学校から高等学校までの
体系化されたカリキュラム上の指導方略の活用についても
触れていく。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 6日

教諭

小・中・高等学校
教諭（保健体育）

6,000円

50人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556082号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

水島宏一（教育学部准教授）

陸上運動（短距離走、リレー、ハードル走、走り幅跳び、走り
高跳び）についての基本的技能の習得とグループワークで 繁田進（教育学部教授）
の新たな教材研究を実践する。
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教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

平成２６年度（第３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

児童生徒の健康問題の把握や健康評価、健康や健康行動
の要因を探求するための、健康調査法の基礎について概
学校保健のための健康調査法の
説する。地域の養護教諭の研究部会でも役立てられるよう 朝倉隆司（教育学部教授）
基礎
養護教諭が取り組むべき健康調査のテーマ設定についても
取り上げる。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 4日

養護教諭、学校
教諭
保健に関心があ
養護教諭
る教諭

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556083号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

保健学習・保健指導の新しい課
題と指導法

保健学習および保健指導の目標・内容・指導方法につい
て，学習指導要領に基づいて説明を行う。また学校健康教
育で扱うべき現代的健康・安全課題について取り上げ解説
する。この講習を通じて，保健学習および保健指導の指導 渡邉正樹（教育学部教授）
計画および指導案の作成，指導法の工夫，評価の進め方
等について理解を深め，効果的な指導を行うことができるこ
とを目指す。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月21日

小・中・高等学校
教諭
教諭（保健体
養護教諭
育）、養護教諭

6,000円

50人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556084号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

郷土資料館や美術館・科学館・動物園・水族館等をも含む
「博物館」の活動実態は、学校の先生方に意外なほど知ら
れていません。両者の間には深い溝があるようにさえ感じま
す。本講習では、「博物館」とはどのような歴史や理念を機
博物館を知ろう、考えよう－教員 関で、どのような活動が行われている場所なのかを、具体
君塚仁彦（教育学部教授）
のための博物館学基礎講座
的な事例を通して紹介し、学校教育に活用可能な知見を獲
得してもらえるような内容を目指します。そして博物館の制
度や機能・展示・教育活動等について事例を通して知識を
深め、学校や地域教育との関わりを理解することを到達目
標とします。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 4日

小・中・高等学校
教諭（国語・社
会・理科・美術な
ど）

6,000円

50人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556085号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

1人の人間もきりすてない学校

日本の教育実践の歴史を1人の人間もきりすてない学校と
いう視点から検討する。関連する絵本や映像をゆっくり視聴
し、受講者の日頃のとりくみをふまえ、教諭・養護教諭によ
る教育実践の原点と課題について認識を深める。教職員が 大森直樹（教育学部准教授）
子どもの生活の現実を見つめることの意味、子どもと教職
員が自然・社会・人間について認識を深める意味などを、事
実にもとづいて論じる。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 7月31日

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556086号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

学校図書館の動向と課題

学校図書館に関する最新の動向を紹介しながら、学校教育
において学校図書館を授業づくりのなかで使いこなしていく
ための視点を提供する。デジタル教科書や教材、電子書籍
などの最新の事情についてもふれつつ、いわゆる「はだしの 前田稔（教育学部准教授）
ゲン」問題が生じたように、蔵書との関わりかたについても、
従来よりも配慮が必要になっている現状についても言及す
る。

東京都小金井
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

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556087号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

教師のための生涯学習論

生涯学習についての基本的な考え方や具体的展開につい
て学び、現代社会において、また私たち一人ひとりにとって
生涯学習がどのような意味を持つのかについて共に考える
ことを目的としている。生涯学習・社会教育について、理念、
制度、方法、施設などさまざな側面から理論的に概観すると 倉持伸江（教育学部講師）
同時に、事例の検討を通して生涯学習を実践的に理解す
る。講習の進め方も生涯学習的な参加型・交流的方法を取
り入れ、学校と地域をつなぐ、「学びあうコミュニティ」をコー
ディネートする力の養成を目指したい。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 4日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

40人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556088号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

教育現場で知っておきたい国際
人権事情

教育の場に携わる教員であれば、これだけは知っておきた
い様々な人権問題やその解決を模索する人々の動きなど
について、映像やデーターなどを用いて確認します。特に、
児童労働や貧困、環境、福祉問題や性差別問題、各種暴
李修京（教育学部准教授）
力行為などに歯止めをかけるために行われている市民活動
や先進諸国の役割、今後の教育の在り方などについても考
えてみます。受講対象者は小・中学校教員，養護教諭や高
校教員。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 5日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

平成26年 4月16日～
70人
平成26年 6月30日

平261002556089号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

教育現場で知っておきたい国際
人権事情

教育の場に携わる教員であれば、これだけは知っておきた
い様々な人権問題やその解決を模索する人々の動きなど
について、映像やデーターなどを用いて確認します。特に、
児童労働や貧困、環境、福祉問題や性差別問題、各種暴
李修京（教育学部准教授）
力行為などに歯止めをかけるために行われている市民活動
や先進諸国の役割、今後の教育の在り方などについても考
えてみます。受講対象者は小・中学校教員，養護教諭や高
校教員。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 6日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556090号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

現代中国語の発音を教え、学ぶための基礎知識を講義す
漢詩朗読のための中国語発音入 る。併せて、発音を実習する。主に、国語の教材の漢詩など 松岡榮志（教育学部教授）
門
を中国語で音読するためのスキルを中心に講じる。受講者 木村守（教育学部准教授）
は、全くの初歩でも構わない。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 7月31日

教諭

小・中・高等学校
教諭（国語科、外
国語科[中国語]）

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556091号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

現代中国語の発音を教え、学ぶための基礎知識を講義す
漢詩朗読のための中国語発音入 る。併せて、発音を実習する。主に、国語の教材の漢詩など 松岡榮志（教育学部教授）
門
を中国語で音読するためのスキルを中心に講じる。受講者 木村守（教育学部准教授）
は、全くの初歩でも構わない。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 7日

教諭

小・中・高等学校
教諭（国語科、外
国語科[中国語]）

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556092号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

漢字の形・音・義とコンピュータ

漢字を教え、学ぶための基礎知識を講義する。主に、日本
松岡榮志（教育学部教授）
語、中国語などで用いられる漢字について、その成り立ちや
木村守（教育学部准教授）
変遷、そして今後のICTとの関わりなどを中心に講じる。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 4日

教諭

小・中・高等学校
教諭（国語）

6,000円

50人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556093号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学

東京学芸大学
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教諭

教諭
教諭、養護教諭
養護教諭

平成２６年度（第３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

異文化理解の基礎となる文化人類学の基本的な考え方と
概念を説明する。自文化中心主義的な見方(偏見)は異文化
理解の碍げとなるが、いきなり中立的な見方に立てるわけ
ではない。偏見を脱するには、文化人類学の諸概念と見方
異文化理解教育の基礎としての を手がかりとして、異文化の見方を修正してゆく他はない。
吉野晃（教育学部教授）
文化人類学入門
そのために、文化の概念、言語と認識、生業、家族・親族組
織、慣習としての宗教、民族の概念について解説し、その内
容の正確な理解と、問題点の把握を目指す。人類の文化の
多様性について広い視野を獲得し、異文化理解教育に役立
てることを目標とする。

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

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 1日

教諭

小・中・高等学校
教諭（社会・地
歴・公民)

6,000円

40人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556094号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

世界の諸言語と日本語の音声

人間が言語に用いることのできる音全般についてその仕組
みを解説し、それらが世界の言語でどのように使用されてい
るかを視野に入れながら、現代日本語の音声について概説
斎藤純男（教育学部教授）
する。それによって、国語教育や英語教育において、より広
い視点に立った音声教育の実践を考えるきっかけとなること
を目指す。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月19日

教諭

中・高等学校教
諭（国語・英語）

6,000円

50人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556095号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

日本の文化・人間関係を論じた古典であり、最も多く翻訳さ
れている中根千枝の『タテ社会の人間関係』を日本文化論
の流れの中に位置づけながら読んでいく。彼女が論じた日
本人の人間関係のあり方について、それが未だに一定の説
中根千枝の日本文化論・『タテ社
得力をもつものの、その一方で本書で日本文化独特のもの
会の人間関係』を知識社会学的
水津嘉克（教育学部講師）
とされている人間関係のあり方が、現在10代～20代の学生
に読んでみる
には受け入れがたい側面を多く持つことを確認する。親の
世代と同様な社会観を持てない学生の側から、我々が「あ
たりまえ」だと思ってしまっているものを捉えなおす試みでも
ある。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月20日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

50人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556096号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

6,000円

平成26年 4月16日～
30人
平成26年 6月30日

平261002556097号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

東京学芸大学

チャイナタウンの祭りと芸能

日本における移民社会の変遷や日本人コミュニティとの交
流を、講師がチャイナタウンで行ったフィールドワークの映
像やインタビューを通して考察する。主に祭りや芸能に着目
し、儀礼や音楽・踊りのパフォーマンス等を通して、華僑アイ
有澤知乃（教育学部准教授）
デンティティがどのように継承され変化しているかを考える。
チャイナタウンのフィールドワークを具体的事例として、日本
における多文化社会について考察する方法を、参加者で議
論する。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 7月31日

教諭

中・高等学校教
諭（社会・音楽）

東京学芸大学

教育の情報化が進展してきている現在の緊要な問題は、教
科書や学習教材のディジタル化である。そこで注目されてい
るコンピュータ技術が、3D CG（３次元コンピュータ・グラ
フィックス）であり、それを用いて開発されたディジタル教科
３DCGを用いた学習教材の開発
飯島眞理（教育学部准教授）
書のコンテンツや学習教材は、学習者の興味関心や理解度
を高めることが知られている。このような3D CGを用いたイン
タラクティブな学習教材を教師自らが開発できる能力を養
う。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 4日

教諭

中・高等学校教
諭（理系科目が
望ましい）

6,000円

20人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556098号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

コンピュータネットワークの基礎
知識

知的能力の拡張や支援に用いられる知的ツールの歴史を
振り返り，情報通信技術の発展をその延長から考える．情
報社会に生きる人々が受ける影響について考察し，情報教
南葉宗弘（教育学部准教授）
育のあり方について議論する．さらに情報システムを動かす
仕組みを知ることの重要性を，できる限り難解な説明を避け
て展開し，今後の教育における一助としてもらう．

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 5日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

40人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556099号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

ATC21s (Assessment & Teaching of 21st Century Skills)
は，世界の教育学者や国際機関などと連携しながら21世紀
型スキルについて定義し，世界各国では，このスキル向上
２１世紀型スキルとICT環境のデ を目指した教育政策が行われている。具体的な学習活動の
北澤武（教育学部准教授）
ザイン
一つとして，ICTを利用して，学習者間で知識を共有しなが
ら新しい目標を見出したり，自ら設定した新しい課題を解決
したりすることが挙げられる。これらの詳細を概説するととも
に，我が国の教育現場における可能性について考察する。

東京都小金井
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

50人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556100号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

教育の情報化を学ぶ

すべての教員に実施が求められている教育の情報化（授業
でのICT活用、情報教育、校務の情報化）の基礎を説明しま
す。主な内容は、教育の情報化について学んだことがない
人や、これまでほとんど実践を行ってきていない人向けです 加藤直樹（教育学部准教授）
が、学習者用端末や学習者用デジタル教科書などの最新
の教育の情報化事情についても扱います。加えて、教育に
まつわる情報学のトピックを取り上げ解説します。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月20日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

25人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556101号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

確かな学力を育成するためのe
ラーニングの理論と実践

現在，インターネットを用いた学習（eラーニング）が，企業や
大学等で一般的に用いられるようになった。今後，小・中・
高校においてもICTを用いたeラーニングの活用が期待され
る。そこで，本講習では，eラーニングの背景にある新しい教
育観について知るとともに，実際にeラーニングシステムを
森本康彦（教育学部准教授）
操作しながら教材作成を体験し，授業等での活用について
考える。本講習は，eラーニングシステムを使いながら進め
るため，パソコン等の操作に既に慣れていることが前提条
件となる。情報教育に積極的に関わりたいと考える教員を
対象とする。

東京都小金井
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

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556102号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

東京学芸大学
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平成２６年度（第３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

東京学芸大学

本講習は、環境教育のやり方、進め方のノウハウを学ぶた
めのものではない。環境教育を始める前に考えておきたい
大切なこと、すなわち環境教育とは何か？について深く考え
環境教育を始める前に考えてお
学びながら、環境教育の自己理解を振り返ることを目的にし 原子栄一郎（教育学部教授）
きたいこと
ている。環境教育の公的文書、関連する重要資料、具体的
事例などを使って講義すると共に、参加者皆で議論しながら
講習を進める。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 4日

東京学芸大学

学校教育においても様々な場面で数値化された情報を収集
する必要性が増大している。その際に利用されることが多
い、いわゆるアンケート調査の方法について講義する。特に
調査票の作成過程に焦点を当て、作成の際の留意点につ
いて講義するとともに、実際に調査票を作成する作業を行
アンケートの調査票を作ってみる
松川誠一（教育学部准教授）
う。受講者は6名前後の小グループに分かれて、グループ
毎にテーマを決め、調査項目を検討し、質問文・回答選択
肢を案出し、A4用紙2頁の調査票を設計する。主な受講対
象者は小・中学校教員，養護教諭とするが，高校教員も受
講可能。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 7月31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

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556103号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

教諭
小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

48人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556104号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

6,000円

平成26年 4月16日～
70人
平成26年 6月30日

平261002556105号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

教諭

東京学芸大学

文化財保存科学の基礎

文化財（文化遺産）は、人間の営みとともに生み出された文
化的遺産であり、過去から現在へ、現在から未来へと、貴
重なメッセージを伝えています。文化遺産の保存と活用は、
伝統文化の継承と新しい文化の創造のエネルギーを育むこ
とにほかなりません。本講習では、文化財保存科学の内容 二宮修治（教育学部教授）
を具体的な成果とともに紹介し、文化財を総合的に認識す
るための基礎的知識の習得を目的とします。さらに新学習
指導要領のもとで学校教育での文化遺産教育の実践を考
えていきます。

東京学芸大学

文化財の保存修復と活用

どのようなものが文化財として認められ、それらがどのよう
に保存修復されているか。また、学校教育、生涯学習の場 服部哲則（教育学部講師）
でどのように活用されいるか現状と課題について講義する。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月 7日

教諭

小・中学校教諭
（社会・理科・美
術）

6,000円

40人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556106号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

書道パフォーマンスの歴史と表
現

現在、高等学校芸術科書道の授業やクラブ・部活動等の課
外活動において、音楽や歌に合わせて集団で書を揮毫する
「書道パフォーマンス」が盛んに行われているが、その歴史
的な背景や経緯、在り方についての考察や議論は、ほとん
ど行われていない。本講習では、「書道パフォーマンス」の
石井健（教育学部准教授）
歴史と表現について概観し、現代における「書道パフォーマ
ンス」の在り方について考え、今後の授業や課外活動にど
のように活かしていくかを考察する。主な受講対象者は高
等学校芸術科書道の教員とするが、小・中学校教員、特別
支援学校教員も受講可能。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月19日

教諭

高等学校教諭
（芸術科書道）

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556107号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

演劇部の指導や、近年重視されている表現教育等、学校教
育において演劇を教えるための専門知識のひとつとして、
西洋の演劇の歴史を概説する。とりわけ「台詞」による言語
西洋演劇における言語とコミュニ 的表現行為のありよう、およびそれにともなうコミュニケー
近藤弘幸（教育学部准教授）
ケーション
ションのありようの変遷に注目し、学校現場における生徒指
導や教師同士のコミュニケーション能力の向上を図る。具体
的に取り上げるのは、ギリシア悲劇、シェイクスピア劇、近
代劇（チェーホフ、ピンター等）。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月18日

教諭

中・高等学校教
諭（演劇部の指
導にあたる者や
表現教育等に関
係する者）

6,000円

70人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556108号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

生涯学習社会における、特に地域の芸術・音楽文化の人材
育成に関わる企画の事例について具体的なプログラムを挙
げながら、その課題や将来への展望を検討していく。また、
ミュージカルを通した子供の表現
演習を通してワークショップの実際を体験し、学校教育の現 嶋﨑裕美（教育学部准教授）
活動について
場との連携や児童・生徒の指導にどのように活かしていくか
を考察する。そのようなことから主な受講対象は、小・中学
校教諭とする。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月20日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

20人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556109号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

インプロ（即興演劇）を学ぶ

演劇教育の手法としても、またコミュニケーション教育や創
造性教育の手法としても学校教育や教員研修に取り入れら
れているインプロ（即興演劇）を実際に体験しながら学んで
いく。キース・ジョンストンによってつくられたインプロの方法
高尾隆（教育学部准教授）
論をもとに、コミュニケーション、創造性、ストーリーテリン
グ、協働にかかわるゲームやアクティビティーをおこなう。演
劇の経験は必要ないが、積極的な参加と関わりを期待した
い。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月21日

教諭

中・高等学校教
諭

6,000円

30人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556110号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

クラシック音楽の諸相

「クラシック音楽」は、素晴らしいものだが難しいと思われ、
音楽鑑賞にあたっても身構える面があるかもしれない。しか
しそれぞれの時代の音楽は、その時代を生きた人々にとっ
ては日々の生活の中で身近に親しまれていたものでもあ
吉川文（教育学部准教授）
る。この講習では、今に伝わる様々な時代の作品を、その
音楽が生まれた背景を含む多様な切り口から取り上げて、
「クラシック音楽」をより広い視野から捉え、鑑賞活動等の指
導の一助となることを目指す。

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月18日

教諭

小・中・高等学校
教諭（音楽）

6,000円

60人

平成26年 4月16日～
平成26年 6月30日

平261002556111号

042-329-7120

http://www.ugakugei.ac.jp/

東京学芸大学

東京学芸大学

東京都小金井
市

6時間 平成26年 8月21日

教諭

中・高等学校教
諭（理科、社会、
美術）
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開設者名

鹿屋体育大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

喫緊の課題である子どもの体力向上は、体育・健康に関す
る指導の趣旨を踏まえて学校教育活動全体で取り組みが
期待されている。特に、児童生徒全員が体験する体育学習
実生活に生かす体力向上
を通して運動する意欲を育て実生活に生かすようにすること 佐藤 豊（体育学部教授）
-タブレット活用による体つくり運 で、運動の苦手な子どもの体力向上が求められる。
長谷川 悦示(筑波大学)
動の工夫本講座では、多様な子どもの意欲を高めるための指導の工 三田部 勇(筑波大学)
夫としてタブレットを活用した体つくり運動の授業づくりを検
討し、児童生徒が自主的に体力を高める能力を育てる方策
を探る。

講習の開催地

東京都文京区

時間数

講習の期間

平成26年8月29日～
12時間
平成26年8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、中学校、
高校(保健体育)、
12,000円
特別支援学校教
諭

40人

平成26年4月23日～
平成26年8月15日

平261008153788号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp

小・中・高・特支の学習指導要領の趣旨・内容を踏まえ、創
作の指導について理解を深め、略案の作成と実践を追及す
るとともに、専門的な選択講習の受講を通して、指導の基礎
となる知識・技能の強化を図ります。また、校種別での共同
作業では教員間のネットワーク作りの機会にも配慮していま
す。

山本 幸正（教授）
酒井 美恵子（准教授）
津田 正之（文部科学省教育課程調査官）
丸山 智子（東京都目黒区立五本木小学校長）
蔭山 真美子（准教授）
福田 隆（教授）
今村 能（非常勤講師）
東京都立川市
今藤 長龍郎（非常勤講師）
井上 恵理（准教授）
松井 孝夫（非常勤講師）
久保田 慶一（教授）
鈴木 恵子（東京都立村山特別支援学校副校
長）

18時間

平成26年8月1日～
平成26年8月3日

教諭

音楽科担当教諭

18,000円

60人

平26平成26年6月1日～（先
30150着順）
53591号

042-535-9668

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

なぜ古典を教えるのか

どうして古文をやるの？――生徒にそう聞かれたらどうお答
えになりますか。
当講座では、本学で、日本古典文学、国語学、民俗学、国
語教育学等の研究・教育に携わる講師陣が、具体的な資料
を紹介しつつ、それぞれの立場から古典の持つ意義につい
て論じます（講座によっては演習形式を取る場合もありま
す）。そのうえで、受講者の皆さんには、実践家の立場から
中学校・高等学校の国語科における古典教育の意義につ
いて考えていただきます。

小川 直之(文学部教授）
針本 正行(文学部教授）
大久保 一男(文学部教授）
杉山 英昭(大学院客員教授）
林 利久(文学部兼任講師）
高橋 大助(文学部教授）
谷口雅博(文学部准教授)
吉田永弘(文学部准教授)
秋澤 亙（文学部教授）
山岡 敬和（文学部教授）
中村 正明（文学部兼任講師）
石川 則夫（文学部教授）
波戸岡 旭（文学部教授）
長谷川 清貴（文学部准教授）

東京都渋谷区

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
校国語科教諭

20,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年4月17日

平263015553567号

03-5466-0792

http://www.kokugaku
in.ac.jp/extension/
jigyou0500001.html

國學院大學

日本史研究の最前線

現在の日本史学界では、どのようなことが問題とされ、いか
なる解決策が提示されているのでしょうか。本講習では、日
本史（古代史・中世史・近世史・近現代史）のみならず、隣接
する考古学や外国史（中国史）の講座も用意し、教科書の
内容に即して、多角的な視点から日本史研究の最新の動
向を紹介します。また講習にあたっては、考え（学説）の根
拠となる史資料（文献史料・考古資料など）の扱いにも留意
します。

樋口 秀実(文学部教授)
金子 修一(文学部教授)
佐藤 長門(文学部教授)
千々和 到(文学部教授)
根岸 茂夫(文学部教授)
谷口 康浩(文学部教授)

東京都渋谷区

18時間

平成26年8月4日～
平成26年8月6日

教諭

中学校社会科・
高等学校地歴科
教諭

20,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年4月17日

平263015553568号

03-5466-0792

http://www.kokugaku
in.ac.jp/extension/
jigyou0500001.html

白梅学園大学

思考力・判断力、そして学習の基盤となる言語能力につい
て講義と演習で学びます。国語科教育、社会科の学修、理
科授業など教科全体を通して重視すべき指導法について学
小学校教育の充実、子ども理解
びます。また、具体的な事例を豊富に使いながら、生徒指
とそれに基づく豊かな学級経営
導や学級経営に役立つ内容とします。「学級における特別
支援教育」「子どもとの関係創りと学級経営」「子どもとよりよ
い関係を築くためのコミュニケーションスキル」

増田修治（子ども学部准教授）
中林俊明（子ども学部准教授）
堀江まゆみ（子ども学部教授）
成田弘子（子ども学部教授）
佐藤正志（子ども学部教授）

東京都小平市

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭

小学校教諭

18,000円

60人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平263017055620号

042-346-5639

http://daigaku.shir
aume.ac.jp

白梅学園大学

教育内容の充実を図る選択講座は、講義と演習により設
定。理論と実践の結合を目指します。選択の講習内容とし
若松 美恵子（白梅学園短期大学教授）
子どもや社会の変化に応じた幼 て幼稚園は「子どもや社会の変化に応じた幼稚園教育の充
花原 幹夫（白梅学園短期大学教授）
稚園教育の充実
実」と学習指導要領、及び幼稚園教育要領の改訂案の要点
小松 歩（白梅学園短期大学准教授）
にそったテーマを掲げ、講義形式と演習形式とを併用しなが
ら講習の質の充実を図ります。

東京都小平市

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭

幼稚園教諭

18,000円

80人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平263017055621号

042-346-5639

http://daigaku.shir
aume.ac.jp

教諭

小・中・高教諭
（「家庭」他）

9,000円

平成26年4月16日～
平26平成26年5月31日
30人
30172（但し、定員充足次第で
54458号
締め切り）

03-3491-8183

http://www.suginofc.ac.jp

教諭

小・中・高教諭
（「家庭」他）

9,000円

平成26年4月16日～
平26平成26年5月31日
30人
30172（但し、定員充足次第で
54459号
締め切り）

03-3491-8183

http://www.suginofc.ac.jp

国立音楽大学

國學院大學

音楽科教育講座

本学は高等学校教諭1種免許状・中学校教諭1種免許状
「家庭」の免許状を授与させる養成機関として認定されてい
ますが、全教科の先生方に「実習・演習」の方法と意味を
知って頂き、児童・生徒へ「つくる」楽しさを伝えるサポートを 鈴木美和子（教授）
させて頂きたいと計画しております。この講座では、草木な
どの植物を使って「草木染め（天然染色）」の演習を実施しま
す。特に媒染剤を使い、発色・固着させる方法を学びます。

杉野服飾大学

実習の楽しみⅠ－草木染め6時
間－

杉野服飾大学

本学は高等学校教諭1種免許状・中学校教諭1種免許状
「家庭」の免許状を授与させる養成機関として認定されてい
ますが、全教科の先生方に「実習・演習」の方法と意味を
実習の楽しみⅡ－トートバッグ制
知って頂き、児童・生徒へ「つくる」楽しさを伝えるサポートを 肉丸美香子（教授）
作6時間－
させて頂きたいと計画しております。この講座では、直線裁
ちのシンプルな形のトートバッグ制作を通して、縫製の知識
と技術を学びます。

東京都品川区

東京都品川区

6時間 平成26年8月5日

6時間 平成26年8月6日
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開設者名

杉野服飾大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

全教科の先生方に「実習・演習」の方法と意味を知って頂
き、児童・生徒へ「つくる」楽しさを伝えるサポートをさせて頂
きたいと計画しております。この講座では、立体形態の理解
実習の楽しみⅢ-ドローイング6時
の方法・知識をベースとし、その把握の仕方を実技・演習を 瀬古 徹（教授）
間通して学びます。また「服飾造形研究」の観点から、教員制
作作品のファッションショーを通して服飾造形の基礎も学び
ます。
環境教育は、IPCCなどの報告を主体として地球温暖化の問
題を特に取り上げ、その現状と、解決のために行われてい
る対策などを含めた社会的な情勢について講義する。科学 山本修一（工学部教授）
教育は、原発放射能の環境汚染と脱原発に向けた道筋、科 桐山信一（教職研究科教授）
学的リテラシーを育成する理科教育の在り方などについて
講義する。

創価大学

環境教育・科学教育

創価大学

かつて幼児・児童・生徒の体格は発育促進現象と言われ、
年々伸びていたが、２０年位前からその体格は伸びておら
幼児・児童・生徒の発育・発達の ずむしろ停滞現象が見受けられる。体力・運動能力も横ば 藤平田英彦（教育学部教授）
現状と食育について
い状態である。この状況を厚労省と文科省の統計値を基に 鈴木正敏（創価女子短期大学教授）
して考察する。また、幼児・児童・生徒の健康を維持、増進
するための方策を心技体及び食育の観点から考察する。
障害のある児童・生徒とのかかわりをノーマライゼーション
の理念と人権の視点から学ぶ。学校や地域・家庭における
加藤康紀（教職研究科准教授）
様々な場面での具体例を通して、真の障害児理解の在り方
冨士道正尋（世田谷区立太子堂中学校校長）
を考える。また「教職員に求められる人権感覚の在り方」とし
て主に教員に求められる人権感覚をテーマに講義する。

創価大学

子どもの人権理解・教員の人権
理解

拓殖大学

新学習指導要領に示されている教育内容に関する改善事
項を取り上げ、最近の生徒や保護者の実態を踏まえ、各々
生徒や社会の変化に対応した教
の課題・問題点を挙げて省察する。また、各事項の将来的
師力を高める
展望、対応方法等について具体例を挙げて考察し、教育現
場における指導の改善・充実を図る。

有馬 廣實（政経学部教授）
木村 直人（商学部准教授）
巽 公一（工学部教授）
保坂 芳男（外国語学部教授）

立花 亨（政経学部教授）
社会科・地理歴史科・公民科において、新学習指導要領を
三木 健詞（政経学部教授）
踏まえて、歴史教育や地図活用の方法、イスラーム情勢や
村岡 薫（国際学部教授）
世界経済の動向など今日的な問題を考える視点・方法を、
茂木 創（政経学部准教授）
講義あるいは演習を通して学び、授業力の向上を図る。
相澤 善雄（政経学部講師）

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

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成26年4月16日～
平26平成26年5月31日
30人
30172（但し、定員充足次第で
54460号
締め切り）

03-3491-8183

http://www.suginofc.ac.jp

平成26年6月2日～
平成26年6月30日

平263018054075号

042-691-9331

http://educareer.so
ka.ac.jp/

平263018054076号

042-691-9331

http://educareer.so
ka.ac.jp/

東京都品川区

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中・高教諭
（「家庭」他）

東京都八王子
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

平成26年6月2日～
150人
平成26年6月30日

9,000円

6,000円

150人

東京都八王子
市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中・高等学校
教諭

東京都八王子
市

6時間 平成26年8月9日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

150人

平成26年6月2日～
平成26年6月30日

平263018054077号

042-691-9331

http://educareer.so
ka.ac.jp/

東京都文京区

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年6月13日

平263018455926号

03-3947-7172

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

教諭

中学校・高等学
校社会科教諭

12,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年6月13日

平263018455927号

03-3947-7172

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

12,000円

平成26年4月16日～
10人
平成26年6月13日

平263018455928号

03-3947-7172

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

拓殖大学

社会・地理歴史・公民各科授業
力のパワーアップ

拓殖大学

英語教師力ブラッシュアップのために、英語学、英語発音
学、英語コミュニケーション、言語評価論、英語指導技術、
英語教師力ブラッシュアップ―英 またPCを使った英語教材開発や授業で使える実践的技術
語科教育の理論と実践
などを、教室での具体的指導を前提に講義し、一部実践を
試みる。また各講義・実践をとおして英語教育の改善を考え
たい。

尾崎 茂（外国語学部教授）
狩野 紀子（外国語学部准教授）
保坂 芳男（外国語学部教授）
見上 晃（外国語学部教授）
東京都文京区
山田 政通（外国語学部教授）
渡辺 勉（商学部教授）
アンドリュー・マーティン（外国語学部特任講師）

平成26年8月7日～
12時間
平成26年8月8日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

拓殖大学

商業高校の先生方が元気でなければ生徒達は元気になれ
ない。この事を踏まえ、本講座は今日までの商業教育の不
元気の出る商業教育を目指して 易の部分をもう一度確認し、これから改善していくべき流行
研修を深める
の部分とを生徒の変化にも注目しつつ、講義と参加者全員
の討論の中から、現状の分析と新しい知識・技術の習得を
心がけ、自らが元気になれる素を目指します。

梶井
鈴木
田嶋
中村
西尾

憲俊（商学部教授）
敏夫（商学部教授）
規雄（商学部准教授）
竜哉（商学部教授）
篤人（商学部教授）

東京都文京区

12時間

平成26年8月7日～
平成26年8月8日

教諭

高等学校商業科
教諭

12,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年6月13日

平263018455929号

03-3947-7172

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

拓殖大学

ものづくりに貢献できる創造的な技術者育成を目指す視点
で、技術科教育及び工業科教育に役立つ、指導法や幅広
ものづくりに貢献できる創造的な い最新技術を学ぶ。内容は、「流体とものづくり」、「プログラ
技術者育成講座
ミング及び３次元コンピュータグラフィックス」、「モノからコ
ト、サービスへのイノベーションデザイン」、「太陽光発電技
術」等である。

高橋
竹末
藤本
吉森

丈博（工学部教授）
俊昭（工学部教授）
一郎（工学部教授）
茂（工学部教授）

東京都文京区

12時間

平成26年8月7日～
平成26年8月8日

教諭

中学校技術科教
諭、高等学校工
業科教諭

12,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年6月13日

平263018455930号

03-3947-7172

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

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5月11日～
平成26年5月30日

平263018653309号

042(739)7097

http://www.tamagawa
.jp/

10人

【募集期間】
平成26年4月16日～平成26年4
月23日
【追加募集】
平成26年6月23日～平成26年6
月30日(募集期間に定員に達し
なかった講習・欠員があった講
習のみ追加募集する)

平263019854197号

03-3961-1934

http://www.tokyokasei.ac.jp

玉川大学

東京家政大学

子どもたちは、デジタルデバイスを当然のように利用する環
境の中で育ってきています。
教員は、ネットワークモラルを含めて、子どもたちに正しい知
識を得てもらう、効果的なICTの活用方法を学ぶ必要があり
ちょっとした工夫で「夢」が広がる ます。
清水 英典(教育学部 教授)
ICT活用授業
今回の講習では、iPad、iPhone等を授業に効果的に利用す
る方法や、クラウドコンピューティング（主としてGoogleドライ
ブ）を授業で有効に活用する方法、そして遠隔授業接続の
方法を学びます。

パソコンの基本構成を演習により理解し、新聞、雑誌、書籍
などのマルチメディア情報源の利用とオリジナルな写真やス
キャナからのデジタル画像を利用する。収集した情報の加
はじめてのマルチメディア教材作 工と情報発信としてマルチメディア教材を作成し、動画を作
内田 直（家政学部准教授）
成
成する。
講習を通してICT機器の操作と活用を理解する。マルチメ
ディア教材の活用として、児童生徒間の情報交換からコミュ
ニケーション能力を引き出すことの可能性を考える。

東京都文京区

東京都町田市

東京都板橋区

12時間

平成26年8月7日～
平成26年8月8日

6時間 平成26年8月4日

6時間 平成26年8月20日
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教諭

中学校・高等学
校家庭科・理科
教諭

6,000円

平成２６年度（第３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

情報機器の高度利用

総合学習や家庭科においてパソコンなどの情報機器を利用
して授業を行うための上級のスキルを身につけます。フリー
ソフトによる学習支援コンテンツ作成ソフトの紹介の後、
松木 孝幸（家政学部教授）
Google Appsを用いていわゆるクラウドコンピューティングの
世界で何ができるかを学びます。また、生徒管理用の簡易
データベースAccessに寄る管理の仕方も学びます。

小学校理科の新単元

現行の学習指導要領が全面実施となってから既に3年が経
過していますが、今なお、新規項目および移行項目に十分
に対処できることが求められています。そこで、エネルギー、
宮本 康司（家政学部講師）
粒子、生命、地球の各分野について、改訂内容を確認しま
す。また、特に現場で実施が困難な観察実験を取り上げ、
児童への効果的な指導法を確認します。

中学校高等学校理科の生命分
野新単元

中高理科の生命分野新単元の内容を確認し、特に生物多
様性と保全について、教員が生物学の視点から説明・指導
できること及び、この分野において生徒に自由研究を指導
する力をも養う。生物の多様性を観察する様々な方法を実 片田 真一（家政学部講師）
践し、観察される生物の分類と同定法を学ぶ。また個々の
種の関連性の考察を通して、生態系を理解させる手法を確
認する。

化学ってどんな科学

化学とは様々な物質の構造や性質を探索する学問であり、
実験を通してそれらの理解を深めることができる。本講座で
は、食品添加剤の検出をテーマにして実験実習を行い、基 井上 宮雄（家政学部准教授）
礎的な実験技術を習得することを目的とする。また、実験に
伴う事故の応急処置についても講義する。

家庭科の授業づくりと教材化の
視点

小・中・高校生が日常生活を振り返り、課題意識を持って学
習に取り組み、生活を改善向上することができる実践的態
度を育成するための学習内容と方法を学ぶ。今年度は食生
活・衣生活・保育・家族分野から課題にアプローチするととも
に、生活を総合的に捉える題材開発を体験し、家庭科の独
自性を活かした授業づくりへの展望を持つ。いずれの内容
も講義と演習から成り、小・中・高・特別支援学校の男女教
員を対象とする。

東京家政大学

小学校教諭実践講座

小学校の基本的な教科である国語科・算数科を学習指導
要領との関連をふまえて、理論と実践の両面から学ぶ。ま
た、小学校教育の大きな課題となっている英語教育・特別
支援教育についても、適切な指導ができるような力をつける
ことを目ざしたい。具体的な指導法に力点をおいて、明日の
授業に役立つようにしたい。いずれの講師も現場での経験
が豊富である。

大越
家田
半澤
酒井

和孝（家政学部教授）
晴行（家政学部教授）
嘉博（家政学部准教授）
藤恵（家政学部講師）

東京家政大学

「幼児理解」「遊びの充実」「環境構成」「幼児のコミュニケー
ション」といった幼稚園教育にかかわる基本的な事項を講義
保育のリフレッシュとスキル・アッ
形式で確認すると共に、保育技能のレベルアップと保育内
プ講座
容の充実を図るために、造形・音楽・演劇の各表現分野より
そのポイントと実践における展開例を演習形式にて学ぶ。

戸田
井戸
佐藤
花輪
細田
森田

雅美（家政学部教授）
裕子（短期大学部准教授）
暁子（家政学部准教授）
充（家政学部教授）
淳子（短期大学部教授）
浩章（家政学部准教授）

東京家政大学

東京家政大学

東京家政大学

東京家政大学

東京家政大学

青木
岡田
加藤
川合
佐藤
土屋
藤堂
平野
山田

幸子（短期大学部教授）
宣子（家政学部教授）
和子(家政学部准教授）
貞子（家政学部教授）
吉朗（家政学部教授）
京子(短期大学部教授)
暎子（短期大学部准教授）
順子（短期大学部准教授）
民子（家政学部教授）

本教科は、年々多様化している美術表現を、様々な手法に
よる作品制作を通じて総合的に修得・理解しようとするもの 有馬十三郎(家政学部教授)
である。全時間を実習とし、与えられたテーマに沿って作品 早瀨郁惠(家政学部准教授)
を制作する。具体的には、デジタル、染色、織物の表現を学 荒川朋子(家政学部講師)
ぶことで、美術表現の可能性を体験する。

東京家政大学

多様な美術表現の実践

東京家政大学

文部科学省学習指導要領や「グローバル化に対応した英語
教育改革実施計画」への理解を深めるとともに、英語教育
理論等の最新情報に触れながら効果的な指導方法を研修
最新の英語科教育法の理論と実 する。特に、小学校と中学校の英語指導における連携や、
践
中学校・高校での「英語による英語授業」を研修の中心的な
テーマとして設定する。
最終日には研修に基づく実践発表や意見交換を行い、実践
と理論との融合を図り、成果を全員が共有する。

学習指導要領改訂に伴う保健体育科の改善のポイントを
理解し、これからの授業づくりをどのように考えるか。また、
指導と評価の一本化を図る改善策や授業評価のあり方等
東京女子体育大 授業に活かす保健体育科教育の
について理解を深める。さらに、「スポーツ医学」「栄養学」
学
改善と工夫（講義）
「スポーツ文化・スポーツ史」「スポーツが心と体に与える影
響」の観点から具体的な事例を参考にともに考え、理解を
深める。

講習の開催地

東京都板橋区

東京都板橋区

東京都板橋区

東京都板橋区

東京都板橋区

東京都板橋区

東京都板橋区

東京都板橋区

小泉 仁（人文学部教授）
太田 洋（駒澤女子大学人文学部教授）
田頭 憲二(広島大学外国語教育研究センター
東京都板橋区
准教授)
長沼 君主(東海大学健康科学部准教授)
藤井 昌子（文教大学教育学部非常勤講師）

戸田
掛水
山田
筒井
秋山

芳雄(体育学部教授)
通子(体育学部教授)
浩二郎(体育学部教授)
孝子(体育学部准教授)
エリカ(体育学部教授)

東京都国立市

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20日

6時間 平成26年8月21日

6時間 平成26年8月22日

平成26年8月20日～
18時間
平成26年8月22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20日～
18時間
平成26年8月22日

平成26年8月20日～
18時間
平成26年8月22日

18時間

6時間
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平成26年8月20日～
平成26年8月22日

平成26年8月20日～
平成26年8月21日

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

中学校・高等学
校家庭科・理科
教諭

小学校教諭

中学校・高等学
校 理科教諭

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

小学校・中学校・
高等学校・特別
18,500円
支援学校 家庭科
教諭

小学校教諭

幼稚園教諭

18,000円

18,000円

小学校・中学校・
高等学校・特別
20,000円
支援学校 美術科
教諭

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

10人

【募集期間】
平成26年4月16日～平成26年4
月23日
【追加募集】
平成26年6月23日～平成26年6
月30日(募集期間に定員に達し
なかった講習・欠員があった講
習のみ追加募集する)

平263019854198号

03-3961-1934

http://www.tokyokasei.ac.jp

20人

【募集期間】
平成26年4月16日～平成26年4
月23日
【追加募集】
平成26年6月23日～平成26年6
月30日(募集期間に定員に達し
なかった講習・欠員があった講
習のみ追加募集する)

平263019854199号

03-3961-1934

http://www.tokyokasei.ac.jp

20人

【募集期間】
平成26年4月16日～平成26年4
月23日
【追加募集】
平成26年6月23日～平成26年6
月30日(募集期間に定員に達し
なかった講習・欠員があった講
習のみ追加募集する)

平263019854200号

03-3961-1934

http://www.tokyokasei.ac.jp

20人

【募集期間】
平成26年4月16日～平成26年4
月23日
【追加募集】
平成26年6月23日～平成26年6
月30日(募集期間に定員に達し
なかった講習・欠員があった講
習のみ追加募集する)

平263019854201号

03-3961-1934

http://www.tokyokasei.ac.jp

60人

【募集期間】
平成26年4月16日～平成26年4
月23日
【追加募集】
平成26年6月23日～平成26年6
月30日(募集期間に定員に達し
なかった講習・欠員があった講
習のみ追加募集する)

平263019854202号

03-3961-1934

http://www.tokyokasei.ac.jp

35人

【募集期間】
平成26年4月16日～平成26年4
月23日
【追加募集】
平成26年6月23日～平成26年6
月30日(募集期間に定員に達し
なかった講習・欠員があった講
習のみ追加募集する)

平263019854203号

03-3961-1934

http://www.tokyokasei.ac.jp

40人

【募集期間】
平成26年4月16日～平成26年4
月23日
【追加募集】
平成26年6月23日～平成26年6
月30日(募集期間に定員に達し
なかった講習・欠員があった講
習のみ追加募集する)

平263019854204号

03-3961-1934

http://www.tokyokasei.ac.jp

15人

【募集期間】
平成26年4月16日～平成26年4
月23日
【追加募集】
平成26年6月23日～平成26年6
月30日(募集期間に定員に達し
なかった講習・欠員があった講
習のみ追加募集する)

平263019854205号

03-3961-1934

http://www.tokyokasei.ac.jp

平263019854206号

03-3961-1934

http://www.tokyokasei.ac.jp

平263020854065号

042-573-7455

http://www.twcpe.ac
.jp/

教諭

中学校・高等学
校 英語科教諭

18,000円

30人

【募集期間】
平成26年4月16日～平成26年4
月23日
【追加募集】
平成26年6月23日～平成26年6
月30日(受付期間に定員に達し
なかった講習・欠員があった講
習のみ追加募集する)

教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校、特別支援学
校教諭（保健体
育）

6,000円

80人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平成２６年度（第３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

本講習では運動技能習得を巡る現場の問題に問いかけ
ながら、指導者として備えるべき「教える力とは何か」につい
て検討し、その能力性を高めることを目的とし、「体つくり運
動」「陸上競技」「新体操」「レクリエーション」「バスケットボー
東京女子体育大 授業に活かす保健体育科教育の
ル」「ソフトボール」「柔道」「ダンス」の種目毎の指導方法に
学
改善と工夫（実技Ⅰ）
関する情報交換と現職教員が現場で積み上げた経験知の
提案を受けながら生徒の身体知にどう関わるか実践的な講
習を展開する。2種目を組合せて同時開講するので、各組
合せ講座から2種目を選択し、履修する。

浅見 美弥子（体育学部教授）
櫻田 淳也（体育学部教授）
高橋 衣代（体育学部教授）
大森 雅子（体育学部教授）
奥野 知加（体育学部教授）
平田 利矢子（体育学部准教授）
小野田 桂子（体育学部講師）
及川 佑介（体育学部講師）
佐藤 理恵（体育学部講師）
磯村 元信（東京都立秋留台高等学校統括校
長）

本講習では運動技能習得を巡る現場の問題に問いかけ
ながら、指導者として備えるべき「教える力とは何か」につい
て検討し、その能力性を高めることを目的とし、「体つくり運
動」「陸上競技」「新体操」「レクリエーション」「バスケットボー
東京女子体育大 授業に活かす保健体育科教育の
ル」「ソフトボール」「柔道」「ダンス」の種目毎の指導方法に
学
改善と工夫（実技Ⅱ）
関する情報交換と現職教員が現場で積み上げた経験知の
提案を受けながら生徒の身体知にどう関わるか実践的な講
習を展開する。2種目を組合せて同時開講するので、各組
合せ講座から4種目を選択し、履修する。

浅見 美弥子（体育学部教授）
櫻田 淳也（体育学部教授）
高橋 衣代（体育学部教授）
大森 雅子（体育学部教授）
奥野 知加（体育学部教授）
平田 利矢子（体育学部准教授）
小野田 桂子（体育学部講師）
及川 佑介（体育学部講師）
佐藤 理恵（体育学部講師）
磯村 元信（東京都立秋留台高等学校統括校
長）

今次の改訂学習指導要領において、野外活動の積極的
な取り組みが求められている。
東京女子体育大 授業に活かす保健体育科教育の そこで本講習では、水辺活動の一つとして代表的なカヌー
本田 宗洋（体育学部教授）
学
改善と工夫（野外活動：カヌー） に親しむことを目指す。
このことによって、地域や学校の実態に応じて体育のカリ
キュラムに野外活動が積極的に導入されるようにする。

東京理科大学

東京理科大学

東京理科大学

東京理科大学

東京理科大学

数学教育リフレッシュ講座（1）

新しい数学の流れについて、数学教育の立場を踏まえなが
ら、紹介、学習していく機会を与えるリフレッシュ講座であ
る。特に、数学を視覚的に提示する手法、そのときの教師の
取り組み（数学博物館などの取り組み、コンピュータグラ
フィックスの活用）なども踏まえて、講座を進める。取り組み
やすく、情報科学などとの関連が深い離散数学やグラフ理
論などの内容、数学史を教育に活かすなどの内容について
も取り上げる予定である。

東京都国立市

東京都国立市

時間数

6時間

講習の期間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

平成26年8月20日～
12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

教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校、特別支援学
校教諭（保健体
育）

教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校、特別支援学
校教諭（保健体
育）

12,000円

6,000円

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16日～
平成26年5月31日

平263020854066号

042-573-7455

http://www.twcpe.ac
.jp/

平成26年4月16日～
80人
平成26年5月31日

平263020854067号

042-573-7455

http://www.twcpe.ac
.jp/

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平263020854068号

042-573-7455

http://www.twcpe.ac
.jp/

80人

東京都国立市

6時間 平成26年8月25日

教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校、特別支援学
校教諭（保健体
育）

東京都新宿区

6時間 平成26年7月23日

教諭

中学校・高等学
校数学教諭向け

6,000円

120人

平成26年5月7日～
平成26年5月16日

平263021855595号

03-5228-8717

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

清水 克彦（理学部第一部数学科教授）
澤田 利夫（総合教育機構理数教育研究セン
ター客員教授）
東京都新宿区
池田 文男（理学部第二部数学科嘱託教授）
銀島 文（国立教育政策研究所総合研究官・基
礎研究部副部長）

6時間 平成26年7月24日

教諭

中学校・高等学
校数学教諭向け

6,000円

120人

平成26年5月7日～
平成26年5月16日

平263021855596号

03-5228-8717

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

東京都新宿区

6時間 平成26年7月25日

教諭

中学校・高等学
校数学教諭向け

8,000円

120人

平成26年5月7日～
平成26年5月16日

平263021855597号

03-5228-8717

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

東京都新宿区

平成26年7月23日～
18時間
平成26年7月25日

教諭

中学校・高等学
校技術科・情報
科・数学・理科教
諭向け

33,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月16日

平263021855598号

03-5228-8717

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

東京都新宿区

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

高等学校理科教
諭（物理）向け

37,450円

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月16日

平263021855599号

03-5228-8717

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

清水 克彦（理学部第一部数学科教授）
秋山 仁（総合教育機構理数教育研究センター
長）
根上 生也（横浜国立大学大学院環境情報研
究院教授）
長岡 亮介（明治大学理工学部特任教授）

数学教育リフレッシュ講座（2）

本講座では、様々な学力調査が行われ、その結果責任なら
びに説明責任が問われている数学教育の現状において、
学力調査の結果をどのように学校の数学科のカリキュラム
作りや授業作りに役立てるかを解説するものであり、数学科
教師全般向けのみならず学校の一般教師向けのリフレッ
シュ講座である。本講座では、全国一斉学力調査、国際的
な数学の学力調査及び東京理科大数学教育研究所が実施
している理系進学者の学力調査の結果をどのように活かす
かについて論じ、改善のための示唆を探ることを行う。

数学教育リフレッシュ講座（3）

本講座では、東京理科大学数学教育研究所が発行してい
る「数学トレッキングガイド」、「数学トレッキングツアー」など
の内容をもとに、中学・高校数学と大学数学の内容をつなぐ
ための数学内容について解説する。大学に入学して、理工
系の学生が戸惑うことの一つに、解を求めることを中心とし
た中学・高校数学と、概念や体系の整合性・論理性を中心
とする大学数学のギャップがある。理学部数学科の教員
が、大学での数学教育の経験をもとに、中学・高校の教員
向けに中学・高校と大学の接続のための数学内容について
解説する。

理工系キャリアを目指す高校生
のためのロボコンを体験する講
座

本講義は、「先生もロボコンしよう」と題して、普通教科「情
報」ならびに高校生の理工系キャリア開発の授業作りを体
験するものである。生徒の立場に戻って、ロボコンを再体験
するリフレッシュ講義である。この講義では、マイクロソフトと
清水 克彦（理学部第一部数学科教授）
ベネッセが開発した四足歩行「ロボコン」に生徒として参加
し、ロボット作り、プログラムの作成、ロボコンの開催を行う。
ロボコンにはグループで参加し、順位を競うことになる。プロ
ジェクト型の授業開発を理解するための講義となることを目
的としている。（生徒３名まで参加可能）

現在、高等学校では物理の履修者が減少しているが、その
ことは科学技術の発展にとって望ましいことではない。物理
学は、自然科学のすべての学問の基礎・基本となる学問な
理科授業の達人への道（高等学
ので、広く高校生に学ばせたい。しかし、その学習内容が高
校物理）
度になる内容もあるので、指導の方法も決して単純なもの
ではない。学習者の認知面での支援を充実した教授法が望
まれる。

講習の開催地

清水
眞田
宮島
加藤
佐古
佐藤

克彦（理学部第一部数学科教授）
克典（理学部第一部数学科教授）
静雄（理学部第一部数学科教授）
圭一（理学部第一部数学科教授）
彰史（理学部第二部数学科准教授）
隆夫（理学部第二部数学科講師）

藤嶋昭(東京理科大学学長)
川村康文（理学部第一部物理学科教授）
宇田川茂雄（理学部第一部物理学科授業嘱
託）
古屋東一郎（理学部第一部物理学科授業嘱
託）
五十嵐靖則（理学部第二部教養非常勤講師）
小川正賢（科学教育研究科科学教育専攻教
授）
北原和夫（科学教育研究科科学教育専攻教
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

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

東京理科大学

現在の高等学校化学のカリキュラムは、理論よりも現象を
重視した結果、高校生に”化学は暗記科目”というイメージ
を強く植え付けている。そこで本講座の講義では、特に無機
理科授業の達人への道（高等学 化学と有機化学の分野で、「なぜそうなるのか？」という高
校化学）
校生の疑問に答える手がかりを提供することに主眼を置い
た内容を準備している。また実験では、”グリーンケミスト
リー”の概念に基づくマイクロスケール実験の内容を含む有
機化学と無機化学分野の講習を準備している。

藤嶋昭(東京理科大学学長)
井上正之（理学部第一部化学科教授）
川村康文（理学部第一部物理学科教授）
五十嵐靖則（理学部第二部教養非常勤講師）
小川正賢（科学教育研究科科学教育専攻教
授）
北原和夫（科学教育研究科科学教育専攻教
授）

東京都新宿区

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

高等学校理科教
諭（化学）向け

20,150円

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月16日

平263021855600号

03-5228-8717

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

東京理科大学

近年、再生工学やゲノム研究などライフサイエンス研究の
進展が著しい。それらをわかりやすく伝えるのは、容易な事
ではないので、その技法について講義、実習を行う。実験技
法についても、特に分子生物学に関わるものを中心にキット
理科授業の達人への道（高等学
化され簡便なものになりつつある。そのなかには教育現場
校生物）
への導入が可能なものも少なくないので、遺伝子を取り扱う
実習を現場でどのように導入しているのか、実例を紹介し、
実習を行う。また、新学習指導要領に対応した、東京理科
大学で開発中の新しい生物教材に関する実習も行う。

藤嶋昭(東京理科大学学長)
太田尚孝(理学部第一部教養学科教授)
武村政春(理学部第一部教養学科准教授)
川村康文（理学部第一部物理学科教授）
五十嵐靖則（理学部第二部教養非常勤講師）
小川正賢（科学教育研究科科学教育専攻教
授）
北原和夫（科学教育研究科科学教育専攻教
授）

東京都新宿区

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

高等学校理科教
諭（生物）向け

33,150円

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月16日

平263021855601号

03-5228-8717

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

藤嶋昭(東京理科大学学長)
三浦和彦(理学部第一部物理学科准教授)
松下恭子(理学部第一部物理学科准教授)
天文分野のみならず、地震、地球温暖化、猛暑、ゲリラ豪雨
川村康文（理学部第一部物理学科教授）
など、身近な関心の高い問題が多い分野であるにも関わら
根本泰雄(理学部第一部物理学科非常勤講師)
ず、受験科目としての位置づけが低いことから、高等学校に
五十嵐靖則（理学部第二部教養非常勤講師） 東京都新宿区
おいて教える機会が少ない。中学校及び高等学校地学の
永野勝裕(理工学部教養講師)
普及の一助のために、わかりやすく楽しい授業、実験を紹
小川正賢（科学教育研究科科学教育専攻教
介する。
授）
北原和夫（科学教育研究科科学教育専攻教
授）

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭（地
学）向け

22,450円

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月16日

平263021855602号

03-5228-8717

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

平成26年5月7日～
平成26年5月16日

平263021855603号

03-5228-8717

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

平26平成26年4月22日～平
30219成26年5月31日
55387号

047-472-7260

http://www.tohou.ac.jp/

東京理科大学

理科授業の達人への道（中学
校・高等学校地学）

東京理科大学

藤嶋昭(東京理科大学学長)
川村康文（理学部第一部物理学科教授）
永野勝裕(理工学部教養講師)
小川正賢（科学教育研究科科学教育専攻教
授）
北原和夫（科学教育研究科科学教育専攻教
これからの科学教育の方向を整理するとともに、小・中・高
授）
理科授業の達人への道（中学校 等学校の接続を視野に入れた多くの実験を行い、実験時で
長谷川純一（総合教育機構教職支援センター
理科・小学校理科専科）
の安全指導や電子顕微鏡、偏光顕微鏡など高度機器の使
特任教員）
用法を研修し、授業で活用できる教材を開発していく。
松原秀成（総合教育機構教職支援センター特
任教員）
榎本成己（総合教育機構教職支援センター特
任教員）
菅井悟（総合教育機構教職支援センター特任
教員）

東京都新宿区

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

中学校理科教
諭・小学校理科
専科教員向け

32,950円

20人

東邦大学

伊豆諸島の生物を対象にしたフィールドワークを行い、身近
フィールドワークを通して学ぶ島 な島々において島の生物の具体的な進化が観察できること
の生物の生態と進化ー伊豆諸島 を学ぶ。形態計測や行動観察で得られたデータを解析して 長谷川 雅美（理学部教授）
を中心にー
地理的変異の実態を把握し、野外調査で進化を学ぶ教材
の開発につなげる。

東京都三宅島
村
東京都神津島
村

18時間

平成26年8月19日～平
成26年8月22日

教諭

高等学校教諭
（理科）

50,000円

7人

教諭

中学校教諭・高
等学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年6月14日

平263022354020号

03-3261-7406

http://www.nishogak
usha-u.ac.jp/

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年6月14日

平263022354021号

03-3261-7406

http://www.nishogak
usha-u.ac.jp/

二松学舎大学

二松学舎大学

二松学舎大学

二松学舎大学

生徒理解に基づく支援と指導

本講習では以下の①～③をテーマとする。①不登校等の具
体的な事例を通して今日の中学生・高校生心理について学
ぶ。②中学校・高等学校に在学する発達障害のある生徒へ
の具体的な取り組みについて理解する。③中学生・高校生
の生活指導、キャリア教育としての進路指導の在り方につ
いて学ぶ。なお、本学の選択講習は18時間セット受講のた
め、本講習の対象者を中学校・高等学校国語科教諭又は、
高等学校芸術科書道教諭とする。

現代文の教材と指導法

中学校・高等学校国語の内容として、現代文を指導するた
めの方法について講義する。日本近現代文学作品、評論文 五井 信（文学部教授）
等について、実際に作品を取り上げて、指導上の問題点等 瀧田 浩（文学部教授）
を解説し、受講者が日々の指導に生かせる内容とする。

東京都千代田
区

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭又
は高等学校芸術
科書道教諭

古典の教材と指導法

本講座は、古典の講座として、古文３時間、漢文３時間、計
６時間の講座を実施する。古文講座では、物語や随筆等代
表的な作品を取り上げて、基礎的な指導方法を再確認する
ことを目的とする。漢文講座では、韻文と散文に分けて講義
し、古典教養を深めることを目的とする。

東京都千代田
区

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校教諭・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6月14日

平263022354022号

03-3261-7406

http://www.nishogak
usha-u.ac.jp/

書道の教材と指導法

高等学校芸術科書道の指導に必要な基礎的な知識、技術 髙澤 浩一（文学部准教授）
を再確認する。内容は、仮名、漢字仮名交じり、草書、楷
福島 一浩（文学部特別招聘教授）
書、行書、隷書の書の実技指導を含め、指導上の工夫やポ 源川 進（文学部教授）
イントについて解説する。

東京都千代田
区

6時間 平成26年8月8日

教諭

高等学校芸術科
書道教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年6月14日

平263022354023号

03-3261-7406

http://www.nishogak
usha-u.ac.jp/

榎本 善紀（文学部特別招聘教授）
小渕 朝男（文学部教授）
改田 明子（文学部教授）
芝田 周一（教職支援センター特命教授）
町田 哲夫（教職支援センター特命教授）
若井田 正文（東京農業大学総合研究所客員
教授）

磯 水絵（文学部教授）
山崎 正伸（文学部教授）
家井 眞（文学部教授）
高山 節也（文学部教授）

東京都千代田
区

6時間 平成26年8月6日
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平成２６年度（第３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

7,000円

240人

平成26年5月9日～
平成26年5月23日

平263022653759号

03-5298-6172

http://www.kyoikuu.jp/

日本教育大学院 スピーチ・スキルとプレゼンテー
大学
ション

この講習では、教員に必要な「スピーチ・スキル」と「プレゼ
ンテーション能力」について講義と実践を行う。より良い授業
を展開するためには、授業で取り扱うべき内容を生徒に分
内田友美（学校教育研究科特任教授）
かりやすく伝達する必要があるが、その際に不可欠なのが
影島香代子（フリーアナウンサー）
「分かりやすい話し方」と「分かりやすい提示の仕方」であ
る。このような観点に基づく講義と実践を通じて、受講者の
授業力の向上を目指すのが本講習の狙いである。

東京都千代田
区

6時間 平成26年7月30日

スピーチ・スキル
教諭
とプレゼンテー
養護教諭 ションに興味のあ
る教員

日本教育大学院
創造性教育とその進め方
大学

この講習では「創造性教育とは何か」を議論の端緒としなが
ら、その必要性、進め方、創造的な思考・創造的解決技法、
創造性教育のあり方について検討する。本講習の狙いは、
学校での多様な問題を解決できる力を持たせることと、生徒
高橋誠(学校教育研究科特任教授)
たちの問題解決力を育成できる力を養うことである。演習で
は近年の学校教育の大きな課題である【いじめの対策】を
採り上げ、創造技法を用いてグループで解決策を考える、と
いう内容を予定している。

東京都千代田
区

6時間 平成26年7月31日

教諭
創造性教育に興
養護教諭 味のある教員

7,000円

120人

平成26年5月9日～
平成26年5月23日

平263022653760号

03-5298-6172

http://www.kyoikuu.jp/

日本教育大学院
学校経営
大学

この講習では「学校経営とは何か」というテーマのもと、「私
立学校と公立学校の違い」、「校長のリーダーシップ」、「教
育法規」を柱として、教員として必要な知識や力量を高める 川合正(東洋大学経営企画室参与)
東京都千代田
内容を取り扱う予定である。また、受講者が自らが現場で直 大隅心平(学校教育研究科特任教授)
区
面している問題や課題意識を持ち寄り、それを受講者同士 吉田幸一（神奈川県立七里ガ浜高等学校校長）
や講師と共有することで、より具体的な知見を身に付けるこ
とを目指したい。

6時間 平成26年8月1日

教諭
学校経営に関心
養護教諭 のある教員

7,000円

120人

平成26年5月9日～
平成26年5月23日

平263022653761号

03-5298-6172

http://www.kyoikuu.jp/

日本教育大学院
海外の教育事情
大学

この講習では海外の教育、特に日本に多大な影響を与えて
きたアメリカの学校教育と、近年ＰＩＳＡ型学力への関心の高
まりとともに注目されているフィンランドの学校教育について 吉良直(学校教育研究科教授)
採り上げる。両国の学校教育の特徴や教育改革の動向、ユ 北川達夫(学校教育研究科客員教授)
ニークな教育方法などを通じ、そこから我が国の学校教育
への教訓を導き出す講習としたい。

東京都千代田
区

6時間 平成26年8月6日

アメリカ及びフィン
教諭
ランドの教育に興
養護教諭
味のある教員

7,000円

平成26年5月9日～
240人
平成26年5月23日

平263022653762号

03-5298-6172

http://www.kyoikuu.jp/

日本教育大学院
生徒指導と特別活動
大学

この講習では「生徒指導」、「特別活動」というテーマを扱う。
近年重要視されているこれらの事項について、教員として必
要な知識や力量を高める内容を取り扱う。また、受講者が 大隅心平（学校教育研究科特任教授）
自らが現場で直面している問題や課題意識を持ち寄り、そ 小林昭文（学校教育研究科非常勤講師）
れを受講者同士や講師と共有することで、より具体的な知
見を身に付けることを目指したい。

東京都千代田
区

6時間 平成26年8月7日

生徒指導及び特
教諭
別活動指導に興
養護教諭
味のある教員

7,000円

240人

平成26年5月9日～
平成26年5月23日

平263022653763号

03-5298-6172

http://www.kyoikuu.jp/

日本教育大学院
21世紀の教育
大学

この講習は、次代の求める教育を深く理解し、どのようにし
たらニーズに合った教育を子どもたちに提供できるかを検
討する。変化の激しい現代を子どもたちが幸せに生き抜く為
熊平美香(学校教育研究科学長)
に新たに習得しなければならない力について、欧米におけ
る実践研究に基づき紹介する。また、先生自らが新しい力を
「実践」するヒントを提供する。

東京都千代田
区

6時間 平成26年8月8日

教諭
次代の教育に興
養護教諭 味のある教員

7,000円

120人

平成26年5月9日～
平成26年5月23日

平263022653764号

03-5298-6172

http://www.kyoikuu.jp/

東京都千代田
区

6時間 平成26年8月20日

カウンセリング及
教諭
び学校教育相談
養護教諭 に興味のある教
員

7,000円

120人

平成26年5月9日～
平成26年5月23日

平263022653765号

03-5298-6172

http://www.kyoikuu.jp/

日本教育大学院
ディベート教育
大学

この講習のテーマは「言語力養成の教育にどう応えるか」で
ある。今、なぜ、全教科や科目などに言語力が求められて
いるのか、思考力・判断力・表現力等の育成にどう応えるか
というトピックを端緒としながら、様々な言語活動（対話・討 花田修一(学校教育研究科教授)
論など）をどう活用すればよいのか、学校でディベート教育
がなぜ有効なのか、ディベート教育の演習にどう参画すれ
ばよいのか、という具体的な内容を取り扱う。

東京都千代田
区

6時間 平成26年8月21日

教諭
ディベート教育に
養護教諭 興味のある教員

7,000円

120人

平成26年5月9日～
平成26年5月23日

平263022653766号

03-5298-6172

http://www.kyoikuu.jp/

日本教育大学院
ＩＣＴ教育とメディア・リテラシー
大学

この講習では「学校でのＩＣＴ（Information and
Communication Technology）機材の活用」、「情報セキュリ
ティ」、「メディア・リテラシー」を柱として、これからの教員に
斎藤俊則(学校教育研究科准教授)
求められる知識と実践力を高める内容を取り扱う。また、受
杉浦学(山梨英和大学専任教師）
講者が自らが現場で直面している問題や課題意識を持ち寄
り、それを受講者同士や講師と共有することで、より具体的
な知見を身に付けることを目指したい。

東京都千代田
区

6時間 平成26年8月22日

ＩＣＴ教育及びメ
教諭
ディア・リテラシー
養護教諭 に興味のある教
員

7,000円

120人

平成26年5月9日～
平成26年5月23日

平263022653767号

03-5298-6172

http://www.kyoikuu.jp/

「基礎的な学力」と「基礎・基本を活用する学力」を育てるた
めの授業づくりとICT活用を講義と演習を通して学ぶ。その
際、具体的な教材を用いてグループごとに単元案や授業案 吉崎静夫（人間社会学部教授）
の作成を行い、その成果を参加者一同で共有する。また、 辻靖彦（放送大学准教授）
ICT活用については、グループ・ワークを取り入れて参加型
の学習を展開する。

東京都文京区

6時間 平成26年8月20日

6,000円

60人

平成26年4月21日～
平成26年6月20日

平263023054455号

03-5981-3777

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

6,000円

60人

平成26年4月21日～
平成26年6月20日

平263023054456号

03-5981-3777

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

この講習では、学校教育相談（スクールカウンセリング）とは
何か、学校教育相談の実践上のポイント、演習、課題につ
日本教育大学院 カウンセリングとコミュニケーショ いて、教員として必要な知識と実践力を高める内容を取り扱 大野精一（学校教育研究科教授）
大学
ン
う。受講者が自らが現場で直面している問題や課題意識を 黒石憲洋（学校教育研究科准教授）
持ち寄り、それを受講者同士や講師と共有することで、より
具体的な知見を身に付けることを目指したい。

日本女子大学

学力向上のための授業づくりと
ICT活用

日本女子大学

体罰、いじめ、学校事故、個人情報の漏洩等、教育実践、
生徒指導に関わる「紛争」が頻繁に発生するようになってい
事例で学ぶ、いじめ、体罰、学校 る。この講座では、頻発、多様化する学校教育紛争への対 坂田仰（教職教育開発センター教授）
事故
応として、教員に求められる知識、技能等について、講義と 黒川雅子（淑徳大学准教授）
演習を織り交ぜながら、理解を深めていく予定である。尚、 山田知代（東京女学館大学専任講師）
演習については、幼稚園・小学校向けと中学校・高校向けク
ラスに分けて実施予定である。

東京都文京区

6時間 平成26年8月21日
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教諭

小・中・高教諭

幼・小・中・高・中
教諭
等・特別支援学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

平成２６年度（第３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

日本女子大学

講習の名称

特別なニーズのある子どもへの
対応と教員のメンタルヘルス

音楽科指導法（小学校）－鑑賞
武蔵野音楽大学
教材を中心に－

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

小・中・高・中等・
教諭
特別支援学校教
養護教諭
諭、養護教諭

6,000円

60人

平成26年4月21日～
平成26年6月20日

平263023054457号

03-5981-3777

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

6,500円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

平263024554492号

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

6,500円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

6,500円

15人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

6,500円

15人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

6,500円

15人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

発達障害のある子どもや社会性が未熟な子どもたちは、学
校生活において多様な不適応をおこしやすい。また、このよ
うな子どもたちをクラスに抱えた教師は、対応の困難さとそ
の負担の多さから心理的な健康を損なうことが少なからず
大山智子（東京学芸大学非常勤講師）
ある。本講習は特別な対応が求められる子どもたちへの適
切な支援のために留意すべき点や教員のメンタルヘルスの
問題を予防するために必要な知識を学んでいただくことを目
的とする。

東京都文京区

6時間 平成26年8月22日

小学校の鑑賞活動を中心に、曲想とその変化、音楽を形づ
くっている要素とのかかわりを感じ取り、それらを言葉で表 嶋 英治(東京都教職員研修センター授業力
す指導のあり方について、場面を想定しながら実践的に研 向上課教授)
修する。

東京都練馬区

6時間 平成26年7月22日

教諭

田口 宗明(音楽学部教授)

東京都練馬区

6時間 平成26年7月22日

教諭

三ッ石 潤司(音楽学部教授)

東京都練馬区

6時間 平成26年7月22日

教諭

野崎 勇喜夫(音楽学部准教授)

東京都練馬区

6時間 平成26年7月22日

教諭

野崎 勇喜夫(音楽学部准教授)

東京都練馬区

6時間 平成26年7月23日

教諭

中学校・高等学校の歌唱教材を中心に、歌唱表現に必要な
歌唱表現 －その指導の深化を
発声の技法、楽曲の解釈と表現の工夫について、実践的に
求めて－
研修する。
課外活動の指導も視野に入れ、歌曲や合唱曲の伴奏に際
伴奏法（ピアノ） －歌曲、合唱曲
武蔵野音楽大学
して必要な知識・技術、楽曲の解釈と表現の工夫等につい
を中心に－
て、実践的に研修する。
課外活動の指導も視野に入れ、吹奏楽・リコーダー合奏・合
編曲法 －器楽、合唱教材を中心
武蔵野音楽大学
唱曲の編曲に際して、必要な知識・技術等について、実践
に－
的に研修する。
課外活動の指導も視野に入れ、吹奏楽・リコーダー合奏・合
編曲法 －器楽、合唱教材を中心
武蔵野音楽大学
唱曲の編曲に際して、必要な知識・技術等について、実践
に－
的に研修する。
武蔵野音楽大学

小学校教諭
小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）
小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）
小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）
小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）

受講者募集期間

認定番号

平263024554493号
平263024554494号
平263024554495号
平263024554496号

電話番号

ＵＲＬ

武蔵野音楽大学

さまざまな形態の合奏、表現によるアンサンブルを通して、
器楽指導法 －パーカッションア
イメージや音素材の特徴を生かし、楽器や身体により即興 柳沼 輝子(元音楽学部非常勤講師)
ンサンブル－
的に表現する指導のあり方について、実践的に研修する。

東京都練馬区

6時間 平成26年7月22日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）

6,500円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

平263024554497号

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

武蔵野音楽大学

さまざまな形態の合奏、表現によるアンサンブルを通して、
器楽指導法 －パーカッションア
イメージや音素材の特徴を生かし、楽器や身体により即興 柳沼 輝子(元音楽学部非常勤講師)
ンサンブル－
的に表現する指導のあり方について、実践的に研修する。

東京都練馬区

6時間 平成26年7月23日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）

6,500円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

平263024554498号

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

武蔵野音楽大学

課外活動の指導も視野に入れ、合唱表現に必要な発声の
合唱研究－その指導の深化を求
指導、楽曲の解釈と表現の工夫、指揮者の意図を伝える指 栗山 文昭(音楽学部教授)
めて－
揮の技術や伴奏の工夫等について、実践的に研究する。

東京都練馬区

6時間 平成26年7月22日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）

6,500円

60人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

平263024554499号

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

武蔵野音楽大学

課外活動の指導も視野に入れ、合唱表現に必要な発声の
合唱研究－その指導の深化を求
指導、楽曲の解釈と表現の工夫、指揮者の意図を伝える指 栗山 文昭(音楽学部教授)
めて－
揮の技術や伴奏の工夫等について、実践的に研究する。

東京都練馬区

6時間 平成26年7月23日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）

6,500円

60人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

平263024554500号

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

東京都練馬区

6時間 平成26年7月22日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）

6,500円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

平263024554501号

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

東京都練馬区

6時間 平成26年7月22日

教諭

中学校・高等学
校教諭（音楽）

6,500円

45人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

平263024554502号

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

武蔵野音楽大学 吹奏楽研究－指揮法の基本－

課外活動の指導も視野に入れ、吹奏楽の指導に必要な指
揮法の基本、楽器の特性についての知識、楽曲の解釈と表
佐藤 正人(音楽学部非常勤講師)
現法、発達段階に応じた楽曲の選択等について、実践的に
研究する。

中・高等学校の日本の伝統音楽の鑑賞活動を中心に、音
楽を形づくっている要素や構造と曲想とのかかわり、音楽の
音楽科指導法（中・高校）－日本
武蔵野音楽大学
特徴と文化・歴史とのかかわりなどの視点から、それらを言 薦田 治子（音楽学部教授）
の伝統音楽の鑑賞を中心に－
葉で説明する指導のあり方について、場面を想定しながら
実践的に研修する。
音楽科指導法（小学校）－歌唱
武蔵野音楽大学
教材を中心に－

小学校の歌唱活動を中心に、曲想を感じ取って歌詞の内容
や曲想にふさわしい表現を工夫し、自分の思いや意図を
嘉手納 洋子（飛田給小学校講師）
もって歌うことの指導について、場面を想定しながら実践的
に研修する。

東京都練馬区

6時間 平成26年7月23日

教諭

小学校教諭

6,500円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

平263024554503号

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

音楽科指導法（小学校）－歌唱
武蔵野音楽大学
教材を中心に－

小学校の歌唱活動を中心に、曲想を感じ取って歌詞の内容
や曲想にふさわしい表現を工夫し、自分の思いや意図を
嘉手納 洋子（飛田給小学校講師）
もって歌うことの指導について、場面を想定しながら実践的
に研修する。

東京都練馬区

6時間 平成26年7月24日

教諭

小学校教諭

6,500円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

平263024554504号

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

東京都練馬区

6時間 平成26年7月23日

教諭

中学校・高等学
校教諭（音楽）

6,500円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

平263024554505号

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

東京都練馬区

6時間 平成26年7月23日

教諭

6,500円

20人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

吉澤 実（横浜国立大学非常勤講師、東京藝
東京都練馬区
術大学音楽学部非常勤講師）

6時間 平成26年7月23日

教諭

6,500円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

吉澤 実（横浜国立大学非常勤講師、東京藝
東京都練馬区
術大学音楽学部非常勤講師）

6時間 平成26年7月24日

教諭

6,500円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

前田

淳（音楽学部准教授）

東京都練馬区

6時間 平成26年7月23日

教諭

6,500円

10人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

杉浦

聡（音楽学部非常勤講師）

東京都練馬区

6時間 平成26年7月24日

教諭

6,500円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

東京都練馬区

6時間 平成26年7月24日

教諭

6,500円

15人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

武蔵野音楽大学

武蔵野音楽大学

武蔵野音楽大学

武蔵野音楽大学

武蔵野音楽大学

武蔵野音楽大学

武蔵野音楽大学

中・高等学校の歌唱活動を中心に、歌詞や曲想とのかかわ 彌政 きょう介（大田区教育委員会教育相談
音楽科指導法（中・高校）－歌唱
り、声部の役割や全体の響きに注意しながら表現を工夫す 員、私立蒲田女子高等学校幼児教育コース講
教材を中心に－
る指導について、場面を想定しながら実践的に研修する。 師）
課外活動の指導も視野に入れ、歌曲や合唱曲の伴奏に際
伴奏法（ピアノ） －歌曲、合唱曲
して必要な知識・技術、楽曲の解釈と表現の工夫等につい
を中心に－
て、実践的に研修する。
小・中・高等学校のリコーダー活動を中心に、楽器の特徴を
器楽指導法－リコーダー指導を
生かしたアンサンブルの工夫等その指導のあり方につい
中心に－
て、実践的に研修する。
小・中・高等学校のリコーダー活動を中心に、楽器の特徴を
器楽指導法－リコーダー指導を
生かしたアンサンブルの工夫等その指導のあり方につい
中心に－
て、実践的に研修する。
課外活動の指導も視野に入れ、吹奏楽の指導に必要な指
吹奏楽研究－指揮法の基本－ 揮法の基本、楽器の特性についての知識、楽曲の解釈と表
現法を実践的に研究する。
和楽器の指導について、特に箏、三味線を中心に、楽器の
日本伝統音楽の研究－箏、三味
特性や奏法の理解、教材の取り扱い等指導上の配慮や指
線の指導法－
導法の工夫について、実践的に研究する。
課外活動の指導も視野に入れ、歌曲や合唱曲の伴奏に際
伴奏法（ピアノ） －歌曲、合唱曲
して必要な知識・技術、楽曲の解釈と表現の工夫等につい
を中心に－
て、実践的に研修する。

小池 ちとせ（音楽学部准教授）

子安 ゆかり（音楽学部講師）
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小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）
小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）
小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）
小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）
小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）
小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）

平263024554506号
平263024554507号
平263024554508号
平263024554509号
平263024554510号
平263024554511号

平成２６年度（第３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

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

東京都練馬区

6時間 平成26年7月24日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）

6,500円

15人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

平263024554512号

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

小・中・高等学校の器楽活動を中心に、曲想や楽器の特徴
音楽科指導法－器楽教材を中心 を生かした表現の工夫、音楽を形づくっている要素や全体
武蔵野音楽大学
宮﨑 幸次（音楽学部教授）
に－
の響きとのかかわりを理解して表現を工夫する指導等につ
いて、実践的に研修する。

東京都練馬区

6時間 平成26年7月24日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）

6,500円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

平263024554513号

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

さまざまな形態の合奏、表現によるアンサンブルを通して、
器楽指導法 －パーカッションア
イメージや音素材の特徴を生かし、楽器や身体により即興 田内 千代（音楽学部講師）
ンサンブル－
的に表現する指導のあり方について、実践的に研修する。

東京都練馬区

6時間 平成26年7月24日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）

6,500円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

平263024554514号

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

東京都練馬区

6時間 平成26年7月24日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
教諭（音楽）

6,500円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月15日

平263024554515号

03-39921121(代)

http://www.musashin
o-music.ac.jp

50人

・本学卒業生：平成26年4月21日
～平成26年4月25日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年4月21日～平成26
年4月25日
・一般：平成26年5月7日～平成
26年6月27日

平263025055931号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

50人

・本学卒業生：平成26年4月21日
～平成26年4月25日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年4月21日～平成26
年4月25日
・一般：平成26年5月7日～平成
26年6月27日

平263025055932号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

50人

・本学卒業生：平成26年4月21日
～平成26年4月25日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年4月21日～平成26
年4月25日
・一般：平成26年5月7日～平成
26年6月27日

平263025055933号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

30人

・本学卒業生：平成26年4月21日
～平成26年4月25日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年4月21日～平成26
年4月25日
・一般：平成26年5月7日～平成
26年6月27日

平263025055934号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

40人

・本学卒業生：平成26年4月21日
～平成26年4月25日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年4月21日～平成26
年4月25日
・一般：平成26年5月7日～平成
26年6月27日

平263025055935号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

30人

・本学卒業生：平成26年4月21日
～平成26年4月25日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年4月21日～平成26
年4月25日
・一般：平成26年5月7日～平成
26年6月27日

平263025055936号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

武蔵野音楽大学

武蔵野音楽大学

課外活動の指導も視野に入れ、吹奏楽・リコーダー合奏・合
編曲法 －器楽、合唱教材を中心
唱曲の編曲に際して、必要な知識・技術等について、実践 川辺
に－
的に研修する。

担当講師

真（音楽学部教授）

小・中・高等学校および特別支援学校において、特別の支
援を必要とする子どもに対する音楽活動ではどのような配
武蔵野音楽大学 特別支援教育における音楽指導 慮が必要か。また、音楽活動を通してどのようにかかわった 土野 研治（日本大学芸術学部教授）
らよいか、必要な知識・技術等について、実践的に研修す
る。

明星大学

明星大学

明星大学

明星大学

明星大学

明星大学

小学校書写（毛筆）授業の改善

子どもの育ちを支援する教育相
談の考え方・進め方

小学生が手書き文字に興味を持ち、書写に楽しく取り組め
るようにするための授業構想を考える。小学校の毛筆入門 小野寺 文子（教育学部 非常勤講師）
期の基本的なことを取り上げる。

第一に、教育相談の現状からその今日的意義を理解し、児
童生徒の理解と支援に必要となる教育相談の基本的事項
と相談の組み立てや実践の理論を学び取ります。第二に、 福田 憲明（人文学部 教授）
不登校・いじめと言った教育相談の対象となる諸問題を各
論で扱い、相談技術の実践力を習得します。

学習指導要領は、「生きる力」をはぐくむことを基本理念に
し、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな身体」のバランスの
体育で豊かな心と健やかな体は とれた育成を重視している。また、この教育理念の実現には
今福 一寿（教育学部 教授）
なぜ育まれるのか
「生きる力」の理念を共有することの重要性を述べている。
本講座では、「生きる力」について具体的に考えながら、体
育がこの教育理念の実現に果たす可能性について学ぶ。

初心者のための情報リテラシー

今日、教育現場では、教員による情報活用能力が不可欠と
なっています。そこで、本講習の前半では講義として、イン
ターネット社会で必要な情報モラルとしてのルールとマナー
やサイバー犯罪等を学び、後半では演習として、教育現場 榎本 立雄（教育学部 准教授）
で活用できる成績管理表を題材に、表計算ソフトの基礎を
学びます。本講習では、パソコンの初心者（文書入力の経
験がある者）の方を対象としています。

「考える力」を培うための技能を
養おう － 質的統合法（ＫＪ法）
の活用 －

生きて働く知識を獲得するには、言語概念と経験（体験）を
イメージによって媒介した思考・判断・表現などの言語活動
によって緊密に結びつける必要がある。つまり、単なる言語
操作だけの受動的な暗記学習では問題意識が希薄になり、 青木 秀雄（教育学部 教授）
学習意欲が損なわれ現実（経験）との接点が明確ではなく
なる。「考える力」を培う授業を社会科や国語等で実現する
ために、本講座ではＫＪ法を用いた演習を主に展開する。

「理科離れ・学力低下」が叫ばれている。根本的解決のため
には児童・生徒に科学を学ぶことの有効性と楽しさを体験さ
子どもたちと教師が共にワクワク
せたい。「楽しい科学の授業」を創造するための考え方とそ 小原 茂巳（教育学部 特任准教授）
できる「理科の授業」の創造
の処方箋を実験・事例研究等を通して示す。理科苦手の先
生も歓迎！

東京都日野市

東京都日野市

東京都日野市

東京都日野市

東京都日野市

東京都日野市

6時間 平成26年7月30日

6時間 平成26年7月30日

6時間 平成26年7月31日

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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教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

教諭

小学校教諭

小学校教諭・中
学校教諭

小学校教諭・中
学校教諭(保健体
育）

小学校教諭・中
学校教諭

小学校教諭・中
学校教諭(国語・
社会）

小学校教諭

6,000円

7,000円

6,000円

6,000円

6,000円

6,000円

平成２６年度（第３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

明星大学

明星大学

明星大学

明星大学

明星大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

体育でも音楽でも美術でも、そして英語でも、技能の指導法
とは、指導者自身がその技能を体得していることが大前提
となるが、英語の聴解・音読指導においては、その前提を無
視した指導がなされていることがある。本講座では、聴解・
音読指導の前提となる技能を演習形式で体験し、それに基
《速修》英語の聴解・音読の極意
笠原 順路（教育学部 教授）
づき、効果的な指導法を考えます。なお、講座の内容は、イ
ギリス英語で録音された教材を用い、概ね英検２級～準１
級のレベルの方を対象とします。また、演習はWindows PC
上で行い、修了認定試験はWordによる文書作成となりま
す。

保育の中のコミュニケーションと
子育ち･子育て

道徳の授業づくり入門

保育の現状と幼稚園教育要領・保育所保育指針の内容を
押さえながら世界で進められている乳幼児保育改革に触
れ、日本の保育の課題について考える。更に乳幼児の自我 赤沼 陽子（教育学部 特任准教授）
と社会性の発達過程を学習しコミュニケーションを育てる保
育のあり方を演習形式で学ぶ。

”道徳の時間の指導の基本事項を理解し学習指導案が作
成できる”また、”児童の反応を即した授業展開ができる”こ
とを目的として、道徳の時間の特質、道徳の授業を行う教師
岩木 晃範（教育学部 非常勤講師）
の基本姿勢を明らかにする。小学校の道徳授業で実際に扱
う道徳資料を使い、資料分析の仕方・発問構成等の内容を
含んだ学習指導案を作成する。

新学習指導要領に明確に示されたＰＩＳＡ型読解力に関わる
指導内容をどのように指導するのか。教材に即して「読むこ
PISA型読解力の育成の視点から
と」の学習の改善点と方策を提案します。新学習指導要領 長谷川 清之（教育学部 非常勤講師）
の国語科の授業改善
国語科｢読むこと｣の指導内容についての改善視点を理解
し、授業改善の構想と方策を考えます。

現代の生活の利便性や飽食は、子どもの生活習慣病など
の様々な健康問題を引き起こしている。また、偏食や朝食
子どもを元気にするスポーツと食 欠食等の食生活の乱れが、学力低下を引き起こす一因であ
笹原 千穂子（教育学部 准教授）
育の実践
ることも指摘されている。本講座では、児童・生徒の食生活
や身体活動量の実態を把握した上で、健康的な生活改善
へ向けてのアプローチを講義や討議を通して検討する。

明星大学

歴史学習では、生徒に知識を与える系統主義的な学習と、
児童・生徒に考えさせる問題解決的な学習のバランスをとる
社会史研究の成果を生かした歴 必要がある。調べて発表する学習は、そのためには有効な
小林 一岳（人文科学分野 教授）
史学習の試み
学習方法である。この講座では、日本中世の社会史研究の
成果を生かした歴史学習について、実際に演習を行いなが
ら考える。

明星大学

子どもが変わり、親が変わった。学校を取り巻く環境や状況
の変化は大きくそして著しい。多くの教師は保護者との対応
や連携のあり方など生徒指導上の様々な対応に苦慮してい
「保護者対応」等を通して生徒指 る。この講座では、保護者対応等の喫緊の課題を取り上げ
郡司 常雄（教育学部 非常勤講師）
導のあり方を考える
る中で、これからの生徒指導のあり方、保護者との望ましい
対応や連携のあり方等について具体的事例をもとに、受講
者相互の情報交換や討議、講義等を通して考えていきた
い。

講習の開催地

東京都日野市

東京都日野市

東京都日野市

東京都日野市

東京都日野市

東京都日野市

東京都日野市

時間数

講習の期間

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8日

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年8月9日

6時間 平成26年8月9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

中学校教諭（英
語）・高等学校教
諭（英語）

幼稚園教諭・小
学校教諭

小学校教諭

小学校教諭

小学校教諭・中
学校教諭(保健体
育）

小学校教諭・中
学校教諭(社会)・
高等学校教諭
（地理歴史）

小学校教諭・中
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

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

25人

・本学卒業生：平成26年4月21日
～平成26年4月25日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年4月21日～平成26
年4月25日
・一般：平成26年5月7日～平成
26年6月27日

平263025055937号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

50人

・本学卒業生：平成26年4月21日
～平成26年4月25日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年4月21日～平成26
年4月25日
・一般：平成26年5月7日～平成
26年6月27日

平263025055938号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

30人

・本学卒業生：平成26年4月21日
～平成26年4月25日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年4月21日～平成26
年4月25日
・一般：平成26年5月7日～平成
26年6月27日

平263025055939号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

50人

・本学卒業生：平成26年4月21日
～平成26年4月25日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年4月21日～平成26
年4月25日
・一般：平成26年5月7日～平成
26年6月27日

平263025055940号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

50人

・本学卒業生：平成26年4月21日
～平成26年4月25日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年4月21日～平成26
年4月25日
・一般：平成26年5月7日～平成
26年6月27日

平263025055941号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

40人

・本学卒業生：平成26年4月21日
～平成26年4月25日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年4月21日～平成26
年4月25日
・一般：平成26年5月7日～平成
26年6月27日

平263025055942号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

50人

・本学卒業生：平成26年4月21日
～平成26年4月25日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年4月21日～平成26
年4月25日
・一般：平成26年5月7日～平成
26年6月27日

平263025055943号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

平成２６年度（第３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

明星大学

「理科離れ・学力低下」が叫ばれている。根本的解決のため
には児童・生徒に科学を学ぶことの有効性と楽しさを体験さ
子どもたちと教師が共にワクワク
せたい。「楽しい科学の授業」を創造するための考え方とそ 小原 茂巳（教育学部 特任准教授）
できる「理科の授業」の創造
の処方箋を実験・事例研究等を通して示す。理科苦手の先
生も歓迎！

明星大学

現行の小学校外国語活動指導要領を尊重した上で、その
指導を中学校で生かし中学校英語につなげるものとするた
めに小学校でどのように指導をしていけばよいのか、その
小学校外国語活動入門 ～中学
授業内容と組み立てについて考える。講義では外国語習得
校英語が楽しくなるような小中連
伊藤 摂子（教育学部 非常勤講師）
の基礎的な理論や指導法を紹介し、発音やイントネーション
携を目指して～
の演習を行う。また、外国語活動の指導において注意すべ
き点を紹介し、小学生の児童が楽しい中にもしっかりと学び
がある外国語活動について考察する。

今日、教育現場では、教員による情報活用能力が不可欠と
なっています。そこで、本講習の前半では講義として、イン
ターネット社会で必要な情報モラルとしてのルールとマナー
やサイバー犯罪等を学び、後半では演習として、教育現場 榎本 立雄（教育学部 准教授）
で活用できる成績管理表を題材に、表計算ソフトの基礎を
学びます。本講習では、パソコンの初心者（文書入力の経
験がある者）の方を対象としています。

明星大学

初心者のための情報リテラシー

明星大学

１、通常の学級に在籍する児童・生徒の「困り感」への具体
的な支援の方法を考える。２、偏りのある子どもが在籍する
学級における学級経営の工夫について考える。３、アセスメ
通常の学級に在籍する発達に偏
ントを活用した個別指導計画、個別の教育支援計画の作成
りのある児童・生徒への指導・支
森下 由規子（教育学部 准教授）
の仕方を経験する。４、年齢とともに姿をかえていく発達に
援の在り方を考える
偏りのある子どもたちの将来を考える。５、学校間の連携の
大切さと、支援の連続性を持つ意味を知り、今できる支援に
ついて具体的に提案する。

明星大学

明星大学

明星大学

「理科離れ・学力低下」が叫ばれている。根本的解決のため
には児童・生徒に科学を学ぶことの有効性と楽しさを体験さ
子どもたちと教師が共にワクワク
せたい。「楽しい科学の授業」を創造するための考え方とそ 小原 茂巳（教育学部 特任准教授）
できる「理科の授業」の創造
の処方箋を実験・事例研究等を通して示す。理科苦手の先
生も歓迎！

子どもの育ちを支援する教育相
談の考え方・進め方

いのちから保育・教育を考える

第一に、教育相談の現状からその今日的意義を理解し、児
童生徒の理解と支援に必要となる教育相談の基本的事項
と相談の組み立てや実践の理論を学び取ります。第二に、 福田 憲明（人文学部 教授）
不登校・いじめと言った教育相談の対象となる諸問題を各
論で扱い、相談技術の実践力を習得します。

子どものいのちと保育・教育の在り方をテーマに講義する。
特にいじめといのちとの関係を取り上げて、保育・教育にお
いていじめをどのように考え、取り組むべきかを演習形式を 岡本 富郎（教育学部 教授）
取り入れながら学び、いのちとは何か、生と死の保育・教育
の必要性を考える。

講習の開催地

東京都日野市

東京都日野市

東京都日野市

東京都日野市

東京都日野市

東京都日野市

東京都日野市

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19日

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年12月13日

6時間 平成26年12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

教諭

小学校教諭

小学校教諭・中
学校教諭（英語）

小学校教諭・中
学校教諭

小学校教諭・中
学校教諭・高等
学校教諭

小学校教諭

小学校教諭・中
学校教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭・中学
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

7,000円

6,000円

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

30人

・本学卒業生：平成26年4月21日
～平成26年4月25日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年4月21日～平成26
年4月25日
・一般：平成26年5月7日～平成
26年6月27日

平263025055944号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

50人

・本学卒業生：平成26年4月21日
～平成26年4月25日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年4月21日～平成26
年4月25日
・一般：平成26年5月7日～平成
26年6月27日

平263025055945号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

30人

・本学卒業生：平成26年4月21日
～平成26年4月25日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年4月21日～平成26
年4月25日
・一般：平成26年5月7日～平成
26年6月27日

平263025055946号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

50人

・本学卒業生：平成26年4月21日
～平成26年4月25日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年4月21日～平成26
年4月25日
・一般：平成26年5月7日～平成
26年6月27日

平263025055947号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

30人

・本学卒業生：平成26年4月21日
～平成26年4月25日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年4月21日～平成26
年4月25日
・一般：平成26年5月7日～平成
26年6月27日

平263025055948号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

50人

・本学卒業生：平成26年9月8日
～平成26年9月12日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年9月8日～平成26年
9月12日
・一般：平成26年9月16日～平成
26年10月17日

平263025055949号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

30人

・本学卒業生：平成26年9月8日
～平成26年9月12日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年9月8日～平成26年
9月12日
・一般：平成26年9月16日～平成
26年10月17日

平263025055950号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

平成２６年度（第３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

明星大学

本学で毎年、夏休み時期に近隣の小・中学生を対象に開催
している「夏休み科学体験教室」での実施内容を実例として
取上げ、児童・生徒たちの「科学体験」とはどのようなこと
遊びの中で物質の性質を体験的
か。また、児童・生徒たちへのメッセージをどのように伝える
に学ぶ理科実験 － 二酸化炭素
原田 久志（理工学部 教授）
かを考える。本講座では、「実験を体験」すると同時に裏付
－
けの理論を説明し生活の中での現象と結び付ける方法も考
える。また、実験を行う上での安全面への配慮についても講
義する。

明星大学

現行の小学校外国語活動指導要領を尊重した上で、その
指導を中学校で生かし中学校英語につなげるものとするた
めに小学校でどのように指導をしていけばよいのか、その
小学校外国語活動入門 ～中学
授業内容と組み立てについて考える。講義では外国語習得
校英語が楽しくなるような小中連
伊藤 摂子（教育学部 非常勤講師）
の基礎的な理論や指導法を紹介し、発音やイントネーション
携を目指して～
の演習を行う。また、外国語活動の指導において注意すべ
き点を紹介し、小学生の児童が楽しい中にもしっかりと学び
がある外国語活動について考察する。

特別支援教育には教育・心理・医学・福祉などの学際的知
識が必要な事を踏まえ、知的、発達障害を主に、①アセスメ
ントと個別指導計画（教科指導を中心に）、②問題行動に対 島田 博祐（教育学部 教授）
する指導技法、③医療的支援、④校内外の連携に関する4
領域の実践的知識を習得する。

明星大学

知的障害、発達障害を主対象と
した特別支援教育

明星大学

子どもが変わり、親が変わった。学校を取り巻く環境や状況
の変化は大きくそして著しい。多くの教師は保護者との対応
や連携のあり方など生徒指導上の様々な対応に苦慮してい
「保護者対応」等を通して生徒指 る。この講座では、保護者対応等の喫緊の課題を取り上げ
郡司 常雄（教育学部 非常勤講師）
導のあり方を考える
る中で、これからの生徒指導のあり方、保護者との望ましい
対応や連携のあり方等について具体的事例をもとに、受講
者相互の情報交換や討議、講義等を通して考えていきた
い。

特別支援教育の対象となる児童生徒に対する言語的・非言
語的コミュニケーション行動支援の方法について講義する。
通常学級・特別支援学級に在籍する自閉症児、ＬＤ児等の
有明教育芸術短 障害児のコミュニケーション行動 事例を取り上げ、教員だけでなく他の児童生徒とうまくかか 氏森 英亞（名誉教授）
期大学
支援
わるための集団・個別支援の在り方について考察する。本 杵鞭 広美（子ども教育学科准教授）
講習をとおして、多様なニーズをもつ子どもたちへの個別的
な支援のあり方について理解を深め、今後の指導につなげ
ることを目指す。

有明教育芸術短
子育て支援の現状と課題
期大学

「子育て支援事業の現状の理解」、「子育て支援の取り組み
への提案」、「子育てに携わっている親のニーズへの対
応」、「親の子育てに関する援助の求め方と傾向」の4つの
諸井 泰子（子ども教育学科教授）
事項を主題とし、教育の現場に求められる子育て支援のあ
り方、支援の方法の理解、親子のよりよいコミュニケーション
とは何か等について考え、知識・技能を高める事を目指す。

有明教育芸術短
図画工作の基礎的な指導
期大学

表現材料である紙の扱いを通し、造形の基礎的発想法、指
導法を再考する。身近で廉価ゆえに見落としがちな紙の特
性を捉え直し、概念的・固定的な題材のイメージを開放して 小鴨 成夫（子ども教育学科教授）
個々の発想を広げ、新しい可能性に満ちた題材の可能性を
探る。授業は実技研修形式で行う。

有明教育芸術短
指揮法
期大学

今日、小学校から高校まで、児童生徒に合奏もしくは合唱
により音楽の授業を進める機会は多い。その際、教師が指
揮法を体得しているか否かによって、児童生徒の楽曲への
理解度は大きく違ってくる。殊にクラブ活動などで合唱コン
森本 恭正（芸術教養学科教授）
クール若しくは吹奏楽コンクールへの出場を目指す場合、
指導教諭の指揮能力がその結果を左右するといっても過言
ではない。そこで、器楽、合唱の指揮法の初歩から高い専
門的知識にいたるまで実技指導を伴って指導する。

講習の開催地

東京都日野市

東京都日野市

東京都日野市

東京都日野市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年12月24日

6時間 平成26年12月24日

6時間 平成26年12月25日

6時間 平成26年12月26日

対象職種 主な受講対象者

教諭

教諭

教諭

教諭

小学校教諭・中
学校教諭（理科）

小学校教諭・中
学校教諭（英語）

小学校教諭・中
学校教諭

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

電話番号

ＵＲＬ

30人

・本学卒業生：平成26年9月8日
～平成26年9月12日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年9月8日～平成26年
9月12日
・一般：平成26年9月16日～平成
26年10月17日

平263025055951号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

30人

・本学卒業生：平成26年9月8日
～平成26年9月12日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年9月8日～平成26年
9月12日
・一般：平成26年9月16日～平成
26年10月17日

平263025055952号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

50人

・本学卒業生：平成26年9月8日
～平成26年9月12日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年9月8日～平成26年
9月12日
・一般：平成26年9月16日～平成
26年10月17日

平263025055953号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

6,000円

50人

・本学卒業生：平成26年9月8日
～平成26年9月12日
・インターンシップ提携先（日野
市・八王子市・多摩市・昭島市・
立川市・清瀬市・羽村市・青梅
市・相模原市）の公立小学校・公
立中学校に勤務している現職教
員：平成26年9月8日～平成26年
9月12日
・一般：平成26年9月16日～平成
26年10月17日

平263025055954号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

6,000円

40人

平26平成26年4月16日～平
35090成26年7月5日
53769号

03-5579-6211

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

6,000円

6,000円

6,000円

東京都江東区

6時間 平成26年8月8日

幼稚園、小・中学
教諭
校教諭、
養護教諭 養護教諭、特別
支援学校教諭

東京都江東区

6時間 平成26年8月6日

幼稚園教諭
教諭
小学校教諭
養護教諭
養護教諭

6,000円

30人

平26平成26年4月16日～平
35090成26年7月5日
53770号

03-5579-6211

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

東京都江東区

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園
小学校
中学校教諭
（美術）

6,000円

25人

平26平成26年4月16日～平
35090成26年7月5日
53771号

03-5579-6211

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

東京都江東区

平成26年8月7日～
6時間
平成26年8月8日

教諭

中学校、
高等学校の教諭
（音楽）

6,000円

平26平成26年4月16日～平
25人
35090成26年7月5日
53772号

03-5579-6211

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

98 / 288 ページ

平成２６年度（第３回）
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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

有明教育芸術短
実践 三味線音楽
期大学

初心者～経験者対象で実技中心の講習。楽器と付属品は
貸与。
１．三味線音楽の種類、楽器と付属品に関する知識を、初
心者への説明ポイントを明確にして学ぶ。
２．構えと基本奏法を、教室での座奏も想定して学ぶ。
３．三線譜の読譜と小品演奏を、五線譜と比較しながら学 前原 恵美（芸術教養学科教授）
ぶ。
４．三味線と声のパートの関わり方を、西洋音楽と比較しな
がら学ぶ。
５．創作のポイントをアドバイスする。
６．創作と発表を行い、評価の観点を整理する。

東京都江東区

6時間 平成26年8月22日

有明教育芸術短
発声の基本と日本語歌唱法
期大学

ブレスの基本法、骨格の感じ方、筋肉の使い方、脱力の仕
方等、歌唱時の身体の使い方、また口の開き方、舌の位置
に留意した声の響かせ方などのヨーロッパの歌唱の基本的
な発声法を演習形式で実践。それを活用しつつ、日本語の
大貫 裕子（芸術教養学科教授）
歌唱法を日本歌曲を歌いながら展開していく。美しい日本
語の発語と積極的な音楽の表現を試みる。当講習を受講す
ることによって、実際の音楽の授業での歌唱の指導時や合
唱の指導時に、より充実した内容で取り組むことができる。

東京都江東区

6時間

東京都江東区

6時間 平成26年8月20日

演劇を成立させる条件の一つに「共有」があります。少なくと
も観客と演者は、同じ時間や空間を、同じテーマを、共にし
ます。作り手の思いやセンスに共感ができなくとも、演劇に
はどうしても共有をせざるをえないものが存在します。つまり
有明教育芸術短 演劇的発想を使ったコミュニケー
そこに「共有」がなければそれは演劇ではありません。なら 中野 成樹（芸術教養学科准教授）
期大学
ション
ば演劇的発想とは「共有」を第一に考えることです。この講
座では演劇ワークショップ形式で、みなで身体と頭を動か
し、何が「共有」できるのか／できないのかを試し、学生との
コミュケーション方法の整理を手助けします。
表現運動やダンスを指導する際に、教師自らが必要な、「感
じる」、「独自の発想で捉える」、「思いきり動く」の体験を講
習する。
1）身体の各部を使って思いきり動いたり、様々なリズムに
のって動いたり、踊ることそれ自体の楽しさ、心地よさを体
有明教育芸術短 ダンスの楽しさ、身体表現の心地
験する。
辻元 早苗（芸術教養学科教授）
期大学
よさを体験する
2）動きでスケッチ ― 作品になる題材を見つけ出し、よく観
察し、題材のどこをどのような角度から捉え、それを身体の
動きにしていくかを体験する。
3）時間・空間・力性の要素に変化をつけ、作品にまとめ上げ
るまでを体験する。

平成26年8月21日～
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

小学校、中学校、
高等学校の教諭
(音楽）

6,000円

20人

平26平成26年4月16日～平
35090成26年7月5日
53773号

03-5579-6211

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

教諭

中学校、高等学
校の教諭（音楽）

6,000円

20人

平26平成26年4月16日～平
35090成26年7月5日
53774号

03-5579-6211

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

教諭

小学校、中学校、
高等学校の教諭

6,000円

30人

平26平成26年4月16日～平
35090成26年7月5日
53775号

03-5579-6211

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

6,000円

30人

平26平成26年4月16日～平
35090成26年7月5日
53776号

03-5579-6211

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

東京都江東区

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（保健体
育）

東京都文京区

平成26年8月4日,
平成26年8月5日,
18時間
平成26年8月7日,
平成26年8月8日

教諭

幼稚園教諭

20,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年7月11日

平264001754015号

03-3811-7251

http://www.takehaya
.ac.jp/

東京都文京区

平成26年10月25日,
平成26年11月1日,
18時間
平成26年11月8日,
平成26年11月15日

教諭

幼稚園教諭

20,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年7月11日

平264001754016号

03-3811-7251

http://www.takehaya
.ac.jp/

草苑保育専門学
園芸
校

環境問題が大きく取り上げられる中で、土にふれ、命の神
秘に自ら向き合った経験がなければ自然を守る方法を考え
ていく事はできない。自然環境の理解を深める上でも身近
な植物の果たす役割は大きく、また食べ物としての植物を
高浜 真理子（聖心女子大学園芸サークル指
生き物としてとらえる事で、育てる喜びを知る事は食に対す
導、草苑保育専門学校講師）
る興味を深める為にも大事な事である。食物を栽培する上
での基本を学び、園芸を通して自然を慈しむ心を育てていく
為に、児童幼児向けの園芸を教える為の基礎的要素を身
につける事を目標とする。

東京都豊島区

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

80人

平成26年4月16日～
平成26年7月31日

平264001855191号

03-3953-4016

http://soen.ac.jp

草苑保育専門学
園芸
校

環境問題が大きく取り上げられる中で、土にふれ、命の神
秘に自ら向き合った経験がなければ自然を守る方法を考え
ていく事はできない。自然環境の理解を深める上でも身近
な植物の果たす役割は大きく、また食べ物としての植物を
高浜 真理子（聖心女子大学園芸サークル指
生き物としてとらえる事で、育てる喜びを知る事は食に対す
導、草苑保育専門学校講師）
る興味を深める為にも大事な事である。食物を栽培する上
での基本を学び、園芸を通して自然を慈しむ心を育てていく
為に、児童幼児向けの園芸を教える為の基礎的要素を身
につける事を目標とする。

東京都豊島区

6時間 平成26年12月24日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,000円

80人

平成26年4月16日～
平成26年10月31日

平264001855192号

03-3953-4016

http://soen.ac.jp

幼児期における教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培
う重要な営みである。このため、教員は幼児との信頼関係
を築き幼児によりよい教育活動を創造し提供することが求
竹早教員保育士 教員の資質の向上と指導法の研 められている。教員の資質向上が強く求められていることを
養成所
究
踏まえて教育の充実に取り組む。 １．敬語入門 ２．心と体
の健康づくり ３．食を取り巻く環境を考える ４．幼児に対
する音楽の理論と指導法 ５．幼稚園における遊びと教材
の研究 ６．人間関係づくり

齊藤光一（所長）
河野紀之（副所長）
赤津裕子（専任教員）
清水道代（専任教員）
加藤和子（兼任教員）
佐藤廣子（兼任教員）
畠山範子（兼任教員）
安西豪行（兼任教員）

幼児期における教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培
う重要な営みである。このため、教員は幼児との信頼関係
を築き幼児によりよい教育活動を創造し提供することが求
竹早教員保育士 教員の資質の向上と指導法の研 められている。教員の資質向上が強く求められていることを
養成所
究
踏まえて教育の充実に取り組む。 １．敬語入門 ２．心と体
の健康づくり ３．食を取り巻く環境を考える ４．幼児に対
する音楽の理論と指導法 ５．幼稚園における遊びと教材
の研究 ６．人間関係づくり

齊藤光一（所長）
河野紀之（副所長）
赤津裕子（専任教員）
清水道代（専任教員）
加藤和子（兼任教員）
佐藤廣子（兼任教員）
畠山範子（兼任教員）
安西豪行（兼任教員）
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平成２６年度（第３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

草苑保育専門学
特別支援教育・保育
校

近年、幼稚園から高校（あるいはそれ以上）に至る教育現
場において、いわゆる発達障碍や情緒的な問題・課題を抱
える要支援対象児者が増えてきていることは周知のところで
ある。現場関係者の悩みは尽きることなく、ますます指導困
橋場 隆（筑波大学心理・発達教育相談室心
難性が増大してきている状況にある。ここでは発達障碍に
理、草苑保育専門学校講師）
関する基本的な学びを軸として、発達的な課題を持つ対象
児者に対する理解と対処、付随する保護者への支援、とい
う視点でさまざまなテーマのもとに特別支援教育の方向性と
意義の再確認作業を目的としたい。

草苑保育専門学
特別支援教育・保育
校

近年、幼稚園から高校（あるいはそれ以上）に至る教育現
場において、いわゆる発達障碍や情緒的な問題・課題を抱
える要支援対象児者が増えてきていることは周知のところで
ある。現場関係者の悩みは尽きることなく、ますます指導困
橋場 隆（筑波大学心理・発達教育相談室心
難性が増大してきている状況にある。ここでは発達障碍に
理、草苑保育専門学校講師）
関する基本的な学びを軸として、発達的な課題を持つ対象
児者に対する理解と対処、付随する保護者への支援、とい
う視点でさまざまなテーマのもとに特別支援教育の方向性と
意義の再確認作業を目的としたい。

草苑保育専門学
子どものこころの理解と援助
校

幼児期～思春期にかけて現れやすいこころの問題や病気
について理解を深める。集団力動という視点について理解
福森 高洋（たかつきクリニック臨床心理士、草
を深める。子ども達を取り巻く今日的な環境としてネット環境
東京都豊島区
苑保育専門学校講師）
を取り上げ、ネット依存を含む種々の問題を知り、理解を深
める。

草苑保育専門学 運動遊び、リズム遊びの理解と
校
簡単な実践

最近の子ども達は、運動能力、筋力の低下とリズム感の低
下が著しいといわれる。新しい運動に消極的であったり、友
達とぶつかったり、しっかりと立つ姿勢を保持することができ
なくなっているように思われる。子ども達にとって運動遊び、 湯浅 弘子（日本女子大学桜楓学園非常勤講
リズム遊びは大切である。本講座では遊びの大切さや運動 師、草苑保育専門学校講師）
能力の低下、筋力の低下の原因を考えたり、簡単なリズム
遊び（体育的リトミック等）や、伝承遊びに挑戦してみたいと
思う。（椅子に座ったまま実施）

独立行政法人科 デジタル教材・ICT機器を活用し
学技術振興機構 た授業づくり

◆学習指導要領におけるICTの扱いも含めた、ICT教育の
現状等の全般的な情報を紹介するとともに、小学校、中学
校、高等学校での理科授業におけるICT機器・デジタル教材
の効果的な利活用方法を実例を通して学ぶ
前田 辰雄(理数学習支援センター主任調査員)
東京都江東区
◆「理科ねっとわーく」を中心としたデジタル教材とICT機器 水本 大悟(理数学習支援センター調査員)
の利活用を実習するとともに、授業プランの作成・発表・協
議を通じて、理科授業におけるICT利活用の有効性を学び、
情報活用指導力の向上を目指す

独立行政法人日
本芸術文化振興 伝統芸能にみる日本のこころ
会

独立行政法人日本芸術文化振興会は、我が国の伝統芸能
の保存及び振興を図ることを主要な事業の１つとしており、
５つの劇場で伝統芸能を公開しています。
本講習では、国立劇場ならではの講師による体系的なカリ
キュラムで、実演を交えた講義や、歌舞伎公演鑑賞（入場
料は受講料に含まれる）、舞台見学、邦楽体験等を行いま
す。本講習で受講者が伝統芸能の基礎的な知識を習得し、
学校の授業に役立てていくことを目的としています。

東京都豊島区

東京都豊島区

石橋 健一郎（国立劇場調査養成部 主席芸能
調査役）
猪又 宏治（国立能楽堂部企画制作課 課長）
大木 晃弘（国立劇場制作部歌舞伎課 課長）
嘉数 道彦（国立劇場おきなわ 芸術監督兼企
画制作課長）
東京都千代田
近藤 瑞男（共立女子大学文芸学部 教授）
区
竹内 道敬（元国立音楽大学 教授）
田村 博巳（国立劇場制作部 部長）
農端 徹也（国立劇場調査養成部 部長）
松尾 宰（国立劇場舞台技術部 副部長）
宮丸 直子（伶楽舎）

本講習は「紙の人形劇・ペープサートを作って演じてみよう」
と「じゃれつき遊んで強くなれ」の２つの講座で構成されま
す。
前者は、楽しくあそびながらコミュニケーション能力が高まる
公益財団法人才 幼児教育実践講座
和気瑞江（洗足こども短期大学幼児教育保育
紙の人形劇・ペープサートを実際に体験することを通して、
能開発教育研究 ～ペープサート、運動を通しての
科非常勤講師）
ペープサートの演じ方や楽しませ方について学びます。後
財団
遊びと学び～
澤井雅志（日本体育大学非常勤講師）
者は、発達じゃれつき遊びを通じて、幼児期に著しく発達す
ると言われている調整力（敏捷性、巧緻性、平衡性、柔軟
性）を培う運動や、正しい姿勢づくりに不可欠な腹背筋を刺
激する等の運動を紹介します。

公益財団法人才
能開発教育研究 カリキュラムマネジメント講座
財団

東京都豊島区

様々な教育課題に組織として対応するときに有効な手法で
ある「カリキュラムマネジメント」について学び、その成果を
自分の学校で活用することをねらいとした講習です。
講習では、多くの学校がかかえる今日的な課題への対応で 村川雅弘（鳴門教育大学教職大学院教授）
成果をあげた小学校・中学校の実際の事例についてカリ
田村知子（中村学園大学栄養科学部講師）
キュラムマネジメントの観点から分析し、討議を行います。こ
うした活動を通して、実践的にカリキュラムマネジメントの手
法について学びます。

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭

幼稚園教諭・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4月16日～
平成26年7月31日

平264001855193号

03-3953-4016

http://soen.ac.jp

教諭

幼稚園教諭・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4月16日～
平成26年10月31日

平264001855194号

03-3953-4016

http://soen.ac.jp

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・高等学
校教諭

6,000円

80人

平成26年4月16日～
平成26年7月31日

平264001855195号

03-3953-4016

http://soen.ac.jp

6時間 平成26年12月23日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,000円

80人

平成26年4月16日～
平成26年10月31日

平264001855196号

03-3953-4016

http://soen.ac.jp

教諭

小学校教諭、中
学校･高等学校理
科教諭（ICT教育
推進に意欲・関心
のある者）

6,000円

16人

平成26年4月16日～
平成26年8月9日

平267001255986号

03-5214-7634

http://www.jst.go.j
p/cpse/teacher/

教諭

小学校教諭、中
学校及び高等学
校の国語・社会・
音楽の教諭向け

23,900円

80人

平成26年4月16日～
平成26年4月28日

平267001755422号

03-3265-6125

http://www.ntj.jac.
go.jp/

http://www.sainou.o
r.jp/imets/

6時間 平成26年8月26日

6時間 平成26年12月25日

6時間 平成26年8月30日

平成26年7月21日～
19時間
平成26年7月24日

東京都港区

6時間 平成26年8月1日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年7月18日

平268131554166号

03-5741-1311

東京都港区

6時間 平成26年8月1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7月18日

平268131554167号

03-5741-1311
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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

公益財団法人大
教育内容の充実
学セミナーハウス

安田忠郎（大学セミナーハウス教員免許更新セ
ンター長）
欧米VS日本の「近代化」の実態をとらえ返しながら、主とし
小川彩子（元米国州立シンシナティ大学UCBA
て異文化コミュニケーション・国際交流（「世界の中の日
助教授）
本」）、「いじめ」をはじめとする子どもの問題行動、教師の態
東京都八王子
荒木晶子（桜美林大学リベラルアーツ学群教
度決定（「子どもを守るために、今、教師・大人は何をすべき
市
授）
か」）などの具体相を掘り下げ、あわせて現代日本の学校教
山内芳文（東日本国際大学経済情報学部特任
育の理念的方向性を展望する。
教授）
吉田真史（東京都市大学知識工学部教授）

18時間

平成26年8月3日～
平成26年8月5日

教諭

小・中・高等学校
の教諭

18,000円

70人

平成26年4月18日～
平成26年6月30日

平268134553381号

042-676-8532

http://www.seminarh
ouse.or.jp

公益財団法人大
教育内容の充実
学セミナーハウス

安田忠郎（大学セミナーハウス教員免許更新セ
ンター長）
欧米VS日本の「近代化」の実態をとらえ返しながら、主とし
小川彩子（元米国州立シンシナティ大学UCBA
て異文化コミュニケーション・国際交流（「世界の中の日
助教授）
本」）、「いじめ」をはじめとする子どもの問題行動、教師の態
東京都八王子
荒木晶子（桜美林大学リベラルアーツ学群教
度決定（「子どもを守るために、今、教師・大人は何をすべき
市
授）
か」）などの具体相を掘り下げ、あわせて現代日本の学校教
山内芳文（東日本国際大学経済情報学部特任
育の理念的方向性を展望する。
教授）
吉田真史（東京都市大学知識工学部教授）

18時間

平成26年12月25日～
平成26年12月27日

教諭

小・中・高等学校
の教諭

18,000円

70人

平成26年4月18日～
平成26年11月30日

平268134553382号

042-676-8532

http://www.seminarh
ouse.or.jp

公益社団法人日
さわやか一輪車指導者研修会
本一輪車協会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校教員を対象にした講習会を開催
する。学識経験者による理論指導や当協会の公認指導員
による実技指導などを行う。全教科担当の小学校教員に体
育学習に関する最新の知見や効果的な指導の在り方につ
いての研修の機会を提供する。本講習会は、大学教授など
を講師として過去24年間にわたって開催し、28,833人以上
の小学校教員が受講した実績を有している。
主な受講対象者は小学校教諭とする。

園山和夫（桐蔭横浜大学教授）
高田彬成（文部科学省スポーツ・青少年局
体育参事官室教科調査官）
池田延行(国士舘大学教授）
本村清人（東京女子体育大学教授）
土井浩信（淑徳大学教授）

東京都立川市

6時間 平成26年8月29日

教諭

小学校教諭

1,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平268135353289号

03-6458-8131

http://jua-web.org

公益社団法人日 表現運動・ダンスの多様性を学
本女子体育連盟 ぶ

ダンス作品の上演鑑賞、国内外の舞踊教育研究者の講
演、様々なダンスの実技を通して、表現運動・ダンスおよび
その指導の多様性を学ぶ。表現運動・ダンス指導の教材研
究を行うとともに学習者の生涯教育へのつながりを学ぶ。

細川江利子（埼玉大学 教授）
村田芳子（筑波大学 教授）
高橋和子（横浜国立大学 教授）
笹本重子（日本女子体育大学 教授）

東京都渋谷区

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校、中学校、
高等学校（保健
体育）教諭

6,480円

100人

平成26年4月16日～
平成26年8月8日

平268135654776号

03-3469-7995

http://www.japew.co
m/

学習指導要領に基づいた体つくり運動の指導の方法・技能
について、最新の内容を理解し、それを授業にいかして指
公益社団法人日 学習指導要領に対応した表現運 導することが出来るようにする。特に多様な動きや体ほぐし
本女子体育連盟 動・ダンスの基本を学ぶ
の運動の教材を中心に、体力を高める運動への発展も含
む。加えて、表現運動・ダンスにおける指導のつまづき等に
焦点を当て、学習者に添った指導法について学ぶ。

高橋和子（横浜国立大学 教授）
笹本重子（日本女子体育大学 教授）
村田芳子（筑波大学 教授）
細川江利子（埼玉大学 教授）

東京都渋谷区

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校、中学校、
高等学校（保健
体育）教諭

6,480円

100人

平成26年4月16日～
平成26年8月8日

平268135654777号

03-3469-7995

http://www.japew.co
m/

学習指導要領に基づいた表現運動・ダンスの指導の方法・
技能について、最新の内容を理解し、それを授業にいかし
公益社団法人日 学習指導要領に対応した表現運 て指導することが出来るようにする。指導経験の浅い教師
本女子体育連盟 動・ダンスの系統性を学ぶ
に対応した表現運動の教材をわかりやすく体験し、教育現
場でいかすことができるようにする。尚、小学校を中心に、
中学校、高等学校との連携を含む。

村田芳子（筑波大学 教授）
高橋和子（横浜国立大学 教授）
笹本重子（日本女子体育大学 教授）
細川江利子（埼玉大学 教授）

東京都渋谷区

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校、中学校、
高等学校（保健
体育）教諭

6,480円

100人

平成26年4月16日～
平成26年8月8日

平268135654778号

03-3469-7995

http://www.japew.co
m/

都心にて関東大震災の痕跡が残る地域を一日使って訪ね
ます．他の二日間は，地震研究の最前線に立つ東京大学
地震研究所において，地震観測機器の見学や地震研究の
地震研究最前線と関東大震災
公益社団法人日
現状についての講義などを行います．さらに，これらの講義
～地震研究所で学び、東京の震
本地震学会
や見学を通して，地震の防災・減災教育を安全教育の一つ
災跡を巡る～
として捉えるだけではなく，理科や社会科とともに学校教育
の中でどのように実践できるかを参加者全員で考えていき
ます．

武村 雅之（名古屋大学減殺連携研究センター
教授）
市村 強（東京大学地震研究所准教授）
小原 一成（東京大学地震研究所教授）
加藤 照之（東京大学地震研究所教授）
酒井 慎一（東京大学地震研究所准教授）
篠原 雅尚（東京大学地震研究所教授）
望月 公廣（東京大学地震研究所准教授）
東京都文京区
森田 裕一（東京大学地震研究所教授）
山野 誠（東京大学地震研究所准教授）
伊東 明彦（宇都宮大学教育学部教授）
根本 泰雄（桜美林大学自然科学系准教授）
荒井 賢一（私立栄東高等学校教諭）
南島 正重（東京都立両国高等学校及び同附
属中学校主幹教諭）

教諭

小・中・高・特別
支援学校理科教
18,000円
諭で地震・防災に
興味のある方

20人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平268136054453号

03-5803-9570

http://www.zisin.jp
/

20人

平成26年4月16日～
平成26年7月31日

平268136054454号

03-5803-9570

http://www.zisin.jp
/

平成26年5月19日～7 平2640人 月20日 ※定員に達し 81363次第〆切
54650号

03-3941-0211

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

公益社団法人日 地震の実験・実習教材の作成と
本地震学会
授業での活用方法

液状化現象再現実験，地震動と地盤との関係を実感する実
験，地球の大きさ測定実習などの教材を実際に作成して実
験・実習を行います．教材作成，実験・実習を通して，これら
の教材を実際に授業で活用する方法を考えます．さらに， 根本 泰雄（桜美林大学自然科学系准教授）
大地震に襲われた場合の教諭と養護教諭との連携など，安 宮嶋 敏（埼玉県立深谷第一高等学校教諭）
全教育における地震に関わる対応についても考えます．な
お，受講は(公社)日本地震学会会員を優先し，会員の受講
料は割引価格を適用します．

一般社団法人日
教育カウンセリング講座③
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③学業発達④面接の基礎技
法⑤発達の理論⑥対話のある授業などである。

吉田隆江（武南高等学校教育相談主事）
片野智治（跡見学園女子大学教授）
河野義章（昭和女子大学特命教授）
岡田弘（東京聖栄大学教授）
新井邦二郎（東京成徳大学大学院教授）
岸俊彦（明星大学名誉教授）

平成26年8月18日～
18時間
平成26年8月20日

東京都町田市

12時間

平成26年8月25日～
平成26年8月26日

小学校教諭・養
護教諭，中・高理
科教諭・養護教
教諭
諭，および地震教 18,000円
養護教諭
育や地震の安全
教育に興味のあ
る教諭・養護教諭

東京都千代田
区

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
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35,000円

平成２６年度（第３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

一般社団法人日
教育カウンセリング講座④
本図書文化協会

講習の概要

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実践者が行うリサーチの方法
②キャリアSGE③SGE方式スーパービジョン④アメリカにお
けるガイダンスカリキュラム⑤学級集団のアセスメントと学
級経営⑥教室で出来る特別支援教育などである。

担当講師
冨田久枝（千葉大学教育学部教授）
片野智治（跡見学園女子大学教授）
大友秀人（北海商科大学教授）
中野良顯（教育臨床研究機構理事長）
河村茂雄（早稲田大学教育・総合科学学術院
教授）
曽山和彦（名城大学教職センター准教授）

財団法人日本
ボールルームダ
ンス連盟

島根大学

本講座は、宇宙の視座を教育に取り入れることをとおして、
グローバルな問いに対する子どもの好奇心や探究心を啓発
し、教科の枠を超えた知識の活用をうながす学習活動をう
ながす宇宙教育の理念と実践の方法とを学ぶ。さらに学校
宇宙を素材・舞台とした創造ある
教育現場で宇宙教育を実践するうえでJAXA宇宙教育セン 百合田真樹人（教育学部准教授）
教育
ターの支援体制を紹介するほか、JAXAのサポートを得なが
ら教育実践案を協働で構成する。さらに実際の活用事例を
参考に自らの指導実践への活用をイメージし、指導のあり
方や可能性を検討する。

神奈川県立保健
子どもの基礎（２）
福祉大学

神奈川県立保健
子どもの基礎（３）
福祉大学

星槎大学

東京都千代田
区

第1期
講義：石川 普(（財)日本ボールルームダンス連
盟評議員）
実技：松村有希子（JBDF商業(プロ)1級インスト
ラクター)
堀口 宏(JBDF商業(プロ）1級インストラク
ター)
島 輝子(JBDF商業(プロ)1級インストラク
ター)
大島寿子(JBDF商業(プロ)2級インストラ
クター)
東京都中央区
第2期
講義：佐伯年詩雄(日本ウェルネススポーツ大
学教授)
実技：松村有希子(JBDF商業(プロ）1級インスト
ラクター)
堀口さと子(JBDF商業(プロ）1級インスト
ラクター)
村田恭子(JBDF商業(プロ)1級インストラ
クター)
菅原まゆ(JBDF商業(プロ)1級インストラク
ター）

新学習指導要領に即した体育の授業における男女共修の
ダンスとして、ボールルームダンス（社交ダンス）の指導法を
講習する。「生涯スポーツと学校体育そしてダンス」「これか
JBDFはじめてのボールルームダ
らの学習とボールルームダンス」等の講義、ダンス実技・指
ンス(社交ダンス)指導者養成講
導法および、受講者が生徒として体験する模擬授業（グ
習会
ループ指導・授業のまとめとしての発表会、実技試験）等を
通し、学校教育の中で豊かな心（共生する力や態度、好まし
い人間関係の醸成等）を育成することを考察する。

神奈川県立保健
子どもの基礎（１）
福祉大学

講習の開催地

午前は子どもの栄養状態、抱えているアレルギー問題、
食と運動との関係等を中心に講義し、現代の子どもが抱え
る栄養の課題を取り上げる。午後は障がい児の発達の遅れ 倉貫 早智（保健福祉学部講師）
や特長に対して体幹の動き中心に講義し、担任や養護教諭 笹田 哲（保健福祉学部准教授）
のかかわり方について実際を学ぶ。各講義ごとに質問コナーを設け、現場からの質問に答えていく。
午前は養護教諭が抱えている課題について、小中高ごと
にお互いに日ごろの活動を確認しながら基本を学び、自己
の課題を見つけ、養護教諭の力量を深める。午後は小児精
神科の立場から思春期の児童のメンタルヘルスについての
お話し、子どもの気になる様子を通して、いわゆる統合失調 畑中 高子（保健福祉学部准教授）
症とうつ病、また発達障害との関連を考え、さらに家族への
働きかけや医療との「つきあい方｣も内容とする。各講義ごと
に質問コーナーを設け、現場からの質問に答えていく。

午前は発達障害のある子の｢困り感｣を疑似体験し、｢つま
ずき｣への理解を深めます。さらに｢つまずき｣にあった具体
的支援を学び、ことば/コミュニケーション/社会性/教科学習
/行動の問題/保護者、担任教諭との関係/など障害の有無
に関わらず、どの子にも役立つ支援を学ぶ体験型講座であ 伊関 敏男（保健福祉学部准教授）
る。午後は、学校内において、教科指導や生徒指導上教員
が抱える課題に対して養護教諭としての関わり方について
講義する。各講義ごとに質問コ-ナーを設け、現場からの質
問に答えていく。

実習を通じて、自己理解と「人と関わり合う」職業としての他
者理解を学び、子どもたちの発達を支援するための観察
法・寄り添いかた・連携技法を学ぶ。また、発達障害につい
子どもたちを支える“チーム協働”
蝦名 公子（共生科学部准教授）
ても理解するとともに、基本的な心理アセスメントや特性に
の充実
岩澤 一美（共生科学部専任講師）
合わせた指導方法について実例を挙げながら具体的に講
―あなたの知恵の供出を―
斎藤 やす子（共生科学部専任講師）
義する。あわせて、学び得た知見をもとに「子どものミカタ」
を再考し、現場で生かせる「共感と協働実践」及び「保護者・
地域の教育力向上」の方法を学び合う。

神奈川県相模
原市

時間数

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

平成26年8月22日～
平成26年8月24日

教諭
小中高等学校教
養護教諭 諭及び養護教諭

35,000円

第1期
平成26年8月3日～
平成26年8月4日
20時間
第2期
平成26年11月1日～
平成26年11月2日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中・高
等学校保健体育
教諭

4,000円

教諭

小学校～高等学
校 教諭向け

18時間

講習の期間

平成26年6月28日～
12時間
平成26年6月29日

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成26年5月19日～8 平2640人 月1日 ※定員に達し次 81363第〆切
54651号

03-3941-0211

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

平268137054546号

03-5652-7351

http://www.jbdf.or.
jp/

30人

平成26年5月1日～
平成26年6月30日

12,000円

平成26年4月20日～
30人
平成26年5月28日

平261006354987号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

平262002553571号

046-828-2525

http://jissen.kuhs.
ac.jp/

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月4日

養護教諭 養護教諭

6,000円

平成26年5月7日～
60人
平成26年5月21日

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月5日

養護教諭 養護教諭

6,000円

60人

平成26年5月7日～
平成26年5月21日

平262002553572号

046-828-2525

http://jissen.kuhs.
ac.jp/

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月6日

養護教諭 養護教諭

6,000円

60人

平成26年5月7日～
平成26年5月21日

平262002553573号

046-828-2525

http://jissen.kuhs.
ac.jp/

19,000円

120人

平成26年4月21日～
平成26年5月31日

平263000753755号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

神奈川県藤沢
市

18時間
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平成26年8月4日～
平成26年8月6日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

平成２６年度（第３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

特別支援教育講座

本講習では、発達障害に基づいた解説とライフスパンから
みた発達障害の特性の理解及びそれぞれの特性に合わせ
平 雅夫（共生科学部非常勤講師）
た具体的指導法を学ぶ。
寺山 千代子（共生科学部客員教授）
あわせて、2次的問題によって不登校になってしまった児童
三森 睦子（共生科学部専任講師）
生徒やいじめにあっている児童生徒をどのように理解し指
導すべきかを考察する。

神奈川県横浜
市

18時間

平成26年8月13日～
平成26年8月15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

19,000円

180人

平成26年4月21日～
平成26年5月31日

平263000753756号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

生徒指導と学校の危機管理

暴力行為、いじめの問題など児童生徒指導上の諸課題や
虐待、不審者侵入、アレルギーやノロウィルス、竜巻被害や
災害など学校における様々な危機管理対応について具体
西村 哲雄（共生科学部准教授）
的な事例をもとに研究討議、保護者理解・対応などのロー
ルプレイ演習により先生方の更なる資質能力の向上を図
る。

神奈川県横浜
市

18時間

平成26年8月18日～
平成26年8月20日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

19,000円

180人

平成26年4月21日～
平成26年5月31日

平263000753757号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

星槎大学

本講習では幼稚園教育に携わる教諭の、言語や表現に関
する指導法を中心に学ぶ。また、合わせて、保育技術の向
幼稚園における教育力の向上を
野口 桂子（共生科学部特任准教授）
上、専門知識や技能のさらなる習得、資質向上のため、そ
はかる
安久津 太一（共生科学部非常勤講師）
の基礎となる幼児理解の観点から、発達障害に関する知見
に関しても、状態像の把握と留意すべき事項を学ぶ。

神奈川県横浜
市

18時間

平成26年11月1日～
平成26年11月3日

教諭

幼稚園教諭

19,000円

40人

平成26年4月21日～
平成26年6月30日

平263000753758号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

神長 美津子（人間開発学部教授）
池田 行伸（人間開発学部教授）
新富 康央（人間開発学部教授）
石川 清明（人間開発学部准教授）
野本 茂夫（人間開発学部准教授）
結城 孝治（人間開発学部准教授）
山瀬 範子（人間開発学部講師）
吉永 安里（人間開発学部助教）
神奈川県横浜
廣井 雄一（人間開発学部助教）
市
夏秋 英房（人間開発学部教授・放送大学客員
教授）
笹田 弥生（人間開発学部准教授）
髙山 真琴（人間開発学部准教授）
渡辺 英則（人間開発学部兼任講師・ゆうゆう
のもり幼保園園長）
植原 吉朗（人間開発学部教授）

18時間

平成26年8月4日～
平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭

20,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年4月17日

平263015553569号

03-5466-0792

http://www.kokugaku
in.ac.jp/extension/
jigyou0500001.html

保健体育教科の知識と指導法

講義講習は「保健科指導法」、「体育科指導法」、「スポーツ
外傷・障害とその予防」、「ヘルスカウンセリング」、「体育理
論（スポーツ史）」を開設。「野外活動を通したｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝづ
くり」、「ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ」、「救急処置」、「ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ」の講義・実習系
講習では、理論的知識と技術の修得を目指す。また、運動
方法（器械運動、体つくり・陸上・水泳・ダンス・柔道・剣道・
サッカー・バレーボール・ハンドボール・バスケットボール）の
講習は、安全で効率的な指導法の理解と指導実践力の向
上を目指す。

小泉 紀雄（体育学部教授）
関口 脩（体育学部教授）
小泉 和史（体育学部准教授）
山本 明秀（体育学部非常勤講師）
矢野 晴之介（体育学部助教）
具志堅 幸司（体育学部教授）
荒木 達雄（体育学部教授）
田辺 勝（日本体育大学女子短期大学部准教
授）
小嶋 新太（体育学部准教授）
本間 啓二（体育学部教授）
近藤 智靖（児童スポーツ教育学部准教授）
小早川 ゆり（体育学部教授）
津田 博子（体育学部准教授）
水野 増彦（体育学部教授）
根本 研（体育学部准教授）
松井 幸嗣（体育学部教授）
辻 昇一（体育学部准教授）
西尾 末広（体育学部教授）
袴田 大蔵（体育学部教授）
八木沢 誠（体育学部教授）
笠井 里津子（日本体育大学女子短期大学部
教授）
入江 一憲（体育学部教授）
櫻井 忠義（児童スポーツ教育学部教授）
荻 浩三（体育学部教授）

神奈川県横浜
市

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭

中・高保健体育
教諭

18,000円

200人

平成26年4月21日～
平成26年5月30日

平263023353491号

03-5706-0905

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

養護教諭の研究と支援法

「子どものライフスタイルを改善するための健康課題－食
育・睡眠・運動習慣などの生活指導－」、「メタボリックシンド
ロームと健康管理」、「子どもの体と心に関する養護教諭の”
実感”と現代的健康課題」、「養護教諭とヘルスプロモーショ
ン」、「障害児の理解と家庭での支援活動」、「小児の心疾患
と生活指導」、「新しい学校環境衛生への取り組み」などの
テーマで開講する。グローバル社会で生きる子ども達の心
身の発達や障害に対し、最新の情報や理論を提供して実践
力向上を目指す。

井川
大野
野井
小林
田中
成田
木村

神奈川県横浜
市

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

18,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月30日

平263023353492号

03-5706-0905

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

英語科「新学習指導要領をふま
えたコミュニケーション能力育成
のための授業設計と指導」

新学習指導要領の趣旨をふまえて、４技能のコミュニケー
ション能力を育成する授業設計および評価方法、アクショ
ン・リサーチによる授業改善法の具体的視点を受講者に提
高橋一幸（外国語学部教授）
供し、指導力と授業改善能力を高めるための講義、グルー
久保野雅史（外国語学部准教授）
プ討議・演習を行う。約３カ月後の最終回に、８月の講習に
基づく授業改善のための新たな実践について報告書を作
成・配布して口頭発表を行い、各々の学びを共有する。

神奈川県横浜
市

平成26年7月31日～
18時間 平成26年8月1日,
平成26年11月9日

現職の中・高英
語科教諭（専任・
非常勤講師を問 18,000円
わず、現職である
こと。）

32人

平成26年4月21日～
平成26年5月31日

平263026154161号

045-481-5661

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

星槎大学

國學院大學

日本体育大学

日本体育大学

神奈川大学

本講習では、以下の３つの観点から学ぶ。第1に、特別な配
慮を要する子どもたちをどのように理解し、多様なニーズに
応じた支援をすればよいのか。脳科学や心理学に基づいて
今日の幼稚園教育に求められる 学び、どの子にもうれしい保育のあり方を考える。第2に、子
指導・運営について
どもの生活環境の変化や幼稚園への社会的要請の変化に
伴い、子どもの食育や幼稚園運営のあり方について考え
る。第3に、子どもの可能性を引き出す音楽表現や言語表
現、身体の動きの指導などについて学ぶ。

正治（体育学部教授）
誠（体育学部教授）
真吾（体育学部教授）
正利（体育学部准教授）
信行（体育学部教授）
和穂（体育学部教授）
直人（体育学部教授）
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養護教諭 養護教諭

教諭

平成２６年度（第３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

神奈川大学

学習指導要領改訂の主旨である数学的活動の愉しさや数
数学的な活動の指導について具 学のよさの意義を具体的な事例を元に究明し、その指導の
体的な教材に重点を置いて考究 あり方を、演習を交えて考究する。
する
内容は、小学校から高校までの教員が対象であることに留
意する。

古藤怜（上越教育大学名誉教授）
吉川成夫（共栄大学教育学部教授）
何森仁（工学部特任教授）
堀口正之（理学部准教授）
阿部吉弘（理学部教授）
伊藤博（理学部教授）

神奈川大学

学校の教育現場で扱う自然現象について、日常生活の中で
実際おこる現象をどのように観察し理解させるか、逆に日常
生活では見ることができない現象について模型やＰＣを用い
[物理・化学・生物]の魅力を伝え た実習などを通じてどのように理解させたらよいか、具体的
るための実験・観察技術
な事例を紹介する。物理、化学の実習と自然観察を行い、
実験や観察の指導技術と安全教育の具体例を紹介し、さら
に他の教科との関連も議論する。また、ノーベル賞などを例
に最先端のトピックスを紹介する。

上村大輔（理学部教授）
松本正勝（理学部非常勤講師、名誉教授）
中田穣治（理学部教授）
山口和夫（理学部教授）
日野晶也（理学部教授）
渡辺信子（理学部助教）
井上満（理学部非常勤講師）
吉田修久（理学部非常勤講師）

神奈川大学

本講習ではコンピュータ、教材提示装置、デジタルテレビ、タ
ブレット端末、電子黒板などの情報メディアをどのように授
業で活用し、生徒の思考力を育成できるのかを理論と実践
情報メディアを活用した思考力育 事例を交えながら説明していきます。具体的な内容として
成 ―ICT（電子黒板等）を利用し は、授業設計を行う際に情報メディアの学習効果・問題・質
た授業設計―
についての理解を深め、本当に情報メディアを用いて授業
を行っても良いのかという視点も含めた上で授業設計が出
来るようになることを目指します。なお、本講習は講習対象
者の免許教科は問いません。ふるってご応募ください。

神奈川大学

法教育は、法律の専門家でない一般の人々が、ルールや
決まり、近代社会の仕組みの基礎にある価値について理解
し、そうした考え方を身に付ける教育です。学校・学級内の
井上匡子（法学部教授）
学級・学校における揉め事と法教 ルールづくり、遠足や校外学習のルール作り、日直や清掃
澤田敏志（人間科学部特任教授）
育－子どもと学ぶ法的思考
の当番、席替えなど、学校では、ルールについて考える、さ
本間利夫（人間科学部非常勤講師）
まざまな場面があります。法教育の基本理念と学校現場で
の実践報告をもとにして、受講者も参加した形での実践に
使える講習を行います。

神奈川県横浜
市

関東学院大学

目標：小児がんの子どもの病態・治療、子どもを理解するこ
とを通じて、病気の子どもと家族の支援について考察するこ
とができる。
病気の子どもの理解と支援
①小児がんのなかでももっとも多くの割合を占める白血病
～小児がんの病態・治療と子ども
永田真弓（看護学部 教授）
の病態・治療に関する講義
の理解を中心に～
②小児がんの子どもの復学やターミナル期に関するDVDの
視聴
③病気の子どもの支援に関するグループワーク・発表

神奈川県横浜
市

6時間 平成26年8月4日

関東学院大学

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響
で、三浦半島活断層による地震、首都直下地震などの発生
確率が上がり、首都圏はいつ大地震に襲われてもおかしく
大地震を生き抜く-切迫する大地 ない状況にあります。また、首都直下地震や南海トラフの巨
若松 加寿江（理工学部 教授 ）
震に備えて大地震によっても強い揺れと巨大津波の発生が予想されて
います。私たちは、これらの地震にどう備えるか、特に大勢
の子供の命を預かる学校現場で優先すべき備えは何か、
一緒に考えていきたいと思います。

神奈川県横浜
市

関東学院大学

パーソナル・アプローチとは、「その子どもの中に何が起こっ
ているのか｣「どのような支援が有効か」といった「見立てと
支援方針を立て、チームで支援すること」である。一方で、
これからの支援教育
教育は個別の支援だけではなく、すべての子ども達への開
-パーソナル・アプローチからユニ 発的・予防的関わりも重要である。本講座は、パーソナル・ 青戸泰子（人間環境学部 教授）
バーサル教育へアプローチの手法から、すべての子どもを対象にした‘わか
る授業の工夫’‘人と人との関係づくり’を柱にしたユニバー
サル教育、そして地域資源を活用したコミュニティー・アプ
ローチの実際を紹介する。

神奈川県横浜
市

昭和音楽大学

オペラとオペラ劇場

芸術文化を理解するためにはその背景となる歴史や構造と
関連付けることが、より効果的である。本講座は劇場とは何
か、オペラとは何かについての解説から入る。次に馬蹄形
三層構造で建築された本学劇場を廻り、その仕組や機構を
建築家が説明する。また、演奏を聴いてその音響効果を実
体験し、さらにヴェルディのオペラ「椿姫」を軸に映像を交
え、ベルカントオペラについて、音楽学と指揮の立場から解
説する。

神奈川県川崎
市

合唱指導法講座

子供たちが合唱音楽と触れ合う場面は多い。学校の授業や
部活動、そして地域活動など、それぞれが重要な教育の場
となっている。合唱指導を通じた「豊かな心の育成」は、重
山舘 冬樹（短期大学部音楽科特任准教授）
要な教育課題の一つでもある。本講座では、邦人合唱作品
山崎 裕視（音楽学部非常勤講師）
を中心に取り上げる。受講者が高い芸術性を持つ合唱曲の
魅力に触れ、合唱することの喜びを体感することで、改めて
「合唱を指導する」ことの意義を見つめ直す機会とする。

昭和音楽大学

岡山廣幸（音楽学部教授）
小畑恒夫（音楽学部教授）
星出豊（音楽学部客員教授）
古橋祐（音楽学部准教授）
馬場紀雄（音楽学部非常勤講師）

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭

18,000円

50人

平成26年4月21日～
平成26年5月31日

平263026154162号

045-481-5661

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

教諭

中学校・高等学
校の理科の教員
および専門教科
が理科である小
学校の教員

18,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月31日

平263026154163号

045-481-5661

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

教諭

中学校・高等学校の
教諭で、日常業務や
授業で情報メディア
（コンピュータ、教材
提示装置、デジタル
テレビ、タブレット端
末、電子黒板など）を
使用している人・使用
したいと考えている
人。なお、免許教科
は問いません。

18,000円

25人

平成26年4月21日～
平成26年5月31日

平263026154164号

045-481-5661

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

18,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月31日

平263026154165号

045-481-5661

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

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

80人

平成26年4月21日～
平成26年5月16日

平263026554078号

045-786-7007

http://univ.kantogakuin.ac.jp/

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

80人

平成26年4月21日～
平成26年5月16日

平263026554079号

045-786-7007

http://univ.kantogakuin.ac.jp/

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

80人

平成26年4月21日～
平成26年5月16日

平263026554080号

045-786-7007

http://univ.kantogakuin.ac.jp/

6,000円

平成26年4月16日～平
平26成26年5月23日 ※応募
120人
30271状況により、募集期間
54570号
延長の可能性あり

044-953-9829

http://www.toseishowa-music.ac.jp

6,000円

平成26年4月16日～平
平26成26年5月23日 ※応募
120人
30271状況により、募集期間
54571号
延長の可能性あり

044-953-9829

http://www.toseishowa-music.ac.jp

18時間

神奈川県平塚
市

平成26年7月5日,
18時間 平成26年8月1日～
平成26年8月2日

神奈川県川崎
市

受講料 受講人数

中学校・高等学
校の数学の教員
および専門教科
が算数である小
学校の教員

神奈川県横浜
市

小林道夫（神奈川大学附属中・高等学校教諭、
経営学部非常勤講師）
神奈川県横浜
今野貴之（目白大学社会学部メディア表現学科 市
助教）

対象職種 主な受講対象者

平成26年8月4日～
平成26年8月6日

18時間

平成26年7月31日～
平成26年8月2日

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8月6日

6時間 平成26年8月7日
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教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

教諭

幼、小、中・高・特
別支援学校（音
楽担当）教員

教諭

幼、小、中・高・特
別支援学校（音
楽担当）教員

平成２６年度（第３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

昭和音楽大学

現代社会における重要な課題の一つである児童・生徒の豊
かな心の育成に視点を当て、本講座では、音楽の持つ生理
的、心理的、社会的働きを積極的に活用した音楽療法の内
音楽の多様な役割と効果～音楽
容・方法を紹介する。受講者は音楽の持つ多様な役割や効
療法の視点から～
果についての要点を理解するとともに、日々の生活の中で
様々な思いや課題を持つ児童・生徒が喜びを持って音楽活
動に取り組む方法について実践的に学ぶ。

女子美術大学

中学校、高等学校の生徒の問題行動について臨床心理学
生徒指導のための教育臨床心理
的、精神医学的に「なぜなのか」を理解し、そこから「どうす 前田 基成（大学院・芸術学部教授）
学
るか」について考える。

女子美術大学

岩絵具・顔料の製造と表現

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

新潟大学

志水 哲雄（音楽学部特任教授）
羽石 英里（音楽学部教授）
伊藤 啓子（音楽学部准教授）
久保田 牧子（音楽学部准教授）
白川 ゆう子（音楽学部助教）

油絵の具・アクリル絵の具・水彩絵の具・日本画絵の具につ
いての解説とともに、粉砕法での岩絵の具の試作、本学開
発のエコ岩絵の具の試作、３本ロールミルによる油絵の具 橋本 弘安（大学院・芸術学部教授）
の製造実験などを体験し、それらを使い、油絵、日本画など 尾藤 一泉（芸術学部非常勤講師）
の習作を２点制作する。

講習の開催地

神奈川県川崎
市

講習の期間

6時間 平成26年8月8日

神奈川県
相模原市

18時間

平成26年8月19日～
平成26年8月21日

神奈川県
相模原市

18時間

平成26年8月19日～
平成26年8月20日

平成26年5月21日,
平成26年6月18日

①「義務教育及びその後の教育の基礎を培う」ことについて
あらためて認識を深めるとともに、保育内容の展開・発展の
基礎となる幼児期の子どもの発達理解について、具体的事
神蔵 幸子(洗足こども短期大学幼児教育保育 神奈川県川崎
例を上げながら考察していきます。②遊びを中心とした子ど
科教授)
市
もの生活に大きな役割を果たす保育者自身の自発性、創造
性を高める演習を取り入れて、保育者としての一層の資質
向上を目指します。

障害のある幼児、児童生徒の教育においては、具体的な
指導方針や合理的配慮等について、保護者との間で十分
な情報共有と、協議が必要である。しかしながら、保護者の
保護者との協働で進める特別支
心理の特徴を十分に考慮せず、また具体的な指導方針など 有川 宏幸（教育学部准教授）
援教育
を示すことが出来ずに協議にのぞむことで、関係が壊れてし
まうことが少なからずある。そこで、本講義では保護者の心
理の理解と、有効な協議の進め方について検討する。

時間数

新潟県新潟市

6時間

対象職種 主な受講対象者

教諭

幼、小、中・高・特
別支援学校（音
楽担当）教員

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16日～平
平26成26年5月23日 ※応募
120人
30271状況により、募集期間
54572号
延長の可能性あり

044-953-9829

http://www.toseishowa-music.ac.jp

教諭
小・中・高校の
養護教諭 教諭・養護教諭

18,800円

100人

平成26年6月2日～
平成26年6月30日

平263027253306号

042-778-6693

http://www.joshibi.
ac.jp

教諭

小・中・高校の
図工・美術教諭

19,500円

30人

平成26年6月2日～
平成26年6月30日

平263027253307号

042-778-6693

http://www.joshibi.
ac.jp

教諭

幼稚園教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年4月18日

平268134054196号

03-3237-1957

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

6,000円

150人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453694号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

平261003453695号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

6時間 平成26年8月12日

小学校・中学校・
教諭
高校教諭、特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

平成26年5月9日～
50人
平成26年5月28日

数理の世界A

パズルやゲームといった遊びのなかにも算数・数学的な
考え方を必要とするものが多い。講座ではパズルやゲーム
を解く過程にひそむ数学に着目し、その数学的な背景につ
いて紹介する。
張間 忠人（教育学部教授）
また、太陽がどこに見えるかという原始的な問題は、理科 渡邉 恵一（理学部准教授）
としては過剰な簡単化をしてさえ、ある程度の数学的な難し
さがある。この話題を通じ、ピタゴラスの定理、三角関数、ベ
クトル、空間図形などの基礎及び応用を考える。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月12日

教諭

中・高校教諭（数
学）

器楽演奏法

各自が選曲し、準備した曲（難易度は自由）の演奏を行な
い、音楽教育の様々な場面で必要となるピアノ演奏につい
て考察する。ピアノ演奏、器楽演奏における基本的な心構
えから表現まで、幅広く着目していく。
田中 幸治（教育学部准教授）
また、一般に普及する価格になり、授業に取り上げること 宇野 哲之（教育学部教授）
が可能になってきた弦楽器、その構造、歴史、楽曲、演奏方
法を学び、実際に弦楽器を使用して、簡単な楽曲が演奏で
きるようになることを目標とする。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小学校教諭、中・
高校教諭（音楽）

6,000円

30人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453696号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

漢文の歴史書と小説

中・高等学校の漢文教材として、ほぼ必ず取り挙げられる
歴史書、『史記』について、表面的な内容理解にとどまらな
い、深く掘り下げた解釈や鑑賞の視点を、具体例に基づき
説明する。また、歴史書と同じく散文で記された小説につい
角谷
ては、あまり教材化がなされていない一方、学習者の興味・
関心を引く魅力的な作品も多数存在する事から、複数の具
体的作品を例示して説明を行う。同時に、漢文訓読の基本
事項についても適宜解説を行う。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月16日

教諭

中・高校教諭（国
語）

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453697号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟大学

音楽構造の理解とつくる活動に
ついて

音楽作品は、人々の心に訴えかける力を持っている。実
際に音楽作品を分析したり、創作する上で必要な精神的、
技術的な理解を深めながら、具体的な作品の意図を知り、
つくることのおもしろさを発見し学んでいく。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月16日

教諭

小学校教諭、中・
高校教諭（音楽）

6,000円

30人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453698号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟大学

いじめや暴力行為など児童生徒の問題行動の現状を分
析し、その背景に応じた生徒指導のあり方、スクールカウン
児童生徒の問題行動と生徒指導
セラーやスクールソーシャルワーカー、児童相談所などの関 齊藤 正隆(新潟市教育委員会指導主事）
について
係機関との連携のあり方等を考える。また、深刻化するＬＩＮ
Ｅトラブルへの対応策についても学ぶ。

小学校・中学校・
教諭
高校教諭、特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

150人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453699号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

小学校教諭、中・
高校教諭（国語）

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453700号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟大学

新潟大学

新潟大学

新潟大学

教師が押さえておきたい日本語
音声の話

聰（教育学部准教授）

清水 研作（教育学部教授）

日本語には母音が五つある，という事実は周知のことだと
思われるが，では，そもそも「母音」とは一体何なのであろう
か。「昨日本屋で買った本を読んだ。」という文は①本を買っ
たのが昨日，②本を読んだのが昨日，という二つの意味を
持つ曖昧文であるが，その両者の意味の違いをポーズを使 岡田 祥平（教育学部准教授）
わないで音声化することは可能だろうか。本講習では，身近
な存在であるにもかかわらず，実は日本語母語話者でも意
外と知らない日本語の音声の諸側面について，学校教育の
現場のことも意識しつつ，考えていきたい。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月17日

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月17日
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教諭

平成２６年度（第３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

社会の学び方２

「地域」及び「地域コミュニティ」の考え方や捉え方につい
て、地理学の古典、近年の研究、そして国内外の具体的な
前田 洋介（教育学部准教授)
事例を通じて学ぶ。また、自然環境の変化と人々の暮らしに
小野 映介（教育学部准教授）
ついて、越後平野をはじめとする沖積低地を事例として学
ぶ。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月17日

新潟大学

英語科の教材研究と学習指導
法・評価法Ａ

日本の小学校・中学校・高等学校の英語教科書や教材を
分析し，その背後にある学習指導要領の指導法及び児童
指導要録・生徒指導要録の評価法との関係を明らかにす
松澤 伸二（教育学部教授）
る。日本の学校英語教育の教材・学習指導法・評価法の諸
課題を，世界の外国語教育や言語習得理論などの動向に
照らして考察することも行う。

新潟県新潟市

新潟大学

薬剤の多くは，自然界の動植物に由来し，鏡像異性体と
いわれる１対の有機化合物を模倣して化学合成されている
ものが多い。身近の薬剤を介して，有機化学と自然，我々
化学への誘い（鏡像体の化学・希 の生活・生命活動が密接に関係していることを学ぶ。
鎌田 正喜（教育学部教授）
土類の化学）
また、私たちの生活の身まわり品，携帯電話，パソコンな 五十嵐 智志（教育学部准教授）
ど，磁石，光，充電池がはたらいている製品には希土類が
使用されている。希土類とは何か，また，希土類の特異な性
質について解説する。

新潟大学

新潟大学

新潟大学

新潟大学

新潟大学

新潟大学

新潟大学

新潟大学

新潟大学

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

小学校教諭、中
学校教諭（社
会）、高校教諭
（地歴・公民）

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453701号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

6時間 平成26年8月20日

教諭

中・高校教諭（英
語）

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453702号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

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5月9日～
平成26年5月28日

平261003453703号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

身体運動機能の測定と評価

跳ぶ、走る、バランスを保つなど運動機能を評価すること
は、生徒の個性を伸ばす体育指導法に関連する。本講習で
は、これら運動機能に関わる項目を、従来の体力測定とは 村山 敏夫（教育学部准教授）
違った視点から捉え、指導現場で活用できる手法を学ぶこ
とを目的とする。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭、中・
高校教諭（保健
体育)

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453704号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

社会の学び方３

経済学における新しい展開について紹介するとともに、学
校現場における活用の方法についても検討する。また、マ
スメディアは、さまざまな「社会問題」を提起する重要な役回
柴田 透（教育学部准教授)
りを担っているが、その提起が事実誤認に発する場合もあ
内田 健（教育学部准教授）
る。この授業では、社会科（公民分野）の授業のなかでメ
ディアの情報をどのように活用することが可能か、具体例を
あげながら考えたい。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中学校教諭（社
会）、高校教諭
（地歴・公民）

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453705号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

英語圏文学の世界

シェイクスピアの戯曲から名場面を抜粋して講読する。現
代英語との違いも確認しながら、その魅力的で力強い台詞
が持つ詩的な豊かさを原文で鑑賞する。
辻 照彦（経済学部准教授）
また、19世紀のアメリカ人作家エドガー・アラン・ポーの作
平野 幸彦（人文学部准教授）
品（詩や短篇小説）に対する造詣を深め、中学校・高等学校
の授業における文学テクストの効果的な活用の仕方を探
る。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中・高校教諭（英
語）

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453706号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

陸上競技のサイエンス

陸上競技の授業は、ともすれば数時間の練習と短距離走
や長距離走のタイム計測、走幅跳や砲丸投の記録計測等
で終了してしまいがちである。しかし、近年陸上競技に関す
るスポーツ科学の研究成果は、オリンピックや世界選手権
山崎
のデータと子どもたちの授業のデータとが絶対値の違いは
あるものの「共通項」を含むことが明らかになってきた。本講
義では、競技スポーツでの取り組みと授業での取り組みの
「ブリッジ・ザ・ギャップ」を目指す教科内容を検討する。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中・高校教諭（保
健体育)

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453707号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

健康で快適な衣生活と住生活

健康で快適な生活を維持増進できる衣服の条件（①人体
の体温調節に応じた衣服、②皮膚の生理機能を促進する
（抑制しない）衣服、③活動促進する（抑制しない）衣服、④
ヒトを危害から防護する衣服）について述べる。また健康で 中村 和吉（教育学部准教授）
快適な住生活を維持増進できる住まい方の条件（①人体の 飯野 由香利（教育学部准教授）
体温調節機能と周辺環境との関係、②熱・光・空気・音など
の住環境、③今後の住まい、④建築設備の概要と使用）に
ついて述べる。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中・高校教諭（家
庭）

6,000円

30人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453708号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

放射線の基礎と測定実習

社会的な放射線への不安が高まる中、新学習指導要領に
放射線教育が組み込まれた。このような状況で学校教員は
放射線について正しい知識を持って指導することが重要と
工藤 久昭（理学部教授）
なっている。本講習では放射線の種類と性質、単位、生物
大坪 隆（理学部准教授）
への影響などの基礎を学び、さらに、霧箱観察、エックス線
の透過実験、放射線の遮へい実験、各種サーベイメータの
取り扱いなど、実習を通して理解を深める。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭、中・
高校教諭（理科）

6,000円

30人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453709号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

文字文化への意識

日常生活で使用する言語記号、とくに漢字と仮名について
その成立および特色に言及することを通し、文字文化の奥
深さと幅の広さに気付きたい。また文字を書く際、巧く見せ
るコツや速書きする際の要点につき、改めて考える機とす 岡村 浩（教育学部准教授）
る。さらに応用として、手紙を中心とするくらしに生きる書文
化につき実践を行う。その際、すぐれた先人の見本を鑑賞
材料として取り上げるものとする。

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（国
語）、高校教諭
（書道）

6,000円

30人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453710号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

音楽科教育の課題と学習指導

音楽科教育の課題を踏まえつつ，音楽科の学力につい
て，実践場面を想定しながら理解を深める。知覚感受を含
む共通事項の考え方，観点別評価と評価規準，表現及び鑑 伊野 義博（教育学部教授）
賞領域の指導事項，我が国の伝統音楽を含む多様な音楽
の学習などの観点から考察する。

教諭

小学校教諭、中・
高校教諭（音楽）

6,000円

平成26年5月9日～
30人
平成26年5月28日

平261003453711号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

健（教育学部教授）

新潟県新潟市

新潟県新潟市

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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平成２６年度（第３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

数理の世界B

想像上の数で実用性がないと思われがちな，2乗するとマ
イナスになる数「虚数」の基礎事項を復習しながら，虚数の
使い方について考える。歴史的背景も解説しながら，虚数
の有用性についての理解を深める。
渡邊 道之（教育学部准教授）
また、周の長さが与えられた平面図形の中で最大の面積 印南 信宏（理学部教授）
をもつものを求めよ。これは等周問題と呼ばれ、答えは円で
あるが、すでに多くの証明法が知られている。この問題に関
連して、ある条件下での等周問題について考える。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月23日

教諭

中・高校教諭（数
学）

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453712号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

言語学から見た英語

本講義は、英語における動詞の類型について形式面と意
味的な面から考察する。現代言語学の研究において蓄積さ
れてきた知見をわかりやすい形で解説し、英語文法の体系
的理解の助けとしたい。
本間 伸輔（教育学部准教授）
また、最近の言語学研究の成果には英語教育に直ちに活 大竹 芳夫（人文社会・教育科学系教授）
用できる知見が多い。学習者に英語をわかりやすく，面白
く，そして深く教えるために，教材に取り入れられるべき視点
や教員として理解すべき言語学的知見について考える。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月23日

教諭

中・高校教諭（英
語）

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453713号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟大学

障害のある子どもの理解と支援

発達障害をもつ子どもについて、その行動や認知への理
解と、支援について講義する。特に自閉症スペクトラム障害
を中心にその障害理解を進め、発達や病理などの側面から
の話題も交え、学校生活においてどのように支援していけ
るかについて講義を進める。
福島 愛（教育学部准教授）
また、教育現場に約6％の割合で存在するといわれる、
入山 満恵子（教育学部講師）
「何らかの特別な支援を必要とする子どもたち」－学習障
害、自閉症スペクトラム障害等について概説する。また、読
み書き障害の事例を通して、参加者とともに「通常学級でで
きる支援」を考えていく。

6,000円

150人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453714号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟大学

新潟大学

小学校・中学校
教諭
教諭、特別支援
養護教諭 学校教諭、養護
教諭

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月24日

新潟大学

学校におけるキャリア教育の理念や理論に関して概説す
るとともに、小学校段階から高等学校段階までの事例をいく
キャリア教育とキャリアカウンセリ
つか紹介し、キャリア教育の実際と課題について検討する。 松井 賢二（教育学部教授)
ング
また、具体的な例を取り上げながら、キャリアカウンセリング
の理論と方法についても解説する。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月25日

教諭

小学校・中学校・
高校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円

150人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453715号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟大学

子どもの体力・運動能力低下は新潟県も例外ではなく、新
潟県では、このような事態を重く見て、児童・生徒の生活実
態調査をおこない、体力・運動能力テストの実態と合わせて
健やかなからだの育成
分析・検討した。平成25年度の全国体力・運動能力、運動
篠田 邦彦（教育学部教授）
－体つくり運動の基礎と展開－ 習慣調査結果では全国上位の成績を収めたが、昭和60年
に比べるとまだ、はるかに低い水準である。本講座では、こ
れら調査結果を解説するとともに、体つくり運動の基礎と展
開を実習する。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月25日

教諭

小学校教諭、中・
高校教諭（保健
体育）

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453716号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟大学

ものづくりと情報（特に栽培）に関連して，植物の生育状態
の簡易計測装置の作成とその情報化（主に可視化）を中心
に講義する。実践教育を重視し，葉面積や葉色，草丈の計 佐藤 亮一（教育学部准教授）
「情報」と「ものづくり」の実践教育
測を行い，層別刈り取りによる（高さ別の）バイオマス量を示 下保 敏和（教育学部准教授）
すグラフィックを作成し，可視化することで一目で生育状態
がわかる教材を提案する。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月25日

教諭

中学校教諭（技
術）

6,000円

30人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453717号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟大学

学校におけるキャリア教育の理念や理論に関して概説す
るとともに、小学校段階から高等学校段階までの事例をいく
キャリア教育とキャリアカウンセリ
つか紹介し、キャリア教育の実際と課題について検討する。 松井 賢二（教育学部教授)
ング
また、具体的な例を取り上げながら、キャリアカウンセリング
の理論と方法についても解説する。

新潟県新潟市

6時間 平成26年7月24日

教諭

小学校・中学校・
高校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453718号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟県新潟市

6時間 平成26年7月25日

教諭

小学校・中学校・
高校教諭

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453719号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

6,000円

100人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453720号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453721号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟大学

新潟大学

新潟大学

国際社会の法と政治

20世紀は「戦争の世紀」とも言われ、多くの人命が戦争に
より失われました。冷戦が終わり20年近く経ちますが、世界
は本当に「平和」になっているでしょうか？本講習では、国
際社会の基本的構造や歴史的経緯を踏まえつつ、多角的
渡辺 豊（法学部准教授）
な観点で国際社会のあり方について考えていきます。何が
問題となっているのかを知り、翻って日本国内で私たちは何
を考え何をすべきかを見つめ直すきっかけとなれば幸いで
す。

障害のある子どもの理解と支援

発達障害をもつ子どもについて、その行動や認知への理
解と、支援について講義する。特に自閉症スペクトラム障害
を中心にその障害理解を進め、発達や病理などの側面から
の話題も交え、学校生活においてどのように支援していけ
るかについて講義を進める。
福島 愛（教育学部准教授）
また、教育現場に約6％の割合で存在するといわれる、
入山 満恵子（教育学部講師）
「何らかの特別な支援を必要とする子どもたち」－学習障
害、自閉症スペクトラム障害等について概説する。また、読
み書き障害の事例を通して、参加者とともに「通常学級でで
きる支援」を考えていく。

新潟県新潟市

6時間 平成26年7月27日

話しことばと書きことば

ことばには「話しことば」と「書きことば」の２種類があり、そ
れぞれにメリットとデメリットを持っている。明治期を中心に
行われた「言文一致運動」の学習を基点として、「話しこと
鈴木 恵（教育学部教授）
ば」と「書きことば」の歴史、その類似点・相違点について理
解を深めるともに、両者が相補関係にあること、すなわち何
れもが欠くことが出来ない存在であることを探究する。

新潟県新潟市

6時間 平成26年7月28日
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小学校・中学校
教諭
教諭、特別支援
養護教諭 学校教諭、養護
教諭

教諭

小学校教諭、中・
高校教諭（国語）

平成２６年度（第３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

新潟大学

新潟大学

講習の名称

自然科学応用の新展開（農学）

自然科学応用の新展開（工学）

講習の概要

担当講師

様々な生態系サービスを提供している森林が、動物被害
で衰退してきている。動物は森林生態系の重要な構成要員
で，森林の更新に重要な役割も果たしている。そこで，森林
における動物の機能と管理について学ぶ。一方、世界人口
箕口 秀夫（農学部教授）
は70億人を超え、長期的には食料需給の逼迫が予想され
大坪 研一（農学部教授）
ている。わが国の食料自給率は約39%（カロリーベース）と低
く、米の生産消費の拡大が必要である。本講義の後半で
は、米の生産、品質・食味、DNA判別および利用加工につ
いて学ぶ。
近年ロボット技術は、従来の製造現場にとどまらず医療、
福祉および一般生活分野等への展開が期待されている。こ
のような新分野のロボットの動向とロボットが将来目指すべ
き姿について学習する。
三村 宣治（工学部教授)
また、水素は、爆発の危険性はあるが二酸化炭素放出の
原田 修治（工学部教授）
無いエネルギーである。本講習では水素を安全に貯蔵し、
高効率で電気に変換する技術や水素を高感度で検出する
技術について解説し、工学・材料科学の意義を説明する。

本講習では、中国古代の人々は文字をどのように使いこ
なしたのか、という問題関心に沿って、記録媒体（書写材
料）の変化、とくに簡牘から紙への変化の背後にある歴史
的問題を考えていく。
冨田 健之（教育学部教授)
また、学習指導要領改訂の動向を踏まえ、思考力・判断 宮薗 衛（教育学部教授）
力・表現力を育てる社会科学習のあり方について、具体的
な教材開発・単元開発事例や実践事例を手がかりにして論
じ、かつ受講者と一緒に考えていく。

新潟大学

社会の学び方１

新潟大学

食品の二次機能（嗜好性）および三次機能（生体調節性）
について、調理学の視点から解説するするとともに、食品表
示や食物アレルギーなど、食品の安心・安全に関わる昨今
健康的な食生活と学習指導の工 の諸問題について紹介する。
山口 智子（教育学部准教授)
夫
さらに、生涯にわたって健康的な生活を営むことの重要性 高木 幸子（教育学部教授）
と食生活とのかかわりについて論じ、より良い「食生活」を営
むための知識・技術を習得するための学習環境や指導方法
の具体的な工夫を協議する。

講習の開催地

新潟県新潟市

新潟県新潟市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年7月29日

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
学校教諭（理
科）、高校教諭
（理科、農業）

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453722号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（理科・
技術）、高校教諭
（理科・工業）

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453723号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社
会）、高校教諭
（地歴、公民）

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453724号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月6日

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月9日

小学校教諭、中・
教諭
高校教諭（家
栄養教諭
庭）、栄養教諭

6,000円

30人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453725号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

体のサポート

学童期における歯科疾患の中で、特に有病率の高いの
は、う蝕（むし歯）および歯周疾患である。この２大疾患につ
いて新潟県の現状を分析する。さらに、学童期における歯 葭原 明弘（大学院医歯学総合研究科教授)
科疾患の予防体系について学ぶと共に、学校現場への応
用法について検討する。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月10日

小学校教諭、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5月9日～
平成26年5月28日

平261003453726号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

近代小説と物語

日本近代文学の作家・芥川龍之介、中島敦らの短篇小説
や、宮沢賢治の童話を主に取り上げ、典拠、同じ作家の他
作品、他作家の作品、先行するさまざまな語り等と対比しな
がら、文学テクストを読む読みの方法・手順について考え
堀 竜一（教育学部准教授)
る。それと同時に、物語テクストの成り立ち、物語形式の本
質、物語・文学テクストと読者との関わり、教室で読書するこ
との意義等々についても考察する。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月11日

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453727号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟大学

日本近代小説の読解

漱石作『こころ』を取り上げ、特に「下 先生と遺書」に注目
し、先生の「遺書」の執筆動機について、さらには「遺書」の
宛先が大学を卒業して間もない、人間的にも未熟な青年
先田 進（人文学部教授)
「私」であるのはなぜか？について検討、考察することに
よって、『こころ』が《小説批評の小説》という基本性格を内在
した小説であることを明らかにしたい。

6,000円

平成26年5月9日～
50人
平成26年5月28日

平261003453728号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟大学

新潟大学

教諭

小学校教諭、中・
高校教諭(国語）

教諭

中・高校教諭（国
語）

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月12日

新潟大学

児童生徒の健全な生活を支えるための基盤となる、小児
保健の基礎的知識を講義する。成長発達の評価、成長ス
パートと身体成熟、生活リズムの調整(睡眠不足と小児生活
健康レベルに応じた児童生徒へ 習慣病。メディアの影響)について学びを深める。またアレル
住吉 智子（医学部准教授)
のケア
ギーや慢性疾患(1型糖尿病、心疾患等)を持ちながら、学校
生活を過ごす児童生徒の身体機能面の問題、心理社会学
的側面と自己肯定感の関係についても学びを深める機会と
する。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月16日

養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453729号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟大学

精神的問題を抱える児童・生徒
への精神看護

精神疾患の予防には、発病前に出現する前駆症状を発
見し介入する必要がある。早期介入により、青年期以降の
発症を未然に防ぐことも可能となる。学校生活の場で児童
生徒が示す様々な行動や反応から、精神的問題がある場 関井 愛紀子（医学部講師)
合に出現しやすい反応をアセスメントし、児童生徒の精神状
態を理解する。さらに、精神的問題のある児童生徒に対し、
養護教諭が行う精神看護について事例を通して考える。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月17日

養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453730号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

救急処置とＰＯＳ

学童期の児童において経験される症状・訴えについて、し
ばしば経験される具体例を挙げ、救急処置をはじめとする
対処法を講義する。急性腹部症状・疾患、外傷を中心に概
説するほか、救急・救命処置を要するさまざまな病態につい
鈴木 力（医学部教授）
ても解説する。また救急処置における記録の役割と病院で
関井 愛紀子（医学部講師）
看護職が用いている記録方式の１つであるＰＯＳ：Problem
oriented system（問題解決志向システム）について、学校場
面で生じた救急場面を例に記録に対する考え方と実際に記
載方法について述べる。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月18日

養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453731号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟大学
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平成２６年度（第３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

新潟大学

養護教諭は、児童生徒の心の健康問題と身体症状への
対応を求められる。心と身体の両面に対応できるケアの考
え方に基づいたケア方法を用いることで、児童生徒の心身
のバランスの回復および成長・発達を支援することができ
養護教諭が行う児童生徒のケア る。プレゼンス・意図的タッチ・動作法・リラクセーション法・ 渡邊 岸子（医学部准教授)
マッサージ・回想法・積極的傾聴などの知識・技術を講義・
演習を通して学ぶ機会とする。これらの考え方・方法は、養
護教諭自身および教職員のメンタルヘルスケアにも活用で
きるものである。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月19日

新潟大学

数学教育が今日の社会において果たす役割について考
察し、それを踏まえて、中学校及び高等学校における数学
科の教材研究に関して、様々な具体例をもとに多角的に論
じる。
垣水 修（教育学部教授）
数学科の教材研究と学習指導法
また、数学科の今日的な課題と展望を「数学的リテラシー」 阿部 好貴（教育学部准教授）
という視点から明確にする。それは教材研究・学習指導法
の基盤として位置づく。また、教材研究・学習指導法のあり
方を「数学的活動」という視点から論じる。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月20日

新潟大学

中等学校における社会系諸教科は、社会認識形成を通し
て「公民」の育成をめざしている。本講習では、まず、「公民」
とはそもそも誰のことであり、「公民」になるために何が必要
かを確認する。その上で、「対立と合意」、「効率と公正」と
釜本 健司（教育学部准教授)
いったトピックについてその要点を学ぶ。さらに、こうしたト 古田 徹也（教育学部准教授）
ピックを取り上げた授業の特質と意義について、日本の中
等社会系諸教科の理論・実践の史的展開と関わらせながら
考える。

新潟大学

新潟大学

新潟大学

新潟大学

新潟大学

新潟大学

社会の学び方４

経済学とは何か、
経済学的思考プロセスを覗いて
みる

経済学とは何か？
特に日本では近代経済学と呼ばれる経済学は、人はイン
センティブに反応する。他は注釈に過ぎない。このことをす
べての人間の社会行動に当てはまると本気で考えている。
近代経済学という言葉は、日本特有のもので、世界的に
内藤 雅一（経済学部准教授）
は、近代経済学は、経済学と認識されている。この考え方を
学び、経済学者の視点で人間行動を見て行くことがこの講
義の目的です。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月21日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453732号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

教諭

中・高校教諭（数
学）

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453733号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社
会）、高校教諭
（地歴・公民）

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453734号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453735号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（社
会）、高校教諭
（公民）

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月23日

教諭

小学校教諭、中・
高校教諭（保健
体育）

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453736号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

体育授業の心理学

行動の始発、方向性、再現や継続を説明する概念が動機
づけである。講義では、体育授業における児童・生徒の学
習行動やその他の行動について、動機づけの観点から考
察する。動機づけによる行動の説明、内発的動機づけにお
森
ける有能感、自己決定、関係性それぞれへの欲求とその充
足、課題達成志向か自我志向かという目標志向性、環境要
因としての動機づけ雰囲気の行動への影響などが主な内
容である。

数理の世界Ｃ

午前は、 「曲線と曲面」の幾何学的な基本性質を学ぶ。身
近なテーマからケプラーの法則等の天文学からの話題まで
興味を持てる様に工夫しながら講義を進める。
午後は、立体図形の幾何学をテーマとして、基本的な立体 長谷川 敬三（教育学部教授）
図形について、新しい視点から考察する。中学校、高等学 垣水 修（教育学部教授）
校においては、断片的な取り扱いになりがちな立体図形や
空間図形に関して、見通しがよく、豊かなイメージを描くこと
ができるための視点として役立つことを目標とする。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月24日

教諭

中・高校教諭（数
学）

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453737号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

英語科の教材研究と学習指導
法・評価法B

これまでの第２言語指導理論の大まかな流れを概観した
うえで、第２言語・外国語としての英語の指導法を最近の第
２言語習得理論、認知心理学、神経言語学などの分野にお 加藤 茂夫（教育学部教授)
ける進展に触れつつ検討し、更に中学校・高等学校におけ
る実際の指導に対する応用可能性を探る。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月25日

教諭

中・高校教諭（英
語）

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453738号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

自然界の謎を解く科学教育

自然界の謎を解く「ICTを活用したアクティブ・ラーニング
型」科学教育；情報コミュニケーション技術（高速動画カメラ
やITセンサなど)を活用して、科学概念・法則に関する予測
を実験的に検証する能動的理科学習法・アクティブ・ラーニ
ング型科学教育についての実演・実習・授業づくりを含む講 小林 昭三（教育支援員）
義を行う。
森田 龍義（元教育学部長）
また、タンポポの外来種と帰化種の分布状態や生活史か
ら、なぜタンポポが環境指標になりうるのか、種のいる環境
と帰化種のいる環境がどのように違うのかなど、身近かな
自然と人間の関わりについて考察する。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月26日

教諭

中・高校教諭（理
科）

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453739号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

教材開発と授業改善

教科書にはさまざまな教材が取り上げられているが、本講
義においては、新学習指導要領の観点からそれらに内在す
る諸問題を取り上げ、教材開発のための新たな視点を考究 鈴木 恵（教育学部教授）
新潟県新潟市
する。あわせて 「学習スキルの習得」「思考力の育成」など 齋藤 純一（教育学部附属新潟小学校副校長）
の視点から、小学校における授業改善の方法について、実
践事例を通して考察する。

6時間 平成26年7月30日

教諭

小学校教諭、特
別支援学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453740号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

恭（教育学部准教授)
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平成２６年度（第３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

新潟大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

「PISA型読解力の指導」講座では、2003年PISA型調査結
果を受けて読解力を養うために、データを視覚的に表した
「非連続型テキスト」を用いて、PISA型読解力の向上を図る
ＰＩＳＡ型読解力の指導及び思考
冨田 健之（教育学部教授）
授業構成の在り方を検討する。また、「思考スキルの指導」
新潟県新潟市
スキルの指導
上野 昌弘（教育学部附属新潟中学校副校長）
講座では、思考力・判断力・表現力を育成するために、「思
考スキル」の取り立て指導と各教科への汎用性について検
討する。
障害のある人への社会的な対応と、障害のある子どもへ
の教育である特殊教育の歴史的編成について解説し、現在
の特別支援教育との異同について比較検討する。また、特
別支援教育においては、幼児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の適切な指導･支援が求められ
ている。本講習を通して、特別支援教育を行う教員の指導･
支援の構え並びに柱となる指導法の実際について研修を行
う。

長澤 正樹（教育学部教授）
大竹 嘉則（教育学部附属特別支援学校副校
長）
水谷 武（教育学部附属特別支援学校教頭）

時間数

講習の期間

6時間 平成26年7月31日

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校･中学校教
諭、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

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453741号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

6,000円

平成26年5月9日～
50人
平成26年5月28日

平261003453742号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月1日

教諭

小学校・中学校
教諭、特別支援
学校教諭

新潟大学

学校におけるキャリア教育の理念や理論に関して概説す
るとともに、小学校段階から高等学校段階までの事例をいく
キャリア教育とキャリアカウンセリ
つか紹介し、キャリア教育の実際と課題について検討する。 松井 賢二（教育学部教授)
ング
また、具体的な例を取り上げながら、キャリアカウンセリング
の理論と方法についても解説する。

新潟県長岡市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校・中学校・
高校教諭、特別
支援学校教諭

6,000円

40人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453743号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟大学

学びをつなぎ、学びを生かす学
習指導

長岡校園での「幼小中一貫教育のあり方の研究」におけ
る互恵関係にもとずく「協働型学習」の目指すものを示し、
「算数・数学科」での協働型学習における指導例、授業に役
立つ数学的活動を指向した教材を紹介する。さらに、「社会
的な知性を培う」ために幼小中一貫教育カリキュラムのもと 山田 和美（教育学部教授)
追究してきた「協働型学習」を実際の授業場面での生徒の
姿をとおして提案する。また、「協働型学習」の考え方や手
だてを、演習をとおして、自分が担当する教科等への取り入
れを図る。

新潟県長岡市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校・中学校
教諭、特別支援
学校教諭

6,000円

40人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453744号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟大学

変化の著しい知識基盤社会を生き抜くために、新しい国
語力が求められている。そこで、これからの時代に求められ
る国語力とは何か、その育成はどうあるべきかについて、
PISA調査や全国学力・学習状況調査等の結果から明らか
「言語活動の充実」を図る国語科
小久保 美子（教育学部教授)
になった課題を踏まえ、新学習指導要領の改訂の趣旨であ
単元の在り方
西澤 真一(教育学部附属幼稚園副園長）
る「言語活動の充実」を図った国語科単元の在り方について
解説する。また、「習得」「活用」「探究」の関係を国語科指導
においてはどのように考えればよいかについて、実践事例
を基に講じる。

新潟県長岡市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭、特
別支援学校教諭

6,000円

40人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453745号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟大学

全国学力・学習状況調査の分析結果等を手がかりとして
活用型学力の育成についての現状と課題を整理した後，学
習科学の知見を生かした活用型学力の育成への取り組み
学習科学の知見を生かした活用 を紹介すると共に，演習を通してその可能性を検討する。具
後藤 康志（教育支援センター准教授）
型学力の育成
体的には，東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機
構の提供する各種素材を手がかりとして，小学校，中学校，
高等学校問わずどの子も活躍できるジグソー法を体験し，
実践可能な教材を作成する。

新潟県佐渡市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校・中学校・
高校教諭

6,000円

40人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453746号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟県佐渡市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校・中学校
教諭、特別支援
学校教諭

6,000円

40人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453747号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟県佐渡市

6時間 平成26年8月23日

教諭

小学校教諭、中・
高校教諭（理科）

6,000円

30人

平成26年5月9日～
平成26年5月28日

平261003453748号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

小学校・中学校・
教諭
高校教諭、特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

150人

平成26年8月20日～
平成26年8月29日

平261003453749号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

小学校・中学校・
高校教諭

6,000円

150人

平成26年8月20日～
平成26年8月29日

平261003453750号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

小学校・中学校・
教諭
高校教諭、特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

150人

平成26年8月20日～
平成26年8月29日

平261003453751号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟大学

今日的課題をとらえた特別支援
教育

教室におけるコミュニケーションの特徴から子どもの学習過
程を捉える視点を、心理学に基づく理論的・実践的研究の
知見を踏まえて学ぶ。あわせて、子どもの学習を支援する 一柳 智紀（新潟大学教育学部准教授）
教師の役割を、教室におけるコミュニケーションに着目して
考える。

新潟大学

教室のコミュニケーションからみ
た子どもの学び

新潟大学

動物は30あまりの門に分類されているが、それらすべての
門の動物が海洋に生息している。佐渡沿岸域に生息する多
海洋生物の多様性と系統分類
安東 宏徳（理学部准教授）
種多様な海洋生物を採集し、それらの体制と初期発生（ム
－磯採集とウニの受精実験
安房田 智司（理学部助教）
ラサキウニ）を観察することにより、動物種の分類体系と進
化、それらの生息環境や生態についての理解を深める。

新潟大学

いじめや暴力行為など児童生徒の問題行動の現状を分
析し、その背景に応じた生徒指導のあり方、スクールカウン
児童生徒の問題行動と生徒指導
セラーやスクールソーシャルワーカー、児童相談所などの関 齊藤 正隆(新潟市教育委員会指導主事）
について
係機関との連携のあり方等を考える。また、深刻化するＬＩＮ
Ｅトラブルへの対応策についても学ぶ。

新潟県新潟市

6時間 平成26年9月27日

新潟大学

全国学力・学習状況調査の分析結果等を手がかりとして
活用型学力の育成についての現状と課題を整理した後，学
習科学の知見を生かした活用型学力の育成への取り組み
学習科学の知見を生かした活用 を紹介すると共に，演習を通してその可能性を検討する。具
後藤 康志（教育支援センター准教授）
型学力の育成
体的には，東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機
構の提供する各種素材を手がかりとして，小学校，中学校，
高等学校問わずどの子も活躍できるジグソー法を体験し，
実践可能な教材を作成する。

新潟県新潟市

6時間 平成26年9月28日

新潟大学

いじめの理解と対応

子どもたちのいじめについて、まず、いじめの本質論から、
タイプわけ、それぞれの心理メカニズム（機能）までを概説
する。それらをふまえ、学校教育現場での対応について、①
予防的対応、特に仲間づきあいや配慮のコツの習得、②い 神村 栄一（教育学部教授）
じめの実践的でより確実な発見方法、③トラブルにかかわっ
た児童・生徒（加害側・被害側）への対応、教育相談上の留
意点、④保護者への対応の留意点、などを解説する。

新潟県新潟市

6時間 平成26年10月11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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認定番号

電話番号

ＵＲＬ

小学校・中学校・
教諭
高校教諭、特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

150人

平成26年8月20日～
平成26年8月29日

平261003453752号

025-262-7103

http://www.niigatau.ac.jp/index.html

新潟大学

小中高等学校の通常学級における特別支援教育につい
て，具体的な事解をまじえて解説する。具体的には、学習の
通常学級における特別支援教育 ユニバーサルデザイン、生徒指導におけるスクールスタン 長澤 正樹（教育学部教授）
ダードと段階的な対応である。校内支援体制についても扱
う。

新潟県新潟市

6時間 平成26年10月12日

上越教育大学

造形遊びの表現演習を通して，①学習活動のデザイン②子
どもの学習過程の捉え方③学習活動の評価と支援につい
造形遊びによる学習活動のデザ て，その実際を学びます。それを踏まえ講義では，幼小中高
松本 健義(大学院学校教育研究科教授)
インと評価
等学校の学習場面全般を視野に，子どもの資質や能力の
形成としての学習活動のデザインと評価について理解を深
め，基本的な視点と方法を学びます。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月11日

教諭

幼稚園・小・中・
高校教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654718号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

子ども主体・活動中心という生活科の教科特性と独自の学
生活科の教科特性と学習指導の 習指導の在り方を学んでいただく。スタートカリキュラムも含
木村 吉彦(大学院学校教育研究科教授)
在り方
めた様々な映像から，具体的な教科特性をご理解いただ
く。

新潟県上越市

6時間 平成26年07月28日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654719号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

学級づくりに生かす話合い活動
指導の基礎と応用

学級集団づくりに生かす話合い活動の在り方，指導方法に
ついて考察する。学習指導要領の考え方，これからの社会
を生きる力，子どもの現状などを踏まえた指導を考える基礎
編と，「学級の課題解決に向かう子どもの自主的活動」や
橋本 定男(大学院学校教育研究科特任教授)
「折り合う所を探りながら深まっていく話合い」を取り上げる
応用編の二部で構成する。基礎編では問題解決の指導の
仕方，応用編では授業ビデオを使って教師の動き方につい
てエクササイズをする。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月05日

教諭

幼稚園・小・中･高
校教諭

6,000円

50人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654720号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

学級づくりに生かす話合い活動
指導の基礎と応用

学級集団づくりに生かす話合い活動の在り方，指導方法に
ついて考察する。学習指導要領の考え方，これからの社会
を生きる力，子どもの現状などを踏まえた指導を考える基礎
編と，「学級の課題解決に向かう子どもの自主的活動」や
橋本 定男(大学院学校教育研究科特任教授)
「折り合う所を探りながら深まっていく話合い」を取り上げる
応用編の二部で構成する。基礎編では問題解決の指導の
仕方，応用編では授業ビデオを使って教師の動き方につい
てエクササイズをする。

新潟県長岡市

6時間 平成26年08月01日

教諭

幼稚園・小・中･高
校教諭

6,000円

50人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654721号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

学級づくりに生かす話合い活動
指導の基礎と応用

学級集団づくりに生かす話合い活動の在り方，指導方法に
ついて考察する。学習指導要領の考え方，これからの社会
を生きる力，子どもの現状などを踏まえた指導を考える基礎
編と，「学級の課題解決に向かう子どもの自主的活動」や
橋本 定男(大学院学校教育研究科特任教授)
「折り合う所を探りながら深まっていく話合い」を取り上げる
応用編の二部で構成する。基礎編では問題解決の指導の
仕方，応用編では授業ビデオを使って教師の動き方につい
てエクササイズをする。

新潟県佐渡市

6時間 平成26年07月28日

教諭

幼稚園・小・中･高
校教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654722号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

学習者に道徳的価値の自覚を深める道徳の授業方法とし
て，道徳的価値の「実感的理解」を実現する「役割演技
道徳の指導法（役割演技を道徳 （ロール・プレイング）」を取り上げる。学習指導要領に準拠
早川 裕隆(大学院学校教育研究科教授)
の授業に）
しつつ道徳授業の中でいかに役割演技を展開するか，演者
や観客の育成の方法や監督としての授業者の役割，学習
構造の変化など，講義と演習を通して学ぶ。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月25日

教諭

幼稚園・小・中学
校教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654723号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

学習者に道徳的価値の自覚を深める道徳の授業方法とし
て，道徳的価値の「実感的理解」を実現する「役割演技
道徳の指導法（役割演技を道徳 （ロール・プレイング）」を取り上げる。学習指導要領に準拠
早川 裕隆(大学院学校教育研究科教授)
の授業に）
しつつ道徳授業の中でいかに役割演技を展開するか，演者
や観客の育成の方法や監督としての授業者の役割，学習
構造の変化など，講義と演習を通して学ぶ。

新潟県佐渡市

6時間 平成26年07月29日

教諭

幼稚園・小・中学
校教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654724号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

今日，生徒指導の在り方は「生徒指導の手引」から「生徒指
導提要」へと転換されている。その基本コンセプトは，プラグ
マティズム・パターナリズム・ペーシングといっても，過言で
育てる生徒指導と学校教育相談
稲垣 応顕(大学院学校教育研究科准教授)
はない。そこで本講習は，抽象的表現で掲げられるこれらの
用語は，どのように学校現場で具現化されるのかについ
て，事例や演習を交え検討していく。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月04日

教諭
小・中・高校教
養護教諭 諭，養護教諭

6,000円

平成26年04月25日～
50人
平成26年05月27日

平261003654725号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

今日，生徒指導の在り方は「生徒指導の手引」から「生徒指
導提要」へと転換されている。その基本コンセプトは，プラグ
マティズム・パターナリズム・ペーシングといっても，過言で
育てる生徒指導と学校教育相談
稲垣 応顕(大学院学校教育研究科准教授)
はない。そこで本講習は，抽象的表現で掲げられるこれらの
用語は，どのように学校現場で具現化されるのかについ
て，事例や演習を交え検討していく。

新潟県佐渡市

6時間 平成26年07月30日

教諭
小・中・高校教
養護教諭 諭，養護教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654726号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

未来の社会形成に向けて，今，学校教育が目指すことは何
キャリア教育と教育展望(社会形 か。キャリア教育を理解することを通して，学校教育の役割
白木 みどり(大学院学校教育研究科准教授)
成と学校教育の可能性)
と可能性について考察していく。また，理論と実践の融合の
試みを具体的実践の紹介や演習を通して考える。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月11日

教諭
小・中・高校教
養護教諭 諭，養護教諭

6,000円

50人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654727号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

キャリア教育は，全教育課程を通して生徒一人一人の社会
的，職業的自立に必要な能力の育成を支援することをねら
いとします。特にキャリア発達が重視している基礎的・汎用
キャリア教育の理念に基づく持続
的能力を学校教育のどのような場面を活用し育成し得るか 白木 みどり(大学院学校教育研究科准教授)
可能な教育の具現化
について各教科，領域の立場から考察します。また，実践で
活用できる具体的テーマによる演習を通して指導法等を概
説します。

新潟県長岡市

6時間 平成26年08月12日

教諭
小・中・高校教
養護教諭 諭，養護教諭

6,000円

50人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654728号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

道徳の時間を要としながら，特別活動やキャリア教育，食
道徳教育論～他領域との連携を
育，教育相談などとの連携を図る道徳教育の在り方を紹介 林 泰成(副学長)
視野に～
し，検討する。

新潟県長岡市

6時間 平成26年08月11日

教諭
小・中学校教諭，
養護教諭 養護教諭，栄養
栄養教諭 教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654729号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

上越教育大学
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ＵＲＬ

「こころ」と「からだ」の健康

ストレスの問題は，幼児・児童・生徒の様々な問題と密接に
関連している。
本講習では，ストレスが心身に及ぼす影響を理論的に概説
し，ストレスによる情動・行動の問題（特に不安），各種心身 五十嵐 透子(大学院学校教育研究科教授)
症（消化器系心身症や代謝・内分泌系心身症など），基本的 山本 隆一郎(大学院学校教育研究科講師)
生活習慣の問題（食習慣，睡眠習慣など）との関連を解説
する。また，心身の健康の保持増進の鍵概念であるリラク
セーションに関しても体験的に学習する。

新潟県上越市

6時間 平成26年07月30日

教諭
幼稚園・小・中・
養護教諭 高校教諭，養護
栄養教諭 教諭，栄養教諭

6,000円

50人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654730号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

「こころ」と「からだ」の健康

ストレスの問題は，幼児・児童・生徒の様々な問題と密接に
関連している。
本講習では，ストレスが心身に及ぼす影響を理論的に概説
し，ストレスによる情動・行動の問題（特に不安），各種心身 五十嵐 透子(大学院学校教育研究科教授)
症（消化器系心身症や代謝・内分泌系心身症など），基本的 山本 隆一郎(大学院学校教育研究科講師)
生活習慣の問題（食習慣，睡眠習慣など）との関連を解説
する。また，心身の健康の保持増進の鍵概念であるリラク
セーションに関しても体験的に学習する。

新潟県長岡市

6時間 平成26年08月06日

教諭
幼稚園・小・中・
養護教諭 高校教諭，養護
栄養教諭 教諭，栄養教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654731号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

特別支援教育においては，教師による障害のある子どもた
ちへの指導・支援が重要である。そこで本講習では，聴覚障
特別支援教育の理論と実際（きこ 害はもちろん，LD・ADHDなどによりきこえに困難を示す子ど
えに困難を示す子どもの指導と もへの指導支援について，聴覚のしくみやきこえに困難を示 加藤 哲則(大学院学校教育研究科准教授)
支援）
す子どもの特性，聴覚補償・授業における情報保障・教室
の音環境などの理論と，それに基づく指導・支援の在り方を
中心に講義する。

6時間 平成26年07月31日

幼稚園・小･中･高
教諭
校教諭，特別支
養護教諭 援学校教諭，養
護教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654732号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

本講習では，言語障害のある幼児児童生徒の理解と教育
について，特別支援教育の教育課程において重要な領域
である自立活動の観点から，講述する。言語障害のある幼
学校における言語障害のある幼
児児童生徒の学習上及び生活上の困難を的確に把握し， 藤井 和子(大学院学校教育研究科准教授)
児児童生徒の教育
学校の教育活動全体において指導を行うための教師間の
連携，個別の指導計画作成について理解が深められるよう
にする。

6時間 平成26年07月29日

幼稚園・小･中･高
教諭
校教諭，特別支
養護教諭 援学校教諭，養
護教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654733号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

特別な支援が必要な子の指導・
支援計画

本講習では，はじめに特別支援教育やインクルーシブな教
育の現状と課題について概説する。その上で，特別な支援
が必要な子どもたちが有する学習上や生活上の困難改善・
笠原 芳隆(大学院学校教育研究科准教授)
克服の基本的な考え方を論述し，「チーム力」を生かした子
どもたちの指導計画・支援計画の作成・活用について，演習
を行いながら理解が深められるようにする。

6時間 平成26年08月12日

幼稚園・小･中･高
教諭
校教諭，特別支
養護教諭 援学校教諭，養
護教諭

6,000円

50人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654734号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

我が国の聴覚障害児教育について，特別支援学校（聴覚障
害）におけるコミュニケーション手段の多様化，通常学校に
特別支援教育の基本的理解（聴
おける難聴児への支援という２つの柱で現状を概説し，我 我妻 敏博(大学院学校教育研究科教授)
覚障害）
が国の聴覚障害児教育の今日的課題と今後の見通しを述
べる。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月06日

幼稚園・小･中･高
教諭
校教諭，特別支
養護教諭 援学校教諭，養
護教諭

6,000円

50人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654735号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

小学校国語科における言語力の育成と活用の在り方をテー
マとして概説する。最近の教育動向に関する理解を深めな
小学校国語科における学習指導
迎 勝彦(大学院学校教育研究科准教授)
がら，具体的な学習指導の在り方について検討を加えるこ
の実際と課題
押木 秀樹(大学院学校教育研究科教授)
と，及び，国語科書写指導の実際について理解を深めるこ
とが本講習の目的である。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月19日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654736号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

小学校国語科における言語力の育成と活用の在り方をテー
マとして概説する。最近の教育動向に関する理解を深めな
小学校国語科における学習指導
迎 勝彦(大学院学校教育研究科准教授)
がら，具体的な学習指導の在り方について検討を加えるこ
の実際と課題
押木 秀樹(大学院学校教育研究科教授)
と，及び，国語科書写指導の実際について理解を深めるこ
とが本講習の目的である。

新潟県長岡市

6時間 平成26年08月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654737号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

小学校国語科における教材解釈のあり方を各社の教科書
に採録されているものを中心に具体的に説明する。講習で
小学校国語科における教材解釈 は，最近の教育動向に関する理解を深めることも同時に行
渡部 洋一郎(大学院学校教育研究科准教授)
の実際
い，その上で，文学的な文章教材と説明的な文章教材を材
料に，教材解釈の方法について理解を深めることを目的と
している。

新潟県長岡市

6時間 平成26年08月01日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654738号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

中学校国語科において，言語力の育成と活用をどう進めた
らよいかをテーマとする。最近の教育動向に関する理解を
中学校国語科における学習指導 深めるとともに，学習指導の在り方について実際の教材を 渡部 洋一郎(大学院学校教育研究科准教授)
の実際と課題
用いながら実践的な展開案を構築すること，及び，国語科 押木 秀樹(大学院学校教育研究科教授)
書写指導の実際について理解を深めることが本講習の目
的である。

新潟県上越市

6時間 平成26年07月31日

教諭

中学校（国語科）
教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654739号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

午前の部（Ⅰ）では，現代日本語における人称の概念と体
系について確認し，人称制限と呼ばれる現象を，文学テクス
トとの関連から理解する。午前の部（Ⅱ）では，中学校・高等
中学校・高等学校における文学
野村 眞木夫(大学院学校教育研究科教授)
学校の国語科における古典（古文）の読解力の育成を狙う。
教材（現代文・古文）読解のため
下西 善三郎(大学院学校教育研究科教授)
古文に親しむ観点から古典の知識も取り上げ解説する。午
の基礎
小埜 裕二(大学院学校教育研究科教授)
後の部（Ⅲ）（Ⅳ）では，近代文学の読解方法について，新し
いテクスト理論を紹介しつつ，具体的に文学作品を取り上げ
て解説する。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月05日

教諭

中・高校（国語
科）教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654740号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

新潟県上越市

新潟県上越市

新潟県上越市
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上越教育大学

午前は，アジア諸国，日本の小学校事情についてＤＶＤを交
えながら講義をいたします。
午後は，小学校外国語活動のねらいに基づいて，授業づく
りのデザインについて講義をいたします。具体的に，外国語
小学校外国語活動及び小学校英
北條 礼子(大学院学校教育研究科教授)
活動の授業の固定化，歌の活動及び評価とその他につい
語
石濵 博之(大学院学校教育研究科准教授)
ての内容です。学校教育としての英語教育を再考する際，
小学校英語教育との連携が求められます。中学校・高校等
の先生にも，その内容に関心をもって受講していただけま
す。

新潟県上越市

6時間 平成26年07月29日

教諭

幼稚園，小，中・
高校（英語科）教
諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654741号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

(1)読む・書く・聞く・話すの4技能を支える文法とはどのよう
なものなのかについて言語学からの知見を紹介するととも
に，コミュニカティブ・アプローチの下での文法指導について
外国語（英語）の指導法及び関連 実践も紹介しながら考察を加えます。
野地 美幸(大学院学校教育研究科准教授)
分野（英語学）
(2)談話文法､語用論の視点から話し手・聞き手・場面をめぐ 加藤 雅啓(大学院学校教育研究科教授)
る理論的背景，及び文をつなげる仕組み（結束性）を紹介
し、これらの知見を生かした授業実践の具体的方法を提案
します。

新潟県上越市

6時間 平成26年07月30日

教諭

中・高校（英語
科）教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654742号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

異文化コミュニケーション及びア
メリカ文学

午前は，異文化コミュニケーションを取り入れた英語教育に
関する次の課題について講義，討論及び演習を（一部は英
語で）行います。：言語と文化，異文化理解，アイデンティ
ブラウン，アイヴァン(大学院学校教育研究科准
ティ，動機づけ，会話方略。
教授)
新潟県上越市
午後は，プロとして英語を教える者が備えているべき英語力
前川 利広(大学院学校教育研究科教授)
の４技能のうち，必要最低限の読む力を示し，読む材料の
種類と理由，異文化への関心の持ち方，さらに教え方を提
示します。

6時間 平成26年07月31日

教諭

中・高校（英語
科）教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654743号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

社会科指導法

社会科実践研究のための具体的な理解がえられることを目
標とする。そのために，まず，地理，歴史，公民の教材を事
例として小・中学校社会科，高校地歴科・公民科の内容に
ついて実践的検討を行い，次に，授業分析を通して，その
指導のあり方について検討する。さらに，フォーラムによっ
て，各受講者が今後の社会科実践の改善に向けての視座
を獲得できるようにする。

新潟県上越市

6時間 平成26年07月29日

教諭

小，中学校（社会
科）,高校（地歴・
公民科）教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654744号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

公民（現代社会の諸課題）

現代社会の諸課題について，経済学・宗教学に関する近年
の学術的研究成果を踏まえて概説し，社会科の背景や前
提にある現代社会に関する認識を高めることを目標とする。 吉田 昌幸(大学院学校教育研究科准教授)
個別テーマとして，①地域経済の諸問題，②現代社会と宗 松田 愼也(大学院学校教育研究科教授)
教に関する諸問題を設定し，講義の上，受講者とディスカッ
ションを行う。

新潟県上越市

6時間 平成26年07月31日

教諭

中学校（社会
科），高校（公民
科）教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654745号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

地理学・歴史学

地理学・歴史学に関する最新の学術的研究成果の概要を
理解し，それぞれの教科に関する教材開発能力を高めるこ
とを目標とする。そのために，地理学・歴史学（日本史・世界
史）に関する最新の研究成果と研究動向の具体例に関する
知識を獲得し，それにもとづいて実践的な教材開発の手法
を学ぶ。そのうえで，各受講者の実践的課題に即した地域
調査の方法，史料調査・史料読解の方法，教材開発の方法
等の習得を支援する。

新潟県上越市

6時間 平成26年07月30日

教諭

中学校（社会
科），高校（地歴・
公民科）教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654746号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

算数指導の改善に向けて

本講習では，学習指導要領の趣旨や算数教育の動向等を
踏まえながら，主に子どもの算数的活動を促すことを中心
に指導力の向上を目指す。
布川 和彦(大学院学校教育研究科教授)
算数の学習や思考過程，算数の授業にかかわる知見につ
岩﨑 浩(大学院学校教育研究科教授)
いての講義に加え，参加者が実際に問題を解いたり，算数
的活動が実現されている授業等のビデオ記録を解釈するな
どの演習を交えながら講習を進める。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月26日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654747号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

算数指導の改善に向けて

子どもたちの算数的活動を促すための指導力の向上を目
指す。子どもが算数を学習する過程において，実際的に子
どもの心理面で何が起こり，授業でどのような場の変容が
宮川 健(大学院学校教育研究科准教授)
生じているかを，この講習では扱う。算数の学習や思考過
髙橋 等(大学院学校教育研究科准教授)
程，相互作用に関わる知見についての講義を行うとともに，
参加者が問題を解いたり，あるいは子どもの算数的活動の
ビデオ記録を解釈する演習を交えながら講習を進める。

新潟県長岡市

6時間 平成26年08月25日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654748号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

数学指導の改善に向けて（指導
と教材開発）

本講習では，新学習指導要領の趣旨や最近の数学教育の
動向等を踏まえながら，数学指導の改善に向けて，主に生
徒の数学的活動を促し，生徒の学習意欲を高める有効な教
松沢 要一(大学院学校教育研究科教授)
材とその指導法を取りあげる。数学教育に関する最新の知
伊達 文治(大学院学校教育研究科教授)
見についての講義，参加者が教材開発の実際について追
体験したり，具体的な数学の授業場面について考える等の
演習を交えながら講習を進める。

新潟県長岡市

6時間 平成26年08月26日

教諭

中・高校（数学
科）教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654749号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

数と図形に関する基礎教養

中学校及び高等学校で学習する内容の背景となる数学の
理解を図る。前半は，「有理数と無理数」について連分数を
中心に解説する。応用として，ペル方程式と呼ばれる2次不
定方程式についても解説する。後半は，２つの図形が「同 中川 仁(大学院学校教育研究科教授)
じ」であるとはどういうことか，および，図形が「異なる」ことを 斎藤 敏夫(大学院学校教育研究科准教授)
どのように確認すればよいかについて，「結び目」という身
近な題材を用いて現代幾何学の観点からその一例を紹介
する。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月25日

教諭

中・高校（数学
科）教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654750号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

上越教育大学

上越教育大学

上越教育大学

上越教育大学

上越教育大学

上越教育大学

上越教育大学

志村 喬(大学院学校教育研究科教授)
茨木 智志(大学院学校教育研究科教授)
田村 徳至（信州大学全学教育機構教職教育
部講師）

山縣
矢部
浅倉
下里

耕太郎(大学院学校教育研究科教授)
直人(大学院学校教育研究科准教授)
有子(大学院学校教育研究科教授)
俊行(大学院学校教育研究科教授)
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開設者名

講習の名称

講習の概要

理科教材

中学校理科に関する教材について次の講習をする。
1）ザルツマン試薬を用いた環境教育教材
2）物理領域の教材
3）デジタル教材でみる最新宇宙像ー太陽系と銀河系を中心
としてー
4）顕微鏡の観察法と試料作製法

担当講師

髙津戸 秀(大学院学校教育研究科教授)
定本 嘉郎(大学院学校教育研究科准教授)
濤﨑 智佳(大学院学校教育研究科准教授)
小川 茂(大学院学校教育研究科教授)

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

新潟県上越市

6時間 平成26年07月30日

教諭

中学校（理科）教
諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654751号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

考える力を育む観察・実験指導
の理論と実際

観察・実験による探究の方法は，対象とする事物・現象によ
り異なることを，日高敏隆の「チョウはなぜ飛ぶか」を引用し
ながら講義する。また，児童・生徒に仮説を立てさせる指導
法について講義する。また，観察・実験における探究能力に 小林 辰至(大学院学校教育研究科教授)
着目し，どのような探究能力を育成すべきかを日本の子ど 稲田 結美(大学院学校教育研究科講師)
もの学習状況から考える。さらに，子どもの探究能力を評価
し，育成する方法について解説し，学習内容に即した具体
的な教材の作成を試みる。

新潟県上越市

6時間 平成26年07月29日

教諭

小，中学校（理
科）教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654752号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

音楽科の教材研究と指導法Ａ

午前は，音楽の授業づくりについて，身体表現活動や鑑賞
に焦点をあてた活動や多様な実態の生徒への対応といった
授業構成について学ぶ。
午後は，授業においての「音楽づくり」の意義を考えたうえ
で，いくつか例を挙げながら，具体的な授業の展開方法に
ついて提示する。また，教師が，今持っている音感，読譜能
力を，授業中に有効に活かすための方法を経験的に学ぶ。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月04日

教諭

小，中・高校（音
楽科）教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654753号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

音楽科の教材研究と指導法Ｂ

独唱・ピアノ・指揮の実践を通して，教育現場で生かすため
の実技力を高める。
独唱・ピアノは，受講者が事前に用意してきた作品を扱う。
平野 俊介(大学院学校教育研究科教授)
なお，ピアノは歌曲や合唱曲の伴奏でも受講可能とする。
上野 正人(大学院学校教育研究科准教授)
指揮については，ピアノに向かって指揮することで，合奏や
長谷川 正規(大学院学校教育研究科講師)
合唱を指揮する際にみられる諸問題を具体的に取り上げ
る。なお，独唱・ピアノは順次，個人及びグループ単位で講
習を行う。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月05日

教諭

小，中・高校（音
楽科）教諭

6,000円

平成26年04月25日～
30人
平成26年05月27日

平261003654754号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

音楽科の教材研究と指導法Ｃ

学校音楽教育の近年の動向を踏まえ，本講習では，日本の
伝統音楽や，いわゆる諸民族の音楽の指導に関する講義
及び演習を行う。まず，日本の伝統音楽および諸民族の音
楽を指導することの意義とその指導のあり方について総説
玉村 恭(大学院学校教育研究科講師)
し，その後，主に筝を用いて，和楽器の特性や奏法および
表現法について，実技演習を行う。伝統的な歌唱について
も，地歌を例に，奏法および表現法，楽器演奏との関わりな
どを扱う。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月06日

教諭

小，中・高校（音
楽科）教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654755号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

主に以下の内容で行いますが，取り上げる教材等について
は変更する場合があります。
１.学習指導要領の変遷と今回の改訂
２.表現と鑑賞の教材（造形遊びと対話型鑑賞他）
阿部 靖子(大学院学校教育研究科教授)
美術教育の教材と指導法（概論）
３.鳥獣人物戯画絵巻を読む（新指導要領「我が国の文化」 川村 知行(大学院学校教育研究科教授)
への対応）
４.教材開発に向けてのワークショップ
５.認定試験

新潟県上越市

6時間 平成26年07月29日

教諭

幼稚園，小，中・
高校（美術科）教
諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654756号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

新潟県上越市

6時間 平成26年07月30日

教諭

幼稚園，小，中・
高校（美術科）教
諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654757号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

上越教育大学

上越教育大学

上越教育大学

時得
尾﨑
後藤
阿部

紀子(大学院学校教育研究科教授)
祐司(大学院学校教育研究科講師)
丹(大学院学校教育研究科教授)
亮太郎(大学院学校教育研究科准教授)

造形芸術と美術教育の動向を踏まえ，初等・中等美術科の
授業づくりにおける教材研究，実技指導，指導法などにつ
いて実践的に解説する。前半は，伝統的日本画の基礎描写
洞谷 亜里佐(大学院学校教育研究科准教授)
を実践し，絵画表現の拡大と素材研究を目的とする。後半
伊藤 将和(大学院学校教育研究科講師)
は彫刻など，立体に表す造形活動の特徴と意義を平面との
松尾 大介(大学院学校教育研究科准教授)
相違を踏まえながら，粘土などを素材とした実制作により確
認していく。制作を通して実感したそれぞれの考えを合評会
で共有する。

上越教育大学

絵画・立体表現についての教材
と指導法

上越教育大学

最近のデザイン,工芸の動向と美術教育の動向を踏まえ，初
等・中等美術科の授業づくりのもととなる教材研究，実技指
導について実践的に解説する。具体的には，デジタル機
安部 泰(大学院学校教育研究科准教授)
デザイン，工作・工芸領域につい 器，画像処理ソフトウエア，大型プリンタ等を使用したデザイ
西村 俊夫(副学長)
ての教材内容と指導
ン制作及び陶芸制作を通して，デザイン，工芸における表
髙石 次郎(大学院学校教育研究科教授)
現プロセスの特質や教材としての可能性について考察す
る。更にデザイン，工作・工芸教育の今日的な意味とあり方
に関する講義を行う。

新潟県上越市

6時間 平成26年07月31日

教諭

幼稚園，小，中・
高校（美術科）教
諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654758号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

初等の体育科における器械運動（周東）とボール運動（土
田）に関する基本的認識や最新情報を解説する。器械運動
身体教育の実践理論１：器械運
では実技実習を通して，動きを促発する指導方法について 周東 和好(大学院学校教育研究科准教授)
動の指導と観察，ボール運動の
解説する。ボール運動では，講義を通して，「動きづくり」で 土田 了輔(大学院学校教育研究科教授)
指導理論
はなく，「ゲーム理解」が重視される近年のボール運動の指
導理論を解説する。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月19日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654759号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

主に中学校教諭を対象に，前半はダンス領域の実技・指導
法の講習を行う。はじめに学習指導要領に示された内容を
確認した上で，自分の専門にかかわりなく実践できるダンス
身体教育の実践理論２：誰でもで
の授業モデルを提案する。後半の講義では，体育・スポーツ 大橋 奈希左(大学院学校教育研究科准教授)
きるダンス授業，運動スキルの学
に関わる心理学的事例をとり上げて運動の学習過程と効果 竹野 欽昭(大学院学校教育研究科准教授)
習
的な指導方法を概説するとともに，スポーツにおける科学的
な測定によって得られたデータ活用の有用性についても検
討する。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月06日

教諭

中学校（保健体
育科）教諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654760号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/
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平成２６年度（第３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

上越教育大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

中等の保健体育科および体育科における授業づくりに関わ
り，特に，器械運動に関する教材研究の視点（周東），およ
身体教育の実践理論３：運動と人
び身体理解のための運動生理学（松浦）について解説す
松浦 亮太(大学院学校教育研究科准教授)
間の生理機能，器械運動の指導
る。器械運動では実技実習を通して動きを促発する指導方 周東 和好(大学院学校教育研究科准教授)
と観察
法と運動観察の方法について解説する。運動生理学は講
義を行う。

講習の開催地

新潟県上越市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年08月20日

対象職種 主な受講対象者

教諭

高校（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

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654761号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654762号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654763号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

学校保健

体育科，保健体育科教育のうち保健領域に関する内容を取
り扱う。保健科の指導内容について，生理学・医学の学問
的エビデンスに基づいて指導内容を深めることを目的とす
る。午前は，睡眠と生活リズム，薬物乱用防止（含むセルフ 増井 晃(大学院学校教育研究科教授)
メディケーション）について精神医学の立場から講義を行う。 池川 茂樹(大学院学校教育研究科講師)
午後は，熱中症予防の具体的方策，運動が健康に及ぼす
影響について，運動生理学の立場から，最新の知見につい
ての講義を行う。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月26日

小，中・高校（保
教諭
健科・保健体育
養護教諭
科）教諭，養護教
栄養教諭
諭，栄養教諭

子どもの健康課題とその対応

最新の子どもの健康課題について，まず医科学の観点から
理論と現状を押さえ，次に学校現場での対応の実際につい 上野 光博(大学院学校教育研究科教授)
て演習する。午前は，内科学の立場から感染症を中心に講 増井 晃(大学院学校教育研究科教授)
義と演習を行う。午後は，精神医学の立場から摂食障害を 角田 智恵美(大学院学校教育研究科講師)
中心に講義と演習を行う。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月25日

養護教諭 養護教諭，栄養
栄養教諭 教諭

技術科指導の改善に向けて：指
導と教材開発の工夫Ａ

中学校技術科に関わり，生徒の意欲を高め，理解を深める
ような指導のあり方について，近年の知見などを含めて考
察する。技術科の教育内容のうち，特に【１】生物育成【２】
材料と加工【３】力の伝達とメカトロニクス【４】情報【５】電子
山崎 貞登(大学院学校教育研究科教授)
回路について，教材開発に関する基礎的知識と，そうした教
材を用いた指導を構想するための基礎的知識の理解を目
標とする。本講習では「技術科教育」と「生物育成」を取り上
げる。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月18日

教諭

中学校（技術科）
教諭

6,000円

20人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654764号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

技術科指導の改善に向けて：指
導と教材開発の工夫B

中学校技術科に関わり，生徒の意欲を高め，理解を深める
ような指導のあり方について，近年の知見などを含めて考
察する。技術科の教育内容のうち，特に【１】生物育成【２】
材料と加工【３】力の伝達とメカトロニクス【４】情報【５】電子 黎 子椰(大学院学校教育研究科教授)
回路について，教材開発に関する基礎的知識と，そうした教 東原 貴志(大学院学校教育研究科准教授)
材を用いた指導を構想するための基礎的知識の理解を目
標とする。本講習では「材料と加工」と「力の伝達とメカトロニ
クス」を取り上げる。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月19日

教諭

中学校（技術科）
教諭

6,000円

20人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654765号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

技術科指導の改善に向けて：指
導と教材開発の工夫C

中学校技術科に関わり，生徒の意欲を高め，理解を深める
ような指導のあり方について，近年の知見などを含めて考
察する。技術科の教育内容のうち，特に【１】生物育成【２】
川崎 直哉(大学院学校教育研究科教授)
材料と加工【３】力の伝達とメカトロニクス【４】情報【５】電子
大森 康正(大学院学校教育研究科准教授)
回路について，教材開発に関する基礎的知識と，そうした教
材を用いた指導を構想するための基礎的知識の理解を目
標とする。本講習では「情報」と「電子回路」を取り上げる。

6,000円

平成26年04月25日～
20人
平成26年05月27日

平261003654766号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

上越教育大学

上越教育大学

上越教育大学

新潟県上越市

6時間 平成26年08月20日

教諭

中学校（技術科）
教諭

上越教育大学

この講習では，家庭科の授業の構想と実践に役立つ情報を
提供することを目指す。そのために，家庭生活・生活に関す
生活を知る・見つめる・創る・育む
佐藤 ゆかり(大学院学校教育研究科准教授)
る現代的な内容やトピックを織り交ぜた具体的な講義及び
１（家庭科教育）
得丸 定子(大学院学校教育研究科教授)
演習を行う。
本講習では，家庭科教育について講義及び演習を行う。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月05日

教諭

幼稚園，小，中・
高校（家庭科）教
諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654767号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

この講習では，家庭科の授業の構想と実践に役立つ情報を
提供することを目指す。そのために，家庭生活・生活に関す
生活を知る・見つめる・創る・育む る現代的な内容やトピックを織り交ぜた具体的な講義及び 光永 伸一郎(大学院学校教育研究科教授)
２（食生活と衣生活）
演習を行う。
佐藤 悦子(大学院学校教育研究科教授)
本講習では，食生活と衣生活について講義及び演習を行
う。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月06日

教諭

幼稚園，小，中・
高校（家庭科）教
諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654768号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

上越教育大学

この講習では，家庭科の授業の構想と実践に役立つ情報を
提供することを目指す。そのために，家庭生活・生活に関す
生活を知る・見つめる・創る・育む る現代的な内容やトピックを織り交ぜた具体的な講義及び
吉澤 千夏(大学院学校教育研究科准教授)
３（家族と子ども）
演習を行う。
本講習では，家族と子どもに関する内容を中心に講義及び
演習を行う。

新潟県上越市

6時間 平成26年08月07日

教諭

幼稚園，小，中・
高校（家庭科）教
諭

6,000円

30人

平成26年04月25日～
平成26年05月27日

平261003654769号

025-521-3276

http://www.menkyokk
-niigata.jp/

新潟県新発田
市

6時間 平成26年8月4日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭向
け

6,000円

30人

平成26年6月6日～
平成26年7月4日

平263028655400号

0254-26-3636

http://www.keiwac.ac.jp

敬和学園大学

「総合的な学習の時間」と「英語
の授業」における「古典」からの
学び

本講習は「古典」からの学びをテーマに、「総合的な学習の
時間」と「英語の授業」について取り上げる。前半は、社会の
変化と子どもの変化を踏まえ、現代の教育改革を巡る動向
と総合的な学習の時間について検討する。そのうえで、今
金山 愛子（人文学部教授）
日の学校における教師の役割について再確認する。後半の
伊藤 敦美(人文学部准教授)
英語の授業では、人間は言葉をとおして考え感じる存在で
あるという観点から、英語を単なる「道具」として捉えるので
はなく、文学作品のもつ言葉の豊かさや英語の独自性を生
徒に伝えることを含んだ活動などを提唱する。
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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

現代社会とコミュニケーション

本講習では、情報メディア論及び精神分析の観点から、現
代のコミュニケーションの変容について講義する。情報メ
ディア論の観点からは、「ソーシャルメディア」を用いて人々
が情報をどのように共有し、それによってコミュニケーショ
佐藤 渉（人文学部教授）
ン、メディアや社会がどのように変化しているかについて、 一戸 信哉（人文学部准教授）
最新事情を踏まえつつ、功罪両面から検討する。また、精
神分析の観点からは、現代社会におけるコミュニケーション
が人間関係に与えるさまざまな影響について考察する。

楽しく話そう！小学校英語

小学校外国語活動及び小学校英語教育についての講義
（前半）と演習（後半）をいたします。外国語活動の歴史及び
将来、ねらいに基づく授業作りのデザインについて講義をい
たします。具体的に、 授業の固定化、各種活動（ゲーム、 石濱 博之（上越教育大学大学院学校教育研
歌、絵本、紙芝居、その他）、評価などについての内容で
究科准教授）
す。その講義に基づいて授業で使える活動を取り入れます
（演習）。最終的に、児童が英語を話してみたいと感じる外
国語活動の内容を提供します。

新潟県柏崎市

6時間 平成26年10月26日

新潟工科大学

学校とユニバーサルデザイン

ユニバーサルデザインは福祉分野に限らず、教育等の分
野でも利用され、効果を上げています。本講習では、既存の
教室・学習現場等で行われている分かり易い授業、年齢・
学年に応じた効果的プレゼンテーション、幼児向けの効果
原 利昭（新潟工科大学工学部教授）
的教え方、苦情や集団不適応生徒さんへの対応等のあり
方も含め、ユニバーサルデザインに基づく考え方を紹介しま
す。また、迫り来るデジタル教育への対応等についても受講
者と共に考える。

新潟県柏崎市

6時間 平成26年10月26日

新潟工科大学

安全・安心で心豊かな暮らしは幸せの基盤であり、誰もが
願うことです。こうした視点から衣・食・住に焦点を合わせ、
「衣・食・住」－幸福感の視点から それぞれの分野において、まず先人の知恵や伝統文化に
地濃 茂雄（新潟工科大学工学部教授）
－
ついて紐解き、ついで今日的課題を抽出するとともに、四季
移ろう中での心豊かな暮らし方や幸福感について考えたい
と思います。

新潟県柏崎市

6時間 平成26年10月26日

新潟工科大学

インクルーシブな教育を含む特別支援教育の理念やその
対象となる子どもの障害特性、子どもの特別な教育的ニー
ズに対応する教育課程編成、教育課程の要となる自立活動
特別支援教育の基本的理解（教 の指導等について概説する。その上で、チーム指導・支援 笠原 芳隆（上越教育大学大学院学校教育研
育課程・指導法）
の観点から、子どもの実態把握や目標設定の方法等、個別 究科准教授
の指導計画作成の手続き等について細述するとともに、子
どものライフステージを見すえ、個別の教育支援計画を通し
た機関連携のあり方等について言及する。

新潟県柏崎市

6時間 平成26年11月3日

新潟工科大学

現代の私達は、多くの電化製品に囲まれ、情報通信ネット
ワークを介して色々な情報を享受しています。本講習では、
この電気・情報通信分野の発展に貢献した主要な発明・発
電気・情報通信のトピックスあれ
見をエピソードを交えて紹介します。また、この分野におい 中島 繁雄（新潟工科大学工学部教授）
これ
て、身近で知っておきたい事柄や知識（例えば、電気とは？
発電機の仕組みとは？情報とは？携帯電話通信の仕組み
とは？等）について解説します。

新潟県柏崎市

6時間 平成26年11月3日

新潟工科大学

日本近代とアジア世界

5～7世紀の日本、14～15世紀の西ヨーロッパに、それぞ
れの近代の特性の原型を探る。日本文化についてはそれ
に更に、中世、近世精神の重なりを観察する。日本近代化
の政治過程を、幕末から明治、大正、昭和前期、後期（戦 判澤 純太（新潟工科大学工学部教授）
後）をたどりながら、それぞれの時期の日本とアジア世界、
欧米世界との接触の様相を、政党論、政治社会学、国際関
係論等の諸学問的観点から検討する。

新潟県柏崎市

6時間 平成26年11月3日

生徒指導・教育相談の知と心－
理論と実践を結ぶ－

今日は、知識基盤社会と言われる一方で、実存的空虚感
（何となくの空しさ）が付きまとう。このような現実の中で、問
題行動への対応という切り口ではなく、自己指導力の育成 稲垣 応顕（上越教育大学大学院学校学校教
の視点から生徒指導・教育相談を問い直す。なお本講習
育研究科 准教授）
は、理論と実践を結び付ける意味合いから構成的グループ
エンカウンターを主とする、学校で使える演習も行っていく。

新潟県柏崎市

6時間 平成26年11月8日

うっかりミスや危険の防止

ミスや危険を無くすることは、誰もが望むところですが、極
めて困難です。USBメモリーや答案の紛失・盗難、成績など
の情報流出、食物アレルギーのある生徒への対処、体育授
業での生徒の怪我、発達障害児への配慮と対処等、教職
原 利昭（新潟工科大学工学部教授）
者には常に種々の難問に対処する気構えが求められてい
ます。自らどんなにミスしない様に気をつけていてもミスする
事例を紹介し、可能と思われる対処法や考え方を画像等を
用いて分かり易く解説します。

新潟県柏崎市

6時間 平成26年11月8日

歴史の名著を読む

歴史のいくつかの名著の内容を具体的に紹介すると同時
に、その名著が対象としている地域や時代背景、さらには
執筆された当時の時代背景や執筆の動機を概観し、そして
根村 亮（新潟工科大学工学部教授）
過去および現在におけるこの著作に対するさまざまな見解
を解説し、それぞれの名著に対する理解をいっそう深めるこ
とを目的とする。

新潟県柏崎市

6時間 平成26年11月8日

敬和学園大学

新潟工科大学

新潟工科大学

新潟工科大学

新潟工科大学

新潟県新発田
市

6時間 平成26年8月4日
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対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭

小学校・中学校・
高等学校社会科
教諭向け

6,000円

30人

平成26年6月6日～
平成26年7月4日

平263028655401号

0254-26-3636

http://www.keiwac.ac.jp

教諭

幼稚園・小学校・
中学校（英語）・
高等学校（英
語）・特別支援学
校教諭

6,000円

30人

平26平成26年4月24日～平
30293成26年5月30日
55524号

0257-22-8101

http://www.niit.ac.
jp

6,000円

50人

平26平成26年4月24日～平
30293成26年5月30日
55525号

0257-22-8101

http://www.niit.ac.
jp

6,000円

30人

平26平成26年4月24日～平
30293成26年5月30日
55526号

0257-22-8101

http://www.niit.ac.
jp

6,000円

30人

平26平成26年4月24日～平
30293成26年5月30日
55527号

0257-22-8101

http://www.niit.ac.
jp

教諭

中学校（理科・技
術）、高等学校
（理科・情報・工
業）教諭

6,000円

30人

平26平成26年4月24日～平
30293成26年5月30日
55528号

0257-22-8101

http://www.niit.ac.
jp

教諭

中学校（社会）・
高等学校（地理
歴史・公民）教諭

6,000円

15人

平26平成26年4月24日～平
30293成26年5月30日
55529号

0257-22-8101

http://www.niit.ac.
jp

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

6,000円

30人

平26平成26年4月24日～平
30293成26年5月30日
55530号

0257-22-8101

http://www.niit.ac.
jp

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

6,000円

50人

平26平成26年4月24日～平
30293成26年5月30日
55531号

0257-22-8101

http://www.niit.ac.
jp

6,000円

30人

平26平成26年4月24日～平
30293成26年5月30日
55532号

0257-22-8101

http://www.niit.ac.
jp

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

教諭

小・中・高等学校
（社会・生活・家
庭）教諭、高等学
校（建築）教諭

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

教諭

中学校(社会）・高
等学校（社会）教
諭

平成２６年度（第３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

子どもたちの道徳性の発達段階は、年齢に応じて異なっ
ている。望ましくない行為を修正する場合でも、罰を与えるこ
とが効果的な場合もあれば、また理由を説明することが効
道徳の指導法－発達段階に応じ 果的なこともある。そこで本講習では、主要な発達理論を取 林 泰成（上越教育大学大学院学校教育研究
た指導法－
り上げ、それぞれの発達段階で効果的な道徳授業の方法 科教授）
について紹介し、グループワークをとおして、参加者が自ら
考え、模擬的にやってみるという形でスキルを身に付けられ
るように、支援する。

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

小学校教諭・中
学校教諭

6,000円

30人

平26平成26年4月24日～平
30293成26年5月30日
55533号

0257-22-8101

http://www.niit.ac.
jp

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

6,000円

30人

平26平成26年4月24日～平
30293成26年5月30日
55534号

0257-22-8101

http://www.niit.ac.
jp

中学校（理科）・
高等学校（理科）
教諭

6,000円

15人

平26平成26年4月24日～平
30293成26年5月30日
55535号

0257-22-8101

http://www.niit.ac.
jp

教諭

小・中学校教諭

6,000円

30人

平26平成26年4月24日～平
30293成26年5月30日
55536号

0257-22-8101

http://www.niit.ac.
jp

6時間 平成26年11月22日

教諭

中学校(英語）・高
等学校（英語）教
諭

6,000円

20人

平26平成26年4月24日～平
30293成26年5月30日
55537号

0257-22-8101

http://www.niit.ac.
jp

新潟県柏崎市

6時間 平成26年11月22日

教諭

高等学校（数学
科）教諭

6,000円

15人

平26平成26年4月24日～平
30293成26年5月30日
55538号

0257-22-8101

http://www.niit.ac.
jp

学習と記憶の心理学

記憶の仕組みやそのはたらきを学び、記憶理論の視点か
ら学習活動、学習指導について考えることを目指します。人
の記憶課程について概観し、「覚える」、「忘れる」だけでな 橋本 圭子（新潟工科大学工学部准教授）
く、「理解する」、「できる」など、学習と深く関わる事象につい
て、認知心理学的にとらえます。

新潟県柏崎市

6時間 平成26年11月22日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

6,000円

50人

平26平成26年4月24日～平
30293成26年5月30日
55539号

0257-22-8101

http://www.niit.ac.
jp

やる気と人間関係の心理

現代の子ども達が抱える大きな心理的問題、やる気のなさ
と人間関係能力の低下。そのために能力を発揮できない子
ども達。そして親子の問題、教師と子ども、保護者とのトラブ 碓井 真史(新潟青陵大学大学院臨床心理学
ルなど。心理学の基本を学ぶとともに、スクールカウンセリ 研究科教授)
ングの現場からの報告等を通して、やる気と人間関係の心
理について学びます。

新潟県新潟市

6時間 平成26年6月22日

教諭
教諭、養護教諭
養護教諭

6,000円

60人

平成26年4月16日～
平成26年4月29日

平263029653982号

025-278-3875

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

やる気と人間関係の心理

現代の子ども達が抱える大きな心理的問題、やる気のなさ
と人間関係能力の低下。そのために能力を発揮できない子
ども達。そして親子の問題、教師と子ども、保護者とのトラブ 碓井 真史(新潟青陵大学大学院臨床心理学
ルなど。心理学の基本を学ぶとともに、スクールカウンセリ 研究科教授)
ングの現場からの報告等を通して、やる気と人間関係の心
理について学びます。

新潟県新潟市

6時間 平成26年9月21日

教諭
教諭、養護教諭
養護教諭

6,000円

60人

平成26年6月16日～
平成26年6月24日

平263029653983号

025-278-3875

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

子どもたちの話し合い活動が盛り上がらない、職員研修で
は同じ人ばかりが発言している……こんな悩みをお持ちで
はありませんか。この講習では近年、学校教育においても
言語活動が充実するファシリテー
普及しつつあるファシリテーションの理論と方法を、ファシリ 岩﨑 保之(看護福祉心理学部教授)
ションの基本
テーション・グラフィック法を中心に学びます。子どもたちや
先生方の心と心が溶け合って、授業・学級経営・職員研修・
学校評価などにおける言語活動が充実します。

新潟県新潟市

6時間 平成26年7月20日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

45人

平成26年4月16日～
平成26年4月29日

平263029653984号

025-278-3875

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

子どもたちの話し合い活動が盛り上がらない、職員研修で
は同じ人ばかりが発言している……こんな悩みをお持ちで
はありませんか。この講習では近年、学校教育においても
言語活動が充実するファシリテー
普及しつつあるファシリテーションの理論と方法を、ファシリ 岩﨑 保之(看護福祉心理学部教授)
ションの基本
テーション・グラフィック法を中心に学びます。子どもたちや
先生方の心と心が溶け合って、授業・学級経営・職員研修・
学校評価などにおける言語活動が充実します。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月10日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

45人

平成26年4月16日～
平成26年4月29日

平263029653985号

025-278-3875

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟工科大学

新潟県柏崎市

6時間 平成26年11月9日

近年の大気環境課題

近年の大気環境課題として、水俣条約により大気中への
排出抑制が進められようとしている水銀問題、光化学大気
汚染物質の広域越境汚染問題、中国の大都市で高濃度が
福崎 紀夫（新潟工科大学工学部教授）
報道されており長距離越境移流も懸念されている微小粒子
状物質（ＰＭ2.5）問題などを取り上げ、これらの現状と課題
について解説する。

新潟県柏崎市

6時間 平成26年11月9日

基礎からわかる原子・原子核の
世界

ミクロの世界の不思議な現象の例を挙げ、マクロの世界と
は異なる物理法則の発見への歴史を説明する。はじめに光
や電子の示す二重性について、また、物質を構成する結晶
の規則性を示し、それを調べる方法であるＸ線回折につい
柿沼 藤雄（新潟工科大学工学部教授）
て述べる。次に、原子構造の研究の歴史を述べ、元素の周
期律表の起源等について説明する。原子核の性質と原子
核崩壊や核分裂について説明し、崩壊や核分裂による放射
線の種類、物理的性質や生物学的影響について概説する。

新潟県柏崎市

6時間 平成26年11月9日

教諭

新潟工科大学

学級づくりに生かす話合い活動
指導の基礎と応用

学級づくりに生かす話合い活動の在り方、指導方法につ
いて考察する。学習指導要領・指導要録、子どもの現状等
を踏まえた指導を考える基礎編と、「学級の課題解決に向
かう子どもの自主的活動」や「折り合う所を探りながら深まっ 橋本 定男（高崎経済大学非常勤講師）
ていく話合い」を取り上げる応用編に分ける。応用編では授
業ビデオを使って子どもと教師の動きを分析したり、活動づ
くりのエクササイズをしたりする。

新潟県柏崎市

6時間 平成26年11月22日

新潟工科大学

印欧語族の１つである英語がどのように印欧祖語から現
代英語に変化してきたかを概観し、併せて、I は何故大文字
英語の歴史をたどる－英語史の なのか、といったような生徒が興味を持ちそうな英語の疑問
小山 良一（新潟工科大学工学部教授）
基本－
を歴史的に考察します。内容は、１．印欧祖語から英語へ、
２．古英語の特徴、３．中英語の特徴、４．音韻変化、５．疑
問考察、を予定しています。

新潟県柏崎市

新潟工科大学

これまで、学生や一般の方から受けた数学に関する質問
のうち、歴史的に興味深いものや、見た目より難しい話など
数学に関する質問とその背景の
を取り上げ、その経緯や背景の数学について解説する。今 竹野 茂治（新潟工科大学工学部准教授）
数学
回は、ベクトル、対数とе 、及び斜円錐の側面積の話をする
予定である。

新潟工科大学

新潟工科大学

新潟工科大学

新潟青陵大学
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教諭

平成２６年度（第３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

新潟青陵大学

子どもたちの話し合い活動が盛り上がらない、職員研修で
は同じ人ばかりが発言している……こんな悩みをお持ちで
はありませんか。この講習では近年、学校教育においても
言語活動が充実するファシリテー
普及しつつあるファシリテーションの理論と方法を、ファシリ 岩﨑 保之(看護福祉心理学部教授)
ションの基本
テーション・グラフィック法を中心に学びます。子どもたちや
先生方の心と心が溶け合って、授業・学級経営・職員研修・
学校評価などにおける言語活動が充実します。

新潟県新潟市

6時間 平成26年10月26日

新潟青陵大学

学校現場では、不登校や非行など個別の生徒指導を要す
る事例が数多くあります。これらの事例では指導対象の生
徒が学校に来ないため、生徒と直接会うことを前提とする生
不登校や非行などの生徒指導に 徒指導の枠組みでは対処しきれず、対応に苦慮するケース 横谷 謙次（新潟青陵大学大学院臨床心理学
役立つ「短期療法」
がよく見られます。本講習では、家族や学校という「システ 研究科准教授）
ム」に焦点を当てた心理療法の一つである「短期療法」を学
び、こうした事例に際して生徒と直接合わずに問題を解消す
る方法の習得を目指します。

新潟県新潟市

6時間 平成26年7月26日

保護者への対応

最近、幼稚園・学校などにおいて、対応の難しい保護者の
対応に苦慮している現状を耳にします。実際に子育て環境
の変化や、労働環境の悪化などで保護者にゆとりがなく
なっていることは確かなことと言えます。しかし、保育者は一 沼野 みえ子(新潟県立大学人間生活学部准教
新潟県新潟市
人ひとりの子どもの最善の利益のために、保護者との連携・ 授)
協力のもとに子どもの成長・発達を支援する使命がありま
す。保護者の気持ちに寄り添い、自分自身もストレスをため
こまない対応を学びます。

6時間 平成26年7月27日

教諭

保護者への対応

最近、幼稚園・学校などにおいて、対応の難しい保護者の
対応に苦慮している現状を耳にします。実際に子育て環境
の変化や、労働環境の悪化などで保護者にゆとりがなく
なっていることは確かなことと言えます。しかし、保育者は一 沼野 みえ子(新潟県立大学人間生活学部准教
新潟県新潟市
人ひとりの子どもの最善の利益のために、保護者との連携・ 授)
協力のもとに子どもの成長・発達を支援する使命がありま
す。保護者の気持ちに寄り添い、自分自身もストレスをため
こまない対応を学びます。

6時間 平成26年9月7日

保護者への対応

最近、幼稚園・学校などにおいて、対応の難しい保護者の
対応に苦慮している現状を耳にします。実際に子育て環境
の変化や、労働環境の悪化などで保護者にゆとりがなく
なっていることは確かなことと言えます。しかし、保育者は一 沼野 みえ子(新潟県立大学人間生活学部准教
新潟県新潟市
人ひとりの子どもの最善の利益のために、保護者との連携・ 授)
協力のもとに子どもの成長・発達を支援する使命がありま
す。保護者の気持ちに寄り添い、自分自身もストレスをため
こまない対応を学びます。

ライフストーリーの語り合いで保
育観を養う

ライフストーリーとは、個人が自分自身について語る物語の
ことを示します。本講習では、ライフストーリー・アプローチの
手法について学び、その後にグループに分かれて互いのラ
イフストーリーを語り合います。幼児教育の現場で日頃感じ 仲 真人(新潟青陵大学短期大学部幼児教育
ていることや、仕事のやりがいなどについて、各自の体験を 学科准教授)
共有することで、業務における課題を乗り越えるヒントを探
るとともに、保育者としてのモチベーションとキャリア意識の
向上を目指します。

ライフストーリーの語り合いで保
育観を養う

ライフストーリーとは、個人が自分自身について語る物語の
ことを示します。本講習では、ライフストーリー・アプローチの
手法について学び、その後にグループに分かれて互いのラ
イフストーリーを語り合います。幼児教育の現場で日頃感じ 仲 真人(新潟青陵大学短期大学部幼児教育
ていることや、仕事のやりがいなどについて、各自の体験を 学科准教授)
共有することで、業務における課題を乗り越えるヒントを探
るとともに、保育者としてのモチベーションとキャリア意識の
向上を目指します。

新潟青陵大学

新潟青陵大学

新潟青陵大学

新潟青陵大学

新潟青陵大学

新潟青陵大学

新潟青陵大学

新潟青陵大学

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

45人

平成26年6月16日～
平成26年6月24日

平263029653986号

025-278-3875

http://www.nseiryo.ac.jp

6,000円

60人

平成26年4月16日～
平成26年4月29日

平263029653987号

025-278-3875

http://www.nseiryo.ac.jp

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月29日

平263029653988号

025-278-3875

http://www.nseiryo.ac.jp

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年6月16日～
平成26年6月24日

平263029653989号

025-278-3875

http://www.nseiryo.ac.jp

6時間 平成26年11月30日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年6月16日～
平成26年6月24日

平263029653990号

025-278-3875

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月3日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月29日

平263029653991号

025-278-3875

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟県新潟市

6時間 平成26年10月19日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年6月16日～
平成26年6月24日

平263029653992号

025-278-3875

http://www.nseiryo.ac.jp

保育者の資質向上

幼児期は教師の在り方が幼児に大きく影響を及ぼします。
本講習では、保育者の在り方を問い直し、しっかりとした保
育観を持つことを目指します。さまざまな個性の子どもたち 加藤 由美子(新潟青陵幼稚園園長、新潟青陵
新潟県新潟市
にどのような意図を持ち、どのような言葉を使うべきか、保 大学短期大学部非常勤講師）
育現場で起こる日々の出来事に、保育のプロとしてどう対応
すべきかを考えます。

6時間 平成26年8月18日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月29日

平263029653993号

025-278-3875

http://www.nseiryo.ac.jp

保育者の資質向上

幼児期は教師の在り方が幼児に大きく影響を及ぼします。
本講習では、保育者の在り方を問い直し、しっかりとした保
育観を持つことを目指します。さまざまな個性の子どもたち 加藤 由美子(新潟青陵幼稚園園長、新潟青陵
新潟県新潟市
にどのような意図を持ち、どのような言葉を使うべきか、保 大学短期大学部非常勤講師）
育現場で起こる日々の出来事に、保育のプロとしてどう対応
すべきかを考えます。

6時間 平成26年10月5日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年6月16日～
平成26年6月24日

平263029653994号

025-278-3875

http://www.nseiryo.ac.jp

伝統的な子どもの遊び文化と保
育

伝統的な子どもの遊び文化であるわらべ歌や昔話などは、
保育の場でもなじみ深いものです。この講習では、それらが
どのようなものであるかの概要を把握した上で、保育教材と
原田 留美(看護福祉心理学部教授)
しての選び方や生かし方について、具体的な歌や作品に
渡辺 優子(看護福祉心理学部准教授)
沿って理解を深めることを目的とします。前半はわらべ歌等
（渡辺優子担当）、後半は昔話等（原田留美担当）について
の講習を行います。

6,000円

平成26年4月16日～
60人
平成26年4月29日

平263029653995号

025-278-3875

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月19日
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教諭

小・中・高等学校
教諭

教諭
高等学校教諭、
養護教諭 養護教諭

教諭

幼稚園教諭

平成２６年度（第３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

新潟青陵大学

本講習では、小児に特有な疾患の概説とその対処法および
心肺蘇生法について学びます。
１）小児期に見られる外科的疾患
２）症状から疑われる疾患と処置（頭痛、痙攣、発熱、腹痛、
小児に特有な疾患とその対処法
嘔気・嘔吐、下痢など）
山際 岩雄(看護福祉心理学部教授)
および心肺蘇生
３）食物アレルギー
４）外傷とその処置
５）熱中症・低体温症
６）心肺蘇生法（ABCからCABへ）（実技実習を含む）

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月20日

養護教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月29日

平263029653996号

025-278-3875

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

子どもの健康問題は多様化・複雑化しており、問題解決に
向けて、学校における組織的、計画的な取組や、関係機関
との連携などが求められています。そのような中、養護教諭 中村 恵子 （看護福祉心理学部教授）
子どもの心の健康問題の理解と
には、その特性を生かしたコーディネーターとしての役割が 塚原 加寿子 （看護福祉心理学部准教授）
対応
期待されています。本講習では、心の健康問題に焦点を当
て、養護教諭は、子どもの心の健康問題をどのように理解
し、対応すればよいのかを学びます。

新潟県新潟市

6時間 平成26年8月30日

養護教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月29日

平263029653997号

025-278-3875

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟県新潟市

6時間 平成26年10月13日

教諭
教諭、養護教諭
養護教諭

6,000円

60人

平成26年6月16日～
平成26年6月24日

平263029653998号

025-278-3875

http://www.nseiryo.ac.jp

平267001155617号

03-4212-8456

http://www.nctd.go.
jp/korekara/koshink
oshu_tw.html

新潟青陵大学

子どもの生活環境と課題

独立行政法人教 子供の体力向上指導者養成研
員研修センター 修

子ども達の抱える問題は、家庭環境から関連していることが
多いと考えます。そこで札幌でのスクールソーシャルワー
カーの経験から現在の保護者が抱える生活問題や関係機 花澤 佳代(看護福祉心理学部准教授)
関との連携の実践を整理し、教育現場での福祉専門職の利
用の仕方や連携について学びます。

石川 泰成(文部科学省スポーツ・青少年局教
科調査官)
高田 彬成(文部科学省スポーツ・青少年局教
科調査官)
鈴木 康弘（十文字学園女子大学 准教授）
柳沢 和雄（筑波大学 教授）
近藤 智靖（日本体育大学 准教授）
柴田 一浩（流通経済大学 准教授）
日野 克博（愛媛大学 准教授）
子供の体力を高めるために体を動かす意識をもたせる学習
細川 江利子（埼玉大学 教授）
指導の在り方、体ほぐしの運動の趣旨を踏まえた学習指導
畑 攻（日本女子大学 教授）
の在り方、運動の意欲を高めるための学習指導の在り方な
新潟県新潟市
吉田 伊津美（東京学芸大学 准教授）
ど、知識や技術を修得できる講義や演習を実施する。
大塚 隆（東海大学 教授）
岩田 靖（信州大学 教授）
安江 美保（ノートルダム清心女子大学 講師）
吉永 武史（早稲田大学 准教授）
山﨑 俊輔（甲南大学 教授）
佐藤 豊（鹿屋体育大学 教授）
橋口 俊一（独立行政法人教員研修センター主
任指導主事）
島内 啓介（独立行政法人教員研修センター主
任指導主事）

自然の家のフィールドを活用し、集団宿泊学習を通した学級
独立行政法人国 学級経営・教科指導に生かす体 づくりのあり方や、｢総合的な学習の時間｣、｢生活科｣の指
立青少年教育振 験活動（国立妙高青少年自然の 導に必要な知識・技術を身につける。また、体験活動の教
興機構
家）
育的意義やその指導方法を理解し、教員としての資質・能
力の向上を図る。

濁川 明男(妙高市教育長)
宮川 八岐（國学院大学教授）
関 智子（シーズジャパン代表）
新潟県妙高市
髙瀬 裕(国立妙高青少年自然の家主任企画
指導専門職)

一般募集はしま
せん。

18時間

12時間

（※左記研修の
実施要項に基づ
き、都道府県教
育委員会等から
の推薦により受
講者決定した者
（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5月20日～
平成26年5月23日

教諭

平成26年8月7日～
平成26年8月8日

教諭

小・中学校教諭

平成26年4月1日～
平成26年4月23日
0円

30人
(※左記の受講対象者
のみ該当します。）

12,600円

32人

平成26年4月16日～
平成26年6月9日

平267002354645号

0255-82-4321

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

富山大学

小学校・中学校・高等学校の学習指導要領にある「伝統的
な言語文化と国語の特質に関する事項」の「国語の特質」
国語授業のための「国語の特質」 で、国語の授業でどのような内容をどのように取り扱えばよ
宮城 信（人間発達科学部准教授）
の基礎知識
いのかを考える。日本語学の基礎的な知識の講義を行った
後、受講者それぞれが学習した知識を利用した実践可能な
教材についての提案を行う。

富山県富山市

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

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755100号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

小中学校における「見方考え方を成長させる社会科授業」
の作り方を具体的に考えてもらいます。平成20年版学習指
導要領社会科で強調されている「知識・概念の明確化」を説
明し，小学校社会科の授業を具体的な事例としてこれから
小中学校教員のための社会科教
求められる授業づくりを基本に立ち返って考えます。事例は 岡﨑 誠司（人間発達科学部教授）
育論
小学校ですが，中学校教員にとっても役に立つ理論を示し
ます。内容を「知識の構造図」として作ります。それを「発問
の構造図」として応用することで，実際の授業づくりに役立
つ力量をつけます。

富山県富山市

6時間 平成26年7月31日

教諭

小学校、中学校
（社会科）教諭

8,160円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755101号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

教科書の社会科歴史分野には、歴史と経済、双方にわた
る知識に乏しいとほんらいは指導が難しい項目が含まれて
います。この講義では、何故、これらが小・中・高教科書に
歴史と経済：教科書で教える上の 繰返し登場する重要トピックスになり得るのか、教科内容学
根岸 秀行（人間発達科学部教授）
ヒント
の立場から経済史学の最新の知見を交えて考えます。今
回、中心に取り上げるのは「産業革命」と「明治維新」です。
また、地域教材の事例として、「八尾のおわらと地域開発」
についてもふれることにします。

富山県富山市

6時間 平成26年8月2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19日～
平成26年5月29日

平261003755102号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

操作活動を通した算数・数学的
活動の実際

タングラムや魔方陣などの操作的活動を含む数学教材につ
いて、実際に問題を解くことを通して算数・数学的活動を取 岸本 忠之（人間発達科学部教授）
り入れた指導のあり方を理解する。

富山県富山市

6時間 平成26年7月29日

教諭

小学校、中学校・
高等学校（数学
科）教諭

6,000円

20人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755103号

076-445-6097

http://www.utoyama.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
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受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

富山から発信する小学校理科

１時間目 富山で行われている単元展開の多様性
２時間目 自然読解力をはぐくむ学習展開：ノーベル化学賞
田中氏を生み出した澤柿実践に学ぶ
３時間目 事象提示から共通問題を設定する（1）
松本 謙一（人間発達科学部教授）
４時間目 事象提示から共通問題を設定する（2）
５時間目 科学読解力をはぐくむ学習展開
６時間目 修了認定試験

富山県富山市

6時間 平成26年8月28日

教諭

小学校教諭

8,700円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755104号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

化学振動反応入門

化学振動反応は、自然界に数多く見られる非平衡現象の代
表的なモデル系として活発に研究されている。実験が比較
的容易であることから、科学イベントや高校での課外活動等
でも取り上げられ、そこでの成果が国際的な学術雑誌に掲 片岡 弘（人間発達科学部教授）
載された例は記憶に新しい。今回の講習では、いくつかの
化学振動反応を実際に観察し、その原理やモデルの解説を
通じて、自然に対する総合的なものの見方を深める。

富山県富山市

6時間 平成26年7月26 日

教諭

小・中・高等学校
（理科）教諭

6,000円

15人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755105号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

地球科学からみた原発•放射能•
エネルギー資源

原発、放射能、エネルギー資源問題は、地球科学の様々
な分野と関係している。本講習では、1）地震・津波学と核物
理学からみた原発事故、2）太陽風（放射線）環境における
生命の進化と、環境や食物等の放射能汚染が人体に与え 椚座 圭太郎（人間発達科学部教授）
る影響、3）地球史における気候変動と地球温暖化問題、4）
化石燃料の生成と将来展望、5）地球環境と新エネルギー問
題、などを論じる。

富山県富山市

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

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755106号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

メディアリテラシーを通した批判
的読解力の育成

教科書や資料の内容を直接的に理解する機能的リテラシー
だけでは，市民社会（市民を主権者とする民主社会）の構成
員に必須な高次リテラシーは発揮できない。多様な思考，
経験をもった市民が集まる社会で批判的思考力，読解力を
発揮し，ものごとを表からも裏からも多面的に吟味する能力 林 衛（人間発達科学部准教授）
の育成が各国で市民性教育の柱として重要視されている。
東日本大震災，原発，心のケア，スポーツ，学校保健，いじ
め，食育などに関するニュース，社説比較分析を中心に討
論型授業を実施する。

富山県富山市

6時間 平成26年8月18日

小・中・高等学校
教諭
（国語、社会、理
養護教諭
科）教諭、養護教
栄養教諭
諭、栄養教諭

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755107号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

子どもと創る生活科・総合学習

１時間目
２時間目
３時間目
４時間目
５時間目
６時間目

松本 謙一（人間発達科学部教授）

富山県富山市

6時間 平成26年8月21日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755108号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

小学校における教科教育，国語科，社会科，算数科，理
科，生活科それぞれの授業づくりを基本に立ち返って考え
ます。現場教員は，毎日の授業を進めるために，「教科書通
りの授業」になっている傾向があるでしょう。本講座では，何
小学校教員のための教科教育論
をこそ内容として取り上げるべきか，どのような方法で，そし
てそれはなぜなのか，授業の本質を問いかけます。事例を
挙げることもありますが，現場に帰ってから役に立つ力量を
身に付けてもらいます。

米田
岡﨑
岸本
松本

富山県富山市

6時間 平成26年7月30日

教諭

小学校教諭

8,700円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755109号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

小学校における教員を対象に、図画工作科の指導方法の
工夫改善のあり方を学ぶ。授業中における、作品の見方は
学級担任のための図画工作科に もちろん、子どもの活動をとおした、観点別の評価情報の蓄
隅 敦（人間発達科学部准教授）
おける教科書活用法について
積の方法などに焦点を当てて考える。教科書を積極的に活
用する方法を身につけることで，特に美術科の免許を有し
ない学級担任の指導レベルの向上を目的としている。

富山県富山市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校・中学校
（美術科）教諭

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755110号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

学校から地域へ連携を投げかけて交流を行い，授業を企画
し構成していくために必要な知識等について，実践を通して
子どもの地域交流活動を支える 学ぶことができるようにする。（食育を基本に据えた企画，
隅 敦（人間発達科学部准教授）
ための教師のあり方
キャリア教育の視点からの企画，自然環境を生かした企
画，地域人材を生かした企画等，幅広い方面からの地域交
流活動の実践について紹介する予定である。）

富山県富山市

6時間 平成26年8月1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

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755111号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

富山県立近代美術館において，所蔵作品を元に小学校高
学年対象の図画工作科における鑑賞の授業についての研
美術館所蔵作品を図画工作科の
修を行う。鑑賞の授業をどのように組み立てていけばよい 隅 敦（人間発達科学部准教授）
鑑賞教育に生かすために
のか，具体的な実践事例を紹介しながら，鑑賞の評価の方
法についても理解することができるようにする。

富山県富山市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校、中学校・
高等学校（美術
科）教諭

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755112号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

図画工作科指導における材料・
用具の扱い方について

小学校図画工作科で使用する主な材料・用具の扱い方を踏
まえ，実際に指導を行う際の留意点について，実技を通しな 隅 敦（人間発達科学部准教授）
がら確認を行う。

富山県富山市

6時間 平成26年8月9日

教諭

小学校、中学校・
高等学校（美術
科）教諭

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755113号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

スポーツ医学と「体気づき」

体への気付きや調整、仲間との交流を主なねらいとした「体
ほぐしの運動」は、心身の健康と深い関係を持つ。自分や仲
間のからだと対話することの意味と重要性をスポーツ医学
の立場から解説し、実際に「からだとの対話」の体験を通し 布村 忠弘（人間発達科学部教授）
て、健康相談、学校体育、スポーツおよび介護など様々な
現場実践への手掛かりを提供する。さらに、学習評価の方
法について、大学の実践例から提案を行う。

富山県富山市

6時間 平成26年8月21日

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755114号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

富山大学

富山大学

富山大学

富山大学

生活科の鍵を握る単元構想
主体性を育てる支援
社会性をはぐくむ話し合い
自尊感情を高める振り返り
学力を高める上での生活科の役割
修了認定試験

猛（人間発達科学部教授）
誠司（人間発達科学部教授）
忠之（人間発達科学部教授）
謙一（人間発達科学部教授）
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幼、小、中・高等
教諭
学校(保健体育)
養護教諭
教諭，養護教諭

平成２６年度（第３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
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ＵＲＬ

富山大学

基本的動作のメカニズムと実践
方法

基本的動作（走・跳・投）のより良い動きを導き出すための実
践方法について自ら体験することによって学び、次に基本 堀田 朋基（人間発達科学部教授）
的動作の動きのメカニズムについて生理学的、力学的観点 福島 洋樹（人間発達科学部准教授）
から概説する。

富山県富山市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小、中・高等学校
(保健体育)教諭

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755115号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

生徒が多様化する中で、一斉授業だけでは授業が成立せ
ず、教師も疲れ切り、生徒の英語力も定着しない状況が生
じている。このような中で生徒にとって心地よく、わかりやす
生徒・教師にとって心地よい英語 く、楽しく英語が身につく授業がもとめられている。本講習で
岡崎 浩幸（人間発達科学部准教授）
授業
は、個々の教員が直面している問題や悩みを他の教員との
意見交換を通して、教師にとっても心地よい授業構築への
ヒントを得ることを目的とする。日々の悩み解決や授業改善
へのヒントとなる参加型講習を目指す。

富山県富山市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中・高等学校（英
語）教諭のみ

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755116号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

心身の健康と眠りの科学

日本人の現代的課題の一つとして「睡眠時間の減少と質の
低下」が挙げられ、特に成長期の子ども達においては心身
の健康への影響が懸念されている。そこで脳や身体の健康
の鍵ともなる睡眠習慣と、学力や体力、意欲、集中力等を伸 神川 康子（人間発達科学部教授）
展するための睡眠・生活習慣の調整方法などを科学的に解
説し、子ども達のみならず、教師自身や家族員の健康を向
上するための生活自己管理能力の育成について講義する。

富山県富山市

6時間 平成26年8月7日

教諭
全教諭，養護教
養護教諭 諭

7,620円

70人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755117号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

ＭＡＰで学ぶ問題解決

発想法の一つであるマインド・マップを通して、問題解決の
手法の基礎を学びます。マインド・マップは、自分の発想を
柔軟にして、アイデアを活性化する方法です。マインド・マッ
プを活用することで、教材開発、授業改善、カリキュラム開 小川 亮（人間発達科学部教授）
発など、教師が教育を改善するための問題解決のプロセス
において、視野を広く持ち論理的に可能性を追求する事が
できるようになります。

富山県富山市

6時間 平成26年9月13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19日～
平成26年5月29日

平261003755118号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

いじめ、不登校といった問題行動は、心の問題としたケアと
ともに、その背景に家庭や学校、地域社会等の児童生徒を
取り巻く環境的な問題が複雑に絡み合い、教員・学校だけ
では解決困難なことも多い。そうした困難ケースに対して、
スクールソーシャルワークの方法 積極的に関係機関等と連携する等の対応が求められる。我
野田 秀孝（人間発達科学部准教授）
と実際
が国で導入間もないスクールソーシャルワーカー活用事業
を理解し、スクールソーシャルワーカーの取組を理解し、ス
クールソーシャルワーカーを効果的に活用する方法や、ス
クールソーシャルワーカーの視点を理解することで教員の
資質の向上を目指す。

富山県富山市

6時間 平成26年8月2日

教諭
全教諭，養護教
養護教諭 諭

6,000円

50人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755119号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

小学校や中学校の児童生徒が障害を適正にとらえられる
ようにするために、私たちはどのような教育を提供すべきで
あるのかについて話題を提供する。講習では、障害理解の
障害理解（多様性の理解）を促す 理論を説明するとともに、発達障害や視覚障害等の理解を
西館 有沙（人間発達科学部准教授）
教育とは
促す授業実践例を紹介し、有効な教育のあり方や教育上の
留意点について考える。なお、クラスに在籍する障害児につ
いてクラスメートの受容を促す取り組みは、本講習では扱わ
ない。

富山県富山市

6時間 平成26年8月11日

教諭
小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755120号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

外国人児童の家庭と支援

外国人児童の教育および福祉についての現状について理
解し、どのような対応があるかを考え、共有する。外国人住
民の置かれている社会的な現状、外国人家庭が抱えがちな
志賀 文哉（人間発達科学部准教授）
問題、外国人児童生徒が抱えがちな心の問題（アイデンティ
青木 由香（アレッセ高岡代表）
ティ、自尊心等）、第二言語習得の基礎知識（学習言語と生
活言語の違い、母語の影響等）、他県での取り組みの紹介
などを含め、支援実践の紹介も行う。

富山県富山市

6時間 平成26年8月2日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭，養護教諭

6,000円

平成26年5月19日～
40人
平成26年5月29日

平261003755121号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

多文化共生と地域社会

富山県内の外国人児童とその家族の教育問題・生活福祉
問題を事例に、それに関わる実態の一部を共有し、その課
志賀 文哉（人間発達科学部准教授）
題を明らかにする。その上で、その解決の方法について、教
富山県富山市
米田 哲雄（元富山県小学校長、教育委員会）
育現場と地域社会の役割、またその間のつなぎに注目して
考える。

6時間 平成26年8月9日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭，養護教諭

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755122号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

学校組織のセルフスタディ・マイ
ンド

自己点検活動（セルフスタディ）の最大の貢献とは、組織の
抱える直近の課題解決だけにあるのではなく、むしろ物言
わぬ多数派（サイレントマジョリティ）も巻き込んでの同僚学
習の繰り返しの中で、主体的に関わりあう組織風土へと変
竹村 哲（人間発達科学部教授）
容することにある。本講では、学校組織のセルフスタディ・マ
インドを培うため、組織で抱える当事者的問題に対して互い
に学び関わりあうグループワークを中心とした学習経験を
図る。

富山県富山市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中・高等学校
教諭

8,052円

15人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755123号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

高校科目「情報の科学」にある「問題解決とコンピュータの
活用」に関する教育的能力をつける。ここでの問題解決と
は、アルゴリズム的な解法を持つような問題解決とデータ
ベースを用いた問題解決である。本講においては、
ACCESSを用いた問題解決法入
ACCESSを用いての中学１年程度の数学問題の解法をアル 竹村 哲（人間発達科学部教授）
門
ゴリズム表現しプログラミングする方法とデータベースを構
築して校務管理を効率化する方法に関して理解するととも
にコンピュータ活用を通じてその基本的な教育スキルを養
う。

富山県富山市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中・高等学校教
諭

6,000円

15人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755124号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

富山大学
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平成２６年度（第３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

富山大学

基礎的・基本的な知識・技能の定着のためのフラッシュ型
教材，興味関心を高める発問，わかりやすい説明，明確な
指示を支援するための実物投影機や指導者用デジタル教
わかりやすい授業づくりのための
科書等のICT活用について，演習を交えながら学ぶ。また， 高橋 純（人間発達科学部准教授）
ICT活用
今後，普及が期待されているタブレットPCや学習者用デジタ
ル教科書等の活用について，諸外国の事例も含めた講義
やディスカッションを通して，将来への見通しをもつ。

富山県富山市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755125号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

本講座では，「子どもの遊び力」に視点を当て，遊びやふれ
あい活動を通して，親と子，教師と子どもの間の信頼関係を
築く中で、いかに子どもの心を拓き学ぶ意欲を高めるか、安
早川 たかし（非常勤講師）
心して学べる学校・学級づくりを行うか、さらには、近年、急
寺西 康雄（客員教授）
速に導入されてきたICT環境を遊びに活かす教育方法等に
山西 潤一（人間発達科学部教授）
ついて、実践的に学ぶ。講座は以下の３人の講師の連携に
よって行う。早川「遊びで拓く子供の心」、寺西「遊びを活か
す学校・学級づくり」、山西「遊びに活かすICT環境」

富山県富山市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園・小学校・
特別支援学校教
諭向け

6,000円

50人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755126号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山県黒部市

6時間 平成26年7月29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5月19日～
平成26年5月29日

平261003755127号

076-445-6097

http://www.utoyama.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，
養護教諭

6,000円

80人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755128号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

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5月19日～
平成26年5月29日

平261003755129号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

教諭

小，中・高（理科・
数学・社会科担
当），特別支援学
校教諭

6,000円

50人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755130号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

6,000円

50人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755131号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755132号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755133号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755134号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

遊びを活かす実践的教育法

本講座では、学校経営を担っていくミドルリーダを対象に、
ICT活用、危機管理、法令の視点で、学力向上、情報モラル
やいじめ、地域との交流、危機管理など学校が抱える諸課
題にどのように対応してよりよい学校経営を行うか、以下３
山西 潤一（人間発達科学部教授）
人の講師の連携で講義する。山西「学校課題の解決にICT
武嶋 俊行（上越教育大学教授）
活用を〜情報化時代の戦略的な学校経営〜」、武嶋「学校
廣瀬 裕一（上越教育大学教授）
経営における危機管理と実践的課題」、廣瀬「法令を踏まえ
た教育・指導」

富山大学

次代を担う教師の力量

富山大学

本講座では、コミュニケーション能力の低い子ども、心に課
題を抱える子どもなど、問題行動のある子どもへの対応を
視野に入れながら、どのように学級経営や学びをデザイン 小林 真（人間発達科学部教授）
子どもを取り巻く教育課題と実践
するかについて、以下３人の講師の連携で講義する。小林 水落 芳明（上越教育大学教授）
的指導法
「気になる子どもを含んだ学級経営を考える～特別支援教 石津 憲一郎（人間発達科学部准教授）
育と開発的カウンセリングの融合～」、石津「臨床心理学か
ら見た現代の子どもの成長」、水落「学び合う学習デザイン」

富山県富山市

6時間 平成26年8月5日

富山大学

本講座では、学校教育における教育の情報化で課題と
なっている情報教育や授業へのICT活用に関して、具体的
な情報モラル指導や情報化社会における生活習慣、各国
長谷川 春生（人間発達科学部准教授）
事情の比較によるわかりやすい授業づくりや学力向上のた
石野 正彦（上越教育大学教授）
めのICT活用のポイントについて，具体例を含めて、以下の
高橋 純（人間発達科学部准教授）
３人の講師が連携して講義を行う。長谷川「情報モラルの基
礎知識と指導方法」、石野「情報化社会と生活習慣」、高橋
「我が国と各国の教室におけるICT活用の比較」

富山県富山市

6時間 平成26年8月8日

富山大学

情報モラルとICT活用

本講座では、「生きる力」、とくに「確かな学力」をはぐくむ授
業づくりのあり方について、各教科がどのような位置を占め
ているのか、そしてどんな特性があるのかをまず論じ、それ
らの強化の特性を活かした授業づくりのあり方と教師のは
松本 謙一（人間発達科学部教授）
たらきについて、以下３人の講師の連携で講義する。松本
教科の特性を活かした授業づくり
岩﨑 浩（上越教育大学教授）
「生活科・理科の特性を活かす」、岩﨑 「子どもの知的探求
水上 義行（富山国際大学教授）
心を育む算数科の授業づくり」、水上「社会科をなぜ学ばさ
せなくてはいけないのか」

富山県氷見市

6時間 平成26年8月11日

子どもの成長と学力

本講座では、学校教育及び家庭教育の視点から、小学校
国語科教育における育てるべき学力や子どもの成長と環
境、学力との関わり、学力向上のポイント、生活習慣と学力 西川 純（上越教育大学教授）
や人間力の関係など、子どもの成長と学力との関わりにつ 仲井 文之（富山国際大学教授）
いて、以下３人の講師の連携で講義する。西川「子どもの学 神川 康子（人間発達科学部教授）
力向上のポイントは何か？」、仲井「国語科教育で育てる学
力」、神川「基本的な生活習慣と学力、人間力」

富山県富山市

6時間 平成26年8月19日

国語科教育再発見

国語科教育をいつもとは異なった観点から捉え直すことを
本講習の目標とする。前半は、外国籍等の子どもたちが、
教室の中でどのような問題を抱えているか、また日本語を
呉人 恵（人文学部教授）
特に必要とする国語科の学習に何をもとめているかを考え
山﨑 けい子（人文学部教授）
ることで、国語科教育の核は何かを考える。後半は、現代日
本語の音声ならびに文法の特色を他言語と比較対照しなが
ら概観することで、国語教育に新たな視点を提供する。

富山県富山市

6時間 平成26年7月31日

富山大学

教師のための臨床心理学

教師として知っておくと役に立つ臨床心理学の基礎的知
識を、体験学習や討論を交えて学ぶ。特に、教育相談等で
活用できるカウンセリング諸技法および、カウンセリング的 喜田 裕子（人文学部教授）
見立てに基づく事例検討やチーム支援のありかたなどを中
心に、考察を深めたい。

富山県富山市

6時間 平成26年8月5日

富山大学

東アジア近現代史研究の現況をまじえつつ、社会科・地歴
日本・中国・台湾における歴史教
科・公民科教諭の教育に資するよう、中国・台湾の歴史認 澁谷 由里（人文学部准教授）
育と歴史認識
識や歴史教育について講義する。

富山大学

富山大学

富山県富山市

6時間 平成26年7月30日
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小・中・高・特別
教諭
支援学校教諭，
養護教諭
養護教諭

教諭

小学校、中学校・
高等学校（国語
科）教諭

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

教諭

中学校（社会
科）、高等学校
（地理歴史科・公
民科）教諭向け

平成２６年度（第３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

地図と地球儀を活用した地理と
防災の授業

小学校や中学校社会の地理的分野、高等学校の地理の授
業で地図や地球儀を活用した授業の方法を学びます。ま
た、教材開発において地理情報システム（GIS）の活用の体
験と活用方法について考えます。地図に関しては地形図を
大西 宏治（人文学部准教授）
活用した防災に関する授業例、地球儀についてはその簡単
な作成と世界認識の形成、GISについては地図を使った
様々な分析を体験し、地理の授業での地図や地球儀の活
用のあり方について議論します。

富山大学

シミュレーションを通して学ぶ多
文化共生

藤原孝章著『シミュレーション教材「ひょうたん島問題」-多文
化共生社会ニッポンの学習課題』（明石書店）所収のシミュ
レーションを、実際に体験することにより、多文化共生教育
竹村 卓（人文学部教授）
に必要な知識・技量の獲得を目指す。外国籍児童・生徒が
既に存在する教室の運営に資するばかりではなく、総合的
な学習や社会科系科目の教育の一助とする。

富山県富山市

富山大学

東アジアには千年を越える文化交流の歴史があります。１９
世紀末に欧米諸国との交流がはじまってからは、西洋文化
を受け止める姿勢も速度も大きく違い、そのことが両国の関
和魂洋才，中体西用，東道西器
係にも影響を及ぼしました。今回は、和魂洋才、中体西用、
－日中朝学術文化交流の歴史
末岡 宏（人文学部教授）
東道西器に注目して、韓国・朝鮮を含めた東アジア三国の
－
異文化交流について考察ことにより、東アジア三国の摩擦
の要因について、国語（漢文）、社会（歴史、倫理社会）、国
際理解等の観点からお話しします。

富山県富山市

富山大学

落語を通して現代に生きる伝統
を考える

落語を中心とした話芸について、隣接する演劇などとの比
較を通して、その特質を明らかにする。演者と聞き手の関係
二村 文人（人文学部教授）
を考えることは、教室でのコミュニケーションの取り方に資す
るところがあると思う。

富山県富山市

富山大学

現代日本語の特徴と国語教育

現代日本語の地理的ならびに社会的背景に注目し、標準
語成立の過程やその特徴を理解し、日本語がどのような特
徴を持つ言語であるかを理解する。学習指導要領の国語教
中井 精一（人文学部教授）
科で設定されている〔言語事項〕の指導内容を理解するとと
もに、日本語のバリエーションにもとづいた表現力豊かな国
語教育について考える。

富山県富山市

富山大学

平成24、25年度に富山高校探求科学科を指導した経験と、
その報告書をもとに、探求科学科指導の実態を報告し、報
告書の内容を富山大学の一年生の情報処理のクラスで検
探求科学科指導報告と普通科の
討した結果も報告する。「日英学校比較」「英語コミュニケー 草薙 太郎（人文学部教授）
課題
ション」などの項目を中心に、理工系、経済系の分野も概観
し、原理から実用への流れを見極め、中学から高校へ、高
校から大学への進路指導問題も検討する。

富山大学

富山大学

富山大学

富山大学

富山大学

富山県富山市

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校、中学校
（社会科）、高等
学校（地歴科）教
諭

6時間 平成26年8月7日

6時間 平成26年8月20日

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755135号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

7,944円

平成26年5月19日～
30人
平成26年5月29日

平261003755136号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

教諭

中学校・高等学
校（国語科、社会
科）教諭

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755137号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校、中学校・
高等学校（国語
科）、特別支援学
校教諭

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755138号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

6時間 平成26年7月25日

教諭

小、中・高（国語
科）、特別支援学
校教諭

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755139号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755140号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

6時間 平成26年8月8日

富山県富山市

6時間 平成26年8月1日

教諭

中学校・高等学
校教諭
※高校、中学の
進路指導に興味
ある者

独和辞典とドイツ語正書法

本講習は独和辞典とドイツ語正書法について理解を深め
る。黒田担当の講習では，ドイツで刊行されている主要ドイ
ツ語辞典の紹介するととともに，学習独和辞典を中心に，辞
書からの情報の読み取り方および編纂法，現在までの動向
と将来への展望について解説し，語学学習の基礎ツールで 黒田 廉（人文学部准教授）
ある２言語辞書についての理解を深める。
阿部 美規（人文学部准教授）
阿部担当の講習は，現行正書法成立の経緯および現行
正書法規則に関する講義を通して，高等学校等でドイツ語
を教える教員の正書法に関する「不安」を取り除き，もって
授業改善に資することを目的としている。

富山県富山市

6時間 平成26年8月5日

教諭

高等学校（外国
語）教諭

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755141号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

教育を経済学で考える

経済学の分野で、教育問題を経済学の観点から分析した論
文（考察）は「人的資本」概念に代表される多くの研究蓄積
があります。我が国でも標準的なミクロ経済学の手法により
小柳津 英知(経済学部教授)
平易に現状を分析した専門書が何冊もあり、それらの中か
らいくつかの章を取りあげ、分析の諸前提や解決策とされる
内容の現実性について考えます。

富山県富山市

6時間 平成26年8月10日

教諭

小、中（社会）、高
等学校（公民）教
諭

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755142号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

地方分権改革と市民参加

1990年度以降、わが国では、国家のあり方を大きく変えると
された地方分権改革が一定程度の進展を遂げた。では、そ
もそもなぜ、分権改革が必要だとされたのか。なにがどの程
度地方に分権されることにより、我々の市民生活はどのよう
青木 一益(経済学部准教授）
に変化したのか。今日もなお、更なる分権が必要だとされる
のはなぜなのか。本講習では、中央-地方関係論の視点か
ら、これらの点を論議することにより、近年特に重要視され
る地方自治や地方政治への市民参加のあり方について、
受講者の理解を深めることとしたい。

富山県富山市

6時間 平成26年8月10日

教諭

中（社会）・高等
学校（公民）教諭

6,000円

20人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755143号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

経営戦略の意義と重要性

今日、多くの者が民間企業に就職する中、こうした企業では
日頃どのようなことをしているのかについて把握すること
は、教育機関に勤める者にとっても重要であろうと思いま
す。成功する企業と失敗する企業とでは何が違うのか、経 内田 康郎(経済学部教授)
営戦略とは何なのか、他社との競争に勝つには何が必要な
のか、等について、実際の事例をもとにケーススタディを行
いながら、ディスカッションしていくこととなります。

教諭

幼、小、中（社
会）、高等学校
（公民，商業，情
報）教諭

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755144号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山県富山市

6時間 平成26年8月2日
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平成２６年度（第３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

富山大学

富山大学

富山大学

富山大学

富山大学

富山大学

富山大学

富山大学

富山大学

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

循環社会と生活者

人間の生活活動と経済の生産活動と自然の生態活動との
循環は地域社会の基本的仕組みです。このように見た循環
社会において、地域生活者は市場システムだけではなく、
多様な人間・経済・自然のネットワークを機能して「貧困」の
脱却、「幸福」の追求を行っています。生活者の価値観は市 龍 世祥(経済学部教授)
場価値だけではなく多元的なので、社会の「富」を測る基軸
となっています。本講習は市場経済の視野を超えて、生活
者を価値主体として循環社会のあり方とあるべき姿、生活
者を地主として地域社会づくりの課題とビジョンを考えます。

富山県富山市

6時間 平成26年8月31日

教諭

中（社会）・高等
学校（公民・商
業）教諭

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755145号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

人の一生と法律

私たちは一生の中で法律といかに係わっているか、人間と
しての発達段階、自己実現の過程でいかに法律と係わって
いるか、一般的市民として日常生活においてどのような法
律と係わるか、企業などに就職し社会人となるとどのように 志津田 一彦(経済学部教授)
法律と係わり合いをもつか、などについて学ぶ。これらにつ
いて、自覚を持つこと、持たせることは、法教育について
の、１つの有用な手段であると考えられる。

富山県富山市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小、中（社会）・高
等学校（公民）教
諭

8,700円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755146号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

簿記会計教育の意義

簿記会計の教育は、まずは商業や製造業を営む個人企業
や株式会社のそれを前提として行われることが一般的で
す。しかし現実には、そのほかの様々な組織体においても
廣橋 祥(経済学部講師)
簿記会計が必要とされると考えられます。本講習では、その
ような視点から、簿記会計教育の意義について再考しま
す。

富山県富山市

6時間 平成26年8月1日

教諭

中（社会）、高等
学校（公民，情
報，商業）教諭

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755147号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山県富山市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中・高等学校(数
学)教諭

6,000円

50人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755148号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

6,000円

60人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755149号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

6,000円

70人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755150号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

平261003755151号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

点のつながりに関する数学

一筆書きの問題から始まったともいえるグラフ理論は，今で
は日常生活のいろいろな場面で活用されています。本講座
では物事のつながりに関する問題や事象について主にグラ
フを用いて解説します。その周辺の話にも触れ，問題解決
のために明快に記述できる数学的アイデアをいくつか紹介 川部 達哉（大学院理工学研究部准教授）
します。複雑な数式は用いません。内容は中高生でも理解
できますし，視覚的で取り組みやすい課題学習などに利用
できるものです。

物理学への誘い

1時限目：宇宙と素粒子の結びつきI（担当：栗本)
2時限目：宇宙と素粒子の結びつきII（担当：栗本)
3時限目：光学の歴史に見る人間と科学の関係（担当：松
栗本 猛(大学院理工学研究部教授)
島）
松島 房和(大学院理工学研究部教授)
4時限目：光科学の現在と教育用のデモ実験の紹介（担当：
飯田 敏(大学院理工学研究部教授)
松島）
5時限目：物質の構造とその性質I（担当：飯田）
6時限目：物質の構造とその性質II + 修了認定筆記試験

富山県富山市

6時間 平成26年8月2日

教諭

中・高(理科)、特
別支援学校教諭
（余裕があれば小
学校教諭も可

物質の結合様式と物理的性質・
化学的性質

「溶ける」「燃える」「香る」など物質の身近な現象は、共有
結合・金属結合・イオン結合・分子間相互作用など結合様式
の違いに基づくものである。本講義では、結合様式の違い
の基本となる物質の構成元素の電子状態について学び、結 柘植 清志（大学院理工学研究部教授）
合様式が自然現象とどのように関連しているかを理解す
井川 善也（大学院理工学研究部教授）
る。また、そうした結合様式に基づく物質のもつ特性を応用
して創出される材料や製品が、我々の生活とどのように活
かされ役立っているか考える。

富山県富山市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小、中・高・中等
（理科）、特別支
援学校教諭

6,000円

平成26年5月19日～
60人
平成26年5月29日

生命現象を制御する機構を理解するには、現代では、分
子・細胞レベルの理解が不可欠である。本講習ではまず、
細胞の構造と細胞内小器官の機能および遺伝子のはたら
生命現象を制御する機構―遺伝 きといった分子・細胞レベルについて概説し、次に動物行動 若杉 達也（大学院理工学研究部教授）
子から行動へ
リズムを制御する神経や遺伝子のはたらきについて講義す 池田 真行（大学院理工学研究部准教授）
る。これにより現代の生命先端研究について理解を深め
る。

講習内容は、理科(地学分野)の学習指導における教育内
容の基本的な概念や最新の知見に関する項目を主体としま
す。
地学の基礎と最新情報に関する
さらに、教授方法の専門的工夫に関する内容、地球科学的
講習
に探究する方法や、地球科学に特有の思考・判断原理に関
する内容、および、環境教育と防災・ 減災教育の充実も視
野に入れた科学リテラシーに関する内容などを含みます。

環境と化学

酒井
渡邊
大藤
竹内
清水
安永
松浦

英男(大学院理工学研究部教授)
了(大学院理工学研究部教授)
茂(大学院理工学研究部教授)
章(大学院理工学研究部教授)
正明(大学院理工学研究部教授)
数明(大学院理工学研究部教授)
知徳(大学院理工学研究部教授)

1 地球環境の歴史 （堀川）
2 生物に記録される環境情報 （堀川）
3 海洋環境化学 （張）
張 勁（大学院理工学研究部教授）
4 富山の水環境 （張）
丸茂 克美（大学院理工学研究部教授）
5 富山の環境汚染問題 （丸茂）
堀川 恵司（大学院理工学研究部准教授）
6 環境と資源・エネルギー （丸茂）
以上のタイトルで，各々1時間の講習を行う。
講習の順番は暫定的なもので，当日変更の可能性がある。

富山県富山市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小、中・高・中等
（理科）、特別支
援学校教諭

富山県富山市

6時間 平成26年8月1日

教諭

小、中・高・中等
（理科）、特別支
援学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755152号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山県富山市

6時間 平成26年8月1日

教諭

小、中・高等学校
（理科）教諭

6,000円

70人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755153号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/
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平成２６年度（第３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

事故を防ぐ設計技術を追及するため、富山大学では、材料
強度に関する研究と教育を行っています。今回の講座で
は、自動車の設計にも適用できる強度学や先端材料の基
礎について説明します。特に、金属疲労と呼ばれる現象を
鋼の機械的特性と強度について 基礎から解説します。具体的に、実際の部品で見られた破 木田 勝之(大学院理工学研究部教授)
損現象の解析をみなさんとともに進めていきます。この過程
を通して見られる、金属疲労の原因、疲労の進行に関する
現象を理解し、身近な装置や建築物の安全性について興味
を持っていただくことが狙いです。

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

富山県富山市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中・高等学校(理
科系全般)教諭

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755154号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山県富山市

6時間 平成26年8月28日

教諭

小、中・高等学校
（理系全般）教諭

8,376円

60人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755155号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山県富山市

6時間 平成26年7月31日

教諭

小、中・高等学校
（技術，工業）教
諭

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755156号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

放射線を理解する

必要のない放射線をできるだけ受けないようにすることは大
切です。一方、放射線に対する過剰な行動は、生活に支障
を来したり偏見を生み出したりもします。戦後長期にわたっ
て、放射線の基礎的知識に対する教育が十分になされてこ
なかったことが知識の欠如となって、現在の原子力発電等
黒澤 信幸(大学院理工学研究部教授)
に代表される放射線に対する混乱として表れています。
この講義では、霧箱や集塵機を用いた放射線の検出・計測
の実演を行いながら、放射線に関する科学的知識を身につ
け、放射線のリスクを正しく判断する能力を養うことを目的と
します。

富山県富山市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小、中・高等学校
（理科）教諭

6,000円

20人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755157号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

日本のものづくりの精神

１限：三大発明と四大発明。日本の世界に誇るものづくり
２限：聖徳太子の説く「和」。日本人の宗教とものづくり
３限：芥川龍之介の言う「造り変える力」とものづくり。キリス
ト教と鉄砲の伝来
４限：「造り変える力」による最高傑作とは？ 源氏物語の成
立
佐山 三千雄(大学院理工学研究部講師)
５限：鎖国に対する誤解と当時の世界
６限：まとめと筆記テスト
大学に入学してくる学生を見ていて気がついた。何かが足り
ない。ものづくりの歴史を通し、高校まで足りないものは何
かについて話します。純粋な歴史の講義とは違いますし、科
学の講義でもありません。

富山県富山市

6時間 平成26年8月5日

教諭

幼・小・中・高・中
等・特別支援学
校教諭

6,000円

100人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755158号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

化学実験実習

本講習では、化学実験指導のスキル向上をねらいとし、化
学実験に関わる基本的事項の講義と実験実習を行う。まず
前半３時間は、分析化学実験の基礎としての測容器の補
正、溶液中での錯形成平衡等の基礎的事項を概説し、ビュ 遠田 浩司(大学院理工学研究部教授)
レットを用いたキレート滴定の実験操作を行う。また後半３ 阿部 仁(大学院理工学研究部教授)
時間は、有機化学の基礎的事項を概説した後、基本的な有
機反応の理論を講義し、有機合成反応における「反応」「抽
出」「精製」等の実験操作を行なう。

富山県富山市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中・高等学校（理
科）教諭

6,000円

15人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755159号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

金属の構造と接合

2名の教員が、講義と実験を組み合わせて行う実技型の講
習であり、2つのテーマに分れている。これらによって、材料
機能工学の基礎と応用を理解することを目的としている。ま
佐伯 淳(大学院理工学研究部教授)
た、講義と実習のまとめとして、試験（テスト）を実施し、理解
柴柳 敏哉(大学院理工学研究部教授)
度を評価する。
テーマ１ 「金属材料の結晶構造と性質」
テーマ２ 「金属材料の接合」

富山県富山市

6時間 平成26年8月25日

教諭

中・高等学校（理
科，工業）教諭

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755160号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

学校現場において、子どもの現代的な健康問題に適切に対
処するためには、常に新しい知識と技能を修得する必要が
子どもの健康問題とその対処法 ある。この講習では、子どもの健康問題とその対処法につ
いて、臨床医学及び予防医学の立場から概観することを目
的とする。

富山県富山市

6時間 平成26年9月23日

6,000円

100人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755161号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

富山大学

富山大学

富山大学

富山大学

富山大学

人工知能，通信ネットワーク，ビッグデータは，めざましく進
化しています。近年では，人工知能を用いて”こころまで伝
わる”「気持ち通信」の研究がなされています。また，通信に
「光信号処理」が使用されるようになりました。”超高速電子
人工知能，通信ネットワーク，ビッ 回路でも不可能であったことを可能にする革命的な技術”で
菊島 浩二(大学院理工学研究部教授)
グデータ
す。さらには，人工知能と通信ネットワークを応用したビッグ
データが近年，ますます，話題になっています。本講習で
は，人工知能，通信ネットワーク，ビッグデータについて基
礎から応用までを解説します。

PICマイコンで電子工作

この講習では、家電製品や電子玩具など電子制御機器で
広く利用されているマイコンの位置付けとその仕組みを、実
習を通して学習し理解を深めます。代表的なPICマイコンを
用いたLED点灯回路を題材として、（１）PICマイコンの内部
構造の概要説明、（２）電子回路の設計製作、（３）アセンブ チャピ ゲンツィ(大学院理工学研究部教授)
ラによるプログラム作成とその動作確認を通じて、マイコン
の働きがどのように実現されるかを順を追って体験、理解し
ます。

廣川 慎一郎(大学院医学薬学研究部准教授)
足立 雄一(大学院医学薬学研究部教授)
宮 一志(大学院医学薬学研究部助教)
廣野 恵一(大学院医学薬学研究部助教)
板澤 寿子(大学院医学薬学研究部助教)

125 / 288 ページ

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

平成２６年度（第３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

感情を知る

人間に備わっている情動・感情の発生、神経メカニズム等
についての最新の地点を紹介すると共に、性格検査を通じ
て人の感情の特性を知ることにより、児童・生徒の指導方法
に役立てる。
１，２限目：情動・感情の分類と発生（堀）多様な情動・感情 堀 悦郎(大学院医学薬学研究部教授)
の種類を整理し、感情の発生について議論する
西条 寿夫(大学院医学薬学研究部教授)
３，４限目：感情の神経メカニズム（西条）情動と脳の関係に
ついて議論する
５，６限目：感情の性格検査（堀）感情の知能指数検査の実
施とその分析（修了認定試験含む）

富山県富山市

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

50人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755162号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

くすりの効き方

「くすりの効き方」に関する正確な知識の修得を目的として、
薬が薬物受容体との結合を介して作用を発現する過程や、
作動薬と遮断薬の位置付け、薬と毒との関係など、薬理学 恒枝 宏史(大学院医学薬学研究部准教授)
の基本的事項について概説する。また、中枢神経系疾患や 宮本 嘉明(大学院医学薬学研究部准教授)
アレルギー疾患などの薬物治療において、疾患の発症や進 安東 嗣修(大学院医学薬学研究部准教授)
展を防止するために薬物が生体内でどのように作用してい
るかを解説する。

富山県富山市

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19日～
平成26年5月29日

平261003755163号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

くすりの使い方

薬は元来化学物質であり、使い方をあやまると病気が治ら
ないばかりか、副作用で苦しむことになります。薬は上手に
使ってはじめて病気の手助けとなる。各種薬の正しい使い
久保 義行(大学院医学薬学研究部准教授)
方について学ぶ。また、薬の副作用について、薬と他の薬と
佐久間 勉(大学院医学薬学研究部准教授)
の相互作用及び薬とサプリメントや食物との相互作用につ
友廣 岳則(大学院医学薬学研究部准教授)
いても学ぶ。受講者は、「くすりの富山」としての地域の特色
を活かした環境、健康など総合的な学習時間にも活用でき
るようになることが期待できる。

富山県富山市

6時間 平成26年8月8日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

60人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755164号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

未来の薬

「未来の薬」とはどのようなものか？富山大学薬学部におい
て研究を推進している「未来の薬」について、ケミカルバイオ
ロジー、有機合成化学、構造生物学という３つのアプローチ 井上 将彦(大学院医学薬学研究部教授)
で解説する。「くすりの富山」の特色を活かした総合的な学 松谷 裕二(大学院医学薬学研究部教授)
習時間での活用が可能となる。また、人体内での化学物質 水口 峰之(大学院医学薬学研究部教授)
の振る舞いを学習することで、栄養管理の知識に生かすこ
とも可能である。

富山県富山市

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

60人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755165号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

銅板をレリーフ模様で飾る

この講座は銅板の性質を理解して活用し、レリーフ模様を施
して工芸品を制作します。
一般的に金属の性質は、伸縮性や展延性などの塑性が特
徴的であり、また加工すると硬くなり加熱すると軟らかくなり
ます。さらに、加熱温度を上げると溶融して液状になり、他
中村 滝雄(芸術文化学部教授)
の金属に接着する性質も併せ持ちます。金属製品はこのよ
うな性質を活用して作られています。これらの科学的な知識
を実際にレリーフ加工を通して体験するとともに、加飾する
ことや作ることの楽しさを知り、美術工芸教育の一方法を考
えます。

富山県高岡市

6時間 平成26年8月28日

教諭

小、中・高（美術，
工芸）、特別支援
学校教諭

6,000円

15人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755166号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

表現運動そしてダンスは、集団内部の関係が影響しやすく
教師にとっては力量が試される難しい種目でしょう。本講習
からだ遊びから始める男女共修 では、動きを引き出すテーマやルールの設定、音楽や空間
福本 まあや(芸術文化学部助教)
ダンス
の使い方を含め、からだ遊びから表現運動・ダンスにつなげ
る方法を学びます。表現運動やダンスの教材を通して、教
師は何を指導するのかを共に考えていきます。

富山県高岡市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小、中・高等学校
（保健体育）教諭

6,000円

24人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755167号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755168号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

富山大学

富山大学

富山大学

富山大学

建築・町並・景観の教育的役割

どのような建築・町並・景観が良好なもので、また好ましくな
いものなのか、それらはどのような影響を私たちに与えるの
かを、写真や映像を見ながら、欧米や中国、日本のものを
事例にして考える。その上で、特に地域性の概念を中心に 松政 貞治(芸術文化学部教授)
して、美術や郷土史の教育に役立てられる視点から、富山
県内の建築・町並・景観（町家、散居村、近現代建築等）を
分析・評価する。

富山大学

彩色レリーフ制作

女性モデルを使用し、上体レリーフを粘土を用い制作後、石
後藤 敏伸(芸術文化学部教授)
膏に置き換え彩色する。人物の存在感、表情を彫刻の解釈
平田 昌輝(芸術文化学部講師)
で表現する。

富山大学

最近注目されている３Dプリンターを扱うためには、形の素と
なる３Dデータが必要になります。今までは産業や工業の世
3D CAD 入門 （Rhinocerosを用 界で一般的であったCADが、近年は美術やデザインのよう
林 曉(芸術文化学部教授)
いて）
な感覚的な世界にも、よく使われるようになりました。３
DCAD（Rhinoceros Ver.5.0)を用いて初歩的な造形を学び、
美術や工芸に応用できる三次元造形の可能性を探ります。

富山大学

僕たちは現代美術症候群（包む
をテーマに観せる仕掛け作り）

現代社会の中で多くの場面で私たちは「現代美術」と呼ばれ
る表現によって影響を受けている。現代人の感性に潜む現
代美術的の表現群の中から、この講座では「包む」という行
為によって生み出される美術表現にスポットを当て、それを
齊藤 晴之(芸術文化学部教授)
如何に効果的に観せる（魅せる）ことができるか、実際の制
作演習を通して表現者の意図を伝える効果的な仕掛け作り
と、児童・生徒作品の展示方法における手法を含めて考察
し、展開の仕方について体験する。

富山県高岡市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小、中（美術，社
会）、高等学校
（工芸，デザイ
ン，地歴）教諭

富山県高岡市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小、中・高（美
術）、特別支援学
校教諭

6,000円

20人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755169号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

教諭

小，中（美術），特
12,000円
別支援学校教諭

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755170号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

教諭

小、中・高（美
術）・特別支援学
校教諭

36人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755171号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山県高岡市

富山県高岡市

12時間

平成26年8月11日～
平成26年8月12日

6時間 平成26年8月6日
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6,000円

平成２６年度（第３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

富山大学

松本 謙一(人間発達学部教授）
岩城 俊平(国立立山青少年自然の家エコティ
チャー)
学校教育の課題となっているコミュニケーション能力不足に
杉本 勉(国立立山青少年自然の家次長)
対応するため、体験学習を取り入れた人間関係づくりの方
教科指導・特別活動・学級経営に
松下 雅人(国立立山青少年自然の家主任企
法を身に付ける。また、自然体験活動の指導・技術を身に
生かす体験活動
画指導専門職)
付け、体験活動の重要性について体感するとともに、学級
赤尾 秀康(国立立山青少年自然の家企画指
づくりに役立つ体験学習を活用した指導法について学ぶ。
導専門職)
田中 則人(国立立山青少年自然の家企画指
導専門職)

富山大学

若山 育代（人間発達科学部准教授）
上坂 一弘（富山県教育委員会小中学校課指
幼稚園の教育課程の編成及び実施に伴う諸問題につい
導主事）
て理解する。幼稚園において、幼児の生活経験がそれぞれ
幼稚園教育要領と教育課程の編
大坪 剛（富山県東部教育事務所指導主事）
異なることなどを考慮して、幼児一人一人の特性に応じ、発
富山県富山市
成
岡本 薫（富山県東部教育事務所指導主事）
達の課題に即した指導計画や指導方法の工夫などについ
河田 新子（富山県西部教育事務所主任指導
て学ぶ。
主事）
桜野 栄子（富山県西部教育事務所指導主事）

富山県中新川
郡
立山町

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

教諭

小学校、中学校、
特別支援学校教 18,000円
諭

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755172号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

6時間 平成26年8月25日

教諭

幼稚園・特別支
援学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755173号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

岡崎 誠司（人間発達科学部教授）
松本 美和（富山県西部教育事務所指導主事）
朝瀬 純子（富山県東部教育事務所主任指導
主事）
中嶋 秀明（富山県西部教育事務所指導主事）
中田 礼子（富山県東部教育事務所主任指導
主事）
岡本 薫(富山県東部教育事務所指導主事）
教育課程の適切な編成に資するため、小学校学習指導要
丸山 明子（富山県東部教育事務所指導主事）
小学校学習指導要領と教育課程 領の総則、教科、道徳、総合的な学習の時間等に関する理
野崎 弘之（富山県西部教育事務所指導主事） 富山県富山市
の編成
解を深める。また、指導のねらいを明確にした教科指導計
桜野 栄子（富山県西部教育事務所指導主事）
画や教科授業力の向上を図る指導事例について学ぶ。
盛 宏之（富山県東部教育事務所指導主事）
齊藤 誠（富山県東部教育事務所指導主事）
越井 寿雄（富山県西部教育事務所指導主事）
加茂 雅章（富山県西部教育事務所指導主事）
平井 尚久（富山県西部教育事務所指導主事）
髙岡 裕（富山県東部教育事務所指導主事）
藤田 美栄子（富山県西部教育事務所指導主
事）

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校・特別支
援学校教諭

6,000円

100人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755174号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

岸本 忠之（人間発達科学部教授）
水野 昌之（富山県東部教育事務所主任指導
主事）
関原 秀明（富山県西部教育事務所指導主事）
佐竹 隆太（富山県東部教育事務所指導主事）
廣瀬 敬一（富山県西部教育事務所指導主事）
広瀬 ふみ子（富山県西部教育事務所主任指
導主事）
教育課程の適切な編成に資するため、中学校学習指導要 大坪 剛(富山県東部教育事務所指導主事）
中学校学習指導要領と教育課程 領の総則、教科、道徳、総合的な学習の時間等に関する理 野原 浩昭（富山県西部教育事務所主任指導
富山県富山市
の編成
解を深める。また、指導のねらいを明確にした教科指導計 主事）
画や教科授業力の向上を図る指導事例について学ぶ。
小田 仁洋（富山県東部教育事務所指導主事）
城岡 恭子（富山県東部教育事務所指導主事）
辻本 努（富山県東部教育事務所指導主事）
笹島 康代（富山県西部教育事務所主任指導
主事）
岩田 理恵子（富山県東部教育事務所指導主
事）
北田 邦弘（富山県西部教育事務所指導主事）
穴田 涼子（富山県東部教育事務所指導主事）

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校・特別支
援学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755175号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

平成21年度から順次実施されている各校種の新学習指導
要領及び特別支援学校の学習指導要領の改訂の趣旨、教
特別支援学校学習指導要領と教
魚津 直美（富山県教育委員会県立学校課指
科･領域などの内容について理解を深めるとともに、各校で
育課程の編成
導主事）
実際に教育課程を編成する際の工夫点や問題点などにつ
いて協議する。

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校・中学校・
特別支援学校教
諭

6,000円

15人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755176号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山県富山市

18時間
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平成26年8月11日～
平成26年8月13日

平成２６年度（第３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

富山大学

富山大学

富山大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講師による講義・演習、授業実践事例紹介などを通して、
高度な英語力を持ち、世界で活躍するグローバル人材を育
串田 至人（富山県教育委員会県立学校課指
英語教育の理論と実践について 成するため、英語教員の指導力の向上を図る。最新の英語
導主事）
教授法や英語習得理論、英語トレーニング方法などについ
ても学ぶ。
初歩のプログラミング（JAVA言語）の指導内容と指導方法
について学ぶ。
コンピュータの内部構造やコンピュータのデータ処理の流
プログラミングの指導内容と方法
亀島 正吉（富山県総合教育センター研究主
れから学び、実習形式でプログラミング開発を行いながら、
<JAVA言語>
事）
プログラミングの教材の作成と指導の注意点について学
ぶ。
初歩のプログラミング（Excel VBA）の指導内容と指導方法
について学ぶ。
コンピュータの内部構造やコンピュータのデータ処理の流
プログラミングの指導内容と方法
亀島 正吉（富山県総合教育センター研究主
れから学び、実習形式でプログラミング開発を行いながら、
〈Excel VBA言語〉
事）
プログラミングの教材の作成と指導の注意点について学
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

富山県富山市

6時間 平成26年8月1日

教諭

中学校・高等学
校・特別支援学
校（英語科）教諭

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755177号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山県富山市

6時間 平成26年8月4日

教諭

中（技術）・高等
学校（情報）教諭

6,000円

10人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755178号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山県富山市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中（技術）・高等
学校（情報）教諭

6,000円

15人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755179号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

6,000円

平成26年5月19日～
15人
平成26年5月29日

平261003755180号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

「教材作成などでパソコンの作業などがスムーズにできな
い」「ファイルやデータを整理するには」「デジタルカメラの画
マルチメディア教材活用の基礎<
像はどのようにパソコンに入れる」など、今さら聞けないデジ
ベーシック>
タル教材の取り扱いや活用方法についての疑問に答える、
初めてのＩＣＴ活用に関する講座である。

田原 秀弘（富山県総合教育センター研究主
事）
亀島 正吉（富山県総合教育センター研究主
事）

富山県富山市

6時間 平成26年7月28日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
諭，養護教諭

富山大学

「教材作成などでパソコンの作業などがスムーズにできな
い」「ファイルやデータを整理するには」「デジタルカメラの画
マルチメディア教材活用の基礎<
像はどのようにパソコンに入れる」など、今さら聞けないデジ
ベーシック>
タル教材の取り扱いや活用方法についての疑問に答える、
初めてのＩＣＴ活用に関する講座である。

田原 秀弘（富山県総合教育センター研究主
事）
亀島 正吉（富山県総合教育センター研究主
事）

富山県富山市

6時間 平成26年8月19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

15人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755181号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

「ビデオ教材を簡単に作ってみたい」「データ形式はどれを
選べばよい？」「もっと便利な使い方があるはず」など、パソ
マルチメディア教材活用の基礎<
コンでの教材作成や校務処理をてきぱきできるようになるた
アドバンス>
めの活用方法や疑問に答える、ＩＣＴ活用に関する中級講座
である。

田原 秀弘（富山県総合教育センター研究主
事）
亀島 正吉（富山県総合教育センター研究主
事）

富山県富山市

6時間 平成26年7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

15人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755182号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

「ビデオ教材を簡単に作ってみたい」「データ形式はどれを
選べばよい？」「もっと便利な使い方があるはず」など、パソ
マルチメディア教材活用の基礎<
コンでの教材作成や校務処理をてきぱきできるようになるた
アドバンス>
めの活用方法や疑問に答える、ＩＣＴ活用に関する中級講座
である。

田原 秀弘（富山県総合教育センター研究主
事）
亀島 正吉（富山県総合教育センター研究主
事）

富山県富山市

6時間 平成26年8月20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

15人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755183号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

学校における情報セキュリティ

学校における情報セキュリティの基本的な考え方やその
確立のための具体的方法および留意点について学び、情
報セキュリティを踏まえた情報管理の在り方について考え
る。具体的には、情報セキュリティポリシーの策定方法、暗
号化の実習、また個人情報の適正な取り扱いや著作権の
尊重についてもふれる。

田原 秀弘（富山県総合教育センター研究主
事）
亀島 正吉（富山県総合教育センター研究主
事）

富山県富山市

6時間 平成26年8月6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

10人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755184号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

学校における情報セキュリティ

学校における情報セキュリティの基本的な考え方やその
確立のための具体的方法および留意点について学び、情
報セキュリティを踏まえた情報管理の在り方について考え
る。具体的には、情報セキュリティポリシーの策定方法、暗
号化の実習、また個人情報の適正な取り扱いや著作権の
尊重についてもふれる。

田原 秀弘（富山県総合教育センター研究主
事）
亀島 正吉（富山県総合教育センター研究主
事）

富山県富山市

6時間 平成26年8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

10人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755185号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

小学校外国語活動研修会Ⅰ

小学校教諭を対象とし、「小学校外国語活動」の授業の進
め方や授業の中での有効なゲーム、活動等を紹介、実践
し、今後の授業に活用できるようにする。
また、外国語指導助手等による模擬授業を通して、指導の 坂東 麻子（富山市教育委員会指導主事）
ポイント、基本的な発音、クラスルームイングリッシュ、小学
校外国語教材『Hi,friends!』の活用方法等について理解を深
め、指導力の向上を図る。

富山県富山市

6時間 平成26年7月29日

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755186号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

小学校外国語活動研修会Ⅱ

英語の発音についての技能アップを図る。日本語にはない
発音や日本人が苦手とする発音を中心に、callシステムを
使って、自分の発音を確認したり、ＡＬＴの指導のもと、実践
的に使用することで、正しい英語の発音を身につける。
坂東 麻子（富山市教育委員会指導主事）
外国語指導助手等による模擬授業等を通して、「小学校外
国語活動」について理解を深め、中学校英語への接続に生
かす。

富山県富山市

12,000円

20人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755187号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

富山大学

教員としての使命感を高めるとともに、講義及び演習を通
して、「基礎的・基本的な知識及び技能の習得と、思考力・
学級づくり・授業づくりに関する研 判断力・表現力をはぐくみ、確かな学力を育成するための教
修会～教師に求められる資質・ 科指導の在り方」と「児童生徒の心の内面を読み取り、適切 松本 謙一（人間発達科学部教授）
能力や役割について～
に対応するための生活指導の在り方」を考察する。小・中学
校における教科指導力や保健室等での適切な対応力の向
上を目的とする。

富山大学

富山大学

富山大学

富山大学

カウンセリング充実講座

カウンセリングの基礎を踏まえ、より発展・充実させたもの
とする。学校カウンセリングの考え方について講義する。ま
た、より具体的で実践的な技法の一つとして「解決志向アプ 下田 芳幸（人間発達科学部准教授）
ローチ」を取り上げ、解説する。ストレスマネジメント教育に
ついても触れる。

富山県富山市

富山県富山市

12時間

平成26年8月7日～
平成26年8月8日

教諭

小学校教諭

教諭

小学校・中学校
（英語）教諭

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

10人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755188号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

6時間 平成26年8月19日

幼稚園･小学校・
教諭
中学校教諭、養
養護教諭
護教諭、栄養教
栄養教諭
諭

6,000円

10人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755189号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/
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平成２６年度（第３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

富山大学

北陸学院大学

北陸学院大学

北陸学院大学

北陸学院大学

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

教諭
幼･小・中学校教
養護教諭 諭，養護教諭，栄
栄養教諭 養教諭

6,000円

10人

平成26年5月19日～
平成26年5月29日

平261003755190号

076-445-6097

http://www.utoyama.ac.jp/

7,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年7月8日

平263030853487号

076-280-3850

http://www.hokuriku
gakuin.ac.jp/univ/

7,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年7月8日

平263030853488号

076-280-3850

http://www.hokuriku
gakuin.ac.jp/univ/

教師力向上研修会

開かれた学校を目指して、教諭、養護教諭、栄養教諭等
が、どのように学校経営に参画していけばよいか、現状や
先進的な取組を取り上げ、地域社会との連携等、具体的な
問題やその解決への方策について検討する。
笹田 茂樹（人間発達科学部准教授）
知的障害・発達障害者のバリアフリーとエンパワメント発 水内 豊和（人間発達科学部准教授）
達障害についての基本的理解を深め、特別に支援を要する
子ども一人一人に対する見方や対処の仕方について考え
る。

富山県富山市

6時間 平成26年7月30日

子どもの食事と健康

現在は子どもだけでなく、その食生活の乱れは目に余る問
題であり、各世代における食育の重要性、必要性が強調さ
れている。とりわけ小児期の適切な食生活の営みや乳幼児
期の食事は、身体の健康増進だけでなく「こころ」の適切な 新澤 祥恵（短期大学部教授）
育ちを導く。この観点に立って、幼稚園や小学校における子 中村 喜代美（短期大学部准教授）
どもの適切な食生活のあり方について、講義と実習を行い 田中 弘美（短期大学部講師）
ながら子どもの食生活について考察する。なお「食」に関わ
る健康障害（例えば、食物アレルギー）についても追及した
い。

石川県金沢市

6時間 平成26年8月5日

食品学実験と食育指導演習

各学校に配置された栄養教諭は給食管理と栄養指導を中
心に職務に専念している。しかし、どの学校でも一人配置と
いう制約から、①学習指導案作成や授業研究、②個別の児
童・生徒への食（栄養）に係る個別相談のカウンセリング技
法の実際、③食品学実験（調理加工法によるビタミンCの損
失）等の研修機会が限られている。そのため、これら栄養教
諭に必要な専門分野の知識・技術や指導力の一層の向上
を図る。

石川県金沢市

6時間 平成26年8月7日

学び合う授業

単に教材内容を教える授業ではなく、教材とそれにつなが
る意味世界内容を読み解く力を意識的に育てながら、意味
世界内容と「私」がつながり合うこと、その過程で共に学ぶ
金森 俊朗（人間総合学部教授）
仲間の新発見を生み出す授業論を明らかにする。38年間の
小学校教師経験の蓄積を生かし、実際の授業記録やその
場での模擬授業を通して学ぶ。

石川県金沢市

6時間 平成26年8月26日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年7月8日

平263030853489号

076-280-3850

http://www.hokuriku
gakuin.ac.jp/univ/

理科嫌いをなくすための12の方
法

理科教育におけるＥＳＤ「持続可能な開発のための教育」
（Education for Sustainable Development）の推進の仕方
や、理科を学ぶ楽しさを実感させるには、どのような教材を
準備し、どのような形で指導すべきかについて実践的に学
びます。具体的には、実験、観察中心の授業、不思議と感 戸田 教一（人間総合学部教授）
動のある授業、応用発展のある授業、自主性を大切にする
授業、生活体験が生きる授業、ものづくりを取り入れた授業
などです。なお、受講者は『新学習指導要領理科編』を持参
してください。

石川県金沢市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小学校教諭

6,300円

15人

平成26年5月12日～
平成26年7月8日

平263030853490号

076-280-3850

http://www.hokuriku
gakuin.ac.jp/univ/

坂井
中谷
村上
西

良 輔（短期大学部教授）
智 一（短期大学部教授）
吉 春（短期大学部教授）
正 人（短期大学部講師）

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

栄養教諭 栄養教諭

独立行政法人教 道徳教育指導者養成研修（ブ
員研修センター ロック別指導者研修）

赤堀 博行（文部科学省初等中等教育局教育
課程課教科調査官）
澤田 浩一（文部科学省初等中等教育局教育
課程課教科調査官）
杉田 洋（文部科学省初等中等教育局教育課
程課教科調査官）
本研修においては、発達の段階に応じた指導内容の重点
永田 繁雄（東京学芸大学教授）
化や道徳教育推進教師を中心とした指導体制と道徳教育
谷田 増幸（兵庫教育大学教授）
の展開、魅力的な教材の活用等道徳の時間の指導の充
七条 正典（香川大学教授）
石川県金沢市
実、体験活動や実践活動の推進等について、必要な知識
小寺 正一（兵庫教育大学特任教授）
等を修得できる講義や演習を実施する。
押谷 由夫（昭和女子大学教授）
兼松 儀郎（元鳴門教育大学教授）
秋山 博正（くらしき作陽大学教授）
小泉 博明（文京学院大学教授）
柴原 弘志（京都市教育委員会指導部長）
橋口俊一（独立行政法人教員研修センター主
任指導主事）

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

幼稚園教育要領においては、「環境による教育」がその柱と
されているのは周知のことである。しかるに、この「環境」に
ついて、日々の保育のなかで十分に検討されて保育が構築
されているとは言い難い現状にある。本講習においては、
永井理恵子(聖学院大学人間福祉学部教授)
保育の環境の理論について、その歴史的背景を再確認す
るとともに、自らの保育現場における環境設定に目を向け、
保育方法の一環として望ましい環境の在り方について再考
する。

石川県金沢市

6時間 平成26年8月30日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成26年5月23日～
平成26年6月23日

平268134054187号

03-3237-1957

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

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

保育所保育指針が子育て支援という用語を使っているのに
対して、幼稚園教育要領は「子育ての支援」ということばを
用いている。発達障害をもつ子の保護者との連携のための 大井佳子(北陸学院大学人間総合学部幼児児
配慮点などを例に、フレーベルが幼稚園というものを発明し 童教育学科教授）
たとき以来の本質「大人にとっても育ちの場である幼稚園」
について考える。

石川県金沢市

6時間 平成26年8月17日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成26年5月10日～
平成26年6月10日

平268134054188号

03-3237-1957

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

一般募集はしま
せん。

12時間
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平成26年10月22日～
平成26年10月24日

（※左記研修の
実施要項に基づ
き、都道府県教
教諭
育委員会等から
養護教諭 の推薦により受
講者決定した者
（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9月1日～
平成26年9月22日
0円

10人
(※左記の受講対象者
のみ該当します。）

平267001155613号

03-4212-8464

http://www.nctd.go.
jp/korekara/koshink
oshu_tw.html

平成２６年度（第３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

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

「保育者の役割と資質の向上（園の課題にもとづく研修の在
り方）」をテーマに、それぞれの園、それぞれの保育者が、
やらされているのではなく、自分（自分たち）自身で課題に 開 仁志(富山国際大学子ども育成学部准教
気づき、高めていく研修の在り方を考える。具体的には、園 授)
の課題の明確化、課題解決につながる様々な研修の特徴
について、講義や演習を交えて実践的に学んでいく。

公益社団法人日
ジオパークと防災
本地震学会

白山手取川ジオパークのジオサイトなどを巡り、大地の成り
立ち（活断層が作る地形的特徴、扇状地や河岸段丘の形成
など）と自然災害（地震、洪水、津波など）やその防災につい 平松 良浩（金沢大学理工研究域准教授）
石川県白山市
て解説し、ジオパークを活用した理科教育、防災教育につ 青木 賢人（金沢大学人間社会研究域准教授）
いて紹介します。なお、受講は(社)日本地震学会会員を優
先し、会員の受講料は割引価格を適用します。

石川県金沢市

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

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成26年5月13日～
平成26年6月13日

平268134054189号

03-3237-1957

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

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
理科教諭及びジ
オパークに関心
のある教諭

7,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平268136054452号

03-5803-9570

http://www.zisin.jp
/

6時間 平成26年8月20日

福井県立大学

公民科目の経済分野に関して以下のような項目について講
義を行う。
①福祉の制度的概観（社会福祉学科教員）：日本の福祉の
服部 茂幸（経済学部教授）
現状や国際的な制度比較などについて概論を展開する。
今日の福祉とその経済学的基盤
吉村 臨兵（看護福祉学部教授）
②福祉のミクロ経済学的基盤（経済学科教員）：市場メカニ
新宮 晋（経済学部准教授）
ズムと公的部門の役割という観点から福祉政策を評価。
③福祉についてのマクロ経済学的アプローチ（経済学科教
員）：「小さな政府」論をマクロ経済学の観点から考える。

福井県永平寺
町

6時間 平成26年8月2日

教諭

中学校教諭（社
会）・高等学校教
諭（公民）

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262003354472号

0776-61-6000

http://ｗｗ
ｗ.fpu.ac.jp/

福井県立大学

くらしに役立つ化学とバイオ：酵
素工学を中心に

医薬品、臨床試薬開発などの下支えになっている現在の生
化学について、酵素タンパク質を中心にした最新の内容を
学習し、開発基礎研究の具体例を学ぶ。くらしにかかわる新
規な化学物質やバイオ発電など特色ある最新の研究につ
いても学習し、現在のバイオ関連化学が暮らしの中に深く
浸透していることを理解する。

片野 肇（生物資源学部教授）
日竎 隆雄（生物資源学部教授）
平 修（生物資源学部准教授）
伊藤 貴文（生物資源学部講師）

福井県永平寺
町

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校教諭(理
科)・高等学校教
諭（理科）

6,000円

25人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262003354473号

0776-61-6000

http://ｗｗ
ｗ.fpu.ac.jp/

身近な食品と医薬品の科学

食品の世界では「美味しさから健康まで」多彩な機能が望ま
れている。また、わが国においては微生物の力を高度に利
用した誇るべき食や薬の世界がある。本課題では、「食品の
安全性」、「食品成分の機能と保健機能食品」、「微生物を利
用した機能性食品の科学」、および「微生物が創りだす医薬
品とバイオテクノロジーが果たす役割」をテーマとして、食品
や薬科学における最新の方向性や関連分野における微生
物の係わり合いを学習・理解する。

木元 久（生物資源学部教授）
濱野 吉十（生物資源学部准教授）
高橋 正和（生物資源学部准教授）
川畑 球一（生物資源学部助教）

福井県永平寺
町

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校教諭(理
科)・高等学校教
諭（理科・農業）

6,000円

25人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262003354474号

0776-61-6000

http://ｗｗ
ｗ.fpu.ac.jp/

遺伝子解析の原理を学ぶ

遺伝子解析の基礎となるゲノムDNA調整等の実験を行い、
その原理を理解する。さらに、最新の遺伝子工学や分子生
物学領域で用いられる主要な実験技術とその原理を解説す
る。ゲノムDNA・mRMA・タンパク質の抽出法と解析法、PCR
法、ゲノムライブラリーとcDNAライブラリーの作出法、ベク
ター（大腸菌、酵母、人間などの宿主や融合ベクターとして
改良されたものなど）、塩基配列やアミノ酸配列決定法、変
異体の作出法、変異体から変異原因遺伝子のスクリーニン
グ法、形質転換植物体の作出法、RNAi法を論じる。

岩崎
石川
加藤
林

福井県永平寺
町

6時間 平成26年8月18日

教諭

中学校教諭(理
科)・高等学校教
諭（理科・農業）

6,000円

平成26年4月16日～
25人
平成26年5月31日

平262003354475号

0776-61-6000

http://ｗｗ
ｗ.fpu.ac.jp/

農業生態系の生物学

人が係わる生態系には、環境と生物の相互作用から成り立
つ自然生態系と、自然生態系の中で人と動植物とが織りな
す関係がある。本講義の前半では、増大する人為の環境へ
の影響によりバランスがくずれつつある自然生態系の現状
大田 正次（生物資源学部教授）
を学習および観察し、生物多様性の保全について福井県で
吉岡 俊人（生物資源学部教授）
の実例をまじえて解説する。後半では、自然生態系の中で
の人と植物との係わりという観点から農業をとらえ、その成
立過程における植物と人の生活の変化について、例を挙げ
て解説する。

福井県永平寺
町

6時間 平成26年8月27日

教諭

中学校教諭（理
科）・高等学校教
諭（理科・農業）

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262003354476号

0776-61-6000

http://ｗｗ
ｗ.fpu.ac.jp/

ゲノム科学を利用した植物品種
改良の新技術

ゲノム科学の進展に伴い、植物育種（品種改良）の現場に
次々と新技術が取り入れられるようになってきた。本講義で
は、育種のためのDNAマーカーの作成の原理とその利用に
村井 耕二（生物資源学部教授）
ついて、また、量的形質の育種のためのQTLピラミッディン
グ、さらに、遺伝子組換え作物の作成原理と現状について
解説する。

福井県永平寺
町

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校教諭（理
科）・高等学校教
諭（理科・農業）

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262003354477号

0776-61-6000

http://ｗｗ
ｗ.fpu.ac.jp/

海洋生物の多様性と機能

最後のフロンティアと呼ばれる海洋には思いがけない生態
を示す生物がいる。中でも、魚類と藻類に焦点を当てて、多
様な海洋生物を紹介し、それらの驚くべき機能について解
説する。とりあげるトピックスは以下のとおりである。１）多様
な水圏の生活に適応した魚類の機能、２）魚類資源は殖や
せるのか？ ３）魚類の病気と免疫の仕組み ４）藻類の多様
性と海洋環境における重要性

福井県小浜市

6時間 平成26年8月18日

教諭

中学校教諭（理
科）・高等学校教
諭（理科・水産）

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262003354478号

0770-52-6300

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

水産食品流通と水産経済

水産物を中心とする食品流通と水産経済にかかわる最近
の話題を中心に、地域の実例をとりあげて解説する。とりあ
加藤 辰夫（海洋生物資源学部教授）
げる主要なトピックスは以下のとおりである。１）グローバル
東村 玲子（海洋生物資源学部准教授）
流通と地域流通、２）食品のブランド化戦略と地域ブランド、
３）ブランドの一般理論、４）越前がにのブランド化の現状。

教諭

中学校教諭（社
会）・高等学校教
諭（公民・商業・
水産）

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262003354479号

0770-52-6300

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

福井県立大学

福井県立大学

福井県立大学

福井県立大学

福井県立大学

福井県立大学

青海
宮台
富永
神谷
吉川

行玄（生物資源学部教授）
敦司（生物資源学部准教授）
久晴（生物資源学部准教授）
潤（生物資源学部講師）

忠久（海洋生物資源学部教授）
俊明（海洋生物資源学部教授）
修（海洋生物資源学部教授）
充伸（海洋生物資源学部教授）
伸哉（海洋生物資源学部講師）

福井県小浜市

6時間 平成26年8月20日
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平成２６年度（第３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

養護教諭の専門性とその役割

講義は、学校教育における健康管理と健康教育の両側面
から課題を明確にし、保健体育審議会答申、学校安全法、
学習指導要領、免許法改正への動きなど最新の情報を解
説し、養護教諭のこれからの課題について考える。演習は、 佐々木 りゅう子（非常勤講師）
健康課題におけるカリキュラム作成と養護教諭の特質を活
かす授業づくりについて学び合い、養護教諭の教育力への
レベルアップを図る。

福井県永平寺
町

6時間 平成26年8月20日

養護教諭 養護教諭

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262003354480号

0776-61-6000

http://ｗｗ
ｗ.fpu.ac.jp/

福井県立大学

急病・外傷時の対応

最新の心肺蘇生法（AED含む）、また急病・外傷時に適切に
トリアージするための知識・観察ポイントと応急処置につい
高原 美樹子（看護福祉学部教授）
て、講義と演習で確認しあう。次いで、グループワークで同
山崎 加代子（看護福祉学部講師）
僚や生徒に指導する場合のポイントをおさえ、指導案の基
本を考える。

福井県永平寺
町

6時間 平成26年8月7日

養護教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262003354481号

0776-61-6000

http://ｗｗ
ｗ.fpu.ac.jp/

福井県立大学

講義では、まず教育現場で経験することのあるうつ状態や
統合失調症、不安障害や摂食障害などのメンタルヘルス不
精神疾患と発達に応じた精神保
大森 晶夫（看護福祉学部教授）
全について、児童思春期の特性を含めた見立てと対応のポ
健
長谷 川小眞子（看護福祉学部講師）
イントを学習する。講義の後半は、演習によりそれらの事例
に関しての現実的な対処法を考える。

福井県永平寺
町

6時間 平成26年8月14日

教諭
養護教諭、中学
養護教諭 校･高等学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262003354482号

0776-61-6000

http://ｗｗ
ｗ.fpu.ac.jp/

福井県永平寺
町

6時間 平成26年8月6日

養護教諭、小学
教諭
校・中学校・高等
養護教諭
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262003354483号

0776-61-6000

http://ｗｗ
ｗ.fpu.ac.jp/

6時間 平成26年8月11日

養護教諭、小学
教諭
校・中学校・高等
養護教諭
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262003354484号

0776-61-6000

http://ｗｗ
ｗ.fpu.ac.jp/

19,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月31日

平263000753753号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

福井県立大学

児童・生徒の健康と、広い意味でそれを損ねるものとしての
｢病気｣について解説する。日常的に遭遇しうる事態への対
処、現在と将来の健康を維持するために生活の中で考慮す 齋藤 正一（看護福祉学部教授）
べきことがら、近年浮上してきた新たな問題等を解説する。 赤川 晴美（看護福祉学部准教授）
また学校を核とした保護者をも含む健康増進へのとりくみに
ついても考える機会を提供する。

福井県立大学

児童・生徒の健康と病気

福井県立大学

ADHD、自閉症等の発達障害を持つ児童・生徒の状態の適
切な見立てや学内及び学外との連携体制の構築を含めた
気がかりな児童・生徒の相談・支 対応法について学ぶ。さらに、児童期・思春期においてみら 清水 聡（学術教養センター教授）
援
れる悩みや問題（例：不登校、人間関係の問題等）に対する 黒田 祐二（学術教養センター准教授）
理解及びカウンセリングの視点と方法についても学ぶ。両
分野とも講義および演習を通して理解を深めてもらう。

福井県永平寺
町

星槎大学

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

福井県福井市

18時間

平成26年7月28日～
平成26年7月30日

福井工業大学

福井工業大学

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

やさしい「最新の科学技術」

近年の科学技術分野・情報通信分野における進歩はめざ
ましく、急激な発展を遂げている。
それと同時に環境問題に関する国際的な取組が進められ
ている。そのような状況をふまえながら、情報通信分野での
日本の現状、世界及び日本のエネルギー情勢、最新の環
境問題、新エネルギーの動向、バイオマス利用の新潮流、
原子力発電の現状と安全性や放射線利用、更に地震発生
のメカニズムや防災対策など、やさしく「最新の科学技術」を
学ぶ。

鹿間
神田
竹田
仲地
廣瀬
辰巳
尾崎
砂川

敏弘（工学部教授）
一隆（工学部教授）
周平（工学部准教授）
唯治（工学部教授）
重雄（工学部教授）
佳次（工学部准教授）
禎彦（工学部教授）
武義（工学部教授）

福井県福井市

12時間

平成26年8月8日～
平成26年8月9日

教諭

中学・高等学校
教員（理科・工
業）

12,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月16日

平263031054657号

(0776)26-7865

http://www.fukuiut.ac.jp

楽しい「情報教育」の展開

情報教育の目標は、初等および中等教育において児童・
生徒が情報及びコンピュータを活用する知識と技能を修得
し、科学的な見方・考え方を養うことにある。そのために求
められる「情報」の指導の在り方や情報倫理，セキュリティ，
ネットワ－ク犯罪の事例について考える。
また，表計算ソフトの有効活用法や使い易い「校務処理ソ
フト」，「地理情報システム」，ICT活用事例の紹介，コン
ピュータを用いない情報科学教育の紹介など，楽しく「情報」
を学ぶ。

山西
杉原
笠井
恐神

輝也（工学部教授）
一臣（工学部准教授）
利浩（工学部准教授）
正博（工学部准教授）

福井県福井市

12時間

平成26年8月8日～
平成26年8月9日

教諭

中学・高等学校
教諭（小学校教
諭も可）

12,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月16日

平263031054658号

(0776)26-7865

http://www.fukuiut.ac.jp

6時間 平成26年6月28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16日～
平成26年6月7日

平263516453654号

0776-59-2200

http://www.fgh.jp/fcm/

6時間 平成26年7月12日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

平成26年4月16日～
20人
平成26年6月28日

平263516453655号

0776-59-2200

http://www.fgh.jp/fcm/

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

30人

平成26年4月16日～
平成26年6月28日

平263516453656号

0776-59-2200

http://www.fgh.jp/fcm/

スポーツ傷害の発生には、運動やトレーニングによる筋・関
節の疲労や柔軟性の低下、筋力不足、筋のアンバランスな
福井医療短期大 スポーツ傷害予防 ～ストレッチ どといった様々な要因が関与しています。そして、スポーツ 東伸英(リハビリテーション学科理学療法学専攻
福井県福井市
学
ングを中心に～
傷害の予防にはストレッチングが効果的であるとされていま 講師）
す。そこで、スポーツ傷害発生のメカニズム及び予防法(スト
レッチングを中心に)を紹介します。
定型発達を踏まえ、「ことばの遅れ」にはどのような問題が
福井医療短期大
あり、どう対応していけばいいのかを学習する。
言語発達障害児－指導と評価－
学
さらに発音の異常をきたす小児の発声発語障害（構音障
害）について、その症状や対応の仕方について学習する。

福井医療短期大
発達段階別の人間力の重要性
学

山崎京子(リハビリテーション学科言語聴覚学専
攻教授)
福井県福井市
西尾桂子(リハビリテーション学科言語聴覚学専
攻准教授）

人間力とは人間社会の中でより良く生きる為に備えるべき
能力を言う。人間には発達に応じて求められる役割があり、
それを遂行できるには求められる能力を知り、積極的・意図
高間静子(看護学科教授)
的に培われるように教育によって積み上げられるべきであ
る。ここでは基礎看護学総論の中で実践している発達段階
別人間力とその必要性について紹介していく。

福井県福井市
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小・中・高校の児童生徒のアレルギー疾患の有病率は高く、
アレルギー疾患などの現代的健康課題に対応することが学
校保健を考える上で重要な課題である。そこで、本講習で
大口二美(看護学科教授)
は、アレルギー性鼻炎・アトピー性皮膚炎・気管支喘息・食
物アレルギーの病態と治療、学校生活上の留意点、発作
時・緊急時の対応について演習を含めて説明する。

福井県福井市

6時間 平成26年7月26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16日～
平成26年7月12日

平263516453657号

0776-59-2200

http://www.fgh.jp/fcm/

学習指導要領に沿って小・中・高校生の月経・性教育につ
いて教授する。小学生では第二次性徴について、中学生で
福井医療短期大 思春期の心身の変化についての は月経、危険なダイエット、ゴールデンタイムと質の高い睡
山内弘子(看護学科教授)
学
教育
眠方法について、高校生には受精、妊娠、出産、家族計画
等について、さらに性行動と性感染症の発症率について教
授する。

福井県福井市

6時間 平成26年8月2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16日～
平成26年7月12日

平263516453658号

0776-59-2200

http://www.fgh.jp/fcm/

福井県福井市

6時間 平成26年8月16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16日～
平成26年8月2日

平263516453659号

0776-59-2200

http://www.fgh.jp/fcm/

6,000円

100人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053618号

055-220-8102

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

福井医療短期大
アレルギー疾患とその対応
学

福井医療短期大 子どもに健全なコミュニケーショ
学
ン能力をつけるための関わり方

近年、電子媒体で情報を得る機会が多くなり、相手と正面か
らコミュニケーションを行うことを嫌ったり、恐れたりする子ど
もが増えている。人間は日常生活を営む上で、コミュニケー
藤本ひとみ(看護学科教授)
ションが人と人をつなぐ不可欠な媒体となっている。ここでは
基礎看護技術論の中で実践しているコミュニケーションにつ
いて紹介していく。

山梨大学

「”英語のリズムとイントネーション－小学校から高校までの
英語プロソディーの指導－”」：英語のリズム・イントネーショ
ン（プロソディー）の基本原理について、①小学校：語及び区
「”英語のリズムとイントネーショ レベル＆定型表現のプロソディー、②中学校及び高等学
ン－小学校から高校までの英語 校：文及び談話構造のプロソディー、について概説し実技演
長瀬慶來（大学院教育学研究科教授）
プロソディーの指導－”」・「第二 習を行う。
田中武夫（大学院教育学研究科准教授）
言語習得理論から見た英語授業
づくりのヒント」
「第二言語習得理論から見た英語授業づくりのヒント」：第二
言語習得理論や認知心理学などから得られる知見をもと
に、いくつかのキーワードを取り上げ、英語授業づくりのヒン
トを活動を通して理解する。

山梨県甲府市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校、中学校、
高等学校、中等
教育学校、特別
支援学校の教諭
（英語科教諭向
け）

山梨大学

「教育の情報化に対応する知識と指導」：「教育の情報化の
手引き」をもとに，校務の情報化と情報セキュリティの知識を
深め，多忙化の解消や個人情報等の適切な取扱の能力を
高める。また、情報モラル教育と情報端末指導の具体的な
鈴木 昇（山梨県総合教育センター主幹・研修
「教育の情報化に対応する知識 実践力を身に付ける。
主事）
と指導」・「ICT活用とカリキュラム
久保田 勲（山梨県総合教育センター副主幹・
マネジメント」
「ＩＣＴ活用とカリキュラムマネジメント」：授業におけるＩＣＴ活
研修主事）
用の具体的事例を学び、指導方法の改善と学力の向上に
ついて考える。また、学校体制づくりにおいて、今日的な教
育課題とＩＣＴ活用をどのように融合させていくか、学校経営
方針の中でのＩＣＴ活用の在り方を考える。

山梨県甲府市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校、中学校、
高等学校、中等
教育学校の教諭

6,000円

50人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053619号

055-220-8102

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

教諭

小学校、中学校、
高等学校、中等
教育学校、特別
支援学校の教諭
（保健体育科教
諭向け）

6,000円

50人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053620号

055-220-8102

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

教諭

小学校、中学校、
高等学校、中等
教育学校、特別
支援学校の教諭

6,000円

100人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053621号

055-220-8102

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

教諭

小学校、中学校、
高等学校、中等
教育学校、特別
支援学校の教諭
（国語科教諭向
け）

6,000円

100人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053622号

055-220-8102

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

山梨大学

「効果的な野外教育の実践」・「運
動学習の階段的仕組み」

「効果的な野外教育の実践」：学校における野外教育のあり
方に焦点を当てて、小中学校の野外教育の指導方法や児
童・生徒が自然、他人、自己との好ましい関わり方について
解説する。また、実際に野外で実践するための授業のすす
めについても触れる。
「運動学習の段階的仕組み」：運動学習を促進する単元計
画の在り方を提案する。提案にあたっては近年の運動学
習・制御研究を簡単に紹介し、これに基づいて学習段階間
の機能的なつながりを解説する。頭と身体の双方向から共
通理解を深めたい。

川村恊平（大学院教育学研究科教授）
木島章文（大学院教育学研究科准教授）

「授業づくりの認知心理学」：教科の学習において分かりや
すい、おもしろい授業に必要な条件は何なのかについて、
認知心理学の視点から「理解」「動機」などをキーワードに考
えていく。
進藤聡彦（大学院教育学研究科教授）
酒井 厚（大学院教育学研究科准教授）
「児童期・青年期の発達障害・精神障害」：児童期・青年期に
見られる発達障害や精神障害について、その背景要因につ
いてもふれながら解説する。

山梨大学

「授業づくりの認知心理学」・「児
童期・青年期の発達障害・精神
障害」

山梨大学

「日本語を考える：ことばを成り立たせているもの」：本講義
では、私たちが日常生活のなかで何気なく使っている日本
語の語彙や表現、文章、会話などから、ことばの背景にある
ものの捉え方について考えます。ことばに関する反省をうな
「日本語を考える：ことばを成り立 がし、言語力について考えていきます。
仲本康一郎（留学生センター准教授）
たせているもの」・「文学作品の教
須貝千里（大学院教育学研究科教授）
材価値と学習のあり方」
「文学作品の教材価値と学習のあり方」：国語科担当教員に
向けて、文学作品がどのような教材価値を有するかを教材
研究法の具体に即しながら提起し、さらに学習のあり方がど
うあるべきかについて提起する。（小中高教材を各１編を例
として取り上げる。）

山梨県甲府市

山梨県甲府市

山梨県甲府市

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5日

132 / 288 ページ

平成２６年度（第３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

「理科指導のあり方」：小中学校理科における望ましい学習
指導方法について取り上げるとともに、児童・生徒の認識や
教材研究などについても具体的に触れていく。
山梨大学

「理科指導のあり方」・「地震と活
松森靖夫（大学院教育学研究科教授）
「地震と活断層」：地震や活断層に対する正しい知識を身に
断層」
福地龍郎（大学院教育学研究科教授）
つけ、学校教育現場において理科教育のみならず防災教
育に役立てることをねらいとする。講習では、「立体視による
活断層の判定」を実習として行い、便宜点や問題点につい
て考える。

山梨県甲府市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校、中学校
の教諭（理科教
諭向け）

6,000円

100人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053623号

055-220-8102

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

山梨県甲府市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校、中学校
の教諭（算数・数
学教諭向け）

6,000円

100人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053624号

055-220-8102

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

教諭

小学校、中学校、
高等学校、中等
教育学校の教諭
（社会科教諭向
け）

6,000円

100人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053625号

055-220-8102

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

教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校の教諭（理科
教諭向け）

6,000円

100人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053626号

055-220-8102

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

教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校の教諭（国語
科教諭向け）

6,000円

100人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053627号

055-220-8102

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

教諭

小学校、中学校、
高等学校、中等
教育学校の教諭
（英語科教諭向
け）

6,000円

100人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053628号

055-220-8102

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

教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校の教諭（社会
科教諭向け）

6,000円

100人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053629号

055-220-8102

http://www.yamanash
i.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
校の教諭

6,000円

100人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053630号

055-220-8102

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

「算数・数学の活用」：具体的な事例を基に、算数・数学を活
用する姿を解説するとともに、算数・数学を活用する授業に
おいて重要となる点について解説する。
山梨大学

山梨大学

山梨大学

山梨大学

「算数・数学の活用」・「多様な見
清野辰彦（大学院教育学研究科准教授）
方による数学の理解」
「多様な見方による数学の理解」：多様な見方をすることで 中村宗敬（大学院教育学研究科准教授）
種々の数学的概念がつながり、新たな展望が開ける。この
ことを小・中・高それぞれで扱う具体的事項を通して考えて
みる。
「公民教育の中の経済：立ち位置で変わる経済の見え方」：
近年の日本の経済構造の説明を通じて、実感しにくい社会
科教育における経済の位置づけを見直し、経済を公民で扱
「公民教育の中の経済：立ち位置
うことの意義、必要性を整理する。
宇多賢治郎（大学院教育学研究科准教授）
で変わる経済の見え方」・「社会
服部一秀（大学院教育学研究科教授）
科の授業構成」
「社会科の授業構成」：代表的な社会科授業の検討を通し
て、自らの社会科授業構成を相対化し向上させることを目
指す。

「化学実験における安全管理」・
「植物の多様性と進化」

「化学実験における安全管理」：様々な試薬や器具を扱う化
学実験では、誤った使用法や不注意による事故を防ぐこと
が肝要である。事故防止の観点から、実験室における安全
確保について考えていく。
「植物の多様性と進化」：緑藻類から陸上植物へ続く緑色植
物の系統と、それ以外の紅藻類や褐藻類の系統など、海藻
類を含めた植物（酸素発生型光合成生物）について、多様
性と進化の観点から概説する。

佃 俊明（大学院教育学研究科准教授）
芹澤如比古（大学院教育学研究科准教授）

「文章理解のメカニズムとその指導」：近年の認知心理学に
おける文章理解研究をたどり、学習者の発達に応じた、国
語科における読みの指導のあり方や教材分析のポイントに
「文章理解のメカニズムとその指 触れる。
岩永正史（大学院教育学研究科教授）
導」・「文字を書くことの意義と表
宮澤正明（大学院教育学研究科教授）
現方法」
「文字を書くことの意義と表現方法」：小・中学校国語科書写
及び高校芸術科書道の学習指導内容を解説し、書写力・書
表現力向上を図るとともに授業のあり方を考える。また、文
字文化的側面から今日の手書き文字の意義にも触れたい。

山梨県甲府市

山梨県甲府市

山梨県甲府市

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

「英語習得に関する基本的事項と日本の英語教育の諸問
題」：日本人にとっての英語の困難性とその理由、それを踏
まえての英語指導・学習の心構えを説き、また、今の日本の
英語教育の諸問題を提示し、その対処方法を論じる。

山梨大学

「英語習得に関する基本的事項
と日本の英語教育の諸問題」・
「イギリス文学に親しむ」

山梨大学

「統計データによる電子地図の作成」：中学校／高等学校の
教材として活用できる簡単な電子地図の作成方法を、
MANDARAというフリーソフトを利用して習得し、統計データ
「統計データによる電子地図の作 から階級区分図を完成する実習を行う。
尾藤章雄（大学院教育学研究科教授）
成」・「古代史研究の最前線－歴
大隅清陽（大学院教育学研究科教授）
史的思考力を養うために－」
「古代史研究の最前線－歴史的思考力を養うために－」：日
本古代史研究についての最新の研究成果を紹介しながら、
教科書の記述を主体的かつ多角的に検討し、歴史的思考
力を養うために必要なことは何かを考える。

山梨大学

「学校に来られない・来ない子どもへの教育支援」：義務教
育段階で17万4千人（平成24年度）前後存在するとされる、
長期欠席児童の実態と、その教育支援、今後の傾向につい
「学校に来られない・来ない子ど
て解説する。
小畑文也（大学院教育学研究科教授）
もへの教育支援」・「けっして子ど
廣瀬信雄（大学院教育学研究科教授）
ものせいにしない障害児教育」
「けっして子どものせいにしない障害児教育」：どのようにし
て障害のある子どもたちを教育に迎えてきたのか、歴史的
にふりかえりながら、現代の特別支援教育を問う。

「イギリス文学に親しむ」：英語教育に関わる中で、言語の
背景となる英語圏文化や英語話者のメンタリティを理解する
ことは非常に重要である。そのような理解を深める一助とな
るよう、イギリスの現代小説を取り上げ、そのテーマや構造
を論じる。

古家貴雄（大学院教育学研究科教授）
澤田知香子（大学院教育学研究科准教授）

山梨県甲府市

山梨県甲府市

山梨県甲府市

6時間 平成26年8月11日

6時間 平成26年8月11日

6時間 平成26年8月12日
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「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

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

「数の体系」：整数論からいくつかのトピックを選び、高校数
学程度の予備知識で理解できるように解説する。時間があ
れば、素数に関する未解決問題や、暗号理論等の実社会
に応用されている数学についても紹介したい。
山梨大学

「数の体系」・「曲線と曲面の幾何
小池健二（大学院教育学研究科准教授）
学」
「曲線と曲面の幾何学」：曲線の長さや領域の面積といった 武藤秀夫（大学院教育学研究科教授）
身近な題材を取り上げ，きれいに見える図形の性質を考え
る。最短線，円，石鹸膜を取り上げ，対称性やそれらの持つ
幾何学的な性質を探る。また，それらにまつわる歴史，ま
た，そこに潜む解析的な概念とのかかわりを学ぶ。

山梨大学

「消費者教育の内容と指導」：2012年12月に施行された消費
者教育推進法を踏まえて、消費者教育の内容や指導方法
を理解し、学校においてどのような実践ができるか、グルー
「消費者教育の内容と指導」・「乳 プワークを通して具体的に考えます。
神山久美（大学院教育学研究科准教授）
幼児の生活と保育」
田甫綾野（大学院教育学研究科准教授）
「乳幼児の生活と保育」：乳幼児の生活や遊びの特徴、幼稚
園や保育所における保育について講義を行い、家庭科にお
ける保育学習や乳幼児との交流のあり方について考える。

山梨大学

「音楽のまとまりを考え、総合音楽力を高めましょう」：古今
東西の様々な曲を題材に、音楽の成り立ちや様式などを確
認しながら、作品の聴き方を考えてみる。また同時に、基本
「音楽のまとまりを考え、総合音
的な音楽理論を復習する機会にしたい。
藤原嘉文（大学院教育学研究科教授）
楽力を高めましょう」・「発音・発声
片野耕喜（大学院教育学研究科准教授）
と歌唱表現」
「発音・発声と歌唱表現」：歌唱表現の元になる、姿勢・呼
吸・リラクゼーション・発音など基礎的な要素を実習し、柔軟
性のある歌唱表現につなげる実践的活動をする。

山梨県甲府市

山梨県甲府市

6時間 平成26年8月12日

6時間 平成26年8月19日

受講料 受講人数

受講者募集期間

「保育カリキュラムの理論と実
際」・「幼児の『賢さ』を考える」

山梨大学

「身体表現・ダンス教育のための基礎理論とそのスキル」：
身体表現・ダンス教育へとつながる「体ほぐし」やボディー
ワークの理論とテクニックを身につけ、日々の幼児・児童・
生徒への指導や保健体育の教科指導に直接・間接に資す
「身体表現・ダンス教育のための
る。
木村はるみ（大学院教育学研究科准教授）
基礎理論とそのスキル」・「健や
中村和彦（大学院教育学研究科教授）
かな体を育む園・学校の取組」
「健やかな体を育む園・学校の取組」：今日の子どもの体の
問題、特に体力・運動能力の低下の実態とその背景を踏ま
え、園や学校で実践すべき取組について考える。学習指導
要領にも焦点を当て、具体的な事例をもとに解説する。

山梨大学

「いまさら人に聞けない磁石の基本から最新磁石の情報ま
で」：磁石の基本的なことから、身近な応用例までをわかり
やすく解説する。また間違った磁石の認識についても触れ
「いまさら人に聞けない磁石の基 る。
本から最新磁石の情報まで」・
佐藤 博（大学院教育学研究科教授）
「情報技術の発展と利用形態の 「情報技術の発展と利用形態の変化」：進展著しい情報技 山際 基（大学院教育学研究科准教授）
変化」
術の中でもコンピュータの小型化、モバイルコンピューティン
グ、クラウドコンピューティングに焦点を当て、基礎となる技
術や事柄を説明するとともに現在利用される機器やサービ
スについて紹介する。

山梨大学

「子どもの描画による子ども理
解」・「美術表現の現在」

「幼児の『賢さ』を考える」：幼児期の子どもが「賢く」なると
は、どのような過程を経て、何を身につけることだと考えれ
ばいいのだろうか。「経験」「思考」「創造」「友だち」をキー
ワードに、個人の「能力」に限定されない幼児期の育ちと、
そのために必要な保育について考える。

加藤繁美（大学院教育学研究科教授）
秋山麻実（大学院教育学研究科准教授）

「子どもの描画による子ども理解」：子どもたちの描画を紹介
しながら、そこに示された形態や色彩の発達特性・情緒特
性、表象物の意味、評価の方法、子どもを理解するための
姿勢、そして子どもに寄り添う教師や大人の役割について
栗田真司（大学院教育学研究科教授）
考察する。
平野千枝子（大学院教育学研究科准教授）

都留文科大学

数学の基礎としての算数

ＵＲＬ

教諭

6,000円

100人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053631号

055-220-8102

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

教諭

小学校、中学校、
高等学校、中等
教育学校、特別
支援学校の教諭
（家庭科教諭向
け）

6,000円

50人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053632号

055-220-8102

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

6,000円

50人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053633号

055-220-8102

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

山梨県甲府市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校・高等学
校・中等教育学
校の教諭（音楽
科教諭向け）

山梨県甲府市

6時間 平成26年8月21日

教諭

幼稚園の教諭

6,000円

50人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053634号

055-220-8102

http://www.yamanash
i.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
校の教諭（保健
体育科教諭向け）

6,000円

50人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053635号

055-220-8102

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

教諭

中学校、高等学
校、中等教育学
校教諭（技術科
教諭向け）

6,000円

50人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053636号

055-220-8102

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

6,000円

50人

平成26年4月17日～
平成26年5月10日

平261004053637号

055-220-8102

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

6,000円

80人

平成26年4月16日～
平成26年6月6日

平262003553607号

0554-43-4341

http://www.tsuru.ac
.jp/

山梨県甲府市

山梨県甲府市

6時間 平成26年8月21日

6時間 平成26年8月22日

山梨県甲府市

6時間 平成26年8月22日

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
校の教諭（図工・
美術科教諭向け）

山梨県都留市

6時間 平成26年7月5日

教諭

小学校教諭

「美術表現の現在」：近現代美術の作品数点について、その
特質や歴史的位置づけを解説する。美術史の観点が、鑑賞
を深めることにどのように繋がるのかにも触れる。
小学校算数で扱われる、ものの個数や順序、数の和や積、
図形の形、図形の面積や体積などを話題にして、それらが
どのようにして数学へと発展していくのか、そして、それらが
どのように関連し、お互いの基礎概念を支え合っているの 岡野 恵司（文学部講師）
か、その大きな流れがわかるように解説をしたいと思いま
す。また、立体図形をイメージするための助けとして、実際
に折り紙を用いた正多面体の作成なども行う予定です。

電話番号

中学校、高等学
校、中等教育学
校の教諭（数学
科教諭向け）

「保育カリキュラムの理論と実際」：現代社会が要求する保
育カリキュラムの理論について講義するとともに、保育計画
と実践の関係、実践と記録・評価の関係について、VTRや
実践記録を基に考える。
山梨大学

認定番号
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

市場価格の決定、産業革命、ケインズの有効需要論など、
公民分野で扱われる基礎的な経済理論の内容について、
授業で教える際の留意点も踏まえて分かりやすく解説する。
その上で、現代日本経済が直面する課題について、統計
村上 研一（中央大学准教授）
データなどを活用して検討し、物価や雇用などを通じて国民
生活に深く影響をおよぼす日本経済・産業の今後の展望に
ついて考えていく。

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

山梨県都留市

6時間 平成26年7月5日

教諭

中学校社会科
（公民分野）・高
等学校公民科・
商業科教諭

都留文科大学

現代社会のゆがみの中で、子どもたちの生活も様々な影響
を受け、それらが子どもたちの「問題行動」「症状」として表
面化してきています。それらを援助者がどう理解し、援助に
子どもたちの心とかかわるために 結び付けてゆけばいいのかを考えてゆきたいと思います。 筒井 潤子（文学部准教授）
また、その際の援助者自身の心の在り方にも注目していき
たいと思います。子どもの心の発達は、連続したものです。
小学校の先生もご参加ください。

山梨県都留市

6時間 平成26年7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4月16日～
平成26年6月6日

平262003553609号

0554-43-4341

http://www.tsuru.ac
.jp/

都留文科大学

各種の学力調査の結果、自分の考えを論理的に表現する
のが苦手な児童・生徒が多いことが明らかになった。今後
国語科を中心とした言語活動の は、国語科をはじめとする各教科等において、さまざまなテ
充実～論理的な思考力・表現力 キストを読んで自分の考えを持ち、他者にわかりやすく伝え 鶴田 清司（文学部教授）
の育成のために～
るという言語活動の充実を図る必要がある。そのための具
体的な方策について、国語科教育および教科横断的な視
点から、なるべく多くの実践例をもとに考えてみたい。

山梨県都留市

6時間 平成26年7月6日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

80人

平成26年4月16日～
平成26年6月6日

平262003553610号

0554-43-4341

http://www.tsuru.ac
.jp/

都留文科大学

①新聞、雑誌、ドラマ・スクリプトなど、英語文化圏の日常生
活にある実物を教材として授業の中に導入する方法、また、
補助教材の作成方法等について紹介する。
Authentic Material と Trivia によ
②最新の教育トピックについて英語で読み、英語で討論す 松土 清（文学部特任教授）
る英語授業の活性化
る活動を通して、新学習指導要領でより強調された「英語に
よるコミュニケーション及びインストラクション」における運用
力の向上を図る。

山梨県都留市

6時間 平成26年7月6日

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年6月6日

平262003553611号

0554-43-4341

http://www.tsuru.ac
.jp/

山梨県都留市

6時間 平成26年7月6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16日～
平成26年6月6日

平262003553612号

0554-43-4341

http://www.tsuru.ac
.jp/

平262003553613号

0554-43-4341

http://www.tsuru.ac
.jp/

都留文科大学

経済学・現代日本経済を学ぶ

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年6月6日

平262003553608号

0554-43-4341

http://www.tsuru.ac
.jp/

デジタル教材の新しい世界と情
報モラル教育の指導

学習指導要領の改訂により、「情報モラル教育」は、小学
校・中学校と連携し、特定の教科等だけで進めるものではな
く学校教育全体で行うものです。高等学校でも、現在の情報
科目の変更が決定されており、ますます小中高における連 杉本 光司（文学部教授）
携の重要性が指摘されています。また、学校現場において 日向 良和（文学部講師）
も、新しいデジタル機器・教材の採用が予想されます。この
講習では、このような現状の把握、基本的な知識・対処法に
ついて学びます。

「溶ける」の理解とICTの活用法
（理科教育）

本講習は、理科の授業を構成する上で役立つ「物質の溶解
についての解説・実験」と「ＩＣＴの活用法」について、二人の
講師がそれぞれを担当する。
講習①（3時間）では、物質が水に溶けることについて粒子
山森 美穂（文学部准教授）
やエネルギー的な視点からの解説と実験を行う（関連する
平野 耕一（文学部准教授）
単元：「もののとけ方」「水溶液の性質」）。
講習②（3時間）では、最近急速に導入が図られているＩＣＴ
について、理科教育での活用法（デジタル教材、実験のセン
サーや結果処理ソフト等）を紹介する。

山梨県都留市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校教諭向け

6,000円

平成26年4月16日～
60人
平成26年6月6日

都留文科大学

国語教材の読みと授業づくり

中学校・高等学校の国語教材を読み、教材研究を行う。そ
の教材を使って授業を構想する。現在、話題となっている
「単元を貫く言語活動」を意識し、具体的な言語活動を取り
入れた授業づくりを行う。

山梨県都留市

6時間 平成26年7月12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16日～
平成26年6月6日

平262003553614号

0554-43-4341

http://www.tsuru.ac
.jp/

都留文科大学

現代の日本の学校教育は、学級集団を基本単位とし、そこ
でのふれ合いや学び合いを通じて子どもたちの個性や社会
性、学力などを育成していくシステムを取っています。従って
学級集団育成の理論とグループ 学級集団の状態が良好であるかどうかが重要となります。
品田 笑子（文学部特任教授）
アプローチ
ここでは、学級集団育成のための方法論とグループアプ
ローチを活用した学級経営の方法について紹介したいと思
います。実習も取り入れ、体験を通した理解ができるように
したいと考えています。

山梨県都留市

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

80人

平成26年4月16日～
平成26年6月6日

平262003553615号

0554-43-4341

http://www.tsuru.ac
.jp/

山梨県都留市

6時間 平成26年7月20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6月6日

平262003553616号

0554-43-4341

http://www.tsuru.ac
.jp/

山梨県都留市

6時間 平成26年7月20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6月6日

平262003553617号

0554-43-4341

http://www.tsuru.ac
.jp/

都留文科大学

都留文科大学

初等教育段階における図工・体育の感性を磨き、「生きる
力」を育むという学習指導要領の理念を実現するための講
習を行う。
２５名ずつ２グループに分けて実施する。
（図工）は、課題に沿った制作の中で、材料や用具などを活
用した造形体験を行う。制作を通して表現と鑑賞について
の理解を深める。
（体育）は、児童の発達段階を踏まえ、「体つくり運動」（低中
学年），「走跳の運動（遊び）」（低中学年），「ボール運動（特
にソフトバレーボール）」（高学年），「陸上運動」（高学年）の
指導の実際を展開する。

牛山 恵（文学部教授）

竹下
鳥原
舘山
柳
麻場

勝雄（文学部教授）
正敏（文学部教授）
拓人（文学部特任准教授）
宏（文学部教授）
一徳（文学部教授）

都留文科大学

感性を働かせて描いてみよう！
動いてみよう！

都留文科大学

本講習では小学校の英語の授業で使える楽しいアクティビ
ティーや効果的な教え方を学びます。歌やゲームやストー
リーテリングの方法を紹介するだけでなく、受講者の皆さま
小学校英語授業での教え方：ア
にも実際に体験していただきます。また、受講者自身の英
プローチズ、スキルズ、アクティビ
ヘイミッシュ・ギリズ（文学部准教授）
語コミュニケーション力を高めるように英会話や単語を身に
ティーズ
つけるアクティビティーをします。さらに受講者自身がアイ
ディアを出しあう話し合いもします。（講師は日本語も大丈夫
です。）
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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

義務教育音楽科に課せられている使命とは何か、音楽科と
いう教科の意義と特質を確認しつつ、現実に各教室で行わ
山梨学院短期大 音楽科概論（音楽科教育の課題 れている授業の問題点を、「Ａ表現」「Ｂ鑑賞」「Ｃ歴史的な音
白川 和治（保育科教授）
学
と展望）
楽文化の流れや特質に関する事項」それぞれの領域・事情
について具体的に検討し、実践的指導力の向上を図りた
い。

山梨県甲府市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年6月20日

平263516655922号

055-224-1400

http://www.ygjc.ac.
jp/

新しい教育課程が実施され、新学習指導要領のもと授業改
革が進行しているが、音楽教育において最も大切な事は、
山梨学院短期大 音楽科概論（指揮法及び音楽的 教師自身が実践を通したより豊かな音楽表現の技術を習得
白川 和治（保育科教授）
学
教養の習得）
し、その背景となる西洋音楽の歴史、様式、内容の流れを
把握し幅広い音楽観を身につけることである。ここでは、総
合的な面からの向上を図りたい。

山梨県甲府市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年6月20日

平263516655923号

055-224-1400

http://www.ygjc.ac.
jp/

山内 淳子（保育科教授）

山梨県甲府市

6時間 平成26年8月19日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年6月20日

平263516655924号

055-224-1400

http://www.ygjc.ac.
jp/

幼児期の子どもたちの人間関係の育ちを捉える評価視点と
してはどのようなものがあるか、具体的な子どもの姿をもと
山梨学院短期大 保育研究（人間関係）（評価視点
に検討する。幼児期の子どもたちの人間関係の育ちを支え 山内 淳子（保育科教授）
学
構築の試み）
る保育実践について共に考察し、改善のための評価視点を
得る。

山梨県甲府市

6時間 平成26年8月20日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年6月20日

平263516655925号

055-224-1400

http://www.ygjc.ac.
jp/

長野県松本市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校・中学校
の教諭（国語・英
語）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155215号

0263-37-2428

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

6,000円

100人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155216号

0263-37-2428

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

山梨学院短期大 保育研究（人間関係）（理論と実
学
践をつなぐ）

日々の実践の中で各保育者が捉えてきた子どもの姿を発
達理論と照らし合わせることで、幼児期の子どもの人間関
係の育ちについて考察を深める。「人間関係」領域のねら
い・内容を再確認し、この領域にかかわる多様な保育実践
について提示し合い、その望ましいあり方を探る。

日本語の音声にはどんな特徴があるか、地域的な差や日
本語の音声として特異なものがあるかなどについて、実際
の音声資料をもとに述べる。方言の音声を知ることによって
共通語の音声がどのような特徴をもち、それが世界の言語
のなかでとのような位置を占めるかを知ることもできる。
澤木 幹栄（人文学部教授）
我々が意識せずに行っている発音を意識するようになり、児
童・生徒の発音も分析的にとらえることができる。また、一般
によく問題にされる鼻濁音等の問題にも根拠に基づく見解
をもつことができる。

信州大学

音声から見た方言

信州大学

適切な意思決定や偏りのない判断を促進し、誤った思い
込みを防ぐ「クリティカルシンキング（批判的思考）」の基本
について、認知心理学の成果をもとに体系的かつ実践的に
心理学からのクリティカル・シンキ
習得する。これにより、多様な情報を批判的に読み解く姿勢 菊池 聡（人文学部准教授）
ング入門
と、教育現場や日常生活で生起する心理的錯誤や思考の
バイアスにまどわされないための基本的スキルを身につけ
る。

長野県松本市

6時間 平成26年7月26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

信州大学

本講習は、小学校及び中学校の理科の授業でどのように
学習問題、学習課題を設定したら良いのかに関して、理科
における問題解決過程における位置づけと関連づけながら
小学校ないしは中学校の理科の
理解し、実際的な理科授業づくりにおいて即時的に教科指
授業で学習問題・学習課題をど
三崎 隆（教育学部教授）
導に活用できることを目標にします。そのため、受講対象者
のように設定したら良いのか
は小学校で理科の授業を担当している教員及び中学校理
科教員に限ります。講習は講義のみならず、演習方式をま
じえた構成となります。

長野県長野市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校・中学校
の教諭（理科）

6,000円

20人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155217号

0263-37-2428

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

長野県長野市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（美術）

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155218号

0263-37-2428

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

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（家庭科）

6,000円

平成26年5月1日～
50人
平成26年5月20日

平261004155219号

0263-37-2428

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

幼稚園・小学校・
教諭
特別支援学校の
養護教諭
教諭，養護教諭

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155220号

0263-37-2428

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

信州大学

鑑賞教育を学ぶ

本講習では、平成20年版『小/中学習指導要領』に立脚
し、読解力育成・文化伝統理解・国際理解等の観点より重
要性が増した、鑑賞領域（B鑑賞）と、鑑賞指導を実際に行う
上で有益かつ実現可能な諸種メソッド（繋ぐ鑑賞、比較鑑
岡田 匡史(教育学部教授）
賞、段階鑑賞法、ロール・プレイ等）を計画的に学ぶ。主な
受講対象者は、図画工作科で鑑賞教育を充実させたいと考
える小学校教諭、鑑賞教育に関心を持つ中学校・高等学校
の美術科教諭を想定している。
本講習は、被服衛生学に関する最新の研究成果、動向等
について理解し、家庭科と関わる諸領域の教科指導に活用
できることを目標にします。そのため、主な受講対象者は家
庭科に関する指導の充実を図ろうとする教員、また関連領
域の教科を担当する教員を中心に想定しています。また教 三野 たまき（教育学部教授）
科指導にとらわれず、被服と健康に関心のある教員の受け
入れも可能です。講習は講義のみならず、グループ討議、
演習方式をまじえた構成となります。

信州大学

アパレルと健康

信州大学

小児期における歯及びあごの発達と、同時期に出現する
歯科・口腔疾患について学び、子ども達の口のなかを正しく
理解します。さらに、「噛めない噛まない飲み込めない」と
いった問題を持つ子どもたちについて考え、良く噛んで食べ
子どもの健康管理(歯科指導とア
る習慣を身につけるための具体的な指導について考えま
レルギー)
す。また、小児のアレルギー疾患の概要と、現在教職員に
求められている救急時の対応について「学校のアレルギー
疾患に対するガイドライン」に基づいて解説します。本講習
は、飯田女子短期大学の協力で実施します。

栗田浩(医学部教授)
安富和子(飯田女子短期大学准教授)
小林法元(医学部助教)
小山茂喜(全学教育機構教授)

長野県長野市

6時間 平成26年7月26日

長野県松本市

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

現代社会は飽食の時代とも呼ばれ、食べることが生命維
持・健康維持ではなく、楽しみとなった反面、健康を損なう問
題を引き起こすようになってきている。本講習では、「食」と
「健康」をキーワードに、我が国が世界をリードしている機能
下里 剛士（大学院農学研究科准教授）
性食品分野における研究開発の最前線について解説する。
未来を担う子供たちに日々触れ合っている教員に、食べる
ことを改めて身近なものとして実感し、今後の教育に活かし
ていただくことがねらいである。

信州大学

食品機能性の科学

信州大学

高校までに習う化学は化学的研究を行う上で必要不可欠
な知識を得るという点において極めて重要である。しかし日
常生活を続けていく上で、あまりその化学的知識との関連
について詳しく教えられていないのが現実である。本講習で
村上 好成(全学教育機構教授)
身の回りにある化学を発見しよう は日常生活で利用、体験している事柄で化学と深く関連し
勝木 明夫(全学教育機構准教授)
ている事柄をピックアップしてそれを解説することにより、化
学をより身近なものとして実感し、今後の教育に活かしてい
ただくことがねらいである。また、実験として太陽電池の作
成を行う。
現在、空前のランニングブームであるが、正しいフォーム
でのジョギングやウォーキングの指導はなかなか容易では
ありません。また学校教育現場においても子供の発育発達
を促す上で、正しいフォームでのジョギングやウォーキング
杉本 光公（全学教育機構准教授）
を指導する意義は大きいと思います。そこで、ウォーキング
やジョギングの正しい指導法を身につけることによって、保
健体育の授業において、ジョギングの基礎的指導が出来る
ようになることを目指します。

講習の開催地

長野県南箕輪
村

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26日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（理科）

6,000円

65人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155221号

0263-37-2428

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

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155222号

0263-37-2428

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

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155223号

0263-37-2428

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

平261004155224号

0263-37-2428

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

長野県松本市

6時間 平成26年7月26日

教諭

長野県松本市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校・中学校
の教諭(保健体
育）

6,000円

平成26年5月1日～
50人
平成26年5月20日

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155225号

0263-37-2428

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

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155226号

0263-37-2428

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

ジョギングアンドウォークの指導
法

信州大学

本講習は、「カルテ」「座席表」「抽出児」を用いた授業作り
の方法について学びます。これによって、一人一人の子ども
理解、個に対する目標の立て方、個に応じた教材研究の方
カルテ・座席表・抽出児による授 法、座席表を用いた話し合いの授業、個の育ちの評価につ
松本 康（教育学部教授）
業作り
いて理解し、参加者の授業に活用できるようにすることを目
標にします。主な受講対象者は小・中学校社会科に関する
指導の充実を図ろうとする教員、また関連教科を担当する
教員を中心に想定しています。

長野県長野市

6時間 平成26年7月27日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（社会・地理歴
史・公民・総合）

信州大学

本講習は、実数の性質や作図可能な数について理解を深
め、数学の指導に活用できることを目標にします。そのた
実数～その性質と作図可能な数 め、主な受講対象者は数学に関する指導の充実を図ろうと 昆 万佑子（教育学部准教授）
～
する教員、また関連領域の教科を担当する教員を中心に想 松澤 泰道（教育学部助教）
定しています。講習は講義のみならず、グループ討議、問題
演習をまじえた構成となります。

長野県長野市

6時間 平成26年7月27日

教諭

中学校・高等学
校の教諭（数学）

子どもの健康と保健指導2

子どもの心因性疾患や発達障害についての理解を深め、
学校教育における作業療法の現状と問題について学びま 赤羽 美和（医学部助教）
す。また、教職員の初期対応がその後の教育活動や健康 新美 妙美（医学部附属病院医員）
管理等に大きな影響を及ぼす事故発生時の救急処置につ 北村 真友（長野県立こども病院医師）
いて、臨床医の視点からわかりやすく解説します。

長野県松本市

6時間 平成26年7月27日

初めてのe-Learning(Moodle を
使ったコース作成演習)

ICT技術による教育支援であるe-Learning が広く用いられ
るようになってきています。本講習では、
・e-Learningによる授業運営の方法（座学）
・e-Learning教材の作成方法（座学）
を学び、
新村 正明(工学部准教授)
e-Learning のツールとして広く用いられている Moodle につ 丸山 稔(工学部教授）
いて
・Moolde によるコース作成の方法（座学・演習）
・Moodle によるコース作成演習
を行います。

長野県松本市

6時間 平成26年7月27日

信州大学

ピーターラビットと英語から英国
社会を見る

ピーターラビットの作者ビアトリクス・ポッターの生涯をたど
りながら、当時と現代の英国社会を概観し、時代と作者の投
げかける現代的意義を考察し、これからの教育に生かすヒ
ントに結び付ける。物語の一部を英語と日本語でも紹介し、
近藤 富英（全学教育機構教授）
物語の舞台である英国湖水地方を紹介する。英語という言
語にも少し触れながら、英国事情、環境問題などを考えるこ
とにより、多角的に学校教育活動に生かされることを想定し
ている。

信州大学

信州（中部地域）がいかに生物多様性保全の見地から重
要な地域であるかを紹介します。また、異なる生物レベルか 佐藤 利幸（理学部教授）
生物多様性を読み解く（身のまわ
らサイズと形について考え、手軽な教材としての標本作製、 山本 雅道（山岳科学総合研究所助教）
りの生態学）
科学館における標本収納方法と展示の例も紹介します。ま 藤山 静雄（理学部教授）
た身近な昆虫の環境適応の多様性について紹介します。

信州大学

小学校外国語活動を進めていく上で、基本的な指導方法
と背景となる考え方（外国語の学び方、コミュニケーション能
力のモデル、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態
小学校外国語活動指導法 基本 度、言語や文化に関する気づき、学習指導要領、評価）を学
酒井 英樹（教育学部教授）
の「き」
びます。本講習では、講習とワークショップを組み合わせて
実施します。本講習は、主に小学校外国語活動に関心のあ
る小学校と中学校の教諭を対象としていますが、これら以外
の教員も受講可能です。

信州大学

受講者募集期間

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
(理科）

信州大学

信州大学

受講料 受講人数

養護教諭 養護教諭

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155227号

0263-37-2428

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

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155228号

0263-37-2428

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

長野県松本市

6時間 平成26年7月27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（英語・
国語・社会・地
理・歴史・公民・
美術・福祉・環境
教育）

長野県松本市

6時間 平成26年8月1日

教諭

中学校・高等学
校の教諭（理科）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155229号

0263-37-2428

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

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（英語）

6,000円

80人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155230号

0263-37-2428

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

長野県長野市

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

信州大学

高校までに学んだデータの処理方法を復習し、それを発
展させたデータ解析の手法、および社会経済の現実のデー
タの分析にどのように活かされるかを紹介する。高校までの
社会データを分析しよう －高校
数学で学んだデータの整理が大学や社会でどのように活用 元山 斉（経済学部講師）
数学＋α で－
されているかを確認し、その手法の基礎を実践できるように
なることによって、今後の教育に活かすことがねらいであ
る。

信州大学

カイコは日本発の生物学のモデル生物であり、ゲノム解
析、遺伝学、発生学、生理学、行動学等の研究材料として
利用されてきました。ここでは、カイコの突然変異を利用した
生物学教材としてのカイコと野蚕 組換え率の計算、翅の構造を理解するための鱗粉転写、雌 梶浦 善太（繊維学部教授）
の利用
フェロモンをつかった誘引実験、繭をつくるための絹糸腺の 白井 孝治（繊維学部准教授）
観察、生体組織からのDNA抽出、幼虫脱皮ならびに幼虫か
ら蛹への変態のメカニズム等、これらに関する講義と実習を
行います。

信州大学

薬、殺虫剤、香料、繊維・染料など、化学が関係する身近
な話から、先端科学に貢献している化学の話題について平
易に解説する。また、これらの話題に関係する美しく不思議
身近な化学から先端科学の話と な化学実験（ルミノールおよび過シュウ酸エステル化学発
本吉谷 二郎（繊維学部教授）
実験
光、ベロウソフ・ジャボチンスキー反応）を体験する。本講習
を受講することによって、現代化学の一端を知り、教えてい
る理科（化学）の基本事項の重要性を再度確認するととも
に、化学の魅力を新たに認識する。

講習の開催地

長野県松本市

長野県上田市

長野県上田市

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

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

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（社会・地理歴
史・公民・算数・
数学）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155231号

0263-37-2428

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

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（理科）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155232号

0263-37-2428

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

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（理科）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155233号

0263-37-2428

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

6,000円

80人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155234号

0263-37-2428

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

信州大学

本講習は、小学校における外国語活動において扱われる
内容（コミュニケーション論、英語史、英語音声学、異文化理
解）を理解することを目標とします。外国語活動の目標を達
小学校外国語活動内容論 基本 成するために、コミュニケーションとはどういうことか、外国
の「き」
語活動ではどのような文化が扱われているのか、英語の音
声の特徴はどのようなものかについて理解します。また、英
語の文字の導入のために、英語の音声とスペリングの関係
を理解します。

渉（教育学部教授）
英樹（教育学部教授）
浩子（教育学部准教授）
真由美（教育学部助教）

長野県長野市

6時間 平成26年8月3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（英語）

信州大学

科学および技術がいかに環境問題解決へ向けた取組を
行っているかを学びます。身近な材料や自然エネルギーに
関する技術を取り上げ、各専門の講師が解説します。われ
飯尾 昭一郎（工学部准教授）
持続可能な社会を求めて（環境と われが日常的に使う製品やエネルギーおよび日々排出して
中村 正行(工学部教授)
技術の関係をとらえて）
いるゴミの資源化とリサイクルに触れながら、日常生活に密
錦織 広昌(工学部准教授)
着した環境負荷低減のための方策を技術的な観点から解
説します。環境技術研究のための装置や施設見学もまじえ
基礎的な内容から最先端までを解説します。

長野県長野市

6時間 平成26年8月3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

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155235号

0263-37-2428

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

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（社会・地理歴
史・理科・工業・
総合・環境教育・
防災教育）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155236号

0263-37-2428

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

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155237号

0263-37-2428

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

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155238号

0263-37-2428

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

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155239号

0263-37-2428

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

髙橋
酒井
小池
田中

土木と市民生活をテーマに3つのトピックスについて講義
をします。まず、社会資本施設について、その具体的内容と
社会資本整備事業の特徴、プロジェクトの流れについて解
説し、つづいて市民生活や都市を形成していく上で欠かすこ 清水 茂（工学部教授）
とのできない交通施設の整備に関する現状や方法論につ 小山 茂(工学部准教授)
いて論じ、最後に、近年頻発している土砂災害の種類、素 河村 隆（工学部助教）
因および誘因などの発生メカニズムについて概観し、災害
を未然に防止したり被害を軽減する方法についても論じま
す。

信州大学

土木と市民生活

信州大学

長瀬（法学者 商法・金商法）と田村（実務家教員 金融・
消費者教育）が共同して、消費者問題の社会的背景・現状
と対応諸制度を整理したうえで、教育現場で役立つ効果的 長瀬 一治（経済学部教授）
消費者教育にどう取り組むか(A)
な教育方法・教材開発を考察する。長瀬はおもに理論と制 田村 徳至（全学教育機構講師）
度について、田村はおもに中学教育現場経験をもとにした
指導方法・教材開発について講義・演習する。

信州大学

信州大学

長野県長野市

6時間 平成26年8月3日

長野県松本市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（社会・公民・商
業）

元素科学: 周期表と放射性元素

化学の対象となる物質は周期表にある様々な元素からな
る化合物などであり、その種類・数は膨大である。この多様
性を周期表をもとに理解を深めるとともに、福島原発事故で
クローズアップされた放射性元素について学ぶ。物質の成 小田 晃規（理学部教授）
り立ち、物質の性質と利用、物質とエネルギーとの関係など 吉野 和夫（理学部教授）
教育する際に活かされる。また、放射線について習っていな
い先生が多数おられると思いますので、是非この講習を受
けて学校教育に生かすことを希望します。

長野県松本市

6時間 平成26年8月4日

教諭

中学校・高等学
校の教諭
（化学）

子どもの健康と保健指導１

性教育・食育・子どもたちのメタボ対策といった視点から、
子どもたちの実態を踏まえて、生涯にわたり明るく豊かで活
金井誠(医学部教授）
力ある生活を営むための望ましい習慣形成の基礎作りを目
坂口けさみ(医学部教授）
指します。子どもたちの健康管理について、具体的な事例を
日高宏哉(医学部准教授)
もとに平易に解説します。また、健康相談のあり方について
理解を深めます。

長野県松本市

6時間 平成26年8月4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

NIE入門～新聞活用で楽しい授
業～

新学習指導要領では、「新聞」を活用した授業づくりが提
案されています。新聞のもつ役割や機能を朝日新聞社の記
者の体験談等を通して知るとともに、新聞を活用した授業実
践を具体的に学ぶことを通して、日常の授業実践での新聞 小山 茂喜（全学教育機構教授）
の活用するかを探ります。教科や学校種にとらわれず、ＮＩＥ
に興味のある先生、新聞を「ねた」に楽しい授業を展開しよ
うという意欲のある先生方を対象とします。

長野県松本市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155240号

0263-37-2428

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

超伝導の世界

超伝導現象の理論的解説と実験による解説を行います。
超伝導とは、ある温度で突然電気抵抗がゼロになると同時
に完全反磁性を示す劇的な現象です。発見から100年余り
経ちましたが、そのメカニズムは完全に理解されているとは 樋口 雅彦（理学部教授）
言いがたく、現在も多くの研究者がその謎の解明に取り組 中島 美帆（理学部准教授）
んでいます。超伝導理論が発展した歴史を概観し、最近の
知見を解説します。実験では液体窒素を用いて高温超伝導
体の測定を行います。

長野県松本市

6時間 平成26年8月5日

教諭

高等学校の教諭
（理科）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155241号

0263-37-2428

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

信州大学

歴史館で教材開発(A)

博物館の役割や機能について、ふだん目にする博物館の
展示見学だけでなく、バックヤードでの作業や資料の収集
等にかかわる体験活動を通して、自分の授業に博物館の持
つ教育資源をどのように活用するかを探ります。教科や学 小山 茂喜（全学教育機構教授）
校種にとらわれず、博物館を主体的に学習に活用すること
で、楽しい授業を展開しようという意欲のある先生方を対象
とします。

長野県千曲市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155242号

0263-37-2428

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

信州大学

本講習は、小学校算数科及び中学校数学科における授
業づくりについて、教材と学習指導の観点から理解を深め
ることを目標にしています。そのため、主な受講対象者は、
小松 孝太郎（教育学部准教授）
算数・数学科における授業づくり 小学校もしくは中学校において算数・数学の指導の充実を
茅野 公穂（教育学部准教授）
図ろうとしている先生方を想定しています。講習では、具体
的な事例やグループによる討議・演習を通して学ぶことがで
きます。

教諭

小学校・中学校
の教諭（算数・数
学）

6,000円

平成26年5月1日～
50人
平成26年5月20日

平261004155243号

0263-37-2428

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

信州大学

本講習は社会科が目標とする、生活空間における地形な
ど自然条件と、人間の営みとの関わり、地図を用いた地域
ハザードマップを活用した防災地 理解について、主に災害や防災の視点から社会科における
廣内 大助（教育学部教授）
理教育講座
指導に活用できることを目標に取り組みます。自然災害と地
域、災害履歴と地形の関わり、これを踏まえたDIG（Disester
Imaginetion Game）の実践と参加者による討論を行います。

長野県長野市

6時間 平成26年8月6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（社会・
地理歴史）

6,000円

20人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155244号

0263-37-2428

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

信州大学

本講習では、雇用社会で労働者が直面する法的紛争を念
頭に、労働法の基本的な知識を解説すると共に、人々の生
活と密接に関わりうるさまざまな社会保障法に関する制度
の概要についても取り扱う。主なトピックとして考えているの
労働法・社会保障法の基礎知識
島村 暁代（経済学部准教授）
は労働法では労働契約の概念、解雇規制、社会保障法で
は医療保険制度や年金制度である。新聞記事等も素材とし
て身近な社会問題についても可能な限り触れると共に法的
な観点からの考察を試みる。

長野県松本市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校・高等学
校の教諭（社会・
公民）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155245号

0263-37-2428

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

信州大学

地域調査やふるさと学習をはじめ、身近な地域について
学ぶことの重要性が高まっている。そのなかで、児童・生徒
は地域ならではの産業やまちづくりの課題などに目を向け
ることになるが、そうした現象の背後にある論理や構造を理
地理で読み解く地方都市の現在 解することは、身近な地域という「曖昧な教材」を活用する手 武者 忠彦（経済学部准教授）
がかりとなる。この講習では、身近な地域のスケールとして
地方都市を想定し、都市の発達過程や現代的な課題につ
いて、都市地理学の基礎的な理論を用いながら読み解いて
いく。

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155246号

0263-37-2428

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

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155247号

0263-37-2428

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

平261004155248号

0263-37-2428

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

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155249号

0263-37-2428

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

信州大学

信州大学

信州大学

信州大学

信州大学

現代の数学について理解するには多くの時間と労力を要
しますが、ここでは、難しい数学の議論をすることなく、やさ
しい数学を通して現代の数理科学の一面を概説します。具 栗林 勝彦（理学部教授）
やさしい数学を通して見た数理科
体的には図形の分類を通して見える現代数学の一面、数学 乙部 厳己（理学部准教授）
学の諸相
における証明と直観、マルチンゲール、数理ファイナンスに 謝 賓（理学部准教授）
関連した内容を講義します。

動物の体の構成および生命活動が、どのようなしくみで成
り立っているのかを、様々な側面から説明する。哺乳類の
生殖および魚類から哺乳類を含めた進化的側面を交えて、
哺乳動物の生殖細胞の形成と進
鈴木 俊介（農学部助教）
体系的な解説を行う。さらに、哺乳動物の生殖細胞の形
化
高木 優二(農学部准教授)
成、特に精巣での精子の形成について説明する。また、精
原幹細胞の体外培養やiPS細胞からの精子形成など生殖
に関わる最近のトピックスを含め解説を行う。

ストレッチングの理論と実践（解
剖学含む）

ストレッチングは、スポーツのウォーミングアップやクーリン
グダウン、コンディショニングに用いられる方法であり、外
傷・障害の予防や疲労回復、関節可動域の改善などを目的
に、様々な方法が提案されている。本講習では、ストレッチ
廣野 準一（全学教育機構助教）
ングの種類や効用についての理論を学んだうえで、解剖学
を学びながら各種のストレッチングを体験する。ストレッチン
グに関する正しい知識を身につけることで、体育現場での
準備運動や整理運動を考える際の一助としていただく。

長野県長野市

6時間 平成26年8月6日

長野県松本市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（地理・歴史）

長野県松本市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校・高等学
校の教諭
（数学）

教諭

中学校・高等学
校の教諭（理科・
農業）

6,000円

平成26年5月1日～
65人
平成26年5月20日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（保健体育）

6,000円

30人

長野県南箕輪
村

長野県松本市

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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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

博物館の役割や機能について、ふだん目にする博物館の
展示見学だけでなく、バックヤードでの作業や資料の収集
等にかかわる体験活動を通して、自分の授業に博物館の持
つ教育資源をどのように活用するかを探ります。教科や学 小山 茂喜（全学教育機構教授）
校種にとらわれず、博物館を主体的に学習に活用すること
で、楽しい授業を展開しようという意欲のある先生方を対象
とします。

信州大学

歴史館で教材開発(B)

信州大学

学生用光学顕微鏡によって生物の細胞を観察する際、接
眼レンズにデジタルカメラやスマートフォンを接続してその液
晶モニターにより大きく見やすい画像が表示され、普段デジ
身近なデジタルカメラの活用で不
タルカメラなどに慣れ親しんでいる学生も難解な生物学の
思議なミクロ世界の観察をもっと
学問を身近に感じ、探究心を高め、生物の不思議なミクロ
効果的に
世界をもっと楽しめることを目標に、生物実習でしばしば
行っている血球の形態観察や浸透圧の変化による影響、タ
マネギの表皮細胞の観察を通じて講習を展開する。

講習の開催地

長野県千曲市

喬 炎（長野県看護大学教授）
三浦 大志（長野県看護大学助教）
長野県駒ヶ根
保坂 和久（長野県総合教育センター教科教育 市
部専門主事）

地球の気候は決して安定したものではなく、地史的にみれ
ば寒暖の激動を経て現在に至っています。そこで本講習で
は氷期－間氷期等の自然変動から最近の地球温暖化を含
公文 富士夫（理学部教授）
めた人為的問題まで、地球の気候変動について、古気候の
戸田 任重（理学部教授）
解析過程、その歴史的変遷、人為的影響の評価（特に二酸
化炭素問題）、炭素循環からみた気候変動の仕組みなどを
学ぶことを通して、今後の予測や対策を考えていきます。

信州大学

気候変動のしくみ

信州大学

製品やサービスのライフサイクルにおける環境影響を評
価するライフサイクルアセスメント（LCA）を修得します。LCA
は製品やサービスの資源採掘から製品製造、使用（消費）、
身近な製品の二酸化炭素排出
廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル(一生)における
量・地球温暖化の評価方法を学
小林 充（全学教育機構教授）
環境負荷量や環境影響量を定量的に評価する方法です。こ
ぼう
の評価方法を修得するため、身近な製品を例題に演習を行
いながら、日頃の環境学習で考えています二酸化炭素排出
量や地球温暖化などの定量化について学びます。
子どもの障がいのうちいくつかはコミュニケーションの障が
いをもたらします。この講習では、難聴や言語障害などの擬
似体験をいくつか実施し、参加者が相互に意見交換しなが 庄司 和史（全学教育機構教授）
ら、障がいに対する理解を深め、具体的な支援を考えてい
きます。

長野県松本市

長野県松本市

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

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155250号

0263-37-2428

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

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（理科）

6,000円

平成26年5月1日～
40人
平成26年5月20日

平261004155251号

0263-37-2428

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

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・総合・環
境教育）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155252号

0263-37-2428

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

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（環境教育）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155253号

0263-37-2428

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

6時間 平成26年8月7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，養護
教諭

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155254号

0263-37-2428

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

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・社会・地
理歴史）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155255号

0263-37-2428

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

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155256号

0263-37-2428

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

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

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

信州大学

コミュニケーションの障がいを擬
似体験しよう(A)

信州大学

人間と宇宙の関わりや、身の回りにあふれる物質の起
源、宇宙の歴史やその構造など、だれでも一度は気になる
宇宙の謎について、最新の天文学の成果に基づいて平易
地球から宇宙の果てまでの最新 に解説します。また、国立天文台４次元デジタル宇宙プロ
小山 茂喜（全学教育機構教授）
の宇宙像をみよう～楽しい天文 ジェクトで開発された天体や天体現象を空間３次元と時間１
縣 秀彦（国立天文台准教授）
学習の創造に向けて～
次元の４次元で可視化したデジタル宇宙シアター・フリーソ
フト「MITAKA」を実際に動かす演習を通して、子どもたちと
一緒に宇宙を「目のあたり」にする楽しい学習展開のあり方
を探ります。

信州大学

本講習は、日本近代文学および表象文化論に関する最新
の研究成果、動向等について理解し、国語科と関わる諸領
域の教科指導に活用できることを目標にします。そのため、
日本のアヴァンギャルド文学を読
主な受講対象者は国語科に関する指導の充実を図ろうとす 友田 義行（教育学部助教）
む
る教員、また関連領域の教科を担当する教員を中心に想定
しています。また教科指導にとらわれず、日本文化全般に
関心のある教員の受け入れも可能です。

長野県長野市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（国語）

信州大学

ニュースポーツの思想と実践

本講習は、スポーツ社会学の視点からニュースポーツの
思想を理解し、幾つかの種目を実践することを通じて、保健
体育に関わる教科指導にニュースポーツを活用する可能性
を実践的に思考することを目標とする。よって、主な対象者
橋本 政晴（教育学部講師）
は体育に関する指導の充実を図ろうとする教員を中心に想
定している。また教科指導に関わらず、ひろくスポーツに興
味関心のある教員の受け入れも可能である。講習は講義と
実技を中心とした内容となる。

長野県長野市

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
（保健体育）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155257号

0263-37-2428

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

世界経済の歩み

高校までに習う社会科は、事実関係の羅列という側面が
強い。本講習では、世界経済の各時代に、リーディング・イ
ンダストリーを発展させた経済･産業覇権国を中心に世界経
済が編成されていくという観点から、大航海時代以降現代 岩崎 徹也（経済学部教授）
までの日本を含めた世界経済の動きをやさしく解説します。
また、基本的な経済用語も解説しますので、経済関係に必
ずしも詳しくない受講者も問題なく理解可能です。

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（社会）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155258号

0263-37-2428

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

信州大学

長野県南箕輪
村

時間数

長野県松本市

長野県松本市

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

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

信州の火山

自然災害は、あくまでも自然の現象であり、それに対する
備えは、事前にその法則を理解することが重要である。そ
れを信州に数多い火山活動を例にとって講義する。具体的
には、浅間山、焼岳、御嶽などであり、それぞれ異なる活動
三宅 康幸（理学部教授）
様式で特徴づけられるので、火山活動の原理をひとわたり
理解するのに好適である。例えば、火砕流、山体崩壊、ブル
カニアン噴火、溶岩ドームとその崩壊による小規模火砕流、
水蒸気爆発、溶岩流出などを学習することができる。

長野県松本市

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
（理科）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155259号

0263-37-2428

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

みんなで数学史を見てみよう！

私たちは人類が積み上げてきた知識を小学校から高校・
大学の12～16年という短期間で学びます。その中でも数学
は社会形成が進むにつれて必要性に迫られて発展してきた
学問です。獲物を求めて移動する狩猟中心の生活から居住
高野 嘉寿彦（全学教育機構教授）
場所を固定した農耕中心の生活に生活様式が変わるにつ
れて農地や都市の区画整理、税の取立て等を行う必要性
が生じ、その中から数の概念や図形の性質の研究が進み
ました。これら数学史を一緒に見ていきます。

長野県松本市

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
（数学）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155260号

0263-37-2428

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

たかが新聞されど新聞～NIE入
門～（A)

新学習指導要領では、「新聞」を活用した授業づくりが提
案されています。新聞のもつ役割や機能を信濃毎日新聞社
の記者の体験談や信濃毎日新聞社の見学等体験的な活動
を通して知るとともに、新聞を活用した授業実践を具体的に
小山 茂喜（全学教育機構教授）
学ぶことを通して、日常の授業実践での新聞の活用するか
を探ります。教科や学校種にとらわれず、ＮＩＥに興味のある
先生、新聞を「ねた」に楽しい授業を展開しようという意欲の
ある先生方を対象とします。

長野県長野市

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

100人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155261号

0263-37-2428

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

信州大学

グリム童話のルーツを探る

本講習では、今も世界中で読み継がれている『グリム童話
集』所収の2つの童話「眠れる森の美女」と「シンデレラ」の古
今東西における類話の比較を通して、童話・民話・神話と
株丹 洋一（人文学部教授）
いった伝承文学が持つ意味と人間の文化に対する理解を
深め、伝承素材を教育現場で教える際に必要なことを考え
る。

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭
（国語・英語・社
会・地理歴史・美
術）

6,000円

100人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155262号

0263-37-2428

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

信州大学

本講習は、学校音楽科教材（主に歌唱教材）の変遷史を
たどり、その課題を明らかにし、今後の学校現場における教
材の扱いや選択の際の観点づくりに役立てようとするもので
日本の子どもの歌の歴史～近代 す。受講対象者は小学校教員及び中学校、高等学校で音
中山 裕一郎（教育学部教授）
日本の音楽教育史をたどる～
楽の授業を担当する想定しています。但し、教科指導にとら
われず、音楽の授業に関心のある教員の受け入れも可能
です。講習は講義のみならず、歌うなどの活動もまじえた構
成となります。

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（音楽）

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155263号

0263-37-2428

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

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（保健
体育）

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155264号

0263-37-2428

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

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（地理歴史・理
科・環境教育）

6,000円

65人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155265号

0263-37-2428

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

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，養護
教諭

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155266号

0263-37-2428

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

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155267号

0263-37-2428

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

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155268号

0263-37-2428

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

信州大学

信州大学

信州大学

スポーツや身体活動は、生徒や児童がカリキュラム上また
は学校行事として必ず関わらなければならない重要なもの
となっている。しかしながら、その重要性については健康/体
力面、性格/人格面でのメリットが強調されることはあって
橋本 純一（全学教育機構教授）
も、教師が社会的な機能/意味や功罪に関してきちんと認識
した上で関わることは稀である。本講習では、スポーツに纏
わる諸問題を再検討し、現場での望ましいスポーツ・運動指
導に役立てることを目指します。

信州大学

スポーツ文化の再考

信州大学

地球温暖化や、生物多様性という地球規模の環境問題で
ランドスケープデザインと防災か はなく、ランドスケープ（景観）や、土砂災害等の防災という 上原 三知（農学部助教）
らみた地域-新しい環境教育街づくりに関わる２つの視点から自の生活環境を捉え直す、 福山 泰治郎（農学部助教）
新しい環境教育の形について理解を深める。

信州大学

コミュニケーションの障がいを擬
似体験しよう(B)

子どもの障がいのうちいくつかはコミュニケーションの障が
いをもたらします。この講習では、難聴や言語障害などの擬
似体験をいくつか実施し、参加者が相互に意見交換しなが 庄司 和史（全学教育機構教授）
ら、障がいに対する理解を深め、具体的な支援を考えてい
きます。

長野県松本市

長野県長野市

長野県松本市

長野県南箕輪
村

6時間 平成26年8月9日

6時間 平成26年8月9日

6時間 平成26年8月9日

6時間 平成26年8月10日

長野県松本市

6時間 平成26年8月11日

信州大学

専門職たる教員の資質向上を目指して、人間存在の基底
から教育の意味や本質を探究する。具体的には、教育営為
を構成する教師と児童・生徒の教育的な構造と関係につい
教育の本質と教師の役割－教職 て、教育に関する哲学や歴史、あるいは教育に関する行財 荒井 英治郎(全学教育機構准教授）
の専門性の基礎－（A)
政や法制など様々な視点から、現代日本の教育課題と教員 坂本 保富(平成国際大学法学部教授)
自身のこれまでのキャリアと今後のキャリアについての考察
を深めてもらう機会を提供する。具体的な資料を配付して講
義形式での講習を基本とする予定である。

長野県松本市

6時間 平成26年8月12日

信州大学

学級担任・教科担任との連携による教科等の教育活動に
おける健康管理にかかわる授業実践を事例研究をしながら
学びます。性教育・食育を中心に教材研究の手法や教育学 奥井 現理(飯田女子短期大学准教授)
の考え方を通して保健指導のあり方を探ります。また、養護 小山 茂喜(全学教育機構教授)
教諭の役割や健康教育の在り方についての理解を深めま 庄司 和史(全学教育機構教授)
す。
本講座は飯田女子短期大学の協力で実施します。

長野県松本市

6時間 平成26年8月12日

保健学習と教育の交差
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教諭

養護教諭 養護教諭

平成２６年度（第３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23日

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（理科）

6,000円

28人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155269号

0263-37-2428

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

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、養護
教諭

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155270号

0263-37-2428

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

低温のフシギな世界

本講習では、液体窒素（-196℃）を用いた様々な実験を体
験していただきます。小学校・中学校理科の「エネルギー」
「粒子」の内容に関係した、「物質の状態変化」や「電流」の
分野の題材を使って、低温環境下での実験を行うことで、エ 神原 浩（教育学部准教授）
ネルギーや粒子の概念をさらに深く理解することを目指しま
す。また、超伝導の話題をとりあげ、最新の科学情報にも触
れます。

信州大学

脳科学と特別支援教育（Ａ）

本講習は、神経心理学や大脳生理学に関する基礎および
最新の研究成果、動向等について理解し、これらを特別支
援教育（重度脳障害児の発達支援など）に活用できることを
目標にします。そのため、主な受講対象者は特別支援教育
宮地 弘一郎（教育学部講師）
に関する指導の充実を図ろうとする教員を中心に想定して
います。また脳科学や発達科学に関心のある教員の受け
入れも可能です。講習は、講義、またはビデオ等を用いた演
習が中心となります。

信州大学

本講習は、最新の体力トレーニングの理論に関する最新
の研究成果、動向等について理解し、「体つくり」と関わる諸
領域の教科指導に活用できることを目標にします（学習指
最新体力トレーニングの理論と実 導要領 『体育理論』に含まれる「体力トレーニングの内容と
結城 匡啓（教育学部教授）
践
行い方」および『体つくり運動』）。そのため、主な受講対象
者は「体つくり」に関する指導の充実を図ろうとする体育科
教員、また関連領域の教科を担当する教員を中心に想定し
ています。

信州大学

衣食住で使用される色材

我々の身のまわりには、様々な色があふれています。そ
れら色を出すためには目的にあった色材が必要です。衣服
には染料等が、食品には食品着色料等が、住宅には塗料
等が使用されています。本講習では、衣食住に使用されて
濱田 州博（繊維学部教授）
いる色材をその使用例を示しながら概説します。我々の生
活を豊かにしている色がどのようにしてつけられているかを
理科、工芸、家庭、工業等の側面から理解できるようにしま
す。

長野県上田市

6時間 平成26年8月23日

障がいのある子どもの支援

現在、通常の学級に在籍している子どもたちの中に、発達
障がいまたは発達障がいの可能性がある子どもたちが多く
いることが明らかになっています。この講習では、発達障が 庄司 和史(全学教育機構教授）
いを中心に、主な障がいの特徴を解説し、障害についての 松原 豊(こども教育宝仙大学保育学部教授）
理解を深め、事例を交えながら具体的な支援について考え
ていきます。

長野県松本市

流体の性質とその運動

機械、航空、土木、海洋、バイオ、化学など流体を扱う理・
工学分野は非常に多く、流体の性質やその運動を知るとい
うことは極めて重要である。本講習では、ベルヌーイの定理
やニュートンの粘性法則などの流体力学に関する基礎事項 松原 雅春（工学部准教授）
の解説を行い、簡単な演習問題を通して理解を深める。ま 吉野 正人(工学部教授)
た、乱流や混相流などの研究課題に対する最新の成果を
紹介し、日頃の教科指導において当該分野に対する関心と
知識を高めることをねらいとする。

電気電子工学概論

本講習では、電気電子分野の数ある技術の中から次の事
項に焦点を当て、最新技術に触れるとともに日常生活にお
ける電気電子工学の重要性について理解を深め、理科教
育や課外活動などを通して、児童･生徒へのフィードバックを 上村 喜一（工学部教授）
行なっていくことで、子供達の理科離れ抑制に対する一助と 林 卓哉(工学部教授)
なることを期待しています。
(1)高効率半導体デバイスと省エネ技術
(2)ナノカーボン材料と次世代エネルギー

長野県長野市

地域学習のありかたを探る

本講習は、地域学習のあり方について理解し、社会科、生
活科または総合的学習での指導に活用できることを目標
に、フィールドワークもまじえて講習します。具体的には、合
衆国のまちづくりと国内の事例を比較しながら地域の見方・
石澤 孝（教育学部教授）
理解の仕方に近接します。また、長野市中心部を流れる河
川の実態観察を事例に、地域環境を把握する際の観点に
ついて学習します。主な受講対象者は小学校・中学校・高
等学校の、意欲のある教員を想定しています。

地層の観察と記録の取り方

本講習は、地学の中でも地質学の内容を対象とします。地
層を観察して、それらのでき方を考察できるようになること
と、地層を記録することができるようになることを目標にしま
す。主な受講対象者は理科（地学）に関する指導の充実を 竹下 欣宏（教育学部准教授）
図ろうとする教員、また関連領域を担当する教員を想定して
います。講習は野外での実習が主で、室内での講義と博物
館の見学をまじえた構成となります。

信州大学

信州大学

信州大学

信州大学

信州大学

信州大学

長野県長野市

長野県長野市

6時間 平成26年8月23日

長野県長野市

6時間 平成26年8月23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

教諭

中学校・高等学
校の教諭（保健
体育）

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155271号

0263-37-2428

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

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・工芸・家
庭・工業）

6,000円

65人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155272号

0263-37-2428

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

6時間 平成26年8月23日

幼稚園・小学校・
教諭
特別支援学校の
養護教諭
教諭，養護教諭

6,000円

100人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155273号

0263-37-2428

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

6時間 平成26年8月24日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・工業）

6,000円

平成26年5月1日～
50人
平成26年5月20日

平261004155274号

0263-37-2428

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

6時間 平成26年8月24日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（算数・数学・理
科・技術・情報・
総合・職業・工
業）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155275号

0263-37-2428

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

長野県長野市

6時間 平成26年8月30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5月1日～
平成26年5月20日

平261004155276号

0263-37-2428

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

長野県長野市

6時間 平成26年8月30日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科）

6,000円

25人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155277号

0263-37-2428

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

長野県長野市
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平成２６年度（第３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

信州大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

スポーツ運動学の知見を理解し、小学校体育科の指導に
活用できることを目標にします。スポーツ運動学とは、子ど
もが運動を身につけるプロセスを解明し、効果的な学習指
小学校体育に活かすスポーツ運 導のあり方を追求する研究領域です。主な受講対象者は小
渡辺 敏明（教育学部准教授）
動学の教材づくり
学校体育科（とくに低・中学年）の充実を図ろうとする教員で
す。小学校にとらわれず、スポーツ運動の指導に関心のあ
る教員の受け入れも可能です。講習は、講義と実技を組み
合わせた内容を予定しています。

金属の腐食・防食の基礎 －金
属と酸性雨－

金属の腐食･防食の基礎について講義を行うと同時、金属
の腐食に及ぼす酸性雨の影響、電気化学手法による防食
に関する面白い実験（起電力、腐食電流および腐食実験）
佐藤 運海（教育学部教授）
を行う。この講習を受講することによって、中学校の技術、
川久保 英樹（教育学部准教授）
小学校の総合学習では、児童、生徒と一緒に実施できるよ
うな腐食、防食実験方法、及び簡単なめっき方法を身につ
けることができる。

電子教科書って何だろう？

2010年は国内では電子書籍元年といわれ、タッチパネル
式読書端末の普及ならびに電子書籍の普及も進み始めま
した。そして教育現場でも、同年に電子教科書教材協議会
が設立され、教育現場への電子教科書の導入が加速しよう
としています。
鈴木 治郎（全学教育機構教授）
本講座ではこれらの社会状況を適切に把握するとともに、
実際にタッチパネル端末の操作も交えながら、電子教科書
を適切に教育へと活用するための知見を得ることを目標とし
ます。

信州大学

野外での地質観察

地学（理科を含む）の授業において、野外での地質を観察
する現象の意義・着眼点・記載の方法などを学ぶ。まず室
内での解説（１時間）を行い、次いで、バスを利用して野外で
大塚 勉（全学教育機構教授）
の観察・実習を行う。自然の成り立ちを明らかにする第一歩
である野外観察を体験し、教育現場に役立てていただきた
い。

信州大学

文科省が「日本語指導が必要な児童生徒に対する特別の
教育課程」の設置を打ち出し、平成27年４月より各県におい
て運用が開始されるように、外国籍児童・生徒が日本人と
外国籍児童・生徒とともに学ぶ国 席を並べて勉強する姿は珍しいものではなくなっている。む
佐藤 友則（国際交流センター准教授）
際交流のあり方
しろ、日本国籍ながら日本語能力が不十分な児童・生徒も
増えている。本講習では、日本における在住外国人の現状
と多文化共生、外国籍の児童生徒への支援のあり方につ
いて話し合いをしながら考えていく。

信州大学

信州大学

信州大学

信州大学

信州大学

信州大学

信州大学

講習の開催地

長野県長野市

長野県長野市

長野県松本市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月30日

6時間 平成26年8月30日

6時間 平成26年8月30日

平261004155278号

0263-37-2428

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

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・技術・工
業・環境教育）

6,000円

15人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155279号

0263-37-2428

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

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155280号

0263-37-2428

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

6,000円

23人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155281号

0263-37-2428

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

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155282号

0263-37-2428

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

平成26年5月1日～
100人
平成26年5月20日

平261004155283号

0263-37-2428

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

6時間 平成26年8月30日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（国際化教育）

メカトロニクスの基礎

我々の日々の暮らしは様々な電化製品なしには考えられな
い．これら電化製品はメカトロニクス技術によって生産され、
そのもの自身がメカトロニクス製品である。現在の生活・生
産を支える技術であるメカトロニクスについて、その背景、
基礎を概説する．また、実習を通して基礎技術を体験する。
更に実例を提示して応用について理解できるようにする。

河村
小西
飯塚
鈴木

キャリアアップ研修②

長野県の教員を対象に、長野県の教育課題を確認しなが
ら、これまでの自己実践を振り返ることを通して、教員として
の在り方や今後のキャリアアップについて考える。また、充
実期の教員が高めるべき資質能力として、学校組織マネジ
メントの基礎知識や学校危機管理の在り方を学ぶとともに、
ストレスマネジメントやアンガーマネジメント等、感情と向き
合うことの必要性を学ぶ。

神谷 真由美（全学教育機構講師）
三浦 章（長野県教育委員会教学指導課教育
主幹兼高校教育指導係長）
市川 元彦（長野県教育委員会教学指導課義
務教育指導係指導主事）
横内 佳代（長野県教育委員会教学指導課高
校教育指導係指導主事）

校種を貫く｢伝統的な言語文化」
を〈読み〉〈書く〉

本講習は、国語の｢伝統的な言語文化｣と書写に関する最
新の研究成果、動向等について理解し、国語と関わる諸領
域の教科指導に活用できることを目標とする。そのため、主
西 一夫（教育学部教授）
な受講対象者は国語・書写に関する指導の充実を図ろうと
小林 比出代（教育学部助教）
する教員、また関連領域の教科を担当する教員を中心に想
定します。また上記内容に関心のある教員の受け入れも可
能です。講習は講義、グループ演習、実習から構成される。

長野県長野市

6時間 平成26年9月6日

言語学から学ぶ英文法 Q & A

本講習の目的は、中学校・高等学校の英語の文法を言語
学の観点から学ぶことです。本講習の形式は、講義とワー
クショップです。講義では、教材研究の一助になる言語学の
知識・分析を紹介します。ワークショップでは実際の現場で
田中 江扶（教育学部准教授）
生徒から出る英文法の質問を言語学の知見から考えていき
ます。ワークショップは、現場の先生方どうしの情報交換も
目的としています。受講対象者は、中学校・高等学校の英
語教員を想定しています。

長野県長野市

6時間 平成26年9月6日

長野県上田市

長野県塩尻市

6時間 平成26年8月31日

6時間 平成26年8月31日
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平成26年5月1日～
平成26年5月20日

長野県松本市

6時間 平成26年8月30日

電話番号

30人

教諭

長野県塩尻市

認定番号

6,000円

6時間 平成26年8月30日

キャリアアップ研修①

受講者募集期間

小学校の教諭

長野県松本市

神谷 真由美（全学教育機構講師）
大日方 貞一（長野県教育委員会教学指導課
教育主幹兼義務教育指導係長）
市川 元彦（長野県教育委員会教学指導課義
務教育指導係指導主事）
横内 佳代（長野県教育委員会教学指導課高
校教育指導係指導主事）

受講料 受講人数

教諭

小学校・中学校･
高等学校の教諭
（理科・地学・野
外観察）

長野県の教員を対象に、長野県の教育課題を確認しなが
ら、これまでの自己実践を振り返ることを通して、教員として
の在り方や今後のキャリアアップについて考える。また、充
実期の教員が高めるべき資質能力として、学校組織マネジ
メントの基礎知識や学校危機管理の在り方を学ぶとともに、
ストレスマネジメントやアンガーマネジメント等、感情と向き
合うことの必要性を学ぶ。

隆（繊維学部准教授）
哉（繊維学部教授）
浩二郎（繊維学部准教授）
智（若手拠点助教）

対象職種 主な受講対象者

長野県教育委員
教諭
会が実施する
養護教諭
「キャリアアップ研
栄養教諭
修」の対象者

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（技術・家庭・情
報・工業）

6,000円

6,000円

20人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155284号

0263-37-2428

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

6,000円

100人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155285号

0263-37-2428

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

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（国語・
書道）

6,000円

80人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155286号

0263-37-2428

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

教諭

中学校・高等学
校の教諭（英語）

6,000円

25人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155287号

0263-37-2428

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

教諭

長野県教育委員
教諭
会が実施する
養護教諭
「キャリアアップ研
栄養教諭
修」の対象者

平成２６年度（第３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、音楽教育について、その「過去」「現在」「未
来」という3つの扉から眺めます。「過去」では、音楽教育の
起源や日本の明治期・大正期等の授業を辿ります。「現在」
では、学習指導要領の変遷を把握した上で、新学習指導要 齊藤 忠彦（教育学部教授）
領を眺めます。「未来」では、未来の授業の方向性について
探ります。講義のみではなく、新奇性のある表現活動や音
楽鑑賞等の演習を取り入れる予定です。

講習の開催地

教諭

6,000円

平成26年5月1日～
50人
平成26年5月20日

平261004155289号

0263-37-2428

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

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校の教諭（保健
体育）

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155290号

0263-37-2428

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

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校の教諭（国語）

6,000円

平成26年5月1日～
50人
平成26年5月20日

平261004155291号

0263-37-2428

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

6時間 平成26年9月7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（英語）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155292号

0263-37-2428

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

長野県長野市

6時間 平成26年9月7日

教諭

小学校・中学校
の教諭（音楽）

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155293号

0263-37-2428

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

長野県長野市

6時間 平成26年9月13日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（社会・公民）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155294号

0263-37-2428

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

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（国語）

6,000円

平成26年5月1日～
50人
平成26年5月20日

平261004155295号

0263-37-2428

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

6,000円

65人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155296号

0263-37-2428

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

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155297号

0263-37-2428

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

信州大学

体育科目に応用できる感覚と運
動の科学-理論と実践-

信州大学

本講習は日本語学分野における文法研究の成果を理解
し、その理解に基き国語教科書を読むと何が分かるか、授
業にどういかせるかを考えることを目指します。そのため、
主な受講対象者は国語教育の指導の充実を図ろうとする教
文法を通して国語教科書を読む
岩男 考哲（教育学部准教授）
員や関連領域の教科を担当する教員を中心に想定してい
ますが、教科にとらわれず、国語に関心のある教員の受け
入れも可能です。講習は文法研究の成果を理解し、それに
基づき教科書を読むという流れで行います。

信州大学

本講習は、『クマのプーさん』を用いて英語で書かれた教
材の深い読みを学び、英語や英語圏文化と関わる諸領域
の教科指導に活用できることを目標にします。そのため、主
クマのプーさんを少し真面目に学
な受講対象者は英語に関する指導の充実を図ろうとする教 金子 史彦（教育学部准教授）
んでみよう
員、また関連領域の教科を担当する教員を中心に想定して
います。また教科指導にとらわれず、英語圏文化あるいは
児童文学に関心のある教員の受け入れも可能です。

長野県長野市

信州大学

オペラに関する講義と視聴

数ある音楽芸術の中の「オペラ」について、講義や視聴を
行う。最近の上演の動向を踏まえ、人気のある作曲家やそ
の作品について、どのような作曲家や作品が存在し、それら
の特徴などのようなところにあるのかを講義する。また、オ
田島 達也（教育学部准教授）
ペラは「声」を用いた芸術だが、一般的な声の高さによる分
類とともに、さらに声の質に応じた分類が用いられることが
あり、それも含めて説明を行う。さらに、講義や説明ととも
に、視聴も取り入れることで知識のより一層の定着を図る。

信州大学

本講習は、経済学に関する最新の研究成果、動向等につ
いて理解し、経済と関わる諸領域の教科指導に活用できる
ことを目標にします。そのため、主な受講対象者は経済に
社会科教育の背景としての国際 関する指導の充実を図ろうとする教員、また関連領域の教
藤崎 聖也（教育学部准教授）
経済学
科を担当する教員を中心に想定しています。また教科指導
にとらわれず、経済に関心のある教員の受け入れも可能で
す。講習は講義のみならず、グループ討議、演習方式をまじ
えた構成となります。

信州大学

本講習は、対人レベル、集団レベルのコミュニケーション
に焦点をあて、理論、実践的な学びを通して、特に国語に関
する領域の教科指導に活用できることを目的とします。主な
教室内のコミュニケーションにつ 受講対象者は、国語に関する指導の充実をはかろうとする 徳井 厚子（教育学部准教授）
いて学んでみよう
教員、または関連諸領域の教科を担当する教員を中心に想 藤森 裕治（教育学部教授）
定しています。また、国語の教科指導に関わらず、授業の
中のコミュニケーションに関心のある教員の受け入れも可能
です。

信州大学

ニュースポーツであるフライングディスクの正しい投げ方お
ニュースポーツ（フライングディス よび正式種目（１０種目）のゲームの方法を学ぶ。さらに各
杉本 光公（全学教育機構准教授）
ク）の指導法
種目の指導法を学ぶことによって体育の授業のバリエー
ションを増やすとともに、チームワークの学習に役立てる。

ＵＲＬ

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（社会・公民・商
業）

本講習では、身体運動における運動と感覚の理論を学習
し、体育の授業に応用可能な展開内容を演習する。特に、
感覚に関しては運動感覚に着目し、生徒の主観的な身体状
速水 達也（全学教育機構講師）
況の知覚を促すための実践方法を演習する。最終的には、
体育の授業において教師が運動内容の効果について、そ
の理論的背景を伝えられるようになることを目的とする。

はじめて学ぶ繊維と感性

電話番号

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

信州大学

信州大学

認定番号

0263-37-2428

長野県松本市

長野県松本市

長野県長野市

長野県長野市

6時間 平成26年9月6日

6時間 平成26年9月6日

6時間 平成26年9月6日

6時間 平成26年9月7日

6時間 平成26年9月13日

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（音楽）

受講者募集期間

平261004155288号

長野県長野市

教諭

受講料 受講人数

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

長瀬（法学者 商法・金商法）と田村（実務家教員 金融・消
費者教育）が共同して、消費者問題の社会的背景・現状と
対応諸制度を整理したうえで、教育現場で役立つ効果的な 長瀬 一治（経済学部教授）
消費者教育にどう取り組むか(B)
教育方法・教材開発を考察する。長瀬はおもに理論と制度 田村 徳至（全学教育機構講師）
について、田村はおもに中学教育現場経験をもとにした指
導方法・教材開発について講義・演習する。

豊（繊維学部教授）
裕和（繊維学部教授）
政行（繊維学部教授）
聡（繊維学部准教授）

対象職種 主な受講対象者

35人

音楽教育の過去・現在・未来

大越
木村
高寺
細谷

講習の期間

6,000円

信州大学

我々の身の回りには、いろいろな繊維が使用されています。
繊維として真っ先に思い浮かぶのは衣服ですが、衣服以外
の分野にも多くの繊維が使用されています。本講習では、
生活の中の繊維、紡績（糸を紡ぐ）、製布（繊維または糸を
布にする）、衣服の機能と生産・流通、衣服・繊維製品の着
心地・使い心地・好みの評価（感性）に関して概説し、身の
回りの繊維を理科、工芸、家庭、工業等の側面から理解で
きるようにします。

時間数

長野県上田市

6時間 平成26年9月13日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・工芸・家
庭・工業）

長野県松本市

6時間 平成26年9月13日

教諭

小学校・中学校
の教諭(保健体
育）

144 / 288 ページ

平成２６年度（第３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

信州大学

本講習では、授業改善に向けた授業分析・授業評価の意
義と手法を理解すること、今次の学習指導要領改訂におけ
る要点である体つくり運動とボール運動の教材づくりのポイ
小学校体育における教材づくりと
ントや指導上の留意点を理解することを主な目的としてい 藤田 育郎（教育学部助教）
授業分析
る。受講対象者は、主に小学校段階において体育指導のよ
り一層の充実を図ろうとする教員を想定している。なお、講
習は講義・演習をまじえた構成である。

信州大学

本講習は、プログラミングに関して、特に中学校技術科、
高校情報での指導に活用できることを目標にします。受講
対象者は中学校技術科と高校情報を担当する教員を中心
コンピュータを使わないプログラミ
に想定しています。グループ討議をまじえて、前半では、コ 西 正明（教育学部教授）
ング構想とコンピュータを使うプロ
ンピュータを用いないで生活の身の回りの仕事について、そ 村松 浩幸（教育学部教授）
グラミング演習
の実行手順を言葉や図で表現することを行い、後半では、
幾つかのサンプルプログラムを用いながら、演習をしていき
ます。

講習の開催地

長野県長野市

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9月20日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校の教諭
（保健体育）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155298号

0263-37-2428

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

6,000円

25人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155299号

0263-37-2428

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

長野県長野市

6時間 平成26年9月27日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（音楽）

6,000円

25人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155300号

0263-37-2428

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

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
教諭
校の教諭、養護
養護教諭
教諭（社会・公
民・保健体育・家
庭・道徳）

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155301号

0263-37-2428

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

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155302号

0263-37-2428

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

6,000円

100人

平成26年9月9日～
平成26年9月22日

平261004155303号

0263-37-2428

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

6,000円

50人

平成26年9月9日～
平成26年9月22日

平261004155304号

0263-37-2428

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

6,000円

100人

平成26年9月9日～
平成26年9月22日

平261004155305号

0263-37-2428

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

6,000円

30人

平成26年9月9日～
平成26年9月22日

平261004155306号

0263-37-2428

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

男女共同参画を考える

長野県長野市

6時間 平成26年9月27日

信州大学

この講習は、道徳教育における実践的指導力の背景とな
る教師の視点の再考をねらいとしています。
はじめに、附属松本小学校の公開研究授業を参観していた
道徳教育における実践的指導力 だきます。次に、研究授業についての意見交換を行った上
高栁 充利（教育学部助教）
の育成
で、研究テーマに沿って協議し、題材の解釈、討議の展開、
指導の観点などについて検討していきます。
受講対象者は、小学校もしくは中学校において道徳教育の
指導の充実を図ろうとしている教員を想定しています。

長野県松本市

6時間 平成26年10月25日

鈴木 俊太郎（教育学部附属教育実践総合セン
ター准教授）
大日方 貞一（長野県教育委員会教学指導課
教育主幹兼義務教育指導係長）
長野県長野市
市川 元彦（長野県教育委員会教学指導課義
務教育指導係指導主事）
横内 佳代（長野県教育委員会教学指導課高
校教育指導係指導主事）

信州大学

本講習は、新学習指導要領における小学校の長期集団
宿泊活動の企画と指導について理解を深めることを目標
に、集団宿泊活動の最近の動向や先進事例、実施上の課
題、安全管理等について講義するとともに、野外で行われる
長期集団宿泊活動の企画と指導
平野 吉直（教育学部教授）
教育的な活動・ゲームの実習も交えて講習します。主な受
講対象者は、小学校の教員を想定していますが、受け入れ
に余裕がある場合には、小学校以外で集団宿泊活動の指
導に関心のある教員等も受け入れます。

信州大学

信州大学

長野県長野市

上村 惠津子（教育学部附属教育実践総合セン
ター教授）
三浦 章（長野県教育委員会教学指導課教育
主幹兼高校教育指導係長）
長野県長野市
市川 元彦（長野県教育委員会教学指導課義
務教育指導係指導主事）
横内 佳代（長野県教育委員会教学指導課高
校教育指導係指導主事）

キャリアアップ研修④

長野県の教員を対象に、長野県の教育課題を確認しなが
ら、これまでの自己実践を振り返ることを通して、教員として
の在り方や今後のキャリアアップについて考える。また、充
実期の教員が高めるべき資質能力として、学校組織マネジ
メントの基礎知識や学校危機管理の在り方を学ぶとともに、
ストレスマネジメントやアンガーマネジメント等、感情と向き
合うことの必要性を学ぶ。

天気図を書こう

本講習は、天気図や天気用図記号を理解し、天気図を作
成できる知識と技能を身につけることを目標とします。ラジ
オで放送される「漁業気象」番組（録音テープ）を聞きなが
ら、気象データを記録し、それを用いて天気図の作成を行
榊原 保志（教育学部教授）
う。前線や高気圧・低気圧の記入、等圧線の書き込みを行
い、天気図がどのように作られていくのかを理解します。対
象は中学校高等学校の理科教員および理科に関心のある
小学校の教員とします。

ＵＲＬ

教諭

信州大学

キャリアアップ研修③

電話番号

6時間 平成26年9月20日

本講習は、男女共同参画やジェンダーに関する最新の研
究成果、動向等について理解し、男女共同参画と関わる諸
領域の教科指導や教科外指導に活用できることを目標にし
ます。そのため、主な受講対象者は男女共同参画に関する
松岡 英子（教育学部教授）
指導の充実を図ろうとする教員を中心に想定しています。ま
た教科指導にとらわれず、男女共同参画に関心のある教員
の受け入れも可能です。講習は講義、グループ討議、演習
方式をまじえた構成となります。

信州大学

認定番号

長野県長野市

管楽器指導法及び指揮法

長野県の教員を対象に、長野県の教育課題を確認しなが
ら、これまでの自己実践を振り返ることを通して、教員として
の在り方や今後のキャリアアップについて考える。また、充
実期の教員が高めるべき資質能力として、学校組織マネジ
メントの基礎知識や学校危機管理の在り方を学ぶとともに、
ストレスマネジメントやアンガーマネジメント等、感情と向き
合うことの必要性を学ぶ。

受講者募集期間

中学校（技術担
当など）・高等学
校の教諭（情報
担当など）

本講習は管楽器の基礎的奏法、また、指揮者的視点から
アンサンブル指導について理解し、実際の吹奏楽指導、音
楽教科における器楽指導に活用できることを目標にします。
そのため、主な受講対象者は吹奏楽に関する指導の充実 吉田 治人（教育学部准教授）
を図ろうとする教員を中心に想定しています。また担当教科
にとらわれず、部活における吹奏楽指導に関心のある教員
の受け入れも可能です。講習は演習中心になります。

信州大学

受講料 受講人数

長野県長野市

6時間 平成26年11月1日

6時間 平成26年11月2日

6時間 平成26年11月2日

6時間 平成26年11月3日
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教諭

小学校・中学校
の教諭（道徳）

長野県教育委員
教諭
会が実施する
養護教諭
「キャリアアップ研
栄養教諭
修」の対象者

教諭

小学校の教諭

長野県教育委員
教諭
会が実施する
養護教諭
「キャリアアップ研
栄養教諭
修」の対象者

教諭

小学校・中学校
の教諭（理科）

平成２６年度（第３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

本講習は、神経心理学や大脳生理学に関する基礎および
最新の研究成果、動向等について理解し、これらを特別支
援教育（重度脳障害児の発達支援など）に活用できることを
目標にします。そのため、主な受講対象者は特別支援教育
宮地 弘一郎（教育学部講師）
に関する指導の充実を図ろうとする教員を中心に想定して
います。また脳科学や発達科学に関心のある教員の受け
入れも可能です。講習は、講義、またはビデオ等を用いた演
習が中心となります。

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

長野県長野市

6時間 平成26年11月3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、養護
教諭

6,000円

50人

平成26年9月9日～
平成26年9月22日

平261004155307号

0263-37-2428

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

信州大学

脳科学と特別支援教育（Ｂ）

信州大学

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

長野県松本市

6時間 平成26年11月8日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

100人

平成26年9月9日～
平成26年9月22日

平261004155308号

0263-37-2428

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

信州大学

歴史館で教材開発(C)

博物館の役割や機能について、ふだん目にする博物館の
展示見学だけでなく、バックヤードでの作業や資料の収集
等にかかわる体験活動を通して、自分の授業に博物館の持
つ教育資源をどのように活用するかを探ります。教科や学 小山 茂喜（全学教育機構教授）
校種にとらわれず、博物館を主体的に学習に活用すること
で、楽しい授業を展開しようという意欲のある先生方を対象
とします。

長野県千曲市

6時間 平成26年11月9日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

50人

平成26年9月9日～
平成26年9月22日

平261004155309号

0263-37-2428

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

信州大学

本講習は、図画工作科の内容A表現(1)「造形遊び」につい
て、その理論や、教育的意義および実践について学び、有
意義な「造形遊び」活動を企画、実施する事ができるように
図画工作科における造形遊びー
なる事を目標にします。そのため、主な受講対象者は、美術 大島 賢一（教育学部助教）
その理論と実践
教育を専門としない小学校教員を中心に想定しています。
講習は座学による講義の他に、実際の「造形遊び」活動を
体験するワークショップによって構成されます。

長野県長野市

6時間 平成26年11月15日

教諭

小学校の教諭

6,000円

50人

平成26年9月9日～
平成26年9月22日

平261004155310号

0263-37-2428

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

信州大学

本講習は、学習とカウンセリングの理論、特に認知行動療
法の理論に基づいた講義と演習を行います。はじめに学習
に関する心理学的基礎理論を紹介し、その基礎理論を学校 島田 英昭（教育学部准教授）
子どもを変える心理学―学習とカ
現場で生かす方法について具体的事例を交えて紹介し、演 鈴木 俊太郎（教育学部准教授）
ウンセリングの理論から―
習形式で理解を深めます。主な受講対象者として、子どもに 高橋 史（教育学部准教授）
対する心理的な指導の充実を図ろうとする教員を想定して
います。

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、養護
教諭

6,000円

50人

平成26年9月9日～
平成26年9月22日

平261004155311号

0263-37-2428

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

長野県長野市

6時間 平成26年11月15日

教育のなかの「ケア」の視点

医療、福祉と並んで、教育の現場でも「ケア（care）」は不
可欠の要素である。しかし、それでいて「ケア」とは具体的に
どういった営みなのか、「他者（子ども達）へのケア」と「自分
（教師）へのケア」はどう両立し得るかなど、私たちの日常的 河野 桃子（全学教育機構講師）
な生活において、「ケア」は曖昧な概念に留まっている。本 神谷 真由美（全学教育機構講師）
講習前半では、まず「ケア」とそれをめぐる問題について考
察していく。また後半では、より実践的に、ストレス・マネジメ
ントやカウンセリングについて解説、演習を行う。

長野県松本市

6時間 平成26年11月15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

50人

平成26年9月9日～
平成26年9月22日

平261004155312号

0263-37-2428

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

信州大学

たかが新聞されど新聞～NIE入
門～（B)

新学習指導要領では、「新聞」を活用した授業づくりが提
案されています。新聞のもつ役割や機能を信濃毎日新聞社
の記者の体験談や信濃毎日新聞社の見学等体験的な活動
を通して知るとともに、新聞を活用した授業実践を具体的に
小山 茂喜（全学教育機構教授）
学ぶことを通して、日常の授業実践での新聞の活用するか
を探ります。教科や学校種にとらわれず、ＮＩＥに興味のある
先生、新聞を「ねた」に楽しい授業を展開しようという意欲の
ある先生方を対象とします。

長野県長野市

6時間 平成26年11月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭

6,000円

100人

平成26年9月9日～
平成26年9月22日

平261004155313号

0263-37-2428

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

信州大学

本講習は、国際政治に関する最新の研究成果、動向等に
ついて理解し、社会と関わる諸領域の教科指導に活用でき
ることを目標にします。そのため主な受講対象者は社会・公
「戦争と平和」から20世紀を学ぶ 民に関する指導の充実を図ろうとする教員、また関連領域 駒村 哲（教育学部准教授）
の教科を担当する教員を中心に想定しています。また教科
指導にとらわれず、国際政治に関心のある教員の受け入れ
も可能です。

長野県長野市

6時間 平成26年9月27日

教諭

中学校・高等学
校の教諭（社会・
公民）

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平261004155314号

0263-37-2428

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

信州大学

本講習は、磁石や電流（電磁石）がつくる磁界に関する基
本的な性質をまとめ、磁石や電磁石がどのように生活の中
に利用されているかについて理解を深め、理科の授業での
指導に活用できることを目標にします。講義は演示実験を
天谷 健一（教育学部教授）
交えながら行います。主な受講対象者は中学・高等学校の
理科担当の教員を中心に想定していますが、受け入れに余
裕がある場合は、小学校の理科について指導の充実を図ろ
うとする、意欲のある小学校教員等も受け入れます。

長野県長野市

6時間 平成26年11月29日

教諭

中学校・高等学
校の教諭（理科）

6,000円

35人

平成26年9月9日～
平成26年9月22日

平261004155315号

0263-37-2428

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

信州大学

磁石と磁界の科学
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平成２６年度（第３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

算数・数学科における実践的指
導力の育成

この講習は，算数科および数学科における実践的指導力
を育成することをねらいとしています。
はじめに、附属長野小学校の公開研究授業を参観していた
だきます。次に，研究授業についての意見交換を行った上
宮﨑 樹夫（教育学部教授）
で，研究テーマに沿って協議し、教材，学習指導法，評価の
あり方などについて検討していきます。
受講対象者は、小学校もしくは中学校において算数・数学
の指導の充実を図ろうとしている教員を想定しています。

長野県長野市

信州大学

信州の野生動物問題

人間にとって野生動物は身近な存在であり、かつては人
間活動の発展に伴い、絶滅するのではないかと危惧されて
きた。しかし今日では、私たちのくらしの基盤となる農林業、
さらには日常生活、自然環境をも脅かす存在となってきてい
る。本講習では、野生動物の基本的な行動生態を理解した
うえで、なぜ前述のような諸問題が起きているのか、その解
決策は何かについて講習する。

長野県南箕輪
村

信州大学

専門職たる教員の資質向上を目指して、人間存在の基底
から教育の意味や本質を探究する。具体的には、教育営為
を構成する教師と児童・生徒の教育的な構造と関係につい
教育の本質と教師の役割－教職 て、教育に関する哲学や歴史、あるいは教育に関する行財 荒井 英治郎(全学教育機構准教授）
の専門性の基礎－（B)
政や法制など様々な視点から、現代日本の教育課題と教員 坂本 保富(平成国際大学法学部教授)
自身のこれまでのキャリアと今後のキャリアについての考察
を深めてもらう機会を提供する。具体的な資料を配付して講
義形式での講習を基本とする予定である。

信州大学

佐久大学

佐久大学

佐久大学

佐久大学

佐久大学

竹田 謙一（農学部准教授）
渡邉 敬文（農学部助教）
泉山 茂之（農学部アルプス圏フィールド科学
教育研究センター教授）

強迫パーソナリティ・強迫性障
害・睡眠障害

苦悩する児童生徒や教師・保護者様への理解・啓発・支援・
指導に資することを目指す。今日近代社会において、強迫
パーソナリティが最も多い性格傾向ではないかと思われる。
強迫性障害はその延長線上にはないかもしれない。当講習
金高 茂昭(佐久大学信州短期大学部介護福
では、強迫パーソナリティ・強迫性障害・睡眠障害に対する
祉学科教授)
理解を深め、その特質と関係性を論じ、児童生徒や教師・
保護者の皆様の学校生活を含む日常生活のＱＯＬ向上に
資することを目標とし、苦悶からの再出発・再成長を促す方
法を考察する。

健康と生涯スポーツ

健康で明るく爽やかに生活する事は私達の願いです。高度
に発達した産業社会では、現代人の運動不足やストレス社
会を助長させ、ライフワークに悪影響を与えているが、既存
の競技スポーツを含むニュースポーツの実践を通して、心 片桐 学(佐久大学信州短期大学部介護福祉
身共に健康的な人間の育成に関わっていくことが大切な時 学科准教授)
代となってきた。そこで①スポーツ吹き矢と心肺機能の効果
②バドポンの面白さと運動量③ポールdeウォーキングの楽
しさと効用、を実技・演習を通して探っていく。

正しくパソコンを活用するには

情報活用能力とはパソコンなどの情報機器を「扱う能力」で
はなく「活用する能力」である。しかし現状では前者の能力
育成が偏重されているのではないだろうか。
本講座では授業におけるデータ収集、分析、プレゼン作成 三池 克明(佐久大学信州短期大学部介護福
の指導場面を想定して、パソコンなどの情報機器をどのよう 祉学科助教)
に活用すればよいのかという本来の「情報活用能力」を解
説し、さらに「情報活用能力」育成の指導方略を解説する。

課題を抱える保護者との対話

子どもの生活や進路、子どもとの関係、子ども理解などに悩
みを抱えている保護者は多い。現代の教育者は、児童・生
徒に対してのみならず、そのような保護者への支援も求め
宮内 克代(埼玉学園大学人間学部准教授)
られている。
本講義では、社会福祉援助技術を援用し、演習を交えなが
ら、保護者とのより前向きな対話法を模索していく。

経済の現状分析

アベノミクス、ＴＰＰ、4月からの消費税増税など、議論の大き
な平成26年度の社会経済問題についていくつか取り上げ 小林 啓志(佐久大学信州短期大学部介護福
て、今後の動向や背景、解決策や、課題について経済学の 祉学科教授)
立場から出来るだけ分かり易く解説及び分析を行う。

長野市教育委員
キャリアアップ研修
会

長野市の教員を対象に、これまでの自己実践を振り返るこ
とを通して、教員としての在り方や今後のキャリアアップにつ
いて考える。また、ミドルリーダーとして高めるべき資質能力
（主に学年組織マネジメントや学校組織マネジメントの基礎
知識、リスクマネジメントの在り方）を学ぶとともに、アンガマネジメントなど感情と向き合うことの必要性を学ぶ。

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

・幼稚園教育の現状について考察するとともに、これからの
安達譲(公益財団法人全日本私立幼稚園幼児
幼稚園のあり方、幼稚園教育の未来について考える。
教育研究機構研究研修委員長）,
・家庭地域が大きく変化する今日、幼児のよりよい育ちを願
高松和子(高松学園慈光幼稚園園長）
い、「保育と文化」について考える。

神谷
荒井
玉川
徳武

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
の教諭（算数・数
学）

6,000円

30人

平成26年9月9日～
平成26年9月22日

平261004155316号

0263-37-2428

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

6時間 平成26年11月29日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（理科・社会・農
業・環境教育）

6,000円

65人

平成26年9月9日～
平成26年9月22日

平261004155317号

0263-37-2428

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

長野県松本市

6時間 平成26年12月7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

50人

平成26年9月9日～
平成26年9月22日

平261004155318号

0263-37-2428

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

長野県佐久市

6時間 平成26年8月23日

6,000円

100人

平成26年5月7日～
平成26年6月30日

平263031653344号

0267-68-6680

http://www.saku.ac.
jp

6,000円

45人

平成26年5月7日～
平成26年6月30日

平263031653345号

0267-68-6680

http://www.saku.ac.
jp

6時間 平成26年11月29日

幼稚園・小・中・
教諭
高等学校教諭、
養護教諭
養護教諭

長野県佐久市

6時間 平成26年8月24日

長野県佐久市

6時間 平成26年8月31日

幼稚園・小・中・
教諭
高等学校教諭、
養護教諭
養護教諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年6月30日

平263031653346号

0267-68-6680

http://www.saku.ac.
jp

長野県佐久市

6時間 平成26年9月13日

幼稚園・小・中・
教諭
高等学校教諭、
養護教諭
養護教諭

6,000円

100人

平成26年5月7日～
平成26年6月30日

平263031653347号

0267-68-6680

http://www.saku.ac.
jp

教諭

幼稚園・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

100人

平成26年5月7日～
平成26年6月30日

平263031653348号

0267-68-6680

http://www.saku.ac.
jp

教諭

長野市立小・中
学校に勤務する
教諭のうち「長野
市キャリアアップ
研修」受講対象
者

1,500円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月30日

平265008454032号

026-223-0070

http://www.naganongn.ed.jp/edcenter

教諭

幼稚園教諭

6,000円

70人

平成26年4月16日～
平成26年5月16日

平268134054186号

03-3237-1957

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

長野県佐久市

真由美（信州大学全学教育機構講師）
英治郎（信州大学全学教育機構准教授）
長野県長野市
隆雄（長野市教育センター主任指導主事）
真弓（長野市教育センター指導主事）

長野県長野市

6時間 平成26年9月20日

6時間

平成26年9月30日、
平成26年10月9日

6時間 平成26年6月21日
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教諭

幼稚園・小学校
教諭、中・高等学
校教諭(保健体
育)

平成２６年度（第３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

岐阜聖徳学園大
歌曲（合唱曲）における伴奏法
学

講習の概要

担当講師

声楽曲（歌曲、及び合唱曲）においてピアノ伴奏は、非常に
重要な役割を担っている。歌い手にテンポを示すだけでな
く、和声やリズムなど様々な音楽的要素を与えるため、指揮
者と同様、伴奏者の演奏次第で歌はいかようにも変化す
る。いわばピアノソロ以上に、音楽的な演奏が要求されると
大地 宏子(教育学部 専任講師)
いっても過言ではない。当講座では、声楽曲を音楽的に演
奏するための伴奏法（ピアノ演奏法）について研究する。な
お、小・中学校の共通教材を中心に、教育現場で多く使用さ
れる楽曲等を取り上げるので、あらかじめそれらの楽曲の
伴奏に目を通しておかれたい。

講習の開催地

岐阜県岐阜市

第1期
講義：笠原一也(日本体育・スポーツ政策学会
会長)
実技：堀口 宏（JBDF商業(プロ)1級インストラク
ター)
島 輝子(JBDF商業（プロ）1級インストラ
クター)
岐阜県岐阜市
第2期
講義：佐伯年詩雄(日本ウェルネススポーツ大
学教授)
実技：堀口さと子(JBDF商業(プロ)1級インストラ
クター)
村田恭子(JBDF商業(プロ)1級インストラ
クター)

財団法人日本
ボールルームダ
ンス連盟

新学習指導要領に即した体育の授業における男女共修の
ダンスとして、ボールルームダンス（社交ダンス）の指導法を
講習する。「生涯スポーツと学校体育そしてダンス」「これか
JBDFはじめてのボールルームダ
らの学習とボールルームダンス」等の講義、ダンス実技・指
ンス(社交ダンス)指導者養成講
導法および、受講者が生徒として体験する模擬授業（グ
習会
ループ指導・授業のまとめとしての発表会、実技試験）等を
通し、学校教育の中で豊かな心（共生する力や態度、好まし
い人間関係の醸成等）を育成することを考察する。

静岡大学

多様化する児童・生徒の健康問題に対応するため、心身の
健康を守り・育むための基礎的な技術について講義・実習
心身の健康を育む技術
を行う。
片山 はるみ （浜松医科大学医学部教授）
－ピア・サポートスキル・トレーニ １．ピア・サポートスキルのトレーニング方法に関する講義・ 鈴木 美奈 （浜松医科大学医学部准教授）
ングと応急処置の実際－
演習 例)傾聴法、自己理解・他者理解、対立解消等
村松 妙子 （浜松医科大学医学部助教）
２．応急処置に関する講義・演習 例)創傷治癒課程と外傷
の初期対応、感染症の予防と初期対応、包帯法等
本講習では、マーケティングの基礎的な概念を理解すると
ともに、現実に生じているマーケティング事象を理解するた
めの思考のフレームワークを身につけることを目標としま
す。ヒット商品の開発事例やブランドづくりの成功事例など、
岩崎 邦彦 （静岡県立大学経営情報学部教
現実のケースもとりあげ、マーケティングの基礎理論と実践
授）
をバランスよく学びます。
主な受講対象者以外に、テーマに興味がある方の受講も
可能です。

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月23日

第1期
平成26年8月11日～
平成26年8月12日
20時間
第2期
平成26年10月18日～
平成26年10月19日

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
学校で音楽を担
当する教諭

6,000円

20人

平26平成26年4月24日～平
30326成26年5月6日
53471号

058-279-3493

http://www.kmkgifu.jp/

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中・高
等学校保健体育
教諭

4,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年6月30日

平268137054547号

03-5652-7351

http://www.jbdf.or.
jp/

6時間 平成26年7月31日

テーマに興味関
養護教諭 心のある養護教
諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355320号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

静岡県静岡市

6時間 平成26年7月31日

中学校の社会
科・家庭科教諭
高校の公民科・
商業科・家庭科・
農業科教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355321号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

教諭
栄養教諭、家庭
栄養教諭 科教諭

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355322号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

中・高校の英語
科教諭

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355323号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

教諭
養護教諭、小中
養護教諭 学校教諭

6,000円

100人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355324号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

小・中・高校の教
諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355325号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

教諭
小・中・高校の教
養護教諭 諭、養護教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355326号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

静岡県浜松市

静岡大学

わかりやすいマーケティング

静岡大学

本講義は、「食に関する指導」を実践する際に必要となる行
動変容を促す理論とモデル、栄養教育マネジメントサイクル
について理解することを目的に、栄養教諭がより質の高い
食に関する指導と学校給食の管 教育が実践できるよう講義する。また、「学校給食の管理」
理
の観点から、食品の安全性、特に現在、問題となっている食
品中の化学物質（トランス脂肪酸やグリシドール脂肪酸エス
テル等）について最新情報を講義し、日々の学校給食に生
かして児童生徒の健康を支援できるようにする。

桑野 稔子 （静岡県立大学食品栄養科学部准
教授）
静岡県静岡市
増田 修一 （静岡県立大学食品栄養科学部准
教授）

6時間 平成26年7月31日

静岡大学

学習指導要領の目指す英語教育の充実に向けて、「自己発
信」・「自己表現」の基盤となる文の構造・意味・語用につい
英語教師のための教育言語学― て教育言語学という観点から学び、学習者の直面する問題
構造・意味・語用
点とその解決方法を考え、「使える英語文法の指導力」の向
上を図る。また、「論理的に考える言語力の構築」について
再考する機会にしたい。

吉村 紀子 （静岡県立大学国際関係学部教
授）
武田 修一 （静岡県立大学国際関係学部教
静岡県静岡市
授）
坪本 篤朗 （静岡県立大学大学院国際関係学
研究科教授）

6時間 平成26年7月31日

発達障害と情緒障害

発達障害(主に自閉症スペクトラム障害およびADHD）および
情緒障害(主に反応性愛着障害）の子どもの特別支援教育
髙貝 就 （浜松医科大学子どものこころの発達
に携わる教員が知識として備えておくことが望ましい基本的
静岡県浜松市
研究センター特任教授）
な医学的知見について、児童精神科医の立場から解説を
行い理解を深めてもらう。

6時間 平成26年8月1日

静岡大学

情報モラル教育 －状況判断能
力を養う授業－

交流サイトやモバイルゲームなど、子どもたちを取り巻く情
報サービスは常に変化しており、トラブルや犯罪から子ども
たちを守るためには、保護者の協力と状況判断能力を養う
指導が必要です。前半は、保護者の意識と役割について、 高橋 等 （静岡産業大学情報学部教授）
静岡県藤枝市
最近の事例を通して理解します。後半は、モラルジレンマ教 永田 奈央美 （静岡産業大学情報学部講師）
材による模擬授業を体験し、状況判断能力を養う指導につ
いて理解します。講義内容は全ての校種に関係があるの
で、受講対象者は、小・中・高、教諭です。

6時間 平成26年8月4日

静岡大学

教育問題が山積するといわれる現代においては、教育の目
的である「人格の完成」に立ち返り、社会のあらゆる教育資
源や教育環境を見つめなおすことも重要な視点と考えられ
学校以外の教育資源・教育環境 ます。学校以外の教育資源にはどのようなものがあるかを
松永由弥子 (静岡産業大学情報学部准教授） 静岡県藤枝市
を見直す
確認した上で、学校はそれらとそのようにかかわっていけば
よいのか、どのような教育環境を作り上げていったらよいの
かを検討します。講義内容はすべての校種に関係があるの
で、受講対象者は、小・中・高の教諭及び養護教諭です。

6時間 平成26年8月5日

静岡大学

対象職種 主な受講対象者
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教諭

教諭

教諭

平成２６年度（第３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

みる・感じる・表現する －グラ
フィックデザインの技法－

「みる」ことに焦点をあてながら、手作業で産出された造形
素材を構成要素として、ひとつのデザイン作品（ポスター）を
制作します。素材作成からデータ化、テキストライティング、
グラフィックソフトによる画像編集、レイアウトまで一連のグ
ラフィックデザインの工程を体験しながら、作品完成を目指 小林 克司 (静岡産業大学情報学部准教授)
します。前半は身体をベースにしたワークショップ、後半はコ
ンピュータでの作業が中心となります。全般的に作業が伴い
ますので、少人数での開講を予定しています。主に美術科
教諭を対象としますが、それ以外の方も受講可能です。

静岡県藤枝市

6時間 平成26年8月6日

道徳教育を創る

受講者が以下のような知識や能力を身に着けることを目指
します。
１）道徳教育の基礎理論および歴史について理解する。
２）「道徳の時間」を組み立てる上で必要となる知識と教材 藤井 基貴 (教育学部准教授）
開発の方法を習得する。
３）授業の根幹となる個々の「教育哲学」（Teaching
Philosophy）を明確なものとする。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月6日

和楽器（箏）の指導

和楽器「箏」の実習および「箏曲」の鑑賞法を通じて日本音
楽の指導を学びます。中学校器楽教科書記載の内容に準
じた実技講習、小中学校教科書準拠の楽曲（春の海・六段
の調）の鑑賞を行い、指導のポイントを具体的に講習しま
長谷川 慎 (教育学部助教)
す。伝統的な指導である唱歌（しょうが）の基礎も取り上げま
す。受講に際しては出来るだけ生田流箏爪（角爪）を持参し
てください（少数ですが貸出も可能です）。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月6日

教諭

静岡大学

国語の音韻変化と仮名表記

国語の音韻体系に外国語音が入り込んできたり、また音韻
そのものに変化が生じたりすることによって、仮名で表記す
ることにどんな問題が生じることになったかを、ハ行転呼
音、幼音、撥音、促音、オ列長音、四つ仮名など、国語音韻 勝山 幸人 (人文社会科学部教授)
史にとっては重大な出来事に即して説明する。歴史的～現
代仮名遣い、送り仮名の規則、外来語の表記に関して、そ
の原理について理解を深める。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月6日

教諭

静岡大学

小・中学校等において発達障害のある児童生徒をどのよう
に理解し、どのように対応すべきかについての基本的な事
項を学んでいきます。本講習では、発達障害が疑われる事
例を取り上げ、その子どもの問題の背景要因や対応方法な
特別支援教育：発達障害児の理
どについて、グループに分かれて模擬ケース検討を行うこと 大塚 玲 (教育学部教授)
解と教育的支援
で、こうした子どもたちへの理解を深めていきたいと考えて
います。主な受講対象者は、小・中学校の教諭としますが、
幼稚園や高等学校、特別支援学校の教諭も受講可能で
す。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月6日

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月6日

静岡大学

静岡大学

静岡大学

静岡大学

静岡大学

静岡大学

静岡大学

ＵＲＬ

平261004355327号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

6,000円

42人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355328号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

小学校教諭、中・
高等学校の音楽
科教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355329号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

小・中・高校にお
いて国語の指導
に携わる教諭

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355330号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

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5月1日～
平成26年5月31日

平261004355331号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

教諭

小学校教諭、中・
高等学校の保健
体育科教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355332号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

教諭

小学校教諭・中
学校の社会科・
高等学校の地理
歴史科・公民科
教諭

6,000円

平成26年5月1日～
30人
平成26年5月31日

平261004355333号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355334号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355335号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

教諭
小学校、中学校
養護教諭 教諭、養護教諭

社会系教員のための政治入門

今日、日本では重要な政治的課題が山積する一方、若者の
投票率は低下している。そこで、本講義では、①近年、欧米
を中心に注目を浴びているシティズンシップ（市民性）教育
について、理論及び実践例を紹介しつつ、社会において市
民として生きていく上で必要な資質を学校現場でいかに育 井柳 美紀 （人文社会科学部准教授）
成すべきか検討する。その上で、②この問題を考える際に
必要となる、現代の民主政治をめぐる主要な政治概念や政
治制度について、近年新たに登場した問題を取り上げつ
つ、理解を深める。なお、本授業は、講義形式である。

英語教育の「不易と流行」

小学校外国語活動が必修化され、その成果を中学校でどう
生かすかが問われています。さらに、中学英語を基礎に、
高校で英語コミュニケーション能力をどう伸ばすかが課題で
す。初級英語音声学、フォニックス、語彙指導、発音指導
矢野 淳 (教育学部教授）
等、時代を問わず、英語科教員として身につけておくべき知
識の確認と技能の向上、及び今重視されている小・中・高の
効果的な接続を考えます。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中・高・特別
支援学校におい
て英語教育に携
わる教諭

植物の環境適応のしくみと有効
利用

植物は、いったん根を下ろすと、その場を離れることができ
ないため、刻々と変化する生育環境へ適応する特別な能力
を備えていると考えられています。ここでは、植物の生育環
原 正和 （大学院農学研究科教授）
境とのかかわりを、蛋白質や低分子の側面から概説しま
す。さらに、こうした仕組みを有効利用する手立てについて
述べます。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中・高校の理科・
技術科・工業科
教諭
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電話番号

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

よい体育の授業を行うための教
授技術

6時間 平成26年8月6日

認定番号

20人

「よい体育の授業」をどのように捉えていくとよいのかを考
え、それらを構成する条件についての理解を深めます。ま
た、その「よい体育の授業」を行うために必要な教授技術に
ついて理解するようにしていきます。講義の後、体育館での 野津 一浩 （教育学部講師）
実技を行います。体ほぐしの運動等を取り扱い、手軽な運
動を行うことを通して、体を動かすことの楽しさを味わうとと
もに運動の取り扱い方について考えていきます。

静岡県静岡市

受講者募集期間

6,000円

教諭

小学校教諭、中・
高校の美術科教
諭

受講料 受講人数

平成２６年度（第３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

静岡大学

平成２０年告示・学習指導要領における趣旨と小学校算数
の指導内容や指導方法について，数と式・量と測定・図形・
数量関係の各領域の重点，及び，子どもの実態について検
小学校算数科：思考力・表現力を
討するとともに，算数的活動を通した思考力や表現力の育 柗元 新一郎 （教育学部教授）
高める授業改善
成について具体例を通して考察します。また，中学校数学
科との接続についても考察を加えます。さらに，グループ討
論等を通して，今後の授業改善の方向性を追究します。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月7日

静岡大学

養護教諭誕生の歴史を捉え「養
護」の本質に迫る

養護教諭誕生の秘話、歴史や当時の役割、職務内容を理
解した上で、現在の養護教諭の役割、職務内容を考える。
また、日常執務の中から保健室が捉える子ども達の現代的
な心身の健康課題に対する養護教諭の対応について、
鎌塚 優子 （教育学部准教授）
様々なケースを基に分析し、「養護」の本質に迫る。さらに、
学校種別の養護活動の相違点や共通点、他領域他職種の
「養護」の概念の捉え方を学習することによって養護教諭の
専門性、独自性を追求する。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月7日

静岡大学

平成20年告示小・中・高等学校学習指導要領家庭科で重視
されているポイントの中でも、衣服、衣生活領域に注目す
る。基礎的事項を振り返るとともに、科学技術の進歩によっ
現代衣生活の課題を被服素材か てもたらされた新素材についても、季節や気候変化に応じ
澤渡 千枝 （教育学部教授）
ら考える
た適切な利用と手入れについて、簡単な机上実験や観察を
交えて考察する。内容的には平成２３年度開講の「快適な
衣生活を科学する」に新しい素材の情報を加え精選したも
のである。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月7日

静岡大学

技術科の教育

紅林担当分
(1) 技術の定義について(2) 技術リテラシーについて(3) 科
学と技術の違いと技術の基本となる概念(4) 技術を評価す
ることについて（5）試験
紅林 秀治 （教育学部教授）
室伏担当分
室伏 春樹 （教育学部助教）
(1)情報教育の定義と意義について(2)デジタル読解力につ
いて(3)情報通信ネットワークについて(4)試験、一日の授業
を振り返り，受講内容についての理解度を試験する。

静岡県静岡市

静岡大学

多文化・多言語環境と対話の教
育

世界的規模で生じている大量人口移動時代を迎え、全国各
地の学校にも複数の文化的背景を持った児童生徒が急増
しています。このような状況を踏まえた新時代の教育のある
宇都宮 裕章 （教育学部教授）
べき姿を考えていきます。グループワークやディスカッション
を通して、異なりを活かす「対話」的教育の理論考察と実践
を行います。

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校教諭

小、中、高等学
養護教諭 校、特別支援学
校養護教諭

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355336号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355337号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

教諭

小学校教諭、中・
高等学校家庭科
教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355338号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭、中
学校教諭（技術・
家庭科）、高校教
諭（工業、情報）

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355339号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355340号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

静岡大学

近年の調査において国語科は嫌いな教科の筆頭である。そ
の状況を改善し、子どもたちが好奇心をもって学び、確かな
魅力ある国語科の授業づくりを考 学力を身につけていくための授業改善について考えてみた
坂口 京子 (教育学部准教授)
える
い。目指すべき学力観、学習材の研究・開発の方法、「言語
活動」のとらえ方、読書指導等を観点としながら、実際の授
業づくりについて実習を交えて学んでいく。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭・中
学校の国語科教
諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355341号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

静岡大学

美術科の教科専門の視点で講義やワークショップを実施し
ます。客観的な視点を持ち、美術教育の在り方について考
えるきっかけとしてください。講習は「デザインの見方」「美術
史の見方」の２部構成となっております。「デザインの見方」
「デザインの見方」と「美術史の見
大宮 康男 （教育学部教授）
では、私たちの身近にあるデザインを事例に、デザインの鑑
方」から美術教育を考える
川原﨑 知洋 （教育学部講師）
賞の視点について考えます。デザインの社会的・教育的な
役割について理解することが目的です。「美術史の見方」で
は、特に日本美術史を取り上げ、仏像や寺社の見るポイン
トや鑑賞方法についてレプリカなどを用いて講義します。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校教諭（美
術科）

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355342号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

遺伝子はどこまで生物を規定し
ているか？

遺伝子は生命の設計図であり、その生物の一生を規定して
いる。恋愛感情、親子の愛情も遺伝子によって生み出され
ている。今や人類はそれを超克せんとしているが、出生前
丑丸 敬史 （大学院理学研究科教授）
診断、デザイナーベビーを初め倫理的な問題も絡み話は単
純ではない。これらの諸問題に関して参加者と議論を深め
たい。生物を担当している教諭を念頭において行う。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中・高校の理科
教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355343号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

静岡大学

風景としての自然と人間

自然と人間の関係、風景としての自然について講義するとと
もに、大学キャンパスの自然・風景の探索を行うことにより、
自然の見方、自然との接し方について、ともに考えていくこ
藤本 征司 （大学院農学研究科准教授）
とを講習内容とする。また、以上を通して、どうしても自然に
興味が持てないでいる生徒とどう接していけばよいかにつ
いても考えていく。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭、中・
高校の理科教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355344号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

静岡大学

講習は次の２部で構成する。①ハツカダイコンの鉢栽培を
通じて栽培の要点を学ぶ．生徒が理科の知識を活用できる
体験から発見へ－技術科におけ
飛騨 健一 （教育学部教授）
事項に重点を置き，培地調製・施肥・播種の作業を行う．②
る授業の工夫
松永 泰弘 （教育学部教授）
エネルギー変換教材を製作し、その原理について講義を行
う。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小学校教諭、中
学校技術・家庭
科教諭

6,000円

20人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355345号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

静岡大学
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平成２６年度（第３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

静岡大学

本講習では、消費者教育（消費者市民教育を含む）をどの
ように行っていけば良いのかについて、受講生の皆さんと
考えていきたい。具体的には、基本的な考え方を説明し、そ
消費者教育（消費者市民教育を
れに対する討論をした上で、こちらが用意する小学校、中学 色川 卓男 (教育学部教授)
含む）をどう進めるか
校、高等学校向けの副教材や実践例をもとに、それらをど
のように使っていれば良いのかをグループディスカッション
しながら検討していく予定である。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小学校、中学校、
高等学校の家庭
科教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355346号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

静岡大学

具体的な事例を通して、情報モラル教育についての理解を
深め、情報モラル教育に関する授業づくりの力量を形成す
情報モラル教育－子どもとメディ ることを目指す。特に、インターネットや携帯電話、テレビ
塩田 真吾 (教育学部講師)
アの現状とその指導方法－
ゲーム、個人情報、情報セキュリティなどを取りあげる。小・
中学校における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である。

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355347号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

静岡大学

具体的な事例を通して、情報モラル教育についての理解を
深め、情報モラル教育に関する授業づくりの力量を形成す
情報モラル教育－子どもとメディ ることを目指す。特に、インターネットや携帯電話、テレビ
塩田 真吾 （教育学部講師）
アの現状とその指導方法－
ゲーム、個人情報、情報セキュリティなどを取りあげる。小・
中学校における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である。

静岡県静岡市

6時間 平成26年10月26日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355348号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月11日

教諭

中学・高校の理
科教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355349号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小学校教諭、特
別支援学校の小
学部教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355350号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月11日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

6,000円

20人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355351号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

教諭

小・中・高校教諭
（社会科、歴史の
基礎知識がある
方が望ましい）

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355352号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

6時間 平成26年8月12日

特別支援学校教
諭(小・中学校特
教諭
別支援学級担当
養護教諭
教諭可）、養護教
諭

6,000円

50人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355353号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小学校教諭、中
学校の音楽科教
諭

6,000円

平成26年5月1日～
40人
平成26年5月31日

平261004355354号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月12日

教諭

中・高の体育教
諭および部活動
顧問

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355355号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

静岡県静岡市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校の理科
担当教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355356号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

化学の主要４分野である有機化学、無機化学、物理化学、
生化学について基礎から最新トピックスまでを解説する。こ
の講習を通じて有機化合物の構造と反応，金属錯体の構造
と性質，化学結合の成り立ちや物質がもつ多様な性質の起
源，分子をプローブとして生体高分子の機能を解明する手
法などの基礎について理解することを目指す。また、中学、
高校で学ぶ化学の範囲において、その発展と社会情勢との
関連を紹介する。なお、各分野の講義終了時に１５分間程
度の記述式の試験を行う。

小林
近藤
関根
山本

健二 （大学院理学研究科教授）
満 （大学院理学研究科教授）
理香 （大学院理学研究科准教授）
歩 （大学院理学研究科准教授）

静岡大学

新しい化学の世界をひらく

静岡大学

図画工作科の目標、内容などについて、理解を深めていき
ます。講義では、小学校学習指導要領の理解、表現及び鑑
図画工作科における表現及び鑑
賞に関する基礎知識の学習、教材作成（演習）、グループに 髙橋 智子 （教育学部准教授）
賞の教材開発
よるディスカッションなどを通して、図画工作科の表現及び
鑑賞の教材開発力や指導力の向上を目指します。
乳幼児期の発達や就学前教育を取り巻く今日的課題を踏
まえた上で、乳幼児期にふさわしい音楽を通した表現の教
育について多角的に考える。音楽活動の実践事例の検討、
および実際のグループ活動等を通して、保育および子育て
支援等の場ににおける音楽活動の展開や必要とされる技 石川 眞佐江 （教育学部准教授）
術、援助の在り方について考えを深め、今後の保育にどの
ように活かしていくかを考察する。乳幼児期における事例を
多く扱うため、主な受講対象者は幼稚園教諭とするが、小
学校教諭も受講可能。

静岡大学

乳幼児期の発達と音楽教育

静岡大学

近現代の歴史をたどりながら、部落問題についての認識を
人権教育論―近現代部落史を中
深め、それを軸にしながら人権に関する理解を高める。講 黒川 みどり (教育学部教授)
心に
義形式で行う。

静岡大学

特別支援学校における、教育課
程と支援の実際：知的障害児、自
閉症児の学習・生活・進路の支
援

静岡大学

小・中学校音楽科の歌唱指導について、学習指導要領の
キーワードの中から以下の３点を中心に、体験を交えなが
ら考えていきます。
１ 「相対的な音程感覚」を育てる 〜移動ド唱法とハンドサ
子どもの声と感じ取る力を育てる
インを活用して〜
志民 一成 （教育学部教授）
歌唱指導
２ 「曲想にあった歌い方」、「曲種に応じた発声」とは 〜
「声を育てる」視点から〜
３ 「共通事項」で「感じ取る力」を 〜歌唱教材のアナリーゼ
（楽曲分析）を通して〜

特別支援学校に在籍する児童生徒（主として知的障害児、
自閉症児を対象）の発達段階や障害特性の基礎的な理解
をもとに、それぞれの教育課程と学習支援、生活支援、進
渡辺 明広 (教職大学院教授)
路支援について学習する。学習指導要領に基づき、解説等
を進める他、受講者の教育実践についての意見交換の機
会をもつ。

バレーボールを歴史から振り返り、スポーツの成り立ちや発
展過程を考察します。また、時代に即したバレーボールに必
要な技術・戦術を解説するとともに、それに関わるトレーニ
ング方法やコーチングのあり方を学びます。実技ではトレー 河合 学 （教育学部教授）
ニング法やボールの打ち出しを実施する予定です。実技の
際には体育館シューズと運動できる服装が必要になりま
す。

静岡大学

バレーボールのコーチングとト
レーニング

静岡大学

本講習では，理科の課題解決型の学びにおける「工学的デ
ザイン活動」に着目する。この活動はいわゆる「ものづくり」
に近く，学習者は，多様なニーズを満たそうと，科学概念を
理科の課題解決型学習と工学的 活用しながら試行錯誤を繰り返す過程で科学的な見方・考
郡司 賀透 （教育学部准教授）
デザイン活動
え方を伸ばしていく。具体的な実習を通して，この活動を理
科授業に組み入れたときの長所と課題を学ぶ。主な対象者
は小学校教諭・中学校の理科担当教諭とするが，高等学校
の理科担当教諭も受講可能。

静岡県静岡市

静岡県静岡市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月12日
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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年度（第３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

小学校教諭、中
学校の社会科、
高等学校の地理
歴史科・公民科
教諭

静岡大学

子どもが生活し(現在)、担う(未来)社会をつなぐ授業の構築
が新指導要領の求める社会科の課題と考えます。他方、日
本社会の最大の課題は人口減少の進行です。人口減少が
変化する社会と学校をつなぐ― もたらす社会の変化と学校をつなぐ社会科の課題を次の観
人口減少社会における社会科教 点から考察します。①社会の三次産業化(衣食住外部化)と 馬居 政幸 （教育学部教授）
育の課題―
国土・産業学習、②家族・福祉・税・保険の個人化とシチズ
ンシップ教育、③生きる場の多様・多元性・可変と他者への
貢献を重視する評価方法。さらに、グループワークにより新
たな授業実践構築の方法を練り上げます。

静岡県浜松市

6時間 平成26年8月13日

静岡大学

この講習では、大きく「スポーツ栄養学」と「健康のための栄
養学」を取り扱います。「スポーツ栄養学」では、体づくり、ス
タミナづくり、疲労回復等に効果的な栄養素とその摂取タイ
ミングに焦点を当て、「健康のための栄養学」では、ダイエッ
スポーツと健康のための栄養学
谷 健二 （教育学部教授）
トのための栄養と運動、日本の「食育」について考えます。
運動部活の指導教員には科学的、効果的な栄養摂取の方
法、栄養教諭には肥満予防を含めた健康のための栄養と
運動についての理解が深まるものと考えます。

静岡県浜松市

6時間 平成26年8月13日

静岡県浜松市

6時間 平成26年8月13日

教諭

静岡県浜松市

6時間 平成26年8月13日

教諭

和田担当：確率論が情報通信（携帯電話やスマートフォン、
インターネットなど）の分野で、どのように利用されているか
について紹介する。
岡本担当：データ解析等で必要となる確率論の基礎につい
て、例題等を交えて講義する。
佐藤担当：不確定な現象を調べるには確率モデルが有効で
ある。講習では、基本的な確率モデルであるランダムウォー
クモデルとその応用を紹介する。
武田担当：確率が安全性や信頼性を評価する上でどのよう
に利用されているかについて紹介する。

静岡大学

私たちの生活を支える確率

静岡大学

午前中は、電気電子工学や計測工学などに関する講義を
行い、理科分野の様々な原理や知見がどのように工学に応
用されているかについて、最新の研究事例を紹介しながら
解説する。午後は、２グループに分かれて、(1)コンピュータ
生産現場における理科教育の重
を用いた機械設計と三次元造形機による実体化を通じた最
要性
新ものづくり技術の体験実習、または、(2)電子回路とデジタ
ル制御についての理解を深めるためのロボット製作とプロ
グラミング実習を行う。実習の製作物は、その後の教育利
用の参考として持ち帰ることができる。

和田
岡本
佐藤
武田

忠浩
正芳
一憲
和宏

（大学院工学研究科准教授）
（大学院工学研究科准教授）
（大学院工学研究科准教授）
（大学院工学研究科准教授）

東 直人 （大学院工学研究科教授）
伊藤 友孝 （大学院工学研究科准教授）
犬塚 博 （大学院工学研究科教授）
木村 元彦 （大学院工学研究科教授）

養護教諭の専門的能力形成の過程について学んだ後に、
受講者相互が実践を振り返り、語り合う活動を行い、自らの
課題への気づきを促す。さらに、養護教諭の実践に必要とさ
れる、クレーム対応や救急処置について事例を通して考え
高橋 佐和子 （聖隷クリストファー大学看護学
る。
静岡県浜松市
部助教）
本講習では、互いに語り合い、学びあう機会を持ち、自らの
成長に向けた今後の取り組みにつなげることを目的のひと
つとする。

静岡大学

養護教諭の専門性とその成長

静岡大学

中学校数学科の指導内容や指導方法について，現行の
学習指導要領の趣旨を踏まえて検討するとともに，数学的
活動を通して思考力・表現力を高める指導の在り方につい
て具体例を通して考察します。また，小学校算数科や高等
中学校数学科：思考力・表現力を
学校数学科との接続についても考察を加えます。さらに，グ 熊倉 啓之 （教育学部教授）
高める授業改善
ループ討論等を通して，今後の授業改善の方向性を追究し
ます。中学校における事例を多く扱うため，主な受講対象者
は中学校数学科教諭としますが，小学校教諭，高等学校数
学科教諭も受講可能とします。

静岡大学

小・中学生の学校社会内外では、いわゆる「いじめ」や、学
校の基本的価値に反抗する「反学校文化」などが潜在化・
クラスにおける「いじめ」問題の社
顕在化していることが少なくない。この講習では、生徒の「い 藤井 史朗 （大学院情報学研究科教授）
会学的分析
じめ」事象について、いくつかの事例を検討し、その仕組み
や原因、また解決方向などを社会学的に考察する。

静岡大学

静岡大学

静岡県浜松市

6時間 平成26年8月14日

6時間 平成26年8月14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

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355357号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355358号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

高等学校の理数
系教科・科目担
当の教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355359号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

中・高校の理科・
技術科・工業科
教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355360号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

6,000円

平成26年5月1日～
30人
平成26年5月31日

平261004355361号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

教諭
小・中・高校教
養護教諭 諭、養護教諭、栄
栄養教諭 養教諭

養護教諭 養護教諭

教諭

中学校数学科教
諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355362号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355363号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

静岡県浜松市

6時間 平成26年8月14日

教諭

小学校教諭、中
学校の社会科、
高等学校の地理
歴史科・公民科
教諭

理科で知っておきたい基本の生
物

学校教育で理科を教える上で、生物分野で知っておきたい
専門的な内容の中から、ミクロとマクロそれぞれの視点から
みた基本的な事柄を選んで解説する。ミクロの視点では、生
物は遺伝情報を受け継いで生まれ、それを子孫へと伝えて 小南 陽亮 （教育学部教授）
いく特徴をもつことに注目し、遺伝学と動物の発生について 雪田 聡 （教育学部講師）
最新の知見も紹介しながら基本に立ち返って整理する。マ
クロでは、生態学における進化の解釈と生物間の相互作用
のメカニズムについて紹介する。

静岡県浜松市

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
理科教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355364号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

英語によるエッセーの書き方

この講習は英語のエッセーを書く能力をさらに伸ばすことを
主な目標とする。はじめに、エッセーを書くことはなぜ大切な
のか、そして日本語と英語のエッセーの構成を比較する。次
は、様々なトピックについてのエッセーを書くための実践的 クレメンツ ピーター （教育学部准教授）
な活動を行う。最後に、英語のエッセーの書き方をより効果
的に生徒に教える方法を考える。英語および日本語で行
う。

静岡県浜松市

6時間 平成26年8月15日

教諭

中学校・高等学
校英語教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355365号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/
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平成２６年度（第３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

静岡大学

21世紀は情報化の波とともに到来した。仕事の場面のみな
らず、日常の生活においても、情報機器に触れることが多く
なってきた。そのような時代に、仕事の上での利便性や効
数学はデジタル社会の縁の下の 率の向上だけでなく、生活の質の向上や、安全の確保にお 新谷 誠 （大学院情報学研究科准教授）
力持ち
いても、数理科学の成果が使われている。そういう情報化 宮崎 佳典 （大学院情報学研究科准教授）
時代を支える数理科学について、例を交えながら解説す
る。主なテーマとして、グラフ理論、数理モデリングなどを予
定している。

静岡県浜松市

6時間 平成26年8月15日

静岡大学

発達障害に対する作業療法の実際について紹介する。また
作業療法のひとつである感覚統合の視点から、支援を必要
とする子どもたちの理解を深める。さらに感覚統合的な考え
作業療法からみた発達障害の理
伊藤 信寿 （聖隷クリストファー大学リハビリ
を取り入れた学校における支援について、事例を通しなが
解と支援について
テーション学部准教授）
ら紹介する。最後に参加者が実際に気になる児童生徒に対
する支援ついて、グループワークを通して考える。参加型の
内容を積極的に取り入れていく予定である。

静岡県浜松市

6時間 平成26年8月15日

静岡大学

日本の伝統的な言語文化は、先行する文芸を取り込みつつ
新たな作品を生み出していくことで形成されてきました。この
講習では、日本古典文学のなかでも特になじみ深い『百人
古典文学に学ぶ伝統的な言語文 一首』を題材に、現在の日本古典文学研究の成果を踏ま
高野 奈未 （教育学部講師）
化の特質
え、和歌の内容や特徴、用いられている技法、その後の享
受の様相などを幅広く検討し、伝統的な言語文化のあり方
を具体的に学びます。基本的に講義形式ですが、適宜、質
疑応答を行う予定です。

静岡県浜松市

6時間 平成26年8月15日

静岡大学

環境教育をどうすすめるか

現在、環境問題は身近な地域においても、地球全体におい
ても、人類また生態系全体に深刻な影響を及ぼす大変重要
な問題となっています。環境問題の基礎について十分に理
解し、学校教育の中で未来を担う子どもたちに、環境問題
藤井 道彦 （教育学部教授）
の現状と予測をいかにして伝え、また、単なる知識にとどま
らずに環境を保全する行動につなげていくか、食を中心とし
た、身近な地域と地球全体の問題を取り上げ、学校におけ
る実践について、実習や討論も交えて考えていきます。

静岡県三島市

6時間 平成26年8月20日

環境教育をどうすすめるか

現在、環境問題は身近な地域においても、地球全体におい
ても、人類また生態系全体に深刻な影響を及ぼす大変重要
な問題となっています。環境問題の基礎について十分に理
解し、学校教育の中で未来を担う子どもたちに、環境問題
藤井 道彦 （教育学部教授）
の現状と予測をいかにして伝え、また、単なる知識にとどま
らずに環境を保全する行動につなげていくか、食を中心とし
た、身近な地域と地球全体の問題を取り上げ、学校におけ
る実践について、実習や討論も交えて考えていきます。

静岡県静岡市

6時間 平成26年11月1日

静岡大学

国語科の魅力とその指導

国語科の授業において「国語を適切に表現し正確に理解す
る能力を育成し、伝え合う力を高めるとともに、思考力や想
像力及び言語感覚を養い、国語に対する関心を深め国語を
大塚 浩 （教育学部教授）
尊重する態度を育てる」ためには、どのような研究が必要と
なるのか、について理論と実践の両面から考察します。受
講生同士の討論や教材研究を行います。

静岡県三島市

6時間 平成26年8月20日

教諭

静岡大学

小中学校社会科や高等学校地理歴史科では地図利用の単
元が設けられているが、情報化の進展の下、地図利用を取
り巻く環境は大きく変化している。国を中心としたデータ整備
社会科における「地図」学習と利 が進む中、教員のみならず児童生徒も地図を利用した教
佐藤 正志 （教育学部講師）
用
育・学習の幅が広がりつつある．こうした背景を踏まえ、本
講習では地図利用の現状を理解するとともに、社会科での
授業での利用を念頭に置いた様々な地図作成・利用の技
法を身につけることを狙いとする。

静岡県三島市

6時間 平成26年8月20日

静岡大学

数の位取りを用いた表示

小・中学校では自然数，小数，分数，整数，無理数等につい
て学ぶが，本講義ではまず準備として，これらの数を分類し
たうえで，いくつかの具体的な数を挙げるとともにそれらの
持っている性質を紹介する．本講義の主目的は，小学校で
学習する10を柱とした位取りを用いた数の表示（10進法表 山田 耕三 （教育学部教授）
示）についてその構造を復習し，その方法が実に便利で良く
出来ているかを再認識することである．尚，この講義は「算
数・数学教育」では無いので注意して下さい．「主な受講対
象者」以外に、数学に興味がある方も受講可能です。

静岡県三島市

静岡大学

初めに詩（韻文）と散文の違いやその意義について考え、詩
の形式の大まかな原理を押さえた上で、歌の歌詞を含む詩
の実例と使用法について意見交換し、詩の教材としての可
英詩とその形式の意義と実践的
能性を考える。さらに、受講者自身が詩の原理に則った簡 丸山 修 （教育学部教授）
使用法
単な作詩の実際を体験することによって、単なる自由英作
文では期待できないいくつかの効果についての認識を深め
る。

静岡県三島市

静岡大学

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

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355366号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355367号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

6,000円

60人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355368号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

教諭
小・中学校教諭、
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

60人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355369号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

教諭
小・中学校教諭、
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

60人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355370号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

小学校・中学校
の国語科教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355371号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

教諭

社会科（小中社
会・高校地理歴
史）の教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355372号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭およ
び中学校数学科
教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355373号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

6時間 平成26年8月21日

教諭

中・高英語教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355374号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/
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教諭

中学校・高校の
数学科教諭

教諭
小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

教諭

小学校教諭、中
学・高校の国語
科教諭

平成２６年度（第３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21日

幼稚園・小・中・
教諭
高校・特別支援
養護教諭 学校の教諭、養
護教諭

6,000円

60人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355375号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

幼稚園・小・中・
教諭
高校・特別支援
養護教諭 学校の教諭、養
護教諭

6,000円

70人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355376号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

小学校教諭、中
学校・高校の理
科教諭

6,000円

100人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355377号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

小学校教諭、中
教諭
学校の保健体育
養護教諭 科教諭、養護教
諭

6,000円

25人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355378号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

小・中・高等学校
教諭

6,000円

60人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355379号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

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5月1日～
平成26年5月31日

平261004355380号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

親と暮らせない子どもの社会的
養護と進路・自立

日本では、毎年4万人を超える子どもが、児童福祉法に基づ
く施設や里親制度のもとで、親と離れて暮らしています。児
童虐待への世間の関心の高さにもかかわらず、虐待から保
護された後のこと、すなわち親と離れて暮らすことになった
石原 剛志 (教育学部教授）
子どもの生活や自立への道のりについては知られていませ
ん。この講習では、こうした子どもたちの進路・自立における
困難とその支援の実際を知るとともに、その考察を通して日
本における若者の自立困難について考えていきます。

特別支援教育：気になる子の理
解と支援

各教育現場での発達障害のある幼児児童生徒や気になる
子どもたちについて、特別支援教育の枠組みからの理解と
支援について話題とします。彼らへの理解と支援には唯一
の正解があるわけではなく、考え、取り組むための手がかり
香野 毅 （教育学部准教授)
があるにすぎないと考えています。いくらかでもその役に立
てる機会になればと思います。また、後半は受講者同士の
情報交換や話し合いを行います。話したいテーマをたくさん
お持ちください。

静岡県三島市

6時間 平成26年8月22日

静岡大学

火山と地震がつくった静岡県の
大地

最近、富士山の世界遺産や伊豆半島ジオパークのことがた
びたび報道されているが、それらの資産を作り上げた自然
現象についての理解は広まっていない。本講習では、静岡
県のとくに東部を例にとって、大地の成立の歴史、地形・地
小山 眞人 （教育学部教授）
層・岩石がつくられる作用とメカニズムについて学び、身の
回りの自然景観の見方を養うと共に、大地がもたらす恵みと
災害の双方と共生してきた地域社会の歴史・文化・防災に
ついての考察も深める。

静岡県三島市

6時間 平成26年8月22日

静岡大学

児童生徒の体力低下や運動環境の変化などの課題が取り
沙汰される中、近年様々な取り組みにより一部の体力につ
いて改善傾向を示している。本講習では、彼らの健康や運
大人から子どもへ送る健康のメッ 動を取り巻く現状を分析しつつ、先行事例から解決の糸口
祝原 豊 （教育学部准教授）
セージ
について考える。また、児童生徒の身近にいる大人（教諭）
が環境要因のひとつであることを認識しながら、自身の健康
や体力について運動生理学的側面から探ることもテーマと
して進める。

静岡県静岡市

6時間 平成26年10月25日

静岡大学

学習科学では「人はいかに学ぶか」「人がうまく学べる条件
とは？」という学習理論とそれを基盤とした実践事例を扱い
ます。最新の学習理論を知ることで、いつ、どのような授業
形態を取り入れると、子どもたちが最も深く学ぶことができる
学習科学―新たな学びを実現す
村山 功 （教職大学院教授）
のかについての知識を身に付けることができます。実践事
る授業のデザインとその理論―
益川 弘如 （教職大学院准教授）
例では、協働学習やICT活用授業、問題解決型授業など
の、多様な最新の授業方法をご紹介します。加えて、校内
研修にも役立つ、子どもたちがどこでどれだけ学んでいるの
か、学習過程を観察分析評価する方法をご紹介します。

静岡県静岡市

6時間 平成26年10月25日

特別支援教育：病気の子どもの
理解と支援

近年、医療の進歩により長期の入院を必要とせず、治療や
生活規制を続けながら小・中学校等への通学をする子ども
が増えてきています。一方で病気が関係する長期欠席や不
登校は小・中学校で合わせて7～8万人いるとみられ、小・中
石川 慶和 （教育学部講師）
学校を含めた病気の子どもの教育環境の充実が喫緊の課
題です。この講習では病気の子どもの教育の現状と課題を
整理し、学校生活での不安やストレスを和らげ、学習や生活
を支える方法について考えます。

静岡県静岡市

6時間 平成26年10月25日

書く学習の意義と可能性

言語活動の充実が求められている。国語科では、他教科の
ように育成すべき力の確かな習得のために言語活動を通し
て言語化するのではなく、言語活動を通して言語や言語表
現に関する知識・技能などを身に付けることが目指されてい
杉﨑 哲子 （教育学部准教授）
る。本講習では、書く内容を扱う「作文」、書く文字を扱う「書
写」だけでなく、話したり聞いたり読んだりする領域の学習を
深めるための様々な書く活動を取り上げ、その意義と可能
性について、演習を交えて考える。

静岡県静岡市

6時間 平成26年10月26日

教諭

小・中（国語・書
写）・高（国語）・
特別支援教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355381号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

目で楽しむ数学

一般的に数式よりも図形の方が直観的に捉えやすく、受け
入れやすいことが多い。そこで「数式⇔図形」と対応させるこ
とにより、数式がもつ図形的な意味を捉えるほうが、その数
式がもつ本質的な部分の理解はもちろん、数式を利用する
大和田 智義 （教育学部教授）
上でも役に立つと思われる。本講習では、中学や高校の授
業で取り扱う幾つかの「数式」の図形的意味を考察すると共
に、不等式に関する最近の研究成果を図形的な意味を捉え
ることにより理解する。

静岡県静岡市

6時間 平成26年10月26日

教諭

小学校教諭、中
学・高校の数学
科教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355382号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

学校防災と安全教育

近い将来発生が想定されている東海地震に備え、学校安全
の中でどのような防災教育を行っていけばよいかを、受講
村越 真 （教育学部教授）
者参加のゲーム的手法を取り入れながら学ぶ。また、学校
笠原 英男 （大学教育センター非常勤講師）
での受け入れが予想される避難所の運営についても講義
および演習的に学習する

静岡県静岡市

6時間 平成26年11月1日

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平261004355383号

054-238-4452

http://www.shizuoka
.ac.jp/

静岡大学

静岡大学

静岡大学

静岡大学

静岡大学

静岡大学

静岡県三島市
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教諭

教諭

教諭
小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

平成２６年度（第３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

公益社団法人日 東海地震を知る・教える（基礎
本地震学会
編）

本講習では静岡県民の必須知識である「東海地震」への備
えを念頭において、東日本大震災をはじめとした近年の災
害事例や最新の科学的知見などをわかりやすく解説する。
また学校現場でも活用できる防災教材を実際に体験し、地
林 能成（関西大学社会安全学部准教授）
域の防災弱点箇所などを共有することの重要性についても
学び、「想定内」の幅を広げる講座をめざす。なお，受講は
(社)日本地震学会会員を優先し、会員の受講料は割引価格
を適用する。

静岡県静岡市

名古屋工業大学 地震防災

東日本大震災につづき、大規模な連動型地震の発生が予
想されている。高校教諭としては、自分や家族の安全を守る
ことはもとより、講義中に発生したときの生徒の誘導や、周
辺住民の避難の受け入れなど、あらかじめ検討すべき課題
は少なくない。地震のリスクや地震に対する取り組みをハー
ドの面、ソフトの面から学び、高校での防災教育と防災体制
の充実に活かしていただきたい。

愛知県名古屋
市

愛知県立大学

前田健一(大学院工学研究科教授）
張 鋒(大学院工学研究科教授）
秀島栄三(大学院工学研究科教授）
井戸田秀樹(大学院工学研究科教授）
北川啓介(大学院工学研究科准教授）
佐藤篤司(大学院工学研究科准教授）

本講習では、小学校「外国語活動」に関する基礎的かつ実
践的な知識を学ぶことを目指す。理論面では「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
ついて考える。また実践面では、１時間の授業の組み立て
小学校「外国語活動」の理論と実
方やクラスルーム・イングリッシュなどを含む具体的な指導 池田 周（外国語学部准教授）
践
技能や活動案などを身に付ける。グループ活動やディスカッ
ションを通して、受講者による意見や指導アイデアの交換も
行う。

子どもの自殺事件が社会問題になっている。この講義で
は、いじめ自殺事件を中心にいくつかのケースを検討し、①
子ども同士の関係性の変容、② 社会的背景、③ 事件の発
望月 彰（教育福祉学部教授）
生および対応に関わる学校運営および教育実践の課題、
④ 事実解明と再発防止のための対策（第三者委員会のあ
り方、教育改革の方向等を含む）について講義する。

愛知県立大学

学校事故・事件―いじめ自殺事
件を中心に－

愛知県立大学

1700年代のヨーロッパで行われていた公開科学実験講座
をもとに，その中から真空に関する内容を再構成した〈もっ
としゅぽしゅぽ〉という授業プランを体験してもらいます。その
科学と科学教育の歴史から学ぶ うえで，当時の優れた公開講座にみられる教材構成，発問 松野 修（愛知県立芸術大学音楽学部教授）
設定など，授業を設計するうえで今日のわれわれが学ぶべ
き点について解説します。理科の教師でなくても，いや理科
の教師でないほうが参考になることが多いはずです。
１．「体育は何を教える教科」を考えるために、ラジオ体操の
歴史や戦前の体育について触れる。
２．「障害者スポーツ・障害児体育」から体育のあり方や体
育の授業づくり・教材づくりを捉え直す。
丸山 真司(教育福祉学部教授)
３．多くの子どもが嫌う器械運動や陸上運動の授業づくりに
ついて検討する。
４．文化を学ぶ体育授業の例として、「教室でする体育」＝
「ボールの授業」の模擬授業を行って授業を検討する。

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校教諭およ
び地震に興味の
ある教諭

6時間 平成26年8月6日

愛知県長久手
市

6時間 平成26年8月4日

愛知県長久手
市

6時間 平成26年8月5日

愛知県長久手
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

愛知県長久手
市

6時間 平成26年8月22日

6時間 平成26年8月7日

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平268136054450号

03-5803-9570

http://www.zisin.jp
/

教諭

高等学校教諭・
中学校教諭

6,000円

平成26年4月16日～
25人
平成26年5月9日

平261004753454号

052-735-7441

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

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月31日

平262004254653号

0561-76-8832(直 http://www.aichi通）
pu.ac.jp

6,000円

70人

平成26年5月9日～
平成26年5月31日

平262004254654号

0561-76-8832
（直通）

http://www.aichipu.ac.jp

小・中学校教諭

6,000円

40人

平成26年5月9日～
平成26年5月31日

平262004254655号

0561-76-8832
(直通）

http://www.aichipu.ac.jp

教諭

幼・小・中・高等
学校(保健体育)
教諭

6,000円

50人

平成26年5月9日～
平成26年5月31日

平262004254656号

0561-76-8832
（直通）

http://www.aichipu.ac.jp

教諭

小学校教諭、中
学校、高等学校
の社会科、地歴
科教諭

6,000円

50人

平成26年5月19日～
平成26年5月30日

平263034055628号

052-564-6112

http://aichiu.ac.jp/

6,000円

50人

平成26年5月19日～
平成26年5月30日

平263034055629号

052-564-6112

http://aichiu.ac.jp/

幼・小・中・高等
教諭
学校教諭、
養護教諭
養護教諭

愛知県立大学

体育の授業づくり・教材づくり

愛知大学

歴史学研究と初等・中等教育の歴史教育の関わりについ
て、日本史及び中国史の視点から考えていきます。歴史教
教室で歴史をどう伝えるか：歴史
長井 千秋（文学部准教授）
育の役割、東アジアという広い視野の導入、歴史解釈と教
研究と歴史教育（前近代史編）
山田 邦明（文学部教授）
科書の記述の関係、歴史の流れをどのように捉えるのかな
どを具体的な事例によりつつ論ずる予定です。

愛知県名古屋
市

愛知大学

歴史学研究と初等・中等教育の歴史教育の関わりについ
て、近現代の東南アジアと中国、日本との関わりの視点か
教室で歴史をどう伝えるか：歴史 ら考えていきます。歴史教育だけでなく、「歴史認識」も取り 加納 寛（国際コミュニケーション学部教授）
研究と歴史教育（近現代史編）
沙汰される時代である近代をどう捉えるのか、さらに現代史 三好 章（現代中国学部教授）
への見方考え方を、具体的な事例によりつつ論ずる予定で
す。

愛知県名古屋
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
の社会科、地歴
科教諭

愛知大学

当日の前半では、単に「意味が通じる」ことを超えて、日本
語と英語の発想の違いや好まれる言い回しといった点か
ら、両言語の特徴を考える手がかりとします。また、講義に
日英語における談話比較とワー 加えて演習的内容も含みます。後半では、リテラシー教育に 片岡 邦好（文学部教授）
クショップ型の読み書きの教え方 ついて扱い、ライティング・ワークショップ、リーディング・ワー 小坂 敦子（法学部准教授）
クショップの手法を体験しながら学び、そこから学校教育の
中で英語を読むこと・英語を書くことの教え方に活かせるこ
とを考えます。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校、高等学
校の英語教員

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月30日

平263034055630号

052-564-6112

http://aichiu.ac.jp/

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校、高等学
校の英語教員

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月30日

平263034055631号

052-564-6112

http://aichiu.ac.jp/

愛知大学

英語を使っての教え方と英文法
の再検討

英語力の向上が国民的な課題になっている今日、どのよう
にしたら学習者の英語力が伸びるのかを取り上げる。英語
で英語を教えるといっても、英語が母語でない教員が英語
を使って英語を教える場合、様々な困難に遭遇する。それ 北尾 泰幸（法学部准教授）
をどのように克服したらいいのかを講義する。また後半で
塚本 鋭司（国際コミュニケーション学部教授）
は、学習英文法ではあまり扱われない項目であるが英文法
において重要項目であるものを取り上げて英語学の見地か
ら講義するとともに、教育現場での応用について考える。

6時間 平成26年8月7日
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平成２６年度（第３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

日本古典文学における「美と無常」をテーマとして、各時代
を代表する作品(源氏物語・平家物語・奥の細道)を読みな
がら、日本文化の基層をなす美意識・無常観のありようを探
る。本講座では、日本文化の真髄に迫り、伝統的な無常観
沢井 耐三 (文学部教授）
や美意識とその表現方法について今日的テーマ・課題とし
和田 明美 (文学部教授)
て捉え直すことによって、新学習指導要領の国語教育の内
容として新たに明示されている「伝統的な言語文化と国語の
特質に関する事項」などに関連する教育、指導のための基
礎的理解に資する。

愛知大学

日本古典文学の「美と無常」

愛知大学

外国語文法学習で、説明用語や導入時期が学校国文法の
それと異なっていることは、生徒の外国語理解を非効率にし
ている。 一方、どの言語の文法構造にも一定の普遍性が
総合科目で学ぶ日本語気づき文 ある。よって、母語構造を客観理解できていれば、それが外 須田 淳一（国際コミュニケーション研究科教
法 －外国語力の強化－
国語構造を理解する際の基準指標となり得る。 しかしこれ 授、短期大学部教授）
には、母語として内在化している現代日本語の構造に《気づ
く》ということを軸にした学習が要る。国語・外国語を総合す
る立場での教科に有効な指導内容である。
我が国では、国際的な統合を念頭に置きながら会計基準が
頻繁に変更されているが、たんに会計基準の変化の上辺だ
けを追いかけるのでは、得られた知識はすぐに陳腐化して
しまう。なぜ会計基準が変更されるのか、あるいは、なぜ新
池田 幸典（経営学部准教授）
たに会計基準が設定されるのかについて、その背景にある
理論的基礎を理解することが必要となる。本講義では、会
計基準の基礎となる理論を学び、それが会計制度の現状に
どう反映されているのかを学ぶ。

愛知大学

会計の理論と現状を学ぶ

愛知学院大学

発達障碍児を抱える保護者とその児童生徒への関わり方
について①障碍について、②軽度発達障碍児、自閉症児、
発達障碍児を抱える保護者とそ
知的障碍児、脳性まひ児等の事例研究を通して、③障碍の
の児童生徒への関わり方につい
吉川 吉美 （心身科学部教授）
受容についての講義を行う事を通し、普通学校教育あるい
て
は地域教育でどの様な関わりが望まれるかについて、を受
講される方々と一緒に考えたい。

愛知学院大学

特別支援教育へのニーズが高まっている。しかし、特別支
援を必要とする児童生徒の抱える事情はより複雑化してい
るため、対応が困難なケースが多い。そこで、本講義ではこ
発達障碍児への理解と対応 ―
うした問題を解決する手段のひとつとして、子どもを見る視
子どもをみる視点と対応の工夫
八田 純子 （心身科学部准教授）
点について考えたい。子どもをみる際の視点を変えること
―
は、支援の可能性を広げることにつながる。また、保護者へ
の対応について学びながら、豊かな支援環境づくりについ
ても考えたい。

講習の開催地

愛知県名古屋
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

平成26年5月19日～
平成26年5月30日

平263034055632号

052-564-6112

http://aichiu.ac.jp/

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月30日

平263034055633号

052-564-6112

http://aichiu.ac.jp/

6,000円

40人

平成26年5月19日～
平成26年5月30日

平263034055634号

052-564-6112

http://aichiu.ac.jp/

6,000円

平成26年5月19日～21
日【1次募集】
平成26年5月29日～6 平2680人 月6日【2次募集】
30342※2次募集は1次募集で 54561号
定員に満たなかった場
合のみ行う

0561-73-1111

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

6,000円

平成26年5月19日～21
日【1次募集】
平成26年5月29日～6 平2680人 月6日【2次募集】
30342※2次募集は1次募集で 54562号
定員に満たなかった場
合のみ行う

0561-73-1111

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

6,000円

平成26年5月19日～21
日【1次募集】
平成26年5月29日～6 平2640人 月6日【2次募集】
30342※2次募集は1次募集で 54563号
定員に満たなかった場
合のみ行う

0561-73-1111

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

平263034254564号

0561-73-1111

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

平263034254565号

0561-73-1111

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

6,000円

平成26年5月19日～21
日【1次募集】
平成26年5月29日～6 平2620人 月6日【2次募集】
30342※2次募集は1次募集で 54566号
定員に満たなかった場
合のみ行う

0561-73-1111

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

6,000円

平成26年5月19日～21
日【1次募集】
平成26年5月29日～6 平2630人 月6日【2次募集】
30342※2次募集は1次募集で 54567号
定員に満たなかった場
合のみ行う

0561-73-1111

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

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

高等学校の商業
教員

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

心と身体のﾘﾌﾚｯｼｭ

禅宗の大学である愛知学院大学に附置されている坐禅堂
での坐禅実修と、日常の食事管理について野菜の摂り方に
外ノ池 隆史（心身科学部教授）
着目した体験実習を行い、心と身体の両面から自分を確認
引田 弘道 （文学部教授）
する。これによって教員自らはもちろんのこと、児童生徒に
酒井 映子 （心身科学部教授）
おける心身の健康管理や健康教育にも有益となる。講師
は、医学、宗教学、栄養学を専門とする３名が担当する。

愛知学院大学

歴史 ― 西洋近世史の諸問題
―

高校世界史の叙述はおもに政治・経済史および有名人によ
る文化史を中心になされており、宗教や民衆の生活・身分
などについての具体的叙述が比較的少ない。この講義にお
小林 隆夫 （文学部教授）
いてはそのような民衆の身分や宗教問題（宗教戦争）に光
を当てて西洋近世史（主として15～18世紀）を考察し、その
全体的理解を深めていきたい。

愛知県日進市

6時間 平成26年7月31日

教諭

高校・地歴科教
員小中学校・社
会科教員

6,000円

愛知学院大学

講義では、まず講師が興味を持っている日本の農業につい
て地理学的視点からいくつかの事例を紹介する。次に、地
地理 ― 日本の農業と地理教育
理教育で重要と思われる、地域を見る眼を養うことや読図 山野 明男 （教養部教授）
―
力を高めるための実践例を紹介する。最後に、各自の抱え
た地理教育の問題点を討論し解決策を考える。

愛知県日進市

6時間 平成26年8月6日

教諭

高校・地歴科教
員小中学校・社
会科教員

6,000円

愛知学院大学

愛知学院大学

愛知学院大学

ビジネス教育の知識にふれる

①江戸期から現代までの商業教育の変遷を概説し、商業道
徳について講義する。
②国際会計基準の動向と今後の展望等についての概要を
講義する。
小見山 隆行 （商学部准教授）
③戦後の日本企業における資金調達構造について概観し、
向 伊知郎
（経営学部教授)
これからの日本企業の財務戦略の基本的なあり方について
考察する。
④日本の商業教育史を通して、現代の商業教育の課題と展
望について講義する。

高等学校におけるコミュニケー
ション英語Ⅰ･Ⅱ・Ⅲの指導法

従来の英語Ⅰ、英語Ⅱ、リーディングの指導の現状と課題
を認識し、新指導要領で実施される「コミュニケーション英語
Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ」の趣旨を理解する。その趣旨を実現するため、認 野呂 忠司 （文学部教授)
知的な言語処理理論・言語習得理論と実証研究に基づき、
期待される「コミュニケーション英語」の指導法を提案する。

愛知県日進市

愛知県名古屋
市

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年7月30日

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年7月19日
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ＵＲＬ

30人

教諭

6時間 平成26年8月5日

電話番号

6,000円

6時間 平成26年8月8日

愛知県日進市

認定番号

中学校、高等学
校の国語教員

小学校教諭、中
学校・高等学校
の国語科・外国
語科教諭

6時間 平成26年8月4日

受講者募集期間

教諭

愛知県名古屋
市

愛知県日進市

受講料 受講人数

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

教諭

教諭

高等学校商業教
員

高等学校英語教
員

平成26年5月19日～21
日【1次募集】
平成26年5月29日～6
20人 月6日【2次募集】
※2次募集は1次募集で
定員に満たなかった場
合のみ行う
平成26年5月19日～21
日【1次募集】
平成26年5月29日～6
10人 月6日【2次募集】
※2次募集は1次募集で
定員に満たなかった場
合のみ行う

平成２６年度（第３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

平成26年5月19日～21
日【1次募集】
平成26年5月29日～6 平2625人 月6日【2次募集】
30342※2次募集は1次募集で 54568号
定員に満たなかった場
合のみ行う

0561-73-1111

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

0561-73-1111

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

コミュニケーション能力育成を目
指す中学校英語授業

「英語教育に関わる理論と実践を概観し、日本の中学校英
語教育の方向性を考える。前半は英語教材の分析と活用
杉浦 正好 （文学部教授)
法について、後半は授業実践を中心に据え、コミュニケー
ション能力育成を目指す英語教育のあり方を探る。」

日本語の話しことばの分析

学習指導要領では、日本語の、話す・聞く・書く・読むの４
技能をバランス良く伸ばすことが目的としてうたわれている
が、前二者の教育に関しては、現代語の話しことばについ
ての的確な内省と分析が不可欠である。本講習では、対人
多門 靖容 （文学部教授)
接触場面での日本語の発話行動を支える条件について学
び、受講者の話しことばの分析力を向上させることを目的と
する。また、話しことばと文化との関係についての知見を高
めることも目的とする。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校・高等学
校国語教員

6,000円

平成26年5月19日～21
日【1次募集】
平成26年5月29日～6 平2620人 月6日【2次募集】
30342※2次募集は1次募集で 54569号
定員に満たなかった場
合のみ行う

愛知工業大学

私たちを取り巻く情報科学

情報教育ならびに各教科において情報技術を活用した実践
的な教育を行うために、次の４つの話題に絞り込んで講習
を行う。
（１）学習するコンピュータ
（２）コンピュータによる迷路の作り方
（３）コンピュータによる医療支援
（４）児童・生徒と学べるプログラミング言語

愛知県豊田市

6時間 平成26年8月19日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平263034555197号

0565-48-8121
（代）

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

愛知工業大学

欧米では家庭や幼稚園から企業で、子供が夢に描くおも
ちゃから工業、医療、芸術などの全文化領域で３次元プリン
ターを用いた「ものづくり」が、常識化しつつある．本講習
は、本技術の実践的な創造的ものづくり教育を行い、こども
３次元プリンターを用いた夢を育
の参加型授業に活かすことを目的として、創造物を作図す 松室 昭仁（工学部教授）
むものづくり教育
る簡易な初歩技術を学習し、自由に作製物の設計を行う。
その後３次元プリンターを用いてその場で自らの作品を作
製し手に触れていただき、本新技術の革新性や将来性を体
感・修得する。

愛知県豊田市

6時間 平成26年8月19日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平263034555198号

0565-48-8121
（代）

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

愛知工業大学

水は私たちの周りにある物質の中でも、もっともありふれた
身の周りのありふれた物質をよく
物質ですが、実は不思議な物質でもあります。水の化学と
知ろう
科学を説明し、また水と関わりが深い日用品である界面活 村田 護（工学部准教授）
－水と洗剤（界面活性剤）を中心
性剤（洗剤の主成分）についてもお話しします。またこれらを
に－
用いた簡単な実験を行います。

愛知県豊田市

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

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平263034555199号

0565-48-8121
（代）

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

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

6,000円

平成26年5月12日～
50人
平成26年5月23日

平263034555200号

0565-48-8121
（代）

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

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平263034555201号

0565-48-8121
（代）

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

愛知学院大学

愛知学院大学

鬼頭
黒河
北坂
水野

繁治（情報科学部教授）
富夫（情報科学部教授）
孝幸（情報科学部准教授）
勝教（情報科学部准教授）

実社会のあらゆる分野で、情報を伝達したり、説明したり、
説得したりする場面が増えているため、社会人としてのプレ
ゼンテーション能力が仕事の成果に影響をもたらしている。
また、教育の現場でも参加型学習が取り入れられ、発言や
石井 成美（経営学部教授）
発表の機会が増え、プレゼンテーション能力が学習効果を
左右するようになってきた。
本講習では、プレゼンテーションの基礎知識とテクニックを
解説し、プレゼンテーションの実践的な総合演習を行う。

愛知県日進市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校英語教員

愛知工業大学

教育現場でも役立つビジネスプ
レゼンテーション

愛知工業大学

建築学は家具、インテリア、住宅、学校、高層ビルまで幅広
いスケールを扱う芸術・工学の学際分野です。本講習では、
住宅・学校施設の耐震対策のための背景知識を整理し、模
型実験で建築構造を体感します。国際的な建築設計体験 石田 和人（工学部教授）
建築のしくみ：地震・構造・デザイ
談、建築デザイン実演を通じて、建築デザインの醍醐味を 中村 満喜男（工学部教授）
ン
紹介します。建築を題材として数理的デザイン教材開発、創 宮本 好信（工学部教授）
造プロジェクト型ICT、総合的学習プログラム、施設改善企
画など、具体的・日常的・実際的な教育の取り組みに活か
す手法について意見交換します。

愛知県豊田市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中学校（社会、数
学、理科、美術、
技術）・
高等学校（地理
歴史、数学、理
科、美術、工芸、
工業）教諭

愛知工業大学

東日本大震災では学校現場の対応の仕方によって被災状
子供達と先生のための防災教育 況に差が生じた。学校における防災教育と対策について考 正木 和明（工学部教授）
える。

愛知県豊田市

6時間 平成26年8月21日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平263034555202号

0565-48-8121
（代）

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

愛知工業大学

コンピュータビジョンとプログラミ
ング

コンピュータビジョンに関する解説と演習を行う。
講義では家電製品や自動車に応用されるビジョンへの理解
を深め、ものづくり技術のための話題提供を行う。演習では
カメラで取り込んだ映像を用いて、物体検出や映像加工を 矢野 良和（工学部講師）
おこなうプログラムを制作する。また走行するロボットを計測
するシステム事例も紹介し、ロボコンなどへの応用性につい
ても検討をおこなう。

教諭

中学校（数学、理
科、技術）・
高等学校（数学、
理科、情報、工
業）教諭

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月23日

平263034555203号

0565-48-8121
（代）

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

愛知産業大学

建築は設計や施工・管理だけでなく、世界の芸術・生活の
歴史文化、社会のしくみまでを触れる学問分野です。本講
建築文化の学び -生活・デザイ 習は日本・世界の建築・芸術に関する歴史とリノベーション
ン・産業・倫理やリフォームなどの空間演出の観点から現代の生活文化に
ついて事例を交えて紹介し、歴史・現代文化の教育普及へ
の応用について適宜意見交換を行い進めていきます。

6,000円

平成26年5月1日～
20人
平成26年6月30日

平263034655956号

0564-48-4801

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

愛知産業大学

中学校および高等学校における鑑賞教育の意義と在り方
について、海外の事例も参考にしながら再考する。講義形
教育現場の美術鑑賞について考
式ではなく、教育現場における実際的な問題点や疑問点を 杉山 奈生子（造形学研究科准教授）
える
参加者とともに出し合い、議論しながら進めるワークショップ
形式の講習とする。

6,000円

20人

平成26年5月1日～
平成26年6月30日

平263034655957号

0564-48-4801

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

新井
永野
熊谷
石川

勇治（造形学部准教授）
義紀（造形学部教授）
正信（造形学部教授）
清（造形学部教授）

愛知県豊田市

愛知県豊田市

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年8月21日

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（工業・技術）

愛知県岡崎市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の教諭
（美術）
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平成２６年度（第３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

高度情報化と呼ばれる現在、スポーツチームが継続的に
成果をあげていくのも難しくなっています。複雑で不確実な
環境下において継続的に成果をあげるには、過去の成功
経験に固執することなくあらたな知識を創造し、イノベーショ
簗瀬 歩（経営学部准教授）
ンを誘発していくことが重要になります。本講義では、スポー
ツ集団やチームにおける知識創造の意味や意義を考えると
ともに、それらを駆使して複雑で不確実な環境の中で生き
続けていくための運営方策を検討することを目的とします。

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

愛知県岡崎市

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
（体育、保健体
育）

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中高家庭科教
諭・
小学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263035655391号

052-781-6466

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

椙山女学園大学 ICTと教育メディア

本講座では、授業設計や学習スタイル等について考え、ICT
をどのように活用すれば、児童・生徒とのインタラクティブな
授業を生み出し、効果を上げることが出来るのか、授業実
践事例を紹介するとともに、アプリケーションソフトやイン
ターネットを単に利用するだけでなく、コンピュータを利用し
て情報を作り出すことや様々な問題を自ら解決していく力を
つけさせるための授業づくりを考える。

鳥居隆司(文化情報学部教授)
亀井美穂子(文化情報学部准教授)
松山智恵子(文化情報学部講師)
宮下十有(文化情報学部講師)

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

全教諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263035655392号

052-781-6466

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

椙山女学園大学 食育を取り巻く最新事情

・がんの予防は、食事の改善と禁煙で約2/3が達成できると
いわれ、従来成人を対象に推進されてきたが、今、子供時
代からのがん予防が学会でも叫ばれている。この背景を解
説するので、小学校の先生方にも予防運動を推進する力と
中村好志(生活科学部教授)
なっていただきたい。
加藤和代(生活科学部非常勤講師)
・近年、朝食の欠食や肥満・痩身傾向などが見られ、食育の
推進は待ったなしの重要課題である。栄養教諭としての経
験を踏まえ、学校と家庭・地域が一体となり子どもを育む食
育の考え方や実践方法について問題点を明らかにし、食育
の指導を充実させる方向を探りたい。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月6日

栄養教諭 栄養教諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263035655393号

052-781-6466

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

椙山女学園大学 発達障害の最新研究

・どの学校も、発達障害のある子どもへの対応に苦慮してい
る現状である。そこで、発達障害のある子どもの困難さや困
り感に焦点を当て、現場で役立つ基本的なかかわり方につ
いて具体的な事例を示す。さらに、注目されているソーシャ
ルスキルトレーニングやテクノロジーを活用した指導方法に 宮川充司(教育学部教授)
ついて、映像を見ながら解説する。
矢野博明（星槎名古屋中学校副校長）
・発達障害、特に自閉症スペクトラム障害・ADHD・LDについ
て、二次障害や併存症といった研究の最前線の動向を紹介
解説し、発達障害をもつ子どもの理解や対応に有益な情報
を提供する。

愛知県名古屋
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

100人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263035655394号

052-781-6466

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

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月7日

中高家庭科教
教諭
諭・小学校教諭・
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263035655395号

052-781-6466

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

Michael Stockwell(国際コミュニケーション学部
准教授)
愛知県名古屋
Cheryl Dicello(国際コミュニケーション学部准教 市
授)

6時間 平成26年8月7日

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263035655396号

052-781-6466

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

6,000円

70人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263035655397号

052-781-6466

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

愛知産業大学

椙山女学園大学

スポーツチームの知識創造とマ
ネジメント

家庭科の課題と最新研究(衣・
住・経営)

・服装が人の心に及ぼす影響を心理、生理より捉え、より良
い衣生活を考える。また、色彩がもつ印象、生活環境への
応用を取り上げ、話題のカラーユニバーサルデザインにつ
いて解説する。
吉田良生（現代マネジメント教授）
・日常に数えきれないほど使われているプラスチックの特性
橋本令子(生活科学部教授)
と、材料と加工法の歴史を解説し、簡単な加工実演も行う。
滝本成人（生活科学部准教授）
・女性の労働市場への参加希望が増える中、出産後も就業
を続けているのは３割であるというデータが出ている。経済
理論的に考え、事例を紹介する。

・我が国・諸外国の食文化、継承すべき食文化などを児童・
生徒に理解させるため、学齢に応じた教材の工夫すべき点
などについて、グループ活動を通して考える。
・食生活の欧米化やライフスタイルの変化による外食、中食
の普及により、豊かな食生活の維持には農産物貿易は欠 加藤昌彦(生活科学部教授)
椙山女学園大学 食と健康についての最新の課題 かせない。多様化した食生活と、農産物貿易の現状と課題 加賀谷みえ子(生活科学部准教授)
を概説する。
水野英雄(現代マネジメント学部准教授)
・私たちは持続可能で幸福な超高齢社会づくりに取り組んで
いかなければならない。平均寿命と健康寿命の差を短縮た
めに、自らの口で食べ栄養改善を図るためにはどうするか
等、概説する。
この講座では、外国語を学ぶ上で必要な４つの分野「リー
ディング・ライティング・リスニング・スピーキング」においてす
ぐに使える活動を紹介します。各教師の教える内容は異な
教室英語を使いこなす―英語で
椙山女学園大学
りますが、どれも学習者中心の授業となるように考えられた
授業を行うことを目指して
内容です。私たちがこれまで取り組んできた、この学習者を
中心とした授業作りの考え方を是非とも共有したいと考えて
います。皆様に役立つことを願っています。

椙山女学園大学 子どもの発達と性の健康

・子どもの発達は、生涯発達の視点から一生の中の一部分
としてとらえるようになってきた。そこで、発達に関する考え
方の変化及び環境との相互作用、環境への主体的な関わ
りが個人の発達にとって重要であることを、社会化の観点か
ら考える。
後藤宗理(看護学部教授)
・思春期の若者を巡り、望まない妊娠や性感染症予防と合
服部律子(看護学部教授)
わせて「出産適齢期」の教育が求められている。これらにつ
いて研究成果や統計データなどから若者の意識や行動の
特徴を概説し、小中高等学校での「性の健康教育」の経験
や健康行動の理論などを交えて、性の健康教育や支援の
あり方を考える。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月8日
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教諭

中高英語科教諭

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

6,000円

20人

平成26年5月1日～
平成26年6月30日

平263034655958号

0564-48-4801

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

平成２６年度（第３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

椙山女学園大学 国語科の指導法

講習の概要

担当講師

・小論文・作文・感想文を書くことへの苦手意識は、国語が
得意な生徒にも見られるようだ。どうしたら「書ける」意識を
持てるか、基本的な論述文の作法や構成を、論文と呼べる
体裁を整えるコツ、細部のテクニックと発展させる。
・国語科の授業で扱う文章は、読解力・思考力を養う素材で
堀田あけみ(国際コミュニケーション学部准教授) 愛知県名古屋
あると同時に、自分が帰属している(あるいはしていない)社
広瀬正浩(国際コミュニケーション学部講師)
市
会に目を向け、問題意識を持つきっかけになるものでもあ
る。主に後者の意義を重視し、文章を通じていかに社会に
ついて考えるかを探る。評論は「水の東西」、小説は「山月
記」を取り上げる。

・近年、生活習慣病の低年齢化が注目されている。中学生
を対象に行った身体測定、血液生化学検査、生活習慣の質
問紙調査結果に基づいて生活習慣病の実態を紹介し、子ど
も・家族、地域社会・学校を含めた予防的介入への取り組
み等を考える。
・生命にかかわる食物アレルギー反応について取り上げ
阪口しげ子(看護学部教授)
る。食事とアナフィラキシーの関連、また、アナフィラキシー 佐原弘子(看護学部教授)
ショックを起こした時の緊急対応法について解説する。次
に、思春期の子どもたちが抱える、肥満や摂食障害などの
問題を食習慣の中から見つけ、早期に対応するポイントを
解説する。

中高国語科教諭

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

50人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263035655398号

052-781-6466

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

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年5月24日

平263035655399号

052-781-6466

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

教諭

中学校保健体育
科・高等学校保
健体育科教諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年5月31日

平263035953301号

052-835-7162

http://www.chukyou.ac.jp

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年5月31日

平263035953302号

052-835-7162

http://www.chukyou.ac.jp

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校国語科・
高等学校国語科
教諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年5月31日

平263035953303号

052-835-7162

http://www.chukyou.ac.jp

愛知県名古屋
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

7,000円

24人

平成26年5月16日～
平成26年5月31日

平263035953304号

052-835-7162

http://www.chukyou.ac.jp

生活指導と道徳教育

・ヨーロッパ評議会が開発・推進してきた人権教育実践の一
部を体験してもらうとともに、その背景にある経験学習理論
を検討し、我が国の道徳教育のあり方を考える
原口 友輝（国際教養学部講師）
・「いじめ」などの生徒指導上の諸問題に関して、トラブルへ 照本 祥敬（国際教養学部教授）
の対応にとどまらない、日常的な指導のあり方について実
践事例を交えて検討する。

愛知県名古屋
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5月16日～
平成26年5月31日

平263035953305号

052-835-7162

http://www.chukyou.ac.jp

養護教諭のためのスキルアップ
講座Ⅰ
(健康教育)

本講座（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）は、小学校・中学校・高等学校養護教
諭向けの講習である。講座Ⅰ（健康教育）では、①身体組成
からアプローチするメタボリック・シンドロームと肥満の予防
改善方策について、②小・中学生のセルフ・エスティーム（肯
定的な自己評価）からの健康支援について、③医薬品の正
しい理解と健康との関わりについて、④からだの仕組みと働
きについて学ぶ。

梶岡 多恵子（教育学部教授）
村松 常司（教育学部教授）
糸魚川 政孝（スポーツ健康科学部教授）
太田 久彦（健康栄養学部教授）

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月25日

養護教諭

小・中・高校に勤
務する養護教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月10日

平263036254272号

052-801-1979

https://www.tokaiga
kuen-u.ac.jp/

養護教諭のためのスキルアップ
講座Ⅱ
(健康相談)

本講座（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）は、小学校・中学校・高等学校養護教諭
向けの講習である。講座Ⅱ（健康相談）では、養護教諭が行
う健康相談活動のプロセスを学ぶとともに、児童・青年期に
よく見られる情緒的行動障害や精神的疾患に対する理解を
深め、早期発見や適切な対応のポイントを学ぶ。また、リス
ニングの基本ならびに短時間で行動変容が可能な健康相
談活動の理論と方法を学ぶ。

渡辺 久雄（愛知みずほ大学大学院人間科学
研究科特任教授）
林 典子（教育学部客員教授）
石田 妙美（教育学部准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月26日

養護教諭

小・中・高校に勤
務する養護教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月10日

平263036254273号

052-801-1979

https://www.tokaiga
kuen-u.ac.jp/

言葉への理解を深める

中川 直志（国際英語学部准教授）
榎木薗 鉄也（国際英語学部教授）

中京大学

新しい国語科指導

・国語科における文字の指導について、理論と実技を通じて
学習する。①文字の知識（漢字、ひらがな、字形、筆順） ②
毛筆・硬筆を使用した運筆技法（筆法、筆圧、速度）③文字
鑑賞の観点
大池 茂樹（文学部教授）
・古典指導における留意点について、作品全体の理解や作 徳竹 由明（文学部准教授）
品の描かれた時代の実情を把握することの必要性を、多角
的に考えてみたい。 対象作品・場面：『平家物語』巻第九
「木曾最期」・巻第十一「那須与一」

中京大学

日本協同教育学会が開発した協同学習の進め方の基本習
得のためのワークショップを行う。受講者参加型の講習とな
ワークショップ：協同学習の基礎 る。
有本 高尉（国際教養学部非常勤講師）
①協同の考え方に立つ学習観・教育観
②授業で使える協同の技法

東海学園大学

教諭

受講料 受講人数

6時間 平成26年8月1日

・英語から見た日本語、日本語から見た英語、日本語と英
語の相違や共通点について概観しつつ、教員として「こと
ば」とどう向き合うかを考える。
・多言語社会の言語政策、言語状況、教育の現状を、特に
インドの事例を踏まえて報告する。教育言語、母語の重要
性、英語の功罪、言語学習負担、インドの教育問題等につ
いて考察する。

東海学園大学

6時間 平成26年8月8日

対象職種 主な受講対象者

愛知県名古屋
市

健康・スポーツに関する指導

竹内
松本
中本
家田

中京大学

講習の期間

6時間 平成26年8月9日

・『武道』の教育的価値（講義）： 中・高等学校における「柔
道指導」の授業づくり
・運動中の事故防止、熱中症の予防： 知って防ごう熱中
症、２度目が危ない脳振とう、心臓振とうにはＡＥＤ
・新しい球技の指導法（講義）： 動き、考え、気づく、ゲーム
を中心にした新しい球技の指導法
・生活習慣と健康： 喫煙防止教育・活動の要点及び栄養・
食生活の目標と食事バランスガイド

中京大学

時間数

愛知県名古屋
市

椙山女学園大学 子どもの生活習慣病と食生活

中京大学

講習の開催地

外夫（スポーツ科学部教授）
孝朗（スポーツ科学部教授）
光彦（スポーツ科学部講師）
重晴（スポーツ科学部教授）
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平成２６年度（第３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

本講座（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）は、小学校・中学校・高等学校養護教諭
向けの講習である。講座Ⅲ（学校救急処置）では、最新の医
学情報をとりいれた救急処置を学ぶ。また、救急医療の基 野口宏（教育学部特任教授）
礎を学び、創傷の発生機序、検査・診断・治療法・応急処置 石田妙美（教育学部准教授）
などを医学的に理解する。学校現場でのヒヤリハット事例か 高橋澄子（教育学部准教授）
ら、ヘルスアセスメント・バイタルサインに着目した救急処置
の在り方を実習する。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月27日

養護教諭

小・中・高校に勤
務する養護教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月10日

平263036254274号

052-801-1979

https://www.tokaiga
kuen-u.ac.jp/

東海学園大学

養護教諭のためのスキルアップ
講座Ⅲ
(学校救急処置)

東海学園大学

本講座は、栄養教諭向けの講習である。部活動やクラブ
太田 久彦（健康栄養学部教授）
スポーツをする児童・生徒への効 活動等でスポーツをする児童・生徒に対し、どのような栄養
林 享（人間健康学部准教授）
果的な栄養教育方法
教育を行うとよいか、子どもの身体の発達を踏まえたスポー
松島 佳子（健康栄養学部准教授）
ツ栄養学の観点から学ぶ。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月25日

栄養教諭

小・中・高校に勤
務する栄養教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月10日

平263036254275号

052-801-1979

https://www.tokaiga
kuen-u.ac.jp/

東海学園大学

本講座は、栄養教諭向けの講習である。近年、重要視され
食物アレルギーに対する基礎知 ている食物アレルギーを持つ児童・生徒、およびその保護
識と適切な対処法
者への対応のポイントについて知る。さらに、調理実習を通
して、調理現場での作業ポイントも学ぶ。

寺嶋
西田
山本
中出

正治（健康栄養学部教授）
淑男（健康栄養学部教授）
由喜子（健康栄養学部教授）
美代（健康栄養学部准教授）

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月26日

栄養教諭

小・中・高校に勤
務する栄養教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月10日

平263036254276号

052-801-1979

https://www.tokaiga
kuen-u.ac.jp/

東海学園大学

本講座は、栄養教諭向けの講習である。食品衛生につい
学校給食における衛生管理の最 ての講義や、食材・調理機器類の菌数測定や調理従事者
前線
の健康管理法等の実験実習を通し、安心・安全な学校給食
を提供するための正しい衛生管理について学ぶ。

白石 則之（健康栄養学部教授）
武山 英麿（健康栄養学部准教授）
長谷川 順子（健康栄養学部助教）
平野 義晃（健康栄養学部助教）

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月27日

栄養教諭

小・中・高校に勤
務する栄養教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月10日

平263036254277号

052-801-1979

https://www.tokaiga
kuen-u.ac.jp/

教材の開発

このコースでは、教材の開発における問題点や、英語の授
業をより創造的で楽しく効果的にするための教材の使い方
について調査検討を行います。グループワークや討論、共
CRIPPS, Anthony （外国語学部教授）
同研究課題を行います。参加者は自分の授業で使用してい
る教材を持参していただくことになります。最終試験を含め、
すべて英語で行います。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月1日

教諭

中学校・高等学
校 英語科教諭

6,000円

20人

平成26年6月1日～平
成26年7月1日

平263037753458号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp/

南山大学

コミュニカティブ・アプローチと教
材作成

外国語教育の方法として現在主流となっているコミュニカ
ティブ・アプローチ（Communicative Language Teaching
Approach）に枠組みを限定して言語教材を考察する。英語
学習教材をどのように作成すればよいのか、あるいは既存
松永 隆（外国語学部教授）
の教材をいかにして英語教師自身の目的に合ったものに修
正して活用するのか、実際に使用した教材をどのように評
価すればよいのかという視点から、実習、体験学習型の講
義内容となっています。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月2日

教諭

中学校・高等学
校 英語科教諭

6,000円

平成26年6月2日～
20人
平成26年7月2日

平263037753459号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp/

南山大学

「財政赤字」をテーマに、経済学の基本的な考え方や、現実
経済の様々な問題点について講義をします。経済学は中・
中学校・高校教員のための経済 高校生にとってイメージのしづらい学問ですので、先生方に
西森 晃（経済学部准教授）
学
経済学をご理解いただくことで進路指導等の参考にしてい
ただければ幸いです。また、経済学と数学の関係について
も簡単に説明する予定です。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校社会科・
高等学校公民科
教諭

6,000円

30人

平263037753460号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp/

児童・生徒たちの心の成長や人間関係の発達を促進するた
めのグループ活動について、実習体験を通して学びます。
また、その基礎的な理論についても概説します。グループ活 楠本 和彦（人文学部教授）
動実習を自分の現場で行う際の工夫点や留意点について
も考えていきたいと思っています。

愛知県名古屋
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

48人

平成26年6月10日～
平成26年7月10日

平263037753461号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp/

南山大学

平成26年6月5日～
平成26年7月5日

南山大学

学級内の人間関係づくりを体験
から学ぶ

南山大学

「○は△である」の形の３つの文「nは1である」、「nは自然数
である」、「自然数は整数である」は、それぞれ、「n＝1」、「n
∈Ｎ」、「Ｎ⊆Ｚ」と記号化できる。もとの３つの文は同じ形をし
数学教育における記号化の役割 ているが、この記号化により、それらの意味の違いが明確 佐々木 克巳(情報理工学部教授)
になることがわかる。この講座では、このような記号化のよ
さを感じられる例を体験し、数学における文を適切に表現す
ることに応用する。

愛知県瀬戸市

6時間 平成26年9月6日

教諭

中学校・高等学
校 数学科教諭

6,000円

20人

平成26年7月1日～
平成26年7月31日

平263037753462号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp/

南山大学

英語を総合的にとらえた統合的な授業の一例を提案しま
す。Readers Theatre (RT) 英語音読劇を利用して、読解、文
法、音読、英語表現（音声解釈）を一体的に学びます。講座
内容は、①理論的背景講義、②実践参加型ワークショップ、
総合的英語の統合的な指導-音
③発表による試験です。これまでのRT研究から、1.音読学 浅野 享三（短期大学部准教授）
読劇の利用習授業を補う、2.深い読解が可能になる、3.学力試験とは別
の尺度で学習成果を表し得る、4.協同的に学び、互いに貢
献して諸課題を解決する、5.教科「英語」ではなく、言語「英
語」を実感する、ことが明らかです。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年9月13日

教諭

中学校・高等学
校 英語科教諭

6,000円

30人

平成26年7月1日～
平成26年7月31日

平263037753463号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp/

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年10月4日

教諭

中学校・高等学
校 国語科教諭

6,000円

50人

平成26年8月4日～
平成26年9月4日

平263037753464号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp/

愛知県瀬戸市

6時間 平成26年10月25日

教諭

中学校・高等学
校 数学科教諭

6,000円

30人

平成26年8月25日～
平成26年9月25日

平263037753465号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp/

南山大学

南山大学

日本の古典文学、近現代文学をどのようなものとして教える
か、その可能性や問題点などを、研究のあり方や具体的な
作品の読み方などをふまえながら、あらためて考える。古典
中学・高校教員のための古典・近 文学担当と近現代文学担当の２名の教員が午前と午後とに 細谷 博（人文学部教授）
現代文学研究
分かれて、各々の資料を配布し、それらに従って講習を進 辻本 裕成（人文学部教授）
める。時間内に試験時間を設け、筆記試験によって認定を
行う。

統計的見方と考え方－データを
通して現実を探る

統計学はデータが持っている情報を効果的に取り出し、
データの背後に隠れた事実を解明したり探索していく方法を
扱う科学である。本講習では、身近な問題とデータを取り上
げながら統計的な見方と考え方を紹介する。また、現実の
木村 美善（情報理工学部教授）
データは多変数の組からなっていることが多いので、多変
数間の関係を分析するためのいくつかの主要な多変量解
析法についても概説し、ごく簡単なデータからいろんなこと
が分かってくることを示す。
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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

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

南山大学

中学・高校レベルでスペイン語科を担当している教諭諸氏を
対象として実際に使われているテキストを題材に、初学習者 木下 登（外国語学部教授）
スペイン語教授法ワークショップ
の学生を対象とするスペイン語教育において、どのような言 ESCANDON, Arturo（外国語学部准教授）
語活動が可能か、受講者とともに実践的に考える。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年11月15日

教諭

中学校・高等学
校 スペイン語科
教諭

6,000円

15人

平26平成26年9月15日～平
30377成26年10月15日
53466号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp/

南山大学

このワークショップはあなた自身がアクションリサーチ・プロ
ジェクトを計画するのをサポートします。自分のリサーチの
枠組みをどのように作るか、学習と教育のポートフォリオ、
教室でアクションリサーチを始め 観察、調査票、インタビューなどを利用してどのようにデータ
CROKER, Robert A.（総合政策学部教授）
よう！
を収集するか、そしてどのようにデータを分析して発表する
かを学びます。ワークショップが終わる時には、自分自身の
アクションリサーチ計画ができあがっていることでしょう。最
終試験を含め、講習はすべて英語で行います。

愛知県名古屋
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

6,000円

16人

平成26年10月6日～
平成26年11月6日

平263037753467号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp/

日本福祉大学

近年、貧困・格差の拡大が大きな社会問題になっています。
とりわけ、貧困な家庭に育った子どもたちの将来に貧困が
再生産されたり、貧困な家庭で児童虐待のリスクが高まっ 中村強士（社会福祉学部准教授）
子どもを取り巻く貧困問題と教育
たりするなど、貧困問題のしわ寄せが子どもたちに及んでい 野尻紀恵（社会福祉学部准教授）
の課題
ることは深刻な問題です。本講習では、保育や児童養護、 堀場純矢（社会福祉学部准教授）
学校ソーシャルワークのさまざまな切り口から「子どもの貧
困」を学び、教育現場での課題を考える材料を提供します。

愛知県半田市

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

72人

平成26年5月7日～
平成26年7月18日

平263037953326号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp

保護者との連携と支援

次の2点を目標に講習を進めます。①教師が保護者とのか
かわりで傷つくことがないよう、保護者についての正確な見
たてができ、良好な関係を形成できるような方法論を習得す
ること。②保護者をクレーマーに仕立て上げることがないよ 江口昇勇（子ども発達学部教授）
う、初期対応における適切なアプローチができるようになる
こと。講習は、ロールプレイなど実技を交えて楽しく行いま
す。

愛知県半田市

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

72人

平成26年5月7日～
平成26年7月18日

平263037953327号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp

“支援を必要とする子”を理解す
るためのワークショップ

発達障害をはじめとした支援が必要な児童・生徒への理解
を、ミニ講義、ワークシートによる検討やグループ討論、校
内研修等に応用できる簡単な発達障害疑似体験等を用い
て参加者同士で共有しながら整理していきます。なお、講義
や対応については幼から小学生程度の発達段階にある子 堀美和子（子ども発達学部准教授）
を想定しています。発達障害の基礎知識や担当経験を持
ち、そこでの体験や関わりについて伝える事ができる幼・
小・特支教諭・養護教諭を受講対象とします（内容を了解し
ていれば中・高教諭も可）。

愛知県半田市

6時間 平成26年8月22日

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5月7日～
平成26年7月18日

平263037953328号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp

日本福祉大学

地域研究の実践

学生がフィールドに出て研究活動することは、予期せぬ問
題に直面することになり、自ら問題を解決する能力を育むこ
とにつながります。本講習では、大学生が知多半島や中国
などで実施した地域研究の活動内容を具体的に紹介すると
ともに、その教育的な効果や実施するうえでの課題につい
て考えます。社会科や生活科、総合学習や体験学習での教
材化にも配慮して講習を行います。

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（地理歴史・公
民）教諭

6,000円

72人

平成26年5月7日～
平成26年7月18日

平263037953329号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp

日本福祉大学

知多半島のものづくりおよびものづくりの周辺にあるさまざ
まな事柄を素材に、時代の移り変わりについて考えます。身
近なもの、知多半島らしいものを取り上げ、そこから各時
地域研究の素材としての知多半
代・時期のありさまと知多半島の特質を読み解きます。本学
島ものづくりの歴史
知多半島総合研究所の研究成果を還元し、さまざまな角度
から知多半島のものづくりの歴史をみることにより、地域を
活かした授業を展開する方法・素材を提供します。

教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（地理歴史・公
民）教諭

6,000円

平成26年5月7日～
72人
平成26年7月18日

平263037953330号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp

日本福祉大学

前半は、特殊教育から特別支援教育への転換の概要とそ
の教育について理解を深めるとともに、特別支援教育の今
特別支援教育の変遷と今後の課 後と課題についての議論も深めてみたい。後半は、障害の 大和田孝士（子ども発達学部 教授）
題
ある子ども達のキャリア教育、就労、人権と性教育などの視 伊藤修毅（子ども発達学部 助教）
点からの講義を組み立てる。本講座は、特別な支援を必要
とする子どもたちと関わる先生方の受講を推奨します。

愛知県半田市

6時間 平成26年8月26日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

72人

平成26年5月7日～
平成26年7月18日

平263037953331号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp

日本福祉大学

障害のある子どもの可愛さや可能性を見つける手掛かりを
得ることを目標に講義を進める。①「障害がある」とはどうい
うことかを学ぶ、②障害のある子どもの発達を理解する視点
障害児の発達を理解するための を学ぶ、③保育・教育活動の中での発達支援の基礎を学
近藤直子（子ども発達学部教授）
基礎
ぶ。④保護者と協力関係を築くための視点を学ぶ。講義と
グループディスカッションを交えて進める。なお、本講座は、
障害のある子どもと関わり始めた教諭、これから関わろうと
考えている教諭を特に対象としている。

愛知県半田市

6時間 平成26年8月27日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

72人

平成26年5月7日～
平成26年7月18日

平263037953332号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp

日本福祉大学

コミュニケーション力の育成という観点から、中学、高等学
校での英語教育を改めて概観し、学習指導要領改編に備え
ます。英語教師自らの英語力維持向上と指導技術の向上と
いう二つの柱で構成し、①受信と発信のバランスに配慮した 小倉美津夫（国際福祉開発学部教授）
中学・高校英語指導の徹底研修
英語教授の基本的技術、②英語教師自らも学習者としての 中西哲彦（国際福祉開発学部准教授）
初心を思い出すドラマを取り入れた授業紹介、③教師自ら
も準備段階から英語を駆使するプロジェクト型学習を取り入
れた授業の紹介なども行います。

愛知県名古屋
市

18,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年7月18日

平263037953333号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp

日本福祉大学

日本福祉大学

加茂浩靖（経済学部准教授）
鈴木健司（経済学部准教授）
原田忠直（経済学部准教授）
磯部作（子ども発達学部教授）

愛知県半田市

福岡猛志（日本福祉大学知多半島総合研究所
長）
曲田浩和（経済学部教授）
愛知県半田市
磯部作（子ども発達学部教授）
高部淑子（日本福祉大学非常勤講師、日本福
祉大学知多半島総合研究所研究員）

6時間 平成26年8月25日

18時間
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教諭

中学校・高等学
校の英語科教員
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公益財団法人全
日本私立幼稚園
幼稚園の役割を広め深める
幼児教育研究機
構

近年、幼児の不規則な生活習慣が心身の発育・発達に影
響を与えることが懸念され、子どもの体力・運動能力の低下
の問題は、幼児期からの取り組みが重要であると着目され
てきている。本講習では、幼児の生活習慣、体力・運動能力 花井忠征(中部大学現代教育学部教授)
に関わる現状と課題について理論的にアプローチしていく。
また、幼児期に豊かな体力・運動能力を育ませるための運
動遊びを実技実習を通して探求していく。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年7月30日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

200人

平成26年4月21日～
平成26年5月16日

平268134054193号

03-3237-1957

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

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

この講習では、障がい児を含めた保育について、障がいの
特性の理解、保育上の留意すべき点、保護者への対応、専
川瀬正裕(金城学院大学人間科学部教授)
門機関との連携、小学校との連携、特別支援教育の理解な
どを中心に学んでいく。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月4日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

200人

平成26年4月21日～
平成26年5月16日

平268134054194号

03-3237-1957

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

公益財団法人全
日本私立幼稚園
保育現場での質を高める
幼児教育研究機
構

近年、ケアという言葉が医療、看護、介護などの福祉といっ
た領域だけではなく、保育の領域でその意味を問い直す概
念として注目されている。ケアは人だけではなく、環境（人、
モノ、こと）もケアしている。本講習では、まず、ケア概念につ 林浩子(立教女学院短期大学幼児教育科准教
いて学んだ後、ビデオ映像や事例から幼児の遊びや生活を 授)
ケアで読み解いていくことで、幼児を理解するとともに、その
ための教師の援助の在り方や、子どもとの関係の在り様に
ついて考えていく。

愛知県名古屋
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

200人

平成26年4月21日～
平成26年5月16日

平268134054195号

03-3237-1957

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

名古屋経済大
教育の最新事情関係（選択領
学・名古屋経済
域）
大学短期大学部

安藤 悦夫（人間生活科学部教授）
伊藤 利明（人間生活科学部教授）
川添 公仁（人間生活科学部教授）
小林 修 （人間生活科学部教授）
近藤 久雄（法学部教授）
近藤 利恵（経営学部教授）
柴田 良一（経営学部教授）
宮沢 秀次（人間生活科学部教授）
伊藤 博美（人間生活科学部准教授）
幼稚園と小学校の教員を対象として、教科指導・生徒指 下川 郁子（経済学部准教授）
導、その他の充実に関する事項を学習する。幼稚園の領
楯 誠 （人間生活科学部准教授）
域、小学校の教科の指導に役立つ知識・技能を修得する。 早川 麻理子（人間生活科学部准教授）
生徒指導のあり方を理解し、教育相談の意義を確認する。 李 彩華(経営学部准教授)
食育の大切さを学習し、情報モラルやセキュリティのあり方 片田 保彦（人間生活科学部講師）
を探求する。
倉地 要（犬山市立犬山南小学校校長）
横井 正信（人間生活科学部講師）
植田 克己（短期大学部教授）
寺田 泰人（短期大学部教授）
日比野 光敏（短期大学部教授）
船井 廣則（短期大学部教授）
角谷 新一（短期大学部准教授）
飯田 幸恵（稲沢市職員（学芸員））
多川 則子（短期大学部准教授）
藤田 雅也（短期大学部准教授）

愛知県犬山市

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

18,000円

70人

平成26年6月16日～
平成26年7月18日

平269235555319号

0568-679305(直）

http://www.nagoyaku.ac.jp/

滋賀大学

特別支援教育Ⅰ

障害児教育において重要な「発達的に理解する」とはどうい
うことかについて学ぶとともに、発達診断の意味やその教育
白石 惠理子（教育学部教授）
実践への結びつきについて考える。また、障害をはじめとす
窪田 知子（教育学部講師）
るさまざまなニーズを持つ子どもたちやその保護者に対し
て、学校や教師がどのように支援できるかについて考える。

6時間 平成26年8月8日

幼稚園・小・中・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

180人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055959号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

特別支援教育Ⅱ

心理学的見地から発達障害について理解を深めるととも
に、どのような教育的支援が求められるかについて学ぶ。ま
近藤 文里（教育学部教授）
た、特別支援教育コーディネーターを中心に学校内外の人
藤岡 秀樹（京都教育大学教育学部教授）
的資源を生かしたチーム援助のあり方について、具体的に
学ぶ。

6時間 平成26年8月11日

幼稚園・小・中・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

180人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055960号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

心と身体の健康Ⅰ

健康教育について基礎的理解を深める。「居場所」という概
念を通して子どもと学校との絆を深める方策について考え
る。また、身体の発育・発達の概要を理解するとともに、運
動の生体影響について生理学的メカニズムの基礎を学修
する。さらに、運動の健康への効果について、先端的知見
から科学的根拠を得る。

6時間 平成26年8月8日

幼稚園・小・中・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055961号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

心と身体の健康Ⅱ

精神科的疾患についての基礎的な知識を習得し、治療的な
介入や薬物療法についての理解を深めることを目標とす
る。そして具体例を取り上げつつ、メンタルな問題を抱える
生徒への支援・援助について検討する。また、子どもの心身 久保田 泰考（保健管理センター准教授）
の発達についてフロイトの発達理論より解説し、様々な心身 芦谷 道子（教育学部准教授）
症について理解を深める。さらに、子どもたちの描画、箱庭
等の事例を通して内的世界について理解を深めて、臨床心
理学的支援への考察を行う。

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月12日

幼稚園・小・中・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

180人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055962号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

国際理解教育

外国人労働者の多い滋賀県の実態をふまえつつ、その歴
史的背景や、抱えている問題点などを考える。日本各地で
の同様な現場での取り組みを参考にしながら、学校教育と 平畑 奈美（国際センター准教授）
しての多文化化をともに学ぶ。そして、こうした子どもたちの 杉江 淑子（教育学部教授）
文化的アイデンティティの形成過程などについて、特に音楽
文化との関わりを中心に考察する。

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月11日

幼稚園・小・中・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055963号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

滋賀大学

滋賀大学

滋賀大学

滋賀大学

高柳 真人（びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ
学部教授）
金森 雅夫（びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ
学部教授）

滋賀県大津市

滋賀県大津市

滋賀県大津市

18時間
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滋賀大学
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滋賀大学

滋賀大学

滋賀大学

滋賀大学
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環境教育

環境問題に関わる社会学理論について理解した上で、栗東
市産廃処分場（RD）問題を事例とした社会学的分析を行う。
この事例を通して地域環境問題が社会紛争として顕在化す
早川 洋行（教育学部教授）
ることを踏まえ、そこに環境問題をめぐるドラマが生成され
市川 智史（環境総合研究センター教授）
ていることを学ぶ。また、環境教育で重視されている、参加
体験型環境教育プログラムの事例や作成方法についての
議論を通して、その手法を学ぶ。

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小・中・高等学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055964号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

情報

ICTを取り巻く現状と、特に電子黒板を取り扱った授業の実
例をいくつか挙げながらICT機器の効果的な活用方法につ
岩井 憲一（教育学部准教授）
いて考える。また、１９８０年代後半に生まれた比較的新し
右田 正夫（教育学部准教授）
い分野「人工生命」の研究事例を通して「生命とは何か」に
ついて考える。

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小・中・高等学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055965号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

国語

身近な地域教材を用いて国語や古典への「距離感」を解消
する方法を学ぶ。国語学分野においては、日本語の方言を
国語学研究の視点から検討することで、日本語を客観的に 松丸 真大（教育学部准教授）
捉え直すことの重要性を理解する。また古典分野において 吉川 栄治（教育学部教授）
は、古典における近江という地域について、地域アイデン
ティティ、都との関係、環境破壊といったテーマから考える。

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小・中(国語）・高
等学校(国語）・特
別支援学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055966号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

社会Ⅰ

社会科に求められているのはどのような学力であろうか。本
講座は授業理論と教育評価という観点から、現代の変容す
る社会に求められる学力論について学ぶ。社会科の具体的 川口 広美（教育学部講師）
な授業分析を通じて、社会の変化に対応した授業論につい 岸本 実（教育学部教授）
て考える。また、評価項目のうち「思考・判断・表現」に注目
して、パフォーマンス評価の可能性について探る。

教諭

小・中(社会）・高
等学校（地理歴
史・公民）・特別
支援学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055967号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

社会Ⅱ

中学校社会科の新しい学習指導要領はいくつかの新たな
課題を提示している。歴史的分野における新課題は生徒の
歴史認識を明確にするための「時代の大観」である。本講座
大清水 裕（教育学部講師）
では、西洋史における古代と中世の新しい見方について学
渡辺 暁彦（教育学部准教授）
ぶ。公民的分野では、国民に法や裁判に対して理解を深め
ることを求めている裁判員制度について考え、今後の「法教
育」のあり方を探求する。

教諭

小・中(社会）・高
等学校（地理歴
史・公民）・特別
支援学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055968号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

算数・数学

江戸時代の文字遊び「目付字（めつけじ）」や「継子立（まま
こだて）」といった遊びの背景にある「数学」を追究したり、
長谷川 武博（教育学部講師）
ユークリッド幾何における「三角形の内角の和に関する問
篠原 雅史（教育学部講師）
題」や球面幾何における「１３球問題」などに取り組んだりす
ることを通して、学校数学について考える。

教諭

小・中（数学）・高
等学校（数学）・
特別支援学校教
諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055969号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

理科Ⅰ

「光」も「生命」も共に小学校から高校まで取り扱われる理科
の基本的内容である。光の正体に対する物理的考え方は
時代とともに大きく変化してきたが、現代の考え方である量
子に至るまでの歴史を辿ることで光に対する理解を深める。 神山 保（教育学部教授）
また生命について、本講習では化学的方法で生命現象を追 糸乗 前（教育学部教授）
求する生化学の内容のうち、生命を構成する物質の化学構
造とその生理機能について学び、さらにバイオテクノロジー
についても理解を深める。

教諭

小・中(理科）・高
等学校（理科）・
特別支援学校教
諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055970号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

理科Ⅱ

生命科学に関する最近の話題に対応できるように、人間の
身体における生命現象を分子のレベルで理解する。特に遺
伝子の役割やタンパク質の構造と機能について深く学ぶ。
一方、地球科学においてプレートテクトニクスはその基本と 古橋 潔（教育学部教授）
なる概念であり、日本列島に多い火山や地震とも深く関係し 越後 拓也（教育学部講師）
ている。本講習では、火山の形成や地震の発生、日本列島
の成り立ちなどを、プレートテクトニクスの観点から理解する
ことを目指す。

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小・中(理科）・高
等学校（理科）・
特別支援学校教
諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055971号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

生活

生活科という教科の設置された原点について、教育実践を
例にとって振り返るとともに、体験活動や表現活動の充実と
いう今日的な課題に対応した生活科のあり方について探求
本田 充（滋賀県彦根市立教育研究所所長）
する。また、遊びや地域との関係の変化によって生じた子ど
松田 隆典（教育学部教授）
もの空間認識の変化を、表現活動の充実など生活科にお
ける課題認識の変化と結びつけて、小学校中学年の社会
科への橋渡しのあり方を考える。

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園・小・特別
支援学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055972号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

音楽

ソプラノリコーダーを使いながら、管楽器の基本的な奏法に
ついて指導法を学ぶ。そして現行の指導要領で一層重点が
中根 庸介（教育学部講師）
おかれている音楽づくり・創作について体験する。遊びとし
林 睦（教育学部准教授）
ての音の活動を通して、楽しく、心に響く何かを求めつつ、
教育現場で生きる実践的な方向付けとして位置づける。

教諭

幼稚園・小・中(音
楽）・高等学校
（音楽）・特別支
援学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055973号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

図画工作・美術

子どもの絵の発達や子どもの絵の見方、指導法などについ
て、具体的な事例を通して考える。また、学習指導要領に新
新関 伸也（教育学部教授）
しく設定された「共通事項」のねらいとともに、「造形遊び」の
大嶋 彰（教育学部教授）
意図が多くの教育現場で理解されにくいという問題に焦点
を絞って考える。

教諭

幼稚園・小・中(美
術）・高等学校(美
術）・特別支援学
校教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055974号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

家庭

家庭科教育における食教育の考え方と具体的進め方につ
いて、小学校家庭科を中心に基本的な理解を深める。ま
た、地震の活動期である日本の現状をふまえ、学校におい 矢野 由起（教育学部教授）
て巨大地震への備えに対して教師の果たすべき役割や、災 田中 宏子（教育学部准教授）
害を減ずるために児童・生徒にどのような教育を行うべきか
を考える。

教諭

幼・小・中（家
庭）・高等学校
（家庭）・特別支
援学校教諭

6,000円

平成26年4月16日～
50人
平成26年5月14日

平261005055975号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

滋賀県大津市

滋賀県大津市

滋賀県大津市

滋賀県大津市

滋賀県大津市

滋賀県大津市

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月11日

6時間 平成26年8月12日

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年8月11日

6時間 平成26年8月8日

6時間 平成26年8月12日

6時間 平成26年8月12日
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平成２６年度（第３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

滋賀大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

体育Ⅰ

日本の伝統文化としての武道の特性に触れながら、武術か
ら武道へ移行していく中で、それらの技術と考え方がどのよ
うに発展してきたかを簡単な実技の体験を通して学び、学
村山 勤治（教育学部教授）
校教育における武道の果たす役割を理解する。また、児童・
辻 延浩（教育学部教授）
生徒にとって楽しく、力がつく運動領域（体育分野)の授業づ
くりと、保健領域(保健分野)における睡眠の学習を軸とした
教材開発と実践化について学ぶ。

体育Ⅱ

保健体育・運動指導に関わる教師や指導者に求められるも
のを、体育科教育学と運動学の見地から考える。また、わ
かる・楽しい、共に生きることに繋がる保健教材・授業の重
要性を理解する。さらには、現代的課題でもある防犯・安全
教育等に関する教材の扱いについて認識を深める。

英語

学習指導要領に基づいた英語教育の今日的課題につい
て、コミュニケーション能力の育成・発音指導・英語学習の
課題といった問題から考える。また、言語教育においては言 大嶋 秀樹（教育学部教授）
語の背景にある社会や文化の理解が不可欠である。この点 林 直生（教育学部准教授）
について理解を深めるために、アメリカ文化に焦点をあて、
アメリカの文化の形成・特色について理解を深める。

幼児教育Ⅰ

幼児とのかかわりを考えたり、コミュニケーションを楽しむ遊
びを演習したりして、心豊かにたくましく生きる力の基礎を培
う幼児教育の創造と展開について再考し、教育実践力の向
上につなげる。また、これからの幼稚園教諭の育成につい
て、指導案の添削や教育実習評価の方法を通して理解を深
める。

幼児教育Ⅱ

幼児教育を巡って関心の高まってきている、保育の「質」の
問題について、その評価の方法や、実践に活かせる視点や 菅 眞佐子（教育学部教授）
方向性をふくめて考察する。そして、ノンバーバルの乳幼児 古橋 紗人子（滋賀短期大学幼児教育保育学
に対する体罰に関し、チェックリストや事例を通して考え、実 科特任教授）
際の対応の仕方を学ぶ。

滋賀県大津市

時間数

講習の期間

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

幼稚園・小・中(保
健体育）・高等学
校(保健体育）・特
別支援学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055976号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055977号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月11日

教諭

幼稚園・小・中(保
健体育）・高等学
校(保健体育）・特
別支援学校教諭

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中(英語）・高
等学校(英語）・特
別支援学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055978号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

清水 慶子（滋賀文教短期大学こども学科准教
授）
滋賀県大津市
金森 由華（滋賀文教短期大学こども学科講
師）

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園・小・特別
支援学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055979号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月11日

教諭

幼稚園・小・特別
支援学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055980号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

幼児教育Ⅲ

保育者自身が日常の保育現場において使える技術につい
北尾 岳夫（滋賀短期大学幼児教育保育学科
て、ロープワークを事例に学ぶ。また、行事や学校、地域、
准教授）
保護者との関わりについて、保育者がどのような過程を経
平野 知見（京都造形芸術大学芸術学部准教
て実践する必要があるかを、実際の行事例を用いて学ぶ。
授）

滋賀県大津市

6時間 平成26年8月12日

教諭

幼稚園・小・特別
支援学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月14日

平261005055981号

077-537-0320

http://www.shigau.ac.jp/

教育と福祉（１）「災害に学ぶ」

社会の発展とともに、私たちの生活は豊かになると同時に、
多種多様な社会的問題が広がり、社会福祉の充実が重要
な課題となってきている。これに伴い社会保障・社会福祉の
烏野 猛 (教育福祉学部教授)
システムも変更されてきている。2011年の東日本大震災に
的をあて、災害発生時から現在に至るまでの被災地での危
機管理や福祉のシステムについて考察する。

滋賀県東近江
市

6時間 平成26年8月21日

教諭
幼稚園・小学校
養護教諭 教諭、養護教諭

5,000円

112人

平成26年4月21日～
平成26年5月16日

平263039254024号

0748(22)3388

http://www.newton.a
c.jp/bgu/

びわこ学院大学

初等・中等教育の実践力養成
（１）「運動・スポーツ指導」

午前中は、賀川教授により、「運動・スポーツ指導における
理論と実践」と題し、幼児期から青年期における心と体の発
達と運動指導との関係を解説し、それらが効果的に実現す
賀川 昌明 (教育福祉学部教授)
るための指導法について、具体的な事例を紹介しながら説
竹内 早耶香 (教育福祉学部講師)
明する。午後は、竹内講師により、「心と身体への気づきを
高める」と題し、「気づく」「感じる」能力を高めるための手法
について（メンタルマネジメント技法を中心に）紹介する。

滋賀県東近江
市

6時間 平成26年8月21日

教諭
幼稚園・小学校
養護教諭 教諭・養護教諭

5,000円

122人

平成26年4月21日～
平成26年5月16日

平263039254025号

0748(22)3388

http://www.newton.a
c.jp/bgu/

びわこ学院大学

今年は「知的障がい児の父」と言われた糸賀一雄生誕百周
年である。糸賀が遺した「この子らを世の光に」を手がかり
に、今日的な課題である教育と福祉の統合、そこには子ど
も等の生活の再生という課題があるはずであるが、それに
教育と福祉（２）「教育と福祉の統
ついて考えてみたい。とりわけ糸賀がなげかけた課題は一 遠藤 六朗 (教育福祉学部教授)
合」
障がい福祉の分野にとどまらない。糸賀一雄が創設した重
症心身障害児施設びわこ学園の経験と障がい者運動など
から、自立と共生、自己決定と責任、共感と感受性などか
ら、いじめ、虐待などについて考えてみたいと思っている。

滋賀県東近江
市

6時間 平成26年8月22日

教諭
幼稚園・小学校
養護教諭 教諭・養護教諭

5,000円

112人

平成26年4月21日～
平成26年5月16日

平263039254026号

0748(22)3388

http://www.newton.a
c.jp/bgu/

びわこ学院大学

子どもにものづくりの楽しさや喜びを教える図画工作。それ
にはまず指導者自身が造形することの喜びや楽しさを体験 平居 幸一郎 (教育福祉学部講師)
初等教育の実践力養成（2）「もの
することが必要である。当講習では、簡易的な造形や現場 西久保 明美 (教育福祉学部非常勤講師)
づくりに学ぶ」
で活用可能なものづくりを通して現場で活用可能な実践力 西谷 久子 (教育福祉学部非常勤講師)
を養う。

滋賀県東近江
市

6時間 平成26年8月22日

幼稚園・小学校
教諭

5,000円

122人

平成26年4月21日～
平成26年5月16日

平263039254027号

0748(22)3388

http://www.newton.a
c.jp/bgu/

滋賀県東近江
市

6時間 平成26年8月23日

教諭
幼稚園・小学校
養護教諭 教諭・養護教諭

5,000円

122人

平成26年4月21日～
平成26年5月16日

平263039254028号

0748(22)3388

http://www.newton.a
c.jp/bgu/

滋賀大学

滋賀大学

滋賀大学

滋賀大学

滋賀大学

びわこ学院大学

びわこ学院大学

教育と福祉（３）「性教育」

柴田 俊和（びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ
学部及び大学院教授）
中薗 伸二（びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ
学部教授）

講習の開催地

情報が氾濫する中で子どもたちは性に関する正しい知識を
身に付けているとは言い難い面がある。「性を学びたい」と
内藤 紀代子 (教育福祉学部講師)
いう子どもの気持ちを第一義とし、生命の尊重や成長の過
高橋 里亥 (教育福祉学部非常勤講師)
程における性の課題と、セクシュアリティ教育に基づいた性
教育について講義を行う。
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平成２６年度（第３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

初等教育の実践力養成（３）「幼
児教育の実践力」

幼児期は言葉の獲得が著しい重要な時期です。日々の園
生活の中で、信頼できる教師や友達とのかかわりを通して、
言葉を獲得します。従って、幼児の心にひびく話しかけので
きる言語表現能力は、教師としての大事な資質のひとつと 杉本 栄子 (教育福祉学部非常勤講師、附属
考えられます。このことを認識し、本講習では、正しい子ども こども園あっぷる副園長)
観のもと、幼児の心と言葉を育む、さまざまな「児童文化財」
の真髄を理解し、実際に体験することで、その理解と修得に
努め、実践的な指導力の育成を目指します。

立命館大学

政治・経済の視点から見るアジ
ア・中国の社会事情

貿易や投資に限らず、国際政治・経済を含め、中国及びア
ジア諸国との関係はますます重要になっています。本講習
では中国の政治経済体制について概観を把握し、経済的観
点から、現在の日本と中国・アジア諸国との関係をわかりや
すく解説し、今後の両者の方向性を考えていきます。さらに 劉 慶紅（経営学部准教授）
は、中国やアジア諸国の社会経済に関する旬な話題を取扱
い、掘り下げて解説します。また適宜グループディスカッショ
ンの時間を設け講習内のテーマに関して意見を出し合いな
がら進めます。

立命館大学

我々の周りにあり頻繁に目にするインフラ構造物の基盤で
ある「コンクリートに最新技術」を紹介する。すなわち、本講
習では、コンクリートと鉄筋コンクリートの基礎を学び、環境
(生態系)に優しいコンクリートの代表である「ポーラスコンク
コンクリートから学ぶ教育・環境・
岡本 享久（理工学部教授）
リート」の最新技術を講義・実習する。続いて、安全で安心し
資源再生術
内田 慎哉（理工学部講師）
て暮らせるために必要な社会基盤施設を 構成するコンク
リートを、費用最小限で維持管理するための「非破壊試験」
の最前線の講義・実習を行う。以上により、防災教育や環境
教育の充実をはかる力量を習得する。

立命館大学

本講習は、素朴な数学対象を題材に、数学ソフトウェアを利
数学ソフトウェアを用いた数学実 用した検証、考察を行う。中学や高校で扱う数学を踏まえた
青井 久（理工学部准教授）
験
理論を体験するだけでなく、授業でも利用できる教材を受講
者自身で作成できるようになることを目標とする。

滋賀県草津市

京都教育大学

小学校外国語活動の意義と目的、第二言語習得研究、Hi,
friends!の活用法、指導法（歌・チャンツ・絵本・ゲーム・コミュ
泉 惠美子（教育学部教授）
ニケーション活動など）、CLIL、評価、教師発話などについ
明日の授業に役立つ小学校英語
西本 有逸（教育学部教授）
て理論と実践を融合させる講義およびワークショップを行い
Andrew Obermeier（教育学部准教授）
ます。また、より良い指導法や授業のあり方についてビデオ
を見ながら協議を行います。

京都教育大学

小学校及び中学校音楽科教科書に掲載されている「鑑賞教
材」を取り上げ、以下の点について再確認することで鑑賞教
鑑賞教材の分析-効果的な活用
材に対する視野を広げ、授業構築の一助とする。①作曲家 小笠原 真也（教育学部教授）
のためにについて（活躍した時代背景、同時代の作曲家、その他の
作品）②作品の分析（音楽理論的アプローチ）

びわこ学院大学

生物分野：短で動物組織を観察できる（簡易凍結徒手切片
法）の習得、及び、動物の体が個体−器官−組織・細胞で構
成されることを体験的に学ぶ学校で実施可能な実習を理解 梶原 裕二（教育学部教授）
する（梶原裕二） 地学分野：日常経験する気象現象に関し 谷口 慶祐（教育学部講師）
て、私たちが見過ごしがちな事柄を改めて考え直し、その現
象の本質を正しく理解することを目指す（谷口慶祐）

京都教育大学

理科授業の実践的事例（生物・
地学分野）

京都教育大学

金属材料（アルミ）の教材化の研 金属工芸とはどう言うものかを知る。彫金の一技法である
究
打ち出し技法を駆使して、アルミニュームを材料に用いて動 小林 茂夫（教育学部教授）
（レリーフ制作）
物、鳥類、魚類、昆虫などの生き物のレリーフを制作する。
たとえばバスケットボールなどのゴール型ボール運動では、
パスやシュートといった基本的なボール操作とファウル等の
ルールを伝えれば、とりあえずゲームが成立します。しか
し、1つのボールをめぐる攻防やゴールを決めることだけが、
小松崎 敏（教育学部准教授）
体育授業で担うべき役割とは言えません。この講習では、
特に学習内容という視点から、体育授業を行うにあたって
踏まえておくべき基本的事項について、簡単な実技活動を
交えながら考えていきます。

京都教育大学

体育授業の学習内容を考える

京都教育大学

中学校の諸問題（小学校外国語活動との接続・教科書の創
造的使用・コミュニケーション能力の育成など）・高校の諸問
題（英語による授業・インプット→インテイク→アウトプットの
流れ・評価など）・英語の学習方法等について講義および
ワークショップを行います。実際の授業に役立ち、また授業 西本 有逸（教育学部教授）
明日の授業に役立つ英語教育学
改善につながるようなヒントを数多く提供したいと考えていま 泉 惠美子（教育学部教授）
す。
Andrew Obermeier（教育学部准教授）
中学校・高等学校の諸問題が中心であること、また実技演
習に高度な英語運用能力が要求されることをふまえた上で
あれば、小学校教諭の受講を制限しません。

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

5,000円

112人

平成26年4月21日～
平成26年5月16日

平263039254029号

0748(22)3388

http://www.newton.a
c.jp/bgu/

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

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月6日

平263041953499号

075-465-8467

http://www.ritsumei
.jp/

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

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月6日

平263041953502号

075-465-8467

http://www.ritsumei
.jp/

6時間 平成26年8月9日

教諭

中学校数学科教
諭、高等学校数
学科・情報科教
諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月6日

平263041953506号

075-465-8467

http://www.ritsumei
.jp/

京都府京都市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005355635号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都府京都市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校・中学校
（音楽）教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005355636号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

教諭

中学校（理科）・
高等学校（理科）
教諭 [小学校教
諭も可]

6,000円

平成26年5月12日～
30人
平成26年5月19日

平261005355637号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

教諭

小学校・中学校
（美術）・高等学
校（美術、工芸）
教諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005355638号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

教諭

小学校・中学校
（保健体育）・高
等学校（保健体
育）教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005355639号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

教諭

中学校（英語）・
高等学校（英語）
教諭に限る〔小学
校教諭は内容参
照の上、受講可〕

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005355640号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

滋賀県東近江
市

滋賀県草津市

滋賀県草津市

京都府京都市

京都府京都市

京都府京都市

京都府京都市

6時間 平成26年8月23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
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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

京都教育大学

日本伝統音楽の授業実践力の向上を図るために以下の学
習を行う。
小中高音楽科教育｢日本伝統音 ①能の謡を実習し、謡本に記された記号について学習す
垣内 幸夫（教育学部教授）
楽実践講座｣
る。② 文楽の三業について理解し、大夫の語りを実践しな
がら音楽の授業を構築する。③歌舞伎『勧進帳』を取り上
げ、授業実践の方法について学習する。

京都教育大学

人権教育の基礎知識

本講習は2人の講師によるリレー講義である。学校における
人権教育は人権に関する学習だけではなく、教育活動全般
に関わっている。そうした人権教育の基本認識に関わる事 伊藤 悦子（教育学部教授）
項と人権学習に関わる事項について最近の情報を提供した 浜田 麻里（教育学部教授）
い。(1) 伊藤「人権教育の概念と方法」、(2) 浜田「外国につ
ながる児童生徒と人権」各３。

京都府京都市

6時間 平成26年8月7日

文学教材の読み方

小学校、中学校、高等学校の文学作品教材の読み方につ
いて、より確かで、豊かな方法を考える。基本的な理論の説
明に加えて、実地の教材分析のワークショップを交えて、教 寺田 守（教育学部准教授）
材研究力の向上を図る。また実際の指導方法についても新
たな視点からの提案的な方法を示していく。

京都府京都市

6時間 平成26年8月7日

数学基礎・黄金比に関するいろ
いろ

黄金比というものは、美や調和の象徴として、人類の長い歴
史の中で絶えず注視され、芸術分野だけでなく、それ以外
のいろいろな分野においても重要な意義を有しており、文化
的にも興味深いものである。本講習では、「黄金比」との関
わりを主軸にして、
占部 博信（教育学部名誉教授/教育学部特定
１．正三角形、黄金長方形、正五角形、に関連する話題、
京都府京都市
教員）
２．正多面体 に関連する話題、
３．フィボナッチ数列 と 連分数 に関する話題、
のような３種類の題材について講義したいと考えている。注
目すべき主張には、その証明を述べたり、また、演習なども
交えたりする。

京都教育大学

英語学への招待

中学・高校で扱われる文法・構文現象について、近年の英
語学研究の知見と新しい文法理論に基づいて分析する。併
二枝 美津子（教育学部教授）
せて、言語類型論や言語習得研究などの英語学の関連分
児玉 一宏（教育学部准教授）
野の成果にも言及し、英語の文法・構文をより効果的に教
えるための視点を提示したい。

京都教育大学

地図・統計・資料を活用して楽しくわかる社会科の授業を作
るには、どんな資料を探し出し、どのように使えば良いかを
楽しくわかる社会科の授業をつく 実践的にアドバイスします。授業では講師推薦の地図、統
る
計、最新資料などを紹介するとともに、それらを活用して知
－地図・統計・資料の探し方、使 的好奇心をくすぐる授業の作り方を作業的・体験的に学びま
い方－
す。最後に、資料活用の実践力をつけることと、今日的な教
育課題としての言語力・読解力の育成やキー・コンピテン
シーなど新しい学力観との関わりを解説します。

京都教育大学

京都教育大学

水山
田岡
武島
香川

光春（教育学部教授）
文夫（教育学部教授）
良成（教育学部准教授）
貴志（教育学部教授）

現代の子どもを取り巻く環境は、安全性や生活の利便性な
どは以前より良好となったが、一方で運動不足やジャンク
フードなどにより、生活習慣に起因する問題点が多く指摘さ
れるようになってきた。本講習では、子どもの健康問題とし
て、小児肥満とメタボリックシンドローム、運動が健康に与え 井上 文夫（教育学部教授）
る影響、子どもの睡眠問題、姿勢と足育などを中心に話題
提供し、子どもにとって健康的な生活習慣を獲得するには
何が重要かを考える機会としたい。受講対象は小・中学校
教諭、養護教諭、栄養教諭である。

京都教育大学

子どもの健康を考える

京都教育大学

理科の授業を楽しくするために「探究学習」「コミュニケーショ
ン」「物づくり」等の視点から授業を体験する。本来的な楽し
い授業体験から、楽しい授業づくりにとって必要なことは何
理科の授業を楽しくするパーフェ かについて考える。授業は活動を中心として展開する。午前 中野 英之（教育学部准教授）
クトガイド
（中野担当）「星座早見製作」「クレーターを科学する」「地層 村上 忠幸（教育学部教授）
づくり」午後（村上担当）「紙とのりの不思議を探る」「梅干し
を科学する」「アゲハチョウの不思議を探る」という探究学習
を体験する

京都教育大学

子ども達が作物を栽培し、家畜を飼育する実践的な学習
栽培・飼育する生きものを育てて
の教育的意義について述べ、その実践例として製茶と茶の 土屋 英男（教育学部教授）
利用することの意義とその指導
淹れ方に関する実験的学習についての実際とその指導方 原田 信一（教育学部准教授）
（製茶実習を含む）
法について研究する。

京都教育大学

剰余の数学

京都府京都市

6時間 平成26年8月7日

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校・中学校
（音楽）・高等学
校（音楽）

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

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5月12日～
平成26年5月19日

平261005355641号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005355642号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

教諭

小学校・中学校
（国語）・高等学
校（国語）教諭

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005355643号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校（数学）、
高等学校（数学）
教諭 〔小学校教
諭は内容参照の
上、受講可〕

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005355644号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都府京都市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校（英語）・
高等学校（英語）
教諭

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005355645号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都府京都市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校・中学校
（社会）教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005355646号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005355647号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都府京都市

6時間 平成26年8月8日

京都府京都市

6時間 平成26年8月8日

小学校・中学校
教諭
（保健体育）教
養護教諭
諭、養護教諭、栄
栄養教諭
養教諭

教諭

小学校・中学校
（理科）教諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005355648号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

6,000円

60人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005355649号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005355650号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都府京都市

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

剰余の数学の基礎を紹介する。剰余の数学はフェルマーや
オイラーの時代から研究されてきたが現在使われているＲ
ＳＡ暗号システムの論理手的基礎をなしている。
１ 合同式、フェルマーの定理、オイラーの定理
丹後 弘司（教育学部名誉教授/佛教大学教育
京都府京都市
２ 剰余類環
学部教授）
３ ＲＳＡ暗号システム
４ 素数判定法
について講義する。

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校（数学）・
高等学校（数学）
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

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11日

特別支援学校教
諭、小中学校等
において特別支
援教育に携わっ
た経験のある教
諭

京都教育大学

１．近年の障害者施策の動向とトピック及び支援の実際から
学校教育との連携について考える。
２．高等部卒業後の「学びの場」をめぐる近年の新しい動向
知的障害児・者の青年期以降の
佐藤 克敏（教育学部教授）
に触れながら、「仲間づくり」や「安心感・自信の形成」につ
ニーズと支援
丸山 啓史（教育学部准教授）
いて考える。
３．放課後・休日の支援など福祉領域の動向や家族の生活
実態に触れながら、学校教育の課題を考える。

京都教育大学

おいしさの科学

ヒトは五感でとらえた食べ物の情報を脳に伝えて「おいしさ」
を評価している。本講習では、これら「おいしさ」に関わる各
湯川 夏子（教育学部准教授）
要因について講義や身近な食材を使った実験、実習を通じ
中西 洋子（教育学部教授）
て理解を深める。本講習は、小・中学校・高等学校の家庭科
や食育の授業に生かせる題材の提供を目的としている。

京都府京都市

6時間 平成26年8月11日

書道実技講座
書写・書道で扱う仮名文字の研
究

小学校・中学校の国語科書写で扱う仮名文字としては、楷
書に調和する平仮名と行書に調和する平仮名がある。また
高等学校芸術科書道では漢字仮名交じり書や仮名の書で
平仮名・変体仮名を学習する。これらの仮名文字を表現す
岡田 直樹（教育学部教授）
るための知識・技術を講義・実習を通して研修し、書写と書
道の関連性を仮名文字から考える。 持ち物：墨、硯、筆（小
字仮名用の小筆）、半紙（小字の仮名が書ける滲みの少な
い半紙）など毛筆に必要な用具・用材一式

京都府京都市

6時間 平成26年8月11日

授業に役立つ｢ロボット技術」

現代社会では、日常生活にロボット技術が関わってくる場面
が増えており、ロボット技術をブラックボックス化せず概要を
理解させる授業が必要である。ロボット技術は、エネルギー
変換およびコンピュータ制御の２要素に分けられる。本講習 関根 文太郎（教育学部教授）
では、前半は歯車やリンク機構などによるエネルギー変換 中峯 浩（教育学部准教授）
について、後半はPICマイコン搭載ロボットのコンピュータ制
御について学ぶ。主な対象科目等としては、小学校（総合的
な学習の）、中学校（技術、理科）である。

京都府京都市

源氏物語－藤壷の性と生

皇族から「追放」された光源氏は、にもかかわらず「王権」に
にじり寄り、ついには「准太上天皇」の位にたどり着く。しか
しそこには、藤壷との不義密通が不可欠なものとして存在し
た。至高の栄華の裏には至高の罪過があったのである。光
源氏の栄華で結ばれる藤裏葉巻であるが、そこでは藤壷の 宗雪 修三（教育学部教授）
性と生はどのようなものであったのか？１人の「女」として藤
壷の生の証を、本文読解の許にたどってみたい。
※予習として、池田弥三郎『光源氏の一生』（講談社現代新
書）、を必ず読んで来ること。

これからの平和教育

平和教育についてわかりやすく解説し、講義だけでなくワー
クショップ形式を用いて平和教育の参加型手法を体験的に
学びます。講義では、日本の平和教育の歴史を述べ、世界
の平和教育を比較し、平和な社会をつくるための教育につ 村上 登司文（教育学部教授）
いて説明します。ワークショップでは、戦争を伝える平和教
育、平和をつくる平和教育、子どもたちの主体性を活かす平
和教育、などを実践する教育方法について学びます。

植物再生と簡便な無菌培養

①学校現場で実施可能な植物の再生についての観察や実
験方法を、実験によって指導する。ユリ類の球根等を用い
て、植物の準備、種々の実験処理、培地作成、培養を行
い、植物再生の不思議さを観察する。②無菌設備を用いず
に、簡便に植物を無菌培養、無菌増殖できる方法を実験を 梁川 正（教育学部教授）
通して指導する。設備を用いずに殺菌剤を用いて実際に滅
菌培地をつくり、その培地にいくつかの植物材料を、非無菌
条件下で植えつけ、無菌化を維持する殺菌剤処理を行っ
て、無菌培養、無菌増殖を行う実験法を実施する。

京都教育大学

京都教育大学

京都教育大学

京都教育大学

京都教育大学

生徒指導にかかわる喫緊の課題について、生徒指導領域
の実践的・理論的分野を専門とする４人の講師が、それぞ
れの専門分野について講習をおこなう。
生徒指導の諸問題の現状と対応 主な内容としては（１）生徒指導上の諸問題の現状を概観す
京都外国語大学 （発達障害児童生徒への対応を る、（２）問題行動にどのようにかかわるか、（３）発達障害を
含む）
持つ生徒とどうかかわるか、（４）教師とカウンセリングマイ
ンド、である。なお本講座最終講では、それぞれの受講者が
抱える生徒指導上の課題に関するディスカッションまたは意
見交換を行う予定である。

京都女子大学

日本史の最新の成果

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5月12日～
平成26年5月19日

平261005355651号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

小学校・中学校
教諭
（家庭）・高等学
栄養教諭 校（家庭）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261005355652号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

教諭

小学校・中学校
（国語）・高等学
校（書道）教諭

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005355653号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

6時間 平成26年8月11日

教諭

小学校・中学校
(技術、理科）教
諭

6,000円

24人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005355654号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都府京都市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小学校・中学校
（国語）・高等学
校（国語）教諭

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005355655号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都府京都市

6時間 平成26年8月12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12日～
平成26年5月19日

平261005355656号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

教諭

小学校・中学校
（理科、技術）・高
等学校（理科、農
業）教諭

6,000円

24人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005355657号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

教諭

主に中学校・高等
学校教諭（ただし
小学校教諭の受
講も可）

6,000円

平成26年5月7日～
30人
平成26年5月16日

平263039653493号

075-322-6764

http://www.kufs.ac.
jp

教諭

中学校社会科教
諭、高等学校地
理歴史科教諭
（ただし女性に限
る）

6,000円

平成26年6月2日～
50人
平成26年6月30日

平263040353321号

075-531-7048

http://www.kyotowu.ac.jp/

京都府京都市

京都府京都市

梶川 裕司（京都外国語大学 教授）
長者 善高 （京都外国語大学 事務局長,京都
外国語大学 非常勤講師）
山田 小百合（京都市立九条弘道小学校 教 京都府京都市
頭）
今野 芳子 （京都外国語大学非常勤講師,京都
外国語大学学生相談室室長）

早島は、１４世紀から１６世紀の日本中世史、具体的には、
南北朝動乱から室町幕府の成立、応仁の乱＝戦国時代の
到来から織豊政権の成立までを、特に室町幕府を中心に講
母利 美和（文学部教授）
じる。母利は、日米修好通商条約調印を巡る具体的な政治
早島 大祐（文学部准教授）
判断の過程をたどりながら、幕末期の政治における為政者
の決断のありかたを考える。いずれも、最近の研究成果を
踏まえつつ、中等教育に資する内容を選んで講じる。

受講料 受講人数

京都府京都市

6時間 平成26年8月12日

6時間 平成26年7月31日

6時間 平成26年8月7日
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平成２６年度（第３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

京都女子大学

京都女子大学

京都女子大学

京都女子大学

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

世界史の最新の成果

桑山は、ヨーロッパ世界とその歴史を中等教育の段階で理
解するために必要不可欠である古代ローマ帝国の史的展
開について、最新の研究成果に基づき解説する。谷口は、7 谷口 淳一（文学部教授）
世紀のイスラーム勃興からオスマン帝国の全盛期である16 桑山 由文（文学部准教授）
世紀頃までの西アジア史に関する重要事項の中から、中等
教育に資する内容を選んで講じる。

京都府京都市

6時間 平成26年8月8日

特別支援教育について

学校・幼稚園において、特別支援教育が実施されてから8年
が経過しようとしている。この授業では、特別支援教育に関
片岡 基明（発達教育学部准教授）
する新たな知見を解説するとともに、今後の特別支援教育
が目指していくべき方向を考えていく。

京都府京都市

思春期・青年期と健康増進

思春期青年期における健康増進について、前半は、生活習
慣病予防にかかわる栄養課題を中心に、医学・生理学的な
観点から日常の予防行動などについて講義を進めます。後 中村 保幸（家政学部教授）
半は、精神保健における思春期青年期の発達課題を中心 鹿間 久美子（家政学部教授）
に講義を進めた後、思春期青年期に必要な性の健康教育
に関する模擬授業を体験していただきます。

京都府京都市

社会における法の役割

新聞や報道では、頻繁に企業の不祥事に関するニュースが
取り上げられています。本講義では、企業不祥事に関して
問題となる法について、基本的な内容を紹介し、ディスカッ
桜沢 隆哉（法学部講師）
ションを行い、そうした現実の社会の問題と法とを「繋げる
力」を涵養することで、企業の存在意義、社会的責任、さら
には社会における法の役割について考えていきます。

京都造形芸術大
アートの時間
学

表現領域においては、美術館でのワークショップの事例を
紹介し、実際のワークショップを体験します。鑑賞領域にお
いては、対話による名画の鑑賞と彫刻作品の触察を行ない
ます。授業研究では、ひとつの実践例を取り上げ、生徒作
品を展示した場での授業者の発表の後、授業観察者その
他による意見交換を行います。

岡本
有木
鷹木
柴田

康明 (芸術学部教授）
宏二 （芸術学部准教授）
朗 （芸術学部非常勤講師）
英昭 （芸術学部非常勤講師）

京都府京都市

京都府京都市

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

中学校社会科教
諭、高等学校地
理歴史科教諭
（ただし女性に限
る）

6,000円

50人

平成26年6月2日～
平成26年6月30日

平263040353322号

075-531-7048

http://www.kyotowu.ac.jp/

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭（ただし
女性にかぎる）

6,000円

50人

平成26年6月2日～
平成26年6月30日

平263040353323号

075-531-7048

http://www.kyotowu.ac.jp/

6時間 平成26年8月6日

養護教諭

養護教諭（ただし
女性にかぎる）

6,000円

40人

平成26年6月2日～
平成26年6月30日

平263040353324号

075-531-7048

http://www.kyotowu.ac.jp/

教諭

中学校社会科教
諭、高等学校公
民科教諭
（ただし女性にか
ぎる）

6,000円

30人

平成26年6月2日～
平成26年6月30日

平263040353325号

075-531-7048

http://www.kyotowu.ac.jp/

教諭

小・中・高・特別
支援学校教諭
（主に図画工作・
美術を担当する
方）

20,000円

25人

平成26年4月16日～
平成26年6月16日

平263040555982号

075-791-9243

http://www.kyotoart.ac.jp/

教諭

小学校教諭
中学校教諭

6,000円

50人

平成26年6月2日～
平成26年6月27日

平263040653360号

075-574-4192

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

6時間 平成26年8月6日

18時間

平成26年7月31日～
平成26年8月2日

京都橘大学

「はい、では先日の運動会のことを作文に書いてください」。
行事後に作文を書かせる機会は多いですが、この指導方法
はあまり理解されていません。書けない子どもに「どうした
行事後に書かせる作文の指導方
の？」と聞くと「何を書いたらいいのか分からない」と驚きの 池田修（人間発達学部児童教育学科准教授）
法
言葉。一ヶ月も前から練習をしているのに書けないと言いま
す。「好きなように書いて」と言っても子どもはますます書け
ません。そんな子どもたちを指導する先生向けの講座です。

京都府京都市

6時間 平成26年8月1日

京都橘大学

生命と性についての授業プランを提案する。内容的には、
ほ乳類比較生殖学を基にヒトの性の特性を明らかにする。
小･中・高等学校における生命と
特に、ヒトの性の本質が子育てにあることを重視したプラン 三上周治（人間発達学部児童教育学科教授）
性の教育
を示す。また、性同一性障害を含め、性の決定が４つの段
階で成り立っていることを示す。

京都府京都市

6時間 平成26年8月7日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平成26年6月2日～
平成26年6月27日

平263040653361号

075-574-4192

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

京都府京都市

6時間 平成26年8月5日

養護教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成26年6月2日～
平成26年6月27日

平263040653362号

075-574-4192

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

6時間 平成26年8月23日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年6月2日～
平成26年6月27日

平263040653363号

075-574-4192

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

教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全
教科）、特別支援
学校教諭

5,000円

80人

平成26年4月19日～
平成26年4月26日

平263041655681号

075-493-9006

http://www.bunet.jp
/

教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全
教科）、特別支援
学校教諭

5,000円

50人

平成26年4月19日～
平成26年4月26日

平263041655682号

075-493-9006

http://www.bunet.jp
/

健康課題をもつ子どもに対する
支援

近年複雑な健康課題をもつ子どもが、療養をしながら学校
生活を過ごすことが多くなりました。このような健康課題をも
つ子どもに対して必要とされるケアや理解、子どもたちが成
堀妙子（看護学部看護学科教授）
長発達する中で感じやすい心の問題、そして、このような子
どもたちにより添いながら行う支援に関する講義を行いま
す。

京都橘大学

学校現場における救急処置
－心肺蘇生法と応急処置－

各学校へのAEDの普及と共に心肺蘇生法習得の必要性が
認知されてきたことを踏まえ、学校内での事故による犠牲者
発生を防止するため、養護教員をはじめ全教員が更なる心
肺蘇生法および応急処置の知識・技術修得を行う。
○成人・小児の心肺蘇生法（AEDの使用法含む）
○止血法
○骨折等の応急処置
○搬送法

佛教大学

思春期は精神科疾患や様々な問題行動の生じやすい時期
人間力をみがく
です。この講習では、思春期に起こりやすい様々な精神医
「思春期の精神医学的問題 ‐理 学的問題の中から、特に統合失調症、うつ病、ひきこもり、 漆葉 成彦（保健医療技術学部教授）
解と対応‐」
睡眠障害などをとりあげ、その見立てや対応などについて
考えたいと思います。

京都橘大学

佛教大学

人間力をみがく
「京都祇園祭のすべて」

夏目 美樹（現代ビジネス学部現代マネジメント
学科助教）
京都府京都市
千田 いずみ（現代ビジネス学部現代マネジメ
ント学科助教）

本講座は、日本一の歴史と規模を誇り、2009年に、ユネスコ
世界文化遺産への登録された「祇園祭」に関する特別講
義。山や鉾のルーツは何か、祇園囃子はなぜ必要なのか、
祇園祭はなぜ女人禁制なのかなど、未だ謎が多い祇園祭
をあらゆる角度から分析しながら、その本来の姿と変遷の 八木 透（歴史学部教授）
実態について迫る。祇園祭の歴史とともに、現代的な視座
からも学び、そのことにより、郷里の文化や歴史風土に対す
る興味関心を喚起し、学校現場での教育に役立てていただ
きたいと思う。

京都府綾部市

京都府綾部市

6時間 平成26年6月1日

6時間 平成26年6月8日
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平成２６年度（第３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

佛教大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

「大切だと分かってはいるけど，『音楽科授業づくり』『音楽
の保育づくり』にまで手が回らない」とおっしゃるお忙しい先
生，「音楽はどうも苦手で・・・」とおっしゃる音楽経験の少な
指導力をみがく
い先生，「学生時代あまり音楽科授業や音楽の保育を見て
「子どもも教師も楽しめる《音楽遊
高見 仁志（教育学部准教授）
ないのでイメージがわかない・・・」とおっしゃる若い先生。こ
び・音楽指導法のネタ》」
のような方々向きの，「少しの工夫で音楽活動が楽しくな
る！誰にでもできるヒント集！」といったコンセプトの講習で
す。子どもになって楽しみながら，受講してみて下さい。
心理臨床の視点は教育の視点とは異なります。しかし、だ
からこそ心理臨床の視点を取り入れることで教育現場は活
性化するのではないでしょうか。具体的には、支援が必要な
児童生徒、保護者に対してどのように関わることができるの 牧 剛史（教育学部准教授）
か、その時のポイントは何か、担当講師のスクールカウンセ
リング経験を元に講義を行います。さらに、小グループに分
かれての実習およびディスカッションも行います。

佛教大学

指導力をみがく
「教育現場で生かせる心理臨床
の視点」

佛教大学

子どもと関わる際、目の前にいる子どもだけを見るのではな
く、子どもの背景（家族、地域等）を見ることは、子どもを理
解する上で重要な視点です。また、子どもの発する言葉の
指導力をみがく
一つひとつ、振る舞いの一つひとつの意味を理解することも
「みんなを排除しない学校づくり渡邉 照美（教育学部准教授）
重要です。子どもたちから発せられるそれらは、発達心理学
心理学的視点から- 」
的にみると、どのような解釈になるのかということを皆さんと
共に考えたいと思います。キーワードは「子ども理解・人間
理解」「教育相談の現状と課題」「居場所作り」です。

講習の開催地

京都府綾部市

京都府綾部市

京都府綾部市

平和教育の多様な展開

平和教育の意義とねらいについて、現代の平和学における
「平和」の概念を明確にする中で、その焦点を定めていく。さ
らに立命館大学国際平和ミュージアムの展示のあり方や展
示物を通して、平和教育の方法についての考察を行い、平
和教育の具体的な事例研究から、その新しい試案づくりに
よって、平和教育の充実をはかる力量をつける。

CASSIMMonte（政策科学部教授）
山根和代（国際関係学部准教授）
安斎育郎（名誉教授）
赤沢真世（スポーツ健康科学部准教授）
小関素明（文学部教授）

京都府京都市

英語教師のエンリッチメント

この講座では英語学、教授法、文化を含む内容を包括的に
学ぶことで、英語教師の専門性をトータルに高めることを目
指しています。最初の2日間では英語習得・教授法について
の理論と、理論的に望ましいと考えられかつ効果があること
が確かめられている指導法を学び、加えて英文法について
も研修します。3日目には、英語圏の文化・文学・社会を取り
上げます。英語がもつ人間の創造力の発露としての側面
と、英語使用の文化背景を学びます。

湯川 笑子（文学部教授）
磯田 貴道（文学部准教授）
山岡 憲史（教育開発支援機構教授）
佐野 まさき（文学部教授）
ウェルズ 恵子（文学部教授）
小川 真和子（文学部准教授）

京都府京都市

立命館大学

魅力ある社会科授業の創造

ともすれば暗記学習に留まりがちな社会科授業をどうすれ
ば魅力あるものへと変革していくことができるのか。本講習
では、授業改善の視点となる社会科教育の理論的、実践的
な知見のみならず、我が国における社会系教科の歴史的な 角田 将士（産業社会学部准教授）
歩みや、社会科発祥地の地であるアメリカ合衆国などの諸 森田 真樹（産業社会学部准教授）
外国の動向についての知見も踏まえながら、日々の授業改
善の方向性や、その基盤となる社会科教育に対する本質的
な理解をめざす。

立命館大学

本講習では、現代の多様なメディアを子どもたちが自分の
力で読み解き、活用できる力（メディア・リテラシー）の獲得を
めざした授業の実践方法を探る。テレビ、新聞、雑誌、イン
メディア・リテラシーを取り入れた ターネット、映画、テレビゲームなど扱うメディアは多岐にわ
浪田 陽子（産業社会学部准教授）
授業の実践をめざして
たる。前半は、メディア・リテラシーとは何かを解説し、映像メ
ディアの分析を通して受講者自身のメディア・リテラシー力を
高める。後半は、授業実践例や教材を紹介し、授業展開例
を考える。

立命館大学

本講習では、子どもたちが、他者と関わりながら、自らの将
来を設計し、自らの道を切り拓いていくことを支援するキャリ
ライフコースとソーシャル・キャピ ア教育の授業改善を念頭に、社会学のライフコース論と
タル論の視点から「キャリア教
ソーシャル・キャピタル論（ソーシャル・ネットワーク論を含
土岐 智賀子（教育開発推進機構嘱託講師）
育」を考える
む）、そしてキャリア理論について理論と事例研究から学び
ます。事例には、進路選択・学業成績と他者の関係や非行
などを取り上げる予定です。

立命館大学

立命館大学

立命館大学

協同学習とドラマの手法－対話
のある学習

協同学習が単なるグループ学習と異なる特徴として、バーク
レイらは「計画的な学習」「ともに活動すること」「意味ある学
習」を挙げている。意図的に具体的な活動を準備した協同
学習のプログラムは、メンバー全員が参加し一緒に活動で
武田 富美子（生命科学部准教授）
きるものであり、知識を増やしたり理解を深めたりすることの
できる活動である必要がある。協同学習のひとつであるジ
グソー法と状況を想像し対話を促進するドラマの手法を取り
入れた学習方法を紹介し、その活用について考える。

京都府京都市

京都府京都市

京都府京都市

京都府京都市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年6月8日

6時間 平成26年6月15日

6時間 平成26年6月15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

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、特別支援
学校教諭

5,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年4月26日

平263041655683号

075-493-9006

http://www.bunet.jp
/

教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全
教科）、特別支援
学校教諭

5,000円

50人

平成26年4月19日～
平成26年4月26日

平263041655684号

075-493-9006

http://www.bunet.jp
/

教諭

幼稚園・小学校
教諭、中学校・高
等学校教諭（全
教科）、特別支援
学校教諭

5,000円

平成26年4月19日～
30人
平成26年4月26日

平263041655685号

075-493-9006

http://www.bunet.jp
/

小学校教諭、中
学校教諭、高等
教諭
学校教諭、特別
養護教諭
支援学校教諭、
養護教諭

6,600円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月6日

平263041953494号

075-465-8467

http://www.ritsumei
.jp/

教諭

中学校英語科教
諭、高等学校英
語科教諭

18,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月6日

平263041953495号

075-465-8467

http://www.ritsumei
.jp/

教諭

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

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月6日

平263041953496号

075-465-8467

http://www.ritsumei
.jp/

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

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月6日

平263041953497号

075-465-8467

http://www.ritsumei
.jp/

6時間 平成26年8月4日

小学校教諭、中
学校教諭、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

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月6日

平263041953498号

075-465-8467

http://www.ritsumei
.jp/

6時間 平成26年8月5日

小学校教諭、中
学校教諭、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

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月6日

平263041953500号

075-465-8467

http://www.ritsumei
.jp/

18時間

平成26年8月2日～
平成26年8月4日

6時間 平成26年8月3日

6時間 平成26年8月4日
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平成２６年度（第３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

立命館大学

本講習では、現地調査を含む巡検と、情報教室でのGIS実
習の2つを連携させながら地理学的視点が何であるのかを
教授する。巡検では、立命館大学衣笠キャンパス界隈を地
フィールドワーク手法とGIS（地理
図を見ながらフィールドワークし、地域の地理学的な解釈方 矢野 桂司（文学部教授）
情報システム）活用法
法を習得してもらう。そして、GIS実習では、同一地域のGIS
データを扱いながら、GISの活用法やGISを用いた授業方法
を実践する。

京都府京都市

立命館大学

担当者が専門とする日本近代史においては、近年様々な研
究成果が生み出されつつあるが、それは必ずしも中高の教
新しい日本史授業創造のために 育内容に十分に反映されているとは言い難い。本講習はそ 山崎 有恒（文学部教授）
うした成果を分かりやすく解説し、それを盛り込むことでどの
ような新しい授業創造が可能となるかを考えていきたい。

京都府京都市

12時間

京都府京都市

平成26年8月8日～
12時間
平成26年8月9日

6時間 平成26年8月5日

平成26年8月8日～
平成26年8月9日

対象職種 主な受講対象者

立命館大学

映画は、これまで多くの教師を描いてきた。映画には、さま
ざまな教師が登場する。そこには、教師の仕事や生き方が
多様に描かれている。そして、教育に対する子どもの願い
が、親の思いが、社会の期待が、そのような教師の姿を通 畑中 敏之（文学部教授）
して表現されている。本講座では、映画を素材にして、教師
の生き方からその教育方法論について実践的に考えてい
く。

立命館大学

映画で学ぶ教育方法論

立命館大学

本講座では、高等学校における防災教育や防災訓練の意
義だけでなく、新しい防災教材の紹介やその意義につい
災害の教訓から考える防災教育 て、防災対策・教育に通底する防災思想・政策とからめて解 豊田 祐輔（政策科学部准教授）
説する。講習内容は、防災教材を利用した演習が中心であ
り、その前後に上記した解説を加える。

関西大学

関西で1つの地域を選んで、日帰りで1日、徒歩・公共交通
機関を利用し、地形図や解説資料を携行して歩きながら、
地図の見方と現場の事物・景観の対応を解説します。生徒・
現場で学ぶ社会科・地理歴史科 学生とともに学校の外に出てフィールドワークやエクスカー
上野 裕（大阪経済法科大学客員教授）
のフィールドワーク
ション、地域調査を行う際の目のつけどころ、勘どころを伝
授します。今年度は大阪市内、京都市内の２か所で実施し
ます。交通費は自己負担ですが、資料はこちらで準備しま
す。

京都府京都市

京都府京都市

京都府京都市

18時間

ＵＲＬ

教諭

8,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月6日

平263041953501号

075-465-8467

http://www.ritsumei
.jp/

教諭

中学校社会科教
諭、高等学校地
理歴史科教諭

12,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月6日

平263041953503号

075-465-8467

http://www.ritsumei
.jp/

教諭

中学校国語科教
諭、高等学校国
語科教諭、特別
支援学校教諭

12,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月6日

平263041953504号

075-465-8467

http://www.ritsumei
.jp/

18,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月6日

平263041953505号

075-465-8467

http://www.ritsumei
.jp/

小学校教諭、中
学校教諭、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

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月6日

平263041953507号

075-465-8467

http://www.ritsumei
.jp/

7時間 平成26年10月19日

教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（地理歴史）担
当教諭

7,000円

20人

平26平成26年4月16日～平
30449成26年4月19日
53359号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

平成26年5月29日、
平成26年6月13日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

80人

平成26年4月16日～
平成26年4月23日

平268134054183号

03-3237-1957

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

教諭

幼稚園教諭

6,000円

80人

平成26年4月16日～
平成26年4月23日

平268134054184号

03-3237-1957

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

6,000円

平成26年4月16日～
80人
平成26年4月23日

平268134054185号

03-3237-1957

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

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

午前中の講習では京都市児童福祉センター副院長門眞一
郎氏から、特別支援教育の高機能障害のある児童に対す
る理解、支援の方法等について学ぶ。午後からの講習では
浜幼稚園副理事長の秦賢志氏よりワークショップ形式によ
り仲間づくりを学ぶことにより１対１の関わりから多数の人と 田中雅道(公益財団法人全日本私立幼稚園幼
の関わりへと輪を広げていく経験をすることで、人と人との 児教育研究機構 理事長)
関わりの大変さと大切さを改めて認識する体験を得、今後
の現場での応用に繋げていく。講師はゲストスピーカーとし
て活用し、田中雅道全日私幼児教育研究機構理事長が関
わっている。

公益財団法人全
日本私立幼稚園
保育現場での質を高める
幼児教育研究機
構

９月26日の講習会では張講師から、発達障害について学
び、12月３日の講習でははじめに肥後講師から子育て支援
に関する心理臨床について学ぶ。最後に田中講師からこの
講習で学んだことを教育要領と関連させ、指導計画の立て
方について学ぶ。

大阪教育大学

小学校国語科学習指導の開発

小学校国語科学習指導に関する最新の知見について、具
体的な国語教材を取り上げながら解説する。講習は国語科
松山 雅子（教育学部教授）
教育学についての講習と、国語科教科内容（国語学、国文
土山 和久（教育学部准教授）
学等々）についての講習からなり、それぞれの領域を専門と
成實 朋子（教育学部准教授）
する教員が、国語学習指導の今日的な問題について講義
やワークショップを行ないます。

大阪府大阪市

18時間

中学校国語科学習指導の開発

中学校国語科学習指導に関する最新の知見について、具
体的な国語教材を取り上げながら解説する。講習は国語科
井上 博文（教育学部教授）
教育学についての講習と、国語科教科内容（国語学、国文
野浪 正隆（教育学部教授）
学等々）についての講習からなり、それぞれの領域を専門と
住田 勝（教育学部准教授）
する教員が、国語学習指導の今日的な問題について講義
やワークショップを行ないます。

大阪府大阪市

18時間

大阪教育大学

電話番号

高等学校教諭

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

張貞京(京都文教短期大学幼児教育科講師),
肥後功一(国立大学法人島根大学副学長),
田中雅道(公益財団法人全日本私立幼稚園幼
児教育研究機構理事長)

認定番号

教諭

6時間 平成26年8月10日

幼児教育の原点、幼児をとりまく環境への理解を深める。5
月29日の講習では田中講師から幼児教育相談で留意すべ
き事項を聞き、廣岡講師からカウンセリングマインドについ
て学ぶ。廣岡講師についてはゲストスピーカーの位置付け
である。6月13日の講義では馬見塚講師から幼児期におけ
る親及びこどもへの支援のあり方について学び、また、松村
講師から児童虐待の事例から「子どもを守るために何をな
すべきか」を聞き、幼児教育の現場で注意すべきことを学
ぶ。

田中雅道(公益財団法人全日本私立幼稚園幼
児教育研究機構理事長）,
京都府京都市
馬見塚珠生（大手前大学非常勤講師）,
松村淳子（京都府家庭支援総合センター所長）

平成26年8月8日～
平成26年8月10日

受講者募集期間

小学校教諭、中
学校社会科教
諭、高等学校地
理歴史科教諭、
特別支援学校教
諭

・新学習指導要領の特色を理解し、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演習形式で明らかに
する。
これからの国語科の授業を創る思考力・判断力・表現力を鍛える ・新学習指導要領の求める国語科授業の一例として、ディ 井上 雅彦（産業社会学部教授）
ベートによってテキストを読み深める授業方法を明らかにす
る。ワークショップにより実際にディベートでテキストを読み、
論題の立て方や教材選択の方法、学習指導過程のあり方
など多面的に検討する。

受講料 受講人数

6時間

京都府京都市

6時間 平成26年7月5日

京都府京都市

平成26年9月26日,
6時間
平成26年12月3日
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教諭

幼稚園教諭

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

小学校教諭向け

18,000円

60人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653938号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

中学校国語科教
諭向け

18,000円

60人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653939号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

平成２６年度（第３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
日本と中国の古典および近現代にわたる言語と文化に関し
て、講師がそれぞれの専門の観点から講義を行います。そ
の中で高等学校「国語」の学習指導に関わる新たな知見の
獲得を目指すことを最大の目標とします。また、言語のコ
ミュニケーションとしての機能に着目し、生徒の日常生活に
おける国語力の強化について考えるひとつのきっかけともし
たいと考えています。

担当講師

小野
佐藤
石橋
中野

恭靖（教育学部教授）
一好（教育学部教授）
紀俊（教育学部准教授）
知洋（教育学部准教授）

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

大阪府柏原市

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

高等学校国語科
教諭向け

18,000円

50人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653940号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪教育大学

小中学校社会科における歴史学習に関して、新たな歴史研
究の動向や歴史認識・解釈などについて解説するとともに、
教材開発及び単元構想などについて講義する。
１）特に歴史学習に関わる領域について、社会科授業の基 伊藤 敏雄（教育学部教授）
社会科歴史学習の内容と方法に
礎的・基本的な知識・理論の理解を深める。さらに授業改善 田中 ひかる（教育学部准教授）
関する理論と実践
の手法としての授業分析の事例研究を行う。
飯島 敏文（教育学部教授）
２）西洋史や東洋史における歴史研究の新たな研究状況を
解説し、歴史を認識するとはいかなることか、また、歴史を
解釈するとはいかなることかについて理解を深める。

大阪府大阪市

18時間

平成26年8月6日～
平成26年8月8日

教諭

小学校教諭、中
学校社会科教諭
向け

18,000円

80人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653941号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪教育大学

社会科地理教材開発と展開

小・中学校社会科における地域学習や地理的分野につい
て、教材開発と授業展開の基礎理論、方法と題材案を講義
と実習を通じて講習します。内容は、１）授業づくりの基礎理
論についての講義、２）韓国を事例に、日本と外国の生活や
文化の比較についての講義、３）身近な地域調査を行うた
めに必要な地図判読、新旧地形図比較、統計資料に基づく
主題図の作成、判読などの実習からなります。

和美（教育学部准教授）
義宏（教育学部教授）
惠司（教育学部教授）
周二（教育学部准教授）
博義（教育学部教授）

大阪府大阪市

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

小学校教諭、中
学校社会科教諭
向け

18,000円

80人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653942号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

社会と文化

具体的なテーマを複数とりあげて、そこから世界史を考え
る。
１．食を題材として、食材や料理の伝播、生産・流通・消費、
食文化の変容などの視点から、世界史を考える。担当講師
渡邊 昭子（教育学部准教授）
の専門であるハンガリーの事例を中心に検討する。
２．ゲストスピーカーを迎えて、上記とは別の視点から世界
史を考察する。テーマとして、「八重の桜の世界史」「バルカ
ン諸国共通歴史副教材を読む」等を予定している。

大阪府柏原市

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

中・高等学校社
会科教諭向け

18,000円

20人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653943号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

思考力・表現力を育てる算数教
育の現状と課題

１．算数・数学を楽しむ教材として、「結び目の数学」を紹介
する。
２．「算数」から「数学」への移行における具体的な指導内容 柳本朋子（教育学部教授）
を取り上げて、算数的活動と数学的活動の連続性について 真野祐輔（教育学部講師）
検討する。
瀬尾祐貴（教育学部教授）
３．算数教育の現状と問題点をふまえ、思考力・表現力を育
てるための指導について検討する。

大阪府大阪市

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

小学校教諭向け

18,000円

50人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653944号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

中学校教員のための数学

１．数学パズル・・・考える楽しさ、面白さを味わおう。
２．数列・関数・極限・級数と解析学・・・微分積分学の基礎
概念の確認と最新の解析学の理論。
３．確率論・統計学・・・確率論・統計学の復習と最近のトピッ
クスについて。
４．結び目の数学の教材化・・・結び目の理論の中から中学
生の教材として。

田中
馬場
貞末
岡安
岩瀬

秀典（教育学部教授）
良始（教育学部教授）
岳（教育学部准教授）
類（教育学部准教授）
謙一（教育学部非常勤講師）

大阪府大阪市

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

中学校数学科教
諭向け

18,000円

50人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653945号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪教育大学

数学の世界

数学は数千年の歴史を持ち、学校教育の中で扱われるの
はその一部分に過ぎません。通常のカリキュラムでは、積
み上げ型の教科の特性として、基礎的な部分が中心にな
り、最先端の話題に触れる余裕がありません。また、コン
ピュータの発達に伴い、数学においても実験的な要素を取
り込むことが可能となってきました。この講座では、高等学
校で教えられる数学の背景と発展などを多面的に紹介する
とともに、コンピュータ実習を行います。

芦野
平木
町頭
森岡
湯浅

隆一（教育学部教授）
彰（教育学部准教授）
義朗（教育学部准教授）
達史（教育学部准教授）
久利（教育学部講師）

大阪府柏原市

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

高等学校数学科
教諭向け

18,000円

40人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653946号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪教育大学

情報スキルの向上

HTML5によるWebページ作成の基礎、マルチメディア教材作 武内 良樹（教育学部教授）
成のためのソフトウェア実習、CASLによるアセンブリ言語の 藤田 修（教育学部教授）
実習について、それぞれ1日ずつで行う。
望月 久稔（教育学部准教授）

大阪府柏原市

18時間

平成26年8月6日～
平成26年8月8日

教諭

高等学校情報科
教諭向け

18,000円

40人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653947号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪教育大学

理科の実験室で4人ずつのグループを作り，理科の各分野
（A:物質・エネルギー，B:生命・地球）における観察や実験の
楽しく役立つ理科実験入門（A）－
勘所やノウハウ，楽しく役立つ教材の利用法などを6つの
理科室をもっと活用したい－
テーマにわたって紹介し、実際にグループ実験していただき
ます。また、その原理についてもていねいに解説します。

生田
片桐
神鳥
辻岡
任田
吉本

享介（教育学部准教授）
昌直（教育学部教授）
和彦（教育学部教授）
強（教育学部教授）
康夫（教育学部教授）
直弘（教育学部准教授）

大阪府柏原市

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭

小学校教諭向け

18,000円

30人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653948号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪教育大学

理科の実験室で4人ずつのグループを作り，理科の各分野
（A:物質・エネルギー，B:生命・地球）における観察や実験の
楽しく役立つ理科実験入門（B）－
勘所やノウハウ，楽しく役立つ教材の利用法などを6つの
理科室をもっと活用したい－
テーマにわたって紹介し、実際にグループ実験していただき
ます。また、その原理についてもていねいに解説します。

安積
岡崎
川村
越桐
深澤
横井

典子（教育学部講師）
純子（教育学部准教授）
三志夫（教育学部教授）
國雄（教育学部教授）
優子（教育学部准教授）
邦彦（教育学部教授）

大阪府柏原市

18時間

平成26年8月6日～
平成26年8月8日

教諭

小学校教諭向け

18,000円

30人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653949号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪教育大学

日本・中国の言語と文化

大阪教育大学

大阪教育大学

大阪教育大学

小林
手取
水野
山田
山近
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平成２６年度（第３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
主に理科のB分野（生命・地球）において、実際に野外で自
然観察を行う場合に注意すべき点、野外観察に関連した実
験の方法などを６つのテーマについて紹介します。本講習で
は、野外実習、屋内での実験と講義を行う予定です。野外
実習は、講習会場の周辺で行い、屋内の実験と講義は、実
験室または普通教室で行う予定です。野外実習は、天候に
より変更される場合もあります。

担当講師
乾 陽子（教育学部准教授）
鵜澤 武俊（教育学部准教授）
小西 啓之（教育学部教授）
広谷 博史（教育学部教授）
松本 桂（教育学部准教授）
向井 康比己（教育学部教授）

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6日～
平成26年8月8日

教諭

小学校教諭、中
学校理科教諭向
け

18,000円

24人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653950号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

石川 聡子（教育学部准教授）
串田 一雅（教育学部准教授）
久保埜 公二（教育学部准教授）
鈴木 康文（教育学部教授）
谷 敬太（教育学部教授）
中田 博保（教育学部教授）

大阪府柏原市

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭

中学校理科教諭
向け

18,000円

15人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653951号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

畦 浩二（教育学部教授）
川越 毅（教育学部教授）
喜綿 洋人（教育学部准教授）
定金 晃三（教育学部特任教授）
鈴木 剛（教育学部准教授）
堀 一繁（教育学部准教授）

大阪府柏原市

18時間

平成26年8月6日～
平成26年8月8日

教諭

高等学校理科教
諭向け

18,000円

20人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653952号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪府大阪市

平成26年9月27日、
18時間 平成26年10月4日、
平成26年10月11日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校音楽科 18,000円
教諭向け

40人

平成26年6月4日～
平成26年8月15日

平261005653953号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪府柏原市

18時間

教諭

高等学校音楽科
教諭向け

18,000円

20人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653954号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

教諭

幼稚園・小学校
教諭、中・高等学
校美術科教諭、 18,000円
特別支援学校教
諭向け

25人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653955号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

教諭

幼稚園・小学校
教諭、中・高等学
校美術科教諭、 18,000円
特別支援学校教
諭向け

25人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653956号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

18,000円

7人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653957号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪教育大学

物理および化学分野の基礎となる項目、光と密度（物理）、
酸・塩基と電池（化学）についてわかりやすく解説し、実験指
導も実施します。実験は中学校の理科室でも十分実施可能
物質とエネルギーの視点から考 なように工夫されています。物質とエネルギーが密接にか
える中学校理科
かわる環境について理解を深め、これを理科の授業で取り
上げる場合の展開方法について指導します。6回の講習
は、実験中心（2回）、実験と講義（2回）、講義中心（2回）で
構成されています。

大阪教育大学

現代科学・技術につながる高等
学校理科

高等学校で履修する理科で学習したことが現代科学・技術
にどの様につながっているか理解するのが本講習の目的で
す。講習は理科の全分野(物理、化学、生物、地学、理科教
育）を含んでおり、各分野から選ばれた最新のトピックスに
ついて講義を行います。講習内容は、専門分野でない方が
受講しても興味が持てるように工夫されています。高等学校
で理科を教える際に、現代科学・技術へのつながりも含め
れば生徒の興味を引くことができ、ひいては理科離れを軽
減することが期待されます。

大阪教育大学

大きく教材研究と方法研究を行う。教材研究では、声楽、ピ
アノ、作曲、音楽学の各専門分野より、教科書に掲載されて
いる楽曲の見方、取り扱い方、表現方法等について、実技
教科書の教材曲の研究と新学習
を交えて講義する。方法研究では、新学習指導要領の内容
指導要領に基づく授業改善
に即して、授業構成と評価の仕方、指導技術等について、
模擬授業のアプローチやビデオ資料を使って実践的に講義
する。

大阪教育大学

指揮法の基礎と実践

指揮法の基礎を学び、実際にオーケストラを指揮することに
よって実践的な指揮を学びます。また教材として使用するテ
キストの楽曲分析や指揮の歴史に関する講義も実施しま
す。

図工・美術の教材体験

三日間で次の製作を体験し、教材化への視点を探ります。
主に実材をつかった製作体験で、児童生徒の感性や身体
感覚に基づく教材への発展を目指します。
○一味違った陶芸作品の作り方を通して、モノが出来ていく
稲富 啓一郎（教育学部教授）
プロセスまた完成した時の達成感をあらためて体験します。
加藤 可奈衛（教育学部准教授）
○石膏や粘土を使って葉っぱや、身近ないろんなオブジェ
佐藤 賢司（教育学部准教授）
の＜化石＞をつくります。また、そこから派生する様々な展
開の可能性を探ります。
○身近な材料や道具で染めを楽しみながら、基本的な染め
の原理や表現の基礎を学びます。

図工・美術の教材体験

三日間で次の製作を体験し、教材化への視点を探ります。
主に実材をつかった製作体験で、児童生徒の感性や身体
感覚に基づく教材への発展を目指します。
○一味違った陶芸作品の作り方を通して、モノが出来ていく
稲富 啓一郎（教育学部教授）
プロセスまた完成した時の達成感をあらためて体験します。
加藤 可奈衛（教育学部准教授）
○石膏や粘土を使って葉っぱや、身近ないろんなオブジェ
佐藤 賢司（教育学部准教授）
の＜化石＞をつくります。また、そこから派生する様々な展
開の可能性を探ります。
○身近な材料や道具で染めを楽しみながら、基本的な染め
の原理や表現の基礎を学びます。

美術表現への導入として

本講習の目的は、美術を取り巻く今日的な課題の考察を通
して、美術表現に対する視野を広げ、魅力ある授業作りへヒ
ントを提供することです。そのために、実技分野専任教員に
よる絵画・立体・ヴィジュアルデザインの実技講習、そして芸
術学分野専任教員による造形芸術学・美学の講義講習を
実施し、多様化する美術表現の現在を、理論と実践の両側
面から考察します。

大阪教育大学

楽しく学ぶ書写実践講座

主に、小・中学校における書写のテキストの技法分析と習
得を中心に行う。また、テキストのお手本となっている書の
背景にある古典の学習も行い、漢字・かな文字の基本的な 池田 利広（教育学部教授）
技法を習得し、指導の幅を広げる。
萱 のり子（教育学部教授）
その上で、小・中学校での書写から高等学校での書道への 瀨川 賢一（教育学部准教授）
スムーズな連携について考察し、その為の書写の学習内容
の在り方・古典の鑑賞方法などを考えてみる。

大阪教育大学

体育科の学習指導の考え方・進め方について、新学習指導
要領の趣旨及び改訂の背景を踏まえ講じる。また、基本的
体育科の学習指導の理論と実際
な考え方を踏まえ、体育科の授業の進め方及び指導ポイン
①
トについて、保健領域及び水泳、ボール運動の実技・実習を
通して講じる。

大阪教育大学

講習の期間

18時間

自然観察入門

大阪教育大学

時間数

大阪府柏原市

大阪教育大学

大阪教育大学

講習の開催地

北川
小島
猿谷
田中
寺尾
宮本
吉野

純子（教育学部教授）
律子（教育学部教授）
紀郎（教育学部准教授）
龍三（教育学部教授）
正（教育学部教授）
弘子（教育学部教授）
秀幸（教育学部准教授）

ヤニック・パジェ（教育学部外国人教師）
北川 文雄（教育学部教授）
卜田 隆嗣（教育学部教授）
中務 晴之（教育学部教授）

江藤 亮（教育学部准教授）
五明 真（教育学部准教授）
瀧 一郎（教育学部教授）
寺島 みどり（教育学部准教授）

赤松
生田
井上
鉄口

喜久（教育学部教授）
泰志（教育学部准教授）
功一（教育学部講師）
宗弘（教育学部准教授）

大阪府柏原市

大阪府柏原市

18時間

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

平成26年8月6日～
平成26年8月8日

大阪府柏原市

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

中・高等学校美
術科教諭、特別
支援学校教諭向
け

大阪府柏原市

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学校書道担当教
諭向け

18,000円

30人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653958号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪府柏原市

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

小学校教諭向け

18,000円

40人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653959号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/
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平成２６年度（第３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

大阪教育大学

体育科の学習指導の考え方・進め方について、新学習指導
要領の趣旨及び改訂の背景を踏まえ講じる。また、基本的
体育科の学習指導の理論と実際
な考え方を踏まえ、体育科の授業の進め方及び指導ポイン
②
トについて、保健領域及び器械運動、陸上運動の実技・実
習を通して講じる。

喜久（教育学部教授）
悟（教育学部教授）
剛司（教育学部講師）
宗弘（教育学部准教授）

大阪府柏原市

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

小学校教諭向け

18,000円

40人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653960号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪教育大学

欧米と日本のスポーツの違いについて比較文化的に解説
し、近年の教育改革と体育科の位置づけについて解説す
る。
現在のスポーツ・体育文化発展の歴史的経緯を把握し、21 入口 豊（教育学部教授）
スポーツ・体育を文化として考え
世紀のスポーツ・体育を考えていく上で、舞踊が果たす役割 太田 順康（教育学部教授）
る
を概説する。
千住 真智子（教育学部教授）
スポーツはその発生から今日まで、各地の風土に育まれた
身体運動文化である。ここでは日本で生まれた武道を中心
にスポーツの文化性を概説する。

大阪府柏原市

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

中・高等学校保
健体育科教諭向
け

18,000円

30人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653961号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪教育大学

スポーツ競技力向上のための原則やその指導法について
解説し、指導者に求められる理念等について理解を深め
土井 秀和（教育学部教授）
スポーツ競技力向上の理論とそ る。テニスのサーブ動作を事例として、バイオメカニクス的観
西島 吉典（教育学部教授）
の指導法
点からハイパフォーマンスを導き出す指導法について概説
吉田 雅行（教育学部教授）
する。ボールゲームのパフォーマンス向上に関わる諸問題
を取りあげ、実践的な指導法を概説する。

大阪府柏原市

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

中・高等学校保
健体育科教諭向
け

18,000円

30人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653962号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪教育大学

養護教諭に求められている資質や児童生徒等をとりまく健
養護教諭－力量形成のための理 康問題について、生体の機能や環境への適応と健康障害、
論と実践
救急看護、ヘルスプロモーション、養護教諭の果たすべき役
割など多角的に講義する。

榎木
白石
永井
山川
橋弥
平井

泰介（教育学部講師）
龍生（教育学部教授）
由美子（教育学部教授）
正信（教育学部教授）
あかね（教育学部講師）
美幸（教育学部講師）

大阪府大阪市

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

18,000円

40人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653963号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪教育大学

①エネルギー変換に関わる講義と実験
中学校教員を対象としたものづく ②材料加工領域に関わる講義と実験・実習
りに関する講習
③技術科教育法に関わる講義
④情報に関わる講義

今中
永冨
橋本
光永

誠（教育学部教授）
一之（教育学部教授）
孝之（教育学部特任教授）
法明（教育学部准教授）

大阪府柏原市

18時間

平成26年8月6日～
平成26年8月8日

大阪教育大学

今日の学校教育における消費者教育の役割を再確認しな
野田 文子（教育学部教授）
がら、教材づくりの実際を学ぶ。具体的には、消費者教育推
消費者市民社会の担い手を育む
大本 久美子（教育学部准教授）
進法に盛り込まれている消費者市民社会の考え方や理念
鈴木 真由子（教育学部教授）
などを理解し、消費者教育の指導の充実を図る。

大阪府大阪市

18時間

大阪教育大学

家庭科を中心とした実験・実習

本講座では「日常的な調理についての理解」と「こども達と
の関わり」をキーワードに実験実習を取り入れた講習を行い
ます。調理操作による食品成分の変化を理解するための調
井奥 加奈（教育学部准教授）
理科学実験や、市販の加工食品を作る実習、それに関連し
中田 忍（教育学部教授）
た実験を行うほか、こども達の教材(絵本・制作物)との出会
山田 由佳子（教育学部准教授）
いにみるこどもへ気づきやかかわり方・指導について、手作
りフェルトの実習を通した羊毛とその性質についての基礎知
識についても解説します。

大阪府柏原市

大阪教育大学

「快適な暮らしと生活の色彩」お
よび「住まい学習」

「快適な暮らしと生活の色彩」および「住まい学習」につい
て、複合領域の視点で概説します。衣生活学・生活色彩学
分野では、生活環境の快適・安全にかかわる衣生活の科
碓田 智子（教育学部教授）
学、生活色彩の科学、教材研究などについて、実験実習等
岡本 幾子（教育学部教授）
を含む講習を行います。居住環境学分野の一部では、住ま
任田 康夫（教育学部教授）
い学習の教材づくりの視点から、「大阪くらしの今昔館」の江
戸時代の町並みが再現された展示室を活用した体験型実
習を含む講習を行います。

大阪教育大学

英語学及び英語科教育の理論と実践の両面を考慮に入
れ、英語の教授・学習の過程に働く原理・原則を学びます。
英語科教育の目標を見直した上で、英語コミュニケーション
中学校及び高等学校における英 能力を育てうる中学校及び高等学校における授業のあり方
語授業の理論と実践
を検討します。英語学の知見を踏まえ、英語学習者の情意
的及び認知的要因が英語学習にどのように作用するかなど
を熟慮し、模擬授業を組み立てながら効果的な授業作りを
模索します。

大阪教育大学

統語論は、文が作られるしくみを研究する言語学の一分野
です。アメリカの言語学者ノーム・チョムスキーが提唱する
生成文法理論を紹介します。英語の節や句の内部構造そし
授業を基礎から支える英語統語 て語順などを入門書に沿ってゆっくり解説します。時間があ
寺田 寛（教育学部准教授）
論
れば、ゲームやパズルを楽しみながら内容理解を深めたい
と思います。講義の内容は、英語教授法や授業研究とは無
縁です。しかし、英語を教える先生方に知っておいて頂きた
い英文法の基礎知識をお話します。

大阪教育大学

特別支援教育の現状と課題

赤松
古和
小川
鉄口

生馬 裕子（教育学部講師）
加賀田 哲也（教育学部教授）
金井 友厚（教育学部非常勤講師）
寺田 寛（教育学部准教授）

井坂
金森
冨永
特別支援教育をめぐる現在の教育･研究の動向について、
西山
特別支援教育学・特別支援心理学・特別支援臨床学の各
平賀
専門分野から多角的に講義及び討論を併せ行う。
藤田
山本
山本

行男（教育学部教授）
裕治（教育学部教授）
光昭（教育学部教授）
健（教育学部准教授）
健太郎（教育学部准教授）
裕司（教育学部教授）
晃（教育学部教授）
利和（教育学部教授）

養護教諭 養護教諭向け

教諭

中学校技術科教
諭向け

18,000円

10人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653964号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

平成26年8月6日～
平成26年8月8日

教諭

小学校教諭、中・
高等学校家庭科
18,000円
教諭、特別支援
学校教諭向け

40人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653965号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

中・高等学校家
庭科教諭向け

18,000円

20人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653966号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪府柏原市

18時間

平成26年8月6日～
平成26年8月8日

教諭

中・高等学校家
庭科教諭向け

18,500円

20人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653967号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪府大阪市

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭

中・高等学校英
語科教諭向け

18,000円

60人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653968号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪府大阪市

18時間

平成26年8月13日～
平成26年8月15日

教諭

中・高等学校英
語科教諭向け

18,000円

30人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653969号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪府大阪市

平成26年9月27日、
18時間 平成26年10月4日、
平成26年10月11日

18,000円

100人

平成26年6月4日～
平成26年8月15日

平261005653970号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/
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諭向け

平成２６年度（第３回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

大阪教育大学

大阪教育大学

大阪教育大学

大阪教育大学

講習の名称

講習の概要

生涯学習論・社会教育論

教育基本法に即して生涯学習・生涯教育をめぐる現代的課
題を１．社会教育論、２．教育老年学、３．図書館情報学の
視点から講義する。具体的には、
１．学校教育と社会教育の連携や地域における学校の位 高鍬 裕樹（教育学部准教授）
置、教師の役割
堀 薫夫（教育学部教授）
２．生涯発達とエイジング、成人期以降の知的能力の変化、 山田 正行（教育学部教授）
高齢者教育の可能性の知見の学校教育への応用
３．公共図書館の意義および知的自由・表現の自由などの
学校教育への応用

心理学概論

初等・中等教育における批判的思考力を育成するためのポ
イント、原因帰属スタイル及びこれと学習の動機付けの関連
性について、最近の心理学分野における知見を学びなが
ら、教育現場での適用を考える。そして、進路・キャリアの選 安達 智子（教育学部准教授）
択や決定にまつわる心理学的メカニズムを学び、教育場面 下村 陽一（教育学部教授）
やキャリア発達支援における働き掛けについて理解を深め 高橋 誠（教育学部教授）
る。また、実際的なコミュニケーションの考え方に基づいて、
児童・生徒間、及び教員間の人間関係形成のメカニズムを
コミュニケーション行動の構造と機能から学ぶ。

社会福祉と学校

近年、不登校・いじめ問題・発達障がいのある子どもやその
保護者への対応等、教育現場には困難な問題が山積して
いる。本講習では、教育現場において必要となる社会福祉
新崎 国広（教育学部准教授）
の知識について解説をおこなう。特に，特別支援教育にか
石橋 正浩（教育学部准教授）
かわる法令や精神医学の概念，学校における地域福祉（コ
加藤 佳也（教育学部教授）
ミュニティ・ソーシャルワーク）の適用の可能性，福祉教育の
意義，教員自身の福祉としての感情労働の概念などに焦点
をあてる。

小学校教科より―オムニバス１

秋吉 博之（教育学部教授）
大木 愛一（教育学部教授）
論理性の構築を目指す、理科・社会と図工・音楽
木立 英行（教育学部教授）
種村 雅子（教育学部准教授）
小学校の授業科目から４教科をピックアップし、 教師にとっ 出野 卓也（教育学部教授）
て必要な専門的な知識や技能、授業方法や授業展開にか 廣木 義久（教育学部教授）
かわるポイン トについて実践的な視点から講習をおこなう。 裴 光雄（教育学部教授）
松井 祐（教育学部准教授）

コミュニケーションツールとしての、国語・算数・理科・英語と
音楽・体育
大阪教育大学

大阪教育大学

大阪教育大学

大阪教育大学

担当講師

小学校教科より―オムニバス２

小学校の授業科目から６教科をピックアップし、 教師にとっ
て必要な専門的な知識や技能、授業方法や授業展開にか
かわるポイン トについて実践的な視点から講習をおこなう。

大木
秋吉
木立
種村
出野
廣木
柏木
田中
宍戸
冨永

愛一（教育学部教授）
博之（教育学部教授）
英行（教育学部教授）
雅子（教育学部准教授）
卓也（教育学部教授）
義久（教育学部教授）
賀津子（教育学部准教授）
俊弥（教育学部教授）
隆之（教育学部准教授）
雅（教育学部准教授）

講習の開催地

時間数

講習の期間

大阪府大阪市

平成26年8月20日～
18時間
平成26年8月22日

大阪府大阪市

18時間

平成26年8月20日～
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

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭向け

18,000円

50人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653971号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭向け

18,000円

50人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653972号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

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
諭向け

18,000円

20人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653973号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪府柏原市

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

大阪府大阪市

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

教諭

小学校教諭向け

18,000円

30人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653974号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪府大阪市

18時間

平成26年8月6日～
平成26年8月8日

教諭

小学校教諭向け

18,000円

30人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653975号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

大阪府大阪市

18時間

平成26年8月13日～
平成26年8月15日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭向
け

18,000円

50人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653976号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

18,000円

平成26年6月4日～
40人
平成26年6月16日

平261005653977号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

18,000円

40人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653978号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

多様性を尊重する人権教育

人権教育についての考えや悩みを出し合いつつ、多様性を
尊重する人権教育の意義と進め方について、学習活動を実
体験しながら学ぶ。同和教育の財産を土台に、国際的な動
きや政府の動きも見ながら、いまの学校現場に応じた人権
森 実（教職教育研究センター教授）
教育のカリキュラムづくりを身につける。カリキュラムは、互
いの共通点や相違点から始め、違いと差別について考え、
差別を捉える基礎概念を学んで、差別をなくす行動力を追
求する、という流れで構成する。

活用力を育む教科、生活・総合
の授業づくり

1～6限は、幼児教育と小学校教育の接続です。小1問題、
幼小連携のカリキュラムの概説、くぐらせ期の教育の演習
や実践交流、気付きの質を高める生活科授業のための（屋
外を含む）ワークショップを行います。7～11限は、活用力
馬野 範雄（教職教育研究センター准教授）
（思考力・判断力・表現力）を育てる授業づくりがテーマで
佐久間 敦史（教職教育研究センター准教授）
す。国語科・社会科を中心にした模擬授業の提案とグルー
プによるワークショップにより、学習過程や活動の構成、板
書の工夫、ワークシートの活用など、今求められる授業像を
探究します。

大阪府大阪市

平成26年7月30日～
18時間
平成26年8月1日

活用力を育む教科、生活・総合
の授業づくり

1～6限は、幼児教育と小学校教育の接続です。小1問題、
幼小連携のカリキュラムの概説、くぐらせ期の教育の演習
や実践交流、気付きの質を高める生活科授業のための（屋
外を含む）ワークショップを行います。7～11限は、活用力
馬野 範雄（教職教育研究センター准教授）
（思考力・判断力・表現力）を育てる授業づくりがテーマで
佐久間 敦史（教職教育研究センター准教授）
す。国語科・社会科を中心にした模擬授業の提案とグルー
プによるワークショップにより、学習過程や活動の構成、板
書の工夫、ワークシートの活用など、今求められる授業像を
探究します。

大阪府大阪市

18時間
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平成26年8月6日～
平成26年8月8日

平成２６年度（第３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

大阪教育大学

いじめ問題が大きな社会問題となっている。いじめ問題等
の課題を解決するには、より良い人間関係を育み、課題を
自分たちで解決していく力を育てることが求められている。
これらの力を育てていくために、ピア・サポートプログラムは
人間関係を育むピア・サポートプ
有効な手立てとなる。ピア・サポートの理論と背景、実践的 菱田 準子（教職教育研究センター准教授）
ログラム
な演習を通じてそれぞれの学校で実践をすすめていくことが
できる教員の指導力の育成をめざしたい。さらに、教員自ら
が仲間と支え合いながら自己実現を図るメンタリングについ
て学び合いたい。

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

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭向け

18,000円

40人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653979号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭向
け

18,000円

40人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653980号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

教諭

小学校教諭向け

18,000円

40人

平成26年6月4日～
平成26年6月16日

平261005653981号

072-978-3558

http://osakakyoiku.ac.jp/

19,000円

40人

平成26年4月21日～
平成26年5月31日

平263000753754号

045-972-3296

http://www.seisa.ac
.jp

大阪府大阪市

平成26年8月20日～
18時間
平成26年8月22日

大阪教育大学

学校において発生する事件・事故に対して、学校は組織とし
て対応することが求められています。そのような状況の中、
本学が取り組んだ「学校組織の危機対応教育プログラムの
学校危機を考える－ピンチをチャ
開発」事業で得られた調査結果や開発した教材を活用し
島 善信（教職教育研究センター特任教授）
ンスに－
て、学校現場の危機管理の実態を確認すると共に、保護者
への対応も含めた学校の危機管理（危機対応）のあり方に
ついて学びます。

大阪府大阪市

平成26年8月6日～
18時間
平成26年8月8日

大阪教育大学

学力向上、授業規律の確立、思考力・表現力の育成、言語
活動の充実等、今、授業づくりに求められる課題は多岐に
わたり、子どもの実態との狭間の中で、直面する教員の悩
子どもに主体的な学びを生み出 みも大きい。そこで、この授業では、算数や社会科の具体的
新坊 昌弘（教職教育研究センター教授）
す授業づくりの在り方
教材を例に取り上げ、深い子ども理解と教材研究に基づく、
子どもに主体的な学びを生み出す授業づくりの在り方につ
いて学び、それら授業づくりにおいて直面する課題の解決を
図っていく。

大阪府大阪市

18時間

平成26年7月30日～
平成26年8月1日

星槎大学

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

大阪府大阪市

18時間

平成26年7月28日～
平成26年7月30日

関西大学

日本史･世界史分野の担当者4名が各自の専門とする研究
領域における重要な問題を国内や海外で行っている調査・
研究の実際を紹介しながら分かりやすくお話しします。
講義テーマは次のように予定しています。
歴史学の最前線－研究・調査の
①日本古代中世の女性と仏教（原田正俊）
現場
②中国史の中のソグド人（森部豊）
③世界史における過去と現在の対話（歴史的事象の後世
への伝達）（中村仁志）
④大阪の近代――大都市の息づかい（大谷 渡）

大阪府吹田市

6時間 平成26年8月4日

教諭

中学校（社会）・
高等学校（地理
歴史）担当教諭

6,000円

70人

平26平成26年4月16日～平
30449成26年4月19日
53349号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

関西大学

教育とユーモア

従来、謹厳な教育・学習の場に、「笑い」はふさわしくない、
と考えられてきた。これとは反対に、ユーモアや笑いが学校
教育において特別に大きな役割を果たす必要不可欠な存
在であることを、本講義では解明する。そして、教師が授業
や課外活動などにおいて、適切なユーモアを使用すること
によって生徒との良好なコミュニケーションを図れるよう、意
欲とスキルを高めることを目指す。病院や保育園・学校な
ど、公式施設におけるユーモア介入の実際についても紹介
したい。

森下 伸也（人間健康学部教授）
松阪 崇久（人間健康学部助教）
青砥 弘幸（就実大学教育学部講師）
大阪府吹田市
原坂一郎（関西子ども文化研究所理事長、関西
国際大学教育学部非常勤講師）

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

70人

平26平成26年4月16日～平
30449成26年4月19日
53350号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

関西大学

本講座では学校現場で必要とされる地震防災についての知
識を、自然現象としての視点と人間心理としての視点の両
方から学ぶ。また小学校から高校まで学校現場で活用でき
学校における地震防災のポイン
る防災ゲームについても体験的に学習する。地域事情を考 林 能成（社会安全学部准教授）
ト～南海トラフ巨大地震を視野に
慮した現実的な防災対策をとるためには、見て・考えて・計 元吉 忠寛（社会安全学部准教授）
入れて～
画し・実行する能力を各個人が持つ必要がある。過去の災
害事例などを元に参加者の「想定内」の幅を広げることを目
標とする。

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・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円

50人

平26平成26年4月16日～平
30449成26年4月19日
53351号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

大阪府吹田市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校・高等学
校（国語）担当教
諭

6,000円

50人

平26平成26年4月16日～平
30449成26年4月19日
53352号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

教諭

小学校・中学校
（理科）・高等学
校（理科）担当教
諭

6,000円

40人

平26平成26年4月16日～平
30449成26年4月19日
53353号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

関西大学

関西大学

大谷
原田
中村
森部

渡（文学部教授）
正俊（文学部教授）
仁志（文学部教授）
豊（文学部教授）

日本近現代文学の世界

夏目漱石の『心』を取り上げ、どのような経緯で成立したの
か、その時代の社会的文化的なコンテクストはどのようなも
のだったのか、発表当時の読者にはどのように読まれたの
か、さらに近年の漱石研究ではどのように評価されている 関 肇（文学部教授）
のか、などについて考えたい。あわせて漱石の自筆原稿、
新聞連載初出、初刊単行本などを紹介し、本文批評や出版
文化の問題などについても見ていきたい。

体感する理科教育への支援

理科離れが問題とされていますが、小学校への出張講義な
どでは全くそのようなことは感じられません。しかし、理科教
育に関するアンケートを実施すると、中学や高校に進学する
ときに、理科離れを起こしていることが伺えます。身近なも
のと結びつけた「体感する理科教育」を継続すれば、理科離 倉田 純一（システム理工学部准教授）
れを抑えることができるのではと、実践しています。小学生
や高校生を対象とした高大連携授業を再現し、どのように
「体感する理科教育」をデザインしていくのかを紹介・体験し
ます。

大阪府吹田市

6時間 平成26年8月5日
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平成２６年度（第３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

関西大学

講習の名称

講習の概要

小中高等学校において、勤労観・職業観を育成するととも
に、社会的・職業的自立に必要な基礎的・汎用的能力を身
につけるキャリア教育の展開が求められている。本講座で
キャリア教育入門－キャリアカウ は、キャリア教育についての基本的な考え方や実践事例を
ンセリング研修－
紹介する講義（2時限）と基礎的なカウンセリングスキル（2時
限）やアセスメントツールの活用（2時限）について学ぶ実習
を通して、それぞれの学校におけるキャリア教育の推進に
役立てることを目指す。

担当講師

川崎友嗣（社会学部教授）
菊地節子（社団法人日本産業カウンセラー協会
関西支部相談室カウンセラー、関西大学非常
勤講師、関西大学キャリアデザインアドバイ
大阪府吹田市
ザー）
山本公子（関西大学非常勤講師、関西大学キャ
リアデザインアドバイザー）

本ワークショップでは、教師中心の講義型の授業を改め、生
徒が練習する中で気づき、習得したものを活用していくとい
う、思考力、判断力、表現力を養う授業の作り方を学びま
田尻 悟郎（外国語学部教授）
す。どのように学力をつけるか、学力をつけるための授業で
はどのようにタイムマネージメントをするかを、参加者の皆さ
んでディスカッションしていただきたいと思います。

関西大学

習得・活用を目指した英語授業

関西大学

読解力ならびに情報探索力の向上は「自ら学ぶ力」を育て
る基本である。本講座では、PISA型の学力観と学校図書館
について概説し、さらに読み聞かせやブックトークをはじめと
する学校における読書指導と図書館について実例を交えて
学校図書館を利用した自ら学ぶ
紹介する。また図書館やインターネットを活用した情報探索
力の育成
指導についてはパソコンを用いた演習も行う。本講座はこれ
らを通して学校図書館のあり方や課題について考える機会
を提供するものである。普段、学校図書館との接点の少な
い先生方の受講を大いに歓迎する。

村上泰子（文学部教授）
渡邊智山（文学部教授）
宮崎康子（西宮市教育委員会教育相談員、関
西大学非常勤講師）

このワークショップでは、ディベートとは一味違う「やわらか
い議論」をデザインする方法を体験的に学んでいただきま
す。授業中はどうしても教師の意図と一致する意見ばかりを
求めてしまいがちです。どうすれば、自由な発言を尊重しつ
つ議論を展開できるのでしょうか。どうすれば、発言力のあ 牧野由香里（総合情報学部教授）
る生徒だけでなく苦手な生徒も安心して参加できる議論に
なるのでしょうか。これらの悩みを解決するために、生徒た
ちの論理的思考力を育てながら建設的な議論をサポートす
る仕掛けや道具を紹介します。

関西大学

ワークショップ：「やわらかい議
論」をデザインする

関西大学

関西で1つの地域を選んで、日帰りで1日、徒歩・公共交通
機関を利用し、地形図や解説資料を携行して歩きながら、
地図の見方と現場の事物・景観の対応を解説します。生徒・
現場で学ぶ社会科・地理歴史科 学生とともに学校の外に出てフィールドワークやエクスカー
野間 晴雄（文学部教授）
のフィールドワーク
ション、地域調査を行う際の目のつけどころ、勘どころを伝
授します。今年度は大阪市内、京都市内の２か所で実施し
ます。交通費は自己負担ですが、資料はこちらで準備しま
す。

関西福祉科学大
教育指導上の現代的諸課題
学

四天王寺大学

情報教育「パソコン実習」（ワー
ド・エクセル）

時間数

9.5時間

講習の期間

平成26年8月5日～平
成26年8月6日

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校・中学校・
高等学校・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

平26平成26年4月16日～平
30449成26年4月19日
53354号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

6,000円

平26平成26年4月16日～平
40人
30449成26年4月19日
53355号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

10,000円

20人

大阪府吹田市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校・高等学
校（英語）担当教
諭

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・特別
支援学校教諭

6,000円

40人

平26平成26年4月16日～平
30449成26年4月19日
53356号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

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

6,000円

15人

平26平成26年4月16日～平
30449成26年4月19日
53357号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（地理歴史）担
当教諭

7,000円

20人

平26平成26年4月16日～平
30449成26年4月19日
53358号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

大阪府大阪市

7時間 平成26年10月11日

大阪府柏原市

6時間 平成26年8月6日

教諭
教諭・養護教諭
養護教諭 向け

5,000円

50人

平成26年5月19日～
平成26年5月23日

平263045355983号

072-977-9549

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

大阪府柏原市

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

5,000円

50人

平成26年5月19日～
平成26年5月23日

平263045355984号

072-977-9549

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

学校現場における「安心・安全」をサブテーマとし、感情マネ
ジメント教育、検査結果の生かし方、安全管理に役立つ心
理学的知見について講義を行う。講義Ⅰでは、子どもの不
適応予防に役立つ感情コントロールプログラムについて教 加藤 美朗（健康福祉学部専任講師）
員が演習をとおして学ぶ。講義Ⅱでは、WISC-Ⅳを中心に 長見 まき子（健康福祉学部准教授）
最新の知能および認知発達検査結果の学習支援での活か 木村 貴彦（健康福祉学部准教授）
し方について考える。講義Ⅲでは学校の安全管理に欠かせ
ないエラーのメカニズムやリスク認知等を取り上げ、より高
度な「安心・安全」の構築に活かしていただきたい。

大阪府柏原市

6時間 平成26年8月8日

教諭
教諭・養護教諭
養護教諭 向け

5,000円

50人

平成26年5月19日～
平成26年5月23日

平263045355985号

072-977-9549

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

30名程度を1クラスとして、１日6時間以上として実施する。コ
ンピュータ教室において数名の補助者と共に講師1名が実
習形式で実施する。講習は、事前の課題意識調査の結果を
もとに受講者の技能を考慮して実施する。講習の内容は
「Wordで学級通信づくり」と「Excelで成績処理」の２つの内容
を組み合わせる。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成26年8月4日

小学校教諭・幼
教諭
稚園教諭・養護
養護教諭
教諭

6,000円

60人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平263045755892号

072-956-3345

http://www.shitenno
ji.ac.jp/ibu/

学校現場における教育指導上の諸課題に役立てるため、
教科指導、生徒指導、進路指導、特別支援教育、教師の資
宮野 安治（健康福祉学部教授）
質や指導力などの現代的諸課題について講義したい。今回
田巻 義孝（健康福祉学部教授）
は中心的課題として、1点は学習意欲のない児童、生徒の
池上 徹（健康福祉学部准教授）
問題、2点は教師の資質及び教職の専門性、3点は特別支
援教育のあり方について考察したい。

近年、専門職による子育て家庭への相談援助が行われて
いる。また、教育現場における家庭教育のありかたが問わ
れている。そうしたなか、疲弊した教師の心のケアが課題と
新川 泰弘（社会福祉学部准教授）
関西福祉科学大 教育専門職の心のケアと家庭支 なっている。そこで、講義1「専門職による子育て家庭への相
鎌田 次郎（社会福祉学部教授）
学
援
談援助」、講義2「親の愛と養育姿勢と家庭教育のありか
永田 俊代（社会福祉学部准教授）
た」、講義3「教育現場の心のケア―セルフ・ケア―」の3講を
通じて、より高度な指導法を教育現場で展開されることを期
待する。

関西福祉科学大
学校における健康科学
学

講習の開催地

川口
坂本
斎藤
東

隆雄(教育学部 教授)
示洋(人文社会学部 准教授)
敏之(短期大学部 准教授)
隆史(短期大学部 准教授)
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平成２６年度（第３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・幼
教諭
稚園教諭・養護
養護教諭
教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平263045755893号

072-956-3345

http://www.shitenno
ji.ac.jp/ibu/

発達障害のアセスメント

幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を対象に40名程度を1
クラスとして、１日6時間以上として実施する。特別支援教育
の実施に伴い、発達障害のある子どもへの対応が求められ
八木 成和(教育学部 教授)
ている。そこで、発達心理学の立場から「アセスメントの概
論」「各種検査方法の理論と実際」「個別の指導計画の考え
方と作成方法」について講義と演習形式で実施する。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成26年8月4日

教材研究「図画工作」

30名程度を1クラスとして、１日6時間以上として実施する。
講義と実技形式によって、小学校で活用できる教材の研究
林 正夫(教育学部 准教授)
を行う。制作物の作成により実技考査による修了認定を行
う。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校教諭

7,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平263045755894号

072-956-3345

http://www.shitenno
ji.ac.jp/ibu/

造形活動「かく・つくる・あそぶ」

30名程度を1クラスとして、１日6時間以上として実施する。
講義と実技形式によって、幼稚園で活用できる造形表現の
村田 夕紀(短期大学部 准教授)
研究を行う。制作物の作成により実技考査による修了認定
を行う。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成26年8月4日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平263045755895号

072-956-3345

http://www.shitenno
ji.ac.jp/ibu/

教材研究「社会」

3名の講師によって、午前は、フィールドワークとして本学周
辺の羽曳野市の歴史的遺産について現地調査を実施す
る。午後は、社会科の授業分析の視点と方法について，ＶＴ 中本 和彦(教育学部 准教授)
Ｒなどによる授業実践例の分析を通して修得するとともに， 山口 仁久(教育学部 准教授)
学習指導要領の改訂点にポイントを当てて，それに即した 須原 祥二(人文社会学部 教授）
授業改善・授業づくりの視点と方法について，講義や演習を
通して修得していく。

大阪府羽曳野
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5月1日～
平成26年5月31日

平263045755896号

072-956-3345

http://www.shitenno
ji.ac.jp/ibu/

子どもの身体と心の健康

幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を対象とする。子ども
の身体と心の健康に関して、医学や保健学の観点から講習
を行う。「人々が自らの健康とその決定要因をコントロール
し、改善することができるようにするプロセス」と定義される
ヘルスプロモーションの考え方が提唱されてから久しくな
る。この考えを踏まえ、子どもたちの健康について講義と演
習形式により学習します。

毛受
楠本
倉田
松本

大阪府羽曳野
市

6時間 平成26年8月5日

小学校教諭・幼
教諭
稚園教諭・養護
養護教諭
教諭

6,000円

60人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平263045755897号

072-956-3345

http://www.shitenno
ji.ac.jp/ibu/

音楽活動「身体･器楽･声による
表現」

幼稚園教諭と小学校教諭を対象に30名程度を1クラスとし
て、１日6時間以上として実施する。午前はリズム運動や器
楽(楽器)の音楽表現について、また午後からは声楽や器楽
(ピアノ)の音楽表現について実技をまじえて講義と演習形式
で講習を実施する。

荒木 環(人文社会学部 専任講師)
奥野 孝昭(人文社会学部 准教授)
原 祐子(短期大学部 教授)
奥 千恵子(短期大学部 専任講師)

大阪府羽曳野
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭・幼
稚園教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平263045755898号

072-956-3345

http://www.shitenno
ji.ac.jp/ibu/

教材研究「国語」

30名程度を1クラスとして、１日6時間以上として実施する。
新学習指導要領の国語で学習内容として示された「伝統的
矢羽野 隆男(人文社会学部 教授)
な言語文化に関する事項」に関連する古典文学に関する内
源 健一郎(人文社会学部 教授)
容について講義と演習の形式で実施する。また、読解力の
船所 武志(教育学部 教授)
向上にかかわる国語教材の内容やことばに関する内容に
ついて講義を行う。

大阪府羽曳野
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1日～
平成26年5月31日

平263045755899号

072-956-3345

http://www.shitenno
ji.ac.jp/ibu/

教材研究「算数」

小学校学習指導要領が平成２０年３月に告示され, ６年が
過ぎようとしています。 この学習指導要領では, 今まで以
上に「算数的活動」が重視されると共に,学習内容において
「思考力・判断力・表現力」及び「活用」を身に付けさせること
廣瀨 隆司(教育学部 教授)
が述べられています。今回の教材研究「算数」では, 上述し
たことを考慮し, また, 最近の認知心理学の観点も付加し,
「児童が大きくつまずく単元とその対策」を中心に講習を行
う。

大阪府羽曳野
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1日～
平成26年5月31日

平263045755900号

072-956-3345

http://www.shitenno
ji.ac.jp/ibu/

四天王寺大学

小学校英語活動

小学校教員を対象に30名程度を1クラスとして、１日6時間
以上として実施する。「英語教授法」を専門とする本学教員
井川 好二(教育学部 教授)
とネイティブ・スピーカー教員の2名が担当する。講義形式と
坂本 示洋(人文社会学部 准教授)
実習形式により英語教授法の理論を学んだ上で、実際に体
験し、教室での授業実践に結びつけることを目標とする。

大阪府羽曳野
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1日～
平成26年5月31日

平263045755901号

072-956-3345

http://www.shitenno
ji.ac.jp/ibu/

四天王寺大学

30名程度を1クラスとして、１日6時間以上として実施する。コ
ンピュータ教室において数名の補助者と共に講師1名が実
情報教育「パソコン実習」(エクセ 習形式で実施する。講習は、事前の課題意識調査の結果を
ル・パワーポイント)
もとに受講者の技能を考慮して実施する。講習の内容は
「Excelで成績処理」と「PowerPointで教材づくり」の２つの内
容を組み合わせる。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成26年8月6日

小学校教諭・幼
教諭
稚園教諭・養護
養護教諭
教諭

6,000円

60人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平263045755902号

072-956-3345

http://www.shitenno
ji.ac.jp/ibu/

発達障害のアセスメント

幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を対象に40名程度を1
クラスとして、１日6時間以上として実施する。特別支援教育
の実施に伴い、発達障害のある子どもへの対応が求められ
八木 成和(教育学部 教授)
ている。そこで、発達心理学の立場から「アセスメントの概
論」「各種検査方法の理論と実際」「個別の指導計画の考え
方と作成方法」について講義と演習形式で実施する。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成26年8月6日

小学校教諭・幼
教諭
稚園教諭・養護
養護教諭
教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平263045755903号

072-956-3345

http://www.shitenno
ji.ac.jp/ibu/

コミュニケーション・トレーニング

主に心理学を専門とする講師によって、コミュニケーション
能力を高めるために自己理解や他者理解を深めることを目
的とする。コミュニケーションのための技能の習得だけでは
上野 淳子(人文社会学部 准教授)
なく、コミュニケーションを深めるための基礎理論を講義によ
田中 晶子(人文社会学部 准教授)
り学び、ワークショップを通して実践的な技能を高めることを
三宅 麻希(人文社会学部 専任講師)
目指すものである。教育心理学、認知心理学、臨床心理学
のそれぞれの立場から幼稚園教諭、小学校教諭、養護教
諭を対象として実施する。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成26年8月6日

小学校教諭・幼
教諭
稚園教諭・養護
養護教諭
教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平263045755904号

072-956-3345

http://www.shitenno
ji.ac.jp/ibu/

四天王寺大学

四天王寺大学

四天王寺大学

四天王寺大学

四天王寺大学

四天王寺大学

四天王寺大学

四天王寺大学

四天王寺大学

四天王寺大学

川口
坂本
斎藤
東

矩子(教育学部 教授)
久美子(教育学部 教授)
義之（人文社会学部 教授）
珠希(教育学部 教授)

隆雄(教育学部 教授)
示洋(人文社会学部 准教授)
敏之(短期大学部 准教授)
隆史(短期大学部 准教授)

177 / 288 ページ

平成２６年度（第３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

四天王寺大学

四天王寺大学

四天王寺大学

四天王寺大学

相愛大学

相愛大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

3名の幼児教育を専門とする講師によって、幼稚園・保育所
から小学校における子どもや教育現場に関する現状と課題
を取り上げる。講義や演習を通して、幼稚園・保育所・小学 久家 英述(教育学部 教授)
幼稚園・保育所から小学校へ(現
校それぞれの教育現場における子どもの現状を理解し、今 松山 由美子(短期大学部 准教授)
状と課題)
後の課題について検討し、討論を行っていく。幼稚園教諭と 田辺 昌吾（教育学部 専任講師）
小学校教諭が共に議論する中で、発達的な観点から子ども
への支援策について考えたい。

講習の開催地

大阪府羽曳野
市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月6日

対象職種 主な受講対象者

教諭

小学校教諭・幼
稚園教諭

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5月1日～
平成26年5月31日

平263045755905号

072-956-3345

http://www.shitenno
ji.ac.jp/ibu/

6,000円

平成26年5月1日～
20人
平成26年5月31日

平263045755906号

072-956-3345

http://www.shitenno
ji.ac.jp/ibu/

教材研究音楽「伝統音楽」

学習指導要領の改訂に伴い、小学校音楽科でも必須教材
としての日本音楽の重要性は増しつつあると言えるため、
今年度の講習では、三味線音楽をとりあげる。講習前半で、
石田 陽子(教育学部 教授)
三味線という楽器と、歌舞伎や文楽など三味線音楽につい
坂本 暁美(教育学部 准教授)
て歴史的概観するとともに、三味線音楽について鑑賞を中
心とした教材研究の可能性に関する講義の後、三味線の実
技演習をおこなう。

大阪府羽曳野
市

学校における子どもの健康
(学校保健)

教育の場における児童・生徒及び教職員の健康に関する諸
問題について学習する。保健教育と保健管理、保健組織活
動、家庭、地域、行政・社会に求められる健康保持増進の 楠本 久美子(教育学部 教授)
あり方を考察する。養護教諭の二種免許状所持者の上進
のための認定講習でもある。

大阪府羽曳野
市

平成26年8月18日、平
15時間 成26年8月19日、平成
26年8月20日

養護教諭 養護教諭

15,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平263045755907号

072-956-3345

http://www.shitenno
ji.ac.jp/ibu/

子どもの教育と心の問題
（教育心理学）

幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を対象とする。幼稚園
教諭、小学校教諭、養護教諭の各二種免許状所持者の上
進のための認定講習でもある。教職に関する科目である
八木 成和(教育学部 教授)
「教育心理学」に関する内容である。学習、意欲、知能、教
育評価、学級集団、不登校・いじめ、発達障害、特別支援教
育等について講義と演習形式により実施する。

大阪府羽曳野
市

平成26年8月21日、平
15時間 成26年8月22日、平成
26年8月23日

小学校教諭・幼
教諭
稚園教諭・養護
養護教諭
教諭

17,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月31日

平263045755908号

072-956-3345

http://www.shitenno
ji.ac.jp/ibu/

「スコア（総譜）」の読み方～さま
ざまな楽器の記譜法～

あなたの音・わたしの音
こんなに楽しい即興表現！！

楽器の特徴をとらえ、基礎的な奏法を指導するのに欠かせ
ない「スコア（総譜）」の読み方。主に吹奏楽のスコアを教材
として、誤解しやすい移調楽器を中心にその基本的な読み
方・考え方を学習する。さらに簡易なスコアをピアノで奏する 松本 直祐樹 （音楽学部 准教授）
こと（スコア・リーディング）、簡易な楽器を使った編曲法など
の演習を行う。
生徒の豊かな情操や音楽の感性、創造性を引き出すため
には、どのようなアプローチが有効か、を提案・紹介してみ
たいと思います。また、オルフ楽器やリコーダ、ピアノ、声、
など使って、教会旋法・五音音階・スパニッシュイディオムな
石村 真紀 （音楽学部 准教授）
どの生徒も楽しめる即興アンサンブルを行いながら、表現
の教育について共に再考察する時としたいと思います。ご
専門の楽器やお手持ちの楽器（鍵盤ハーモニカやリコーダ
など）をどうぞご持参ください。

斎藤秀雄著「指揮法教程」を通して指揮法を基礎から学び
直す。練習題の１番から７番までを実際に指揮することに
よって、様々な音楽に対応する為の指揮法の基礎を再確認
する。
斎藤秀雄著「指揮法教程」を通し
練習には斎藤秀雄著「指揮法教程」を持参し、講習時まで 戎谷 六雄 （音楽学部 教授）
て指揮の基礎を学び直す！
に「第一部 基礎編」の熟読、また練習題の１番から７番ま
での楽譜に目を通すことを希望します。講習はピアノを使用
して１人ずつ指揮をする。

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭

大阪府大阪市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小学校・中学校・
高等学校音楽教
諭向け

10,000円

20人

平成26年6月20日～
平成26年7月18日

平263046054646号

06-6612-5904

http://www.soai.ac.
jp/

大阪府大阪市

6時間 平成26年8月3日

教諭

小学校・中学校・
高等学校音楽教
諭向け

10,000円

20人

平成26年6月20日～
平成26年7月18日

平263046054647号

06-6612-5904

http://www.soai.ac.
jp/

10,000円

平成26年6月20日～
20人
平成26年7月18日

平263046054648号

06-6612-5904

http://www.soai.ac.
jp/

大阪府大阪市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校・中学校・
高等学校音楽教
諭向け

大阪府東大阪
市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年6月27日

平263046754168号

06-2782-2885

http://www.higashio
saka.ac.jp/

大阪府東大阪
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4月16日～
平成26年6月27日

平263046754169号

06-2782-2885

http://www.higashio
saka.ac.jp/

東大阪大学

近年、食の流通ではさまざまな問題がおきています。流通
の概要を学習の後、新聞や雑誌の記事などからなぜそのよ
食品の流通を考える／学校の法 うな問題がおきたのかなどについて学習します。
種市 豊（講師）
律問題
現代の社会はますます複雑になり司法の担う役割も大きく 野々村 宜博（東大阪大学短期大学部教授）
なる一方である。教育の場で司法がどのような作用をしてい
るのか、具体的事例をもとに考察したい。

大阪府東大阪
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16日～
平成26年6月27日

平263046754170号

06-2782-2885

http://www.higashio
saka.ac.jp/

東大阪大学

アンサンブル音楽（幼稚園・保育園）３歳〜６歳の子どもたち
が演奏できるアンサンブル音楽を体験し、多くの楽器奏法
アンサンブル音楽（幼稚園・保育 やアンサンブル曲のアレンジ法を学ぶ。演奏しやすく聞きば
丹山 三恵子（教授）
園）
えのする音楽とは？子どもたちが演奏する楽曲を実際に演
奏し、年齢別演奏能力を理解していく。アンサンブル音楽を
演奏する楽しさを感じていく。

大阪府東大阪
市

6時間 平成26年8月20日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

35人

平成26年4月16日～
平成26年6月27日

平263046754171号

06-2782-2885

http://www.higashio
saka.ac.jp/

相愛大学

東大阪大学

東大阪大学

図画工作

図画工作を、講義においては教科としての側面と、子どもた
ちの発達からの側面で捉える。実技では、受け身や待ちの
姿勢でなく、積極果敢な取り組み姿勢で、受講者が互いに 中西茂幸（教授）
刺激し合う形式をとる。個人製作の技法と、共同にての製作
を計画している。

子どもたちの算数に対する興味と関心を大切にしながら、一
人一人の子どもの能力を伸ばしていく指導の方法を学習指
導要領の趣旨や学力調査の結果を踏まえながら、算数の
算数教育のあり方／文学教材の 教科書を中心として考えていく。
秋山 寛（准教授）
可能性
文学作品を「読むこと」「考えること」は、子どもの成長や心 渡邊 ルリ（教授）
の問題にどのような役割を果たすのか。教材の「読み」の可
能性をさまざまな方向から探りつつ、具体的に考える。
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平成２６年度（第３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

東大阪大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

幼稚園や保育の現場で、多様化する園児とその保護者との
関係性はもとより、管理職や同僚等との対人関係にも困難
を感じるケースが多発する状況があるように感じます。幼稚
「保育カウンセリング」と保育相談
園や保育所の先生方のメンタルヘルスの保持・増進のため 平井正三郎（准教授）
支援
にカウンセリングの果たす役割は大きいと感じています。理
論だけでなくエンカウンターから始めロールプレイ等の実践
も含めてカウンセリングマインドの涵養を図ります。

講習の開催地

大阪府東大阪
市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月20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

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16日～
平成26年6月27日

平263046754172号

06-2782-2885

http://www.higashio
saka.ac.jp/

平263046754173号

06-2782-2885

http://www.higashio
saka.ac.jp/

小学生のアンサンブル音楽

小学生のアンサンブル音楽（小学校）子どもにとってのアン
サンブル音楽とは？小学生が演奏できるアンサンブル音楽
を体験し、多くの楽器の奏法やアンサンブル曲のアレンジ法
丹山 三恵子（教授）
を学ぶ。子どもたちが演奏する楽曲を実際に演奏し、年齢
別演奏能力を理解していく。アンサンブル音楽を演奏する事
によって感じる事、子どもと音楽について考える。

大阪府東大阪
市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

平成26年4月16日～
35人
平成26年6月27日

理科好きな子どもの育成と環境
教育

現在の小学校での理科教育の現状を踏まえながら、理科好
きな子どもを育てるために理科授業はどのようにあるべきか
谷口 勝英（准教授）
について考察する。また、身近な都市の植物を紹介しなが
梅田 真樹（准教授）
ら、樹木や雑草が環境保全に果たす役割について考察す
る。

大阪府東大阪
市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

60人

平成26年4月16日～
平成26年6月27日

平263046754174号

06-2782-2885

http://www.higashio
saka.ac.jp/

情報社会の中の子ども

子どもの頃から多くの電子機器に囲まれ、生活の中でイン
ターネットを使ってきた世代にスポット当て、本講座ではイン
ターネット及びソーシャルネットワーキングサービスの仕組
太田 和志（東大阪大学短期大学部准教授）
みを理解した後、デジタルネイティブといわれる世代とイン
ターネット上のソーシャルネットワーキングサービスについて
考察し、現代の情報社会をとりまく現状と問題点を探る。

大阪府東大阪
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16日～
平成26年6月27日

平263046754175号

06-2782-2885

http://www.higashio
saka.ac.jp/

造形表現

造形を、講義においては理論としての側面から考え、実技
においては子どもたちの発達からの側面より、すなわち造
形をあそびを通して捉える。実技においては、授業を、する
者、受けるものといったいわゆる、受け身や待ちの姿勢でな 中西茂幸（教授）
く、受講する者が積極果敢な取り組み姿勢で、受講者が互
いに刺激し合う形式をとる。個人製作の技法と、共同にての
製作を計画している。

大阪府東大阪
市

6時間 平成26年8月21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6月27日

平263046754176号

06-2782-2885

http://www.higashio
saka.ac.jp/

東大阪大学

食の流通／食と成長

農産物流通は、年々変化を迎えています。外部の講習で
は、流通の川下（量販店やレストラン）のことばかりクローズ
アップされています。今回は、流通の川上（産地・農家）に焦
種市 豊（講師）
点をあて進めます。また、アジア各国の産地についてもお話
源 伸介（東大阪大学短期大学部教授）
します。さらに、食とこどもたちの成長との関わりについて
は、主として本学で実施している農産物を利用した食育につ
ながる実習内容を紹介します。

大阪府東大阪
市

6時間 平成26年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成26年4月16日～
平成26年6月27日

平263046754177号

06-2782-2885

http://www.higashio
saka.ac.jp/

東大阪大学

学校現場で、児童との関係性はもとより、保護者や地域の
関係者だけでなく、管理職や同僚等との対人関係にも困難
を感じるケースが多発する状況があるように感じます。小学
「学校カウンセリング」と教育相談 校の先生方のメンタルヘルスの保持・増進のためにカウン 平井正三郎（准教授）
セリングの果たす役割は大きいと感じています。理論だけで
なくエンカウンターから始めロールプレイ等の実践も含めて
カウンセリングマインドの涵養を図ります。

大阪府東大阪
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16日～
平成26年6月27日

平263046754178号

06-2782-2885

http://www.higashio
saka.ac.jp/

大阪府東大阪
市

6時間 平成26年8月22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6月27日

平263046754179号

06-2782-2885

http://www.higashio
saka.ac.jp/

東大阪大学

東大阪大学

東大阪大学

東大阪大学

約20年間に亘るデフレ経済を脱局する兆しが見える日本経
済の現状を、「アベノミクスの進展」や「アジアの中の日本企
業」を中心に説明し、これからの日本経済社会における生き
方を考える。All English 授業を実現するために、どこから始 増田 全克(教授）
めたらいいのか、手がかりをつかめる授業をします。疲れた 大矢 智子（准教授）
時には、講師の英語小咄を聴いていただいて気持ちをほぐ
しながら進めてまいります。

東大阪大学

日本経済の最新状況／All
English 授業の第一歩

東大阪大学

気になる子どもたち教育について説明し、その具体的施策
ついて考えてゆく。また、国における支援教育の動きについ
て考えてゆきたい。グローバル社会の中で障害のある子ど 吉川測雄（東大阪大学短期大学部学科長教
気になる子どもたちの教育／食と
もたちの教育を如何にしてゆくべきかを考えます。
授）
成長
食とこどもたちの成長との関わりについては、主として本学 源 伸介（東大阪大学短期大学部教授）
で実施している農産物を利用した食育につながる実習内容
を紹介します。

大阪府東大阪
市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

60人

平成26年4月16日～
平成26年6月27日

平263046754180号

06-2782-2885

http://www.higashio
saka.ac.jp/

東大阪大学

「子どもにとって遊びとは…」を問いつつ、「あそびの価値」
について考え、幼児期の遊びや生活の重要性を確認した
い。さらに、幼稚園、保育所、認定こども園においての重要
課題である「給食指導とアレルギー対策」「災害時対応と災
子どもの遊びと幼稚園・保育所生
害マニュアル」について、全国調査した結果を紹介しつつ、 吉岡眞知子（副学長教授）
活
各園での取り組みのあり方を考えたい。さらに、本学で取り
組んでいる「こども広場の活動（子育て支援事業）」から明ら
かになった内容を紹介し、「親支援の意味（保護者対応）」を
考えたい。

大阪府東大阪
市

6時間 平成26年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

60人

平成26年4月16日～
平成26年6月27日

平263046754181号

06-2782-2885

http://www.higashio
saka.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

東大阪大学

桃山学院大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

小学校入学前の子どもたちの数に対する興味と関心を大切
にしながら、一人一人の子どもの能力を伸ばしていく指導の
方法を具体的な教材を提示しながら話を進めます。
秋山 寛（准教授）
幼稚園における数教育／気にな
気になる子どもたちの教育について説明し、その具体的施 吉川測雄（東大阪大学短期大学部学科長教
る子どもたちの教育
策ついて考えてゆく。また、国における支援教育の動きにつ 授）
いて考えてゆきたい。グローバル社会の中で障害のある子
どもたちの教育を如何にしてゆくべきかを考えます。

英語教員夏季ワークショップ

英語教育に関する最新の知識と技能をワークショップ形式
で体得し、英語指導能力と英語運用能力の向上を図る。取 島田勝正(国際教養学部教授)
り扱う内容は、リスニング、スピーキング、リーディング、ライ Michael Carroll(国際教養学部教授)
ティングの４技能、文法、語彙、カリキュラム、教材開発、テ
スト等と多岐にわたる。

講習の開催地

大阪府東大阪
市

大阪府和泉市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月22日

18時間

平成26年7月29日～
平成26年7月31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4月16日～
平成26年6月27日

平263046754182号

06-2782-2885

http://www.higashio
saka.ac.jp/

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語教諭

18,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年7月4日

平263046954491号

0725-54-3131

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

教諭

幼稚園教諭

教諭

昭和48年に第二次ベビーブームのピーク以降少子化が急
速に進んできたことや、教育現場でも平成14年度から実施
された学校完全週5日制などにより子どもを取り巻く環境が
関西女子短期大 幼児期の体力・運動能力の向上 大きく変化してきた。このような状況の中で近年の子どもの 髙木 信良（保育科教授）
学
に向けて
育ちのおかしさについて中央教育審議会の今日的課題の 山﨑 英幸（保育科准教授）
中に運動能力や体力の低下を取り上げている。子どもを取
り巻く現状や課題についての講義と子どもが意欲的に取り
組むことが出来る身体活動（実技）を行います。

大阪府柏原市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭向け

5,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月23日

平263525655864号

072-977-9552

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

幼稚園現場での音楽表現活動をいかに展開するかは、保
育者の音楽的資質に負うところが大きい。この講習会では
関西女子短期大
基礎・基本に立ち返り、「気づき」を通し自らの新しいスキル 仲宗根 稔（保育科教授）
音楽表現活動の充実をめざして
学
修得をめざす。具体的には楽譜の読み取り方や子どもの歌 渡邊 由美子（保育科教授）
声と発達に応じた指導方法を受講者と共に考えていく。新し
いスキルとして和太鼓の奏法にも挑戦する。

大阪府柏原市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園教諭向け

5,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月23日

平263525655865号

072-977-9552

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

関西女子短期大
子どもを守り育む家庭支援
学

社会環境の変化に伴い、人間関係において「ボタンの掛け
違い」といえるような行き違いが多くみられるようになってき 津田 尚子（保育科専任講師）
た。この講習では、親子をめぐる気になる場面から、家庭で 高橋 千香子（奈良文化女子短大 幼児教育学 大阪府柏原市
何が起こっているのか心理力動的な理解を深める。そして、 科 講師）
支援する上で欠かせない観点を明確にする。

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園教諭向け

5,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年5月23日

平263525655866号

072-977-9552

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

独立行政法人科 デジタル教材・ICT機器を活用し
学技術振興機構 た授業づくり

◆学習指導要領におけるICTの扱いも含めた、ICT教育の
現状等の全般的な情報を紹介するとともに、小学校、中学
校、高等学校での理科授業におけるICT機器・デジタル教材
の効果的な利活用方法を実例を通して学ぶ
前田 辰雄(理数学習支援センター主任調査員)
大阪府大阪市
◆「理科ねっとわーく」を中心としたデジタル教材とICT機器 水本 大悟(理数学習支援センター調査員)
の利活用を実習するとともに、授業プランの作成・発表・協
議を通じて、理科授業におけるICT利活用の有効性を学び、
情報活用指導力の向上を目指す

教諭

小学校教諭、中
学校･高等学校理
科教諭（ICT教育
推進に意欲・関心
のある者）

6,000円

16人

平成26年4月16日～
平成26年8月16日

平267001255987号

03-5214-7634

http://www.jst.go.j
p/cpse/teacher/

公益社団法人日
地震観測所を体験しよう
本地震学会

京都大学防災研究所の阿武山観測所において，歴史的な
地震計を見学し，地震観測の歴史や地震計の仕組みを勉
強するとともに，実際に地震計を用いて地震観測の実習を 飯尾能久（京都大学防災研究所教授）
行います．なお，日本地震学会会員の受講料は割引価格を
適用します．

教諭

小学校教諭，中・
高理科教諭，お
よび地震に興味
のある教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平268136054447号

03-5803-9570

http://www.zisin.jp
/

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中・高
等学校保健体育
教諭

4,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年6月30日

平268137054548号

03-5652-7351

http://www.jbdf.or.
jp/

財団法人日本
ボールルームダ
ンス連盟

新学習指導要領に即した体育の授業における男女共修の
ダンスとして、ボールルームダンス（社交ダンス）の指導法を
講習する。「生涯スポーツと学校体育そしてダンス」「これか
JBDFはじめてのボールルームダ
らの学習とボールルームダンス」等の講義、ダンス実技・指
ンス(社交ダンス)指導者養成講
導法および、受講者が生徒として体験する模擬授業（グ
習会
ループ指導・授業のまとめとしての発表会、実技試験）等を
通し、学校教育の中で豊かな心（共生する力や態度、好まし
い人間関係の醸成等）を育成することを考察する。

大阪府高槻市

第1期
講義：笠原一也(日本体育・スポーツ政策学会
会長)
実技：松村有希子（JBDF商業(プロ)1級インスト
ラクター)
堀口さと子(JBDF商業（プロ）1級インスト
ラクター)
大島寿子(JBDF商業(プロ)2級インストラ
クター）
大阪府大阪市
第2期
講義：佐伯年詩雄(日本ウェルネススポーツ大
学教授)
実技：堀口 宏(JBDF商業(プロ)1級インストラク
ター)
村田恭子(JBDF商業(プロ)1級インストラ
クター)
菅原まゆ(JBDF商業(プロ)1級インストラク
ター)

6時間 平成26年9月6日

6時間 平成26年7月19日

第1期
平成26年8月25日～
平成26年8月26日
20時間
第2期
平成26年10月25日～
平成26年10月26日
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開設者名

講習の名称

大阪青山大学・
大阪青山短期大 子どもをめぐる現代的課題
学

講習の概要

今日の子どもをめぐる様々な問題、虐待、生活習慣の乱
れ、健康上の問題、情報安全の問題などについて考えると
ともに、遊びから学習への質的変容を実践的に学ぶ。講義
によっては、受講者自身の活動を通して体験的に学べるよ
うに工夫する。

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

石田晶大（健康科学部教授）
辰口和保（健康科学部教授）
山本信子（健康科学部准教授）
寅屋壽廣（短期大学部幼児教育・保育科教授）
中尾かつ江（短期大学部幼児教育・保育科教授）
大阪府箕面市
髙田定明（短期大学部幼児教育・保育科准教授）
岸本みさ子（短期大学部幼児教育・保育科専任講師）
石橋文秀（健康科学部非常勤講師）
松本康克（関西大学教務センター非常勤講師・大阪
芸術大学非常勤講師）

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

18,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平269270555099号

072-723-9437

http://www.osakaaoyama.ac.jp

兵庫教育大学

写真、絵、動画を活用した国語科授業の方法について、実
践的に学ぶ講義・演習を行います。教科書教材に基づくも
メディアを活用した国語科授業の
のや、その内容を飛び越えるものなど、受講生の方に実際 羽田 潤(学校教育研究科准教授)
作り方
に言語活動を行っていただき、メディアを活用した国語科授
業の有効性について考えてもらうことがねらいです。

兵庫県加東市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小・中（国語）・高
（国語）教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754088号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

現在、PISA調査や全国学力学習状況調査をはじめ、数多く
の学力調査が行われている。これらの結果は学習指導要
領の改訂や各学校での教育活動に大きく影響している。そ
学力調査から見る日本の教育の こで本講習では、各種学力調査の概要、調査結果などを概 安藤 福光(学校教育研究科准教授)
現状
観し、学力調査から見た日本の教育の現状について、受講 大野 裕己(学校教育研究科准教授)
生の理解を深める（午前）。そして、グループワークを通し
て、これからの学校における学力保障の試みを検討する
（午後）。

兵庫県加東市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小・中・高教諭

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754089号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

授業における新しいICT活用の方向性を知るために、文部
授業における新しいICT活用の方
科学省が刊行した「教育の情報化ビジョン」の内容について 永田 智子(学校教育研究科准教授)
向性～デジタル教科書とタブレッ
講義すると共に、そこに提示されたデジタル教科書とタブ
森山 潤(学校教育研究科教授)
ト端末の活用～
レット端末の授業活用方法について実践的に演習する。

兵庫県加東市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小・中・高教諭

6,000円

8人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754090号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

言語学習の理論的基盤とことば
のダイナミズムA

この講義では、まず、人はどのようにことばを学習するかと
いう原理的なメカニズムを概説し、その上で、実際のことば
の実態が如何にダイナミックであるかを理解するための具
体的な素材を提供する。現実の日本語に目を向けること
菅井 三実(学校教育研究科准教授)
で、教員自身がことばに関する注意力を高め、理解を深め
ることを目指したい。内容的には〈スキーマ理論〉〈ことばと
文化〉〈日常の中の比喩表現〉をトピックとして取り上げ、でき
るだけ平明に解説する。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小・中（国語）・高
（国語）教諭

6,000円

60人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754091号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

情報社会・情報技術の進展と教
育の情報化A

（１）教育の情報化と学習指導要領に関する講義，児童生徒
と教員のＩＣＴ活用に関する演習
（２）情報モラル教育に関する講義
（３）これからのグローバル・コミュニケーションのための機械
翻訳利用に関する演習
（４）特別支援教育におけるＩＣＴ活用に関する講義

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小・中・高・特別
支援教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754092号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

実感を伴った理解につながる小
学校理科のポイント

今日的理科学習理論や教授論を背景としつつ、学習指導要
領の考え方に基づいた小学校理科授業の設計について論
述するとともに実際の授業について検討する。特に、自然の 松本 伸示(学校教育研究科教授)
事物・現象に対する実感を伴った理解をいかに子どもたち
に実現していくのか追究する。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754093号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

現代日本語の特質についての理解を深める為に、古い日
本の文化や言語とその歴史的な変遷等との関連を考え、国
語教育の基礎事項を見つめ直す。具体的には、新しい指導
「伝統的な言語文化と国語の特 要領で示される「昔の人のものの見方や感じ方」を知り、「語
田中 雅和(学校教育研究科教授)
質」に関する国語科授業を考える 感、言葉の使い方に対する感覚」を磨き、「時間の経過によ
る言葉の変化や世代による言葉の違い」「由来、特質」に関
心を持ち、理解を深める為に、どのような指導が可能か、そ
の方策などについて考えたい。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小・中（国語）教
諭

6,000円

25人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754094号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

思想は内容の難しさもあり、形式的な教授になりがちであ
る。しかし、思想は具体的に捉えれば、現代の状況を考える
公民における思想的内容の教え 手がかりを与えてくれるものでもある。市民性教育の一環と
森 秀樹(学校教育研究科教授)
方のポイント
して思想を教える方策を検討する。その際、生徒たち自身
が自ら考えるような授業のあり方として「子どものための哲
学」についても触れる。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月2日

教諭

中（社会）・高（公
民）教諭

6,000円

15人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754095号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

平成２０年に公示され、平成２３年度より本格実施された小
学校国語科学習指導要領が求める「思考力・判断力・表現
思考力・判断力・表現力を育てる
力を育てる授業づくり」のあり方について、具体的な教材に 堀江 祐爾(学校教育研究科教授)
国語科授業づくり
もとづいた授業実践例ビデオ画像を示しながら講義・演習を
行う。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月3日

教諭

小学校教諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754096号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

小川
森廣
長瀬
掛川

修史(学校教育研究科講師)
浩一郎(学校教育研究科准教授)
久明(学校教育研究科教授)
淳一(学校教育研究科准教授)
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平成２６年度（第３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

兵庫教育大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

特別支援教育においては、特別なニーズのある子どもの支
援に限らず、その保護者と連携した実践が必要不可欠であ
保護者と取り組もう！特別なニー る。保護者の家庭での我が子とのかかわりについて、教員
岡村 章司(学校教育研究科准教授)
ズのある子どもに対する家庭で が目標設定、具体的なかかわり方、評価の仕方を保護者と
井澤 信三(学校教育研究科准教授)
の支援
共にどう組み立てていくかを考えていきたい。事例を取り上
げ、目標設定や手続き作成を行うなどの演習を通して、保
護者との具体的な協働の在り方に迫りたい。
主に感覚的・即興的な表現を行いながら表現の楽しさ、表
現における自分らしさについて考えるとともに、表現を通し
たコミュニケーションの重要性についても、理解を深めた
初田 隆(学校教育研究科教授)
い。また、感性や創造性を重視した教材の構成法や指導法
について研究する。

兵庫教育大学

感性と創造性をひらく図工学習
の研究

兵庫教育大学

〈歴史〉とは私という個体生命を超えた時間のことであり、
〈他者〉もまた自分とはかけ離れた異質な存在の謂である。
国語教師のための古典文学基礎 それらを大切にするまなざしを育むことに、古文＝古典文学
講座－〈歴史〉と〈他者〉へのまな を読んだり学んだりすることの意義を見定めた上で、そのま 山口 眞琴(学校教育研究科教授)
ざしをめぐって－
なざしを回復的に呼び起こすことのできる作品読解を通し
て、その前提にある〈歴史〉と〈他者〉をめぐる価値観・世界
観などについて考えてみたい。

兵庫教育大学

私たちの身近にあり、普段何気なく使っている橋ですが、橋
は歴史的にどの様に発展してきたのか、橋の歴史について
解説するとともに、橋の種類や構造、役割について説明しま
知っておきたい！橋の歴史、種 す。また、橋の科学館で世界一の吊橋（つりはし）である明 鍋島 康之
類と役割～身近な橋から世界一 石海峡大橋を建設する際の様々な技術について研修し、そ (明石工業高等専門学校都市システム工学科
の吊橋まで～
の後、実際に明石海峡大橋の桁（けた）上や主塔へ登って 教授)
実習します。講習の中では、簡単な橋の模型を作成する演
習も行いますので、実際の教育現場で指導できる技術につ
いても解説します。
この講義では、まず、人はどのようにことばを学習するかと
いう原理的なメカニズムを概説し、その上で、実際のことば
の実態が如何にダイナミックであるかを理解するための具
体的な素材を提供する。現実の日本語に目を向けること
菅井 三実(学校教育研究科准教授)
で、教員自身がことばに関する注意力を高め、理解を深め
ることを目指したい。内容的には〈スキーマ理論〉〈ことばと
文化〉〈日常の中の比喩表現〉をトピックとして取り上げ、でき
るだけ平明に解説する。

講習の開催地

時間数

講習の期間

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月3日

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月3日

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月3日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭
幼・小・特・養護
養護教諭 教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754097号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754098号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

平261005754099号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

教諭

幼・小・中（美術）
教諭

教諭

中（国語）・高（国
語）教諭

6,000円

平成26年5月7日～
25人
平成26年5月30日

6,000円

40人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754100号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

6,000円

60人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754101号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

平261005754102号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小・中（社会・理
科・技術）・高（地
歴・公民・物理・
地学・工業）教諭

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中（国語）・高
（国語）教諭

兵庫教育大学

言語学習の理論的基盤とことば
のダイナミズムB

兵庫教育大学

平成２０年改訂の小学校学習指導要領では、確かな学力の
育成が掲げられ、各教科において言語活動の充実と言語
体育科における言語活動の充実
力の育成が求められている。小学校体育の陸上運動を中 上原 禎弘(学校教育研究科准教授)
－陸上運動を中心として－
心として、具体的に学習成果（態度、技能、社会的行動力）
を高める教師の言語的相互作用について紹介する。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

平成26年5月7日～
40人
平成26年5月30日

兵庫教育大学

地震のしくみと大地の変化

この講習では現在の地殻変動である地震と、それが大地の
成り立ちや変化にどのように関係しているかについて解説
竹村 厚司(学校教育研究科教授)
する。また、地震に関する簡単な実習を行う。これにより、防
竹村 静夫(学校教育研究科准教授)
災・減災教育の基礎となる知識を得るとともに、私たちの住
む大地を地球規模の視点で理解することを目的とする。

兵庫県加東市

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7日～
平成26年5月30日

平261005754103号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

粘土による造形表現の基礎A

粘土を用いた造形表現活動の指導に必要である基礎的な
知識や技術の獲得を目指す。彫塑、工芸（陶芸）における粘
淺海 真弓(学校教育研究科准教授)
土への考え方やアプローチ方法の違い等を学ぶことによ
村上 裕介(学校教育研究科准教授)
り、それぞれに対する理解を深め、粘土の造形素材、教育
教材としての可能性を探求する。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼・小教諭

6,000円

15人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754104号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

正多面体や関連する多面体をよく見つめなおすと、そこには
空間図形の様々な美しさが隠れている。中学校でも登場す
る正多面体は、空間図形や組み合わせに関する発展教材
切って測って作って考える多面体
の宝庫ともいえる。正多面体どうしの関係、正多面体を拡張 濱中 裕明(学校教育研究科准教授)
の不思議
した半正多面体、また正多面体に潜む組み合わせ的な不
思議について、実際に紙による工作・計測等の活動も交え
ながら考える。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中（数学）・高（数
学）教諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754105号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

物語や演説を通して読み解く異
文化情報

英米の物語や演説は異文化情報の宝庫である。それらの
具体的なテクストの分析の実践を通して、教師自身が文化
松阪 仁伺(学校教育研究科教授)
情報の読み取り方を具体的に身に付けるとともに、異文化
大嶋 浩(学校教育研究科教授)
(英米の文化)そのものについての理解を深めることを目指
す。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中（英語）・高（英
語）教諭

6,000円

40人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754106号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

情報社会・情報技術の進展と教
育の情報化B

（１）教育の情報化と学習指導要領に関する講義，児童生徒
と教員のＩＣＴ活用に関する演習
（２）情報モラル教育に関する講義
（３）これからのグローバル・コミュニケーションのための機械
翻訳利用に関する演習
（４）特別支援教育におけるＩＣＴ活用に関する講義

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中・高・特別
支援教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754107号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

粘土による造形表現の基礎B

粘土を用いた造形表現活動の指導に必要である基礎的な
知識や技術の獲得を目指す。彫塑、工芸（陶芸）における粘
淺海 真弓(学校教育研究科准教授)
土への考え方やアプローチ方法の違い等を学ぶことによ
村上 裕介(学校教育研究科准教授)
り、それぞれに対する理解を深め、粘土の造形素材、教育
教材としての可能性を探求する。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼・小教諭

6,000円

15人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754108号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

兵庫教育大学

兵庫教育大学

小川
森廣
長瀬
掛川

修史(学校教育研究科講師)
浩一郎(学校教育研究科准教授)
久明(学校教育研究科教授)
淳一(学校教育研究科准教授)
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平成２６年度（第３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

言語学習の理論的基盤とことば
のダイナミズムC

この講義では、まず、人はどのようにことばを学習するかと
いう原理的なメカニズムを概説し、その上で、実際のことば
の実態が如何にダイナミックであるかを理解するための具
体的な素材を提供する。現実の日本語に目を向けること
菅井 三実(学校教育研究科准教授)
で、教員自身がことばに関する注意力を高め、理解を深め
ることを目指したい。内容的には〈スキーマ理論〉〈ことばと
文化〉〈日常の中の比喩表現〉をトピックとして取り上げ、でき
るだけ平明に解説する。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小・中（国語）・高
（国語）教諭

6,000円

60人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754109号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

算数教育講座A

「確かな学び」の育成は新学習指導要領にも引き継がれ、こ
れからも、その実現をめざした実践が算数教育に求められ
加藤 久恵(学校教育研究科准教授)
ています。そこで本講習では、教科書や参考資料からの事
國岡 高宏(学校教育研究科教授)
例を紹介しながら、教材開発と学習指導法の観点から、算
数の授業づくりのための工夫を解説していきます。

兵庫県加東市

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5月7日～
平成26年5月30日

平261005754110号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

学習指導要領で示された基礎的・基本的な知識・技能の習
得と活用、探究について取り上げ、社会科授業づくりの基
礎・基本を考えてみたい。社会科固有の読解力を育成する
読解力の質的向上を目指す社会
ために、習得・活用・探究を位置づけ、問題把握、仮説の設 關 浩和(学校教育研究科教授)
科授業づくり
定、検証などの場面において、読解力育成の質的向上を目
指すための具体的な教材・教具を用いて、社会科授業づくり
について考えてみたい。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754111号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小・中（理科）・高
（物理）教諭

6,000円

24人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754112号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

理科の学習においては、自然現象を的確に分かりやすく可
視化することが児童・生徒のよりよい理解を促すとともに、
学習意欲と自然科学への関心を高めることにつながりま
庭瀬 敬右(学校教育研究科教授)
す。この講習では主として、物理に関わる単元の可視化手
猪本 修(学校教育研究科准教授)
法に焦点を当て、それらの技術を学びます。特に電気的・磁
気的性質の可視化、および熱やものの流れの可視化を中
心的に取り扱います（一部に地学的内容を含みます）。

兵庫教育大学

科学の理解を深め、関心と学習
意欲を高める可視化実験法

兵庫教育大学

児童の多くは合奏を好み、種々の楽器を演奏してみたい、
友達と一緒に合奏に取り組んでみたいという意欲をもってい
る。しかし器楽の指導、中でも打楽器の指導に関しては、奏
もっと打楽器を活用しよう！～リ 法や扱い方、さらには授業における指導に至るまで、教師
河邊 昭子(学校教育研究科准教授)
ズム遊びから合奏指導まで～
が知っておくべき点や配慮すべき点が多岐にわたる。本講
習では、〔共通事項〕との関連を図りながら、児童の発達段
階に即した打楽器の指導とその活用について考えてみた
い。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月19日

教諭

幼・小教諭

6,000円

24人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754113号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

算数教育講座B

「確かな学び」の育成は新学習指導要領にも引き継がれ、こ
れからも、その実現をめざした実践が算数教育に求められ
加藤 久恵(学校教育研究科准教授)
ています。そこで本講習では、教科書や参考資料からの事
國岡 高宏(学校教育研究科教授)
例を紹介しながら、教材開発と学習指導法の観点から、算
数の授業づくりのための工夫を解説していきます。

兵庫県加東市

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5月7日～
平成26年5月30日

平261005754114号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

近代小説の技法を読む

〈作品〉を統括する〈語り手〉もしくは〈作者〉を設定した上で、
川端康成・井伏鱒二・田山花袋などの主として短編小説（長
編小説の一部も含む。講習時間内に読める作品を資料とし
前田 貞昭(学校教育研究科教授)
て配付の予定）を対象に選び、それぞれの作品に即した方
法によって、作品のテーマや仕組みを把握する道筋を具体
的に示す。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中（国語）・高（国
語）教諭

6,000円

40人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754115号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

現学習指導要領において、小学校3年生から高校3年生ま
でのボール運動・球技領域の内容が「ゴール型」「ネット型」
「ベースボール型」に類型化されました。これは種目主義か
小学校におけるボール運動の授
らの脱却を意図した改革と言え、小学校教師は小中高の系
業づくり－系統性と教育内容の
筒井 茂喜(学校教育研究科准教授)
統性を重視し、教育内容を明確にした授業が求められるよ
明確化を意識した教材づくり－
うになりました。このことをふまえた小学校体育で求められ
るボール運動の教育内容・指導方法を具体的な教材づくり
通して考えます。

兵庫県加東市

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5月7日～
平成26年5月30日

平261005754116号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

説明的文章の学習指導の実態と課題を整理するとともに、
学習指導過程や学習活動の実際について検討する。さらに
PISA型読解力との関連で、評価、吟味、批判する読み（クリ
力のつく、楽しい説明的文章の授
ティカルリーディング）のねらいや指導のあり方についても 吉川 芳則(学校教育研究科教授)
業づくり
言及する。具体的な教材をもとに、実際の学習指導の方法
や授業づくり、そのためのポイントについてイメージし、理解
する機会とする。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

55人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754117号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

ライフスキルは、日常的課題等に対する心理社会的対処能
力であり、意志決定、コミュニケーションなどのスキル（能
危険行動の防止、ＱＯＬの向上を 力）から成る。本講習では、ライフスキルの必要性、育成の
めざすライフスキル教育：「よく聞 方針やカリキュラムについて解説し、対人関係を中心に、危
西岡 伸紀(学校教育研究科教授)
く」「主張する」能力を高める学習 険行動や日常的な健康課題を取り上げ、その対処やQOL
の体験
向上に有効なコミュニケーションスキルの育成の授業を紹
介する。講習は、参加型のグループワークを用い、演習を
中心に進める。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月21日

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754118号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/
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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

兵庫教育大学

児童生徒が成長していく学級づくりのためには、一人ひとり
の児童生徒と学級全体の把握と理解が求められる。児童生
徒や学級の理解には教師自身の物事の見方･捉え方も影
子どもに対する教師の見方をふ
響を及ぼしているが、普段の学級経営の中でそれを振り返
りかえる－学級経営の充実のた
秋光 恵子(学校教育研究科准教授)
ることは容易ではない。そこでこの講習では、教師が児童生
めに－
徒と学級に与える影響を心理学的な側面から理解し、自身
の子ども観や学級観をふり返ることを通して、より充実した
学級経営に役立つ知識を獲得する。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小・中・高教諭

6,000円

40人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754119号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

現行の学習指導要領で求められる「言語活動の充実」の意
味と、その実現をはかるための指導と評価のあり方につい
言語活動の「質」を高める指導と
て理解を深める。言語活動が這い回らないようにするため 勝見 健史(学校教育研究科教授)
評価
の、「活動の質」を保障する教師の授業技術と具体的な関
与の方法について、演習を通して解説する。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754120号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

作・編曲法の基礎、及びその展
開

中学校・高等学校における音楽科授業での「創作」、特にこ
こでは「旋律」に焦点を当てて、その構造、書式、等々を、主
に和声を中心とした視点で考察していく。まず和声では３和
音基本形からカデンツ、終止形、そして借用属７和音までを 草野 次郎(学校教育研究科教授)
扱う。その後、旋律構造の中に於いてその和声がどのよう
に機能しているかを述べ、演習として歌唱２部形式の楽曲
創作へと進む。テストはその内容で実施する。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中（音楽）・高（音
楽）教諭

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754121号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

いろいろな物質のはなし

私たちの周辺には様々な物質が存在し、それらをうまく利用
して快適な生活を送っている。この講習では、それらの物質
について、次のような講義を行う。１）では、自然環境の中の
尾關 徹(学校教育研究科教授)
土壌、水、大気中に存在する物質の循環や反応と環境問題
小和田 善之(学校教育研究科教授)
について解説する。２）では、生活の中で身近に利用されて
いる様々な物質について、特に機能性物質（材料）と呼ばれ
る物質の性質と原理、応用例などを解説する。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小・中（理科）教
諭

6,000円

40人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754122号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

コミュニティ・スクールのススメA

現在、学校評議員制度、学校地域支援本部事業、学校運
営協議会など、全国各地で地域とともにある学校づくりが行
われつつある。本講習では、兵庫教育大学が取り組んだ文
日渡 円(学校教育研究科教授)
部科学省委託研究「学校の総合マネジメント力の強化に関
安藤 福光(学校教育研究科准教授)
する調査研究」の結果を用いて、地域とともにある学校づく
りの現状、課題および今後の展望について、講義とグルー
プワークを通して受講生の理解を深めることを目的とする。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小・中教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754123号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

運動部活動はわが国において、教育的にもスポーツ振興と
いう点でも大きな役割を果たしてきた。しかし、昨今は体罰
運動部活動における指導と運営 等の問題が大きく指摘され、そのあり方について根本から
森田 啓之(学校教育研究科准教授)
－体罰から対話へ－
見直す必要性に迫られている。そこで本講習では、クラブ活
動の歴史、並びに体育・スポーツ哲学における議論を踏ま
えながら、学校教育としてのあり方を考える。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中・高教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754124号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

小学校の教員として知っておきたい、生物の多様性・普遍
性に関する基礎基本の考え方および生命科学に関する最
新の知識を習得するため、身近な生物を用いた、以下の２
つの実験・観察、それに関する講義を行う。（１）水中に生息
超簡単！実験・観察で学ぶ小学 している小さな生物の観察---主にプランクトンなどの観察
笠原 恵(学校教育研究科准教授)
校での生物の基礎基本
を通して、生物の分類法や名前の付け方について演習を行
う。小学校５年生の教科内容にも関係する。（２）DNAの抽出
実験---生命の設計図であるDNAを植物細胞や動物細胞
から抽出し、生命のしくみについての講義を行う。生命科学
に関する最新の知識の習得のために行う。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校教諭

6,000円

24人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754125号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

自信をもって取り組む学校保健

養護教諭が学校保健安全法に基づき保健管理、保健教育
を進めていく上で、判断に困るような事項について詳説す
る。特に、学校保健安全法の改正のポイント、医薬品に関
する保健管理、保健教育の最近の動向、告示に引き上げら 鬼頭 英明(学校教育研究科教授)
れた学校環境衛生基準に基づく学校環境衛生活動につい
ては詳述し、現場での疑問点の解消や現場で役に立つ内
容で構成する。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月22日

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754126号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

子どもたちは以前にもまして、学校外でスポーツに触れるこ
学校教育たりうるための「体育授
とが多くなってきている。そのような中で、学校における「体
業」の要件－体育科の存在根拠
森田 啓之(学校教育研究科准教授)
育科」はどのような中身であるべきかについて、「体育科の
を中心に－
存在根拠」などの視点から解説する。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

60人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754127号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

正規形と呼ばれるタイプの微分方程式に対する、初期値問
題を考察する。例として、ニュートンの冷却法則や、生物個
体数の時間変動を記述するモデルを挙げる予定である。相
小川 聖雄(学校教育研究科准教授)
図を用いることにより、解の具体的な表示を求めなくても、
解の性質がある程度分かることを解説する。内容の理解に
は、微分、積分、ベクトルの知識が必要である。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月23日

教諭

高（数学）教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754128号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

微分方程式と相図
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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

兵庫教育大学

理科における実験は、科学的な現象の理解や確認を行なう
ために重要である。講習では、小学校理科で取り扱うエネ
ルギー・粒子的概念の物理分野に関する実験・観察のポイ
教えたい！小学校理科における
庭瀬 敬右(学校教育研究科教授)
ントを中心に概説した後に実験を行う。実験は、風やゴムの
物理実験のポイント
石原 諭(学校教育研究科准教授)
働き、てんびん、電流、磁石の性質などの内容に関して、で
きるだけ簡便で、なおかつ生徒の理解を促すようなものを行
う。

兵庫教育大学

前半では、特別支援教育からインクルーシブ教育への変化
の中で、小中学校等、特別支援学校のセンター的機能にお
いてはインクルーシブ教育と合理的配慮をどのように捉え、
特別支援教育の今日的課題とイ 教育活動に反映させていくのかについて解説する。後半で 石橋 由紀子(学校教育研究科准教授)
ンクルーシブ体制への展望
は地域支援においてはシステムとしてどのように展開する 河相 善雄(学校教育研究科教授)
べきかについて講義する。講習で期待できる成果として、特
別支援教育に関する今日的課題に関する理解とインクルー
シブ体制への展望を得ることができる。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月27日

兵庫教育大学

いじめの本質と最近の特徴、およびその背景に関する心理
学的・社会学的理解を基盤に、「いじめ防止対策推進法」の
いじめ問題の理解と対応の実際
新井 肇(学校教育研究科教授)
制定に伴う学校の対応課題を明らかにするとともに、事例
検討を通じていじめ問題への対応の実際について学ぶ。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月27日

コミュニティ・スクールのススメB

現在、学校評議員制度、学校地域支援本部事業、学校運
営協議会など、全国各地で地域とともにある学校づくりが行
われつつある。本講習では、兵庫教育大学が取り組んだ文
安藤 福光(学校教育研究科准教授)
部科学省委託研究「学校の総合マネジメント力の強化に関
日渡 円(学校教育研究科教授)
する調査研究」の結果を用いて、地域とともにある学校づく
りの現状、課題および今後の展望について、講義とグルー
プワークを通して受講生の理解を深めることを目的とする。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月27日

学級のなかの人間関係

学級における種々の教育活動の基盤である、教師と子ど
も、子ども同士という2つの人間関係をめぐって、それら2つ 松本 剛(学校教育研究科教授)
の関係がなぜ重要なのか、いじめや不登校を防ぐために教 山中 一英(学校教育研究科准教授)
師にできることは何かといった問いについて、深く思考する 隈元 みちる(学校教育研究科准教授)
ための視点を学ぶことを目標とする。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月28日

兵庫教育大学

英語の語法・文法を授業に役立
てる

現場で教授する英語の教育内容に関して、最新の言語学
や英語史の新たな視点から既存の文法・音声綴り字等の教
谷 明信(学校教育研究科教授)
授内容の事項の見直しを提示する事により、参加者が現場
有働 眞理子(学校教育研究科教授)
に戻った際に、英文法等をより良く提示し、生徒たちの英文
法学習が促進される事を目標とする。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月28日

教諭

兵庫教育大学

小・中社会科、高校地歴科地理にそれぞれ位置づけられて
いる地域の調査に関する学習に共通する基礎的技能を学
修します。今回の講習では、講義（地域を見る目。商店街を
楽しい社会科フィールドワーク入
調べよう）、ワークショップ（商店街を地図にするための凡例 吉水 裕也(学校教育研究科教授)
門
作成）、フィールドワーク（暑さや雨天の場合も可能なように
Duo Kobe地下街又はumie調査）、まとめ（地図化）という流
れで、フィールドワークの基礎的技能を学びます。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月28日

教諭

兵庫教育大学

兵庫教育大学

小学校は、音楽専科以外の教師が指揮をする機会が中・高
に比べてかなり多いといえる。本講習では、合唱・合奏指揮
の基本的な技術の習得をめざすとともに、歌唱表現及び器 竹内 俊一(学校教育研究科教授)
楽表現の指導のポイントについて確認し、児童が自らの思 河邊 昭子(学校教育研究科准教授)
いや意図を音楽表現に生かすための指導・支援のあり方を
探る。

兵庫教育大学

小学校音楽科における歌唱・器
楽活動と指揮法

兵庫教育大学

講義では主にドローイングの意義と抽象絵画の誕生につい
て代表的な作品を引用しながら概観する。とくに現代絵画に
おける多様な広がりを描画材や技法の側面から焦点を当て
絵画表現の広がり －描画材か る。実技では前半は様々な描画材や技法を用いながら人物
大西 久(学校教育研究科准教授)
らのアプローチ－A
画を制作し、それぞれの特質について体験をもとに理解す
る。後半も同じく様々な描画材や技法を用いながらテーマを
もとに抽象表現を試み、様々な制作意図による抽象化につ
いて理解を深める。
現場での教員自身の生演奏を伴う授業が消えていく懸念か
ら、弾き歌いの方法を教授する。伴奏付けの講義を実施し
新山 眞弓(学校教育研究科教授)
たうえで簡単な旋律に、自分の能力の範囲で弾き歌いでき
岡本 信一(学校教育研究科准教授)
る伴奏譜及び歌詞の作成指導、楽譜完成後の実技指導、
最後に弾き歌い実技試験を行う。

兵庫教育大学

簡単弾き歌い演習

兵庫教育大学

講義では主にドローイングの意義と抽象絵画の誕生につい
て代表的な作品を引用しながら概観する。とくに現代絵画に
おける多様な広がりを描画材や技法の側面から焦点を当て
絵画表現の広がり －描画材か る。実技では前半は様々な描画材や技法を用いながら人物
大西 久(学校教育研究科准教授)
らのアプローチ－B
画を制作し、それぞれの特質について体験をもとに理解す
る。後半も同じく様々な描画材や技法を用いながらテーマを
もとに抽象表現を試み、様々な制作意図による抽象化につ
いて理解を深める。

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月24日

教諭

教諭

受講者募集期間

認定番号

平261005754130号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754131号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754132号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

6,000円

40人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754133号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

中（英語）・高（英
語）教諭

6,000円

25人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754134号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

小・中（社会）・高
（地歴）教諭

6,000円

16人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754135号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

平261005754136号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

小・中教諭

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

24人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754129号

6,000円

平成26年5月7日～
60人
平成26年5月30日

6,000円

40人

6,000円

ＵＲＬ

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

全教諭

6,000円

電話番号

0795-44-2320

小学校教諭

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

教諭

受講料 受講人数

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月30日

教諭

小学校教諭

6,000円

平成26年5月7日～
40人
平成26年5月30日

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月30日

教諭

小・中（美術）教
諭

6,000円

15人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754137号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月31日

教諭

幼・小教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754138号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫県加東市

6時間 平成26年8月31日

教諭

小・中（美術）教
諭

6,000円

15人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754139号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/
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平成２６年度（第３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

兵庫教育大学

小・中学校の「道徳」、高校の「倫理」等の対象として障害理
解とその教育は重要な内容である。本講習では、人間理解
を基礎とする障害理解とその教育のあり方を習得する。講
人間理解が基礎となる障害理解
義では、障害の意味や考え方、社会の障害者観、障害者へ
とその指導のあり方－疑似障害
芝田 裕一(学校教育研究科教授)
の援助方法等の障害理解教育の進め方を対象とする。演
体験を含めて－
習では、疑似障害体験を取り上げ、代表的な目隠し状態で
の手引き歩行（健常者の介添による歩行）を実施し、そのあ
り方を対象とする。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年10月4日

教諭

小・中・高・特別
支援教諭

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754140号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

英語の発音指導 理論と実践

外国語のスキルの中で発音指導は軽視されている事が多
い。また発音の習得は個人差が最も顕著に現れるスキルの
一つである。そこで本講習の前半で発音の習得について第
近藤 暁子(学校教育研究科講師)
二言語習得理論の観点から学んだのちに、後半では実践
的な指導方法及び指導における留意点について学ぶことを
目的とする。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年10月4日

教諭

中（英語）・高（英
語）教諭

6,000円

15人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754141号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

保育や教育の現場にはさまざまな子どもの不適応の問題が
山積しているが、大人（教師ならびに保護者）はそれらをど
子どもの不適応の問題に対する
のように理解し、どのような教育的支援を行えばよいのだろ
教育的支援－子どもと大人（教師
うか。このことについて、ある映画にみられる子どもと大人 辻河 昌登(学校教育研究科准教授)
ならびに保護者）とのかかわりあ
のかかわりあいを素材としてディスカッションを行い、講義に
いの観点から－
よって両者の相互影響的な関係から子どもの不適応を理解
する観点を学ぶ。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年10月5日

6,000円

60人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754142号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

自然における動的現象を微分方程式によりモデル化するこ
とは、現象を“物理的”に考える上で必要不可欠です。物理
の面白さは現象のモデリングにあるといっても過言ではあり
物理現象の数理モデリング：数学
ません。数理によって理解が深化し科学的視野が拡がりま 石原 諭(学校教育研究科准教授)
的センスを磨いて指導力向上を
す。本講習では物理を数学的に捉える手法を学びます。こ 猪本 修(学校教育研究科准教授)
目指す
れにより理数融合的な授業展開が期待できます。大学初年
度程度の数学的素養を前提としますが、生物・化学等又は
小学校教員の方の受講も歓迎です。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年10月5日

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754143号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫県加東市

6時間 平成26年10月11日

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754144号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

障害のある子どもの指導や支援の際に、役立つ医療や福
祉に関する講義を行う。
前半に小児科医でもある高野が、子どもに多い病気や障害
の基礎知識を背景に、肥満や偏食等保健・食育に関する話 石倉 健二(学校教育研究科准教授)
題についてふれ、また今日的なトピックスも紹介する。後半 高野 美由紀(学校教育研究科教授)
には医療・福祉領域で心理職経験の長い石倉が、ICF(国際
生活機能分類)と目標指向的アプローチの考え方を紹介し、
障害者福祉サービスと関係機関について解説する。

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

教諭

中（理科）・高（物
理）教諭

教諭
全教諭・養護教
養護教諭
諭・栄養教諭
栄養教諭

兵庫教育大学

知っておきたい！障害のある子
どもの医療と福祉

兵庫教育大学

中学校社会科の歴史分野、及び高校日本史・世界史にお
ける代表的な教材のいくつかを選んで、学界の研究成果を
森田 猛(学校教育研究科准教授)
中学校・高校の歴史学習におけ 紹介しながら解説するとともに、教材研究にあたっての方法
松田 吉郎(学校教育研究科教授)
る教材研究
や学習指導上の留意点についてもふれる。また、日本史に
原田 誠司(学校教育研究科教授)
関しては、教材として開発可能な兵庫県の地域史料も紹介
する。

兵庫県加東市

6時間 平成26年10月11日

教諭

中（社会）・高（地
歴）教諭

6,000円

50人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754145号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

小型の表示器として家庭電化製品に用いられている発光ダ
イオードは、教材開発にも多用されている。この講習では、
発光ダイオードの原理と特性 －
教材開発の視点から発光ダイオードの原理、構造、特性、 小山 英樹(学校教育研究科教授)
教材開発のために－
使用法について、実演を交えながら解説する。またいくつか
の簡単な回路について、実習も行う。

兵庫県加東市

6時間 平成26年10月11日

教諭

中（技術）・高（工
業）教諭

6,000円

16人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754146号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

地図には網羅的な情報を載せた一般図と人口などある特
定の情報（テーマ）を載せた主題図があります。社会科をは
コンピュータ・マッピングによる主 じめ地域の学習では、様々な統計データを表示する主題図
題図作成(作図ソフト MANDARA が多く用いられています。また主題図を用いて地域を把握 南埜 猛(学校教育研究科准教授)
入門)
することは、学校経営や進路指導などにも活用することがで
きます。本講習では、コンピュータシステムを利用して、簡便
に主題図を作成するための知識と技術を実習します。

兵庫県加東市

6時間 平成26年10月11日

教諭

幼・小・中・高教
諭

6,000円

14人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754147号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

漢詩・漢文を読む

漢詩・漢文に関して、具体的な作品やその論評類を訓読読
解することを通して、作品の歴史、時代的・文化的な背景、
鈴木 敏雄(学校教育研究科教授)
原文についての解説等を知り、それらが伝統的な言語文化
をどのように形成してきているかを考える。

兵庫県加東市

6時間 平成26年10月18日

教諭

中（国語）・高（国
語）教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754148号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

本講座では、中高生の英語スピーキング力がどのように構
成されているか理解し、その知識を使って、実際に、面接形
式のスピーキングテストの演習、および、その評価について
中高生のための英語スピーキン
学びます。具体的な評価基準、評価用の教材等を使いなが 吉田 達弘(学校教育研究科准教授)
グテスト
ら、受講者同士で英語インタビューテストの演習を行い、イ
ンタビューとその評価の技法を学びます。また、授業への応
用も検討します。

兵庫県加東市

6時間 平成26年10月18日

教諭

中（英語）・高（英
語）教諭

6,000円

24人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754149号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

小学校の「総合的な学習の時間」や図画工作科の時間で実
小学校教員のための「ものづく
践する「ものづくり学習」について、目的・意義・方法に関す
掛川 淳一(学校教育研究科准教授)
り」基礎講座～木材加工の基礎・ る理論と実技を講習する。実技では主として木材加工を取り
森山 潤(学校教育研究科教授)
基本を学ぶ～
上げ、基礎的な知識・技能を身に付け、簡単な製作実習を
行う。

兵庫県加東市

6時間 平成26年10月18日

教諭

小学校教諭

6,000円

8人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754150号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/
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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

兵庫教育大学

公民「現代社会の諸課題」分野
の教育

公民「現代社会の諸課題」分野の教育に対応して、政治と
経済の二つの側面から考察する。政治面では民主主義を
支える選挙制度や政党のあり方、また世論の形成と国民の
政治参加について考察する。経済面ではグローバリゼー
小南 浩一(学校教育研究科准教授)
ションが進行する中で現代日本が直面する少子高齢化・非 難波 安彦(学校教育研究科教授)
正規雇用の拡大・所得格差の拡大等の問題を開設すると共
にこれらの問題が家庭や教育現場に及ぼす影響について
も考えたい。

兵庫県加東市

6時間 平成26年10月19日

教諭

中（社会）・高（公
民）・特別支援教
諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754151号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

前半は英語力と教室内英語力の多面性および関連する言
語取得の理論を説明し、その学習指導の基盤を提供しま
教室内英語力の理解とその伸ば す。後半では、英語力の評価の実践により英語力の多面性
中田 賀之(学校教育研究科准教授)
し方
を理解するとともに新課程の教材を使用した英語での授業
の実践を紹介しつつ英語教師の教室内英語力の向上の方
法について学びます。

兵庫県加東市

6時間 平成26年10月19日

教諭

中（英語）・高（英
語）教諭

6,000円

25人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754152号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

兵庫教育大学

中学校技術科、高校工業科における問題解決的な学習指
導の考え方とその実践事例について講義・演習する。具体
技術教育における問題解決的な 的には、技術的な問題解決を促す学習指導方法に関する 掛川 淳一(学校教育研究科准教授)
学習指導の理論と実践
講義を基礎に、国内外での実践事例の検討、課題実習等を 森山 潤(学校教育研究科教授)
行う。また、学習した理論に即して受講生自身の実践を振り
返り、成果と課題についてプレゼンテーションを行う。

兵庫県加東市

6時間 平成26年10月25日

教諭

中（技術）・高（工
業）教諭

6,000円

8人

平成26年5月7日～
平成26年5月30日

平261005754153号

0795-44-2320

http://www.hyogou.ac.jp/update_cert
ificate/

教諭

中学校（理科）教
諭
高等学校（理科）
教諭

6,000円

30人

平成26年5月21日～
平成26年6月20日

平261005855913号

078-803-5208

http://www.ans.kobe
-u.ac.jp/

教諭

中学校（理科）教
諭
高等学校（理科）
教諭

6,000円

30人

平成26年5月21日～
平成26年6月20日

平261005855914号

078-803-5208

http://www.ans.kobe
-u.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年5月21日～
平成26年6月20日

平261005855915号

078-803-5208

http://www.ans.kobe
-u.ac.jp/

農と食を支える現代自然科学1

農学に関わる現代自然科学の進展について、中等教育と
の関係も視野に入れながら講義する。
当日は以下の話題について、３名の講師が講義を行う。
（１）食品と熱工学の接点
（２）土の物性と力学
（３）農業機械における物理学（特に力学分野）の適用につ
いて

豊田 淨彦 (大学院農学研究科教授)
田中
勉 (大学院農学研究科教授)
川村 恒夫 (大学院農学研究科教授)

農と食を支える現代自然科学2

農学に関わる現代自然科学の進展について、中等教育と
の関係も視野に入れながら講義する。
当日は以下の話題について、３名の講師が講義を行う。
（1）飼料の需給と家畜の栄養生理
（2）樹木の生態と生理
（3）植物の無機栄養と環境適応

本田 和久 (大学院農学研究科准教授)
石井 弘明 (大学院農学研究科准教授)
杦本 敏男 (大学院農学研究科教授)

神戸大学

農と食を支える現代自然科学3

農学に関わる現代自然科学の進展について、中等教育と
の関係も視野に入れながら講義する。
当日は以下の話題について、３名の講師が講義を行う。
（１）環境中の汚染物質と触媒化学の役割について
（２）農学における有機合成化学－生物活性物質合成を中
心として
（３）土壌中の化学物質－リスクとベネフィットの観点から

大野
隆 (大学院農学研究科教授)
滝川 浩郷 (大学院農学研究科教授)
鈴木 武志 (大学院農学研究科助教)

関西学院大学

中学校・高等学校での英語教育について、リーディング指導
（長谷担当）、及びクリエイティヴ・ライティングとチャンツを用
英語のリーディング、クリエイティ
いた音声指導（大喜多担当）を取り上げ、背景にある理論と
ヴ・ライティング及び
大喜多 喜夫（教職教育研究センター教授）
具体的な実践方法を、ワークショップを交えて考察する。近
チャンツを用いた音声の指導法
長谷 尚弥（国際学部教授）
年の英語教育では「コミュニケーション能力の育成」が目標
について
の一つとして確立しているが、講習ではこの点にも留意した
い。

神戸大学

神戸大学

関西学院大学

関西学院大学

関西学院大学

現代社会と企業経営

社会環境の変化や経営学の動向を踏まえながら、企業経
営に関する考察を進めていく。本講習は４名の教員によるリ
レー講義形式で行われる。各担当者の取り扱う内容は以下
の通りである。渡辺：現代社会における市民生活に対する
企業活動の意味。山口：中小企業の現代的役割と経営問
題。木山：歴史的にみた企業経営における人的ネットワーク
の重要性。松本：企業組織のマネジメントとそこにおける学
習の重要性。（順番は変更の可能性あり）

子どもの発達と学習

子どもの発達と学習に関して、教育・発達・認知心理学の観
点から、基礎理論と最新の研究知見を解説する。なかでも
学校教育にかかわる認知・発達・教授・学習・測定・評価を
めぐる問題について、さまざまな話題（例えば、記憶の発
金田 茂裕（教育学部准教授）
達、知識の獲得、数の理解など）を紹介し、グループ討議を
とおして、児童期を中心に、生涯（乳幼児期から青年期、成
人期まで）にわたる学習と認知の変化、それをとりまく学校・
文化・社会的環境に関して考える。

表象文化におけるキリスト教

様々な表象文化（音楽、美術、建築等）には、キリスト教思
想が影響を与えている。それとともに、様々な表象文化が聖
書や聖書に基づくキリスト教思想の再解釈でもあり、時とし
中道 基夫（神学部教授）
て文字で著されたその当時の神学よりも一歩踏み込んだも
水野 隆一（神学部教授）
のであることもある。そこで、音楽、美術、建築などを具体的
柳澤 田実（神学部准教授）
に紹介しつつ、それらの背後にあるキリスト教理解を深め、
さらには表象文化がキリスト教に与えた影響についても考
察する。

木山
渡辺
松本
山口

実（商学部教授）
敏雄（商学部教授）
雄一（商学部教授）
隆之（商学部教授）

兵庫県神戸市

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月27日

6時間 平成26年8月28日

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月29日

教諭

中学校（理科）教
諭
高等学校（理科）
教諭

兵庫県西宮市

6時間 平成26年7月22日

教諭

中・高等学校教
諭（英語科）

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平263047553578号

0798-54-6108

http://www.kwansei.
ac.jp

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平263047553579号

0798-54-6108

http://www.kwansei.
ac.jp

兵庫県西宮市

6時間 平成26年7月23日

教諭

中学校教諭（社
会科）、高等学校
教諭（地歴科・公
民科・商業科）

兵庫県西宮市

6時間 平成26年7月23日

教諭

幼・小学校教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平263047553580号

0798-54-6108

http://www.kwansei.
ac.jp

教諭

中学校教諭（宗
教科・社会科）、
高等学校教諭
（宗教科・地歴
科・公民科）

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平263047553581号

0798-54-6108

http://www.kwansei.
ac.jp

兵庫県西宮市

6時間 平成26年7月24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

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平263047553582号

0798-54-6108

http://www.kwansei.
ac.jp

関西学院大学

高等学校、中学校における法教育の重要性の認識から、現
在、法教育の具体的な取組みが進められている。そのなか
で特に注目されているのが、私たちの日常生活に密接に関
連しその基礎をなしている民法である。本講習では、民法の
法教育における民法（契約法等）
うち、「契約」、「不法行為」を中心とした社会生活一般を規 原田 剛（法学部教授）
の有用性
律するものと、「婚姻」、「親子」、「相続」を中心とした家族生
活を規律するものを中心とし、身近な法律問題を素材として
理解を深めたいと考えている。地歴科・公民科の高校教諭
と社会科の中学校教諭を主な受講対象者とする。

兵庫県西宮市

6時間 平成26年7月25日

教諭

中学校教諭（社
会科）、高等学校
教諭（地歴科・公
民科）

関西学院大学

戦後のわが国における小・中・高の教育現場では、授業を
はじめ学級経営の実践場面で、子ども同士の人間関係に着
目して、学級集団、学習集団、集団学習、小集団学習、協
南本 長穂（教職教育研究センター教授）
協同（人間関係、集団）に着目す 同学習、バズ学習などのネーミングのもと、さまざまな学習
高旗 浩志（岡山大学教師教育開発センター准
る学習の進め方
や活動が展開されてきた。本講義では、こうした学習の成果
教授）
や課題を概観するとともに、今日求められている協同学習
の実践の具体的な進め方等について、実践例等も紹介しな
がら講義を進める。

兵庫県西宮市

6時間 平成26年7月28日

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平263047553583号

0798-54-6108

http://www.kwansei.
ac.jp

教諭

中学校教諭（社
会科）、高等学校
教諭（地理歴史
科・公民科）

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平263047553584号

0798-54-6108

http://www.kwansei.
ac.jp

6,000円

60人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平263047553585号

0798-54-6108

http://www.kwansei.
ac.jp

中国で生まれた基本思想（天の思想・天命思想・中華思想・
易・五行・干支さらに暦など）と四大発明（紙－製紙術・印刷
術・磁石の方位性・火薬）の成立の経緯と内容を確認し、そ 阪倉 篤秀（文学部教授）
れらが日本や世界に及ぼした影響について、具体的な事例
をあげながら解説を加える。

関西学院大学

中国の基本思想と四大発明

兵庫県西宮市

6時間 平成26年7月29日

関西学院大学

夜型社会の進行によって、睡眠時間の短縮化など子どもの
生活習慣が大きく変化している。このような睡眠の乱れ（崩
眠)は、食環境・対人関係などと関連しながら生活全体及び
子どもの心を育て、支える睡眠を
心身の状態に影響を与えている。本講習では、乳幼児・小
中心とした生活臨床(生活の立て
小谷 正登（教職教育研究センター教授）
中高生を対象にした生活実態調査の結果と睡眠健康教育
直し)
の実践内容をもとに、睡眠を中心とした生活の立て直し(生
活臨床)の意義と具体的方法を開発的生徒指導・育てるカ
ウンセリングの視点から検討する。

兵庫県西宮市

6時間 平成26年7月30日

教師論「子どもが変わる、学校・
園が変わる」

子どもたちの可能性を伸ばし、「生きる力」を育んでいくに
は、教師の高い実践的指導力と確かな理論に基づく専門性
が求められている。そこで、教師の実践的指導力の向上に
久 洋子（教育学部准教授）
向けて、具体的な実践例をもとに考察する。また、学校とい
五百住 満（教育学部教授）
う組織の中で、社会が求める教師の指導力をどのように高
め、学校・幼稚園を活性化させていくことができるのか具体
的な事例をもとに考えていく。

兵庫県西宮市

6時間 平成26年7月31日

教諭

幼・小学校教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平263047553586号

0798-54-6108

http://www.kwansei.
ac.jp

積分と級数の達人

初歩的な微分積分学を用いて (ε δ 抜き)、様々な定積分と
級数を計算する。 特に、1/1^2+1/2^2+1/3^2+・・・の和がπ
^2/6 になることの証明を複数紹介し、また、これを用いて
山根 英司（理工学部教授）
1/x*log(1+x) を 0から1まで積分すると π ^2/12 になるとこと
を示す。対数の話なのに e ではなく π が出て来る。 他に
も時間の許す限り興味深い例を紹介する。

兵庫県三田市

6時間 平成26年8月1日

教諭

中・高等学校教
諭（数学科）

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平263047553587号

0798-54-6108

http://www.kwansei.
ac.jp

関西学院大学

幼児・児童における造形活動

教育要領、指導要領の変更に伴う、各年齢における発達を
解説し、指導の方法について解説する。実習においては国 清原 知二（教育学部教授）
際的彫刻家でもある原田による、平面から立体への移行と 原田 昌幸（教育学部非常勤講師）
実際の制作を行う。

兵庫県西宮市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼 ・小学校教諭

7,500円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平263047553588号

0798-54-6108

http://www.kwansei.
ac.jp

関西学院大学

前半では、コンピュータを用いて原子・分子の運動、および
波の干渉やドップラー効果の様子を表示したりすることによ
り、物理現象を視覚的にとらえ、物理の理解の助けとする試 澤田 信一（理工学部教授）
計算機シミュレーションおよびデ
みについて説明する。後半では物理現象を体験的に理解さ 栗田 厚（理工学部教授）
モンストレーション実験と生徒実
せる手段であるデモンストレーション実験や生徒実験におい 阪上 潔（理工学部准教授）
験による物理現象の体験的理解
て、実験をどのように実施し、また如何にしてそれらの精度
向上や改良を行うかを、特に力学分野や光学分野における
実例を示しながら説明する。

兵庫県三田市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中・高等学校教
諭（理科）

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平263047553589号

0798-54-6108

http://www.kwansei.
ac.jp

横山 利弘（元関西学院大学教職教育研究セン
ター教授）
兵庫県西宮市
行本 美千子（教職教育研究センター非常勤講
師）

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中学校教諭

6,000円

40人

平成26年5月1日～
平成26年5月20日

平263047553590号

0798-54-6108

http://www.kwansei.
ac.jp

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校・中学校
(国語)教諭・高等
学校（国語）教諭

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年6月30日

平263048053447号

078-435-2341

http://www.konanu.ac.jp/faculty/let
ters/

6時間 平成26年8月11日

教諭

中学校(社会)・高
校(地歴)教諭

6,500円

20人

平成26年4月21日～
平成26年6月30日

平263048053448号

078-435-2380

http://www.konanu.ac.jp/faculty/let
ters/history/

関西学院大学

関西学院大学

こうすれば楽しい道徳の授業

学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の基本的理解
と諸計画の作成について解説する。特に道徳教育の要とし
ての道徳の時間の指導方法について、具体的な資料を用
いて、演習的に指導案の作成から模擬授業まで行う。

甲南大学

日本語研究の現状と課題

本講習では、担当講師の専門分野である社会言語学、日本
語文法論、一般言語学からの観点を中心に、深化する日本
語研究の現状・課題・展望について解説する。社会言語学 都染 直也（文学部教授）
では日本語史の観点から捉えた若者ことばの特徴や各方 中畠 孝幸（文学部教授）
言の動態・動向、日本語文法論では外国人への日本語教 吉村 裕美（文学部教授）
育と学校文法との視点の異なり、一般言語学では世界の諸
言語と日本語の比較から見えてくるもの等について扱う。

甲南大学

GISは地理の重要な手法となりつつあります。この講習で
は、歴史文化学科の鳴海邦匡准教授の企画のもと、GISを
専門とする学外講師を交えて、簡便なGIS分析によって地域 鳴海 邦匡（文学部准教授）
GISを使って地域の歴史を読み解
の歴史を読み解く手法を学習します。講習内容は、GISや活 塚本 章宏（徳島大学大学院ソシオ・アーツ・ア 兵庫県神戸市
く
用できるデータについての講義と、実際にGISソフトを使う作 ンド・サイエンス研究部准教授）
業となります。必要なデータはＵＳＢに保存して各自に配布
し、実習作業で使うほか、今後も活用できます。

関西学院大学

兵庫県神戸市
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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

甲南大学

甲南大学

甲南大学

講習の名称

講習の概要

担当講師
安藤 弘明（理工学部教授）
梅津 郁朗（理工学部教授）
宇都宮 弘章（理工学部教授）
杉村 陽（理工学部教授）
山本 常夏（理工学部准教授）
市田 正夫（理工学部教授）
青木 珠緒（理工学部教授）
秋宗 秀俊（理工学部教授）
山﨑 篤志（理工学部准教授）
小堀 裕己（理工学部教授）
梶野 文義（理工学部教授）

実験を通して考える物理学

高等学校の授業で実際に活用できる「電磁誘導」，「電子の
比電荷」，「重力落下」，「遠心力」の４つのテーマの実験を，
一人１台ずつの装置を用いて実施できる環境を整えていま
す。物理学科の教員およびTAのサポートの下に、各受講者
にはこの４つテーマの中から２つの実験を行っていただき、
それらを通して物理学の考え方や方法を再確認するととも
に，実験指導のスキルの向上を目指します。

高校「生物」の新規内容の解説

本多 大輔（理工学部教授）
久原 篤（理工学部准教授）
新カリキュラムの高校「生物」および「生物基礎」に，旧カリ
田中 修（理工学部教授）
キュラムから新たに加わった内容について，最新の知見を
今井 博之（理工学部教授）
含めた解説を行い，参考文献や教材などを紹介する。ま
武田 鋼二郎（理工学部講師）
た，どのような知見や判断によって，修正あるいは削除され
渡辺 洋平（理工学部准教授）
たかについて解説を行う。
向 正則（理工学部准教授）
日下部 岳広（理工学部教授）

電子顕微鏡による細胞観察

高校生物の教科書に掲載されている細胞の微細構造を，電
子顕微鏡を実際に操作して観察し，その構造と機能につい
て理解を深める。また，細胞小器官などの形態を生物間で 本多 大輔（理工学部教授）
比較して，その多様性と連続性から，真核細胞の成り立ち
の経緯を含めた進化学的な意味についても考察する。

金属イオンの分離・確認

高校の化学担当教員を対象に、チオアセトアミドを用いた系
統的分離法による陽イオン定性分析を行います。この溶液
系の反応には、中和反応、沈殿反応、錯形成反応、酸化還
元反応など高校で学習する内容が多く含まれており、講習
後に各高校での教育に活用できると期待されます。講習で
は、これらの実験を実際に高校で行うために必要となる最
後の廃液処理方法までも含めて体験していただきます。

器械運動の授業づくり

池田
渡邉
茶山
岩月
木本

能幸（理工学部教授）
順司（理工学部教授）
健二（理工学部教授）
聡司（理工学部准教授）
篤志（理工学部講師）

講習の開催地

兵庫県神戸市

兵庫県神戸市

兵庫県神戸市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月7日

平成26年8月12日～
12時間
平成26年8月13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

078-435-2474

078-435-2515

http://www.konanu.ac.jp/faculty/sci
ence_and_engineerin
g/index.html

078-435-2515

http://www.konanu.ac.jp/faculty/sci
ence_and_engineerin
g/index.html

平263048053452号

078-435-2493

http://www.konanu.ac.jp/faculty/sci
ence_and_engineerin
g/index.html

6,500円

平263048053449号

10,000円

平成26年4月21日～
50人
平成26年6月30日

平263048053450号

6,500円

平成26年4月21日～
10人
平成26年6月30日

平263048053451号

教諭

教諭

高等学校生物担
当理科教諭

教諭

高等学校生物担
当理科教諭

6,500円

平成26年4月21日～
20人
平成26年6月30日

ＵＲＬ

http://www.konanu.ac.jp/faculty/sci
ence_and_engineerin
g/index.html

平成26年4月21日～
24人
平成26年6月30日

高等学校理科教
諭

電話番号

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月8日

教諭

高等学校 理科
教諭（化学分野
担当者）

本講習は、器械運動の指導を苦手とする教諭に対して指導
力向上に寄与することを目的とする。講習は以下の二部構
成で行う。①原論(講義) ：体育授業のオリジナリティー、
吉本 忠弘（スポーツ・健康科学教育研究セン
器械運動のオリジナリティー、器械運動の学習における計
ター 講師）
画論・指導方法論的認識 ②実技(実習) ：マット、跳び箱、
鉄棒における技の学習に向けた基礎技能養成課題に関す
る実技実習

兵庫県神戸市

6時間 平成26年7月29日

教諭

小、中、高、特別
支援学校の体育
教諭

6,500円

30人

平成26年4月21日～
平成26年6月20日

平263048053453号

078-857-7301

http://www.konanu.ac.jp/laboratory/
sports/

子どもの体力低下は幼児期からはじまっています。子ども
に体を動かす楽しさと運動ができる喜びを教えることが子ど
もの体力つくりには不可欠になります。本講習会では、前半
を幼児期や低・中学年での運動指導の考え方と体つくり運
三木四郎(発達教育学部教授）
動領域の心と体が一体となる「体ほぐしの運動」を行いま
す。後半は、器械運動領域のマット運動や跳び箱運動の苦
手な子に対する指導について実技を通して考えていきま
す。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年5月7日

平263049154552号

078-591-1749

http://www.kobeshinwa.ac.jp/

新学習指導要領のねらう「これからの社会に役立つ言語
力を育てる」国語科の役割を明確にします。その内容をふま
神戸親和女子大 「活用型」学力を育む国語科の授 えて、特に、言語能力の「習得・活用」をめざす指導法の開 櫻本明美(発達教育学部教授）
学
業づくり
発や改善に取り組みます。なお、国語科の授業に加えて、 清水篤（発達教育学部教授）
学校教育全体で言語力を育てる場づくりについても考えま
す。

兵庫県神戸市

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4月21日～
平成26年5月7日

平263049154553号

078-591-1749

http://www.kobeshinwa.ac.jp/

子どもの造形表現活動の今日的な意義や内容について
理論と実技の両面から検討し、保育実践に生かすことを目
神戸親和女子大 豊かな感性と表現力を育む造形
指します。生活とのかかわりで育つ感性と表現のあり方に
学
表現
ついて理解を深めるとともに、実技を通して素材体験や教
材研究を行います。

神吉脩(発達教育学部准教授）

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭

6,800円

20人

平成26年4月21日～
平成26年5月7日

平263049154554号

078-591-1749

http://www.kobeshinwa.ac.jp/

小学校5・6年で必修となった英語活動の指導理念、指導
内容、指導方法について、ワークショップを通して指導の基
本を学ぶことを目標とします。
神戸親和女子大 子どもが楽しむ教室での英語活
初めて教える英語活動を前提とし、文部科学省編纂の新教 福永恒泰（発達教育学部教授）
学
動
材「Hi,Friends!」も参考にしながら、具体的な実践練習をネイ
ティブスピーカーとのチームティーチングも交えながら、指導
技術の基本を習得します。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年5月7日

平263049154555号

078-591-1749

http://www.kobeshinwa.ac.jp/

子どもの生活に即した活動や体験を通して「自然認識・社会
認識の芽」を育てます。小学校生活への適応と幼稚園教育
神戸親和女子大 身近な環境に親しむ生活の授業 との連携を図りつつ、子どもたちの生活環境の課題等につ
藤池安代(発達教育学部教授）
学
と保育
いて把握し、その改善策を考察します。その上で、幼児期・
児童期に相応しい環境・生活科教育について実践的に深め
ていきます。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年5月7日

平263049154556号

078-591-1749

http://www.kobeshinwa.ac.jp/

甲南大学

甲南大学

神戸親和女子大 できる喜びを味わう運動指導の
学
考え方
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平成２６年度（第３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

神戸親和女子大
絵本の世界へようこそ
学

講習の概要

担当講師

子どもは、家庭のみならず、幼稚園でも絵本とのかかわり
をもって生活しています。子どもの自由な活動のなかで、ま
た、保育者によって設定された活動のなかで、絵本を子ども
に活用させていくために、次の3項目を取り上げて、講義と 坂根美紀子(発達教育学部教授）
グループワークを行い研修します。①絵本の本質について 原田壽美子(発達教育学部非常勤講師）
の理解を深めます。②保育者の指導や、子どもの生活との
かかわりに焦点をあてて、絵本の問題を考察します。③絵
本から絵本化の方法についてグループワークします。

科学への関心を育てる理科実験と自然観察の意義と方法
について考えます。子どもたちが興味をもって学び、楽しく
神戸親和女子大 科学への関心を育てる理科実験
豊かに自然を認識することにつながる実験・観察を紹介し、 觜本格(発達教育学部教授）
学
と観察
明日からの授業に役に立つ教材・教具の製作をとおして、
実践的に学びます。
神戸親和女子大
豊かな感性を育む身体活動
学

子どもの健康環境の変化をみつめながら、生涯の基礎と
なるような運動遊びを展開します。集団の中でいろいろな遊
びを楽しみながら、発育発達に応じた基礎的な身体活動を 勝木洋子(発達教育学部教授）
展開し、教師が適切な指導・補助ができるよう考えていきま
す。

特別支援教育が発足して７年目を迎えました。幼稚園から
高校、大学まで特別支援教育が展開されるとともに、「合理
的配慮」の提供により、より一層の定着が図られようとして
大林惠子(発達教育学部教授）
神戸親和女子大 一人一人を生かす特別支援教育 います。この講習では、教育的支援を必要とする子どもたち
森田安徳(発達教育学部准教授）
学
の充実をめざす
の生涯支援の視点から、「インクルーシブ教育」「個別の指
導計画」「ユニバーサルデザインの支援」について、概括的
な内容を学ぶとともに、日々の教育実践につながる具体的
なスキルについても述べたいと考えています。

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

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年5月7日

平263049154557号

078-591-1749

http://www.kobeshinwa.ac.jp/

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭

6,500円

20人

平成26年4月21日～
平成26年5月7日

平263049154558号

078-591-1749

http://www.kobeshinwa.ac.jp/

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園教諭

6,300円

20人

平成26年4月21日～
平成26年5月7日

平263049154559号

078-591-1749

http://www.kobeshinwa.ac.jp/

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭
中学校教諭
高等学校教諭

6,000円

60人

平成26年4月21日～
平成26年5月7日

平263049154560号

078-591-1749

http://www.kobeshinwa.ac.jp/

教諭

幼稚園・小学校
教諭

18,000円

25人

平成26年4月28日～
平成26年5月31日

平263049855578号

06-6429-9908

http://www.sonodau.ac.jp/

18,000円

25人

平成26年4月28日～
平成26年5月31日

平263049855579号

06-6429-9908

http://www.sonodau.ac.jp/

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月8日

廣岡正昭（人間教育学部准教授）
中井豊（人間教育学部准教授）
衣笠知子（人間教育学部准教授）
中村泰介（平安女学院大学短期大学部講師 ）
堀田博史（人間健康学部教授）
兵庫県尼崎市
高井照隆（人間教育学部非常勤講師）
近藤照敏(人間健康学部教授）
佐藤美恵（高槻市教育委員会学校教育室教育
指導課 副主幹）
平良伸哉（和泉市立国府小学校校長）

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

園田学園女子大
養護活動の実践力を高める
学

江嵜和子（人間健康学部教授）
牧川優（人間健康学部教授）
林淑美（人間健康学部准教授）
養護教諭の職務に関わる専門領域として、「看護学」「学 林照子（人間健康学部准教授）
校保健」「救急処置の対応」および「養護学」｢ウエルネス」 藤澤政美（人間健康学部准教授）
「食事と健康科学」「生徒指導の現状と課題」などについて 磯田宏子（人間健康学部准教授）
兵庫県尼崎市
取り上げ、今日的課題について、多面的にその実践力を高 堀田博史（人間健康学部教授）
めることを目的とする。
近藤照敏(人間健康学部教授）
佐藤美恵（高槻市教育委員会学校教育室教育
指導課 副主幹）
平良伸哉（和泉市立国府小学校校長）

18時間

平成26年8月20日～
平成26年8月22日

姫路獨協大学

学校事故と教師の責任

学校管理下の事故で、その責任をめぐり裁判で争われるこ
とが増えてきている。その際、教師個人の責任が問われる
のはどのようなときか、教師の注意義務と児童・生徒の弁解
上寺常和(医療保健学部教授)
能力との関連をこれまでの事故判例の考察を通して理解を
丸岡幸一（姫路獨協大学非常勤講師）
深める。そして、学校事故から児童生徒を守るために、日々
の教育活動で教師が留意すべき事柄について、受講者の
実践をもとにした議論も交えて再認識したい。

兵庫県姫路市

6時間 平成26年7月29日

教諭
教諭(小・中・高)、
養護教諭 養護教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平263050153536号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

学校事故と教師の責任

学校管理下の事故で、その責任をめぐり裁判で争われるこ
とが増えてきている。その際、教師個人の責任が問われる
のはどのようなときか、教師の注意義務と児童・生徒の弁解
上寺常和(医療保健学部教授)
能力との関連をこれまでの事故判例の考察を通して理解を
丸岡幸一（姫路獨協大学非常勤講師）
深める。そして、学校事故から児童生徒を守るために、日々
の教育活動で教師が留意すべき事柄について、受講者の
実践をもとにした議論も交えて再認識したい。

兵庫県姫路市

6時間 平成26年8月5日

教諭
教諭(小・中・高)、
養護教諭 養護教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平263050153537号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

法教育を考える

新学習指導要領の告示や、裁判員制度の導入などに伴
い、学校教育における「法教育」の重要性は、今後ますます
高まっていくものと考えられる。小・中・高の段階において、
どのようにして児童・生徒に「法」について教育していくべき
かを、公法（憲法・行政法）、民事法、刑事法に関する具体
的なケースを素材としながら、ディスカッションやロールプレ
イを通して、受講者のみなさんと共に模索してみたい。

兵庫県姫路市

6時間 平成26年7月30日

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平263050153538号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

本講座は、幼稚園･小学校教諭としての今日的課題につ
いて、多方面からその実践力を高めることを目的とする。特
園田学園女子大 幼稚園・小学校教諭の実践力の に教育現場で問題とされる事例研究を通して、保護者・子ど
学
再構築
も・教職員とのかかわりについて考察を深める。同時に、ク
ラス経営・情報機器の活用・子育て支援のあり方についても
その理解を深め、実践力を高める。

姫路獨協大学

姫路獨協大学

道谷卓（法学部教授）
田中孝和（法学部准教授）
永田泰士（法学部准教授）
小林直樹（法学部准教授）
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養護教諭 養護教諭

教諭

小学校教諭、中
学校教諭、高等
学校教諭

平成２６年度（第３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

からだを動かす体験を通じ、心を育て、学びの環境を考え、
仲間を考える体育の楽しさを確認しましょう。仲間を信じて
お互いの協力や努力を最大限に評価する取り組みを体験し
ましょう。周囲の環境に配慮し、お互いの心の安全と身体の
安全を守るからだの動きを学びましょう。幼児教育から大学
教育までの新しい学びの様式や気づき学びの実践研究を
通じて、感じる・動く・ひらく・かかわる・表すなどの新しい身
体観・教育観・人間観を問い、からだの原点を追求する総合
的な学習を実際に体験しましょう。

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

小田慶喜（医療保健学部教授）
松村雅代（医療保健学部准教授）
昌子 力（経済情報学部准教授）
兵庫県姫路市
吉井 宏一郎（スポーツ特別選抜運営支援室室
長）

6時間 平成26年7月30日

教諭

教諭(小・中・高)、
特別支援学校教
諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平263050153539号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

Ｓ．Ａ．ジャクソン（外国語学部教授）
初谷 智子（外国語学部准教授）
森川 文弘（外国語学部講師）
山岡 華菜子（外国語学部講師）

兵庫県姫路市

6時間 平成26年7月31日

教諭

高等学校英語教
諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平263050153540号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

障害支援（福祉機器領域）論

先天的あるいは後天的に障害をもった場合でもQOL（生
活の質）を高めるための支援について学ぶ。特に障害の改
善が望めない場合、障害を補う支援が必要になるが、福祉
山形力生（医療保健学部教授）
機器による支援もその一つである。ここでは、自助具や福祉
用具に関する基本的事項について学び、現場での利用や
活用ができることをねらいとする。

兵庫県姫路市

6時間 平成26年7月31日

教諭（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16日～
平成26年4月25日

平263050153541号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

障害支援（福祉機器領域）論

先天的あるいは後天的に障害をもった場合でもQOL（生
活の質）を高めるための支援について学ぶ。特に障害の改
善が望めない場合、障害を補う支援が必要になるが、福祉
山形力生（医療保健学部教授）
機器による支援もその一つである。ここでは、自助具や福祉
用具に関する基本的事項について学び、現場での利用や
活用ができることをねらいとする。

兵庫県姫路市

6時間 平成26年8月5日

教諭（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16日～
平成26年4月25日

平263050153542号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

心を開く表現活動

最近は、大人も子供も、心に仮面をかぶったり鎧をつけて、
なかなか本音が言えない状況にあるように思えます。そこで
本講座では、生徒・保護者・同僚とより良い人間関係を保て
るように、アサーションやリフレーミングのスキルを身につ
後藤桂子（姫路獨協大学非常勤講師）
け、コミュニケーション能力の向上を図ると共に、一行詩や
親子短歌の創作により、素直な心を引き出す実践報告をし
ます。これによって相手の心と自分の心を開くカギを見出す
ことが本講座のねらいです。

兵庫県姫路市

6時間 平成26年7月31日

教諭

教諭（幼、小、
中、高）

6,000円

平成26年4月16日～
40人
平成26年4月25日

平263050153543号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

キャリア教育

昨今、キャリア教育という言葉が頻繁に使用されているが、
その殆どが「就職斡旋」を意味している。本来は「人生の進
路の教育」であり、小、中、高、大学の各機関において、将
来どういう人生を送りたいのか、自分にとってやりがいのあ 平岡清志（外国語学部教授）
る仕事は何か等を探し、自主決定できるよう指導することで 後藤桂子（姫路獨協大学非常勤講師）
ある。本講座では、人生の進路をどう指導すべきか考察し、
受講者がどのような教育を行っているかを聞き、提言するこ
とにより、キャリア教育本来の意味を知る事を目的とする。

兵庫県姫路市

6時間 平成26年8月1日

教諭

教諭（小、中、高）

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平263050153544号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

オープンソース（フリーソフト）には有用なソフトウェアがたく
さんある。「無償」と思われているが、本来は「自由」なソフト
ウェアで、たくさんのプログラマが協働で開発を行っている。
ソフトウェアを活用することはもとより、自由に改変・発展に
オープンソース(フリーソフト)と無
園田浩一(経済情報学部准教授）
貢献できることを学ばせることの意義は大きい。Libreoffice
料サービスの活用法
野方純（姫路獨協大学非常勤講師）
等を例に開発の様子や、「自由」のもたらす意義について講
義する。同時に、個人情報を収集させることで「無償」で利用
できるSNSなどを正しく利用するために、情報モラル・セキュ
リティの問題点について解説する。

兵庫県姫路市

6時間 平成26年8月1日

教諭

教諭（幼、小、
中、高）

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平263050153545号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

兵庫県姫路市

6時間 平成26年8月3日

教諭
教諭（小・中・
養護教諭 高）、養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平263050153546号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

教諭
教諭（小・中・
養護教諭 高）、養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平263050153547号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

6,000円

60人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平263050153548号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

からだを動かす楽しさを学ぶ

姫路獨協大学

学習者の受身な学習態度や、1コマの授業時間さえもたな
い集中力の欠如は、今や多くの学校現場が抱える問題であ
る。そんな中、学習者を飽きさせずに、学習へのモティベー
学習者中心の英語授業のための ションを高め、教育効果を上げるために不可欠とされるのが
ヒント
「学習者中心」の授業運営方法である。この講習では、実際
に姫路獨協大学で行われている学習者中心のさまざまな授
業実践を紹介し、高等学校の英語の授業にどのような形で
取り入れられるかを体験してもらう。

姫路獨協大学

姫路獨協大学

姫路獨協大学

姫路獨協大学

姫路獨協大学

姫路獨協大学

生徒指導（生活指導を含む。）

昨今の学級経営において、生徒指導の難しさが際立ってい
る。家庭の教育力が低下している中、小学校、中学校、高
等学校においていかに指導し、健康的な学校生活を送らせ 平岡清志(外国語学部教授)
ることができるのか、先生方と一緒になって考え、議論して
より良い考えを導き出すように努める。

道徳性の発展

道徳性の育成につながる授業や生活指導を再認識する。な
お、道徳性の育成のために、教育学、倫理学、心理学、学
校教育実践の立場から道徳性の概念を明確にすることが
必要不可欠であり、道徳性の発達（人権教育を含む）を十分
に理解する必要がある。

平岡清志(外国語学部教授)
竹田レイ子（神戸市教育委員会スーパーアドバ
兵庫県姫路市
イザー）
赤松茂毅（姫路獨協大学非常勤講師）

6時間 平成26年8月4日

幼児期にふさわしい生活を送る
ための指導法

｢幼児期にふさわしい生活」の展開としての保育･教育につ
ながる実践力や職能の確かめのための学びを目指す。幼
稚園における教職課程を基本課題として、幼稚園教育の考
え方、知識及び技能の習得を中心に最新の研究成果をふ
まえて授業を進める。授業は講義を基本とするが演習(対話
的な学習過程)を組み込み、日々の実践上の課題にもアプ
ローチできるようにする。

島崎 保(医療保健学部教授)
田中亨胤（近大姫路大学教授）
中 磯子（医療保健学部准教授）
大山めずる（医療保健学部特別教授）

6時間 平成26年8月4日

兵庫県姫路市
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教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭

平成２６年度（第３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

ICTを活用した授業教材の利用
法

学校教育におけるＩＣＴ環境の導入・整備が進んでいる中
で、授業におけるＩＣＴ環境での教材活用の考え方・手法に
ついて講義演習をおこなう。情報機器やネットワークの整備 佐野智行（経済情報学部教授）
が進む教育環境で、ＩＣＴを活用した授業の事例や演習を通 園田浩一(経済情報学部准教授)
してその有効性や活用方法について考える。黒板とチョーク 野口義栄(姫路獨協大学非常勤講師)
とデジタル化された学習教材の有効利用法について具体的
な機器操作も含めて実習する。

歴史・文化から見る日中関係

本講習では歴史・文化について学びを深めていくことによ
り、中国とりわけ日中文化交流の歴史および現状に対する
理解を深めることを目的とする。
「歴史」については、関係文献資料や画像資料・映像資料等
奥田 寛（外国語学部教授）
を交え、研究の最新事情を踏まえて、漢字文化圏の形成や
石 暁軍（国際交流センター教授）
特徴、日中文化交渉・交流の歴史的変遷等を考え、「文化」
については、日本語・中国語の「ノンバーバル表現（身振り
言語）」の比較を通じて、日本人・中国人の考え方の違いを
考察してみたい。

兵庫県姫路市

6時間 平成26年8月5日

姫路獨協大学

学校カウンセリング

学校カウンセリングは学校教育において重要な役割を果た
す時代を迎えている。授業はかつてのような教育的効果を
あげることができなくなり、学校生活は人間関係に煩雑さを
平岡清志（外国語学部教授）
生み、子どもたちの苦悩ははかり知ることができない。ま
島崎保（医療保健学部教授）
た、モンスターペアレンツの出現は教員の教育的営みに支
井上光一（医療保健学部准教授）
障をきたすことになった。学校カウンセリングは、これらの問
題に何らかの解決への道を示すことになるという観点から
捉え直すことにする。

兵庫県姫路市

姫路獨協大学

私達は免疫という生体システムにより守られています。私
達のまわりには、常に多彩な微生物が生息し、時に感染し
て病気を誘発しますがおおむね上手く共存しています。さら
通山由美（薬学部教授）
からだを守る免疫と環境とのいい に、免疫系が微生物や異物に過剰に反応するとアレルギー
川井眞好（薬学部准教授）
関係
になります。からだを守る免疫のしくみ（通山）と微生物の営
尾崎勝彦（甲南大学非常勤講師）
み（川井）、環境から様々な影響をうける心の変化（尾崎）に
ついての講義を通して、多様な環境の中でおおらかに暮ら
す姿勢の涵養をめざします。

姫路獨協大学

姫路獨協大学

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

6,000円

35人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平263050153549号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

小学校教諭、中
学校教諭（社
会）、高等学校教
諭（地理歴史）

6,000円

平成26年4月16日～
40人
平成26年4月25日

平263050153550号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

6時間 平成26年8月6日

教諭
教諭(小・中・高)、
養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平263050153551号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

兵庫県姫路市

6時間 平成26年8月7日

教諭
教諭（小・中・
養護教諭 高）、 養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平263050153552号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

兵庫県姫路市

6時間 平成26年8月8日

教諭（幼・小・中・
高）

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平263050153553号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

平263050153554号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

兵庫県姫路市

6時間 平成26年8月4日

教諭

教諭（幼、小、
中、高）

教諭

特別活動

新学習指導要領をベースに、特別活動を再度理解すること
から始める。参加者をグループ分けし、特別活動における
課題を抽出し、討議等の作業を行う。特別活動の発展を歴
史的に考察し、今後の発展性を探究した上で、現代の意義
を明確にする。
上寺常和（医療保健学部教授）
また特別活動における学級活動等の特質を考え、学校教育
の中での位置づけを理論的側面から探求、課題を設定し、
受講者自ら体験し、体験後の問題点を明らかにした上で、
解決に必要なものは何かを探求する。

暮しの中の数理分析

本講習では、暮しの中の身近な問題から、それらの奥に潜
む数理を抽出・分析し、真に必要な基礎学力とは何かを考
える。『暮らしの安全を支える－暗号理論と「余り」の数学』、
山岸 規久道（経済情報学部教授）
『考える力を磨いて、人間力を高める』、『オープンソースソフ
秋本 義久（経済情報学部教授）
トウエアの活用』の３つのテーマに取り組み、３つ目のテー
杉山 武司（経済情報学部教授）
マでは、この講習によってオープンソースが学校で有効に活
用され、教育現場での仕事の質と効率がより一層向上する
ことを目指す。

兵庫県姫路市

6時間 平成26年8月20日

教諭

教諭（小・中・高）

6,000円

平成26年4月16日～
40人
平成26年4月25日

小学校・中学校における英語授
業のあり方

昨今の英語教育は、「英語を通じて、コミュニケーション能力
を育成すること」に重点が置かれている。今回の学習指導
要領改訂により、小学校・中学校の連携をはじめ、生徒の
稲岡章代（姫路獨協大学非常勤講師）
発達段階や学習段階に応じて指導内容や方法に工夫を凝
泉恵美子(京都教育大学教授)
らし、基本的には「授業は英語で行う」指導スキルが教師に
求められている。本講座では、コミュニケーション能力を育
成する授業における指導の実際を講習する。

兵庫県姫路市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校英語教
諭、中学校英語
教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平263050153555号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

幼児期における自然に対する豊かな経験は、その後の理
科教育の基礎となるとともに、生涯を通じて、環境に対する
正しい認識と行動の規範となるものである。本講習では、身
夙川学院短期大
近な植物の生活から幼児・児童に自然の不思議を体験さ
緑を守る！からはじめるeco教育
片山 雅男（児童教育学科教授）
学
せ、生き物への愛情を深めさせるとともに、自然の中に人が
生かされていることを認識し、正しい自然保全の意識をはぐ
くませる保育・教育を考える。なお、キャンパス周辺での野
外実習も行なう。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年7月6日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年6月28日

平263527753592号

078-940-1154

http://www.shukugaw
a-c.ac.jp

幼児期における自然に対する豊かな経験は、その後の理
科教育の基礎となるとともに、生涯を通じて、環境に対する
正しい認識と行動の規範となるものである。本講習では、身
夙川学院短期大
近な植物の生活から幼児・児童に自然の不思議を体験さ
緑を守る！からはじめるeco教育
片山 雅男（児童教育学科教授）
学
せ、生き物への愛情を深めさせるとともに、自然の中に人が
生かされていることを認識し、正しい自然保全の意識をはぐ
くませる保育・教育を考える。なお、キャンパス周辺での野
外実習も行なう。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年7月20日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年7月12日

平263527753593号

078-940-1154

http://www.shukugaw
a-c.ac.jp

姫路獨協大学

姫路獨協大学

姫路獨協大学
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教諭

平成２６年度（第３回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

幼児期における自然に対する豊かな経験は、その後の理
科教育の基礎となるとともに、生涯を通じて、環境に対する
正しい認識と行動の規範となるものである。本講習では、身
夙川学院短期大
近な植物の生活から幼児・児童に自然の不思議を体験さ
緑を守る！からはじめるeco教育
片山 雅男（児童教育学科教授）
学
せ、生き物への愛情を深めさせるとともに、自然の中に人が
生かされていることを認識し、正しい自然保全の意識をはぐ
くませる保育・教育を考える。なお、キャンパス周辺での野
外実習も行なう。

夙川学院短期大
教科書の中の古典
学

学習指導要領において「伝統的な言語文化」が改めて注目
された。小学校から古典の教材が国語教科書に取り上げら
れ、音楽科では唱歌なども再評価されている。今後は中学
校・高等学校でも、伝統的な言語表現に慣れ親しんだ生徒
を指導してゆくこととなり、小学校からの古典指導の連携を
三木 麻子 （児童教育学科准教授）
考える必要も生まれる。その意味でも、古典を断片的に学
ぶのではなく、古典表現の根底にある和歌の伝統を理解
し、日本文化の理解につなげたい。授業の中で生徒がどの
ように興味を持って楽しく古典を学ぶことができるか検討す
る。

夙川学院短期大
教科書の中の古典
学

学習指導要領において「伝統的な言語文化」が改めて注目
された。小学校から古典の教材が国語教科書に取り上げら
れ、音楽科では唱歌なども再評価されている。今後は中学
校・高等学校でも、伝統的な言語表現に慣れ親しんだ生徒
を指導してゆくこととなり、小学校からの古典指導の連携を
三木 麻子 （児童教育学科准教授）
考える必要も生まれる。その意味でも、古典を断片的に学
ぶのではなく、古典表現の根底にある和歌の伝統を理解
し、日本文化の理解につなげたい。授業の中で生徒がどの
ように興味を持って楽しく古典を学ぶことができるか検討す
る。

夙川学院短期大
教科書の中の古典
学

学習指導要領において「伝統的な言語文化」が改めて注目
された。小学校から古典の教材が国語教科書に取り上げら
れ、音楽科では唱歌なども再評価されている。今後は中学
校・高等学校でも、伝統的な言語表現に慣れ親しんだ生徒
を指導してゆくこととなり、小学校からの古典指導の連携を
三木 麻子 （児童教育学科准教授）
考える必要も生まれる。その意味でも、古典を断片的に学
ぶのではなく、古典表現の根底にある和歌の伝統を理解
し、日本文化の理解につなげたい。授業の中で生徒がどの
ように興味を持って楽しく古典を学ぶことができるか検討す
る。

講習の開催地

兵庫県神戸市

兵庫県神戸市

兵庫県神戸市

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3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

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年7月26日

平263527753594号

078-940-1154

http://www.shukugaw
a-c.ac.jp

教諭

小学校教諭
中学校教諭
高等学校教諭
「国語」

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年7月26日

平263527753595号

078-940-1154

http://www.shukugaw
a-c.ac.jp

教諭

小学校教諭
中学校教諭
高等学校教諭
「国語」

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年8月7日

平263527753596号

078-940-1154

http://www.shukugaw
a-c.ac.jp

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年8月19日

平263527753597号

078-940-1154

http://www.shukugaw
a-c.ac.jp

兵庫県神戸市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小学校教諭
中学校教諭
高等学校教諭
「国語」

子どもたちが日常生活で思いきり身体を動かせるための基
礎体力について理解し、ボール・跳び箱・竹馬・フープ・棒な
夙川学院短期大
子どもの体力づくりと運動あそび どを使った体力づくりを学ぶ。また、運動あそびと子どもの 藤島 みち（児童教育学科准教授）
学
成長の関係、および子どもをやる気にさせる運動あそびの
コーチングについても講義する。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年7月6日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年6月28日

平263527753598号

078-940-1154

http://www.shukugaw
a-c.ac.jp

子どもたちが日常生活で思いきり身体を動かせるための基
礎体力について理解し、ボール・跳び箱・竹馬・フープ・棒な
夙川学院短期大
子どもの体力づくりと運動あそび どを使った体力づくりを学ぶ。また、運動あそびと子どもの 藤島 みち（児童教育学科准教授）
学
成長の関係、および子どもをやる気にさせる運動あそびの
コーチングについても講義する。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年7月12日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年7月4日

平263527753599号

078-940-1154

http://www.shukugaw
a-c.ac.jp

子どもたちが日常生活で思いきり身体を動かせるための基
礎体力について理解し、ボール・跳び箱・竹馬・フープ・棒な
夙川学院短期大
子どもの体力づくりと運動あそび どを使った体力づくりを学ぶ。また、運動あそびと子どもの 藤島 みち（児童教育学科准教授）
学
成長の関係、および子どもをやる気にさせる運動あそびの
コーチングについても講義する。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年7月20日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年7月12日

平263527753600号

078-940-1154

http://www.shukugaw
a-c.ac.jp

夙川学院短期大
私の内なるこころを感じてみよう
学

子どもとかかわり、いろいろな思いを共有していくためには、
その人自身が自分の内的な世界に目を向ける力をもってい
ることが必要である。そのため、この講座では、内なる心の 番匠 明美（児童教育学科准教授）
イメージを表現療法の素材（砂絵や粘土等）を利用し、そこ
にどんな“私”が現れてくるのか、感じとる体験をしてもらう。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年7月12日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

20人

平成26年5月19日～
平成26年7月4日

平263527753601号

078-940-1154

http://www.shukugaw
a-c.ac.jp

夙川学院短期大
私の内なるこころを感じてみよう
学

子どもとかかわり、いろいろな思いを共有していくためには、
その人自身が自分の内的な世界に目を向ける力をもってい
ることが必要である。そのため、この講座では、内なる心の 番匠 明美（児童教育学科准教授）
イメージを表現療法の素材（砂絵や粘土等）を利用し、そこ
にどんな“私”が現れてくるのか、感じとる体験をしてもらう。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年7月20日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

20人

平成26年5月19日～
平成26年7月12日

平263527753602号

078-940-1154

http://www.shukugaw
a-c.ac.jp

夙川学院短期大
視野を広げる造形活動
学

子どもの表現の幅を広げることを目的に、視覚や映像の不
思議な事象を取り上げ体験する。また、身近な素材を発展さ 小林 伸雄（児童教育学科教授）
せての作品制作を行う。そこから子ども達が生活の中で豊 林 有紀（児童教育学科講師）
かなイメージをはぐくめるような教育のあり方を考える。

兵庫県神戸市

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

30人

平成26年5月19日～
平成26年8月13日

平263527753603号

078-940-1154

http://www.shukugaw
a-c.ac.jp

夙川学院短期大
視野を広げる造形活動
学

子どもの表現の幅を広げることを目的に、視覚や映像の不
思議な事象を取り上げ体験する。また、身近な素材を発展さ 小林 伸雄（児童教育学科教授）
せての作品制作を行う。そこから子ども達が生活の中で豊 林 有紀（児童教育学科講師）
かなイメージをはぐくめるような教育のあり方を考える。

兵庫県神戸市

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

30人

平成26年5月19日～
平成26年8月13日

平263527753604号

078-940-1154

http://www.shukugaw
a-c.ac.jp
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平成２６年度（第３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

夙川学院短期大
視野を広げる造形活動
学

子どもの表現の幅を広げることを目的に、視覚や映像の不
思議な事象を取り上げ体験する。また、身近な素材を発展さ 小林 伸雄（児童教育学科教授）
せての作品制作を行う。そこから子ども達が生活の中で豊 林 有紀（児童教育学科講師）
かなイメージをはぐくめるような教育のあり方を考える。

兵庫県神戸市

6時間 平成26年9月14日

教諭

幼稚園教諭
小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月19日～
平成26年9月6日

平263527753605号

078-940-1154

http://www.shukugaw
a-c.ac.jp

夙川学院短期大
心と体がはずむ音楽指導
学

楽しみながら音楽感覚を育てるための身体表現やリズムあ
そびなどを様々なアプローチの仕方で展開していきます。音
楽的理解を深めるために、一つの曲をより豊かに仕上げて
井本 英子（児童教育学科講師）
いく過程を体験していただきます。音楽あそびでのはずむ気
持ちや、心を一つにするアンサンブルの楽しさを実際に味
わってください。

兵庫県神戸市

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

30人

平成26年5月19日～
平成26年8月19日

平263527753606号

078-940-1154

http://www.shukugaw
a-c.ac.jp

頌栄短期大学

幼児コミュニケーション

近年、少子化・情報化・国際化など、産業や社会構造が大き
く変化している。保育界も例外ではなく、多様な対応が求め
られる。このような環境の中で生きていくために、幼児にど
阿部 扶早（准教授）
のような力を身につけさせるのかなど、幼児のコミュニケー
ションの築き方について学習する。また、幼児を指導する保
育者においてもコミュニケーションの再構築をはかる。

兵庫県神戸市

7時間

平成26年7月5日、
平成26年7月12日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平263527855988号

078-842-7053

http://www.gloryshoei.ac.jp/

子どもの造形表現

幼児の絵画を中心とした作品の例から問題点を探り出し、
保育という営みの中で育まれるべき「表現」の本来のねらい
や目標にかなう指導法および効果的な題材の研究を行う。
そのために、美術造形表現を基礎から見直し、身近な画材 沖中 重明（専任講師）
を用いて実際に作品を試作することで、指導者としての資質
を高め、幼児の造形表現活動に生かせる具体的な指導法
を探る。

兵庫県神戸市

平成26年8月18日、
7時間
平成26年8月19日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

平成26年6月25日～
25人
平成26年7月4日

平263527855989号

078-842-7053

http://www.gloryshoei.ac.jp/

児童文学特論

本講座は、詩歌形態・物語形態に重点をおきながら、児童
文学全般を概観する。具体的には、わらべ唄・童謡・童話・
絵本など、わかりやすく解説し、楽しく鑑賞し、その成立や真
森井 弘子（非常勤講師）
意などを深く掘り下げる。各受講生は平常の教育の具体性
に加え、子どもの文学とは何かという意識をもち、教育現場
での実践における再考の場として頂きたい。

兵庫県神戸市

7時間

平成26年8月21日、
平成26年8月22日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年6月25日～
平成26年7月4日

平263527855990号

078-842-7053

http://www.gloryshoei.ac.jp/

現代保育・教育問題特論

平成20年の「幼稚園教育要領」および「保育所保育指針」の
改訂や「子ども・子育て新システム」など、近年の幼児教育
をめぐる変化について、法律、告示、白書、統計データを用
いながら国、地域、家庭、子どもの変化と併せて理解するこ 高山 育子（准教授）
とを目指します。受講生の皆さんと一緒に、保育現場で感じ
られる変化やメディアを通じて伝えられる諸問題について、
一緒に考えていきたいと考えています。

兵庫県神戸市

7時間

平成26年8月26日、
平成26年8月27日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

25人

平成26年6月25日～
平成26年7月4日

平263527855991号

078-842-7053

http://www.gloryshoei.ac.jp/

頌栄短期大学

頌栄短期大学

頌栄短期大学

独立行政法人教 道徳教育指導者養成研修（ブ
員研修センター ロック別指導者研修）

発達の段階に応じた指導内容の重点化や道徳教育推進教
師を中心とした指導体制と道徳教育の展開、魅力的な教材
の活用等道徳の時間の指導の充実、体験活動や実践活動
の推進等について、必要な知識等を修得できる講義や演習
を実施する。

赤堀 博行（文部科学省初等中等教育局教育
課程課教科調査官）
澤田 浩一（文部科学省初等中等教育局教育
課程課教科調査官）
杉田 洋（文部科学省初等中等教育局教育課
程課教科調査官）
永田 繁雄（東京学芸大学教授）
谷田 増幸（兵庫教育大学教授）
七条 正典（香川大学教授）
兵庫県神戸市
小寺 正一（兵庫教育大学特任教授）
押谷 由夫（昭和女子大学教授）
兼松 儀郎（元鳴門教育大学教授）
秋山 博正（くらしき作陽大学教授）
小泉 博明（文京学院大学教授）
柴原 弘志（京都市教育委員会指導部長）
橋口俊一（独立行政法人教員研修センター主
任指導主事）

一般募集はしま
せん。

12時間

平成26年7月28日～
平成26年7月30日

（※左記研修の
実施要項に基づ
き、都道府県教
教諭
育委員会等から
養護教諭 の推薦により受
講者決定した者
（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6月9日～
平成26年6月27日
0円

10人
(※左記の受講対象者
のみ該当します。）

平267001155609号

03-4212-8456

http://www.nctd.go.
jp/korekara/koshink
oshu_tw.html

藤井惠美子(生涯福祉学部准教授)
真鍋裕美（加古川市教育委員会学校教育課指導主

兵庫大学・兵庫
子どもの自立
大学短期大学部

近年、変化の激しい社会の中で子どもが自立して生きること
のできる基礎を培ったり、社会を維持、発展させ、さらに国
際社会に通用する人材を育てたりすることが求められてい
る。現行「幼稚園教育要領」を再確認しながら、「幼児教育
の理念、保育方法」、「子どもの発達と幼児理解」、「子ども
の自立と援助」について認識を深め、幼稚園教諭としての資
質及び専門性の向上を目的とする。

兵庫大学・兵庫
健康教育推進へのステップ ①
大学短期大学部

健康教育のねらいは、子ども自身が健康課題を把握し、
適切な意思決定・行動選択によって生活行動を改善してい
く能力を身につけることにあります。健康教育とくに保健教
大平曜子（健康科学部教授）
育に携わる者には、健康教育関連領域を学び、学校健康教
植田誠治（聖心女子大学文学部教授）
育全般を理解することが求められます。ステップ①では、健
康教育に活かすための健康行動や健康なパーソナリティに
ついて理解を深めます。

事）

田中正彦(生涯福祉学部教授)
杣山貴要江(生涯福祉学部教授)
松田信樹(生涯福祉学部准教授)
斎藤正寿(生涯福祉学部准教授)
田中慱一(生涯福祉学部教授)
安井重雄(生涯福祉学部教授)
中島龍一(生涯福祉学部准教授)

兵庫県加古川
市

兵庫県加古川
市

18時間

平成26年8月9日～
平成26年8月11日

6時間 平成26年8月9日
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教諭

幼稚園教諭

小・中学校・高等
教諭
学校・特別支援
養護教諭 学校教諭、養護
教諭

18,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年6月20日

平269280555878号

079-427-9551

http://www.hyogodai.ac.jp

6,000円

70人

平成26年5月12日～
平成26年6月20日

平269280555879号

079-427-9551

http://www.hyogodai.ac.jp/

平成２６年度（第３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

兵庫大学・兵庫
健康教育推進へのステップ ②
大学短期大学部

健康教育のねらいは、子ども自身が健康課題を把握し、
適切な意思決定・行動選択によって生活行動を改善してい
く能力を身につけることにあります。健康教育とくに保健教
加藤和代（健康科学部准教授）
育に携わる者には、健康教育関連領域を学び、学校健康教
柴田順子（健康科学部講師）
育全般を理解することが求められます。ステップ②では、組
織的に進める保健管理・保健指導について理解を深めま
す。

兵庫大学・兵庫
健康教育推進へのステップ ③
大学短期大学部

健康教育のねらいは、子ども自身が健康課題を把握し、
適切な意思決定・行動選択によって生活行動を改善してい
く能力を身につけることにあります。健康教育とくに保健教
育に携わる者には、健康教育関連領域を学び、学校健康教 戸田芳雄（東京女子体育大学体育学部教授）
育全般を理解することが求められます。ステップ③では、教
科「保健」を中心に学習指導要領における保健教育につい
て理解を深めます。

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8月10日

小学校教諭、中
学校教諭（保健
体育）、高等学校
教諭
教諭(保健体
養護教諭
育）、特別支援学
校教諭（保健体
育）、養護教諭

6,000円

70人

平成26年5月12日～
平成26年6月20日

平269280555880号

079-427-9551

http://www.hyogodai.ac.jp/

兵庫県加古川
市

6時間 平成26年8月11日

小学校教諭、中
学校教諭（保健
体育）、高等学校
教諭
教諭(保健体
養護教諭
育）、特別支援学
校教諭（保健体
育）、養護教諭

6,000円

70人

平成26年5月12日～
平成26年6月20日

平269280555881号

079-427-9551

http://www.hyogodai.ac.jp/

兵庫県加古川
市

時間数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

奈良教育大学

子ども達を取り巻く社会構造の大きな変化を背景として、学
校教育が抱える課題は一層複雑・多様化し、子ども達の心
と身体に影響を与えている。各講義では食育、内科学、生
児童生徒のﾌｨｼﾞｶﾙﾍﾙｽとﾒﾝﾀﾙﾍ 理学、スポーツ医学分野を専門とする大学教員が、学校保
ﾙｽにおける諸問題
健における諸問題（食育、生活習慣病やストレス、こころの
問題、感染症、学校園における傷病に関する課題）などに
ついて最新の知見を紹介しながら解説し、教育現場での実
践に生かすことを目的とした講習を行う。

鈴木
辻井
中谷
笠次

洋子（教育学部教授）
啓之（保健センター教授）
昭（教育学部教授）
良爾（教育学部教授）

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月21日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭
諭・栄養教諭
栄養教諭

6,000円

80人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954659号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

子ども達を取り巻く社会構造の大きな変化を背景として、学
校教育が抱える課題は一層複雑・多様化し、子ども達の心
と身体に影響を与えている。各講義では食育、内科学、生
児童生徒のﾌｨｼﾞｶﾙﾍﾙｽとﾒﾝﾀﾙﾍ 理学、スポーツ医学分野を専門とする大学教員が、学校保
ﾙｽにおける諸問題
健における諸問題（食育、生活習慣病やストレス、こころの
問題、感染症、学校園における傷病に関する課題）などに
ついて最新の知見を紹介しながら解説し、教育現場での実
践に生かすことを目的とした講習を行う。

鈴木
辻井
中谷
笠次

洋子（教育学部教授）
啓之（保健センター教授）
昭（教育学部教授）
良爾（教育学部教授）

奈良県奈良市

6時間 平成26年10月26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

80人

平成26年7月7日～
平成26年7月14日

平261005954660号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

子どもの心の理解を深める
-心理学と教育学の現場から-

漠然とした情緒的な“うけとめ”ではなく、視点を明確にもっ
た子どもの心の理解はどのようにして可能か。特には、自
尊感情や思春期の子どもに特有の心の在りよう、さらには、
知識の構造やその働きに焦点を当ててテーマをめぐる考察
を共にし、子どもたちの内からの育ちを支える指導・支援の
ポイントにまでも目を向けていく。

6時間 平成26年8月2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261005954661号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

「問題」行動への理解と関わり

児童生徒の「問題」行動に対して臨床心理学（カウンセリン
グ）的な観点からの理解を深める。とくに、「問題」のもつ意
味や可能性について理解し、「問題」を見る側の視点も振り
返ることで理解の幅を広げ、それらをふまえた上で対応の 林 郷子（奈良大学准教授）
検討を行う。授業は講義に簡単なグループ実習を加えて行
う。日頃の生徒指導や教育相談において、多角的に児童生
徒を理解していくことにつなげたい。

奈良県奈良市

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

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954662号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

学習生活に生かす心理学

本講習は、調査データからみる学力を規定する要因の分
析、教室内の対人関係と学習活動、協同学習と自己調整学
習による授業づくり及び学校で生かせる学習方法の提案と
豊田 弘司（教育学部教授）
いうテーマで構成されている。小学生、中学生の学力向上と
出口 拓彦（教育学部准教授）
学校適応、そして全般的な教育内容の充実のため有益な
中山 留美子（教育学部准教授）
内容について解説する。受講者には各講義で解説された内
容を理解し、その基礎的部分について自らの言葉で説明で
きるよう求める。

奈良県奈良市

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

80人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954663号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

学習生活に生かす心理学

本講習は、調査データからみる学力を規定する要因の分
析、教室内の対人関係と学習活動、協同学習と自己調整学
習による授業づくり及び学校で生かせる学習方法の提案と
豊田 弘司（教育学部教授）
いうテーマで構成されている。小学生、中学生の学力向上と
出口 拓彦（教育学部准教授）
学校適応、そして全般的な教育内容の充実のため有益な
中山 留美子（教育学部准教授）
内容について解説する。受講者には各講義で解説された内
容を理解し、その基礎的部分について自らの言葉で説明で
きるよう求める。

奈良県奈良市

6時間 平成26年10月25日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

6,000円

80人

平成26年7月7日～
平成26年7月14日

平261005954664号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

情報モラル(教育&啓蒙)の推進
（教員のＩＣＴ活用指導力）

先導的教育情報化推進プログラム「教員のICT活用指導力
向上のための形成的な評価方法の開発と実用化」の成果
である「教員のICT活用指導力規準表」で整理した大項目の
伊藤 剛和（次世代教員養成センター准教授）
中から、『情報モラル』を中心に扱い、学校現場と地域・家庭
坪田 城達（川西市教育情報センター指導主
がどのように協力して取り組むか、教科指導に合わせて取
事）
り組む内容、ソーシャルメディア・リテラシーのような教師の
日頃からの模範となる姿勢などを含め、体系的な指導の進
め方を考えます。

奈良県奈良市

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

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954665号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

カウンセリングマインドの実践

学校生活の様々な場面において、教師は質の高いコミュニ
ケーション力、すなわちカウンセリングマインドを心がける必
要がある。午前中はカウンセリングマインドの基礎を学び直
しながら子どもへの日常の指導や保護者への対応などを再
考し、午後は集団に対する開発的な働きかけについて視聴
覚教材および実習などを通して講義を行う。

大久保 千惠（教育実践開発研究センター特任
講師）
奈良県奈良市
市来 百合子（教育実践開発研究センター准教
授）

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

80人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954666号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

奈良教育大学

奈良教育大学

奈良教育大学

奈良教育大学

川合 春路（大阪樟蔭女子大学心理学部教授）
川上 正浩（大阪樟蔭女子大学心理学部教授）
辻 弘美（大阪樟蔭女子大学心理学部教授）
奈良県香芝市
根本 眞弓（大阪樟蔭女子大学心理学部准教
授）

195 / 288 ページ

平成２６年度（第３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
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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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ＵＲＬ

カウンセリングマインドの実践

学校生活の様々な場面において、教師は質の高いコミュニ
ケーション力、すなわちカウンセリングマインドを心がける必
要がある。午前中はカウンセリングマインドの基礎を学び直
しながら子どもへの日常の指導や保護者への対応などを再
考し、午後は集団に対する開発的な働きかけについて視聴
覚教材および実習などを通して講義を行う。

大久保 千惠（教育実践開発研究センター特任
講師）
奈良県奈良市
市来 百合子（教育実践開発研究センター准教
授）

6時間 平成26年10月26日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

6,000円

80人

平成26年7月7日～
平成26年7月14日

平261005954667号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

キャリア教育とキャリアガイダン
ス

すべての児童・生徒のキャリア発達を支援するために、教師
は、キャリアの視点から教育内容を見直すとともに、キャリ
ア教育に関する理解、および実践的な力量を備えることが
必要である。講義では、キャリア教育、地域教育を専門とす
る教員が、それぞれの分野の研究成果に基づき、教育実践
において有益と思われる内容について講義を行う。

河﨑 智恵（大学院教育学研究科専門職学位
課程准教授）
奈良県奈良市
立石 麻衣子（教育実践開発研究センター特任
講師）

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

80人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954668号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

キャリア教育とキャリアガイダン
ス

すべての児童・生徒のキャリア発達を支援するために、教師
は、キャリアの視点から教育内容を見直すとともに、キャリ
ア教育に関する理解、および実践的な力量を備えることが
必要である。講義では、キャリア教育、地域教育を専門とす
る教員が、それぞれの分野の研究成果に基づき、教育実践
において有益と思われる内容について講義を行う。

河﨑 智恵（大学院教育学研究科専門職学位
課程准教授）
奈良県奈良市
立石 麻衣子（教育実践開発研究センター特任
講師）

6時間 平成26年11月8日

教諭
全教諭・養護教
養護教諭 諭

6,000円

80人

平成26年7月7日～
平成26年7月14日

平261005954669号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

新薬師寺旧境内遺跡・吉備塚古墳を構内に擁する奈良教
育大学で、文化財を足がかりに地域性を活かした伝統文化
の教育内容・教育方法について考える。各教科の力はもと
地域の伝統文化と文化財を活か より、横断的・総合的な力量をも兼ね備えることではじめて、
す教育
伝統文化・文化財を学校教育に活用することが可能にな
る。美術と理科とを切り口としながら、総合学習を構想するう
えでの宝庫でもある伝統文化・文化財の、古くかつ新しい魅
力を再発見する。

山岸
大山
金原
青木

公基（教育学部教授）
明彦（教育学部教授）
正明（教育学部教授）
智史（教育学部特任准教授）

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月20日

教諭

全教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954670号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

新薬師寺旧境内遺跡・吉備塚古墳を構内に擁する奈良教
育大学で、文化財を足がかりに地域性を活かした伝統文化
の教育内容・教育方法について考える。各教科の力はもと
地域の伝統文化と文化財を活か より、横断的・総合的な力量をも兼ね備えることではじめて、
す教育
伝統文化・文化財を学校教育に活用することが可能にな
る。美術と理科とを切り口としながら、総合学習を構想するう
えでの宝庫でもある伝統文化・文化財の、古くかつ新しい魅
力を再発見する。

山岸
大山
金原
青木

公基（教育学部教授）
明彦（教育学部教授）
正明（教育学部教授）
智史（教育学部特任准教授）

奈良県奈良市

6時間 平成26年10月25日

教諭

全教諭

6,000円

40人

平成26年7月7日～
平成26年7月14日

平261005954671号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

奈良の森と水と動物

奈良県は森林率が77％にのぼる森林県である。森林は林
業の生産基盤であると同時に、流域の水資源を涵養し、ま
た紀伊半島の生物多様性を担う自然環境の拠点でもある。
しかし近年、野生動物との軋轢による森林衰退や山腹崩壊
などの問題が深刻化している。本講座では奈良の森と水と
動物をめぐる自然環境の最新の現状と課題について解説
し、課題を次世代に伝えその解決に資するための環境教育
の可能性に言及する。

松井 淳（教育学部教授）
横山 誠（大阪国際大学人間科学部准教授）
岡村 泰斗（backcountry classroom Inc. 代表取
締役）
奈良県奈良市
鳥居 春己（自然環境教育センター教授）
辻野 亮（自然環境教育センター准教授）
藤井 智康（教育学部准教授）

6時間 平成26年8月20日

教諭

全教諭

6,000円

80人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954672号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良の森と水と動物

奈良県は森林率が77％にのぼる森林県である。森林は林
業の生産基盤であると同時に、流域の水資源を涵養し、ま
た紀伊半島の生物多様性を担う自然環境の拠点でもある。
しかし近年、野生動物との軋轢による森林衰退や山腹崩壊
などの問題が深刻化している。本講座では奈良の森と水と
動物をめぐる自然環境の最新の現状と課題について解説
し、課題を次世代に伝えその解決に資するための環境教育
の可能性に言及する。

松井 淳（教育学部教授）
横山 誠（大阪国際大学人間科学部准教授）
岡村 泰斗（backcountry classroom Inc. 代表取
締役）
奈良県奈良市
鳥居 春己（自然環境教育センター教授）
辻野 亮（自然環境教育センター准教授）
藤井 智康（教育学部准教授）

6時間 平成26年10月25日

教諭

全教諭

6,000円

80人

平成26年7月7日～
平成26年7月14日

平261005954673号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

世界の中の奈良－比較文化の
視点から－

人間社会の基盤をなす言語文化をめぐりその多様な側面
を、比較文化学・説話伝承学から、国と文化の境界を越えて
考察する。文化についての定義の仕方、伝承のあり方など
頓宮 勝（持続発展・文化遺産教育研究セン
を異文化理解の視点から光を当て、世界の国々の民族文
ター教授）
化の中での日本文化の特質を明らかにするとともに、世界
竹原 威滋（梅花女子大学客員教授）
的な視野から歴史的に奈良を捉えることで、教科を越えた
指導法と同時に、奈良の地域性を生かした総合的学習への
素材を提供する。

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月21日

教諭

全教諭

6,000円

80人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954674号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

世界の中の奈良－比較文化の
視点から－

人間社会の基盤をなす言語文化をめぐりその多様な側面
を、比較文化学・説話伝承学から、国と文化の境界を越えて
考察する。文化についての定義の仕方、伝承のあり方など
頓宮 勝（持続発展・文化遺産教育研究セン
を異文化理解の視点から光を当て、世界の国々の民族文
ター教授）
化の中での日本文化の特質を明らかにするとともに、世界
竹原 威滋（梅花女子大学客員教授）
的な視野から歴史的に奈良を捉えることで、教科を越えた
指導法と同時に、奈良の地域性を生かした総合的学習への
素材を提供する。

奈良県奈良市

6時間 平成26年10月26日

教諭

全教諭

6,000円

80人

平成26年7月7日～
平成26年7月14日

平261005954675号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

先導的教育情報化推進プログラム「教員のICT活用指導力
向上のための形成的な評価方法の開発と実用化」の成果と
して開発した研修テキストや支援ツールを用いて実践的な
デジタルコンテンツの活用（教員
伊藤 剛和（次世代教員養成センター准教授）
力量形成を目指した講習を実施します。同プロジェクトから
のICT活用指導力）
米田 浩（尼崎市立立花西小学校校長）
提案している「教員のICT活用指導力規準表」のうち『「教育
の情報化」の推進』『情報教育』『ICTを活用した授業』につい
て、系統的・体系的に紹介します。

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月22日

教諭

全教諭

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954676号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

奈良教育大学

奈良教育大学

奈良教育大学
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

先導的教育情報化推進プログラム「教員のICT活用指導力
向上のための形成的な評価方法の開発と実用化」の成果と
して開発した研修テキストや支援ツールを用いて実践的な
デジタルコンテンツの活用（教員
伊藤 剛和（次世代教員養成センター准教授）
力量形成を目指した講習を実施します。同プロジェクトから
のICT活用指導力）
米田 浩（尼崎市立立花西小学校校長）
提案している「教員のICT活用指導力規準表」のうち『「教育
の情報化」の推進』『情報教育』『ICTを活用した授業』につい
て、系統的・体系的に紹介します。

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

奈良県奈良市

6時間 平成26年11月8日

教諭

全教諭

6,000円

50人

平成26年7月7日～
平成26年7月14日

平261005954677号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

世界遺産とユネスコの教育

奈良県には３つの世界遺産がある。本授業では、世界遺産
や文化財を通した持続可能な開発のための教育（持続発展
教育：ESD）である世界遺産教育の概要を解説すると共に、
文化財が現代人に問いかける意味について考察し、文化財
がどのように保存されてきたかなど、保存技術についても紹
介したい。

中澤 静男（持続発展・文化遺産教育研究セン
ター専任講師）
西山 要一（奈良大学文学部教授）
奈良県奈良市
坂井 秀弥（奈良大学文学部教授）
田渕 五十生（福山市立大学教育学部教授）

6時間 平成26年8月22日

教諭

全教諭

6,000円

80人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954678号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

世界遺産とユネスコの教育

奈良県には３つの世界遺産がある。本授業では、世界遺産
や文化財を通した持続可能な開発のための教育（持続発展
教育：ESD）である世界遺産教育の概要を解説すると共に、
文化財が現代人に問いかける意味について考察し、文化財
がどのように保存されてきたかなど、保存技術についても紹
介したい。

中澤 静男（持続発展・文化遺産教育研究セン
ター専任講師）
西山 要一（奈良大学文学部教授）
奈良県奈良市
坂井 秀弥（奈良大学文学部教授）
田渕 五十生（福山市立大学教育学部教授）

6時間 平成26年11月8日

教諭

全教諭

6,000円

80人

平成26年7月7日～
平成26年7月14日

平261005954679号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

この講座では、障害のある子どもの発達的理解と指導の基
本原則、発達障害を中心とした障害のある子どもに対する
松島 明日香（教育学部特任講師）
特別支援教育の当面する課題１ 教育の方法などについて概説する。「特殊教育から特別支
玉村 公二彦（教育学部教授）
援教育へ」の転換を学校現場で実現していくための基礎的
認識の獲得を目的とする。

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月20日

特別支援教育関
教諭
連教諭・養護教
養護教諭
諭

6,000円

平成26年5月12日～
80人
平成26年5月19日

平261005954680号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

この講座では、障害のある子どもの発達的理解と指導の基
本原則、発達障害を中心とした障害のある子どもに対する
松島 明日香（教育学部特任講師）
特別支援教育の当面する課題１ 教育の方法などについて概説する。「特殊教育から特別支
玉村 公二彦（教育学部教授）
援教育へ」の転換を学校現場で実現していくための基礎的
認識の獲得を目的とする。

奈良県奈良市

6時間 平成26年10月25日

特別支援教育関
教諭
連教諭・養護教
養護教諭
諭

6,000円

80人

平成26年7月7日～
平成26年7月14日

平261005954681号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

この講座では、特別支援教育の基本的な理念と制度、特別
支援教育における教育実践の諸問題などについて概説す 越野 和之（教育学部教授）
特別支援教育の当面する課題２
る。「特殊教育から特別支援教育へ」の転換を学校現場で 坂下 伸一（教育学部非常勤講師）
実現していくための基礎的認識の獲得を目的とする。

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月21日

特別支援教育関
教諭
連教諭・養護教
養護教諭
諭

6,000円

80人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954682号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

この講座では、特別支援教育の基本的な理念と制度、特別
支援教育における教育実践の諸問題などについて概説す 越野 和之（教育学部教授）
特別支援教育の当面する課題２
る。「特殊教育から特別支援教育へ」の転換を学校現場で 坂下 伸一（教育学部非常勤講師）
実現していくための基礎的認識の獲得を目的とする。

奈良県奈良市

6時間 平成26年10月26日

特別支援教育関
教諭
連教諭・養護教
養護教諭
諭

6,000円

80人

平成26年7月7日～
平成26年7月14日

平261005954683号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

門 正博（大阪樟蔭女子大学児童学部教授）
佐野 美奈（大阪樟蔭女子大学児童学部准教
時代の変化とともに、子どもを取り巻く環境も変化し、幼児
授）
現代的なニーズに合わせた保育 教育の中で伝えていくべき内容も多様化している。本講習で
佐橋 由美（大阪樟蔭女子大学児童学部准教
内容
は、幼児に望ましい音楽経験、科学教育、身体表現、英語
授）
教育について、最新の知見を踏まえて講習と実技を行う。
中路 信子（大阪樟蔭女子大学児童学部准教
授）

奈良県香芝市

6時間 平成26年8月2日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954684号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

奈良教育大学

幼児の発達と保育

社会の急速な変動の中で、今日の幼児の育ちも変化してき
ていると言われる。講義では、発達心理・保育内容（言葉）・
幼児教育・保護者支援の領域から、教員がこの議論を踏ま
えつつ、幼児への教育的関わりに求められる課題につい
て、今日的に論じたい。受講生は、示された論点を日々の
実践に重ね合わせながら捉えなおし、自らの教育的課題を
深め論じてほしい。

掘越
上野
瓜生
横山

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954685号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

子育て不安への関わり

親の抱える子育て不安に対して、保育現場で展開されて
いる支援を3つのテーマに分けて学ぶ。まず、妊娠期から乳
幼児期における親の抱える不安やその支援について、次に
保育現場のなかで子どもへの支援や親への対応として苦慮
することの多い気になる子どもへの関わりについて,具体的
な事例を交え理解する。最後に、子育て不安への相談支援
について、演習を中心に、親との信頼関係の形成をもとにし
たコミュニケーション技術を学ぶ。

潮谷 光人（奈良佐保短期大学地域こども学科
准教授）
石田 裕子（奈良佐保短期大学地域こども学科
奈良県奈良市
准教授）
田中 善大（奈良佐保短期大学地域こども学科
講師）

6時間 平成26年8月6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19日

平261005954686号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

3つの小テーマを扱った講座を開講する。各講座では音楽、
造形、身体表現、劇的活動を担当する教員がそれぞれの活
尾田 敬子（奈良保育学院非常勤講師）
保育内容の充実（表現活動を通 動実践や研究成果から今後の教育実践で有益と思われる
岩城 正幸（奈良保育学院常勤講師）
じて）
内容を選び、解説する。受講者には各講義内容を理解する
鎮目 久美子（奈良保育学院非常勤講師）
と共に、本講座での演習や体験を通してそれらを教育実践
で活かせる取り組みにつなげてほしい。

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

25人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954687号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

3つの小テーマを扱った講座を開講する。各講座では音楽、
造形、身体表現、劇的活動を担当する教員がそれぞれの活
尾田 敬子（奈良保育学院非常勤講師）
保育内容の充実（表現活動を通 動実践や研究成果から今後の教育実践で有益と思われる
岩城 正幸（奈良保育学院常勤講師）
じて）
内容を選び、解説する。受講者には各講義内容を理解する
鎮目 久美子（奈良保育学院非常勤講師）
と共に、本講座での演習や体験を通してそれらを教育実践
で活かせる取り組みにつなげてほしい。

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

25人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954688号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

紀香（教育学部准教授）
由利子（教育学部実地指導講師）
淑子（教育学部教授）
真貴子（教育学部教授）
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開設者名

講習の名称

講習の概要
広い見地からの内容として、子どものもてる力を伸長する教
師の受容的な関わり方と環境づくりについて。具体的な教
育活動として造形等の表現についてである。それぞれを専
門的に研究する教員が、人格形成の基礎を培う幼稚園教
育のねらい、内容、教師の役割などから演習形式の活動を
交えて講義を行う。受講者には各講義で解説された内容を
理解し、その中心となる部分を記述説明できることを求め
る。

奈良教育大学

幼稚園教育におけるねらいと内
容及び教師の役割

奈良教育大学

社会の発展に伴い子どもたちのとりまく状況は、自然体験
の減少へと変化している。この変化は、子どもたちの心身の
発達に大きく影響を及ぼしている。本講座では、自然体験活
幼児教育、初等教育に活かす自
動の意義を学ぶとともにコミュニケーションワークや野遊び
然体験活動
の体験を通して、その活動の指導法などを習得することを
目的とする。学校、園所で野外活動を効果的に実施するた
めの指導力向上を図る。

担当講師

粕井
横山
西尾
中城

講習の開催地

みづほ（畿央大学教育学部教授）
朋子（畿央大学教育学部助教）
正寛（畿央大学教育学部教授）
進（畿央大学教育学部教授）

奈良県北葛城
郡広陵町

奥田 俊詞（畿央大学教育学部現代教育学科
准教授）
森井 學（元奈良県立野外活動センター所長）
木寅 雅史（奈良県立野外活動センター次長）
田中 雅和（奈良県立野外活動センター調整
員）
鍵田 幸男（奈良県立野外活動センター主査）

奈良県奈良市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月20日

12時間

平成26年7月31日～
平成26年8月1日

対象職種 主な受講対象者

教諭

幼稚園教諭

教諭

幼稚園・小学校
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

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954689号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

14,700円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954690号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

初等教科（国語・英語）

国語：学習指導要領の改訂を受け、国語科ではどのような
指導が必要となるのかについて、具体的な教材を用い、
ワークショップ形式で深めていくこととする。また、言語活動
の充実を促す授業展開についてもポイントを解説する。
中谷 いずみ（教育学部准教授）
英語：１．小学校外国語活動の背景の概観、その課題の検
岩坂 泰子（教育学部特任講師）
討を経て、小学校現場における外国語活動実践例の紹介
を行う。２．参加者による簡単な模擬実践を行い評価する。
３．英語を含めた外国語学習教材による演習を通してことば
を学ぶ楽しさを体感し、外国語活動の意義を考える。

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭

6,000円

80人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954691号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

初等教科（社会・生活）

社会：新学習指導要領の改訂方針に関わる「良好な生活環
境」および「伝統文化」のとらえ方や、基礎・基本および想定
される学習の展開について具体的に述べる。また、現代の
社会において重要な役割を果たす市場と価格について、そ
の資源配分機能をわかりやすく解説する。
生活：生活科における教材開発とものづくりや昔の遊びを通
した生活科の活動について考える。教材開発では、具体的
な教材と授業での活用方法を解説し、ものづくりでは、簡単
にできるもの、昔の遊びの題材例を2，3紹介する。

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

80人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954692号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

教育内容の充実（小学校教諭
用）

最近の情報技術の話題について触れながら、「学習指導と
コンピュータの活用」、「プレゼンテーション資料の作成」につ 廣田 英樹（奈良産業大学情報学部非常勤講
いて研修する。「プレゼンテーション資料の作成」では、簡単 師）
な発表資料作りを通して、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの様々な機能を学 向井 厚志（奈良産業大学情報学部教授）
ぶ実習を行う。

奈良県生駒郡
三郷町

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954693号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

教育内容の充実（小学校教諭
用）

最近の情報技術の話題について触れながら、「学習指導と
コンピュータの活用」、「プレゼンテーション資料の作成」につ 廣田 英樹（奈良産業大学情報学部非常勤講
いて研修する。「プレゼンテーション資料の作成」では、簡単 師）
な発表資料作りを通して、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔの様々な機能を学 向井 厚志（奈良産業大学情報学部教授）
ぶ実習を行う。

奈良県生駒郡
三郷町

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954694号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

初等教科（算数・理科）

算数：学習指導要領の算数のポイントを概説するとともに，
算数的活動や算数の背景にある数学の概念や見方・考え
方について考える。理科：学習指導要領の理科の考え方と
森本 弘一（教育学部教授）
教材を紹介する。小学校理科と中学校理科の関連を考え
近藤 裕（教育学部准教授）
る。TIMSS、PISAといった世界的な学力テストの問題を踏ま
えて、理科の学習の在り方を考える。科学おもちゃの紹介を
行う。

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭

6,000円

80人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954695号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

小学校体育科の授業づくり

小学校の体育授業において、「楽しい体育とは何か」や「子
どもたちに体育を通して何を教えるか」という目標を踏まえ，
その“何”をどのような形（方法）にして子どもたちに伝えるか
を個人種目や集団種目を例に解説する。さらに、ボール運 高田俊也（教育学部准教授）
動・ボールゲームの理論（バルシューレ）からボールゲーム 高橋豪仁（教育学部教授）
全体に共通する能力を様々なプレイ状況の中で身につけさ 岡澤祥訓（教育学部教授）
せる内容についても言及する。また、運動に内発的に動機
づけるための方法について運動の有能感を中心に、教材の
工夫、教師の関わり方について理解を深める。

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954696号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

国語科教育、音楽科教育、道徳教育を専門とする教員が、
それぞれの分野の教育課程の特徴を踏まえて、最新の研
究と、今後の教育に役立つものを取り上げる。また、教育現
学習指導要領に応じた小学校教
場におけるICTの活用、教育のディジタル化について学習指
育における学習指導のあり方
導要領を踏まえて取り上げて、中学校との連携についても
理解する。受講者には各講義で解説された内容を理解し、
その中心となる部分を説明できるように求める。

奈良県北葛城
郡広陵町

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5月12日～
平成26年5月19日

平261005954697号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

奈良教育大学

奈良教育大学

奈良教育大学

奈良教育大学

岩本 廣美（教育学部教授）
森 伸宏（教育学部教授）
谷口 義昭（教育学部教授）
森本 弘一（教育学部教授）

八木 義仁（畿央大学教育学部講師）
衛藤 晶子（畿央大学教育学部准教授）
西端 律子（畿央大学教育学部教授）
島 恒生（畿央大学教育学部教授）
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開設者名

奈良教育大学

講習の名称

講習の概要

学校等における自然体験活動や集団宿泊活動は、子ども
たちの豊かな人間性や社会性の形成及び基本的な体力や
心身の健康の保持・増進、望ましい人間関係の形成など、
教育効果の高い取組として実施されている。本講習では、
学校教育における自然体験活動
受講者が、幼児・児童・生徒に指導する上で必要となる知
～体験の風をおこそう～
識・技能の習得とその効果について理解し、活動の全体的
な流れを把握すると共に、各学校種・職種のそれぞれの役
割を認識し、各校での自然体験活動の普及・啓発・安全管
理に努める力を育成する。

担当講師

講習の開催地

中島 秀明（元高取町立たかむち小学校校長）
上田 薫（国立曽爾青少年自然の家次長）
南 勝久（国立曽爾青少年自然の家主任企画
指導専門職）
奈良県宇陀郡
髙岡 訓子（国立曽爾青少年自然の家企画指 曽爾村
導専門職）
小幡 宏昭（国立曽爾青少年自然の家企画指
導専門職）

児童生徒の論理的思考力や，多面的にものごとをとらえる
力，グループで協調して課題を遂行する力などを育成する
ためにディベートは大変有効な方法である。小中高校の教
棚橋 尚子（教育学部教授）
材となっていても指導そのものが敬遠されがちなディベート
の方法やその価値を知り，実際に体験することを通して，自
身も適切な指導ができるようにしていく。

時間数

12時間

講習の期間

平成26年7月28日～
平成26年7月29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・小学校・
教諭
中学校教諭・養
養護教諭
護教諭

14,300円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954698号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良県奈良市

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

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954699号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良県天理市

6時間 平成26年 8月26日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954700号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

日本近代文学の中の奈良

学校教育での文学教材は、作品に限定した鑑賞主眼になり
がちだが、作者と作品の関係、作品に描かれた風土の特徴
などにも着目し、従来の文学教育とは少し違った文学への
アプローチを試み、文学作品に描かれた舞台（場所）と作品
浅田 隆（奈良大学非常勤講師）
との関係を見ることで、生徒たちの文学享受に郷土性という
要素を加味してみてはどうだろうか。ただ、時間の関係も
あって奈良を舞台とした長編小説を取り上げるのは困難で
あり、講習では短編小説と短詩型文学(短歌）をとりあげる。

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中高国語教諭

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954701号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

国語に親しませる授業を目指し
て

一人でも多くの生徒に親しみやすい授業にするためにどの
ような工夫が有効なのか，講師の担当領域に基づき問題提
起を行う。国語科教育の立場からは，今日的な学力を解説
し，生徒が主体的に授業に参加する方法を受講者とともに 棚橋 尚子（教育学部教授）
考えていく。日本語学の立場からは『平家物語』をいかに語 前田 広幸（教育学部教授）
るか，「節博士」により記録した譜本をテキストに基本的部分 日高 佳紀（教育学部教授）
を解説する。近代文学の立場からは，テクスト論，読者論と
いった文学を読み解くための理論を積極的に用いた教材研
究の方法を解説する。

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中高国語教諭

6,000円

60人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954702号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

古文を面白くさせる「読み」

「伝統的な言語文化」の尊重が新学習指導要領の大きな柱
となっている。古典文学作品を原文で読み味わわせること
により、古典文学は面白いと生徒たちに実感させるような
「読み」を展開し、その「読み」を支える文法力の育成につい
て論じたい。

奈良県天理市

6時間 平成26年8月27日

教諭

中高国語教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954703号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

英語の指導においては、さまざまな知識と技能の運用が要
求されるが、実践面と理論面とのバランスはとりわけ重要で
ある。そこで本講習では、実践的・理論的な側面から効果的
コミュニケーションとリーディング な英語指導法について考える。前半では、日英対照教材を
の指導、並びに認知言語学から 用いて、アウトプットを増やした授業を構築する方法につい 門田 守（教育学部教授）
みた英文法
て実践的に考察する。また、ラフカディオ・ハーンの平易な 米倉陽子（教育学部准教授）
作品を取り上げ、日英比較による創造的リーディングの可
能性を探る。後半では、英文法の背後にあるものの見方や
理論的側面を中心に学ぶ。

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中高英語教諭

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954704号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良県天理市

6時間 平成26年8月27日

教諭

中高英語教諭

6,000円

40人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954705号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

「人権」の理念と現実

前半では、人権の起源・歴史・理念を、18世紀後半に制定さ
れたアメリカ諸州の「権利の章典」やフランスの「人権宣言」
佐野 誠（教育学部教授）
に触れながら、説明する。後半では、人権の理念が、いかに
渡邉 伸一（教育学部教授）
現実と乖離しているかを日本の公害・環境問題を素材としつ
つ社会学的に考察する。

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校社会・高
等学校公民教諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954706号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

地理教育も歴史教育も地理学研究、歴史学研究の成果に
依拠している。けれども地理教育、歴史教育は固有のアイ
デンティティを持っている。今回、地理学研究と歴史研究の
地理・歴史教育と地理学・歴史学 成果を生かした地理学習の在り方の提案と、日本史研究の 根田 克彦（教育学部教授）
研究
成果と教材研究への橋渡しを行いたい。日本史では、教材 今 正秀（教育学部准教授）
研究・指導とも難解とされる「荘園」について、地理では「地
理情報システム（ＧＩＳ）教育の課題と実践事例」について示
したい。

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校社会・高
等学校地理歴史
教諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954707号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

ディベートを学び楽しもう

奈良教育大学

本講習では、現在の学校教育が抱えている諸課題につい
て臨床心理学、社会教育学、教育方法学の視点からアプ
ローチします。①今求められる学力とは何か、②学校・地
岡田 龍樹（天理大学人間学部教授）
学校教育の諸課題とカウンセリン
域・家庭の連携と地域コミュニティ、③「心理カウンセリング 上田 喜彦（天理大学人間学部教授）
グ
入門」の３つの小テーマに沿って講義と演習を行い、学校に 仲 淳（天理大学人間学部准教授）
おける教育課題とカウンセリングについての理解を深めま
す。

奈良教育大学

奈良教育大学

奈良教育大学

英語の多様性と国際性：英語成
立の過程と世界の英語としての
音声学

川島
仁尾
西野
吉田

二郎（天理大学文学部教授）
雅信（天理大学文学部教授）
由紀（天理大学文学部准教授）
茂晃（天理大学文学部教授）

本講習では、英語という言語の成立過程と現在英語が世界
において占める立場を俯瞰するとともに、国際言語としての
英語の音声指導のあり方を探ります。①英語成立の経緯
岩田 良治（天理大学国際学部教授）
② 現代英語の国際性と多様性 ③ 現代社会における英語
中井 英民（天理大学国際学部教授）
の位置づけ ④EIL(English as an International Language)とし
ての音声学と発音指導についての理解を深めます。
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開設者名

担当講師

講習の開催地

俊行（教育学部准教授）
豊樹（理数教育研究センター教授）
弘樹（教育学部准教授）
穣隆（教育学部教授）

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中高理科教諭

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954708号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

技術・工業教育における最近の
話題

技術および工業教育の最近の話題について解説する。各
論は以下の通りである。
①ＮＣ加工、レーザー加工、塑性加工など木材の新しい加
谷口 義昭（教育学部教授）
工法について解説する。②学校教育における生物育成（栽
箕作 和彦（教育学部准教授）
培）の学習意義と新しい栽培技術について解説する。③最
薮 哲郎（教育学部准教授）
近の電子工作の話題について解説する。④電気分野の市
販教材をいくつか取り上げ、回路図の読み方、動作原理に
ついて解説する。

奈良県奈良市

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

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954709号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

家庭科教育

主体的に生きる生活者を育成する家庭科の学習指導に必
要な専門知識について、社会の変化や新学習指導要領の
扱いを踏まえて領域ごとに論じる。
具体的には地域コミュニティと家庭科教育について学習す
る家族経営領域の講習、乳幼児期の発達と環境について
学習する保育学領域の講習、食物学分野における基礎実
験（講義・演習を含む）、食品の二次機能の評価によって構
成されている。

立松麻衣子（教育学部准教授）
中川 愛（教育学部准教授）
杉山 薫（教育学部准教授）
佐藤典子（教育学部特任准教授）

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中高家庭科教諭

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954710号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

新しい数学の学びを体験しよう

新学習指導要領における数学科の改訂の趣旨や指導のポ
イントについて、特に、数学的活動に焦点を当てて概説す
る。学士課程で学ぶ線形代数や代数学関連の題材の中か
ら、数学の大切さを実感できるような教材を用いて、代数学
の内容に理解を深める。また、離散グラフに関するいくつか
の話題を理解し、離散グラフを用いることのよさを知る。さら
に、記述統計学の基本的概念を学習することで、統計的な
見方や考え方を養う。

近藤
川崎
花木
高木

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中高数学教諭

6,000円

50人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954711号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

音楽教育

音楽教育の分野では、新しい学習指導要領における鑑賞
活動と音楽文化との関わりを理解する。音楽学の分野で
は、音楽が人間に及ぼす影響についての正しい知識を身に
つけるとともに、最新の脳科学研究の知見をもとに理解を深
める。声楽実技では、テクニックや表現法に関する見直し
や、指導法について演習する。作曲法演習ではボーディ
パーカッションの簡単な楽曲を創作する。

福井 一（教育学部教授）
福田 清美（教育学部教授）
劉 麟玉（教育学部准教授）
北條 美香代（教育学部准教授）

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中高音楽教諭

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954712号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

＜１・２時間目 生徒が感性を働かせる美術科学習とは＞
現行の学習指導要領に基づいた美術科学習のあり方を探
ることを目的とする。とりわけ鑑賞の指導に焦点を当て，生
徒が「感性を働かせる」ためにはどのような指導が必要なの
生徒が感性を働かせる美術科学
かについて考察していきたと思う。
竹内 晋平（教育学部准教授）
習とは／構成・デザインの役割と
＜３・４時間目 構成・デザインの役割と展開＞色・素材・形 シーボルド 千佳子（教育学部准教授）
展開
等造形要素は、作品制作のみならず、日常生活においても
重要なものである。構成・デザインの視点から、造形や社
会、生活におけるこれらの役割とその展開について考察す
る。

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中高美術教諭

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954713号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

芸術科・書道

前半２コマで高等学校書道Ⅰ・Ⅱで登場する基本的な法帖
を取り上げ、その古典法帖の成立にまつわる話や、その内
豊田 宗児（教育学部准教授）
容を知り、後半２コマでは呉譲之が臨書した「曹全碑」と呉
谷川 雅夫（教育学部准教授）
昌碩の「西泠印社記」を臨書し、篆隷書法の技法を再確認
する。実技講義の後半に、実技考査を行い、評価する。

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月8日

教諭

高等学校書道教
諭

6,000円

20人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954714号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

学校・社会体育と運動の科学

身体文化論の立場から「心と体を一体とした身体」について
理解し、人文科学の視点から身体運動を検討する。さらに、
力学や生物学の原理について理解し、自然科学の視点か
らの身体運動の科学についても解説する。また、運動に内
発的に動機づけるための方法について運動の有能感を中
心に、教材の工夫、教師の関わり方について理解を深め
る。そして、生涯学習の視点からスポーツと人との関わりを
捉え、ライフサイクルの全体を通したスポーツ享受と、社会
の生活全体にわたる場でのスポーツ環境の整備の重要性
を示す。

奈良県奈良市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中高保健体育教
諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954715号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

保健体育科における教科指導

中学校および高等学校の保健体育科教員を対象に、保健
体育教員の衛生管理者としての責務についての講義、ま
た、科目「体育」についてはテニスおよび水泳の指導に関わ
る専門的知識・技術およびデモンストレーション能力の習得 白石 晃（天理大学体育学部教授）
を図るための実習（講義を含む）を行う。
西田 円（天理大学体育学部講師）
３名の講師が行う講義と実習の内容は下記の通りである。 近藤 雄二（天理大学体育学部教授）
・テニスにおける初心者指導について（白石）
・水泳の基礎的フォームの習得（西田）
・衛生管理者としての保健体育教師について（近藤）

奈良県天理市

6時間 平成26年8月25日

教諭

中高保健体育教
諭

6,000円

30人

平成26年5月12日～
平成26年5月19日

平261005954716号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

奈良教育大学

奈良教育大学

奈良教育大学

奈良教育大学

奈良教育大学

奈良教育大学

講習の名称

講習の概要

（１）中学校学習指導要領下における理科教育の動向と教
材の紹介，及び中学生の科学概念の理解の実態について
説明する（石井）。（２）水溶液中でのイオンの振る舞い，イオ
ンが関わる酸塩基・電子移動などの化学平衡について説明
現代の理科教育の動向と先端科
する（堀田）。（３）量子論の最も基礎的な概念である確率解
学
釈を概説し、その具体例として2重スリットによる回折・干渉
実験について説明する（松山）。（４）紀伊半島地域に分布す
る火成岩を紹介し，研究から明らかとなった1400万年前の
火山活動について説明する（和田）。

石井
松山
堀田
和田

裕（教育学部准教授）
謙一郎（教育学部教授）
良（教育学部准教授）
祥司（教育学部准教授）

井上 邦子（教育学部准教授）
立 正伸（教育学部准教授）
岡澤 祥訓（教育学部教授）
高橋 豪仁（教育学部教授）

時間数
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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年度（第３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

奈良教育大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

食生活の乱れが深刻になってきている中で、望ましい食習
慣の形成は国民的課題となっている。子どもたちが生涯に
わたって健康で生き生きと生活していけるように、学校教育 並河 信太郎（相愛大学人間発達学部准教授）
食に関する指導及び児童生徒の
奈良県北葛城
における食育のより一層の充実が求められている。食に関 岡崎 眞（畿央大学健康科学部教授）
食生活の諸問題
郡広陵町
する指導および学校給食の現状と課題について、最新の調 上地 加容子（畿央大学健康科学部准教授）
査結果や知見を解説し、教育現場での実践に生かすことを
目的とした講習を行う。

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月20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

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261005954717号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

大阪信愛女学院
野外活動
短期大学

幼児・児童の自然体験、野外活動及び人間関係構築の指
導の基礎的な技能を修得するため、2泊3日の体験実習を
行う。内容としては人間関係トレーニング・キャンプファイ
馬場 桂一郎 （子ども教育学科教授）
アー指導法、キャンプファイアー実習・紙漉体験、自然を
飯田 誠 （子ども教育学科教授）
使った創作活動、キャンプ設営術（含ロープワーク）、コンパ 平田 茂 （子ども教育学科准教授）
スワーク・オリエンテーリング又は自然観察・野外炊飯など。
一部、学生と一緒に受講する場合もあります。

奈良県吉野郡
吉野町

18時間

平成26年8月8日～
平成26年8月10日

教諭

幼、小、中、高教
諭 女性

33,000円

30人

平成26年6月2日～
平成26年6月30日

平263524954550号

06-6939-4391

http://www.osakashinai.ac.jp/colleg
e/

北海道大学

本講習は和歌山研究林において合宿形式で行う。森林がも
つ多角的な機能・サービスに関して、実際の森林に入り、林
業作業や野外調査、木工作などを体験することで理解を深
める。その上で、野外における授業計画を実際に立案す
揚妻 直樹（北方生物圏フィールド科学センター 和歌山県古座
る。なお、受講者は山歩きや野外での危険回避がある程度
准教授）
川町平井
できる必要がある。受講者には中高理科、高校農業、小学
理科・生活科の充実に意欲のある教員を想定しているが、
野外における教育活動に強い関心のある他の教科の教員
も受け入れる。

18時間

平成26年8月19日～
平成26年8月21日

教諭

小中高等学校教
諭（理科･農業・生 25,000円
活科）

12人

平成26年5月6日～
平成26年5月18日

平261000153368号

011-706-5430

http://www.hokudai.
ac.jp/

南紀熊野における森林実習

公益社団法人日
さわやか一輪車指導者研修会
本一輪車協会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校教員を対象にした講習会を開催
する。学識経験者による理論指導や当協会の公認指導員
による実技指導などを行う。全教科担当の小学校教員に体
育学習に関する最新の知見や効果的な指導の在り方につ
いての研修の機会を提供する。本講習会は、大学教授など
を講師として過去24年間にわたって開催し、28,833人以上
の小学校教員が受講した実績を有している。
主な受講対象者は小学校教諭とする。
遺伝子の発現を初期化することで誘導できる全能性幹細胞
(iPS細胞)の基礎的なシステムを解説し、その可能性を理解
する。無限とも考えられる種類の病原体に対して生体が
持っている防御機構の理解、その免疫学機構の破綻がもた
らす問題点、そして進化学的な比較生物学を概説する。

園山和夫（桐蔭横浜大学教授）
高田彬成（文部科学省スポーツ・青少年局
体育参事官室教科調査官）
池田延行(国士舘大学教授）
本村清人（東京女子体育大学教授）
土井浩信（淑徳大学教授）

林 眞一(医学部教授）
堀 直裕(医学部准教授）
吉野 三也（医学部准教授）
村田 暁彦(医学部助教）

鳥取大学

生命科学：遺伝子発現による多
能性と生体防御の多様性

鳥取大学

午前中は、生物多様性の危機やその保全策、地域の自然
に関する問題などについて講義を行います。
生物多様性を中心に郷土の自然 午後バスで移動して、鳥取県立博物館の展示を見学しなが
永松 大（地域学部教授）
を考える−博物館を活用して−
ら解説と実習を行います。
大学に戻って、講義と実習の内容を材料に筆記試験を行
い、修了認定を行います。

鳥取大学

鳥取大学

鳥取大学

和歌山県和歌
山市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小学校教諭

1,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平268135353285号

03-6458-8131

http://jua-web.org

鳥取県米子市

6時間 平成26年7月5日

教諭

中・高等学校教
諭（中・高等学校
の理科教諭を主）

6,000円

40人

平成26年4月27日～
平成26年6月14日

平261006254844号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年7月5日

教諭

小・中・高等学校
教諭(社会科教諭
を主）

6,000円

20人

平成26年4月27日～
平成26年6月14日

平261006254845号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

教諭

中・高等学校教
諭(中・高等学校
の社会科教諭を
主）

6,000円

50人

平成26年4月27日～
平成26年6月14日

平261006254846号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

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

30人

平成26年4月27日～
平成26年6月15日

平261006254847号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

小・中・高・特別
支援学校教諭
(小・中学校の社
会科教諭・高等
学校の地歴・公
民科教諭を主）

6,000円

40人

平成26年4月27日～
平成26年6月21日

平261006254848号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

日本経済をいかに再生するか

1990年代以降のバブルの崩壊と平成不況の原因、新自由
主義的経済政策が社会に与えた影響、規制緩和・自由化政
策がもたらしたもの－格差の拡大と貧困の広がり、 個人消
費の低迷と内需の縮小、外需依存の日本経済、 内需と外
藤田 安一(地域学部教授）
需とのバランスのとれた経済発展の道について考える。こ
れを通じて、社会科公民分野及び公民科の教科内容に関
する理解を深めるとともに、現代日本の教育と学校がよって
立つ経済的基盤について理解する。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年7月5日

森林と人間（米子）

次のことを講習の目標とし、今後のライフスタイルスタイル
等について考えたい。（１）地球環境に与える人間活動の現
状とくに地球温暖化問題、人口問題および食料問題につい
て理解を深める。（２）樹木の識別法と調査法を習得すること
によって、樹木も同じ環境と時代を生きている生物であると
佐野 淳之(農学部教授）
いうことを再認識する。（３）樹木が傷ついた場合の再生のし
くみ（実生更新と萌芽更新）について、フィールドに出て理解
を深める。（４）森林が、人間にとってどのように大切かにつ
いて、生態学的・樹木医学的など様々な面から理解を深め
る。

鳥取県米子市

6時間 平成26年7月6日

社会を動かすシステム～システ
ムを科学する～

私たちは、家電製品や機械、社会や組織の仕組み、端末機
（PCやスマホなど）を使った情報通信など、様々なシステム
の中で暮らしています。その中では多くのシステムの問題、
つまり"仕組みの問題"が起こります。このような仕組みの問 山田 茂(大学院工学研究科教授）
題を明らかにするための見方・考え方を養うために、"最適 小柳 淳二(大学院工学研究科准教授）
化"、"モデル化"、"品質"、"経営（管理）"の４つ視点から、
問題の対象をシステムとして捉えて問題解決を図るアプ
ローチについて、具体例を引用しながら分り易く解説する。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年7月12日
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「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

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・特
別支援学校教
教諭
諭・養護教諭
養護教諭 （中・高等学校教
諭は保健体育を
主）

6,000円

40人

平成26年4月27日～
平成26年6月21日

平261006254849号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

中・高等学校教
諭(国語科教諭を
主）

6,000円

30人

平成26年4月27日～
平成26年6月22日

平261006254850号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

地域と学校における健康と体力
－楽しく走る・歩く－ （鳥取）

地域や学校における近年の健康や体力について、特別支
援学校、運動嫌いや体力水準の低い児童・生徒へ指導方
法や支援体制に関する課題とそれを取り巻く環境課題につ
いて解説を行う。また、体つくり運動や陸上運動における
関 耕二(地域学部准教授）
「歩く」運動や「走る」運動について、動作や身体応答（心と
体の関係）を視点とした学習方法や、楽しく運動を継続する
方法について実技を通して考えていく。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年7月12日

手紙を書く －鑑賞と実際－

毛筆（小筆）を使用して、題材を短い語句から俳句・短歌へ
と展開させながら、漢字（行書）及び行書と調和する平仮名
の書き方の基礎を学習する。また、近代の文人・芸術家の
硬筆・毛筆による手紙を鑑賞することで、候文や口語文の手 住川 英明(地域学部教授）
紙の書式（ハガキ・巻紙など）について理解する。さらに、実
際に挨拶状や礼状などを書き、それらの作品を批評し合うこ
とを通して、自己の書きぶりについて理解する。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年7月13日

森林と人間（鳥取）

次のことを講習の目標とし、今後のライフスタイルスタイル
等について考えたい。（１）地球環境に与える人間活動の現
状とくに地球温暖化問題、人口問題および食料問題につい
て理解を深める。（２）樹木の識別法と調査法を習得すること
によって、樹木も同じ環境と時代を生きている生物であると
佐野 淳之（農学部教授）
いうことを再認識する。（３）樹木が傷ついた場合の再生のし
くみ（実生更新と萌芽更新）について、フィールドに出て理解
を深める。（４）森林が、人間にとってどのように大切かにつ
いて、生態学的・樹木医学的など様々な面から理解を深め
る。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年7月13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

30人

平成26年4月27日～
平成26年6月22日

平261006254851号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

新しいものづくり・技術教育の理
論と実践

ものづくりの意義を以下の諸点から考える。①使いやすい
製品における工夫をつくり手の側や使い手の側からものづ
くりを考える。②日本の学校教育におけるものづくり教育・技
土井 康作(地域学部教授）
術教育の教育実践について考える。③ものづくりに大切なこ
とを作業の段取り，器用・不器用意識から考える。④身の回
りにある素材を使ってものをつくる。

6時間 平成26年7月26日

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭
(中・高等学校は
技術及び工業の
教諭を主）

6,000円

20人

平成26年4月27日～
平成26年7月5日

平261006254852号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

生活の中の微生物・酵素(鳥取）

「微生物や酵素」という文字をよく目にするが一体、微生物
や酵素とは何でしょう？本講義では「微生物・酵素」がどの
ようなものであるかを理解することを目的とし、私たちの生
活の中でいつも出会う事柄がいかに微生物・酵素と深いか
森 信寛(農学部教授）
かわり合いがあるかという視点で講義を行う。発酵食品、甘
味料、健康診断などを取り上げ、利用されている微生物、酵
素を紹介するとともに微生物あるいは酵素とは何かを平易
に解説する。

6時間 平成26年7月26日

小・中・高・特別
教諭
支援学校教諭・
養護教諭 養護教諭・栄養
栄養教諭 教諭
（理科教諭を主）

6,000円

100人

平成26年4月27日～
平成26年7月5日

平261006254853号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

オペラでたどる西洋音楽の歴史

バロックから現代までのオペラ芸術のエッセンスを鑑賞しな
がら、バロック以降の西洋音楽の歴史について概説する。
VHSビデオやDVD等により、各時代を代表するオペラを、時
新倉 健（地域学部教授）
代背景や音楽様式の変遷などを解説しながら鑑賞すること
により、音楽史への理解を深めることを目的とした講義であ
る。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年7月27日

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭
(中・高等学校教
諭は音楽を主）

6,000円

40人

平成26年4月27日～
平成26年7月6日

平261006254854号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

地域学入門

地域学が求められている時代的・社会的背景の検討からは
じめて、現在、地域でどのような動きや試みがあるのか、そ
こから何を学ぶことができるのか、どのような位置に立って、 柳原 邦光（地域学部教授）
まなざしをどこに向けるのか、地域学の究極的な目的とは
何か、を考える。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年7月27日

教諭

中・高等学校教
諭（社会科教諭を
主）

6,000円

100人

平成26年4月27日～
平成26年7月6日

平261006254855号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

（１）中学校理科の学習指導要領の理念と要点を把握する。
（２）実践を通じて、教材開発力の向上を図る。
新しい中学校理科教育の理論と 学習指導要領中学校理科の内容に基づいた新しい理科教 高橋 ちぐさ（地域学部教授）
実践
育のあり方について、基本的な事項を講習する。
杉本 良一(地域学部教授）
特に、これからの授業づくりのための教材論、教材の活用
法を実習を含めて講習する。

教諭

小・中・高・特別
支援学校教諭(中
学校理科教諭を
主）

6,000円

30人

平成26年4月27日～
平成26年7月8日

平261006254856号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

教諭

小・中・高等学校
教諭（中・高等学
校の英語教諭を
主）

6,000円

30人

平成26年4月27日～
平成26年7月12日

平261006254857号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

教諭
小・中・特別支援
養護教諭 学校教諭・養護
栄養教諭 教諭・栄養教諭

6,000円

50人

平成26年4月27日～
平成26年7月14日

平261006254858号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

中・高等学校教
諭(国語科教諭を
主）

6,000円

40人

平成26年4月27日～
平成26年7月15日

平261006254859号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

鳥取大学

鳥取大学

鳥取大学

鳥取大学

鳥取大学

鳥取県鳥取市

鳥取県鳥取市

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年7月29日

異文化コミュニケーション

本講座では、「文化」、「言語」、「コミュニケーション」という３
つのキイワードを中心に、世界の様々なタイプのコミュニ
ケーションスタイルを理解し、それら相互間のコミュニケー
ションで生じる問題点とその解決法について考えていきま
す。講義は、受講者のグループ討論や映像資料を利用する 筏津 成一(大学教育支援機構教授）
ことによって、講師による一方的な講義ではなく、参加型の
学習を目指します。その際には、鳥取大学の留学生の協力
を得て、自国の生活・文化の紹介および日本文化の印象に
ついて話してもらうコーナーも設けたいと思います。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年8月2日

鳥取大学

児童生徒の心身の発達と諸問
題、その支援・カウンセリング

①児童生徒の身体発育と健康問題。将来の生活習慣病予
防のための肥満とやせの評価と対応。②心の発達やとくに
発達障害の特性の理解を深め、支援のあり方について検討 花木 啓一（医学部教授）
する。
菊池 義人(医学系研究科教授）
③児童生徒の心の問題とそのとらえ方、心理的発達と適応 井上 雅彦（医学系研究科教授）
支援、カウンセリングと教育相談面接、 傾聴、共感、理解、
問題解決の方法、事例研究1

鳥取県米子市

6時間 平成26年8月４日

鳥取大学

「日本語」の形成

「日本語」についての認識を深めことを目的とする。具体的
には、近代日本語の形成過程を概観し、「日本語」とは何か 榎木 久薫(地域学部教授）
を考える。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年8月5日

鳥取大学
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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

言葉とコンピューター

（１）文から単語（言葉）を取り出す方法の概要を把握する。
単語を利用して、有益な情報を収集する方法について学
村田 真樹(大学院工学研究科教授）
ぶ。
村上 仁一(大学院工学研究科准教授）
（２）人が話す言葉は、簡単に認識できると思うかもしれない 徳久 雅人(大学院工学研究科講師）
が、実際には非常に困難であることを学ぶ。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年8月5日

教諭

鳥取大学

新しい音楽教育の理論と実践

保幼小連携の視点から今日の音楽教育を捉え、子どもの発
達、実態に基づいた教材研究ならびに指導法について講習
する。主に歌唱教材を中心に取り上げ、歌唱共通教材やわ
鈴木 慎一郎(地域学部准教授）
らべうた等について実践を交えながら教材研究を行う。さら
に、「総合的な学習の時間」「特別活動」等との関連につい
ても触れ、今後の音楽教育の在り方についても考える。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年8月8日

教諭

鳥取大学

新学習指導要領の背景および新たな学力の育成における
家庭科教育の役割と課題について講習する。また、これま
での家庭科教育における体験的・実践的な取り組みや問題
新しい家庭科教育の理論と実践 解決学習のあり方を問い直す。さらに、優れた実践事例を 福田 恵子(地域学部准教授）
読み解くことを通して、よりよく生きるための基盤となる思考
力や判断力を育てる教材づくりの視点と自らの授業を評価
し改善する方法について考える。

鳥取大学

高等学校教諭
（数学・理科・情
報の教諭を主）

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27日～
平成26年7月15日

平261006254860号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

幼・小学校教諭

6,000円

20人

平成26年4月27日～
平成26年7月18日

平261006254861号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

6,000円

25人

平成26年4月27日～
平成26年7月19日

平261006254862号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年8月9日

教諭

小・中・高等学校
教諭（中・高等学
校の家庭科教諭
を主）

フランス革命とは何だったのか

最初にこれまでのフランス革命研究の研究史を振り返り、革
命研究がどのような視点と問題意識の変化を経て今日に
至っているか論じる。続いて、「政治的なもの」と「宗教的な
もの」との複雑な絡み合いという観点から、革命崇拝、宣誓
柳原 邦光(地域学部教授）
問題と非キリスト教化運動に着目し、政治的宗教的文化を
異にする「２つのフランス」の形成とその意味について検討
する。最後に、民衆（普通の人々）にとってフランス革命とは
何だったのか、考える。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年8月10日

教諭

中・高等学校教
諭（社会科教諭を
主）

6,000円

40人

平成26年4月27日～
平成26年7月20日

平261006254863号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

「宇宙教育」への招待

「宇宙」は学習者の興味関心を喚起しやすい題材であると
同時に、多様な学術分野を横断した教育を行うことができる
題材でもある。本講座では、具体例として水ロケットを題材
とし、ものづくりとその背後にある理論との関連性に留意し
つつ、機体の制作と打ち上げ実験を行う。実験後には結果 三浦 政司( 大学院工学研究科助教)
について考察し物理現象への理解を深める。同時に科学・ 前波 晴彦(産学・地域連携推進機構講師)
技術と社会との関わりを意識しながら主体的に科学・技術
へ参画する視点を提供し、自然科学・技術への関心が希薄
な学習者に対しても有用な教育カリキュラム策定を支援す
る。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年8月10日

教諭

小・中・高等学校
教諭（理科教諭を
主）

6,000円

25人

平成26年4月27日～
平成26年7月20日

平261006254864号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

弱い個人が依存しあい「強い社
会」を創る

①子どもたちの人間関係のあり方、学級集団の状況、特に
「いじめ」に対する行動を検討し、学級集団と子どもの課題
を整理する。②先の問題点の整理を前提として、人間が社
会を創っていく上で「相互扶助」、「競争」が持つ意味を検討 一盛 真(地域学部准教授）
する。③若者の精神状態を中心に日本の社会の現状を検
討し、それに対してどのような社会や学級、教職員関係を
創っていくのかを考える。

鳥取県米子市

6時間 平成26年8月11日

6,000円

40人

平成26年4月27日～
平成26年7月21日

平261006254865号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

①近代国民国家における「固有の領土」とは何かを検討し、
序論として国民の歴史認識について考える。
②「琉球処分」以後の沖縄の歴史を、沖縄の文化を中心に
検討してみる。具体的には沖縄文学を補助線として検討し
日本人」になること・であること・で てみる。以上の作業を通して「日本人」であることを考えてみ
なくなること－「伝統と文化」、「我 る。
一盛 真(地域学部准教授）
が国と郷土」について考える－
③「台湾は親日的である」という言説を、日本の植民地支
配、特に台湾における「教育」や「台湾の近代化」を通して検
討する。
④小松川事件、『金嬉老裁判証言集』を中心に、植民地問
題を生活に引き寄せて捉える。

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭
（社会科教諭を
主）

6,000円

40人

平成26年4月27日～
平成26年7月22日

平261006254866号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭
（理科・生物教諭
を主）

6,000円

100人

平成26年4月27日～
平成26年7月22日

平261006254867号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

6,000円

50人

平成26年4月27日～
平成26年7月28日

平261006254868号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

鳥取大学

鳥取県米子市

6時間 平成26年8月12日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

鳥取大学

基礎から分かる昆虫学

身近な昆虫について観察し知ることは、生物学を知る近道
です。本講座では、身近な昆虫についての様々な知識を通
じて、昆虫を学習教材として活用するための基礎を得ること
中 秀司(農学部准教授）
を目的としています。野外観察などで使える、昆虫の生態や
進化に関する基礎知識を学習します。また、蝶の飼育法を
通じて、身近な昆虫の飼い方についても概説します。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年8月12日

鳥取大学

1)小児期のけいれんは100人に1人の頻度でみられる。てん
かん発作とその対応を理解し、「発作」に遭遇したときに適
本間 正人(医学部教授）
教員が知っておきたい生徒の健 切な対応ができるようになる。2)児童が成長の過程でみら
前垣 義弘(医学部教授）
康:とっさの時の対応と心肺蘇生 れる骨や関節の異常について理解する。学校で遭遇しうる
永島 英樹(医学部教授）
法の新しい教育法の紹介
骨折やけがの対応について理解する。3)学校で発生しうる
溺水、窒息の際の適切な対応についての最新の知識と教
授法を学ぶ。

鳥取県米子市

6時間 平成26年8月18日

鳥取大学

日々の国語科授業の中でも実施可能な言語活動を実際に
体験して頂きます。言語活動が学習指導に及ぼす影響を自
新しい国語科の教材づくり（小学
らの頭と体を使って実感するとともに、教材づくりのヒントに 小笠原 拓(地域学部准教授）
校編）
ついて参加者相互の交流も図りながら身につけることがで
きます。

鳥取県鳥取市

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27日～
平成26年7月29日

平261006254869号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

１）微量元素の分析について（分析化学）
環境中微量元素レベルがヒト・野 ２）なぜ、微量元素なのか？
生動物・生態系に及ぼす影響
３）環境と野生動物中微量元素レベルの関係
４）生態系影響評価

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小・中・高等学校
教諭（理科教諭を
主）

6,000円

30人

平成26年4月27日～
平成26年7月29日

平261006254870号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

寶來 佐和子（地域学部准教授）
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教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

平成２６年度（第３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

基礎物理学実験

物理学の基礎的な概念を理解するともに、基本的な実験機
器の原理を理解し、取り扱いに習熟することを目標にしてい
安藤 由和(地域学部教授）
る。
２～４人のグループにわかれ簡単な物理実験を行う。

鳥取大学

生活の中の微生物・酵素(倉吉）

「微生物や酵素」という文字をよく目にするが一体、微生物
や酵素とは何でしょう？本講義では「微生物・酵素」がどの
ようなものであるかを理解することを目的とし、私たちの生
活の中でいつも出会う事柄がいかに微生物・酵素と深いか
森 信寛(農学部教授）
かわり合いがあるかという視点で講義を行う。発酵食品、甘
味料、健康診断などを取り上げ、利用されている微生物、酵
素を紹介するとともに微生物あるいは酵素とは何かを平易
に解説する。

鳥取大学

算数・数学教育の新しい動向を踏まえて、算数・数学の協同
的な問題解決の学習理論を学び、児童・生徒の実態に基づ
算数・数学科「協同的な問題解決
く教材化を通して授業作りを試みる。１．算数・数学教育の 矢部 敏昭（地域学部教授）
学習」の授業作り
新しい動向 ２．協同的な問題解決の学習理論 ３．算数・
数学の教材化と授業作り

鳥取大学

１） 地域概念について（地表の様々な現象の空間的なまと
め方を整理する）
地域づくりの基礎としての地理学 ２） 都市圏について（現代の地域を把握する上での基本と
藤井 正(地域学部教授）
的なアプローチ
なる都市圏の考え方や事例）
３） 地図など地理学的な資料とその活用（地図、地域統計、
地理情報システムなど）

鳥取大学

新しい国語科の授業づくり（中
学・高校編）

鳥取大学

「総合的学習の時間」のテーマとしても取り上げられている
「国際理解教育」について、その理論を概説し、様々な授業
実践を例に挙げながら、授業計画の立案に向けた講習をお
国際理解教育の実践と、外国に こなう。
御舘 久里恵(国際交流センター講師）
ルーツを持つ子どもへの支援
また、近年増加している「外国にルーツを持つ子ども」（外国
籍児童・生徒や、親のどちらかが外国出身者である日本生
まれの児童・生徒等）の現状と課題を概説し、その子どもた
ちへの支援方法を考える。

鳥取大学

日々の国語科授業の中でも実施可能な言語活動を実際に
体験して頂きます。参加者相互の交流を含めた、ワーク
小笠原 拓（地域学部准教授）
ショップ的な講習を通じて、言語活動を中心に据えた授業の
進め方を体感的に学んで頂く予定です。

ためになる糖鎖科学

１）糖鎖の基本的構造を講習する。
２）糖鎖の持つ生物学的な機能（血液型、がん、炎症、イン
フルエンザ等）のメカニズムを分子レベルで理解できるよう
田村 純一（地域学部教授）
に講習する。
３）糖鎖の持つ意味の分子レベルでの理解を、教材として活
かせるように講習する。

鳥取大学

私たちの身の周りの放射線

平成２３年に文部科学省により作成、学校、教育委員会に
送付された「放射線に関する副読本」の内容に関して子ども
たちにより分かりやすく説明するための背景について講習を
行う。放射線の定義、発生機序、人体に対する影響、放射 山野 好章(農学部教授）
線とその利用、さらには法令規制の話題を提供する。放射
線の存在は認知出来ないことから、身近な放射線源を利用
した測定体験も行いたい。

鳥取大学

特別支援教育が推し進められる中、特に幼稚園と高等学校
における支援体制の構築に課題が多い。障害発見が急が
れる乳幼児期、学校から社会への移行が求められる青年
特別支援教育と生涯発達支援～
期、双方の発達課題や支援の学習を通じて、障害のある子 國本 真吾（鳥取短期大学准教授）
乳幼児期と青年期に注目して～
どもの支援をどのように見据えて繋いでいくかという、中・長
期的な視点での関わり方の意義を深めるための講義とす
る。

鳥取大学

心を内包する体の動きについて実践を通して理解を深め
る。子どもたちが自分自身や友だちとのコミュニケーションを
通して、自尊の思いを持って生活や勉学に向かう手がかり
となる活動をリードしたり、子どもの思いや力を受け取ったり
佐分利 育代(地域学部教授）
できる力を付ける。
体育科の体ほぐし、生活科等の学習でのコミュニケーション
の体験につながる体の動きを体験したり、幼児の遊びや障
がい児の活動の支援につながる動きの観察を行う。

鳥取大学

からだきづき・からだほぐし

鳥取大学

さまざまな視点から絵本とは何かを捉え、その活用方法に
ついて講習していく。
絵本は子どもにとってことばを育む環境の一つであるだけで
絵本、読み聞かせの実践とその
はなく、育ちにおいて重要な役割を果たす。子どもの発達に 齊木 恭子(鳥取短期大学教授）
活用
重要な意味を持つ絵本を考え、教育の場での活用と展開を
示す。また、読み聞かせに求められる読み手の表現力、方
法、技術について演習も含め、講習する。

鳥取大学

１，子どもを活動の中心においた、体と体の動きによる表現
の援助・指導を実践的に考える。
２，校種､ダンス経験に応じた､学習目標、指導内容を考え
子どもと創るうごきの表現・ダンス
佐分利 育代(地域学部教授）
る。
表現の手がかりと、それを使った学習の過程、段階と、学習
者の活動の援助を、実技を通して考える。

講習の開催地

鳥取県鳥取市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月20日

鳥取県倉吉市

6時間 平成26年8月20日

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年8月21日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

中・高等学校教
諭(中・高等学校
の理科教諭を主）

6,000円

20人

平成26年4月27日～
平成26年7月30日

平261006254871号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

小・中・高・特別
教諭
支援学校教諭・
養護教諭 養護教諭・栄養
栄養教諭 教諭(理科教諭を
主）

6,000円

50人

平成26年4月27日～
平成26年7月30日

平261006254872号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

教諭

教諭

小・中学校教諭
(数学教諭を主）

6,000円

40人

平成26年4月27日～
平成26年7月31日

平261006254873号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年4月27日～
平成26年7月31日

平261006254874号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

6,000円

40人

平成26年4月27日～
平成26年7月31日

平261006254875号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中・高等学校教
諭(中・高等学校
の社会科・地歴
科教諭を主）

鳥取県米子市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中・高等学校教
諭(国語教諭を
主）

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年8月30日

教諭
幼・小・中学校教
養護教諭 諭・養護教諭

6,000円

30人

平成26年4月27日～
平成26年8月9日

平261006254876号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

6時間 平成26年9月6日

中・高等学校教
教諭
諭・養護教諭・栄
養護教諭 養教諭(中・高等
栄養教諭 学校教諭は理科
教諭を主）

6,000円

30人

平成26年4月27日～
平成26年8月16日

平261006254877号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年9月6日

小・中・高等学校
教諭
教諭・養護教諭・
養護教諭 栄養教諭
栄養教諭 (小・中・高等学校
の理科教諭を主）

6,000円

40人

平成26年4月27日～
平成26年8月16日

平261006254878号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県倉吉市

6時間 平成26年9月13日

教諭
幼・高等学校教
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4月27日～
平成26年8月23日

平261006254879号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県米子市

6時間 平成26年9月20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27日～
平成26年8月30日

平261006254880号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県倉吉市

6時間 平成26年9月20日

鳥取県鳥取市

鳥取県米子市

6時間 平成26年9月21日
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教諭

幼・小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月27日～
平成26年8月30日

平261006254881号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

教諭

幼・小・中・高・特
別支援学校教諭
（中・高等学校は
保健体育教諭を
主）

6,000円

40人

平成26年4月27日～
平成26年8月31日

平261006254882号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

平成２６年度（第３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・特
別支援学校教
教諭
諭・養護教諭
養護教諭 （中・高等学校教
諭は保健体育を
主）

6,000円

40人

平成26年4月27日～
平成26年9月13日

平261006254883号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

地域と学校における健康と体力
－楽しく走る・歩く－ （米子）

地域や学校における近年の健康や体力について、特別支
援学校、運動嫌いや体力水準の低い児童・生徒へ指導方
法や支援体制に関する課題とそれを取り巻く環境課題につ
いて解説を行う。また、体つくり運動や陸上運動における
関 耕二(地域学部准教授）
「歩く」運動や「走る」運動について、動作や身体応答（心と
体の関係）を視点とした学習方法や、楽しく運動を継続する
方法について実技を通して考えていく。

鳥取県米子市

6時間 平成26年10月4日

鳥取大学

子どもの成長発達と音楽表現

領域「表現」の誕生の背景と領域「表現」の意味するものに
ついて講習する
歌遊びを実践しながら、子どもの成長発達と歌遊びの関
羽根田 真弓（鳥取短期大学教授）
連、歌遊びの意義と子どもの自己表現について講習する
表現を支える保育者としての役割を考える

鳥取県倉吉市

6時間 平成26年10月4日

教諭

幼・小・特別支援
学校教諭

6,000円

35人

平成26年4月27日～
平成26年9月13日

平261006254884号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

１）鳥取砂丘とは、どの範囲を指すか、また砂丘の土地利用
変遷とその背景を理解する。２）鳥取砂丘に観られる各種地
形の成り立ちを知る。３）伯耆大山からの軽石層や火山灰
鳥取砂丘の教育活用をめざして
層を挟む砂丘形成の歴史を考える。４）風洞実験で風紋な 小玉 芳敬(地域学部教授）
－地理・地学編－
どの動態やスリバチ地形の形成過程を観察する。５）千代川
流域までを視野に入れて鳥取砂丘の理解を深める大切さを
学ぶ。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年10月4日

教諭

小・中・高等学校
教諭(理科教諭を
主）

6,000円

24人

平成26年4月27日～
平成26年9月13日

平261006254885号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

公民科・社会科公民的分野等において重要な役割を担う統
計数字、すなわち政府・自治体から発表される数字やメディ
統計のウソ－統計数字で騙した
アで報道される数字について、様々な誤用・乱用の事例を 小野 達也(地域学部教授）
り騙されたりしないために
紹介し、その背後にある構造について解説する。講義の中
に演習を織り込む予定。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年10月5日

教諭

中・高等学校教
諭(公民・社会科
教諭を主）

6,000円

40人

平成26年4月27日～
平成26年9月14日

平261006254886号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

新しい英語教育の理論と実践

日本の英語教育の諸条件を考えた上で、どのような目標設
定が現実的なものであるかを理解した上で、中学校や高等
足立 和美（地域学部教授）
学校で実践可能なスピーキングとライティング指導の方法
やその背景的な考え方を述べる。

鳥取県米子市

6時間 平成26年10月11日

教諭

中・高等学校教
諭（英語教諭を
主）

6,000円

30人

平成26年4月27日～
平成26年9月20日

平261006254887号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

植物と微生物（ここでは特にカビ・キノコ類）は、自然界にお
いてお互いにコミュニケーションをとりながら、あるときは助
け合い、またあるときは敵対して生きています。その関係は
植物とカビ・キノコを通して生物の 実に精妙でセンス・オブ・ワンダーに満ちています。それらを
児玉 基一朗(農学部教授）
不思議を学ぶ
「自然科学」への興味を喚起する学習素材として有効に活
用するため、現代の先端的研究トピックスを解説するととも
に、実際のサンプル、標本などを用いた実験実習も行いま
す。

鳥取県鳥取市

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
（理科教諭を主）

6,000円

40人

平成26年4月27日～
平成26年9月27日

平261006254888号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

山陰海岸ジオパークエリアの動
物に学ぶ群集生態学と進化

鳥取砂丘には日本の他地域では減少が著しい海岸砂丘特
有の昆虫やクモが数多く生息している。この中にはアリジゴ
クやハンミョウ類など群集生態学を学ぶうえで教材として有
鶴崎 展巨（地域学部教授）
用なものが多い。また、鳥取砂丘も含まれる山陰海岸ジオ
パークエリアではザトウムシ類で激しい地理的分化が観察
される。それらについて現地での見学も入れてご紹介する。

6,000円

20人

平成26年4月27日～
平成26年9月27日

平261006254889号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

児童期はスポーツと出会う最も重要な時期であるにも関わ
らず、体育を専門的に学んだことのある小学校教諭はそれ
ほど多くないようです。従って本講義では、主に小学校教諭
児童期における体育・スポーツ指
の受講を想定し、児童期における体育・スポーツ指導につ 上野 耕平(大学教育支援機構准教授）
導
いて、１）何のために体育・スポーツを指導するのか、２）そ
の目的を達成するためには、どのような指導であるべきな
のかについて学びます。

鳥取大学

鳥取大学

鳥取大学

鳥取大学

鳥取県鳥取市

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
（中・高等学校の
理科・生物の教
諭を主）

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年10月18日

教諭

小・中学校教諭
（保健体育教諭を
主）

6,000円

30人

平成26年4月27日～
平成26年9月27日

平261006254890号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

授業実践演習（国語）

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受
けたのちに、附属小学校における公開授業に参加する。さ
らに教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意
見交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する
小笠原 拓(地域学部准教授）
理解を深める。また、全体会と講演会にも参加して、他の教
科等の狙いも含めて、学校全体で目指す授業作りに関する
理解を深める。最後に各教科担当の講師とともに公開授業
と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年10月25日

教諭

小学校教諭(小学
校の国語教諭を
主）

6,000円

15人

平成26年4月27日～
平成26年10月4日

平261006254891号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

授業実践演習（算数）

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受
けたのちに、附属小学校における公開授業に参加する。さ
らに教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意
見交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する
矢部 敏昭（地域学部教授）
理解を深める。また、全体会と講演会にも参加して、他の教
科等の狙いも含めて、学校全体で目指す授業作りに関する
理解を深める。最後に各教科担当の講師とともに公開授業
と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年10月25日

教諭

小学校教諭(小学
校の算数教諭を
主）

6,000円

15人

平成26年4月27日～
平成26年10月4日

平261006254892号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

授業実践演習（音楽）

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受
けたのちに、附属小学校における公開授業に参加する。さ
らに教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意
見交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する
鈴木慎一朗（地域学部准教諭）
理解を深める。また、全体会と講演会にも参加して、他の教
科等の狙いも含めて、学校全体で目指す授業作りに関する
理解を深める。最後に各教科担当の講師とともに公開授業
と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年10月25日

教諭

小学校教諭(小学
校の音楽教諭を
主）

6,000円

15人

平成26年4月27日～
平成26年10月4日

平261006254893号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.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

授業実践演習（社会）

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受
けたのちに、附属小学校における公開授業に参加する。さ
らに教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意
見交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する
高橋 健司（地域学部准教授）
理解を深める。また、全体会と講演会にも参加して、他の教
科等の狙いも含めて、学校全体で目指す授業作りに関する
理解を深める。最後に各教科担当の講師とともに公開授業
と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年10月25日

教諭

小学校教諭(小学
校の社会科教諭
を主）

6,000円

15人

平成26年4月27日～
平成26年10月4日

平261006254894号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

授業実践演習（生活）

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受
けたのちに、附属小学校における公開授業に参加する。さ
らに教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意
見交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する
高橋 千枝（地域学部准教授）
理解を深める。また、全体会と講演会にも参加して、他の教
科等の狙いも含めて、学校全体で目指す授業作りに関する
理解を深める。最後に各教科担当の講師とともに公開授業
と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年10月25日

教諭

小学校教諭

6,000円

15人

平成26年4月27日～
平成26年10月4日

平261006254895号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

授業実践演習（保健体育）

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受
けたのちに、附属小学校における公開授業に参加する。さ
らに教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意
見交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する
関 耕二（地域学部准教授）
理解を深める。また、全体会と講演会にも参加して、他の教
科等の狙いも含めて、学校全体で目指す授業作りに関する
理解を深める。最後に各教科担当の講師とともに公開授業
と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年10月25日

教諭

小学校教諭(小学
校の保健体育教
諭を主）

6,000円

30人

平成26年4月27日～
平成26年10月4日

平261006254896号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

授業実践演習（理科）

各教科担当の講師より、公開授業の狙いについて説明を受
けたのちに、附属小学校における公開授業に参加する。さ
らに教科・領域別分科会に参加して、公開授業に対する意
見交換や質問などを行って、公開授業の取り組みに関する 杉本 良一（地域学部教授）
理解を深める。また、全体会と講演会にも参加して、他の教 高橋 ちぐさ（地域学部教授）
科等の狙いも含めて、学校全体で目指す授業作りに関する
理解を深める。最後に各教科担当の講師とともに公開授業
と本授業実践演習の総括を行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年10月25日

教諭

幼・小・中学校教
諭(小学校の理科
教諭を主）

6,000円

15人

平成26年4月27日～
平成26年10月4日

平261006254897号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

日本における財危機の現状とその原因、財政破綻の可能
性と現実性、財政改革について考える。これを通じて、社会
現代日本の財政危機と財政改革
科公民分野及び公民科の教科内容に関する理解を深める 藤田 安一(地域学部教授）
の展望
とともに、現代日本の教育と学校がよって立つ財政的基盤
について理解する。

教諭

中・高等学校教
諭(社会科教諭を
主）

6,000円

平成26年4月27日～
50人
平成26年10月4日

平261006254898号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

教諭
小・中・特別支援
養護教諭 学校教諭・養護
栄養教諭 教諭・栄養教諭

6,000円

40人

平成26年4月27日～
平成26年11月16日

平261006254899号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

教諭

幼（環境領域）
小学校（生活・理
科・総合的な学
習）、中学校・高
等学校（理科・総
合的な学習）

6,000円

20人

平成26年4月27日～
平成26年6月26日

平262005954154号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

6,000円

20人

平成26年4月27日～
平成26年6月26日

平262005954155号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

鳥取大学

鳥取大学

鳥取大学

・子どもたちが毎日食べている学校給食について、栄養面
の根拠や役割について学ぶ。
・スポーツをしている子どもたちのためにスポーツ栄養マネ
野津 あきこ（鳥取短期大学教授）
ジメントに関する話題提供を行う。
・近年の子どもの食の現状や課題を整理し、今後の在り方
や支援の方法を考察する。グループワークも行う。

鳥取大学

食育と栄養

鳥取環境大学

本講習では再生可能エネルギーについて、バイオマスエネ
ルギーを中心に、現状や課題について学びます。また、再 横山 伸也（教授）
再生可能エネルギーと理科教育
生可能エネルギーの生徒実験を通し、理科教育で扱う際の 足利 裕人（教授）
問題点を考察します。

鳥取環境大学

学校現場でできる身近な生物を
使った動物行動の実験

動物の行動は、生物や自然への興味・関心を高めたり、
考える力を育む上で効果的な教材にもなります。講習では、
シロアリやダンゴムシなどの土壌動物を中心に、それぞれ
の種の特性に関連し、比較的安定して実験条件下でも発現
小林 朋道（教授）
する行動を題材にした実習を体験していただきます。実験
動物の採集や観察のために野外にも出ます。また、実験の
体験とあわせて、それをヒントに、受講されたかた自身のマ
イ実験も考案していただければと思っています。

鳥取環境大学

将来、中学校・高等学校においても、コミュニケーション力
を育成するために英語で実践的な学習活動を進めていくこ
とが求められる。本講座では、ワークショップ式で、中高学
英語科における読解と作文の指 生の読解力や英文作成力向上に向けて英語での読解・作 ベゴール・ベッティーナ（准教授）
導
成力に関する研究を解説し、オープンディスカッションを行 ゼノス・トレメイン（特別講師）
う。更に鳥取環境大学の「英語村」やメディアセンターの資
源を活用しながら、受講者が授業でも活用可能な資材を準
備して教え方を説き示す。

鳥取環境大学

環境の視点で陸と海との境界を
科学する

地球全体の環境はもとより、地域の産業、社会、文化、暮
らし方に、陸と海の境界である水際（汀、渚、海辺）は深くか
かわっている。この水際の意義を生態学の立場から整理す
吉永 郁生（教授）
るとともに、研究の最先端である微生物の役割について概
説する。また、3.11の東日本大震災に襲われた東北三陸地
域の水際の変遷と復興の過程を科学的視点から概説する。

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年10月25日

鳥取県倉吉市

6時間 平成26年12月7日

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年8月6日

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼（環境領域）
小学校（理科・生
活・総合的な学習
時間）、中学校・
高等学校（理科・
総合的な学習時
間）

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校・高等学
校（外国語）

6,000円

20人

平成26年4月27日～
平成26年6月26日

平262005954156号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

教諭

小学校（理科・生
活・総合的な学
習）、中学校・高
等学校（理科・総
合的な学習）

6,000円

20人

平成26年4月27日～
平成26年6月26日

平262005954157号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

鳥取県鳥取市

6時間 平成26年8月7日
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開設者名

講習の名称

講習の概要

本講習は英語の音声面に特化し、英語の4技能の中でも
スピーキング、リスニング能力の向上を目指した最新の英
語教育研究の理論やデータを紹介し、授業での効果的な活
用法を提示する。
中村 弘子（准教授）
前半：英語と日本語の音の違いを中心に解説し、日本人に 竹内 ひとみ（特別講師）
とって聴き取りや発音が困難な音などを実践から学ぶ。
後半：英語の音節構造、リズム、イントネーションを中心に解
説及び実践練習を行う。

鳥取環境大学

授業に役立つ英語音声学

鳥取環境大学

本講習は鳥取環境大学が平成２１年から取り組んできた
海岸漂着ごみに関する研究のうち、人工の海ごみの成分分
析調査の一端を学校教員に体験していただくことを目的とし
ている。この活動が人間の活動に伴って発生するごみ問題
鳥取砂丘の海ごみ調査（フィール
を、身近な環境の中で考えるきっかけになるだけでなく、教
ドワーク）
員として教育的立場に戻った時に生徒とフィールドワークを
行う材料としても役立つことが期待される。本講座は特別な
専門知識を必要とせず、さまざまな分野の教員の受講を歓
迎する。

鳥取環境大学

身近な事例から経営学・経済学
を学ぶ

担当講師

松村 治夫（教授）
荒田 鉄二（准教授）
角野 貴信（准教授）
佐藤 伸 （准教授）
金 相烈 （講師）

本講義では、身近なところに行っているビジネスがなぜ成
り立っているのか、経営学・経済学の視点を用いて分析し、
理解することを目標としています。前半は経営学・経済学の
泉 美智子（准教授）
初歩の知識を駆使して授業に使える事例を紹介します。後
付 馨
（准教授）
半では、さおだけ屋はなぜ潰れないのか、顧客があまり見
えない店はなぜ儲けているのかなど素朴な疑問を経営学・
経済学の視点から解いてみます。

講習の開催地

鳥取県鳥取市

鳥取県鳥取市

鳥取県鳥取市

独立行政法人教 道徳教育指導者養成研修（ブ
員研修センター ロック別指導者研修）

赤堀 博行（文部科学省初等中等教育局教育
課程課教科調査官）
澤田 浩一（文部科学省初等中等教育局教育
課程課教科調査官）
杉田 洋（文部科学省初等中等教育局教育課
程課教科調査官）
本研修においては、発達の段階に応じた指導内容の重点
永田 繁雄（東京学芸大学教授）
化や道徳教育推進教師を中心とした指導体制と道徳教育
谷田 増幸（兵庫教育大学教授）
の展開、魅力的な教材の活用等道徳の時間の指導の充
七条 正典（香川大学教授）
鳥取県米子市
実、体験活動や実践活動の推進等について、必要な知識
小寺 正一（兵庫教育大学特任教授）
等を修得できる講義や演習を実施する。
押谷 由夫（昭和女子大学教授）
兼松 儀郎（元鳴門教育大学教授）
秋山 博正（くらしき作陽大学教授）
小泉 博明（文京学院大学教授）
柴原 弘志（京都市教育委員会指導部長）
橋口俊一（独立行政法人教員研修センター主
任指導主事）

公益社団法人日
地震のしくみを知ろう・教えよう
本地震学会

地震の発生，地震波の放射と伝播，それに伴う構造物の破
壊，という地震現象のそれぞれのプロセスの仕組みについ
て分かり易く解説します。また，それを，児童・生徒にも興味
を持ってもらえるように教えるために，私たちが小中高への
出前授業で実施している教材とそれらを用いた授業の内容
について紹介します。

島根大学

国語科教育の歴史と理論

国語科教育の歴史と理論についての講義を行います。した
がって、本講義の内容は、即実践に役立つような具体的な
内容・方法を教えるものではありません。また、新しい実践
の内容を扱うものでもありません。国語科教育のこれまでの
歴史の中で、国語科教育の意味について、少し立ち止まっ
田中耕司 (教育学部講師)
て考える機会を提供することを目指します。受講にあたって
はそのことを前提に選択を行ってください。本講義では初歩
的な内容を取り扱う予定です。しかし、講義の前提として、
歴史から学べる方、歴史から学びたい方を本講義では求め
ます。

島根県浜田市

初等国語科授業研究

小学校の国語科における「話すこと・聞くこと」の授業につい
て考える講習です。普段の子どもたちの話し合いや発表の
様子についてグループワークをすることでふりかえりなが
ら、どのような能力や態度の育成をめざして授業を行ってい 冨安慎吾（教育学部講師）
くかを考えていきます。講習の中では、子どもたちの様子を
表す「言葉」を発明したり、子どもたちが習得する能力や態
度を表す「言葉」を発明したりしていきます。

太宰治を読む

小説にはきわめて多様な「読み」が存在することを、新しい
文学理論などの紹介をまじえながら講義する。具体的には
太宰治の「富嶽百景」をとりあげ、分析をほどこしてゆく。そ
武田信明（法文学部教授）
の作業を通じて、小説を読むという行為が「愉しみ」であると
いう素朴な事実を確認していただくこと、小説を教えるとは
何であるのかを再認識していただくこと、がねらいである。

島根大学

島根大学

香川 敬生（鳥取大学大学院工学研究科教授）
塩崎 一郎（鳥取大学大学院工学研究科准教
鳥取県鳥取市
授）
野口 竜也（鳥取大学大学院工学研究科助教）

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8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

小学校（外国語
活動）、中学校・
高等学校（外国
語）

6,000円

20人

平成26年4月27日～
平成26年6月26日

平262005954158号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

教諭

幼（環境領域）、
小学校（理科・生
活・総合的な学
習）、中学校・高
等学校（理科・総
合的な学習）

6,000円

30人

平成26年4月27日～
平成26年6月26日

平262005954159号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

教諭

幼（人間関係領域）、
小学校（社会・家庭・
総合的な学習）、中
学校（社会・技術・家
庭・総合的な学習）、
高等学校（公民・家
庭・商業・総合的な学
習）

6,000円

20人

平成26年4月27日～
平成26年6月26日

平262005954160号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

一般募集はしま
せん。

12時間

平成26年8月27日～
平成26年8月29日

（※左記研修の
実施要項に基づ
き、都道府県教
教諭
育委員会等から
養護教諭 の推薦により受
講者決定した者
（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7月10日～
平成26年7月29日
0円

10人
(※左記の受講対象者
のみ該当します。）

平267001155612号

03-4212-8464

http://www.nctd.go.
jp/korekara/koshink
oshu_tw.html

教諭

小学校教諭及び
中学校・高等学
校理科教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平268136054449号

03-5803-9570

http://www.zisin.jp
/

6時間 平成26年6月7日

教諭

小学校～高等学
校・特別支援学
校の教諭で
国語科教育の歴
史を学びたい方

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年5月14日

平261006354900号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根県松江市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校 教諭向
け

6,000円

40人

平成26年4月20日～
平成26年7月5日

平261006354901号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根県出雲市

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
向け

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年7月12日

平261006354902号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年8月5日
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平成２６年度（第３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

太宰治を読む

小説にはきわめて多様な「読み」が存在することを、新しい
文学理論などの紹介をまじえながら講義する。具体的には
太宰治の「富嶽百景」をとりあげ、分析をほどこしてゆく。そ
武田信明（法文学部教授）
の作業を通じて、小説を読むという行為が「愉しみ」であると
いう素朴な事実を確認していただくこと、小説を教えるとは
何であるのかを再認識していただくこと、がねらいである。

諸子百家と新出土文献

『論語』や『老子』などの諸子百家の思想を伝える文献は、
「古典」として日本においてもよく読まれてきた。ところが、近
年出土文献が相次いで発見されたことにより、従来の「古
典」のみに基づいて構築された中国古代思想史は大幅に見
竹田健二（教育学部教授）
直されつつある。そうした出土文献を用いた中国古代思想
史の最新の研究は、漢文学習者の意欲や関心を高める可
能性があると思われる。そこで本講習では、近年出土した
出土文献とその研究の状況とについて概説する。

小学校外国語活動に取り組む
（入門編）

小学校外国語活動が必修化され4年目となります。本講習
は、外国語活動について学びたいと考えている小中高・特
別支援学校教諭を対象とし、学習指導要領に基づき、自分
の学校・学級の子供達に合ったゴールの設定や活動の工
夫等について考えます。全国の様々な取り組みを紹介しな 大谷みどり（教育学部准教授）
がら、受講者相互の意見交換も含め、自分の学級にふさわ
しい外国語活動の進め方について、また子供達にとってさら
に意味のある活動にするための取り組みについて考えま
す。

島根県松江市

小学校外国語活動を考える

平成２３年度より小学校外国語活動が必修化され、小学校
現場では必修としての外国語活動の取り組みは4年目とな
ります。本講習では、これまでの実践を通して、小学校の教 加藤君江（島根大学教育学部附属小学校教
育現場における外国語活動の在り方について話し合い、
諭）
“Hi, friends!”を基にしながら多様な活動を考え、より良い実
践方法を探ります。

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

認定番号

30人

平成26年4月20日～
平成26年8月20日

平261006354903号

教諭

中学校～高等学
校 国語科教諭
向け

6,000円

平成26年4月20日～
50人
平成26年7月4日

6時間 平成26年8月22日

教諭

外国語活動に取
り組んだことがな
い教諭（小学校教
諭の他、中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭を
含む。いずれも経
験者のうち初心
者を含む）

6,000円

30人

島根県浜田市

6時間 平成26年9月7日

教諭

外国語活動経験
者（小学校教諭）

6,000円

英語教育における現代的課題

本講習では、①小学校、中学校および高等学校学習指導
要領に基づいて、学校教育における英語教育全体が現在
どのように行われているのかについて概観し、②小・中・高
等学校で具体的にどのような指導が求められており、③②
を行うために各教育段階の教員は何を意識して日々の授業
猫田英伸（教育学部准教授）
を作っていかなければならないのかについてまとめる。その
際、「目標に準拠した評価」「Can-doリスト型の到達目標の
設定」にも言及する。なお、講習の後半において、受講者に
は実際の教材に基づいて授業計画等を作成し、発表するこ
とを求める。

島根県松江市

6時間 平成26年7月29日

教諭

中学校・高等学
校 英語科教諭
向け

島根大学

学習英文法の改善を目指して

この講習では、学習英文法に焦点を当て、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。特に、最近の英語学の知見を参照しながら現在 縄田裕幸（島根大学教育学部准教授）
の学習英文法を批判的に検討し、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考えていきます。

島根県松江市

6時間 平成26年8月12日

教諭

島根大学

ウイリアム・フォークナーの作品
を読む

アメリカを代表する南部出身の作家ウイリアム・フォーク
ナーの作品（”That Evening Sun”[1931]を予定）を精読して
渡部知美（法文学部教授）
いきます。主に、人種、ジェンダー、階級、セクシュアリティと
いう４つの観点から解釈をしつつ、講義を行います。

島根県松江市

6時間 平成26年7月26日

初等社会科の授業と教材開発

この講義では、平成23年度より完全実施された小学校学習
指導要領社会科の目標・内容・方法を解説するとともに、そ
加藤寿朗（教育学部教授）
の実践的課題について考察します。また、小学校社会科教
吉崎朗(島根県教育庁義務教育課子ども安全
育の代表的な社会科授業理論や授業を紹介しながら、子ど
室 室長)
もの社会的な見方や考え方を育てる社会科授業づくりにつ
いて具体的に考察します。

島根県松江市

初等社会科の授業と教材開発

この講義では、平成23年度より完全実施された小学校学習
指導要領社会科の目標・内容・方法を解説するとともに、そ
加藤寿朗（教育学部教授）
の実践的課題について考察します。また、小学校社会科教
吉崎朗(島根県教育庁義務教育課子ども安全
育の代表的な社会科授業理論や授業を紹介しながら、子ど
室 室長)
もの社会的な見方や考え方を育てる社会科授業づくりにつ
いて具体的に考察します。

電話番号

ＵＲＬ

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

平261006354904号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

平成26年4月20日～
平成26年7月22日

平261006354905号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

40人

平成26年4月20日～
平成26年8月7日

平261006354906号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年6月29日

平261006354907号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

中学校・高等学
校 英語科教諭
向け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年7月12日

平261006354908号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

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4月20日～
平成26年6月26日

平261006354909号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年8月3日

教諭

小学校 教諭向
け

6,000円

25人

平成26年4月20日～
平成26年7月3日

平261006354910号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根県浜田市

6時間 平成26年6月8日

教諭

小学校 教諭向
け

6,000円

25人

平成26年4月20日～
平成26年5月15日

平261006354911号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

中国社会を歴史から考える

現在の日本では、日中関係をめぐって問題が過剰に拡大す
る傾向がありますが、その一因として、中国社会の成り立ち
やその特質について十分に理解されていない点があると考 佐々木愛（法文学部准教授）
えられます。本講義では、中国の社会に関する歴史学の研 丸橋充拓(法文学部准教授）
究成果を紹介することによって、学校教育における外国史
教育・異文化教育への一助となることをめざします。

島根県松江市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校社会科、
高等学校地理歴
史科教諭向け

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年7月6日

平261006354912号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

日本史の中でも古代から中世前期を中心に、歴史学・考古
学の両分野から現在の研究の最近の動向と成果を紹介し、
地域から日本の歴史を考える－ 日本の歴史に関する理解を深める。特に、出雲国風土記な 大日方克己（法文学部教授）
古代史と考古学－
ど古代・中世の文献史料や、考古学の成果である遺跡・遺 大橋泰夫（法文学部教授）
物に関する理解を深め、地域の素材をどのように授業に活
かしていくかを考える。

島根県松江市

6時間 平成26年7月19日

教諭

中学校社会科、
高等学校地理歴
史科教諭向け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年6月19日

平261006354913号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

島根大学

島根大学

島根大学

島根大学

島根大学

島根県浜田市

島根県松江市

6時間 平成26年9月20日

6時間 平成26年8月4日
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中学校・高等学
校 国語科教諭
向け

受講者募集期間

6,000円

島根大学

教諭

受講料 受講人数

平成２６年度（第３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

島根大学

①地域史（郷土史）の教材として出雲・石見の人物を採り上
げます。
②出雲では、初代松江市長の福岡世徳（在任は1889年～
1911年）、石見では、民俗学者宮本常一が「文字をもつ伝承
日本史（社会科・歴史）教育の最 者」と評価した田中梅治（邑南町、1868年～1940年）を採り
竹永三男（法文学部教授）
前線
上げます。
③また、県外で活動した島根県出身者についても同郷会史
料を素材として提示します。
④授業では、以上のことを、同時代の地域の状況と日本史
全体の動きの中で理解できるよう講述します。

島根大学

バブル崩壊後、1990年代後半から現在にいたる「日本経済
の現状と課題」を以下の4つのテーマ（観点）で講義する。
（１）現代日本の景気問題…2008年アメリカ発世界金融危機
に伴う不況。東日本大震災後の日本の景気動向。（２）現代
日本の金融問題…バブル崩壊後の金融危機。金融ビッグ
伊藤光雄（法文学部教授）
バンと金融再編成。世界的金融危機と日本。（３）現代日本
の財政問題…日本の財政危機の現状と歳出・歳入改革。
（４）現代日本の経済政策…小泉「構造改革」とは何か。
2008年不況と「構造改革路線」の転換。政権交代、経済政
策およびその後。

島根大学

島根大学

島根大学

島根大学

島根大学

日本経済の現状と課題

個人と社会との関係という主題は、公民的分野のみなら
ず、社会科諸科目全体において基礎を成す根本的課題で
ある。本講習では、哲学的視角と社会学的視角からこの課
公民教育の最前線 ―― 「個人と
題にアプローチした多角的な講義を行うとともに、参加者間 諸岡了介（教育学部准教授）
社会」を考え直す
での討議を通じて、この主題に対する理解を深めることを
狙っている。
インターネット上には様々地理情報があり、それらを利活用
する地理情報システムも数多く存在しています。本講習で
は、最初にインターネット等で取得できる代表的な地理情報
の収集や利用方法を学びます。その上で、簡易な地理情報
地理情報システムの現状と教材
田坂郁夫（法文学部教授）
システムの操作方法と、それらを活用した教材の作成方法
開発
菊池慶之(法文学部准教授)
を実習を通して学びます。実習で扱う地理情報や地理情報
システムは、基本的に無料で入手・利用出来るものですの
で、新たにデータやソフトを購入することなく教材開発を行う
ことができます。
学校教育法に「基礎的な知識及び技能…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…をはぐく
み、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用
いなければならない」と明記されたことにより、中央教育審
算数科における数学的思考力・ 議会答申でも、小（中）学校学習指導要領第１章総則でも
表現力を育成するための授業改 「思考力、判断力、表現力」の育成が重視されています。算 富竹徹（教育学部教授）
善
数科の授業で子どもたちに身につけさせたい思考力、判断
力、表現力とは何かを明らかにし、それを育成するために授
業を、そして学級をどう改善したらよいかを具体的に提案し
ます。

学校教育法に「基礎的な知識及び技能…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…をはぐく
み、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用
いなければならない」と明記されたことにより、中央教育審
算数科における数学的思考力・
議会答申でも、小（中）学校学習指導要領第１章総則でも
表現力を育成するための授業改
富竹徹（教育学部教授）
「思考力、判断力、表現力」の育成が重視されています。算
善
数科の授業で子どもたちに身につけさせたい思考力、判断
力、表現力とは何かを明らかにし、それを育成するために授
業を、そして学級をどう改善したらよいかを具体的に提案し
ます。

数学科教育学と数学科内容学

（数学科内容学） 新学習指導要領の全面実施を受けて、
整数に関する話題や、算数・数学科において内容が充実さ
辻卓見（教育学部教授）
れた統計・データ分析に関する基本的な事項を紹介します。
石川秀明（教育学部准教授）
（数学科教育学）数学科における数学的活動、問題解決型
御園真史（教育学部准教授）
学習、協調学習（学び合い）のあり方など現代的な要請に基
づいた数学の授業デザインを考えます。
（数学科内容学） 新学習指導要領の全面実施を受けて、
整数に関する話題や、算数・数学科において内容が充実さ
れた統計・データ分析に関する基本的な事項を紹介します。 辻卓見（教育学部教授）
（数学科教育学）数学科における数学的活動、問題解決型 石川秀明（教育学部准教授）
学習、協調学習（学び合い）のあり方など現代的な要請に基 御園真史（教育学部准教授）
づいた数学の授業デザインを考えます。

島根大学

数学科教育学と数学科内容学

島根大学

本講習では、中学・高校で教える数学理解の深化を目的と
して、教科書で現れるいくつかの概念や問題について具体
例を通じて数学の基本的内容を見直し、また自然界や社会
黒岩大史（総合理工学研究科教授）
授業に生かす数学の基礎と応用 に現れる諸現象をモデルとした微分方程式論に関するやや
齋藤保久（総合理工学研究科准教授）
専門的で進んだ内容を解説する。これらは、数学の基礎的
内容、あるいは発展内容について詳しく説明するためなど
に活かす事ができると考えられる。

講習の開催地

島根県浜田市

島根県松江市

島根県松江市

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17日

教諭

中学校社会科、
高等学校地理歴
史・公民科教諭
向け

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年7月17日

平261006354914号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

教諭

中学校社会科、
高等学校地理歴
史・公民科教諭
向け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年8月13日

平261006354915号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

教諭

中学校社会科、
高等学校地理歴
史・公民科教諭
向け

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年7月11日

平261006354916号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年7月24日

平261006354917号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年9月13日

6時間 平成26年8月11日

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

島根県松江市

6時間 平成26年8月24日

教諭

小学校、中学校
社会科、高等学
校地理歴史・公
民科教諭向け

島根県松江市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校 教諭向
け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年7月20日

平261006354918号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根県浜田市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小学校 教諭向
け

6,000円

35人

平成26年4月20日～
平成26年7月18日

平261006354919号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根県松江市

6時間 平成26年8月24日

教諭

中学校～高等学
校 数学科教諭
向け

6,000円

35人

平成26年4月20日～
平成26年7月24日

平261006354920号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根県浜田市

6時間 平成26年6月7日

教諭

中学校～高等学
校 数学科教諭
向け

6,000円

35人

平成26年4月20日～
平成26年5月14日

平261006354921号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根県松江市

6時間 平成26年8月25日

教諭

中学校・高等学
校 数学科教諭
向け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年7月25日

平261006354922号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/
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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

島根大学

今日の情報社会はコンピュータによって支えられている。パ
ソコンは言うまでもなく、携帯電話、家電製品、自動車等に
岡本覚（総合理工学研究科教授）
社会を支えるコンピュータの仕組 もコンピュータが組み込まれている。本講習では、コンピュー
會澤邦夫（総合理工学研究科教授）
み
タおよびネットワークの仕組みを理解する上で重要な概念を
田中章司郎（総合理工学研究科教授）
ピックアップし、最新の情報科学・情報工学分野の研究成果
も交えて講義する。

島根県松江市

6時間 平成26年8月20日

教諭

高等学校 情報
科教諭向け

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年7月20日

平261006354923号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

自然の仕組みはどうなっているか、科学的な基本理解を深
めることは、児童・生徒にも学校教員にも必要である。地球
環境問題が２１世紀の人類的課題になっている現在、自然
自然の不思議を考える－人間と であれ社会であれ、世界を問うことと自分を問うこととが驚く
坂本一光（島根大学名誉教授）
自然を理解する科学の視点－
ほど近くにある時代を誰もが生きている。それを考える契機
として、改めて自然の不思議を考えてみたい。水の不思議
など物質理解のための講義であるが、自然科学の専門的
な予備知識を前提にしない。

島根県松江市

6時間 平成26年8月31日

教諭

小学校～高等学
校 理科教諭向
け

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年7月31日

平261006354924号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

自然の仕組みはどうなっているか、科学的な基本理解を深
めることは、児童・生徒にも学校教員にも必要である。地球
環境問題が２１世紀の人類的課題になっている現在、自然
自然の不思議を考える－人間と であれ社会であれ、世界を問うことと自分を問うこととが驚く
坂本一光（島根大学名誉教授）
自然を理解する科学の視点－
ほど近くにある時代を誰もが生きている。それを考える契機
として、改めて自然の不思議を考えてみたい。水の不思議
など物質理解のための講義であるが、自然科学の専門的
な予備知識を前提にしない。

島根県浜田市

6時間 平成26年12月14日

教諭

小学校～高等学
校 理科教諭向
け

6,000円

35人

平成26年4月20日～
平成26年11月14日

平261006354925号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

自然の仕組みはどうなっているか、科学的な基本理解を深
めることは、児童・生徒にも学校教員にも必要である。地球
環境問題が２１世紀の人類的課題になっている現在、自然
自然の不思議を考える－人間と であれ社会であれ、世界を問うことと自分を問うこととが驚く
坂本一光（島根大学名誉教授）
自然を理解する科学の視点－
ほど近くにある時代を誰もが生きている。それを考える契機
として、改めて自然の不思議を考えてみたい。水の不思議
など物質理解のための講義であるが、自然科学の専門的
な予備知識を前提にしない。

島根県隠岐郡
隠岐の島町

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校～高等学
校 理科教諭向
け

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年7月8日

平261006354926号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

理科デジタル教材を活用した授
業づくり

「理科ねっとわーく」で提供される観察・実験コンテンツを体
験し、授業で効果的に活用するための観察・実験プリントの
森本大資（教育学部特任講師）
作成実習をとおして、ＩＣＴやデジタル教材を活用した授業を
企画、実施するための実践的な指導力の向上を図る。

島根県松江市

6時間 平成26年8月23日

教諭

小学校～高等学
校 理科教諭向
け

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年7月23日

平261006354927号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

小学校の先生で理科の実験が苦手な人が対象です。講座
ではまず最初に、教科書を見ながらこれから教える単元を
受講生自身がどのように捉えているか可視化します。続い
理科実験が苦手な人のための小 て、生徒実験に見立てた実験（1分野）を行います。この時
栢野彰秀（教育学部教授）
学校理科実験講座
は、実験や単元の授業のポイントとなるところも学習します。
最後に、これまでの講座の受講を通して、自分がこれから
教える単元の捉えがどれだけ変わっているかを可視化する
ように講座をふりかえります。

島根県松江市

6時間 平成26年8月30日

教諭

小学校教諭に限
る

6,000円

12人

平成26年4月20日～
平成26年7月30日

平261006354928号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

初等〜中等理科の教材開発の方法、指導法について講習
をします。中でも、特に地学・生物分野の野外学習を伴う単
元（小学校理科単元５年生：流れる水の働き、小学校理科
初等理科授業の教材開発－特に
単元６年生：土地のつくりと変化、中学校理科単元１年生：
野外学習及び宇宙分野の学習実
松本一郎（教育学部准教授）
変動する大地、など）についての具体的な野外学習方法と
践とその方法について－
その教材化について講義します。なお、実際に野外での観
察・解説を実施し、日常の授業に活かせるようにします。ま
た、天文分野についての指導法についても言及します。

島根県隠岐郡
隠岐の島町

6時間 平成26年9月15日

教諭

小学校・中学校
理科教諭向け

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年8月15日

平261006354929号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

身の回りの題材を活かした観察
と実験（化学と生物）

生物分野では、実際に水中生物を採集し、その試料を用い
顕微鏡観察を行う。次に小学生でも水中の微小生物を効率
よく観察できる方法を紹介する。化学分野では身近な現象
である「物質の溶解・ものの溶け方」を、原子・分子レベルに 大谷修司（教育学部教授）
立ち返って化学の立場から考察することで、粒子概念に関 西山桂（教育学部准教授）
する化学的な物質観を豊かにする。併せて、溶液中で進行
する化学反応を題材として、基本的な実験器具の取り扱い
方法を再確認する。

島根県松江市

6時間 平成26年7月28日

教諭

小学校～高等学
校 理科教諭向
け

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年6月28日

平261006354930号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

授業に生かす化学の最前線

化学に関連する最近の話題等について解説する。中学校お
よび高等学校等における理科教育において、生徒が理科を
身近に感じ、興味を高めることができるような内容について
の解説・講義を行う。各講義内容は、１）有機資源化学につ
いて、２）炭素のカップリング反応について、３）環境の化学
について、４）高分子材料について、である。

島根県松江市

6時間 平成26年8月5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4月20日～
平成26年7月5日

平261006354931号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

物理学の歴史的話題や最近のトピックスのうち、教材として
授業に取り入れられそうなテーマについて実験を通して解
説します。具体的には光の波動性を証明したヤングの干渉
実験と銅酸化物高温超伝導体の超伝導現象を観察する実 水野薫（総合理工学研究科教授）
授業に生かせる物理学のトピック
験を行います。
笹井亮（総合理工学研究科准教授）
スと教材開発
ヤングの実験では現代の技術を使ってこれを再現し、光の 三好清貴（総合理工学研究科准教授）
波動性を確かめます。
超伝導の実験では、浮き磁石の実験と超伝導体の電気抵
抗などの温度変化を測定して超伝導の理解を深めます。

島根県松江市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校・高等学
校 理科教諭向
け

6,000円

8人

平成26年4月20日～
平成26年7月22日

平261006354932号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

小俣光司（総合理工学研究科教授）
西垣内寛（総合理工学研究科教授）
清家泰（総合理工学研究科教授）
山口勲（総合理工学研究科教授）
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講習の期間

有機化合物の合成・構造解析と
応用

本講習では、まず生理活性物質について最近の研究を紹
介する。中学校や高等学校の理科教育で、化学に親しみを
覚え興味を喚起する話題として活用していただけたらと考え
尾添嘉久（生物資源科学部教授）
ている。次に、有機化合物の合成の一例として、アニリンか
池田泉（生物資源科学部准教授）
らアセトアニリドの化学反応を行うことにより、初歩的な有機
古田賢次郎（生物資源科学部助教）
合成及び精製の技術を習得する。さらに、質量分析計と核
磁気共鳴装置を用いてアセトアニリドなどの有機化合物の
構造解析について理解する。

島根の地質、地層・岩石・鉱物

講義では島根県内に分布する多様な地層や岩石、見どこ
ろ、地学的意味を解説します。地域の地質と地球史との関
連についての理解を深めます。実習では身近な岩石・鉱物
を観察しそれらを見分けるポイントを学びます。また偏光顕
大平寛人（総合理工学研究科准教授）
微鏡などによる観察を通して岩石・鉱物の諸性質を理解し
ます。資源として利用される地域固有の岩石とその成因に
ついても紹介します。講習を通して地学のテーマを実践する
ための素養を身につけます。

島根県松江市

6時間 平成26年10月18日

脂質の科学

生命工学に関連する専門分野で行なわれている最先端の
研究手法や研究成果から、脂質に関する内容を取り上げ、
基礎的事項を含め、生物における身近な生命現象で如何
横田一成（生物資源科学部教授）
に脂質が関わっているのかを分かり易く解説します。講義内
地阪光生（生物資源科学部准教授）
容が中心ですので、中学生や高校生の生物もしくは化学の
授業で取り上げていただけるホットなトピックとして、生徒さ
んたちに解説していただけることを期待しています。

島根県松江市

環境を考慮した材料製造・加工

江戸時代の産業の歴史として島根が誇る奥出雲のたたら製
鉄と石見銀山は、環境に悪影響を及ぼしたか？実は、今日
の視点から見ても環境対応に参考になる点が見られること
を紹介し、郷土、歴史、環境対応、地域振興の関係につい
田中千秋（島根大学名誉教授）
て考える。また、緑の資源である木材などの生物材料やそ
片山裕之（島根大学名誉教授）
の加工技術が、２１世紀にもとめられる再生産可能な資源
利用、低環境負荷な加工を実現し、自然と人類が調和した
循環型社会、低炭素社会を構築する上でいかに役立ってい
るかを解説する。

島根大学

家庭科の教材と指導法

家庭科の学習指導要領の改訂の要点について説明し、こ
れに対応した授業づくりについて検討する。次に、学習指導
多々納道子（教育学部教授）
要領の中でも、「持続可能な社会」の構築に焦点を当てる。
丸橋静香（教育学部准教授）
「持続可能な社会の構築」の基礎理論を説明したうえで、家
庭科における授業づくりの提示を行う。

島根大学

島根大学

島根大学

島根大学

島根県松江市

島根県松江市

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 理科教諭向
け

6,000円

15人

平成26年4月20日～
平成26年7月21日

平261006354933号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

教諭

小学校～高等学
校の理科教諭、
課題研究などを
担当されている
理数科の教諭向
け

6,000円

25人

平成26年4月20日～
平成26年9月18日

平261006354934号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年8月23日

中学校・高等学
教諭
校 理科教諭・栄
栄養教諭
養教諭向け

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年7月23日

平261006354935号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年8月21日

教諭

中学校理科・社
会科、高等学校
理科・地理歴史・
公民科教諭向け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年7月21日

平261006354936号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年7月4日

平261006354937号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年8月21日

島根県松江市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校～高等学
校・特別支援学
校 家庭科教諭
向け

島根大学

畳を床材とする和室（畳室）は、書院造りを原型とした日本
の文化です。本講習では、日本住宅と和室や畳の特徴や、
現代までの和室の変遷等を学びます。その上で、実際の材
日本文化としての和室（畳室）及
料を使用し、実物の約30分の1のミニ畳を作成して、畳に対 正岡さち（教育学部教授）
びミニ畳作り
する理解を深めます。講義3時間、実習3時間の予定です。
作成したミニ畳は、写真撮影をした上で、持ち帰って頂けま
す。

島根県松江市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校～高等学
校 家庭科教諭
向け

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年7月19日

平261006354938号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

ねらいは、技術分野の学習指導で、指導が難しい技術を評
価し活用する能力と態度の育成を図る授業に自信が持てる
ことです。
そこで、まず、最新の技術を知り、将来の社会や今後の生
ものづくり教育の未来を考える－ 活を展望します。次に、将来の生活に必要な能力や態度を
将来の社会や生活を展望した技 明確にします。その後、技術科教育の本質から指導内容を 橋爪一治（教育学部教授）
術科教育の再構築－
考えます。
これらが、生活を工夫し創造する能力と態度や技術を適切
に評価し活用する能力と態度の育成に繋がります。
さらに、工夫し創造する観点の学習評価について、具体的
に考えます。

島根県松江市

6時間 平成26年7月24日

教諭

中学校 技術・家
庭科技術分野教
諭向け

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年6月24日

平261006354939号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

生活科の授業と学習材開発

本講義ではまず、平成23年度より完全実施された小学校学
習指導要領生活科の目標や内容、実践的課題等について
解説する。次に、生活科が目指す子ども像、学習像につい 加藤寿朗（教育学部教授）
て検討する。さらに、子どもの発達や興味・関心に即した生 川路澄人（教育学部教授）
活科の学習材開発について、造形領域や社会認識・自然認 高塚寛（出雲市立神西幼稚園長）
識領域の題材を取り上げながら、演習形式で具体的に考察
する。

島根県松江市

6時間 平成26年7月30日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

25人

平成26年4月20日～
平成26年6月30日

平261006354940号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

生活科の授業と学習材開発

本講義ではまず、平成23年度より完全実施された小学校学
習指導要領生活科の目標や内容、実践的課題等について
解説する。次に、生活科が目指す子ども像、学習像につい 加藤寿朗（教育学部教授）
て検討する。さらに、子どもの発達や興味・関心に即した生 川路澄人（教育学部教授）
活科の学習材開発について、造形領域や社会認識・自然認 高塚寛（出雲市立神西幼稚園長）
識領域の題材を取り上げながら、演習形式で具体的に考察
する。

島根県浜田市

6時間 平成26年12月13日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

25人

平成26年4月20日～
平成26年11月13日

平261006354941号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

音楽史から学ぶ〔共通事項〕

音楽科の学習指導要領では、〔共通事項〕が新設されまし
た。表現及び鑑賞に関する能力を育成する上で、共通に必
要となるものとして、音楽活動の中での十分な指導が求め
られています。そのために、〔共通事項〕として示された音楽 藤井浩基（教育学部教授）
を形づくっている要素や音楽に関する用語や記号などにつ
いて、音楽史を通して、その意味や成り立ちを学び、授業実
践に生かす方法を考察します。

教諭

小学校（担任・専
科を問わない）・
中学校音楽科教
諭向け

6,000円

25人

平成26年4月20日～
平成26年6月5日

平261006354942号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

島根大学

島根大学

島根県松江市

6時間 平成26年7月5日
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平成２６年度（第３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

25人

平成26年4月20日～
平成26年5月22日

平261006354943号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

音楽史から学ぶ〔共通事項〕

音楽科の学習指導要領では、〔共通事項〕が新設されまし
た。表現及び鑑賞に関する能力を育成する上で、共通に必
要となるものとして、音楽活動の中での十分な指導が求め
られています。そのために、〔共通事項〕として示された音楽 藤井浩基（教育学部教授）
を形づくっている要素や音楽に関する用語や記号などにつ
いて、音楽史を通して、その意味や成り立ちを学び、授業実
践に生かす方法を考察します。

島根県浜田市

6時間 平成26年6月22日

教諭

小学校（担任・専
科を問わない）・
中学校音楽科教
諭向け

図画工作科の授業と教材開発

小学校図画工作科の内容について、ワークショップ形式で
具体的な教材を体験します。図画工作の具体的な指導や、
教材に悩んでいる先生方のヒントとなる内容です。幼稚園教
諭の方も、普段の造形表現活動のアイデアになります。
川路澄人（教育学部教授）
体験予定の教材：描画（色の塗り方のいろいろ）、手の中か
ら生まれた虫（自分の手を石膏取りしてみよう）、体全体を
使って造形遊び（ビデオザウルスがやって来た！）、模様遊
び（古布と段ボールでつくるデコボコハンガ）

島根県松江市

6時間 平成26年7月26日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

12人

平成26年4月20日～
平成26年6月26日

平261006354944号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

図画工作科の授業と教材開発

小学校図画工作科の内容について、ワークショップ形式で
具体的な教材を体験します。図画工作の具体的な指導や、
教材に悩んでいる先生方のヒントとなる内容です。幼稚園教
諭の方も、普段の造形表現活動のアイデアになります。
川路澄人（教育学部教授）
体験予定の教材：描画（色の塗り方のいろいろ）、手の中か
ら生まれた虫（自分の手を石膏取りしてみよう）、体全体を
使って造形遊び（ビデオザウルスがやって来た！）、模様遊
び（古布と段ボールでつくるデコボコハンガ）

島根県松江市

6時間 平成26年8月30日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

12人

平成26年4月20日～
平成26年7月30日

平261006354945号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

図画工作科の授業と教材開発

小学校図画工作科の内容について、ワークショップ形式で
具体的な教材を体験します。図画工作の具体的な指導や、
教材に悩んでいる先生方のヒントとなる内容です。幼稚園教
諭の方も、普段の造形表現活動のアイデアになります。
川路澄人（教育学部教授）
体験予定の教材：描画（色の塗り方のいろいろ）、手の中か
ら生まれた虫（自分の手を石膏取りしてみよう）、体全体を
使って造形遊び（ビデオザウルスがやって来た！）、模様遊
び（古布と段ボールでつくるデコボコハンガ）

島根県浜田市

6時間 平成26年8月2日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

12人

平成26年4月20日～
平成26年7月2日

平261006354946号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

図画工作科の授業と教材開発

小学校図画工作科の内容について、ワークショップ形式で
具体的な教材を体験します。図画工作の具体的な指導や、
教材に悩んでいる先生方のヒントとなる内容です。幼稚園教
諭の方も、普段の造形表現活動のアイデアになります。
川路澄人（教育学部教授）
体験予定の教材：描画（色の塗り方のいろいろ）、手の中か
ら生まれた虫（自分の手を石膏取りしてみよう）、体全体を
使って造形遊び（ビデオザウルスがやって来た！）、模様遊
び（古布と段ボールでつくるデコボコハンガ）

島根県浜田市

6時間 平成26年8月3日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

12人

平成26年4月20日～
平成26年7月3日

平261006354947号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

彫刻表現

講義（2時間）：アートの持っている機能について様々な彫刻
表現を紹介しながら解説するとともに、アートイベントや造形
ワークショップなど現在様々な方向性を示すアート活動の事
例を通して現代の造形表現と学校教育との接点について講
藤田英樹（教育学部教授）
義する。実技演習（4時間）：木材による作品制作を行う。講
義の中で紹介するワークショップ題材を中心に実際の造形
体験を通して造形材料の扱いと有効な用具の使用方法に
ついて解説する。

島根県松江市

6時間 平成26年8月24日

教諭

図工・美術を専門
とする教諭 （校
種は限定しない）

6,000円

10人

平成26年4月20日～
平成26年7月24日

平261006354948号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

本講習では、小型グラフィックのなかでも伝達媒体として機
能性が求められる名刺デザインを題材とし、制作をとおして
理論から実践へと向かうタイポグラフィの基本姿勢を理解す
る。一方でコンピュータを使用したドロー系ソフトの習得を目
コンピュータによる欧文名刺のデ
的としながら、デザイン上の課題としての空間把握やその調 小谷充（教育学部准教授）
ザイン
整方法を理解する。さらに一連の制作過程が、実際のデザ
イン・プロセスの雛型であることを理解し、学校教育におけ
るデザイン的なものづくりへとつながる思考法のあり方を探
る。

島根県松江市

6時間 平成26年9月13日

教諭

中学校・高等学
校 美術科教諭
向け

6,000円

5人

平成26年4月20日～
平成26年8月13日

平261006354949号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

保健領域（保健分野・科目「保健」）においては、生涯を通じ
て自らの健康を適切に管理改善し、健康な生活を送るため
の思考力・判断力などの資質や能力の育成が求められてい
実践力を高める保健科教育の方
る。健康で安全な生活を送るための資質や能力とは何か。 西村覚（教育学部准教授）
法
知識の理解を、思考力・判断力の育成につなげるにはどの
ような教材の工夫が必要なのか。近年話題のライフスキル
プログラムの教材化についてもあわせて検討する。

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年7月30日

平261006354950号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

島根大学

島根大学

島根大学

島根大学

島根県松江市

6時間 平成26年8月30日
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小学校～高等学
教諭
校保健領域担当
養護教諭 教諭・養護教諭
向け

平成２６年度（第３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

島根大学

現代社会は、あらゆる領域でグローバル化や知識基盤社会
化が進行していると言われています。そのような中にあっ
て、教育も例外ではありません。改訂学習指導要領（平成
20年3月）において体育科では、運動実践の基礎になる暗
黙知や知識の重要性が指摘され、理論学習の必要性がこ 中山正吉（教育学部教授）
体育科教育の歴史・社会的基礎
れまで以上に重視されています。本講習では、これまで運 平井章（教育学部教授）
動・スポーツが政治、経済、文化活動からどのように影響を
受け、また関わってきたのかについて主に歴史・社会的観
点から論じるとともに、文化としての運動・スポーツの意義に
ついて講義します。

島根大学

本講習では、小学校～高等学校における体育の授業や部
活動などで運動指導を行う教員にとって、理解しておきたい
現場で活用できる運動指導の基礎について運動心理学や 伊藤豊彦（教育学部教授）
体育系部活動：運動指導の基礎
運動生理学の観点から講義を行う。あわせて現在少子化か 原丈貴（教育学部准教授）
ら縮小化が進んでいる部活動について、部活動の意義や部
活動の問題点についても取り上げる。

島根大学

本講習では、小学校～高等学校における体育の授業や部
活動などで運動指導を行う教員にとって、理解しておきたい
現場で活用できる運動指導の基礎について運動心理学や 伊藤豊彦（教育学部教授）
体育系部活動：運動指導の基礎
運動生理学の観点から講義を行う。あわせて現在少子化か 原丈貴（教育学部准教授）
ら縮小化が進んでいる部活動について、部活動の意義や部
活動の問題点についても取り上げる。

島根大学

本講習では、小学校～高等学校における体育の授業や部
活動などで運動指導を行う教員にとって、理解しておきたい
現場で活用できる運動指導の基礎について運動心理学や 伊藤豊彦（教育学部教授）
体育系部活動：運動指導の基礎
運動生理学の観点から講義を行う。あわせて現在少子化か 原丈貴（教育学部准教授）
ら縮小化が進んでいる部活動について、部活動の意義や部
活動の問題点についても取り上げる。

島根県隠岐郡
隠岐の島町

島根大学

小学校体育科における表現運動及び中学校・高等学校保
健体育科におけるダンスの教材と指導法について、実技の
実習を通して実際に教材を体験しながら理解を深めていく。
表現運動・ダンスの教材と指導法
廣兼志保（教育学部教授）
運動の特性を生かした導入から展開に至る授業の組み立
て方や、表現運動・ダンスにおける技能の評価の観点など
についても学ぶ。

島根大学

この講習では、幼稚園教諭を対象とし、我が国の幼児教育
カリキュラムの特色と幼稚園における保育実践を充実させ
るための教育方法上の工夫について講義する。講義内容と
幼児教育カリキュラムの特色と教
しては、日本の幼児教育カリキュラムの歴史と特徴につい 小山優子（島根県立大学短期大学部准教授）
育方法の展開
ての考察、子どもの生活と遊びを基本とする保育の考え
方、遊びのコミュニケーション的理解の方法、様々な保育教
材の具体的な活用方法などを予定している。

島根大学

島根大学

島根大学

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～高等学
校 体育科教諭
向け

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年6月5日

平261006354951号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

教諭

小学校～高等学
校 体育科教諭
及び部活動の指
導を行う教諭向
け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年7月21日

平261006354952号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

教諭

小学校～高等学
校 体育科教諭
及び部活動の指
導を行う教諭向
け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年7月17日

平261006354953号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年9月14日

教諭

小学校～高等学
校 体育科教諭
及び部活動の指
導を行う教諭向
け

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年8月14日

平261006354954号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根県松江市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小学校～高等学
校 体育科・保健
体育科教諭向け

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年7月12日

平261006354955号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根県松江市

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

平成26年4月20日～
平成26年7月21日

平261006354956号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

子どもと生き物のかかわり

幼児期において、生き物との直接的な関わりをもつことの重
要性は古くから認識されてきた。幼稚園教育要領の領域
「環境」の内容には、「身近な動植物に親しみをもって接し、
生命の尊さに気付き、いたわったり、大切にしたりする。」と
示されている。しかし、今日では幼児たちの周りから自然が 舟木賢治（教育学部教授）
なくなり、日常生活の中で生き物と触れ合うことが少なくなっ
てきた。本講義では、幼児における動物飼育や植物栽培経
験の効果について解説し、さらに、保育現場における具体
的な取組みについて講義する。

島根県松江市

6時間 平成26年8月23日

教諭

幼稚園 教諭向
け

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年7月23日

平261006354957号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

子どもの文化化・社会化と遊び

遊びは、幼年期の子どもの育ちに不可欠のものである。本
講習では、子どもの文化化・社会化という視点から、まず近
年の子どもを取り巻く生活環境の変化、とりわけ子どもの遊
び環境の変化が子どもの成長にどのような影響を生じさせ
てきているのかについて昨今の諸調査データなどから知
西田忠男（教育学部准教授）
る。次に、「遊び能力」という概念を手がかりに遊びのもつ発
達的意義について考察し、望ましい生活態度の形成（行動
規範の獲得）につながっていくような遊び環境について考え
る。

島根県松江市

6時間 平成26年7月23日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年6月23日

平261006354958号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

子どもの文化化・社会化と遊び

遊びは、幼年期の子どもの育ちに不可欠のものである。本
講習では、子どもの文化化・社会化という視点から、まず近
年の子どもを取り巻く生活環境の変化、とりわけ子どもの遊
び環境の変化が子どもの成長にどのような影響を生じさせ
てきているのかについて昨今の諸調査データなどから知
西田忠男（教育学部准教授）
る。次に、「遊び能力」という概念を手がかりに遊びのもつ発
達的意義について考察し、望ましい生活態度の形成（行動
規範の獲得）につながっていくような遊び環境について考え
る。

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,000円

平成26年4月20日～
50人
平成26年8月20日

平261006354959号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根県松江市

島根県松江市

島根県浜田市

島根県浜田市

6時間 平成26年7月5日

6時間 平成26年8月21日

6時間 平成26年8月17日

6時間 平成26年9月20日
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平成２６年度（第３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

遊びは、幼年期の子どもの育ちに不可欠のものである。本
講習では、子どもの文化化・社会化という視点から、まず近
年の子どもを取り巻く生活環境の変化、とりわけ子どもの遊
び環境の変化が子どもの成長にどのような影響を生じさせ
てきているのかについて昨今の諸調査データなどから知
西田忠男（教育学部准教授）
る。次に、「遊び能力」という概念を手がかりに遊びのもつ発
達的意義について考察し、望ましい生活態度の形成（行動
規範の獲得）につながっていくような遊び環境について考え
る。

島根県隠岐郡
隠岐の島町

島根大学

子どもの文化化・社会化と遊び

島根大学

教育相談や生徒指導をする際に、相手の立場に立って積極
的に相手の話を傾聴することが重要であると言われるが、
一方でその実践は難しいとの認識があるのも確かである。
自身の持ち味を活かした話の聴 本演習では自分自身の話の聴き方の特徴を検討する過程
足立智昭（教育学部准教授）
き方：解決志向アプローチの基礎 で、自分自身に既に備わっている傾聴能力（自身の持ち味）
の確かさを再認識し、生徒児童の有する問題解決に必要な
リソースを発見していくためのカウンセリング・スキル（主に
解決志向アプローチ）を無理のないかたちで体験する。

島根大学

教育相談や生徒指導をする際に、相手の立場に立って積極
的に相手の話を傾聴することが重要であると言われるが、
一方でその実践は難しいとの認識があるのも確かである。
自身の持ち味を活かした話の聴 本演習では自分自身の話の聴き方の特徴を検討する過程
足立智昭（教育学部准教授）
き方：解決志向アプローチの基礎 で、自分自身に既に備わっている傾聴能力（自身の持ち味）
の確かさを再認識し、生徒児童の有する問題解決に必要な
リソースを発見していくためのカウンセリング・スキル（主に
解決志向アプローチ）を無理のないかたちで体験する。

島根大学

１．乳幼児からティーンエイジャーに至るまでの子どもたち
の心理社会的発達を学び、それぞれの段階の子どもたちを
どう理解し、どう対応すればよいか、臨床心理学や精神分
析学の視点を中心に学ぶ。
子どもの心理社会的発達の理解 ２．同時に、日常の様々な場面で、子どもたちの自律的な学
武田信子（武蔵大学人文学部教授）
と適切な対応
びを促進するにはどうしたらよいか、教室や学校コミュニティ
のあり方について考えたり、それらを実現するためのグルー
プワークに取り組んだりする。
３．様々な課題を抱えた生徒の事例の対応のポイントを検
討する。

島根大学

１．乳幼児からティーンエイジャーに至るまでの子どもたち
の心理社会的発達を学び、それぞれの段階の子どもたちを
どう理解し、どう対応すればよいか、臨床心理学や精神分
析学の視点を中心に学ぶ。
子どもの心理社会的発達の理解 ２．同時に、日常の様々な場面で、子どもたちの自律的な学
武田信子（武蔵大学人文学部教授）
と適切な対応
びを促進するにはどうしたらよいか、教室や学校コミュニティ
のあり方について考えたり、それらを実現するためのグルー
プワークに取り組んだりする。
３．様々な課題を抱えた生徒の事例の対応のポイントを検
討する。

児童・生徒の呈する精神医学的
問題の理解と対応について

現在の、特に児童・生徒の抱えている精神的問題（心身医
学的問題も含めて）について、子どものこころの発達課題を
ふまえて、精神科臨床の立場からその現状や問題点を提示
し、それらの問題への教員としての対応方法を検討します。 稲垣卓司（教育学部教授）
特に不登校、心身症、発達障害からくる問題行動などにつ
いて、医学的な立場からそれらの病態を整理、理解し、具体
例を提示して援助方法等を学ぶことを目的とします。

島根大学

児童・生徒の呈する精神医学的
問題の理解と対応について

現在の、特に児童・生徒の抱えている精神的問題（心身医
学的問題も含めて）について、子どものこころの発達課題を
ふまえて、精神科臨床の立場からその現状や問題点を提示
し、それらの問題への教員としての対応方法を検討します。 稲垣卓司（教育学部教授）
特に不登校、心身症、発達障害からくる問題行動などにつ
いて、医学的な立場からそれらの病態を整理、理解し、具体
例を提示して援助方法等を学ぶことを目的とします。

島根大学

教育相談の在り方も、時代や社会の変化あるいはその流れ
の中で暮らす家族の在り方に応じて変化する側面をもって
児童生徒の心理臨床的理解と保
肥後功一（理事（教育・学生担当副学長））
いる。本講習では、教育相談の基礎を踏まえつつも、現代
護者支援
岩宮恵子（教育学部教授）
の社会情勢や親子の抱える課題について考察しながら、学
校における教育相談の在り方について講義する。

島根大学

現代社会において子どもの健全な人格発達や精神衛生は
ますます重要な課題となりつつある。こうした面から生徒指
導を考えるとき、学校で顕在化した問題行動への対処も重
問題行動の心理臨床的理解とそ 要であるが、さらに“見えない問題”、“潜在化している心の 肥後功一（理事（教育・学生担当副学長））
の対応
課題”に目を向けた取り組みが求められている。本講習で 岩宮恵子（教育学部教授）
は問題行動の心理臨床的な理解や対応の基礎を学ぶとと
もに、家族関係や社会的支援も視野に入れた生徒指導の
在り方について考える。

島根大学

島根県松江市

島根県松江市

島根県松江市

島根県浜田市

島根県松江市

島根県浜田市

島根県松江市

島根県松江市

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

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年7月9日

平261006354960号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年7月31日

幼稚園～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年6月30日

平261006354961号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年8月5日

幼稚園～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年7月5日

平261006354962号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年7月30日

幼稚園～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

70人

平成26年4月20日～
平成26年6月30日

平261006354963号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年8月1日

幼稚園～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

70人

平成26年4月20日～
平成26年7月1日

平261006354964号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年8月3日

小学校～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

70人

平成26年4月20日～
平成26年7月3日

平261006354965号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年9月6日

小学校～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

70人

平成26年4月20日～
平成26年8月6日

平261006354966号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年8月18日

幼稚園～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

80人

平成26年4月20日～
平成26年7月18日

平261006354967号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年8月19日

幼稚園～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

80人

平成26年4月20日～
平成26年7月19日

平261006354968号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年8月9日
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教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

平成２６年度（第３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

島根大学

脳性麻痺や精神遅滞を含む発達に障害のある児童への支
援は以前から問題となっていたが、発達障害者支援法の制
定をきっかけに大きな注目を集めている。視覚の認知や動
発達に障害のある児童・生徒へ 作記憶、言語の音韻処理などさまざまな障害を持つ児童の
の支援－工学的立場からのアプ 支援は個人の特性に合わせる必要があり、その方法も多岐 縄手雅彦（総合理工学研究科教授）
ローチ－
に渡るため、教員の負担は大きい。この講義では情報機器
の活用を通して工学的にそれら障害児への支援を行う取り
組みについて、現在の日本の状況を概説するとともに、支
援機器やソフトウェアの操作体験実習を行う。

島根大学

脳性麻痺や精神遅滞を含む発達に障害のある児童への支
援は以前から問題となっていたが、発達障害者支援法の制
定をきっかけに大きな注目を集めている。視覚の認知や動
発達に障害のある児童・生徒へ 作記憶、言語の音韻処理などさまざまな障害を持つ児童の
の支援－工学的立場からのアプ 支援は個人の特性に合わせる必要があり、その方法も多岐 縄手雅彦（総合理工学研究科教授）
ローチ－
に渡るため、教員の負担は大きい。この講義では情報機器
の活用を通して工学的にそれら障害児への支援を行う取り
組みについて、現在の日本の状況を概説するとともに、支
援機器やソフトウェアの操作体験実習を行う。

発達障害児の診断と支援

平成１９年度から新たな特別支援教育体制がスタートした。
そこでは、LDやADHD、アスペルガー障害などの発達障害
児への支援が重要な課題となっている。本講義では、これら 小川巌（教育学部教授）
発達障害の診断的基礎や、特に知的発達や認知特性把握 稲垣卓司（教育学部教授）
のための検査法の基礎や検査結果を活用した指導事例に
ついて講義する。

発達障害児の診断と支援

平成１９年度から新たな特別支援教育体制がスタートした。
そこでは、LDやADHD、アスペルガー障害などの発達障害
児への支援が重要な課題となっている。本講義では、これら 小川巌（教育学部教授）
発達障害の診断的基礎や、特に知的発達や認知特性把握 稲垣卓司（教育学部教授）
のための検査法の基礎や検査結果を活用した指導事例に
ついて講義する。

「支援」に関する理論と実際

平成１９年度から新たな特別支援教育体制がスタートした。
この教育体制においては従来の特殊教育と比べ、教育の
場や対象障害種などにおける多様化がみられる。このよう
原広治（教育学部教授）
な現状において、特別支援教育における「支援」の意味・意
樋口和彦（教育学部准教授）
義を確認しておく必要がある。本講義においては、教育学、
認知・発達心理学などの専門的視点から「支援」の概念的
基礎とその実際例について講義する。

島根大学

「支援」に関する理論と実際

平成１９年度から新たな特別支援教育体制がスタートした。
この教育体制においては従来の特殊教育と比べ、教育の
場や対象障害種などにおける多様化がみられる。このよう
原広治（教育学部教授）
な現状において、特別支援教育における「支援」の意味・意
樋口和彦（教育学部准教授）
義を確認しておく必要がある。本講義においては、教育学、
認知・発達心理学などの専門的視点から「支援」の概念的
基礎とその実際例について講義する。

島根大学

学習指導要領の自立活動の内容は大綱的で、教師自身が
障害の状態や発達段階等に即して指導内容を工夫すること
が求められています。そのため、発達段階の理解は重要な
言語・コミュニケーション発達の理
課題です。本講義では、特別支援教育に活用できる健常児
論に基づいた障害がある子ども
樋口和彦（教育学部准教授）
の発達の変容過程について、言語・コミュニケーション発達
の指導の実際
を中心に理解を深めます。次に、種々の障害の状態を発達
的視点から分析し、実際の子どもの指導への発達理論の活
用方法を具体的にお話します。

島根大学

学習指導要領の自立活動の内容は大綱的で、教師自身が
障害の状態や発達段階等に即して指導内容を工夫すること
が求められています。そのため、発達段階の理解は重要な
言語・コミュニケーション発達の理
課題です。本講義では、特別支援教育に活用できる健常児
論に基づいた障害がある子ども
樋口和彦（教育学部准教授）
の発達の変容過程について、言語・コミュニケーション発達
の指導の実際
を中心に理解を深めます。次に、種々の障害の状態を発達
的視点から分析し、実際の子どもの指導への発達理論の活
用方法を具体的にお話します。

島根大学

特別支援教育の推進により、通常の学級での指導・支援が
工夫されている今日にあって、特別の指導の場である特別
支援学級や通級指導教室での教育についても、その充実し
た実践は以前と同様に求められている。そこで、本講習に
特別支援学級等で学ぶ児童生徒
おいては、特別の場での指導・支援に携わる担当教員を対 原広治（教育学部教授）
への指導・支援
象に、児童生徒や保護者に向き合い、支える教育につい
て、教育課程や特別支援教育コーディネートにもふれながら
概括するとともに、受講者の日頃の実践をもとにそこで生じ
る課題について協議を深め、その解決を図る。

島根大学

島根大学

島根大学

講習の開催地

島根県松江市

島根県松江市

島根県松江市

島根県浜田市

島根県松江市

島根県浜田市

島根県松江市

島根県浜田市

島根県松江市

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

6時間 平成26年8月30日

幼稚園～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年7月30日

平261006354969号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年9月20日

幼稚園～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年8月20日

平261006354970号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年8月5日

幼稚園～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年7月5日

平261006354971号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年8月17日

幼稚園～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年7月17日

平261006354972号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年7月29日

幼稚園～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年6月29日

平261006354973号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年6月22日

幼稚園～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年5月22日

平261006354974号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年8月1日

幼稚園～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

70人

平成26年4月20日～
平成26年7月1日

平261006354975号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年6月21日

幼稚園～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

70人

平成26年4月20日～
平成26年5月21日

平261006354976号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

小学校・中学校
の特別支援学級
担任・通級指導
教室担当

6,000円

18人

平成26年4月20日～
平成26年6月6日

平261006354977号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

6時間 平成26年7月6日
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教諭

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平成２６年度（第３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

島根大学

特別支援教育の推進により、通常の学級での指導・支援が
工夫されている今日にあって、特別の指導の場である特別
支援学級や通級指導教室での教育についても、その充実し
た実践は以前と同様に求められている。そこで、本講習に
特別支援学級等で学ぶ児童生徒
おいては、特別の場での指導・支援に携わる担当教員を対 原広治（教育学部教授）
への指導・支援
象に、児童生徒や保護者に向き合い、支える教育につい
て、教育課程や特別支援教育コーディネートにもふれながら
概括するとともに、受講者の日頃の実践をもとにそこで生じ
る課題について協議を深め、その解決を図る。

島根県浜田市

6時間 平成26年8月3日

島根大学

気になる幼児への指導・支援

幼稚園等における特別支援教育の充実のため、子ども理
解、園内支援体制の構築、園内外の人や機関をつなげる連
携等を柱にして展開する指導・支援の在り方について確認
するとともに、それらを踏まえた保育実践について検討す
原広治（教育学部教授）
る。本講習においては、幼児やその保護者に向き合い、支
える保育について講義・演習をするほか、受講者の日頃の
実践をもとに協議を深め、以て保育の質的向上に資する。

島根県松江市

6時間 平成26年7月5日

島根大学

気になる幼児への指導・支援

幼稚園等における特別支援教育の充実のため、子ども理
解、園内支援体制の構築、園内外の人や機関をつなげる連
携等を柱にして展開する指導・支援の在り方について確認
するとともに、それらを踏まえた保育実践について検討す
原広治（教育学部教授）
る。本講習においては、幼児やその保護者に向き合い、支
える保育について講義・演習をするほか、受講者の日頃の
実践をもとに協議を深め、以て保育の質的向上に資する。

島根県江津市

6時間

島根大学

幼稚園や小・中学校における特別支援教育の充実のため、
子ども理解、園・校内支援体制の構築、園・校内外の人や
機関をつなげる連携等を柱にして展開する指導・支援の在
り方について確認するとともに、特別の指導の場である特
気になる幼児や特別支援学級等
別支援学級や通級指導教室での教育についても検討する。 原広治（教育学部教授）
で学ぶ児童生徒への指導・支援
本講習においては、幼児や小・中学生及びその保護者に向
き合い、支える保育・教育について講義・演習をするほか、
受講者の日頃の実践をもとに協議を深め、以て保育・教育
の質的向上に資する。
児童生徒の生活環境の中で、運動不足からくる柔軟性の欠
如、姿勢不良や身のこなし方のおかしさなどが言われてい
る。一方、低学年よりの運動クラブ、部活動での運動過多に
よるスポーツ障害の多発と言うように両極に分かれている。
その中で発生する疾患（外傷、障害、病気）の状況と課題に
ついて解説する。
次に、児童生徒が自分のからだを運動や競技を通してどの
ように付き合ってゆくか、障害等を予防する方法など演習等
を体験しながら学習してゆく。

内尾祐司（医学部教授）
馬庭壯吉（医学部附属病院准教授）
木原勇夫（医学部准教授）
栗谷とし子（医学部准教授）

平成26年7月21日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭

小学校・中学校
の特別支援学級
担任・通級指導
教室担当

6,000円

18人

平成26年4月20日～
平成26年7月3日

平261006354978号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

18人

平成26年4月20日～
平成26年6月5日

平261006354979号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

教諭

幼稚園教諭向け

6,000円

18人

平成26年4月20日～
平成26年6月21日

平261006354980号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

教諭

幼稚園教諭、小
学校・中学校の
特別支援学級担
任・通級指導教
室担当

6,000円

18人

平成26年4月20日～
平成26年8月13日

平261006354981号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根県隠岐郡
隠岐の島町

6時間 平成26年9月13日

島根県出雲市

6時間 平成26年8月1日

養護教諭 養護教諭向け

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年7月1日

平261006354982号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

発育期にある児童・生徒の外傷
予防と救急処置

島根大学

養護教諭自身が“いきいき” と活動するためには、脳の思
考特性を理解し、組織やチームの課題を解決しながら健康
づくりを進めていくことが重要です。この講座では、データと
養護教諭の特性を活かした健康
情報の関係からヘルス・ニーズの把握について理解し、ポ 吾郷美奈恵（島根県立大学看護学部教授）
づくり
ピュレーションアプローチとハイリスクアプローチについて考
察します。また、養護教諭が“いきいき”と活動するためには
どうすれば良いのか、グループワークにより導き出します。

島根県江津市

6時間 平成26年8月21日

養護教諭 養護教諭向け

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年7月21日

平261006354983号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

行動変容を促すための健康相
談・保健指導

養護教諭が日々行っている健康相談・保健指導は、個々の
健康課題解決のために行われている重要な業務です。
この講習では、ライフサイクルにそった健康課題を理解し、
小田美紀子（島根県立大学看護学部講師）
課題解決に向けて行動変容を促すための健康相談・保健
指導についての理解を深めます。また、行動変容を促すた
めのスキルについて学び、演習をとおして身につけます。

島根県江津市

6時間 平成26年8月22日

養護教諭 養護教諭向け

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年7月22日

平261006354984号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

本講座は、宇宙教育の理念を学び、授業での実践に向けた
具体的な方法について紹介するものである。宇宙の視座を
取り入れた教育実践により、グローバルな問いに対する子
どもの好奇心や探究心を啓発し、教科の枠を超えた知識の
宇宙を素材・舞台とした公教育の
活用をうながす学習活動をうながす教育実践について学
百合田真樹人（教育学部准教授）
実践
ぶ。さらに、公教育の目的を具体化する手段としての宇宙教
育の実践を支援するJAXA宇宙教育センターの支援体制
と、実際の活用事例について学び、自らの教育実践での活
用の在り方や可能性を検討する。

島根県松江市

6時間 平成26年11月8日

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年10月8日

平261006354985号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/
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教諭

小学校～高等学
校 教諭向け

平成２６年度（第３回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

本講座は、宇宙教育の理念を学び、授業での実践に向けた
具体的な方法について紹介するものである。宇宙の視座を
取り入れた教育実践により、グローバルな問いに対する子
どもの好奇心や探究心を啓発し、教科の枠を超えた知識の
宇宙を素材・舞台とした公教育の
活用をうながす学習活動をうながす教育実践について学
百合田真樹人（教育学部准教授）
実践
ぶ。さらに、公教育の目的を具体化する手段としての宇宙教
育の実践を支援するJAXA宇宙教育センターの支援体制
と、実際の活用事例について学び、自らの教育実践での活
用の在り方や可能性を検討する。

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

島根県益田市

6時間 平成26年6月8日

教諭

小学校～高等学
校 教諭向け

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年5月15日

平261006354986号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

教育評価の新たな地平

「観点別学習状況の評価」と「目標に準拠した評価」が十分
に定着していない状況がこれまで見られたが、児童・生徒の
思考力、判断力、表現力を育むことを重視する学習指導要
領の改訂に伴って、パフォーマンス評価など新たな評価方
法が着目されるようになってきた。
深見俊崇（教育学部准教授）
本講習では、様々な評価方法について確認した上で、パ
フォーマンス評価におけるルーブリック作成とポートフォリオ
評価の意義を確認する。さらには、評価活動を基盤とした教
師の協働的な営みやカリキュラムマネジメントについての理
解も深めることを目的としている。

島根県松江市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校～高等学
校 教諭向け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年7月4日

平261006354988号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

教育評価の新たな地平

「観点別学習状況の評価」と「目標に準拠した評価」が十分
に定着していない状況がこれまで見られたが、児童・生徒の
思考力、判断力、表現力を育むことを重視する学習指導要
領の改訂に伴って、パフォーマンス評価など新たな評価方
法が着目されるようになってきた。
深見俊崇（教育学部准教授）
本講習では、様々な評価方法について確認した上で、パ
フォーマンス評価におけるルーブリック作成とポートフォリオ
評価の意義を確認する。さらには、評価活動を基盤とした教
師の協働的な営みやカリキュラムマネジメントについての理
解も深めることを目的としている。

島根県松江市

6時間 平成26年12月13日

教諭

小学校～高等学
校 教諭向け

6,000円

35人

平成26年4月20日～
平成26年11月13日

平261006354989号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

「地域の教育力を生かして」「学校と地域の連携」というセン
テンスは昨今当たり前のように教育現場で使われている。
同時に「学校支援ボランティア」という言葉も広く使用される
ようになった。この講座では、地域の教育力や学校支援ボラ
地域の教育力は学校にとって有
ンティアについて①地域の教育力・学校と地域の連携という 川上洋子（松江市立朝酌小学校長）
用か？！
考え方②「地域人材の活用」という視点のもたらすもの③学
校と地域の連携④学校支援ボランティアのコーディネーショ
ンという４点を中心に具体的事例等を参考にしながら考えて
いきたい。

6時間 平成26年11月1日

小学校・中学校・
教諭
特別支援学校
養護教諭 教諭・養護教諭
向け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年10月1日

平261006354990号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

「地域の教育力を生かして」「学校と地域の連携」というセン
テンスは昨今当たり前のように教育現場で使われている。
同時に「学校支援ボランティア」という言葉も広く使用される
ようになった。この講座では、地域の教育力や学校支援ボラ
地域の教育力は学校にとって有
ンティアについて①地域の教育力・学校と地域の連携という 川上洋子（松江市立朝酌小学校長）
用か？！
考え方②「地域人材の活用」という視点のもたらすもの③学
校と地域の連携④学校支援ボランティアのコーディネーショ
ンという４点を中心に具体的事例等を参考にしながら考えて
いきたい。

6時間 平成26年8月2日

小学校・中学校・
教諭
特別支援学校
養護教諭 教諭・養護教諭
向け

6,000円

平成26年4月20日～
50人
平成26年7月2日

平261006354991号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

幼稚園～中学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年6月29日

平261006354992号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

島根大学

島根県出雲市

島根県浜田市

食育の現在

今日、子どもの「生きる力」の低下が懸念され、社会の変化
に対応した新たな生活実践能力の育成が求められている。
その中で、本講習では食育に焦点をあて、生活実践に関す 鶴永陽子（教育学部准教授）
る基礎的な能力を養い、よりよい社会の構築に関わる能力 井上富美子（教育学部附属中学校主幹教諭）
を子どもに育む授業を目指し、学習指導要領の改訂をふま 松本真理（教育学部附属小学校副校長）
えながら、食育に関する専門的知識や教育開発に関する最
新の情報に基づいて講義する。

島根県松江市

6時間 平成26年7月29日

島根大学

学校におけるNIEと情報リテラ
シー

本講習では、NIE（Newspaper In Education）について、その
基本的あり方と授業への活用方法の趣旨と実際にふれ、情
報リテラシーについての理解を深めることをねらいとする。
具体的には、「新聞を教育に生かす」ということの意義や意
味について十分な理解を得る。さらに、それをふまえて小学
校、中学校、高等学校それぞれの学校段階に応じたNIEの
実践例を紹介し、情報と向き合う子どもたちが情報を読み解
いていく手だてについて探っていく。

島根県松江市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小学校～高等学
校・特別支援学
校 教諭向け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年7月18日

平261006354993号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

中学校・高等学校の古典文学教材としての『竹取物語』を主
な対象とする。講義は次のように展開する。まず、現行教科
書における古典文学教材の実態を概観し、『竹取物語』の
中等国語科における日本古典文
学習材としての特色を明らかにする。次に、『竹取物語』の 福田景道（教育学部教授）
学
新解釈や文学性を紹介し、それに基づいて斬新な教材開発
の可能性を探究する。また、並行して、「古典（古文）はなぜ
学ぶのか」という点について考える。

島根県松江市

6時間 平成26年8月2日

教諭

中学校・高等学
校 国語科教諭
向け

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年7月2日

平261006354994号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

福間敏之（隠岐教育事務所（海士町教育委員
会）派遣指導主事）
松浦和之（出雲市立久多美小学校教頭）
野津孝明（島根県立横田高等学校教諭）
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平成２６年度（第３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

島根大学

講習の名称

授業に生かすロボット工学の最
前線

講習の概要

担当講師

小中高校生の理科離れが指摘されて久しいが、技術立国を
標榜している日本にとって、このことはゆゆしい事態と憂慮
すべきである。こうした若者の理科離れを食い止めるための
手掛りとして、教諭自らが現在の機械・電気・電子分野での
谷口隆雄（総合理工学研究科教授）
技術の最先端を知ることにより、科学技術への理解を深め
ることが望まれる。この講義では、若者に人気のあるロボッ
トに関する知識を主体として論ずることにより、科学技術の
一端に親しむことを目的としている。

講習の開催地

島根県松江市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年7月28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～高等学
校 教諭向け

6,000円

40人

平成26年4月20日～
平成26年6月28日

平261006354995号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

幼稚園～高等学
校・特別支援学
校 教諭
教諭
及び部活動で剣
養護教諭
道を担当する（見
込みの）養護教
諭向け

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年6月29日

平261006354996号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

教諭

効果的な剣道授業の展開

剣道授業について、特に剣道具が整備されていない場合に
おける進め方及び部活動における初心者指導について、実 境英俊（教育学部教授）
技を中心に進めていく。

島根県松江市

6時間 平成26年7月29日

「法教育」とは－何をどう教える
か

今回の学習指導要領改訂により、小中高の社会・公民科目
や特別活動において法教育の指導が求められている。
この講習では法やルールの背景にある理念や目的等を理
解させ、「法的な見方・考え方」を身につけさせ、法システム
に参画することを通じて、自律的・主体的行動力、問題解決
岸田和俊（島根県弁護士会弁護士）
力を身につけさせることを目指す。新しい分野である法教育
の体像を理解してもらうとともに、先進的な実践例を参考に
参加者にロールプレイを行ってもらう。また2009年から始
まった裁判員制度を子どもたちにどう教えるかを双方向・多
方向で議論する。

島根県松江市

6時間 平成26年7月5日

教諭

小学校～高等学
校 教諭向け

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年6月5日

平261006354997号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

「法教育」とは－何をどう教える
か

今回の学習指導要領改訂により、小中高の社会・公民科目
や特別活動において法教育の指導が求められている。
この講習では法やルールの背景にある理念や目的等を理
解させ、「法的な見方・考え方」を身につけさせ、法システム
に参画することを通じて、自律的・主体的行動力、問題解決
岸田和俊（島根県弁護士会弁護士）
力を身につけさせることを目指す。新しい分野である法教育
の体像を理解してもらうとともに、先進的な実践例を参考に
参加者にロールプレイを行ってもらう。また2009年から始
まった裁判員制度を子どもたちにどう教えるかを双方向・多
方向で議論する。

島根県出雲市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校～高等学
校 教諭向け

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年6月12日

平261006354998号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

「法教育」とは－何をどう教える
か

今回の学習指導要領改訂により、小中高の社会・公民科目
や特別活動において法教育の指導が求められている。
この講習では法やルールの背景にある理念や目的等を理
解させ、「法的な見方・考え方」を身につけさせ、法システム
に参画することを通じて、自律的・主体的行動力、問題解決
岸田和俊（島根県弁護士会弁護士）
力を身につけさせることを目指す。新しい分野である法教育
の体像を理解してもらうとともに、先進的な実践例を参考に
参加者にロールプレイを行ってもらう。また2009年から始
まった裁判員制度を子どもたちにどう教えるかを双方向・多
方向で議論する。

島根県浜田市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校～高等学
校 教諭向け

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年6月26日

平261006354999号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

教職員（養護教諭を含む）が、子どもたちに「生きる力」、
「キャリア教育」の前提となる「責任ある市民意識」、「社会的
自立」を育む観点から、総合的な学習の時間などにおいて
ワークショップ：「経済リテラシー」
中許善弘（公益社団法人ジュニア・アチーブメン
実践できる「社会の仕組みや経済の動き」及び「それらと自
島根県松江市
の教材を作る
ト日本専務理事）
分自身との関わり」という考え方を、会社経営シミュレーショ
ンを使い、それに自ら参加し体験的実技演習を行うことで習
得する。

6時間 平成26年8月1日

幼稚園～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

40人

平成26年4月20日～
平成26年7月1日

平261006355000号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

教職員（養護教諭を含む）が、子どもたちに「生きる力」、
「キャリア教育」の前提となる「責任ある市民意識」、「社会的
自立」を育む観点から、総合的な学習の時間などにおいて
ワークショップ：「経済リテラシー」
中許善弘（公益社団法人ジュニア・アチーブメン
実践できる「社会の仕組みや経済の動き」及び「それらと自
島根県浜田市
の教材を作る
ト日本専務理事）
分自身との関わり」という考え方を、会社経営シミュレーショ
ンを使い、それに自ら参加し体験的実技演習を行うことで習
得する。

6時間 平成26年8月3日

幼稚園～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

40人

平成26年4月20日～
平成26年7月3日

平261006355001号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

教育の情報化にあたり、ICTの活用方法について把握を目
的とする。これからの自分の授業の中で生かしていけるよう
に、活用例や教材作成を行いながら、今後のICT活用につ
教育の情報化－ICTの授業活用 いて考える。
森本大資（教育学部特任講師）
（初級編）－
【対象】授業にICTを活用したくても、どこから手を付けてい
いのかわからないという方。パソコンは主に、メールとイン
ターネットにのみ使っている方。ワード、エクセルはあまり使
わない方。

6時間 平成26年9月13日

幼稚園～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年8月13日

平261006355002号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

教育の情報化にあたり、ICTの活用方法について把握を目
的とする。これからの自分の授業の中で生かしていけるよう
に、活用例や教材作成を行いながら、今後のICT活用につ
教育の情報化－ICTの授業活用 いて考える。
森本大資（教育学部特任講師）
（初級編）－
【対象】授業にICTを活用したくても、どこから手を付けてい
いのかわからないという方。パソコンは主に、メールとイン
ターネットにのみ使っている方。ワード、エクセルはあまり使
わない方。

6時間 平成26年9月14日

幼稚園～高等学
教諭
校・特別支援学
養護教諭 校 教諭・養護教
諭向け

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年8月14日

平261006355003号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

島根大学

島根大学

島根県松江市

島根県松江市
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平成２６年度（第３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

異校種体験ワークショップ

学校種を越えて連携･一貫した教育指導体制を構築していく
上で、異校種理解および異校種間の連携・一貫は地域をあ
げて取り組むべき重要な教育課題の一つである。本講習で
は、島根県教育委員会が実施する「教職経験11年目研修」
の中の異校種体験活動を活用して異校種の教育活動への 権藤誠剛（教育学部教授）
理解を深め、児童生徒への望ましい指導のあり方について
考える。また、研修体験を通して、異校種の連携・一貫の充
実を図るための諸課題を明確化するとともに、課題解決に
ついての取り組みについて討議検討する。

島根県松江市

12時間

平成26年6月21日、
平成26年12月13日

島根県教育委員
教諭
会実施の11年目
養護教諭
研修該当者

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年5月21日

平261006355004号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

島根大学

異校種体験ワークショップ

学校種を越えて連携･一貫した教育指導体制を構築していく
上で、異校種理解および異校種間の連携・一貫は地域をあ
げて取り組むべき重要な教育課題の一つである。本講習で
は、島根県教育委員会が実施する「教職経験11年目研修」
の中の異校種体験活動を活用して異校種の教育活動への 権藤誠剛（教育学部教授）
理解を深め、児童生徒への望ましい指導のあり方について
考える。また、研修体験を通して、異校種の連携・一貫の充
実を図るための諸課題を明確化するとともに、課題解決に
ついての取り組みについて討議検討する。

島根県浜田市

12時間

平成26年6月22日、
平成26年12月14日

島根県教育委員
教諭
会実施の11年目
養護教諭
研修該当者

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年5月22日

平261006355005号

0852-32-6495

http://crte.shimane
-u.ac.jp/crtekoushin/

岡山大学

英国の歴史、並びに英語の成り立ちとその発達を、英語教
英語教育の視点から捉える英語 育の視点から捉えていきます。また、社会的要因によって異 脇本 恭子（大学院教育学研究科教授、教育学
岡山県岡山市
の歴史（2014年度講習）
なる英語の変種についても（必要に応じて）考察していきま 部教授）
す。

岡山大学

日本社会の変動（2014年度講
習）

本講習では、高度経済成長期（1955-73年）に確立した日本
の社会構造が、バブル経済が崩壊した1990年以降どのよう
野邊 政雄（大学院教育学研究科教授、教育学
に変化したかを講義します。主に、家族、地域社会（都市や
岡山県岡山市
部教授）
農村）、雇用、教育の変化を扱います。そして、こうした社会
変動を社会学者はどのように捉えているかを話します。

グラフ・アルゴリズム・プログラミ
ング，経済の国際化の現状と基
礎知識
（ビジネス情報処理・ビジネス経
済）

〇自然科学，生命科学，社会科学の様々な問題がグラフの
問題として定式化され，研究されてきている。本講習では，
オイラー以来数学の一分科として発展してきたグラフ理論の
基礎を学び，コンピュータによる問題の解法を試みる。
西中 恒和（経営学部教授）
〇経済のグローバル化と貿易・資本移動の自由化が進んで 山下 賢二（経済学部講師）
いる。この変化を把握し，生徒に説明するには，適切な実証
データの収集・解読と経済学の理論の知識の両方が欠かせ
ない。本講義ではこの両者について講義する。

島根大学

岡山商科大学

6時間 平成26年6月1日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
英語教諭

6,000円

40人

平26平成26年4月21日～平
10064成26年5月18日
55909号

086-251-7588

http://www.okayamau.ac.jp/user/ed/Edu
.html

6時間 平成26年6月14日

教諭

小学校教諭、中
学校社会科教諭

6,000円

50人

平26平成26年4月28日～平
10064成26年5月25日
55910号

086-251-7588

http://www.okayamau.ac.jp/user/ed/Edu
.html

6,000円

平成26年4月16日～
30人
平成26年6月30日

平263051553565号

086-256-6653

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

岡山県岡山市

6時間 平成26年8月7日

教諭

高等学校商業科
教諭

岡山県岡山市

6時間 平成26年8月8日

教諭

高等学校商業科
教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平263051553566号

086-256-6653

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

〇我が国における会計基準の中でもその導入に会計実務
からの要求が大きかったといわれている税効果会計に焦点
を当ててその導入の意義を検討する。また，近年の金融機
関における繰延税金資産の現状も合わせて講義する。

岡山商科大学

我が国会計制度の展開と最新動
内田 浩徳（経営学部准教授）
向，商品開発の基本的な考え方
〇マーケティングとの関連で商品開発は極めて重要であ
三ツ井 光晴（経営学部教授）
（簿記会計・商品開発）
る。現実には，商品と製品の区別が不明確で，企業の規模
によって開発への取り組みも異なってくる。講習では，21世
紀の環境重視社会における商品開発の基本的な考え方に
ついて解説する。

岡山理科大学

○「現代の宇宙像」をソフトウェアMitakaを用いて概観する。
○昆虫の世界の話と，標本作成方法について解説する。
○放射線の種類や特徴，人体への影響等について解説す
る。
○突然変異とは何かを学び，実際にアルデヒド脱水素酵素
教師のための理科教育最新事情 遺伝子の変異の有無を検出してみる。
○骨格標本（模型も含む）に実際にふれ，骨格から情報を
読み取る体験を行う。
○今後の理科教育を進める上での要点を解説し，持続可能
な開発のための教育（ＥＳＤ）を推進するための枠組みや実
践例を紹介する。

岡山理科大学

○PISAの調査で取り上げられた代表的な問題を検討する。
○簡単な法則で成り立つ数学について講義する。
○関数のグラフの問題にフラクタル次元を求めることで取り
組む。
○FreeMatを用いて，科学計算の計算機実習を行う。
○デタラメについて，計算機などを用いた実習を通して学
ぶ。
○地球という球面上の図形について考察し演習する。
○統計的手法を理解するために必要な基礎知識を考察す
る。
○フリーソフトGeoGebraを用いて中学・高校の数学を考察
する。
○「数学教育の目的」を考察する。

教師のための数学

福田
中村
豊田
滝澤
名取
岡本

尚也（生物地球学部 准教授）
圭司（生物地球学部 准教授）
新（理学部 教授）
昇（工学部 教授）
真人（理学部 教授）
弥彦（理学部 教授）

山崎
河野
田中
榊原
高嶋
橋爪
中村
森
洲脇

正之（理学部 教授）
敏行（総合情報学部 准教授）
敏（理学部 准教授）
道夫(総合情報学部 教授）
恵三（理学部 教授）
道彦（理学部 教授）
忠（総合情報学部 教授）
義之（理学部 講師）
史朗（理学部 教授）

岡山県岡山市

18時間

平成26年7月29日～
平成26年7月31日

教諭

中学校・高等学
校の理科担当教
諭向け

21,000円

40人

平成26年5月8日～
平成26年6月6日

平263051653263号

086-256-9703

http://www.ous.ac.j
p/kyousyoku/2002/ko
ush.htm

岡山県岡山市

18時間

平成26年 7月29日～
平成26年 7月31日

教諭

中学校・高等学
校の数学担当教
諭向け

21,000円

40人

平成26年5月8日～
平成26年6月6日

平263051653264号

086-256-9703

http://www.ous.ac.j
p/kyousyoku/2002/ko
ush.htm
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

岡山理科大学

○医療機器の種類とその概要について解説する。
○集積回路の概要解説とデジタル集積回路の設計実習を
行う。
○ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽと省エネ家電・電気自動車への応用を解
説。
○建築材料についての実験実習を行う。
教師のための先端科学技術体験
○ロボット技術の現状と車輪型ロボットの構成等を解説す
る。
○レスキューロボットの現状と課題を解説する。
○介護・福祉ロボットの現状と課題を解説する。
○電子顕微鏡・レーザーの構造と原理の解説および不確定
原理・金ナノ粒子等の観察を行う。

吉備国際大学

本講習の目的は、不登校および発達障害についての最新
知見をもとにして児童生徒にいかに関わるかについて具体
的指針と手法を習得することにある。前半の3時間は、不登
不登校と発達障害の理解と具体
津川 秀夫（心理学部 准教授)
校の現状の理解とともに、未然防止や再登校援助の具体的
的対策
藤原 直子（心理学部 講師）
な進め方について取り上げる。後半の3時間は、発達障害
についての基本的な知識と具体的な対応法に関して、事例
を通して理解を深める。

木原 朝彦(工学部 教授）
小畑 正貴（工学部 教授）
尾崎 亮（工学部 講師）
笠 展幸（工学部 准教授）
小林正実（工学部 准教授）
クルモフ バレリー（工学部 教授）
衣笠 哲也（工学部 准教授）
藤本 真作（工学部 准教授）
松下 尚史（工学部 准教授）
竹崎 誠（工学部 教授）

講習の開催地

岡山県岡山市

時間数

講習の期間

平成26年 7月29日～
18時間
平成26年 7月31日

対象職種 主な受講対象者

教諭

受講料 受講人数

中学校の技術も
しくは高等学校の
21,000円
工業担当教諭向
け

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

20人

平成26年5月8日～
平成26年6月6日

平263051653265号

086-256-9703

http://www.ous.ac.j
p/kyousyoku/2002/ko
ush.htm

岡山県高梁市

6時間 平成26年7月30日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年 5月19日～
平成26年 6月30日

平263052053651号

0866-22-7779

http://kiui.jp

相談援助における人間関係

本講習の目的は、ソーシャルワーク実践の相談援助におい
て、対象者をいかに理解するか、またそうした実践がどのよ
うな方法で行われているかを理解することにある。特に学校
現場でこれらの知識や理解を応用できるようにすることに取 石田 敦（保健医療福祉学部 教授）
り組む。前半3時間は、講義形式で相談援助の意義につい 藤嶋 由（保健医療福祉学部 講師）
て理解を深め、後半3時間は、演習形式で前半の講義を踏
まえ、学校現場で生じている諸々の課題を整理し、その情
報の共有化を図る。

岡山県高梁市

6時間 平成26年7月31日

全教諭
教諭
養護教諭
養護教諭

6,000円

40人

平成26年 5月19日～
平成26年 6月30日

平263052053652号

0866-22-7779

http://kiui.jp

吉備国際大学

重要性を増す音楽の非言語コ
ミュニケーション効果

音楽は、喜びや悲しみの表現、そのような音楽を聴くことに
よって起こる共感覚、それを他人と共有することで生まれる
集団への帰属意識など、多くの機能を持つ。音楽人類学者
A.メリアムは、上記の感情表現や（非言語）コミュニケーショ
ンなど音楽の10の機能を提唱している。音楽の非言語コミュ 上田 豊（心理学部 教授）
ニケーション効果は、今日音楽療法で活用され精神の機能
回復等で成果を上げている。本講座では、合唱や合奏を通
して音楽の効果を体験し、音楽を活用したクラス作り身心の
悩みを持つ生徒への対応などに活かそうとするものです。

岡山県高梁市

6時間 平成26年8月1日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年 5月19日～
平成26年 6月30日

平263052053653号

0866-22-7779

http://kiui.jp

広島大学

１．豊かな表現を生む伴奏法では、簡単なハーモニー付け
について、その基礎と応用を学ぶ。２．声の出し方、日本語
の歌曲の歌い方では、中高の音楽科教科書で扱われる声 濵本 恵康（教育学研究科教授）
音楽科教員のための理論と実践
楽曲を中心に、発声法の基礎を再考し、歌唱法、歌唱指導 枝川 一也（教育学研究科教授）
Ⅰ［平成26年度］
法を学習する。３．現代音楽入門では、「現代音楽」の作曲 徳永 崇（教育学研究科准教授）
技法を数例ピックアップし、実習を交えながら解説する。さら
に、教育現場での応用法について考察する。

広島県東広島
市

6時間 平成26年6月21日

教諭

中・高「音楽」教
員（小学校音楽
主担当も可）

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554573号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

１．表情豊かな伴奏法では、教科書（小、中、高いづれも可）
より、各自が選択した１曲の歌唱曲弾き歌いのレッスンを行
い、表現豊かな伴奏法を会得する。２．声の出し方、外国語
草間 眞知子（教育学研究科准教授）
音楽科教員のための理論と実践 の歌曲の歌い方では、中高の音楽科教科書で扱われる声
枝川 一也（教育学研究科教授）
Ⅲ［平成26年度］
楽曲を中心に、発声法の基礎を再考し、歌唱法、歌唱指導
高旗 健次（教育学研究科准教授）
法を学習する。３．弦楽器の知識と実践では、ヴァイオリンを
中心として楽器の歴史や構造、ならびに奏法や楽曲につい
て、範奏を交えながら紹介する。

広島県東広島
市

6時間 平成26年7月5日

教諭

中・高「音楽」教
員（小学校音楽
主担当も可）

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554574号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

小学校の教育・研究（図画工作
科・体育科）に関する最新情報

木原 成一郎（教育学研究科教授）
大後戸 一樹（教育学研究科准教授）
中村 和世（教育学研究科准教授）
池田 吏志（教育学研究科講師）

広島県東広島
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20日～
平成26年5月30日

平261006554575号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

今後の学校体育のあり方について、次の3点から概説する。
①学校体育を取り巻く諸背景について、諸外国の例などに
これからの学校体育を考える：体 も触れつつ概説し、改訂学習指導要領にて求められる体育
齊藤 一彦（教育学研究科准教授）
育を取り巻く諸背景及び運動観 授業のあり方を解説する。②中・高等学校の体育の指導方
岩田 昌太郎（教育学研究科准教授）
察・分析方法について
法を分析し、児童・生徒の運動のつまずきを観察し分析する
視点から教材開発する過程を解説する。③実技研修を通し
て，上記の①と②に対する講義内容の理解を深める。

広島県東広島
市

6時間 平成26年7月5日

教諭

中・高「保健体
育」教員

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554576号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

リーディング活動が往々にして退屈なものになるのは、テク
ストの発するメッセージを読者が一方的に受け取るだけに
なっているからだ。それでは、どのようにすればリーディング
英文リーディングの面白さを考え がスリリングで面白いものになるのか。日本生まれのイギリ
小野 章（教育学研究科准教授）
る
ス人作家カズオ・イシグロの短編 "A Family Supper" 等を
通じて、リーディングにおける読者の役割について考えた
い。イシグロの英文は平易でありながらも深い読みを我々
に迫ってくる。

広島県東広島
市

6時間 平成26年7月5日

教諭

中・高「英語」教
員

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554577号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

吉備国際大学

本講習では、小学校の図画工作科・体育科に関して、現場
における今日的な問題を共有しながら、授業づくり・教材づく
りの実際について考えていく。それぞれの教科における最
新の動向を踏まえつつ、事例研究や実技を通して、指導案
の作成、教材の解釈と構成、評価方法の工夫などを行う。
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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

調査によるレポート、論文の作
成･評価法

調べ学習、実験によるレポート等を書かせるときの手法
（データ・文献収集）・評価の仕方が学べます。
エッセイ・論説・著書の書き方とは異なります。生徒がこのよ
うな手法を習得することで、レポート・報告書・論文作成の水
築達 延征（社会科学研究科教授）
準が上がり、将来、入試・卒論・学位論文・報告書作成等で
有益となります。
まずは、先生自身がアカデミック的に正統とされる手法を実
習も交えながら、学んでみましょう。

広島県広島市

6時間 平成26年7月25日

教諭

中・高教諭

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554578号

082-424-7215

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

ことばの多様性と教育

本講習では，まず「地域差（方言）」と「世代差（若者ことば）」
といった観点から日本語を見つめ直し，その多様性を確認
する。次に，そのように多様な日本語がどのように使い分け
られているかについて検討する。最後に，語種（和語・漢語・
外来語）を例として，言語接触によってもたらされる多様性と 永田 良太（教育学研究科准教授）
それによって生じるコミュニケーション上の問題（外来語の
問題）について考える。ことばの多様性とその意味や背景を
ふまえつつ，教育の場における日本語（国語）とはどのよう
なものであるべきかについて考えてみたい。

広島県東広島
市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小・中・高「国語」
教員

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554579号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

小学校生活科教育の最新情報を踏まえて，教育方法や教
育内容に関する講義・演習等を行い，生活科教育実践に必
要な資質・能力の向上を目指す。また，最近の小学校音楽 朝倉 淳（教育学研究科教授）
小学校の教育・研究（生活科・音
科教育の動向を踏まえ，学級担任が音楽の授業を担当す 権藤 敦子（教育学研究科准教授）
楽科）に関する最新情報
ることを想定し、指導にあたって必要となる基礎技能を確認 寺内 大輔（教育学研究科講師）
しながら，小学校音楽科の指導のあり方について理解を深
める。

広島県東広島
市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校教諭

6,000円

平成26年4月20日～
30人
平成26年5月30日

平261006554580号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

マンガで社会学入門

社会学の基礎を身につけることで、社会問題の多様な見
方、考える力を養成します。具体的にはマンガを用い、そこ
から社会学のごく基礎的な理論を理解することからはじめま 西村 大志（教育学研究科准教授）
す。取り扱うのはラベリング理論、消費社会論等の予定で
す。

広島県東広島
市

6時間 平成26年7月27日

教諭

中「社会」・高「公
民」教員

6,000円

25人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554581号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

子どもの健康と保健指導

生活習慣を習得するための保健指導の方法と評価につい
て概説する。
１）子どもの生活習慣と保健指導の課題
２）運動時の配慮とけがの予防
３）子どものメンタルヘルスと援助

川崎 裕美（医歯薬保健学研究院教授)
浦邉 幸夫（医歯薬保健学研究院教授）
岡村 仁（医歯薬保健学研究院教授）

広島県広島市

6時間 平成26年7月30日

養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554582号

082-257-5049

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

子どもの健康課題の探索

健康診断，毎日の健康観察，保健室来室記録などをまとめ
る方法論，児童生徒の健康問題の抽出や活動評価に理論
小林 敏生（医歯薬保健学研究院教授)
的に活用するために，パソコンの理解を深める。
大﨏 美樹（医歯薬保健学研究院講師）
１）探索的データ解析の手法
宮口 英樹（医歯薬保健学研究院教授）
２）医療的ケアを必要とする子どもへの配慮
３）コンピュータ活用の基礎

広島県広島市

6時間 平成26年7月31日

養護教諭 養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554583号

082-257-5049

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

生命を担う分子が拓く未来

生命科学の目覚ましい発展とともに、自然界で生物が営ん
でいる生命現象のしくみが詳細に理解されるようになってき
ています。一つ一つの生命現象を支えているのは、生体分 太田 伸二（生物圏科学研究科教授）
子である遺伝子、タンパク質あるいは多様な生理活性物質 手島 圭三（生物圏科学研究科准教授）
です。本講座では、生命現象を司るこれら生体分子に係る 船戸 耕一（生物圏科学研究科准教授）
天然物有機化学、生体高分子科学、分子細胞生物学につ
いて、最新のトピックスも交えて解説します。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月1日

教諭

中「理科」・高「理
科・農業・水産」
教員

6,000円

平成26年4月20日～
50人
平成26年5月30日

平261006554584号

082-424-7915

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

平成２３年度より小学校外国語活動が導入され，中学校・高
等学校の英語教育のあり方についても変革・改善が求めら
英語教育再考：小学校外国語活
れている。本講習では小学校外国語活動について，理解を
動から中学校英語教育への接続
兼重 昇（教育学研究科准教授）
深めるとともに，それを受けた中学校以降の英語教育がど
を考える
のように変化していくのかについて考えていくことをねらいと
する。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月1日

教諭

小学校教員，中・
高「英語」教員

6,000円

40人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554585号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

体の仕組みと処置

学校でおこりやすいけがの処置を，人体構造・生理学などと
関連させながら詳説する。
慢性疾患を抱えながら生活する児のヘルスアセスメントと疾 川真田 聖一（医歯薬保健学研究院教授)
病管理について学ぶ。
片岡 健（医歯薬保健学研究院教授）
１）骨・筋・神経の仕組みと働き
松川 寛二（医歯薬保健学研究院教授）
２）救急処置の根拠と実際
３）脱水の仕組み

広島県広島市

6時間 平成26年8月1日

6,000円

40人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554586号

082-257-5049

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

経済統計データの見かた

高校生が新聞を読む際に必要とされる経済統計データの知
識，およびこのような知識を教えるための方法を習得する。
併せて最近の世界経済の理解の仕方も習得する。内容は
以下の4つのテーマから構成させる。
１．統計データ分析入門
２．統計調査データ
３．財政統計データ
４．戦後世界経済とヨーロッパ統合

広島県広島市

6時間 平成26年8月2日

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554587号

082-424-7215

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

広島大学

広島大学

広島大学

広島大学

小瀧 光博（社会科学研究科教授）
瀧 敦弘（社会科学研究科教授）
大澤 俊一（社会科学研究科教授）
森 良次（社会科学研究科教授）
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養護教諭 養護教諭

教諭

中・高「社会」教
員

平成２６年度（第３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

広島大学

講習の名称

講習の概要

この講習は、英語授業を活性化させるタスクの理論と実践
をテーマとし、次の３つのワークショップを行います。
1．授業内でのタスクについての基本的な考え方と実例
授業内でタスクを用いるときに考えるべき観点とタスクの実
例を紹介します。
英語授業を活性化させるタスクの
2．タスク実施支援のためのICT活用法
理論と実践
タスクを実施する際にICTをいかにして取り入れるかについ
て考え実習を行います。
3．効果的な語彙指導のためのタスク設計
既存の活動に組み合わせて，語彙学習を支援する様々なタ
スクを考えます。

担当講師

森田 光宏（外国語教育研究センター准教授）
阪上 辰也（外国語教育研究センター特任講
師）
鬼田 崇作（外国語教育研究センター特任講
師）

各種の学力調査結果から、わが国の児童生徒は、思考力・
判断力・表現力等に課題があることが判明した。これを受け
て、学習指導要領が改訂された。本講習では、こうした動向
を国語科授業に反映させる方法を考究する。具体的には、 吉田 裕久(教育学研究科教授）
国語教科書の中から小説・評論を取り上げ、学習指導案を
作成・発表するワークショップ型の講習を実施することに
よって理解を図りたい。

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

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月2日

教諭

中・高「英語」教
員

6,000円

24人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554588号

082-424-5943

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月4日

教諭

中・高「国語」教
員

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554589号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

国語科教育の現状と課題

広島大学

＜前半＞隋唐帝国の出現が日本古代国家成立に及ぼした
影響を東アジアの歴史状況から理解する。宗教の規範化と
管理の問題を中心とした古代律令体制受容の内実を，日本
と中国の社会構造の差違から理解する。中央集権崩壊後
の宗教の立ち位置の変化とそれによる庶民芸能の発達な
連環と比較の東アジア史－中国
荒見 泰史（総合科学研究科教授）
どの流れを確認する。
と日本の政治と社会－
丸田 孝志（総合科学研究科准教授）
＜後半＞封建社会と専制国家の組織原理とそこに現れる
社会構造の差違，公私概念の差違について理解する。国民
国家の原理と清朝・中華世界の原理の差違について理解
し，中華民族概念の成立過程とそこに含まれる問題につい
て理解する。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月4日

教諭

中「社会」・高「地
歴」教員

6,000円

60人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554590号

082-424-6318

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

気候変動と地域・地球環境

気候システムの基礎を知り，気候変動への適応策（特に環
境と防災），緩和策（特に資源・エネルギー，土地利用）につ
山下 隆男（国際協力研究科教授）
いて現状を学び，将来を考える．また，気候変動と地域環
川村 健介（国際協力研究科准教授）
境，地域環境のモニタリング技術について学び，地域環境
保全に対する中高教育のあり方を考える．

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月4日

教諭

中・高「理科」教
員

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554591号

082-424-6909

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

彫刻をつくる

彫刻表現に関わる造形要素の理解を深めるために、主に
彫塑用粘土を用いて、モデルを使った頭像制作を行う。また
彫刻教育に関わる指導法や実践例について講義を行う。こ 一鍬田 徹（教育学研究科准教授）
れらの学習を通して、彫刻教育における理論と実践の統合
を図る。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小・中・高「美術」
教員

6,000円

12人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554592号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

英語教育において、「学習者の論理的思考力を伸長させ、
表現力を育成するための指導のあり方」をテーマとし、次の
ような話題をめぐって，講義とワークショップを行う。(１)論理 達川 奎三 （外国語教育研究センター教授）
英語教育における論理的思考力
的な思考力を伸長させるための教材開発と指導の視点、
Walter Davies （外国語教育研究センター准教
の伸長と表現力の育成
(２)表現力を育成するための教材開発と指導のあり方、(３) 授）
教科書教材の吟味と実際の指導。これらを通して教授力の
向上や授業改善を図る一助とする。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月4日

教諭

中・高「英語」教
員

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554593号

082-424-5943

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

小学校中・高学年児童から高校生をターゲットに、総合学習
の時間の国際理解教育や社会科・道徳等で使うことができ
る参加型学習とその評価方法を、主として実習で学ぶ。国
参加型学習教材による国際理解 際理解教育のための参加型学習教材として広く使われてい 平川 幸子（国際協力研究科准教授）
広島県東広島
教育の実践
る「世界が100人の村だったら」、「貿易ゲーム」等を模擬授 林原 慎（福山平成大学福祉健康学部准教授） 市
業形式で実践的に実習で学ぶ。更に評価ルーブリックスを
用いて児童・生徒の書いた振り返りの記録から参加型学習
から何が育成されたかを読み取る理論を学ぶ。

6時間 平成26年8月5日

教諭

小・中・高教諭

6,000円

40人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554594号

082-424-6909

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

中等国語科「書くこと」領域の授
業デザイン

学習指導要領の改訂を踏まえ、「書くこと」領域の授業づくり
について学び合う。なかでも、「言語活動例」として挙げられ
た「詩歌・物語の創作」や「意見文作文」について、先行実践 田中 宏幸（教育学研究科教授）
例を比較考察しながら、これからの「書くこと」の授業につい
て、具体的なプラン作りをしたい。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中・高「国語」教
員

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554595号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

日本語・日本文化と漢字・漢文

日本語の形成、日本文化の発達において、漢字、漢文が果
たした役割はきわめて大きい。またそれへの反発から江戸
時代に国学が発生し、自立した学問としての国文学、国語
学も成立してきた。また、明治期、西洋文化を受け入れる際
中村 春作（教育学研究科教授）
に、その翻訳語の基体となったのも新造語としての漢語で
あった。国語教員として知っておくべき、日本語・日本文化と
漢字・漢文の関わりについて、また訓読という漢文翻訳の手
法の歴史について考える。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中・高「国語」教
員

6,000円

60人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554596号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

日露戦争の終結は、国際政治社会を英露対立から英露協
調へと変動させ、英仏露三国協商と独墺伊三国同盟の対立
へと導いた。その際、英露対立の場であったチベットを含む
外務省外交記録から世界史を読 内陸アジアも、それに連動した。そのためこの地域を活動の
白須 浄眞（教育学研究科准教授）
み解く
舞台としていた日本の調査隊・大谷探検隊は、しばしば外
交問題化することとなった。近年見出した関係「外務省外交
記録」を読んでいくと、外務省の対応から当時の日本の外
交姿勢と国際政治社会の様相が鮮明に浮かび上がる。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中「社会」・高「地
歴」教員

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554597号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学
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平成２６年度（第３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

中山道沿いの地形を読む

江戸から京都間の山岳地域を通過する，近世五街道の一
つ中山道沿いには，平野，段丘・丘陵，火山，山地，活断層
など日本を代表する典型的な地形が発達する．この講習で
は，これらの地形の成り立ちを概説するとともに，中山道沿 熊原 康博（教育学研究科准教授）
いの地形をどのように人々が利用して生活してきたのかに
ついて講義する．また，地形図の使い方や情報の読み取り
方についても解説する．

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中「社会」・高「地
歴」教員

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554598号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

数学とその発展

数学は古い歴史をもち，現在もますます進化している。本講
習では，数学の発展史の中から比較的なじみの深いもの，
例えばユークリッド幾何，微積分，記号，日本の江戸時代の
数学など，さらには中高の数学教員が知りたいと思われる
松本 堯生 (広島大学名誉教授）
現代数学の内容など，の中から適当な話題を選び解説す
る。そして，数学の考え方やそれぞれの時代特有の考え方
に関する理解を深め，数学教育への新たな意欲を持っても
らうことを目指す。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中・高「数学」教
員

6,000円

60人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554599号

082-424-7315

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

エレクトロニクス最前線

今日の情報化社会の中枢を支えているエレクトロニクスに
ついて解説する。本講習では，「トランジスタの原理」，「ITを
支える集積回路（LSI）技術」，「電波資源を開拓する」をテー
マに，最先端トランジスタ技術，コンピュータやデータ通信に
関する技術（IT技術）を支える集積回路設計技術，無線通信
における最新の研究成果を紹介し，中学校や高等学校にお
ける理科教育の充実につなげることを目的とする。

吉川 公麿（ナノデバイス・バイオ融合科学研究
所教授）
広島県東広島
小出 哲士（ナノデバイス・バイオ融合科学研究
市
所准教授）
藤島 実（先端物質科学研究科教授）

6時間 平成26年8月5日

教諭

中・高「理科」教
員

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554600号

082-424-7009

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

くらしに役立つ先端化学

無機および有機材料，機能性高分子，エネルギー変換デバ
イス，分析化学など，最先端化学のトピックスをわかりやすく
解説します。
高校・中学校の教員に，環境調和型科学技術としての化学
の役割について説明する講習です。

早川
大山
中山
吉田
犬丸

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中・高「理科」教
員

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554601号

082-424-7524

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

“偶然性”による絵画表現

絵画表現において創造性や技法等の重要な要素となって
いる“偶然性”を理論的、実践的に学び、その特質と教育的
な意義を理解していきます。実習の具体的な内容としては、
内田 雅三（教育学研究科教授）
多様な基本的技法を体験的に行い、これらをそのまま用い
て“偶然性”から触発されるイメージを含めた作品集を作成
します。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小・中・高「美術」
教員

6,000円

12人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554602号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

家庭科の指導計画と方法－現学習指導要領の目標, 内容,
指導方法のポイントについて解説し, カリキュラムや授業例
人間生活（家庭科）教育学の最 を紹介するとともに, 討議や活動を通して各自の家庭科の
柴 静子(教育学研究科教授）
新事情１－指導方法のポイントと 指導過程の課題を整理する。家庭科の教材開発の考え方
鈴木 明子(教育学研究科教授）
教材開発－
と実際（中・高等学校を中心に）－家庭科における衣生活の
文化の継承と発展を柱とした教材の開発などを実際例に基
づいて説明するとともに，簡単な物づくりの実習を行う。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中・高「家庭科」
教員（小学校教
員も可）

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554603号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

異文化を学ぶために

なぜ外国語を学ぶのだろう？異文化を学ぶ意味はどこにあ
るのだろう？その答えの中に外国語教育の真の目的がある
ように思える。このような本質的な問題について，ヨーロッパ
地村 彰之（文学研究科教授）
の文化・言語と日本の文化・言語との比較をとおして考えて
松本 陽正（文学研究科教授）
みたい。講習内容は以下の三部よりなる。
稲葉 治朗（文学研究科准教授）
（１）ことばの世界
（２）日本語と英語の比較によることばと文化
（３）フランス文化の底流にあるもの

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中・高「外国語
（英語・ドイツ語・
フランス語）」教員

6,000円

平成26年4月20日～
30人
平成26年5月30日

平261006554604号

082-424-6615

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

英語とコミュニケーションを再び
考える

近年認知論や心理学の発展により言語科学は著しく発達し
ている。英語教育内容（言語領域）もこの動向の中で絶えず
再構築を迫られている。
中尾 佳行（教育学研究科教授）
本講習では、英語を主として二方面、構文論と語用論の観 柳瀬 陽介（教育学研究科教授）
点から捉え直し、中学校ないし高等学校での英語教育内容
（文法面、意味・語用面）の開発に貢献したいと考えている。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中・高「英語」教
員

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554605号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

マルチメディアを利用した語学学習・語学教育・教材開発に
焦点を当て、英語教育における様々なメディア（パソコンの
マルチメディアを活用した英語指
フリーソフト、多機能携帯電話の各種機能、英語学習用ウェ
導
ブサイト・ポッドキャスト等）の活用法の紹介と実践演習を
ワークショップ形式で行う。

山本 五郎（外国語教育研究センター特任准教
授）
広島県東広島
セルウッド，ジェイムス・J（外国語教育研究セン 市
ター特任講師）

6時間 平成26年8月5日

教諭

中・高「英語」教
員

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554606号

082-424-5943

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

6,000円

40人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554607号

082-257-5614

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

広島大学

広島大学

広島大学

広島大学

口腔のサイエンスと学校歯科保
健Ｑ＆Ａ

愼二郎（工学研究院准教授）
陽介（工学研究院准教授）
祐正（工学研究院准教授）
拡人（工学研究院准教授）
啓（工学研究院教授）

平成１９年の我が国の新健康フロンティア戦略では，子供の
健康力とともに「歯の健康力」が重要テーマとなっている。生
きる力としての口腔の健康は学校教育の場で大切な項目で 天野 秀昭（医歯薬保健学研究院教授）
ある。また口腔は比較的親しみやすく，子供達のサイエンス 杉山 勝（医歯薬保健学研究院教授）
に対する興味の入り口としても効果的な教育対象である。 竹本 俊伸（医歯薬保健学研究院教授）
本講習では口腔のサイエンスとともに学校保健現場での歯
科的諸問題とその対応を取り上げる。

広島県広島市

6時間 平成26年8月5日
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養護教諭 養護教諭

平成２６年度（第３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

この講習は，ＩＣＴとコーパスを活用した効果的な英語授業を
テーマに，次の4つのワークショップを行います。
１．ＩＣＴを活用した英語指導のあり方とその可能性：ＩＣＴ活
用の意義について考えます。
榎田 一路（外国語教育研究センター准教授）
ＩＣＴとコーパスを活用した英語指 ２．コーパスを活用した英語指導のあり方とその可能性：
Simon Fraser（外国語教育研究センター准教
導
コーパス活用の意義について考えます。
授）
３．コーパスを活用した教材研究とデータ分析：言語データ
の分析方法を紹介します。
４．ＩＣＴを活用した教材開発：具体的な開発方法を紹介しま
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

082-424-5943

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

6,000円

100人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554609号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

小・中・高教諭

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554610号

082-424-7524

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

教諭

小・中・高「国語」
教員

6,000円

100人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554611号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

教諭

中・高「社会」教
員

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554612号

082-424-7215

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

6,000円

平成26年4月20日～
60人
平成26年5月30日

平261006554613号

082-424-7315

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月11日

教諭

映画の見方・読み解き方

シネマリテラシー（映画分析）は、聞くことの教育、心情の理
解、物語の理解など学習活動を期待できる領域であり、文
学教育に匹敵する教育効果を期待できる。本講習では映画 柳澤 浩哉（教育学研究科准教授）
の文法とレトリックから映画を読み解くことで、映画分析を国
語教育に生かす方法を学ぶ。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月11日

現代社会をめぐる法と政治

「現代社会をめぐる法と政治」というテーマで，以下のような
内容の講義を行う。
・個人情報とプライバシー，民法改正と法の下の平等，イン
ターネットと表現の自由などの問題。
・国際結婚をめぐる法律問題，特に日本人同士の日本国内
での結婚との相違に着目する。
・1998年から2011年まで14年連続で3万人をこえてきた日本
の自殺について，その特徴と社会のあり方との関係。
・裁判員制度の導入，取調過程の可視化，少年院における
法改正の動きなど。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月11日

広島大学

最近の化学－その本質的理解

最近の化学の発展は目覚ましく、大学の講義で扱う化学も
以前に比べ進歩し、難しくなってきており、高校と大学で扱う
学習内容のギャップがますます広がる感がある。このような
三吉 克彦（広島大学名誉教授）
観点から上記講座を開設し、化学分野における基本的な話
深澤 義正（広島大学名誉教授）
題を選び、中学・高校の教科書を補填する内容で、かつ将
大野 啓一（広島大学名誉教授）
来の学習に深く繋がる本質的な見方で解説を行う。キー
ワード：「酸とアルカリ」「有機化学反応」「化学結合と分子
内・分子間相互作用」

広島大学

地震防災に関する研究の概要を解説する。まず，地震によ
る被害の概要と被災メカニズムを概観したのち，最近の地
震観測の充実によりどのようなことが明らかになってきたか
地震防災に関する基礎知識と教
を解説する。そして，地震観測に用いる振動計測技術を，学 一井 康二（工学研究院准教授）
材
内でデモンストレーションする。あわせて，学校の防災マ
ニュアルの立案法や，小学生から高校生レベルまで，各段
階に応じた防災教育法も例示する。

広島大学

広島大学

西村
相澤
江頭
吉中

裕三（社会科学研究科教授）
吉晴（社会科学研究科教授）
大藏（社会科学研究科教授）
信人（社会科学研究科教授）

ＵＲＬ

平261006554608号

6時間 平成26年8月11日

学校教育相談

電話番号

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

広島県東広島
市

広島大学

認定番号

20人

6時間 平成26年8月7日

①「学校教育相談」学校現場における教育相談の意義を学
び、子供が成長するための教育相談の援助と役割を理解す
岡本 祐子（教育学研究科教授）
る。②「カウンセリング研修方法論」教師がカウンセリング技
尾形 明子（教育学研究科講師）
法を磨き、相談能力を向上させるための研修方法を学び､
大塚 泰正（教育学研究科准教授）
実習する。③「教師のメンタルヘルス」メンタルヘルス不全の
対応方法と予防方法を、ストレス理論の立場から学習する。

受講者募集期間

6,000円

広島県東広島
市

広島大学

受講料 受講人数

教諭

中・高｢英語｣教員

教諭
小・中・高教諭，
養護教諭 養護教諭

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月11日

教諭

中・高「理科」教
員

広島大学

新しい学習指導要領においては、各教科・科目等の指導を
通して生徒の思考力等をはぐくむ観点から、言語活動を充
実することが求められている。本講習では、このような理科
中等理科における科学的な思考 教育に関する動向と併せて、言語を基盤としながらより良く 松浦 拓也（教育学研究科准教授）
力の育成と言語活動
思考を行うために重要となるメタ認知を取り扱う。そして、言 木下 博義（教育学研究科准教授）
語活動やメタ認知等の視点を取り入れた理科授業の在り方
について、講義と演習を通して、理科教師としての資質・能
力の向上を図る。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月11日

教諭

中・高「理科」教
員（小学校理科
主担当も可）

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554614号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

わかるできる低溶融合金鋳物を
用いた作品の製作

低溶融合金金属による鋳物を用いたペーパーウェイトの製
作に関する基礎・基本的な内容について，演習を通して理
解することを目的とする。作業として，デザイン画の作成，型
田島 俊造（教育学研究科教授）
づくり，型組み立て，低溶融合金溶解，低溶融合金鋳込み
川田 和男（教育学研究科准教授）
および型からの取り出しがある。また，融点が170～300℃
の低溶融合金を用いるため，危険予知活動の仕方も学習
する。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小・中「技術」・高
「工業」教員

6,000円

10人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554615号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

家庭経営学の内容（生活時間，特に夫妻を中心とする家族
成員の家事労働時間について解説を行う）。家庭経済学の
人間生活（家庭科）教育学の最 内容（社会構造や経済変動に影響されて変化している家庭 平田 道憲（教育学研究科教授）
新事情２－家庭経営・家庭経済・ の収入と支出について解説を行う）。保育学・生涯発達学の 横田 明子（教育学研究科教授）
保育－
内容（保育者と子どもの愛着関係に関わる理論，および保 今川 真治（教育学研究科教授）
育者の役割とその支援等に関わる問題について解説を行
う）。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月11日

教諭

中・高「家庭科」
教員（小学校教
員も可）

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554616号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

改訂された平成20年版小学校学習指導要領と関連させな
がら，算数科教育及び理科教育に関する最新情報を踏まえ
小学校の教育・研究（算数科・理 て，（1）算数科のカリキュラム構成や学習方法に関する講 植田 敦三（教育学研究科教授）
科）に関する最新情報
義，（2）理科のカリキュラム構成や学習方法に関する講義を 山崎 敬人（教育学研究科教授）
行い，算数科及び理科教育実践に必要な教師の資質・能力
の向上を図る。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554617号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

224 / 288 ページ

平成２６年度（第３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

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月11日

幼・小・中・高・特
別支援学校で視
覚障害教育に携
わっている教諭

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554618号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

発達障害児の理解と支援

近年、発達障害のある幼児児童生徒に対する教育的支援
の課題がクローズアップされている。本講習では、学習障
害、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症やアスペルガー
症候群などといった発達障害のある幼児児童生徒の心理・
生理・病理的特性を紹介するとともに、その特性に応じた個 川合 紀宗（教育学研究科教授）
別の支援やインクルーシブ教育の観点による学級集団にお
ける支援の在り方、さらに、特別支援教育コーディネーター
や特別支援学校、児童相談所などの関係機関との有機的
な連携の在り方について考える。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月11日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援学校教
養護教諭
員，養護教諭

6,000円

100人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554619号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

幾何内容の基礎－公理的アプ
ローチ

中・高等学校数学科の幾何内容においては，小学校で定義
したまま再定義されない概念が多く存在する．本講習では，
直線，線分，角，三角形，平行性といった基本概念をふく
め，公理的にユークリッド幾何学を構築する．その中で，三
寺垣内 政一（教育学研究科教授）
角形の合同条件の証明を行う．また，平行線に対する同位
角が等しいという命題をはじめとして，ユークリッドの平行性
公理と同値な命題に注目する．これらが現場での幾何内容
のバックボーンとなることを狙う．

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月12日

教諭

中・高「数学」教
員

6,000円

80人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554620号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

科学的リテラシーの育成を目指
す理科授業の改善

学習指導要領の理科では，科学的な見方や考え方，総合
的なものの見方を育成するとともに，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重視されて
いる。また，今日の科学教育を取り巻く世界的動向として，
三好 美織（教育学研究科講師）
児童・生徒の科学的リテラシーの育成が強く求められるよう
になっている。このような現状を踏まえ，本講習では，講義と
演習をもとに，科学的リテラシーの育成を目指す理科授業
のあり方について検討する。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月12日

教諭

中・高「理科」教
員（小学校理科
主担当も可）

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554621号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

人間生活（家庭科）教育学の最
新事情３－食生活・住生活－

この講習は，食生活と住生活の２分野の内容を説明しま
す。食生活分野では，食と健康の関係についての理解を深
めるため，食品の機能性に関する比較的簡単な実験と講義 松原 主典(教育学研究科准教授）
を行います。住生活分野では，健康で安全な住環境と環境 高田 宏(教育学研究科准教授）
に配慮した生活行動について，講義と実験を行って説明し
ます。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月12日

教諭

中・高「家庭科」
教員（小学校教
員も可）

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554622号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

指導や校務において生かせる，コンピュータの活用方法を
演習します。テストやプリント作成のためのWordの操作，成
績処理や簡単な統計処理を含むExcelの操作，リスニングテ
英語教師のためのコンピュータ活
ストや教材作成のための録音やCDからの音声取込を含む 前田 啓朗（外国語教育研究センター准教授）
用法
音声ファイルの加工方法などを，それぞれ扱います。作業
するPCのOSはWindows7，Officeのバージョンは2010を使い
ます。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月12日

教諭

中・高「英語」教
員

6,000円

60人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554623号

082-424-5943

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

本講習では，知的障害教育で比較的用いられることが多い
心理検査について，検査結果の見方と，それを教育的支援
知的障害教育にアセスメントを活
に活かすための方法に焦点を絞って，具体例をあげながら 若松 昭彦（教育学研究科教授）
かす４
解説し，演習を行う。取り上げる検査は，日本版 K-ABCⅡ
を予定している。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月12日

教諭

特別支援学校等
教諭

6,000円

60人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554624号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

聴覚障害児のことばと学習－こ
れからの授業づくりを考える－

主として聴覚障害児童に対する教科指導の経験を有してい
る特別支援学校（特別支援学級、通級指導教室等を含む)
教員を対象として、聴覚障害児童(生徒を含む)のことばの習
得と学習を巡る最近の動向について解説しながら諸課題を 谷本 忠明(教育学研究科准教授）
整理し、それらの課題を捉える視点と、主として小学部段階
における授業づくりを中心とした改善に向けた支援の考え
方について取り上げる。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月12日

教諭

特別支援学校等
教諭

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554625号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

授業研究としての社会科系（地
理・歴史・公民）教育の研究

社会科教育の実際は、各教室の授業にある。教師は、授業
を構想し、計画し、実施し、改善する。これらは一連の社会
科系教師が進める授業執行の必要段階である。本講習は、
これらの段階を、①授業構想、②授業計画、③授業実施、
池野 範男（教育学研究科教授）
④授業評価、⑤授業改善の5つの段階に分け、それぞれの
段階の必要条件とポイントを指摘し、受講生自身の授業づく
りを反省し、新たなレベルで、社会系授業づくりができるよう
になることをめざす。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中「社会」・高「地
歴・公民」教員

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554626号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

応用数学の世界

新しい問題の発見や解決には人間の直感力や洞察力が不
可欠であるが，このような人間の思考を増幅してくれる道具
の一つがコンピュータである。その中でも，数理的な問題の
解決には数学的な式をそのまま扱える数式処理の利用は 伊藤 雅明（工学研究院准教授）
欠かせない。この講習では，物理，数学等に現れる具体的
な問題を通してコンピュータを数理的思考の道具として活用
することを学ぶ。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中・高「数学」教
員

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554627号

082-424-7524

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

広島大学

広島大学

広島大学

広島大学

広島大学

広島大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

近年，視覚障害教育においても，ロービジョン（以下，ＬＶ）の
状態の児童生徒へのタブレット端末活用の効果が指摘され
てきている。本講習では，通常の学校や特別支援学校に在
視覚障害教育での携帯端末の活 籍する見えにくさのある児童生徒に，特にiPadがどのような
氏間 和仁（教育学研究科准教授）
用
効果をもたらすのかについて，実技と講義で解説する。本講
習は，iPadの基本操作から，ＬＶ者にとって効果的な利用方
法，教育利用についての知識と技術を身につけることを目
的としている。

講習の開催地

時間数
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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
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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

広島大学

地学分野の学習における観察・実験の位置づけと意義につ
いて講義する。また，天体望遠鏡の扱い方の解説，および
地学分野の観察・実験教材教具 昼間に観察可能な天体に焦点を当てた観察実習を行う。さ 林 武広(教育学研究科教授）
の意義と活用
らに，堆積実験装置を使用した地層形成のモデル実験，は 山崎 博史（教育学研究科教授）
ぎ取りによる地層標本の作成法の解説と実習，地学関連の
各種コンピュータ教材の紹介と活用方途を考察する。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中・高「理科」教
員（小学校理科
主担当も可）

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554628号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

近年の文学研究、文化研究の成果を踏まえて、中学校・高
等学校「国語科」の教材となっている近代文学作品（小説）
を批判的に読み直します。さらには、教材としての今日的価
近代文学の教材研究と授業構想 値の検討を通して、新しい授業構想を探っていきます。具体 川口 隆行（教育学研究科准教授）
的には、中学校教材として魯迅「故郷」、高等学校教材とし
て森鷗外「普請中」、葉山嘉樹「セメント樽の中の手紙」を題
材とします。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中・高「国語」教
員

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554629号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中・高「国語」教
員

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554630号

082-424-6615

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554631号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

図形・幾何教育の現代的意義と
教材研究

平成20年の中学校の学習指導要領の改訂に伴い，数学科
にはいくつかの新しい内容が取り入れられた。それは自ず
とそれらの内容の持つ意義や，既存の内容を含む系統など
について，教材研究の視点から検討しなければならないこ
影山 和也（教育学研究科准教授）
とを意味する。本講習では，具体的な数学的活動を通して，
中学校数学科における図形・幾何領域のうち，平面図形の
移動と作図，合同・相似，空間図形に焦点を当てて，内容の
理解を深めることを目的とする。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中「数学」教員

6,000円

40人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554632号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

基礎から見直す生物実験

生物教育における観察・実験の意義について内容学の観
点から講義する。また，観察・実験用機器・器具の取扱いを
解説するとともに，（新）学習指導要領で扱われる「種子をつ
くらない植物」および「無脊椎動物」の観察を行う。
竹下 俊治（教育学研究科教授）
①生物教育における観察・実験の意義
富川 光（教育学研究科准教授）
②生物顕微鏡各種の取り扱い（原理・メンテナンス・使用法）
③藻類・コケ植物・菌類の特徴と観察
④甲殻類・軟体動物の特徴と観察

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中・高「理科」教
員（小学校理科
主担当も可）

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554633号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

現在、わが国の子どもの体力低下や健康の維持増進が喫
緊の課題になっている。そのような背景の中、以下の3点か
ら講習内容を概説する。①体力の向上を目指したトレーニン
体力向上と健康の維持増進にお
黒川 隆志（教育学研究科教授）
グの基礎的・応用的知識について解説する，②健康・安全
ける基礎的・応用的知識
上田 毅（教育学研究科教授）
の管理と予防に関する基礎的・応用的知識について解説す
る，③子どもの発育発達の特徴と有効な運動指導について
解説する。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中・高「保健体
育」教員

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554634号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中・高「理科」教
員

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554635号

082-424-6318

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

（１）古典（文語）文法…「古典（文語）文法」については、授
業で触れられる機会が多いが、日本語研究史から活用研
究の歴史について触れる。
（２）漢文教材文の研究…中学や高校の国語教科書に掲載 松本 光隆（文学研究科教授）
される漢文教材文を題材にして、その背景をなす思想文化 末永 高康（文学研究科准教授）
的事項について解説する。
瀬崎 圭二（文学研究科准教授）
（３）国語教育と文学研究…中学や高校の国語教科書に掲
載される日本近代文学の作品を文学研究の視点を取り入
れながら解説する。

広島大学

日本・中国の語学・文学・思想

広島大学

小学校の社会科と家庭科の授業に関して，①社会科と家庭
科の学習指導に関する知識・技能等について，②社会科と
家庭科の授業構成の理論と方法等について，③近年の教
小学校の教育・研究（社会科・家
育の動向を踏まえた具体的指導法等について，それぞれ理
庭科）に関する最新情報
解を深める。
修了認定試験は，当日の各教科の最後の時間（30分）に実
施する。

広島大学

望月てる代（教育学研究科教授）
伊藤圭子（教育学研究科教授）
木村博一（教育学研究科教授）
永田忠道（教育学研究科准教授）

脳における生体シグナル（内分泌シグナル、神経シグナル）
が脳の構造や機能、記憶や行動などをどのように制御・調 山﨑 岳（総合科学研究科教授）
節しているのかを最近の研究を含めて概説する。より具体 斎藤 祐見子（総合科学研究科教授）
的には「脳とステロイド」、「脳で食事をする」、「カルシウムシ 石田 敦彦（総合科学研究科准教授）
グナリングと記憶」について講義する。

広島大学

生体シグナルと脳科学

広島大学

国語科における、言語活動と学習目標や手だてとの関係に
小学校の教育・研究（国語科・外 ついて、及び、文字（平仮名・片仮名・漢字・ローマ字）指導 難波 博孝（教育学研究科教授）
国語活動）に関する最新情報
のこれからのあり方について、現状の課題を踏まえながら 松本 仁志（教育学研究科准教授）
講義演習する。また、外国語活動の基本的な意義とあり方 松宮 奈賀子（教育学研究科講師）
について、現状の課題を踏まえながら講義演習する。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月23日

教諭

小学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554636号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

タブレットPCとインタラクティブホワイトボード（IWB)およびそ
れらで利用できるデジタル教科書などの新しいICTが教育現
場に導入されつつある。新しいICTシステムを利用して、児
はじめてのタブレットPC・IWBとデ 童生徒が今まで以上に効果的に学べ、学力の向上に資す
渡辺 健次（教育学研究科教授）
ジタル教科書
ることが期待されている。本講習では、実際にタブレットPC、
インタラクティブホワイトボードとデジタル教科書の使い方を
演習し、新しいICTシステムの授業への効果的な導入につ
いて演習を行う。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月26日

教諭

小・中・高教諭

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554637号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/
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平成２６年度（第３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、中学社会科、高校公民科「倫理」を視野に入
れ、倫理学的・哲学的見方を紹介し解説する。前半の１限目
は、「思想」（＝考えられたもの）の意味を明らかにするため
に、「考える」とはどうすることかを検討する。２限目は、「正 越智 貢（文学研究科教授）
義」に焦点を当て、正義をどのように考えるべきかを考察す 衛藤 吉則（文学研究科准教授）
る。後半の１限目は、「ニーチェ、ゾロアスター、厳島」の思
想的つながりを考察する。２限目は、「禅にみる日本的思
想」と題し仙厓の書画を通して考えていく。

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

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月29日

教諭

中「社会」・高「公
民」教員

6,000円

30人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554638号

082-424-6615

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

高等学校数学科において「微分積分学」の重要性は未だ健
在である。この講習では、（1）いくつかの円周率を求める方
高等学校微分積分学における，
下村 哲(教育学研究科教授）
法、及び（2）微分方程式からオイラーの公式に至る道筋、の
ある発展教材
池畠 良(教育学研究科教授）
２つの話題について楽しみながら学び、高等学校における
「微分積分学」の内容の充実を図る。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月29日

教諭

高「数学」教員

6,000円

40人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554639号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

この講習では，最初に倫理学全般におけるこの分野の成立
背景や学的位置づけについて簡潔に説明し，それをふまえ
たうえで，具体的な議論をいくつか紹介しながら，応用倫理
現代社会の倫理を考える―応用
学の基本的な問題意識と研究方法の構造を解説する。複 畠中 和生（教育学研究科教授）
倫理学入門―
雑でとらえがたい社会現象を「倫理」という視点からみること
の重要性を認識してもらうことが本講習の大きな目的であ
る。

広島県東広島
市

6時間 平成26年8月30日

教諭

中「社会」・高「公
民」教員

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554640号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島県東広島
市

6時間 平成26年9月7日

教諭

中・高「保健体
育」教員

6,000円

50人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554641号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

6,000円

平成26年4月20日～
100人
平成26年5月30日

平261006554642号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

現代に生きる倫理学の地平

平成20年中学校学習指導要領が改訂され，中学校におけ
る武道とダンスが必修化された。そこで，本講習では，3人 松尾 千秋（教育学研究科教授）
の講師が，柔道，剣道，ダンスの各専門分野の視点から，こ 草間 益良夫（教育学研究科准教授）
れらの領域に関する授業づくりに求められる知見を紹介し， 出口 達也（教育学研究科准教授）
実技研修を行う。

広島大学

武道・ダンス指導の在り方

広島大学

本講習では，児童・生徒の問題とされる行動や学習相談な
どについての知識・技能を修得する。１．心理・社会面の問
題に対する生徒指導・教育相談の理論と方法 ２．心理・社
岡 直樹（教育学研究科教授）
生徒指導－子どもの心と学び支 会面の問題に対する生徒指導・教育相談の事例 ３．学習
栗原 慎二（教育学研究科教授）
援－
面の問題に対する生徒指導・教育相談の理論と方法 ４．
竹谷 浩子（教育学研究科准教授）
学習面の問題に対する生徒指導・教育相談の事例 ５．学
級の問題に対する援助的介入の理論と方法 ６．学級の問
題に対する援助的介入の事例

広島県東広島
市

6時間 平成26年9月13日

広島大学

幼児期の発達と教育

本講習では，子どもの遊びや活動の実際から，子どもの育
ちとその援助者たる保育者の役割を考える。また，幼児期 七木田 敦（教育学研究科教授）
の社会性の発達を理解するとともに，発達障害児や保育の 中坪 史典（教育学研究科准教授）
中で気になる子どもの支援方法について，幼児期の特性を 清水 寿代（教育学研究科講師）
ふまえて検討する。

広島県東広島
市

6時間 平成26年9月20日

教諭

幼・小・中教諭

6,000円

100人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554643号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

広島大学

１．平成２０年度改訂学習指導要領（音楽）とそれに対応す
る授業づくりでは、（１）学習指導要領（音楽）の変遷から平
成２０年度改訂学習指導要領を位置づけ、さらに（２）平成２
音楽科教員のための理論と実践 ０年度改訂学習指導要領に対応した授業作りのポイントは 三村 真弓（教育学研究科教授）
Ⅱ[平成26年度]
何かを考える。
伊藤 真（教育学研究科准教授）
２．箏を使った音楽の授業では、箏曲の歴史や楽曲につい
て認識を深めた上で、実技演習を通して箏の取り扱いつい
て学ぶ。

広島県東広島
市

6時間 平成26年10月18日

教諭

中・高「音楽」教
員（小学校音楽
主担当も可）

6,000円

20人

平成26年4月20日～
平成26年5月30日

平261006554644号

082-424-6723

http://www.hiroshim
a-u.ac.jp/menkyokoshin/

県立広島大学

本講座は、英語コミュニケーション活動に重要な位置を占
める音声について、その基礎理論を学び、実践への応用を
図ることを目的とする。生徒の発音向上を目指した具体的な
指導法を考察するにあたり，次の各項目を中心とした講義 船津 晶代（人間文化学部教授）
英語音声についての理論と実践
及び実習を行う。１）日本人学習者の英語の発音の特徴、 片山 圭巳（生命環境学部講師）
及び日英語対照音声学と音声音響分析の応用による発音
指導、２）英語音声の知覚に関する日本人学習者と英語母
語話者の特徴と、発音およびリスニングの認知的学習。

広島県広島市
南区

6時間 平成26年8月23日

教諭

小学校教諭、
及び中学校・
高等学校
英語科教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006355580号

082-251-9720

http://www.puhiroshima.ac.jp/

県立広島大学

英語教育の理論と実践

本講座は，英語教育の背景となる基礎理論を学び，実践
への応用を測ることを目的とする。具体的な指導法を考察
するにあたり，次の各項目を中心とした講義および実習を
行う。１）言語と思考と文化の関係を論じる言語理論，２）英
文読解指導のためのワークシート作成講座，３）語彙指導
の理論と実践

広島県広島市
南区

6時間 平成26年8月11日

教諭

中学校・高等
学校英語科教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006355581号

082-251-9720

http://www.puhiroshima.ac.jp/

県立広島大学

伝統的な言語文化の理解に重点を置く新学習指導要領
の特色を踏まえ、「日本における古典知の形成と展開」につ
いて考える。古典文学研究の最新成果を紹介しながら、白
国語科教育に活かす古典文学研
樹下 文隆（人間文化学部教授）
氏文集など中国文学の摂取と定着の様相を平安朝の文学
究の成果（１）
西本 寮子（人間文化学部教授）
作品でたどり、後代への展開を軍記や謡曲などの中世文学
作品を素材として講じることを通じて、新たな知見を国語科
教育にどのように活かしていくのかを考える。

広島県広島市
南区

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006355582号

082-251-9720

http://www.puhiroshima.ac.jp/

県立広島大学

伝統的な言語文化の理解に重点を置く新学習指導要領
の特色を踏まえ、「日本における古典知の形成と展開」につ
いて考える。最新の研究成果を紹介しながら、『史記』や『白
国語科教育に活かす古典文学研
氏文集』など、日本の古典知に組み入れられたいくつかの 柳川 順子（人間文化学部教授）
究の成果（２）
作品を味読する。更に、その受容の外にある中国古典の全
体像を概観し、それとの対比を通して、日本文学の独自性
についても考察を試みる。

広島県広島市
南区

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

平成26年4月16日～
30人
平成26年5月31日

平262006355583号

082-251-9720

http://www.puhiroshima.ac.jp/

馬本 勉（生命環境学部教授）
本岡直子（保健福祉学部教授）
スティーブン・ルイス・ローゼン（人間文化学部
准教授）

6時間 平成26年7月27日
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教諭
幼・小・中・高教
養護教諭 諭，養護教諭

平成２６年度（第３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

県立広島大学

身近な地域の歴史や文化遺産の学習を通して歴史への
関心を高めることを求めている学習指導要領に対応するた
日本史(歴史)教育に地域史研究 め、広島県地域を対象とする最新の研究成果(戦国大名毛
秋山 伸隆（人間文化学部教授）
の成果をどう活かすか
利氏を中心とする地域史研究)を紹介しながら、新たな知見
を日本史(社会科)の授業の展開にどのように活かしていく
のかを考える。

広島県広島市
南区

6時間 平成26年7月27日

県立広島大学

本講座は，「体力の向上」と「食育の充実」を中心として健
康的な生活習慣の形成に重点を置く学習指導要領の特色
江島 洋介（人間文化学部教授）
健やかな心身の育成指導の充実 を踏まえ，健康的な生活習慣形成を考える際の基礎的理解
三浦 朗（人間文化学部教授）
に関する講習
を深めることを目的とする。健康の維持・増進に深く関わる
西田 由香（人間文化学部准教授）
「生体科学」「スポーツ科学」「食育」という観点から，その最
新の動向・知見について講じる。

広島県広島市
南区

6時間 平成26年7月12日

県立広島大学

ヒトゲノムの塩基配列解読が終わり、ポストゲノム研究とし
てタンパク質の網羅的解析（プロテオミクス）が進展してい
る。
本講義では、各講師が以下の内容で最新のタンパク質研
究の現状について解説する。
小西 博昭（生命環境学部教授）
・細胞情報伝達機構において機能する新規タンパク質の同 長尾 則男（生命環境学部准教授）
定と解析(小西）
大田 毅（生命環境学部助教）
・うつ病の診断や治療に有用なバイオマーカーの検索と応
用について(長尾）
・生体内における（酵素を中心とした）タンパク質の働き（大
田）

広島県広島市
中区

6時間 平成26年7月25日

教諭

広島県広島市
中区

6時間 平成26年8月8日

教諭

県立広島大学

生命科学におけるタンパク質研
究の意義と応用

環境問題の理解と理科教育

近年、様々な環境問題が注目を集めると共に社会生活を
含む人間活動の在り方が問われている。即ち、環境問題
は、これからの人の生き方を左右する事柄であると言える
西村 和之(生命環境学部教授）
が、その問題点を正しく理解するためには、科学リテラシー
内藤 佳奈子（生命環境学部准教授）
の醸成が必須である。
三苫 好治（生命環境学部准教授）
本講習では、最新の環境問題を通して理科的知識習得の
必要性についての理解を促す。

教諭

中学校社会科・
高等学校地歴科
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

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006355584号

082-251-9720

http://www.puhiroshima.ac.jp/

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006355585号

082-251-9720

http://www.puhiroshima.ac.jp/

中学校・高等
学校理科教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006355586号

082-251-9720

http://www.puhiroshima.ac.jp/

中学校・高等
学校理科教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006355587号

082-251-9720

http://www.puhiroshima.ac.jp/

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

県立広島大学

特別支援教育講座A-広汎性発
達障害・ADHD等の理解と支援

学習障害児（LD）、注意欠陥移動性障害（ADHD）、高機能
自閉症等の発達障害児に対する適切な指導が教育現場に
求められている。この講座では、医師、作業療法士、言語聴
覚士の資格を有する教員により、発達障害児の行動や情
緒、コミュニケーション、学習上の問題を最新の医学的知見
から理解し、その具体的な指導法について教授する。

土田 玲子（保健福祉学部教授）
林 優子（保健福祉学部教授）
細川 淳嗣（保健福祉学部講師）
堀江 真由美（保健福祉学部講師）
山西 葉子（保健福祉学部助教）

広島県三原市

6時間 平成26年8月18日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006355588号

082-251-9720

http://www.puhiroshima.ac.jp/

県立広島大学

本講座では、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚
特別支援教育講座B-知的障害・ 士等の資格を有する教員が、知的障害・肢体不自由等に対
肢体不自由等の理解と支援
する最新の医学的知識や姿勢・運動、コミュニケーション、
問題行動への支援等について具体的に教授する。

土田 玲子（保健福祉学部教授）
林 優子（保健福祉学部教授）
玉井 ふみ（保健福祉学部教授）
島谷 康司（保健福祉学部准教授）
長谷川 正哉（保健福祉学部講師）
山西 葉子（保健福祉学部助教）

広島県三原市

6時間 平成26年8月19日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006355589号

082-251-9720

http://www.puhiroshima.ac.jp/

県立広島大学

学級経営の成否は、教師が生徒や保護者との人間関係を
いかに円滑に形成するかにかかっている。こうした問題を改
善する一つの方途として、相手を理解し、自分の考えを適切
に相手に伝えて、対人関係を良好にする技術である社会的
学校現場に活かす社会的スキル
スキル訓練（SST）が注目されている。SSTを学校教育にい
訓練（SST）の考え方と実践技術
かに活用・実践していくか、先行実践事例やコミュニケーショ
ンに問題を抱えた子どもの事例等を検討しながら、心理教
育のポイントを学ぶとともに、教師自身の社会的スキル向上
のためのコツを会得する。

中谷
勝見
細羽
永吉

広島県広島市
南区

6時間 平成26年8月18日

教諭
全教諭
養護教諭 養護教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平262006355590号

082-251-9720

http://www.puhiroshima.ac.jp/

林 裕美子（エリザベト音楽大学教授）
桂 政子（エリザベト音楽大学准教授）
折河 宏治（エリザベト音楽大学専任講師）
大島 衣恵（エリザベト音楽大学非常勤講師）
金田 康孝（エリザベト音楽大学非常勤講師）

広島県広島市

平成26年8月20日～
18時間
平成26年8月22日

教諭

小学校、中学校、
高等学校の音楽 18,000円
科教諭向け

平成26年5月12日～
40人
平成26年6月27日

平263052854529号

082-225-8015

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

餅川
細井
堀江
池村

広島県広島市

20時間

平成26年8月18日～
平成26年8月20日

教諭

高等学校商業科
教諭向け

40人

平成26年4月16日～
平成26年6月27日

平263053153310号

082-871-1001

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

日本の伝統音楽、合唱、吹奏楽の３部門に分け、それぞれ
６時間の講習を３日間で行います。日本の伝統音楽に関し
ては、学校の音楽科の授業における指導のあり方につい
エリザベト音楽大 日本音楽、合唱、吹奏楽の実践 て、実践を交えて深めます。合唱では自らが歌うことにより、
学
演習
また吹奏楽ではモデルバンドを用いて、基礎的な事項から
発展的な内容までの実践的演習を行い、学校現場ですぐに
活用可能な知識・技能から指揮法にいたるテクニックの向
上を図ります。

広島経済大学

本講習では、商業教育の最新事情を理解し、実践できる能
力を養うことを目的とする。言うまでもなく、高校生達はビジ
ネスに囲まれて生活している。しかし、彼らはそれを非常に
商業教育の最新事情：現場を見 縁遠いものに感じている。いかにして実感を伴った商業教
る目を養う
育を実施するかが問題である。そのため、本講習では、現
場を見る目を養う最新の理論研究の動向と、実際にそれを
現場に適応する実習とを組み合わせ、リアリティのある商業
教育を実践する力を養う。

隆（保健福祉学部教授）
吉彰（保健福祉学部准教授）
竜也（保健福祉学部准教授）
美香（保健福祉学部助教）

正雄(経済学部教授）
謙一（経済学部教授）
浩司（経済学部准教授）
恵一（経済学部准教授）
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18,000円

平成２６年度（第３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

広島国際大学

建築、住環境にかかわる最新情報を紹介する。主な内容
は、人間と空間の関係、子供の通学環境と安全計画の新た
な試み、毎年の住宅事情による事故死亡者数とその対策、
「最新技術を教室に－１」
木造建築の耐震性能や震動実験結果などである。技術・家
建築・住環境における最新技術・
庭（材料と加工、住生活と自立）、家庭（住生活の科学と文
手法・知識
化）、工業（建築、インテリア関係の各科目）、理科（力と運
動）などの授業において、具体例として示すことにより、より
強い興味・関心を喚起できると期待される。

広島国際大学

「最新技術を教室に－２」
ロボット技術の最新動向

機械、電子、制御、計測、認識、通信などの各技術を含むロ
ボット技術の研究開発状況やその応用事例を学ぶ。また少
子高齢化対策への応用に関して考える。技術（材料と加
工、エネルギー変換、情報）、情報、工業（機械、電気、情
報、材料関係の各科目）、理科（力と運動、電気と磁気、波）
などの授業において具体例として示すことにより、より強い
興味・関心を喚起できると期待される。

川上
伊丹
大串
河野
寺重

「最新技術を教室に－３」
情報・通信・ネットワーク技術の
最新事情

日進月歩で発展している情報・通信・ネットワーク技術の現
状と仕組みを分かりやすく解説する。主な内容は、光ファイ
バ通信、ネットワーク社会、ネットワーキング技術、記録メ
ディア、情報セキュリティなどであり、技術・家庭（情報）、情
報、工業（電気、情報系の各科目）、商業（情報系の各科
目）、理科（電気と磁気、波）などの授業において具体例とし
て示すことにより、より強い興味・関心を喚起できると期待さ
れる。

松川 文雄 （工学部教授）
平谷 雄二 （工学部特任教授）
生田目 康子 （工学部教授）
齋 礼 （総合リハビリテーション学部教授）
広島県呉市
間島 利也 （総合リハビリテーション学部准教
授）
山中 仁昭 （工学部講師）

広島国際大学

広島女学院大学 情報教育リフレッシュ講座

広島女学院大学

新しい中学校・高等学校「国語
科」の指導

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

藤田 盟児 （工学部教授）
梅 林 （医療経営学部准教授）
西野 孝仁 （工学部教授）
砂本 文彦 （工学部准教授）
坂本 淳二 （工学部教授）
橋本 清勇 （工学部准教授）
中西 伸介 （工学部准教授）
谷村 仰仕 （工学部講師）

広島県呉市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中・高等学校、技
術・家庭、工業、
理科教諭向け

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平263053355661号

0823-73-8980

http:/www.hirokokuu.ac.jp/

広島県呉市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中・高等学校、技
術、情報、工業、
理科教諭向け

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平263053355662号

0823-73-8980

http:/www.hirokokuu.ac.jp/

教諭

中・高等学校、技
術・家庭、情報、
工業、理科教諭
向け

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平263053355663号

0823-73-8980

http:/www.hirokokuu.ac.jp/

教諭

主として中学校
（理科・技術科）
教諭、
高等学校（工業
科・理科）教諭

18,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年6月13日

平263053454030号

082-820-2515

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

18,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年6月13日

平263053454031号

082-820-2515

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

用一 （工学部教授）
哲郎 （工学部教授）
哲朗 （工学部客員教授）
進 （工学部教授）
隆視 （工学部教授）

李木 経孝（工学部教授）
中川 紀壽（工学部教授）
松尾 邦昭（工学部教授）
佐々木 健（工学部教授）
新川 英典（工学部教授）
科学・技術・工業の教材研究を目的に、ものづくり、環境、
石橋 昇（工学部教授）
生物を柱とした講義と実験実習を行います。
中村 格芳（工学部准教授）
題材は、金属材料の分析、電子回路、模型の制御、塗
山嵜 勝弘（工学部准教授）
装、名水鑑定、遺伝子、科学・技術・工業科教育などで、こ
広島国際学院大
渡邊 真彦（工学部准教授）
科学技術工業に係わる教材研究 れらを3日間をとおした複数のクラスに分けて実施します。
学
歌谷 昌弘（工学部准教授）
運営上、モータの制御、3Ｄ－ＣＡＤ、植物の活用などを取り
池坊 繁屋（工学部准教授）
扱うこともあります。申し込み時に希望のクラスを選択するこ
竹野 健次（工学部准教授）
ととしますが、希望に添えないことがあります。
奥田 勉（工学部教授）
岡田 大爾（工学部教授）
間田 泰弘（工学部教授）
高木 尚光（情報文化学部教授）
神垣 太持（情報文化学部教授）
西村 正文（総合教育センター教授）

学校教育も社会基盤を背景として運営されています。産
業、福祉、国際化、及び情報化の観点からこれらの今日的
課題例を取り上げ、社会の諸相を教育に生かせるような資
質の向上を意図した講義・演習を行います。
広島国際学院大 学校教育に係わる現代社会の諸
特に、情報化については、教育現場を視野に入れてイン
学
相と情報化
ターネットがもたらす影響についての理解や、Excelの基礎
から応用までの活用方法の修得、及びPowerPoint等による
プレゼンテーションを効果的に行うポイントの理解を目的に
した演習を行います。

時間数

栗原 理（情報文化学部教授）
澤田 善太郎（情報文化学部教授）
山本 昌弘（情報文化学部教授）
池本 良教（情報文化学部教授）
伊藤 泰郎（情報文化学部教授）
谷口 重徳（情報文化学部准教授）
藤本 風明（情報文化学部准教授）
竹元 雅彦（情報文化学部准教授）
崔 博憲（情報文化学部准教授）
古関 喜之（情報文化学部講師）
山田 陽子（情報文化学部講師）
松本 俊雄（総合教育センター教授）
増山 栄一 エリック（総合教育センター教授）
大塚 厚二（総合教育センター教授）
若林 義啓（総合教育センター准教授）
南 憲明（工学部教授）
池坊 繁屋（工学部准教授）
中村 学（工学部講師）

6時間 平成26年8月8日

平成26年8月4日～
平成26年8月6日

広島県広島市

18時間

広島県広島市

平成26年8月4日～
18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、特別
支援学校教諭

今日の生活は情報化によって進展してきた。本講習では、
その進展に伴う就業・雇用構造変化を概説することで情報
社会の職業観について講義する。また、暗号化技術、画像
処理技術、情報倫理といった情報社会にとっての基本的な
知識を講義と実習を通して再認識する。

橋本 一夫（国際教養学部国際教養学科教授）
西口 理恵子（国際教養学部国際教養学科教
授）
広島県広島市
中田 美喜子（国際教養学部国際教養学科教
授）

18時間

平成26年8月7日～
平成26年8月9日

教諭

高等学校情報科
教諭向け

18,000円

10人

平成26年4月21日～
平成26年6月20日

平263053655911号

082-221-2633

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

本講習では、気になる近年の研究として、『源氏物語』のも
ののけ、『平家物語』の源氏の戦法等を取り上げ、読むこと
の指導に生かす方途を探る。また、文法教育の意義につい
て考え、国語力の育成に資する文法教育のあり方を提起す
る。さらに、楽しく記述力のつく作文指導の方法、充実した
ディベートの組織のあり方等を学んでいく。日本文学、日本
語学、国語科教育学の新しい研究成果にふれ、中学校・高
等学校の国語科授業改善のヒントが得られる講習の場にし
たいと考えている。

植西 浩一（国際教養学部国際教養学科准教
授）
佐藤 茂樹（国際教養学部国際教養学科教授） 広島県広島市
渡邊 ゆかり（国際教養学部国際教養学科教
授）

18時間

平成26年8月25日～
平成26年8月27日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭向
け

18,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年6月20日

平263053655912号

082-221-2633

http://www.hju.ac.j
p/
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平成２６年度（第３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

集積回路、LED、ハードディスクなどの電子デバイスの材
料となる半導体、磁性体などの電子材料の成り立ちを学習
し、原子レベルのナノテクノロジーを駆使するこれらの電子 小柳 剛（大学院理工学研究科教授）
デバイスの作製プロセスと電子デバイスの最先端を解説す
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

山口県宇部市

6時間 平成26年8月23日

教諭

中学校理科，高
等学校理科・工
業担当教諭

6,000円

40人

平成26年5月27日～
平成26年6月4日

平261006654060号

083-933-5056

http://kyomen.jimu.
yamaguchi-u.ac.jp/

山口県立大学

情報通信機器を使うことで行ってしまっていることを把握し、
情報が伝わることの基本的な意味を理解する。
情報リテラシー
理解の後に、実例を通じてネット上でのコミュニケーションの
-特にコミュニケーションツールに 行われ方から、ネットでの規範性について概観し、情報を遮 吉永 敦征（情報化推進室准教授）
ついて断できる安全地帯の重要性について把握する。
最後に生徒たちへの対応方法について、受講生全体で議
論をしながら考察する。

山口県山口市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小・中・高等学校
教諭

6,000円

40人

平成26年5月25日～
平成26年6月5日

平262006853638号

083-928-3005

http://www.yamaguch
i-pu.ac.jp

山口県立大学

学校と裁判

学校という場で生起するいじめ（ハラスメント）、体罰、校則、
教育情報などをめぐる裁判例の動向を概観し、具体的な裁
判例を分析・検討することによって、事件の再発防止および 藪本 知二（社会福祉学部准教授）
子どもの権利（子どもの学習権など）の保障の観点から、学
校が取り組むべき課題について考える。

山口県山口市

6時間 平成26年8月19日

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭・養護教諭

6,000円

30人

平成26年5月25日～
平成26年6月5日

平262006853639号

083-928-3005

http://www.yamaguch
i-pu.ac.jp

山口県立大学

①児童・生徒を対象とした栄養マネジメントの意義を確認す
るとともに、成長・発達過程にある者の栄養アセスメントの
栄養教諭のためのスポーツ栄養 目的・基本技術を学ぶ。
弘津 公子(看護栄養学部准教授)
マネジメント
②スポーツをする児童生徒 澄川 朋子(看護栄養学部助手)
に対する個別指導について、スポーツ栄養マネジメントの手
法を用い、事例検討を中心に演習し解説する。

山口県山口市

6時間 平成26年8月19日

栄養教諭、
クラブ活動やス
教諭
ポーツ少年団な
栄養教諭 どを担当する小
学校・中学校教
諭

6,000円

平成26年5月25日～
30人
平成26年6月5日

平262006853640号

083-928-3005

http://www.yamaguch
i-pu.ac.jp

山口県立大学

学校における児童生徒の問題について、その原因、背景お
子どもの心の問題についての理 よび現状を分析し、教諭・養護教諭としての児童生徒への
中村 仁志（看護栄養学部教授）
解と支援
関わり、保護者への関わりを考えるとともに、学校内の連
携、他専門職種との連携における役割について学ぶ。

山口県山口市

6時間 平成26年8月19日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

70人

平成26年5月25日～
平成26年6月5日

平262006853641号

083-928-3005

http://www.yamaguch
i-pu.ac.jp

山口県立大学

看護師ではなく養護教諭が行うフィジカルアセスメントの意
養護教諭のためのフィジカルアセ 義を確認するとともに、フィジカルアセスメントの基本技術、
丹 佳子（看護栄養学部教授）
スメント
目的を学び、保健室の応急手当場面で役に立つフィジカル
アセスメントを中心に演習をまじえながら解説する。

山口県山口市

6時間 平成26年8月21日

養護教諭 養護教諭

6,000円

20人

平成26年5月25日～
平成26年6月5日

平262006853642号

083-928-3005

http://www.yamaguch
i-pu.ac.jp

山口県立大学

子どもにとって読書は，言葉を学び，感性を磨き，表現力を
高め，想像力を培うなど，豊かな人間性を身につける重要
読書が育む豊かな人間性－学校
な活動である。「第59回 学校読書調査報告」を参考にしつ 安光 裕子（国際文化学部教授）
図書館を活かす－
つ，児童・生徒の読書活動の実態および児童・生徒の発達
段階に応じた読書の意義などについて概説する。

山口県山口市

6時間 平成26年8月21日

6,000円

50人

平成26年5月25日～
平成26年6月5日

平262006853643号

083-928-3005

http://www.yamaguch
i-pu.ac.jp

生と死から学ぶいのちの教育

人間のいのちの尊厳や大切さが見えにくくなっている今、そ
のことを今一度考え再確認するとともに、どのようにこどもた
ちに教えていくのかを検討する。単に言葉や知識の範囲を 田中 愛子（看護栄養学部教授）
超えて、こどもたちが実感のレベルで尊厳をわかり、他者を 赤羽 潔（共通教育機構長・教授）
大切にしようとするこころを育む方法を、ターミナルケアの視
点を含めて探求する。

山口県山口市

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

70人

平成26年5月25日～
平成26年6月5日

平262006853644号

083-928-3005

http://www.yamaguch
i-pu.ac.jp

山口県立大学

地球環境と未来へのかかわり

気候変動を中心としてグループ討議を交えながら、以下の
講習を行う。
１ 人類と地球環境とのかかわり
２ 地球温暖化・気候変動の現状
３ 食と環境
４ 解決策を導くために
５ まとめ

山口県山口市

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5月25日～
平成26年6月5日

平262006853645号

083-928-3005

http://www.yamaguch
i-pu.ac.jp

山口県立大学

中学校・高等学校教科「体育」における「体力を高めるため
の運動」領域の指導力を高めるために、ストレッチング、レ
ジスタンス・トレ－ニング及び各種コンディショニングに関す
る最近の科学的理論と知見を学び、その理論と知見に基づ
科学的なトレーニング理論とその くストレッチング、レジスタンス・トレーニング（自重、マシ－ン
青木 邦男（附属図書館長・教授）
実践的展開
及びフリ－ウエイトを用いたトレ－ニング）を実践しながら特
定目的を達成するためのトレ－ニング・メニュ－を作成す
る。併せて、生活習慣予防やスポ－ツ傷害予防に有用であ
るコンディショニングのための2,3のトレ－ニング技術を修得
する。

山口県山口市

6時間 平成26年8月22日

6,000円

15人

平成26年5月25日～
平成26年6月5日

平262006853646号

083-928-3005

http://www.yamaguch
i-pu.ac.jp

山口県立大学

家族や子育てを考える際に、参考となる理論はあるのか。
それとも、家族や子育ては、本能や伝統に基づくものである
家族・子育てを理解する「理論」を のか。本講義は、「家族の力動理論」に基づいて、様々な家
求めて
族問題や、子どもの人格形成において生じてくる発達課題
二村 克行（社会福祉学部准教授）
～子どもの人格形成を「家族力 の解決方法について、取り上げる。児童虐待、ひきこもり、
動論」から分析する～
摂食障害、ゲーム機器依存、感情のコントロールの利かな
い子どもなど、様々な問題の解釈の糸口について講義して
いきたいと考えている。

山口県山口市

6時間 平成26年8月22日

6,000円

50人

平成26年5月25日～
平成26年6月5日

平262006853647号

083-928-3005

http://www.yamaguch
i-pu.ac.jp

山口大学

ナノテクノロジーと電子デバイス
の最先端

山口県立大学

今村 主税（共通教育機構准教授）
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教諭

教諭

小・中・高等・特
別支援学校教諭

中学校・高等学
校保健体育担当
教諭（必要に応じ
て小学校体育主
任も可）

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

平成２６年度（第３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22日

小・中・高等学校
教諭
教諭
養護教諭
養護教諭
栄養教諭
栄養教諭

6,000円

70人

平成26年5月25日～
平成26年6月5日

平262006853648号

083-928-3005

http://www.yamaguch
i-pu.ac.jp

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

6,000円

平成26年5月25日～
40人
平成26年6月5日

平262006853649号

083-928-3005

http://www.yamaguch
i-pu.ac.jp

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月20日

平261006753674号

088-656-7095

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

協同の教育を学ぶ

多くの学校では何らかの形でグループを用いた学習活動が
展開されているが，単にグループを形成して活動させれば
協同的な学習が促進されるとは限らない。本講習会では競
争と協同に関する理論を踏まえつつ，児童，生徒が互いに
甲原 定房（共通教育機構教授）
高め合う協同的な授業や学習に関する基礎理論，基本的
技能について学ぶ。したがって，授業等を展開する指導者と
しての役割が期待される教諭，養護教諭，栄養教諭を受講
対象とする。

山口県立大学

カウンセリングの理論と技術

１．小中高大を通して学校における児童・生徒・学生の心理
的問題とその対応について臨床心理士の立場から論じる。
２．カウンセリングの理論について論じ、教育相談場面での
大石 由起子（社会福祉学部准教授）
応用について考える。
３．ロールプレイによる体験学習を通して、受講者が教育相
談のスキル(技術）を修得する。

山口県山口市

6時間 平成26年8月22日

徳島大学

地域社会が抱える環境問題について環境化学と分析化学
の立場から解明する方策を考える。１）PM2.5と越境大気汚
今井 昭二（徳島大学大学院ソシオ・アーツ・ア
地域社会の環境化学と分析化学 染、２）水道水と地下水の水問題、３）学校教育における環
徳島県徳島市
ンド・サイエンス研究部 教授）
境教材としての分析化学（酸性雨・梅干・食酢のｐH）、４）イ
ンターネットからの環境化学情報による教材研究。

6時間 平成26年7月20日

徳島大学

徳島県の地震防災

東日本大震災では，東北地方の太平洋岸で甚大な津波被
害が発生した。南海トラフで発生する最大級の地震もこれに
匹敵すると思われる。これらを紹介するとともに，30年確率
が60〜70％程度と高くなっている南海トラフ地震について，
その発生メカニズム，いかにして津波から身を守るか，緊急 村田 明広（徳島大学大学院ソシオ・アーツ・ア
徳島県徳島市
地震速報の有効性などを解説する。また，徳島県の吉野川 ンド・サイエンス研究部 教授）
沿いを東西に通る中央構造線活断層帯に関して，変位地
形，予想される地震の規模，30年確率，条例による活断層
直上の土地利用適正化などを解説し，学校全体での地震
防災教育に役立てたい。

6時間 平成26年7月26日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月20日

平261006753675号

088-656-7095

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

徳島大学

ゲーム理論的に考える

ゲーム理論とは相手の行動を考慮しつつ，自分にとって最
適な行動は何かを探求する社会科学の学問ですが、その
応用範囲は広く、歴史的な事実や日常の出来事もゲーム理 内藤 徹（徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アン
論で説明することができます。本講習ではそのエッセンスを ド・サイエンス研究部 教授）
学級運営において相手の行動を考慮したルール作りにも応
用できるよう、現実の事例を交え、分かりやすく解説します。

6時間 平成26年7月26日

小学校教諭，中
教諭
学校・高校(数学･
養護教諭 社会)教諭，養護
教諭

6,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年5月20日

平261006753676号

088-656-7095

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

徳島大学

富士山の世界遺産登録をきっかけに世界遺産への関心が
再び高まっている。本講座担当者は大学1年生向け教養科
目で「世界遺産が語る地理と歴史」を開講し、学際的・総合
世界遺産を教材に魅力ある授業
豊田 哲也(徳島大学大学院ソシオ・アーツ・ア
的な授業実践をおこなってきた。その講義内容や教育効果
をつくる
ンド・サイエンス研究部 教授)
を紹介しながら、魅力ある授業の開発方法について学ぶ。
また、受講者が作成する学習指導案をもとに、ワークショッ
プ形式で討議とコンサルテーションをおこなう。

徳島県徳島市

6時間 平成26年7月27日

教諭

小学校教諭，中
学校(社会)教諭，
高校(地理歴史・
公民)教諭

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年5月20日

平261006753677号

088-656-7095

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

徳島大学

円の数理

１．ギリシャ数学の円 (紀元前300年頃に書かれた13巻から
原論はギリシャ数学の最大の遺産であると考えられてい
る。ここでは，円の定義を中心にして原論の一部を解説す
る。また，当時アテネで流布していたギリシャ数学の三大問
小野 公輔(徳島大学大学院ソシオ・アーツ・ア
題：円積問題，立方体倍積問題，角の３等分問題について
ンド・サイエンス研究部 准教授)
紹介する。）
２．円周率パイ （円の周囲の長さはその直径に比例する。
その比が円周率である。ここでは，アルキメデスによる漸化
式を用いた円周率の求め方などについて解説する。）

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小学校教諭，中
学校・高校(数学)
教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年6月16日

平261006753678号

088-656-7095

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

徳島大学

科学の進展の一方で、「トンデモ」な科学を信じてしまう人が
増えている。「トンデモ」な科学には、何が足りないのだろう
か。科学的な理解に必要な事柄を、遺伝子診断実験を行っ
て考えてみよう。また、iPS細胞や遺伝子組換え食品や生殖
発生は遺伝子の爆発だ 〜iPS
真壁 和裕(徳島大学大学院ソシオ・アーツ・ア
補助医療など、今後の普通の暮らしのなかで誰しもが出会
細胞・生殖補助・遺伝子組換え〜
ンド・サイエンス研究部 教授)
いそうな生命科学のトピックスをいくつか選んで講義する。
純粋な理科の枠にとどまらず、保健（ヒトの生理的側面）や
社会（家族に関わる倫理）といった科目の枠組みとの境界
領域も意識して、トータルな理解をめざす。

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月2日

小学校教諭，中
学校(理科･社会･
教諭
保健)教諭，高校
養護教諭 (理科･公民･倫
理･保健)教諭，養
護教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年6月16日

平261006753679号

088-656-7095

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

徳島大学

これまでの木版画は彫刻刀で彫ることが前提でした。その
方法では細かな表現や立体表現は難しいのですが、最近
の木版画技法には、彫刻刀を使わない新しい技法が多くあ
ります。その中で今回は，「釘打ち法」という版木に釘を打つ
平木 美鶴(徳島大学大学院ソシオ・アーツ・ア
事で凹みを作る簡単な技法を使い，木版画で細かな表現や
ンド・サイエンス研究部 教授)
立体表現を体験してもらいます。小学生は立体表現が難し
いので細かな形や模様を絵柄とする等，発達年齢を考えな
がら下絵の構想を変えればすべての学年で使える技法であ
る。

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月8日

小学校教諭，中
学校・高校(美術）
教諭

6,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年6月16日

平261006753680号

088-656-7095

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

山口県立大学

新しい木版画の技法

山口県山口市

徳島県徳島市
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教諭

教諭

小学校教諭，中
学校・高校教諭

平成２６年度（第３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

バイオテクノロジーと現代社会

この講習ではバイオテクノロジーに関する実習とそれに関
連する講義を行う。午前中は植物からDNAを抽出する実習
を行い、その後に遺伝子組換え作物について講義を行う。
午後は、抽出したDNAをもとにPCR法によりある遺伝子の一 渡部 稔(徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アン
部分を増幅し、電気泳動法により増幅したDNAの解析を行 ド・サイエンス研究部 准教授)
う。最後にバイオテクノロジーを利用した現在の生殖医療の
一端を紹介し、生命と倫理についてのディスカッションを行
う。

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭,
中学校・高校（理
科・農業）教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年6月16日

平261006753681号

088-656-7095

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

万華鏡と折り紙

サイコロやテトラパックの形である正多面体についての研究
は，日常的に私たちが目にする模様や図形との関わりが深
く，折り紙、ペーパークラフトや万華鏡を通して理解を深める
大渕 朗(徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アン
ことができる。本講習では，折り紙、ペーパークラフトや万華
ド・サイエンス研究部 教授)
鏡で正多面体を工夫しながら，幾何学の基本となる図形に
ついての理解を深めるとともに，美術としての図形にも目を
向けられるような内容を講義する。

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月9日

教諭

小学校教諭，中
学校・高校(数学･
理科･美術)教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年6月16日

平261006753682号

088-656-7095

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

徳島大学

地理情報システムを使って地域
を知る

GIS(地理情報システム)とは、デジタル化された地図画像に
データベース機能を結びつけたもので、近年、地図や空間
塚本 章宏(徳島大学大学院ソシオ・アーツ・ア
情報を扱うあらゆる分野で利用されている。本講義では、無
ンド・サイエンス研究部 准教授)
料で入手できるGISソフトとデータを用いて、実際に操作しな
がら、地域情報を地図上に表示する手法の修得を目指す。

教諭

小学校教諭,中学
校(社会)教諭,
高校(地理歴史･
公民)教諭

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年6月16日

平261006753683号

088-656-7095

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

徳島大学

放射線の基礎知識として、放射線と放射能の違いから身の
回りにある放射線とその利用そして放射線の人体への影響
と防護の考え方などについてワークシートを使って整理して
放射線の基礎知識と身の回りの いただきながらわかりやすく講義します。実習では、放射線 三好 弘一(徳島大学アイソトープ総合センター
徳島県徳島市
放射線の測定
の測定を理解していただくために、GM計数装置を使用して 教授)
身の回りの放射線を実際に測定して理解を深めていただく
とともに、霧箱を作成して放射線の飛跡が簡単に観察でき
ることを確認します。

6時間 平成26年8月11日

小学校教諭，中
教諭
学校・高校(理科）
養護教諭
教諭，養護教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年6月16日

平261006753684号

088-656-7095

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

徳島大学

インターネットや情報機器を使った授業をするのは何だか難
しい、と感じていませんか。一方で、社会の情報化は急速に
進み、子ども達を取り巻く環境も大きく変わっています。ICT
の活用はそれほど難しいことではありません。子ども達に
金西 計英(徳島大学大学開放実践ｾﾝﾀｰ 教
誰でもできるICTを活用した授業
とっても、ICTを使うことで、学びをスムーズに助けることにな 授)
ります。皆さんと一緒に、ICTをキーワードに、学校環境を取
り巻く変化や、これからの学びについて考えて行く予定で
す。

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月18日

教諭
小学校・中学校
養護教諭 教諭，養護教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年6月16日

平261006753685号

088-656-7095

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

徳島大学

低温を使った安全な理科実験

ドライアイスや液体窒素などの低温を利用することにより、
相転移による可逆的な体積変化の観察、電気抵抗変化の
観察、燃焼を抑制する気体の確認、等速直線運動の観察な
ど、物質観を豊かにイメージする理科の授業をダイナミック 齊藤 隆仁(徳島大学大学院ソシオ・アーツ・ア
に展開することが可能となる。一方で、事故を絶対に引き起 ンド・サイエンス研究部 准教授)
こさないための安全な取扱い方を理解しておく必要がある。
この講習では、講義と実習を通して実際の授業で低温を活
用する方法を考えていく。

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校教諭，中
学・高校(理科)教
諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年6月16日

平261006753686号

088-656-7095

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

徳島大学

日本語の言語変化

現代日本語のバリエーションを地域言語学および社会言語
学的視点から追求し、日本語の多様性について考える。地
域方言の視点からは言語地図などを読みながら言語の変 岸江 信介(徳島大学大学院ソシオ・アーツ・ア
遷について解説する。また、若者のことばについて考察する ンド・サイエンス研究部 教授)
ため、新方言や中間方言について例を挙げながら移り変わ
る現代日本語について考える機会を提供する。

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭，中
学校・高校(国語)
教諭

6,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年6月16日

平261006753687号

088-656-7095

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

教諭

小学校・中学校・
高校(理科・工業)
教諭

平成26年4月16日～
100人
平成26年6月16日

平261006753688号

088-656-7095

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

平成26年4月16日～
平成26年6月16日

平261006753689号

088-656-7095

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

徳島大学

徳島大学

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月9日

徳島大学

本講習では，南海トラフ地震の特徴と被害予測，最近，増加
傾向にある日本の竜巻等の突風被害などに関する基本的
教育現場における防災と超伝導 な理解を深め，教育機関におけるリスクマネジメントと災害
教育
時に備えた教育継続計画（ＥＣＰ）の進め方について，また，
低温物理学，特に超伝導について解説し，小中高校の防災
教育や工業教育にも活用できる内容を講義します．

中野 晋(徳島大学大学院ｿｼｵﾃｸﾉｻｲｴﾝｽ研究
部 教授)
野田 稔(徳島大学大学院ｿｼｵﾃｸﾉｻｲｴﾝｽ研究
徳島県徳島市
部 准教授)
岸本 豊(徳島大学大学院ｿｼｵﾃｸﾉｻｲｴﾝｽ研究
部 教授)

6時間 平成26年8月28日

徳島大学

髙橋 章(徳島大学大学院ヘルスバイオサイエ
ンス研究部 教授)
奥田 紀久子(徳島大学大学院ヘルスバイオサ
イエンス研究部 教授)
児童生徒の健康を把握し指導するためには、基礎的な栄養
阪上 浩(徳島大学大学院ヘルスバイオサイエン
学的知識は必要不可欠となっている。そこで学童期からの
児童生徒の健康を維持する栄養
ス研究部 准教授)
骨の健康、小児肥満、食品衛生、食物アレルギー、学校給
徳島県徳島市
の基礎知識
竹谷 豊(徳島大学大学院ヘルスバイオサイエ
食、献立について、小・中学校で有用と考えられる基礎知識
ンス研究部 准教授)
を紹介する。
首藤 恵泉(徳島大学大学院ヘルスバイオサイ
エンス研究部 講師)
奥村 仙示(徳島大学大学院ヘルスバイオサイ
エンス研究部 助教)

6時間 平成26年8月28日
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教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

6,000円

20人

平成２６年度（第３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

徳島大学

四国大学

講習の名称

日本企業の現状と課題

小学校外国語活動の進め方
（Hi,friends!の使い方）

講習の概要

担当講師

日本の製造企業を取りまく環境は大きく変化しています。国
際競争が激化する中で、産業の成熟化・ デジタル化や標準
化による製品・サービスの汎用品化のスピードも速まってい
ます。本講習では、このような日本の企業が直面する困難 松嶋 一成(徳島大学大学院ソシオ・アーツ・ア
な状況について、具体的な事例を交えながら理解を深める ンド・サイエンス研究部 講師)
とともに、経営学の立場から企業経営を捉え、小学校や中
学校の社会、高校の公民科・商業教育に活かすことのでき
る内容を講義します。
小学校外国語活動に関する基礎的な理論を学習し、実践的
演習を行います。学習指導要領の目的を理解し、配布され
た教材『Hi,friends! 』を使った活動を体験します。学級担任ま
たは外国語活動の担当教員に必要な知識と指導力を理解 フェネリー マーク（文学部准教授）
するため、実際に指導案を立てて、外国語活動のマイクロ
ティーチングに挑戦します。

講習の開催地

徳島県徳島市

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31日

小学校教諭、中
学校・高校（社
会），高校（公民･
商業)教諭

教諭

受講料 受講人数

6,000円

20人

受講者募集期間

平成26年4月16日～
平成26年6月16日

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

平261006753690号

088-656-7095

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

平263055053290号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

徳島県徳島市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校教諭

6,000円

平成26年5月8日～
30人
平成26年5月21日

障害児教育から特別支援教育にかわって、何が変化した
か。近年、教育現場で定着しつつある、「特別支援教育」と
井村 雄三（附属幼稚園研究顧問、元生活科学
いう言葉の意味することの内容を解説し、実際の指導方法
徳島県徳島市
部准教授）
と、さらにそれを支える教材教具や遊具の実物を展示する。
展示した物で使用方法を体験し、その制作を実践する。

6時間 平成26年7月26日

教諭

幼・小・中・高・
特別支援教諭

6,200円

30人

平成26年5月8日～
平成26年5月21日

平263055053291号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

教諭
栄養教諭、幼・
養護教諭 小・中・高教諭、
栄養教諭
養護教諭

6,000円

30人

平成26年5月8日～
平成26年5月21日

平263055053292号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

幼・小・中・高等
学校教諭 社会

6,000円

30人

平成26年5月8日～
平成26年5月21日

平263055053293号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

6,300円

30人

平成26年5月8日～
平成26年5月21日

平263055053294号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

四国大学

特別支援教育

四国大学

小児の成長発達に関する最近の課題を踏まえ，現代社会
で生じている小児の健康問題の特徴を理解する．その上
で，特に慢性疾患や障害のある子どもへのケア，環境汚染
小児の慢性的な病気や栄養教育
小川 佳代（看護学部教授）
や災害時の子どもへの影響と対応などについて考える．
の必要な子ども達への援助
板東 絹恵（生活科学部教授）
また，成長発達の支援を食育の観点から捉え，主に学童
期・思春期における摂食障害に着目して，栄養相談におけ
るカウンセリングスキルの向上を目指した内容とする．

徳島県徳島市

6時間 平成26年7月26日

徳島県徳島市

6時間 平成26年7月26日

日本の古典と阿波の歴史

日本を代表する古典文学を取り上げ、これら文学作品にみ
える阿波の歴史を考える。具体的には１『万葉集』と眉山の
歌、２『土佐日記』と古代の阿波の湊、３『平家物語』と阿波 田中 省造（文学部教授）
の武士などで、国語・歴史ばかりでなく、総合的な学習等で
の応用も可能であろう。

食に関する指導の工夫と実践

保護者や児童生徒に対する食育実践における指導媒体作
成のための情報収集の方法や指導媒体作成について学習
します。
高橋 啓子（生活科学部教授）
１．食に関する情報収集の方法と情報の活用、ＰＰの作成に
森本 和子（短期大学部講師）
ついて
２．学校における食に関する指導の基本的な考え方と指導
について

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月19日

四国大学

たのしい授業の考え方と方法

「子どもたちが意欲をもって取り組む<たのしくてわかる授業
>」を実現するための考え方と方法についてとりあげます。具
体的には「熱心な教師なら誰にでも<たのしい(自然や社会
小野 健司（生活科学部教授）
の）科学の授業>を実践できる授業理論」である<仮説実験
授業>を体験しながら、その基礎にある認識論、教材の組織
法、授業運営法について解説していきます。

徳島県徳島市

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5月8日～
平成26年5月21日

平263055053295号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

四国大学

第1部講義：水棲の微細藻から増殖速度の大きいものが見
つかっている。これらは二酸化炭素を取り込んで脂質やタン
パク質へ変換する能力に優れており、石油代替燃料や食糧
の自給率を向上させる有用生物資源と考えられている。高
温室効果ガスCO2を食糧と燃料
脂質、高タンパク質の微細藻の栽培と食糧・エネルギー資 西尾 幸郎（短期大学部教授）
に変換する微細藻研究
源としての可能性を紹介する。第2部実験：微細藻の細胞形
態を光学顕微鏡で観察し、蛍光染色で脂質生産能の大きい
種類を調べる。培養藻体から脂質を抽出してTLCおよび核
磁気共鳴ＮＭＲで脂質量を測定する。

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中・高等学校教
諭、生物、化学、
水産

6,500円

10人

平成26年5月8日～
平成26年5月21日

平263055053296号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

四国大学

発達障害のある子どもの理解
－感覚過敏への対応ー

どの学校園にも発達障害のある子どもたちが多数在籍する
現状において，目に見えない障害とも言われる子どもたち
の特性を，十分に理解することは容易ではありません。この
前田 宏治（生活科学部講師）
講座では，特に感覚過敏の特性に焦点を当て，感覚過敏が
どのような行動につながり，適切な対応をとるにはどうした
らよいのかについて，学んでいただけます。

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月19日

幼・小・中・高・特
教諭
別支援教諭、養
養護教諭
護教諭

6,000円

30人

平成26年5月8日～
平成26年5月21日

平263055053297号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

楽しいお弁当作り

食育に関する体験的な学習を行います。内容は、「３・１・２
弁当箱法」によるお弁当作りの実習を通して、一人ひとりに
植田 和美（短期大学部教授）
あった栄養バランスやエネルギーの適量を知ってもらいま
渡邊 幾子（短期大学部助教）
す。また、食品の表示、食糧自給率、地産地消、伝統食など
も取り上げて食育に活かせる講習にしたいと考えます。

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月26日

幼・小・中学校教
教諭
諭 家庭、栄養教
栄養教諭
諭

6,500円

30人

平成26年5月8日～
平成26年5月21日

平263055053298号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

書のある風景

書の古典により書体やさまざまな書風を概観する。漢字の
字源である甲骨文、漢字の草書体からできた平仮名の字源
にも触れる。「書は人なり」の言葉が表すように、書の古典
から見える個性を作品とともに鑑賞し、手で書くことの重要 辻 尚子（文学部准教授）
性を認識して生きた書の実践につなげる。また用具用材を
工夫しながら顔彩などを用いた楽しい作品作りを行い、簡易
に制作した折本に貼って仕上げる。

6,300円

30人

平成26年5月8日～
平成26年5月21日

平263055053299号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

四国大学

四国大学

四国大学

四国大学

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月26日
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教諭

栄養教諭、幼・
小・中・高教諭
教諭
家庭（食育に関す
栄養教諭
る指導をされてい
る教員）

教諭

幼・小・中・高等
学校教諭・特別
支援学校教諭、
書道

平成２６年度（第３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

四国大学

体つくり運動

新しい学習指導要領「生きる力」をはぐくむという基本理念を
大切にし、体つくり運動では、心と体の解放を経験する。又
基本の運動から多様な動きを組み合わせることにより、いろ
いろな種目に対応できる能力を養う。中国武術で大切にす
渡邊由美子（短期大学部教授）范永輝（生活科
ることは、武徳とされ、一般の道徳の上に、厳(自己を厳しく
徳島県徳島市
学部講師）
戒める)と勇(勇気)を持つことで、武術で優れるということ以
上に重要視される。中国武術の基本から練習することで、
体や心を強くし、武徳を習得して、自分の持っているいろい
ろな能力を最高に発揮できるようにする。

徳島文理大学

生徒理解のためのロールプレイ
ング
ー箱庭づくり体験ー

生徒理解は、教育相談において特に重要である。そこで、カ
ウンセリングマインドを学ぶために、学校の相談室や保健
室、適応指導教室や通級指導教室、等で実施されている箱 生島 博之（人間生活学部教授）
庭づくりを体験してもらう。そして体験後に、各自が作った箱
庭をプロジェクターで鑑賞し、全員でディスカッションする。

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月4日

生徒指導の充実

生徒指導の教育的意義と今日的役割を念頭に置き、生徒
指導の直面する今日的課題ならびにそのための具体的・実
践的な対処法について論じる。また、「不登校」「いじめ」や 三橋 謙一郎（人間生活学部教授）
「学級崩壊」等の具体的問題行動への対応策についても検
討していく。

徳島県徳島市

初心者のためのコンピュータ・
ミュージック講座

午前は、コンピュータミュージックの仕組みや基礎的内容の
解説、またiPadやiPhoneによる簡単な音楽制作の紹介等を
講義形式で行います。午後は実際にパソコンを使用し、簡
原井 俊典（音楽学部・短期大学部教授）
単な音楽制作に取り組みます。（iPadまたはiPhoneをお持ち
の方は、音楽アプリGarageBandをインストールしてご持参く
ださい。）

徳島文理大学

徳島の和食文化と野菜料理

最近、若い世代ではあまり野菜を食べてない傾向がある。
外食や中食の増加が顕著で野菜のおいしさの認識不足も
一因と思われる。成長期や将来の生活習慣病予防として、 松下純子（短期大学部教授）
野菜からの、ミネラルや食物繊維摂取も大切な要素であり、 長尾久美子（短期大学部准教授）
また食文化の世界遺産となった和食文化の継承も必要であ 平野享子（短期大学部講師）
る。そこで、「野菜を使ったうどん作り」「阿波のそば米汁」
「なると金時のきんつば」「お抹茶」を実習し、野菜の魅力や
徳島の食文化の理解を深めることを目的とする。

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

30人

平成26年5月8日～
平成26年5月21日

平263055053300号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154278号

088-602-8025

http://www.bunriu.ac.jp

6時間 平成26年8月4日

教諭
小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

6,000円

80人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154279号

088-602-8025

http://www.bunriu.ac.jp

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月5日

小学校・中学校・
高等学校教員(音
楽及び音楽部指
導者）

6,000円

16人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154281号

088-602-8025

http://www.bunriu.ac.jp

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月5日

小・中学校・高等
教諭
学校（家庭） 養護
養護教諭
教諭

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154282号

088-602-8025

http://www.bunriu.ac.jp

徳島文理大学

前半では、全ての健常および軽度の障害児を対象にした音
楽活動を取り上げ、音楽を通してコミュニケーションや自己
表現をおこなう活動を紹介する。
生徒と教員のメンタルヘルス～学
さらに、近年、不登校など生徒の心の健康が問題となって 千葉 さやか（音楽学部講師）
校現場における音楽の療法的活
おり、また教員のメンタルヘルスも重要さを増していることか 井村 幸子（短期大学部音楽科講師）
用～
ら、後半では、音楽とリラクセーション法を併用したリラク
セーションテクニックを学び、学校現場に活かす演習を行
う。

徳島県徳島市

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4月21日～
平成26年6月13日

平263055154283号

088-602-8025

http://www.bunriu.ac.jp

徳島文理大学

小中高校における教育活動への応用が期待される内容に
ついて講習する。当該学校におけるホームページ作成や授
業用の教材作成、保健便りやポスター作成などに役立つ基
マルチメディアおよび情報モラル
本的な画像処理、映像処理についての講習を行い、著作権
に関する講習
などに関係しての情報モラル、使用するコンピュータのセ
キュリティなどを体験を通して学び、さらにフューチャース
クールの動向についても紹介し、討論する。

徳島県徳島市

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

35人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154284号

088-602-8025

http://www.bunriu.ac.jp

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

80人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154285号

088-602-8025

http://www.bunriu.ac.jp

教諭

小・中・高等学校
教諭（音楽）

6,000円

平成26年4月21日～
30人
平成26年6月13日

平263055154286号

088-602-8025

http://www.bunriu.ac.jp

6,000円

40人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154287号

088-602-8025

http://www.bunriu.ac.jp

徳島文理大学

徳島文理大学

篠原
古本
山城
長濱
矢野

靖典（人間生活学部教授）
奈奈代（人間生活学部教授）
新吾（人間生活学部講師）
太造（人間生活学部助教）
米雄（人間生活学部教授）

幼児の発達と保育指導

幼児期における保育技術のあり方について、理論的、且
つ、実践的に追求する。理論的にのぞましい保育技術は、
「押しつけ保育」でもなく、「子どもに任せる保育」でもない。
それは、子どもの身（心）に介入する保育であり、その具体 三橋謙一郎（ 人間生活学部教授）
的・実践的なあり方について検討する。 次に幼児期前
寒川伊佐男（ 人間生活学部非常勤講師）
期・後期の発達特性について、ＡＤＨＤや自閉症などと関連
させながら言及する。そして、その理解・指導法について、
事例研究を基にして、検討を加えていく。

徳島文理大学

音楽作品研究

村崎 和子（音楽学部教授）
教科・学級活動・部活動等の教育活動に生かすとともに、情
熊谷 公博（短期大学部音楽科教授）
操教育に資するよう、鍵盤楽器、声楽、管楽器、指揮等の
板東 久美（音楽学部教授）
実技レッスンを通して作品の背景、分析を行い音楽作品の
原井 俊典（短期大学部音楽科教授）
深い演奏法を研修する。
石井 恭二（短期大学部音楽科准教授）

徳島文理大学

一体どのようにすれば、「心の琴線にふれる人権教育」、
「魂をゆさぶる人権教育」ができるようになるのでしょうか。こ
れは、「人権教育」を担当する者にとっての「永遠の課題」と
いっても過言ではないでしょう。そのためには、まず「人権教
これからの「人権教育」の課題と 育」を教える先生方のしっかりした人権感覚や学問的知識
阿部 頼孝（学短期大学部教授）
展望
に裏付けされた「自信」が必要と思われます。この講義で
は、これまでの本県における人権教育の取り組みや実践的
指導を踏まえながら、これからの「人権教育」の課題と展望
について、現場の先生方とご一緒に考察を深めていきたい
と考えています。

徳島文理大学

6時間 平成26年8月26日

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月7日

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月11日
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教諭

教諭

幼・小・中・高・特
別支援教諭（体
育指導者）

受講料 受講人数

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

平成２６年度（第３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

徳島文理大学

徳島文理大学

徳島文理大学

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

生徒指導に役立つ医学知識

今、従来の「健康」の定義に関する疑問の声が挙っている。
ここでは「障害」の視点からあらためて「健康」とはどのよう
な意味であるかを考える。さらにこの講習では、児童・生徒 多田羅勝義(保健福祉学部教授)
の多様な健康課題(性感染症などを含む）を問題対処型の 森脇 智秋（助産学専攻科准教授）
対応から予防的対応をする視点で捉えられるように留意す
る。

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月20日

保育における音楽的な活動

子どもの成長と音楽のかかわりや保育内容としての理解を
深めるとともに、音楽的な活動の実践力を養うことを目的と
する。日常の保育から発表会、地域の子育て支援などにも
児嶋 輝美(短期大学部教授）
活かせられる様々な音楽的な活動を実際に体験しながら、
疋田 弘子(音楽学部非常勤講師)
指導方法について学ぶことが中心となる。実技には、手遊
び、楽器遊びや合奏、リズム遊びなどをとりあげる予定であ
る。

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月23日

中学英語ブラッシュアップ

小学校教員で担任など外国語活動に関わっておられる方、
中学校・高等学校英語教員でクラスルームイングリッシュを
もっと活用したい方を対象に、英検準2級の基本レベルで可
能な英語のやり取りを模索します。基本的に、①声を出す、
②区切ってゆっくり発話する、③繰り返す、④創造性を発揮
せずシンプルな英文を使う、⑤外国語には思った内容の
50％も訳し切れないので能率的にテキパキ進める、などに
重点を置きます。
小学校教員で担任など外国語活動に関わっておられる方、
中学校・高等学校英語教員でクラスルームイングリッシュを
もっと活用したい方を対象に、英検準2級の基本レベルで可
能な英語のやり取りを模索します。基本的に、①声を出す、
②区切ってゆっくり発話する、③繰り返す、④創造性を発揮
せずシンプルな英文を使う、⑤外国語には思った内容の
50％も訳し切れないので能率的にテキパキ進める、などに
重点を置きます。

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

6,000円

80人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154288号

088-602-8025

http://www.bunriu.ac.jp

教諭

幼稚園教諭・保
育士

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154289号

088-602-8025

http://www.bunriu.ac.jp

教諭

小学校教員（担
任など外国語活
動に関わる方）・
中学校英語教
員・高等学校英
語教員

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154290号

088-602-8025

http://www.bunriu.ac.jp

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154291号

088-602-8025

http://www.bunriu.ac.jp

堀口 誠信（短期大学部
言語コミュニケーション学科教授)
徳島県徳島市

6時間 平成26年8月26日

大岩 秀紀(短期大学部
言語コミュニケーション学科教授)

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

堀口誠信（短期大学部言語コミュニケーション学
科教授)
徳島県徳島市
大岩秀紀(短期大学部言語コミュニケーション学
科教授)

6時間 平成26年8月27日

教諭

小学校教員（担
任など外国語活
動に関わる方）・
中学校英語教
員・高等学校英
語教員

永浜
櫻井
瀬津
鈴木
井上
川上
門田
阿部
小林

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月26日

教諭

中、高教諭（理
科）

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154292号

088-602-8025

http://www.bunriu.ac.jp

保育における音楽的な活動

子どもの成長と音楽のかかわりや保育内容としての理解を
深めるとともに、音楽的な活動の実践力を養うことを目的と
する。日常の保育から発表会、地域の子育て支援などにも
児嶋 輝美(短期大学部教授）
活かせられる様々な音楽的な活動を実際に体験しながら、
疋田 弘子(音楽学部非常勤講師)
指導方法について学ぶことが中心となる。実技には、手遊
び、楽器遊びや合奏、リズム遊びなどをとりあげる予定であ
る。

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月23日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154293号

088-602-8025

http://www.bunriu.ac.jp

徳島文理大学

非行の理解と指導

児童生徒の問題行動に関わる制度と法令、非行問題を理
解する視点、非行防止のための教育相談活動のあり方、非
行のある児童生徒の指導法等を講義し、具体的な非行事
例の検討等を加え、非行の心理学的意味を理解し、指導力
を高めることによってその予防と教育相談活動の充実を図
る。

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月29日

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

6,000円

50人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154294号

088-602-8025

http://www.bunriu.ac.jp

徳島文理大学

GISは、位置情報をキーに様々な情報を結んで見える化し、
高度な分析や迅速な判断を可能にします。本講習では、
GIS初心者（パソコンの初歩操作ができる人）を対象に、演
GIS（地理情報システム）を理解・ 習中心に、GISの基本原理と操作法を学びます。町の探検
古田 昇（文学部教授）
活用する
活動の行動ルートや写真を一枚の図に表現したり、歴史地
中条 義輝（文学部教授）
－入門と基礎演習－
図・環境変化マップ、ハザードマップの作成、インフルエンザ
感染エリアマップ、マーケッティングマップなど各校種、各単
元で利用できるさまざまなデータマップの作成方法を紹介し
ます。

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月11日

小・中・高教員
教諭
（全教科教員）及
養護教諭
び養護教諭

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154296号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp

徳島県徳島市

6時間 平成26年8月20日

1,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平268135353286号

03-6458-8131

http://jua-web.org

香川県さぬき
市

6時間 平成26年8月6日

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154280号

088-602-8025

http://www.bunriu.ac.jp

徳島文理大学

中学英語ブラッシュアップ

徳島文理大学

人間のさまざまな生命現象のうち、１）病気から我々の体を
守ってくれる免疫機構、および２）ストレス負荷で分泌される
ステロイドホルモンの多様な機能を解説します。また、３）午
からだの不思議：免疫、ストレス、
後の実験では、受講生のみなさんの唾液中ステロイドホル
ステロイドの関係
モン（その人のストレス負荷レベルの指標になります）を生
化学的手法を用いて、測定、定量してみます。さて、午前中
の講義で一番ストレスを感じていたのは誰でしょう？

徳島文理大学

上垣
黒澤
中津
三村

政博(薬学部教授)
栄一(薬学部教授)
弘順(薬学部教授)
真也(薬学部教授)
正久(薬学部准教授)
隆茂(薬学部助教)
佳人(薬学部助教)
友美(薬学部助教)
敬子(薬学部助教)

博和（人間生活学部教授）
良輔（人間生活学部教授）
達雄（人間生活学部教授）
都與仁（人間生活学部教授）

公益社団法人日
さわやか一輪車指導者研修会
本一輪車協会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校教員を対象にした講習会を開催
する。学識経験者による理論指導や当協会の公認指導員
による実技指導などを行う。全教科担当の小学校教員に体
育学習に関する最新の知見や効果的な指導の在り方につ
いての研修の機会を提供する。本講習会は、大学教授など
を講師として過去24年間にわたって開催し、28,833人以上
の小学校教員が受講した実績を有している。
主な受講対象者は小学校教諭とする。

徳島文理大学

生徒指導の教育的意義と今日的役割を念頭に置き、生徒
指導の直面する今日的課題ならびにそのための具体的・実
践的な対処法について論じる。また、「不登校」「いじめ」や 三橋 謙一郎（人間生活学部教授）
「学級崩壊」等の具体的問題行動への対応策についても検
討していく。

生徒指導の充実

園山和夫（桐蔭横浜大学教授）
高田彬成（文部科学省スポーツ・青少年局
体育参事官室教科調査官）
池田延行(国士舘大学教授）
本村清人（東京女子体育大学教授）
土井浩信（淑徳大学教授）
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教諭

小学校教諭

教諭
小・中学校教諭、
養護教諭 養護教諭

平成２６年度（第３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

徳島文理大学

GISは、位置情報をキーに様々な情報を結んで見える化し、
高度な分析や迅速な判断を可能にします。本講習では、
GIS初心者（パソコンの初歩操作ができる人）を対象に、演
GIS（地理情報システム）を理解・ 習中心に、GISの基本原理と操作法を学びます。町の探検
古田 昇（文学部教授）
活用する
活動の行動ルートや写真を一枚の図に表現したり、歴史地
中条 義輝（文学部教授）
－入門と基礎演習－
図・環境変化マップ、ハザードマップの作成、インフルエンザ
感染エリアマップ、マーケッティングマップなど各校種、各単
元で利用できるさまざまなデータマップの作成方法を紹介し
ます。

徳島文理大学

日本語教育を魅力あるものとす
るには

徳島文理大学

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

小・中・高教員
教諭
（全教科教員）及
養護教諭
び養護教諭

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154295号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp

香川県さぬき
市

6時間 平成26年8月6日

日本語の語彙や文字（特に漢字）の教育について、生徒の
青木 毅（文学部准教授）
興味をどのように引き出し積極的な学習に仕向けるかを、
近藤 政行（文学部准教授）
具体的な例を示しながら考える。

香川県さぬき
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中・高教員（国
語）

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154297号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp

イギリス・アメリカの詩、および有名な楽曲の歌詞を題材に
して、そこから見えてくる文化事情（恋愛・親子関係・政治な
ど）を読みとり、日本やヨーロッパと比較してみたいと思いま
詩と音楽で体感するイギリスとア す。また、それぞれの詩や歌詞が、言葉を「音」として美しく 岡地 ナホヒロ(文学部教授)
メリカの文化
響かせるためにどのような工夫をしているかについても考え 中島 正太(文学部准教授)
てゆきます。とくに歌詞の場合はそこに使われている表現に
も着目し、現代英語の面白さや複雑さを味わってもらいま
す。

香川県さぬき
市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小・中・高教員(全
教科)

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154298号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp

城跡・古戦場から歴史への興味
を持たせる

歴史の授業のみならず、歴史への興味を持たすことは、遠
足やホームルームや言語活動の促進などすべての教育活
動を豊かにする。如何に歴史への興味を持たすかを考えた
とき、１つの方法として考えられるのが、学校の身近にある 千葉 幸伸（非常勤講師）
城跡や古戦場の利用である。本講習では、四国各地および
周辺に残る城跡や古戦場の例を挙げて、歴史への興味の
持たせ方を考える。

香川県さぬき
市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼・小・中・高教
員（全教科）

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154299号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp

暮らしの中のDNA

日常生活において、DNAや遺伝子と言うことばが良く聞か
れるようになった。本講習では以下の内容の講義を行いサ
イエンス（理学）と産業（工学）の立場から生徒、児童にDNA
について伝えられるレベルまで習熟していただきます。①
DNAの構造について学ぶ。②遺伝子組み換えや遺伝子診 水野 貴之（理工学部准教授）
断など暮らしの中で重要なDNAに関する知識を修得する。
③バナナからDNAを抽出するなど教育現場で実践可能な技
術を修得する。④遺伝子組み換えやPCR法などの実験を体
験する。

香川県さぬき
市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小・中（理科・技
術・家庭）・高（理
科・工業・技術・
家庭）教員

6,000円

平成26年4月21日～
15人
平成26年6月13日

平263055154300号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp

徳島文理大学

暮らしを彩る科学と技術

日常生活の中には人工の光が満ち溢れている。各種照明
が生活を彩りディスプレイから多くの情報を得ている。情報
を送る手段もまた光である。レーザーはダイヤモンドすら切
断でき歯科治療など医療にも使われている。このように人
の暮らしには先端の光技術が不可欠になっている。本講習 國本 崇（理工学部教授）
ではこれらの背景にある科学の説明に加え、比較的手に入
れやすい実物の演示を行い、人の進化と光、現代生活と
光、未来と光との関係を紐解いていく。主な対象は中高理
科／工業であるが小学校も受講可能。

香川県さぬき
市

6時間 平成26年8月12日

教諭

中（理科）、高（理
科・工業）教員

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154301号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp

徳島文理大学

学校や家庭で広範に利用されているインターネットのしくみ
を理解し適切に利用するため、インターネット技術の成り立
ちと発展、現状と更なる拡張の動向を概観し、メールや
インターネットのしくみと安全な利 Web、IP電話などの情報がどのようにしてインターネットによ
妹尾 尚一郎（理工学部教授）
用法
り届けられるのかを講義する。合わせて、インターネットの
利便性と裏腹の関係にあるネットワークセキュリティの問題
を取り上げ、安全なインターネットの利用方法についても考
察する。

香川県さぬき
市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小･中・高教員（全
教科）

6,000円

平成26年4月21日～
20人
平成26年6月13日

平263055154302号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp

徳島文理大学

Accessを使ったデータベース入
門

前半は、Microsoft社のAccessを利用しながら、データベー
スの基本的な作り方(データをどのように集めればいいの
か)、操作方法、活用方法について説明します。後半は、学
小林 郁典（理工学部准教授）
校でデータベースを利用することを想定した実習を行いま
す。Windowsの基本的な操作(マウス操作など)ができる方が
対象です。

香川県さぬき
市

6時間 平成26年8月6日

教諭
小･中・高教員（全
養護教諭 教科）、養護教諭

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154303号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp

Excel成績処理入門

本講座では、成績データを対象とした場合の代表的なデー
タの整理・分析方法について紹介し、そして、実際にExcelを
小林 郁典（理工学部准教授）
利用しながらその活用方法を学習します。WindowsとExcel
の基本的操作（表やグラフの作成）ができる方が対象です。

香川県さぬき
市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小･中・高教員（全
教科）

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154304号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp

レゴロボットによるロボット制御

近年、ロボットに関する技術が飛躍的に向上し、高性能なロ
ボットが開発され、様々な分野で応用が期待されています。
本講習では、ロボット制御技術（メカトロニクス）の基礎につ
いて実習を通して理解を深めます。実習では、レゴ社と
河田 淳治（理工学部講師）
MIT(マサチューセッツ工科大学)が共同開発したロボット教 加治 芳雄（理工学部講師）
材(マインドストーム)を用いて自律型ロボットを製作し、ロ
ボットを制御するためのロボットプログラミングについても講
習します。

香川県さぬき
市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小、中（理科・数
学・技術）、
高校（理科・数
学・工業・情報）
教員

6,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154305号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp

放射線の基礎知識

現在、放射線は医療分野をはじめとし様々な分野で利用さ
れている。一方、２０１１年の東京電力福島第一原子力発電
所の事故以来、放射線に対する国民の関心が高まってい 佐藤 一雄（保健福祉学部教授）
る。本講習をとおし放射線の性質と人体への影響、防護等
の基礎知識を学習し、放射線を正しく理解し知識を深める。

香川県さぬき
市

6時間 平成26年8月12日

小・中・高教員
教諭
（全教科）、養護
養護教諭
教諭

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154306号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp

徳島文理大学

徳島文理大学

徳島文理大学

徳島文理大学

徳島文理大学
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平成２６年度（第３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

今日の高度医療を支えている臨床工学について講義と実
習を実施する。臨床工学の概念と臨床工学技士という国家
資格を取得した実際の業務内容を解説する。さらに、医療
職種の中で唯一工学的知識を有するとされる臨床工学技士 石原 国彦（保健福祉学部教授）
であるが、近年の理系離れにより、工学系科目を不得意と 氏原 友三郎（保健福祉学部教授）
する学生が多い。その中で、臨床工学技士として必須となる 樫野 真（理工学部講師）
工学的知識を理解させるための努力や工夫している点を紹
介する。実習では、臨床工学技士が医療機関で実際に行っ
ている医療機器の操作を体験して頂く。

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21日～
平成26年6月13日

平263055154307号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp

教諭
小・中・高教諭(全
養護教諭 教科)、養護教諭

6,000円

10人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154308号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp

教諭
小・中教員(全教
養護教諭 科)､養護教諭

6,000円

30人

平成26年4月21日～
平成26年6月13日

平263055154309号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp

教諭

高等学校（書道）
教諭（書道免許
取得者）

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153792号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

6時間 平成26年6月14日

教諭

中学校（理科）
教諭

6,000円

16人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153793号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県高知市

6時間 平成26年6月14日

教諭

小・中学校（音
楽） 教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153794号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

身の回りの物を素描する

本講習会は、「身の回りの物からモチーフを設定する」「設定
したモチーフを素描する」「完成作品の講評を相互に行う」以
上の様な内容になります。受講生が準備する物は、素描道
具一式（４H～５Bの鉛筆数本、練り消しゴム、カッター等）、Ｆ 土井原 崇浩（教育学部教授）
６スケッチブック、描きたいモチーフ３点以内。自己の心を開
放しながら制作し、人を魅了する完成作品を目指します。作
品は当日返却します。

高知県高知市

6時間 平成26年6月14 日

教諭

中・高等学校（美
術） 教諭（美術
免許取得者）

6,000円

12人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153795号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

グラフィックデザインの基礎知識としてMacintosh（Adobe
IllustratorCS4）を使用して、文字や画像のレイアウトについ
て基本操作を習得します。今回は簡単な課題内容（ハガ
グラフィックデザインの基礎知識 キ、名刺、カレンダー等）に沿って学習します。USBメモリを 吉岡 一洋（教育学部准教授）
ご持参ください。USBメモリにはデジタルカメラで撮影した写
真（風景写真など）10枚以上を保存しておくことが望ましいで
す。

高知県高知市

6時間 平成26年6月14日

教諭

中・高等学校（美
術） 教諭

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153796号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県南国市

6時間 平成26年6月14日

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153797号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

香川県さぬき
市

6時間 平成26年8月7日

香川県さぬき
市

6時間 平成26年8月7日

人権・同和教育の実践に向けて

人権問題を巡る社会の情勢や児童・生徒の実態が大きく変
化する今日、学校現場で人権・同和教育の実践にあたる教
員に求められる資質・技能について、「①同和問題の現状
理解と学校での取り組み」「②様々な人権課題に関する学
島田 政輝（一般総合科目准教授）
習への取り組み」「③人権尊重の視点に立った教育活動の
推進」の３つの観点から、必要な知識や基本的な考え方を
学び、学校における人権・同和教育の実践力を高めることを
目指す。

香川県さぬき
市

6時間 平成26年8月11日

書写・書道教育

書の歴史と書写・書道教育を考える。資料を基に、書の成り
立ちと表現、書の美・書法の変化を古典臨書を通して考えま
す。持参品は（書道用具一式）：筆は―柔毛・剛毛・長・短を 北川 修久（教育学部教授）
用意してください―あと、糊と鋏みが必要です。書道教員免
許状取得者の方のみお申し込みください。

高知県高知市

6時間 平成26年6月14日

中学校理科指導のヒントⅡ（化
学・地学領域）

化学・地学領域を深く学び、中学校理科での指導上のヒント
に資する。化学領域は化学物質に関する理解を深めること
を目的とし、身近な材料を使ったクロマトグラフィーに関する
実験と講義を行い、化学物質の分離に関する原理やその応
用について学ぶと共に、教材として活用される可能性を探 蒲生 啓司（教育学部教授）
る。地学領域は鉱物結晶が持つ規則正しい形状を観察する 赤松 直（教育学部教授）
と共に、Web教材「水の状態変化」等を利用し、固体・液体・
気体に対する原子レベルでの理解を深め、化学を含めた授
業に活用される可能性を探る。実験しやすい服装でノートＰ
Ｃを持参ください。

高知県高知市

徳島文理大学

臨床工学とは

徳島文理大学

新型インフルエンザウイルスや腸管出血性大腸菌などのい
わゆる新興感染症の出現と多様性は、我が国のみならず世
界的規模での蔓延が危惧されている。本講義では、代表的
病原微生物の分類とその同定法 な感染症の原因とその治療法、また新興感染症に関する最 大島 隆幸（香川薬学部准教授）
新の情報とともに、細菌やウイルス種の同定法について解
説するとともに、実習を通してその分類、同定法について学
ぶ。

徳島文理大学

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

音楽科の授業研究

特別支援教育/小児の疾患予
防・慢性疾患・心理発達

具体的な授業実践を対象としながら、音楽科の授業構成
論について、以下の手順で学びます。
① 学習指導要領や音楽科の授業構成の変遷と現代の
課題について考えます。
② 〔共通事項〕や音楽づくり、創作を中心とした音楽科
山中 文（教育学部教授）
の具体的な授業を検討します。
伴奏可能な歌唱曲楽譜（一曲 伴奏付き 簡易伴奏で可
講習内の活動で用います。特別な練習は不要であり、また
演奏技術は採点対象ではありません）を持参してください。

1）検尿・慢性疾患
検尿は腎疾患の早期発見のために有用なスクリーニング検
査である。腎疾患に代表される慢性疾患をもつ小児は支援
を必要としている。疾患をよく知ることこそが、適切な対応・
支援につなげるまず第一歩である。
2）発達障害
藤枝 幹也（医学部教授）
（広汎性発達障害、ＡＤＨＤ、学習障害）及び小児の心理発 久川 浩章（医学部准教授）
達・行動異常の基礎知識と特別支援教育の具体的手立て 脇口 明子（医学部臨床教授（称号付与））
について
3）予防接種
定期の予防接種は最近、制度が変更した。学園における麻
疹流行が社会問題化した。予防接種の基礎・問題点・将来
の展望について解説する。
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教諭

高等学校教員
（理科・数学・工
業）

受講料 受講人数

教諭
小･中学校 教
養護教諭 諭・養護教諭

平成２６年度（第３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
全学校種 教諭・
養護教諭 養護教諭・栄養
栄養教諭 教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153798号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

みんなの倫理

近年、いじめやハラスメントの問題がさまざまなかたちであ
らわれ、全国の教員を悩ませていることと推察します。本講
習では、第一部（１・２時限）として、いじめなどの社会問題を
「居場所」の問題と捉え直し、生活環境の悪化に伴う「生き
づらさ」を少しでも解消するためには、各人の居場所の確保 武藤 整司（人文学部教授）
が何よりも大切であることを指摘したいと思います。第二部
（３・４限）では、今日的な課題である、生命と環境をめぐる
倫理問題を、その根源から問い直すことにしたいと考えてお
ります。

高知県高知市

6時間 平成26年6月21日

芥川龍之介の作品を読む

中学や高校の教科書でしばしば取り上げられる、芥川龍之
介の「羅生門」「鼻」「蜘蛛の糸」を取り上げる。先行研究の
成果を踏まえて、新たな視点からこれらの作品を読み解い 田鎖 数馬（人文学部准教授）
ていく。中学校か高等学校の国語科教員を受講対象者とす
る。

高知県高知市

6時間 平成26年6月21日

教諭

中・高等学校（国
語）教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153799号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県高知市

6時間 平成26年6月21日

教諭

中・高等学校（英
語）教諭

6,000円

18人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153800号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

東洋と西洋の人間観・自然観

グローバル化の時代を迎えた今日でも、東洋と西洋の人間
観・自然観にはなお大きな隔たりがあり、私たちの生き方に
大きな選択を迫るものともなっています。この講義では、ふ
たつの人間観・自然観をできるだけシンプルに対比させな
原崎 道彦（教育学部教授）
がら、中学や高校の社会科の授業で人間や自然を扱う際の
手ごろな図式を提供するとともに、東洋的な人間観・自然観
のベースとなっている瞑想の実習もおこないます。できるだ
けからだを締め付けない服装で来て下さい。

高知県高知市

6時間 平成26年6月21日

教諭

小・中・高等学校
（社会科） 教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153801号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

音楽解剖学講座～諸要素の研
究と楽曲分析

優れた音楽、魅力的な音楽には必ず理由があります。本講
座では、メロディ、リズム、ハーモニー等の基礎的要素、さら
に、調性や音階、形式、色彩、言葉との関わり等、多様な観
点から音楽を解剖していきます。教材曲をはじめ、西洋クラ
前田 克治（教育学部准教授）
シック音楽から日本の伝統音楽、童謡唱歌、ポピュラー音
楽、現代音楽まで幅広く取り上げ、美学的見地から音楽の
根源にも迫ります。演奏、創作、鑑賞、及びそれらの指導に
お役立て下さい。筆記具、五線紙をご持参下さい。

高知県高知市

6時間 平成26年6月21日

教諭

小・中・高等学校
（音楽） 教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153802号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

日本画を描こう

高知県産の和紙と日本画の描画材である水干絵具を用い
て制作を行います。水干絵具は水の分量によって見え方が
違います。そういった水干絵具の特徴をつかみながら、下
塗りの効果を活かしたみずみずしい作品になるように制作し 野角 孝一（教育学部講師）
ていきます。鉛筆デッサンに必要な道具とボールペン（黒色
以外）をご持参ください。また制作を行いますので汚れても
良い服装で受講して下さい。

高知県高知市

6時間 平成26年6月21日

教諭

中・高等学校（美
術） 教諭

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153803号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

高校（商業科）教員を対象に、「ビジネス基礎」を教える際に
使用可能な事例として、いくつかの企業の行動について、事
例を中心に講義します。その事例をよりよく理解するため
「ビジネス基礎」をリアルに体感で
に、経済学、経営学の理論や概念についても講義します。こ 中道 一心（人文学部准教授）
きる企業行動の事例
の点、理論的な背景を身に付けたいとお考えの方にも、本
講座はその一助となると思います。筆記用具をご持参くださ
い。

高知県高知市

6時間 平成26年6月28日

教諭

高等学校（ビジネ
ス関連科目の担
当） 教諭

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153804号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県高知市

6時間 平成26年6月28日

教諭

小・中・高等学校
（音楽） 教諭

6,000円

25人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153805号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

教諭

小学校（図画工
作）・中・高等学
校（美術・工芸）
教諭

6,000円

7人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153806号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

日本における英語について考えてみませんか。それは、学
校で教わる英語というようなものではなくて、潜在的にある
日本の言語文化の視点より考えてみたいと思います。
日本の文脈における英語～
Dictoglossの活動を実際に経験してみましょう。dictoglossは
Howard Doyle (ハワード ドイル）（人文学部准
dictogloss～を用いたプログラム 教科書で扱う内容を用いた活動です。そして、教師にとって
教授）
について
負担とならない面白い手法です。
本講義は英語（英会話）のレッスンではなく、英語で日本に
おける英語に関して考える内容となっています。

声楽基礎

発声の基本を体のほぐし方や腹式呼吸の段階から実践して
いきます。
歌唱共通教材等を用いての歌唱指導及び簡単な合唱指揮
の練習。言葉のニュアンスと旋律の関係に着目しながら生 小原 浄二（教育学部教授）
き生きとした歌唱表現を学びます。
動きやすい服装で受講してください。この講習は実際に音楽
を担当している教諭対象の内容です。

木工芸・工作の基本と小品制作

図画・工作、美術・工芸関連の選択領域である本講習は、
工作、工芸の領域の中で、木を素材とした課題を扱い、小
品の制作を行う。
木材による工作・工芸にとって最低限必要な道具（主に彫刻
刀）の使用法をマスターし、既存の教材ではなく、自身が
吉光 誠之(教育学部教授)
「木」を使った工作の課題を考える際のヒントになる課題を
制作することが目標である。持参品は彫刻刀、スケッチブッ
ク、鉛筆等。工作作業に適した服装で受講ください。作品は
当日返却します。
尚、本講座は「主な受講対象者」のみ受講可能です。

高知県高知市

6時間 平成26年6月28日

238 / 288 ページ

平成２６年度（第３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

やさしい農学・理科実験

（尾形担当）
植物ホルモンによる園芸作物の成長制御について概説する
とともに、市販の農薬類を用いて簡単に行えるホルモン実
験を実習する。
（山根担当）
尾形 凡生（農学部教授）
消費者に人気の高糖度トマトの生産状況と作出方法につい
山根 信三（農学部講師）
て解説し、簡易な栽培キットの作成実習を行う。野菜におけ
安武 大輔（農学部准教授）
る土作りを中心とした循環型農業生産の事例を紹介する。
（安武担当）
近年、注目されている高度環境調節型農業（施設園芸の高
度化）の概要を解説し、環境調節に必要となる環境や植物
の情報の取得（計測）についても体験する。

高知県南国市

6時間 平成26年6月28日

教諭

中学校（理
科）・高等学校
（理科・農業） 教
諭

漢字の基本知識の再確認

お手軽に使える類の指導の実践例などを扱うものではあり
ませんので、くれぐれもお間違えのないようご希望下さい。
漢字についての基礎的な知識の欠如から不適切な指導が
広く行われているようです。この講習は、漢字指導者が最低
限知っておくべき知識を身につけるため、漢字の歴史的な 玉木 尚之（教育学部准教授）
実態と我が国の漢字政策を、わかりやすい資料を使ってき
ちんとふまえ、「音訓」「字体」「成り立ち」「筆順」などの扱い
方について確認します。小、中・高国語免許をお持ちの方が
対象です。

高知県高知市

6時間 平成26年7月5日

教諭

中学校理科指導のヒントⅠ（物
理・生物領域）

中学校の物理分野では重要な概念が初めて少し顔を見せ
るが、物理アレルギーの素地が中学理科辺りから始まって
いる。力学の慣性の法則、電気と磁気の関係などを例にし
て、どこで生徒が混乱しやすいか？と言う観点から講義をお 國府 俊一郎（教育学部教授）
こなう。生物分野では無脊椎動物の身体のつくりと働きを取 伊谷 行（教育学部准教授）
り上げる。身近な教材の候補として、“食卓にあがる生物”を
例に、生物の多様性と生態系における生物の役割を理解す
る観察と実験をおこなう。

高知県高知市

6時間 平成26年7月5日

教諭

養護－子どもが発する身体的・
精神的サインへの対処法－

本講座では、子どもの心と体にかかわる、１.思春期精神疾
患、２.応急処置、３.食育の３テーマについて、最新情報を交
えた講習を行なう。
１.は、広汎性発達障害、うつ病、食行動異常など児童・思春
期精神疾患について学習し、児童の行動に関する知識と広 久川 浩章（医学部准教授）
い視野をもつことを目標とする。
久保田 賢（黒潮圏科学部門准教授）
２.は、アレルギー疾患、痙攣性疾患、心疾患などの基礎疾 永野 志歩（医学部附属病院助教）
患を有する児童に対する応急処置を中心に学習することを
目的とする。
３.では、最近の食育活動の現状について地域内での多職
種連携を図っている身近な事例を中心に紹介する。

高知県南国市

6時間 平成26年7月5日

小・中・高等学校
養護教諭 に勤務する養護
教諭

熱帯環境論：自然科学と社会科
学の接点

熱帯地域で発生している環境問題について、１）熱帯環境
の特徴、２）熱帯林破壊の現状、３）熱帯林消失の影響と理
由、４）社会科学的問題の４点について解説する。また、大 大谷 和弘（農学部教授）
学で行っている講義がどのような視点に基づいて行われて
いるのかを解説する。

高知県南国市

6時間 平成26年7月5日

高知大学

英文学作品で学ぶことばと社会

英文学作品を原文で鑑賞します。そのなかで、ことばやイ
メージの使い方を分析し、「英文学作品における英語」につ
いての知識を養い、同時に、作品世界で描かれている欧米
の社会や文化についての理解をも深めてもらいます。
長谷川 雅世（教育学部講師）
受講者本人が英文学作品を原文で読むのに必要だと考え
れば、英和辞典か英英辞典を持参してください。（電子辞書
可・携帯電話の辞書機能不可）

高知県高知市

6時間 平成26年7月12日

高知大学

近年、情報技術は産業や社会インフラでの利用を初めとし
て、社会生活の多方面への利用が普及しつつあり、これか
らも大きな進歩が期待されている。最新の情報技術の概要
夢のある情報社会を創造する科 や話題、および、エコなど社会生活への利用について事例
村岡 道明(理学部教授)
学のお話し
を含め紹介する。さらに、情報技術の現在の課題や今後の
展望についても説明する。この講習は情報教員免許状を取
得している方、取得希望の方、および、情報技術に強く興味
を持つ方を対象とする内容です。

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

学校メンタルヘルス

東アジアから見た世界と日本

①児童・思春期のメンタルヘルス（１）：児童・思春期に好発
する精神疾患について。
②児童・思春期のメンタルヘルス（２）：発達障害の基本的な
理解と対応について。
永野 志歩（医学部附属病院助教）
③子どもの心理支援：発達検査、描画検査などから子ども
の心理状態を評価し、それに基づく支援のあり方を説明す
る。

小中高等学校の社会科および歴史教科書の実情を把握し
た上で、近年の歴史学会とくに東洋史における研究動向を
紹介する。あわせて日本史と東洋史の関連や世界の中の 遠藤隆俊（教育学部教授）
日本と東洋について、具体的な歴史事象をもとに講義する。
中国の古典を通した高知とアジアの歴史を考える。

高知県高知市

6時間 平成26年7月12日

高知県南国市

6時間 平成26年 7月12日

高知県高知市

6時間 平成26年7月19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

平成26年4月16日～
20人
平成26年4月25日

平261007153807号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

小・中・高・特別
支援学校（国語）
教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153808号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

中学校（理科)
教諭

6,000円

18人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153809号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153810号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

教諭

全学校種 教諭
（養護教諭と栄養
教諭は対象外）

6,000円

平成26年4月16日～
30人
平成26年4月25日

平261007153811号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

教諭

中・高等学校（英
語） 教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153812号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

教諭

中学・高等学校
（情報）教諭

6,000円

平成26年4月16日～
20人
平成26年4月25日

平261007153813号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭・養護教諭

6,000円

120人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153814号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

小・中・高等学校
(社会・地歴)教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153815号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

教諭

平成２６年度（第３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

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

小学校・図画工作科における指
導上のポイント

受講生が日頃から抱えている図画工作にかかわる問題点
や課題をふまえ、基礎的な造形演習（教員向け）を交えなが
ら、図画工作教育についての講義を行います。また、日本
の美術教育及びドイツの造形教育における具体的な教育
内容に触れながら、図画工作教育における指導上のポイン 金子 宜正（教育学部教授）
トについて考察します。小学校学習指導要領解説・図画工
作編（平成20年文部科学省）、鉛筆（４Ｂ）、水彩絵具一式、
はさみ、カッター、コンパス、のり、定規（３０cm）を持参してく
ださい。

高知県高知市

6時間 平成26年7月19日

教諭

小学校 教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153816号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

剣道授業のつくり方（剣道指導
法）

平成24年度から義務教育において武道の必修化が始まっ
た。それを受けて、教育現場ではどのような武道の授業を
つくるかが求められている。本講習では以下の①～④にポ
イントを絞り、理論と実習形式で講習を展開する。①剣道授
矢野 宏光（教育学部准教授）
業の特性、②剣道の専門知識の修得、③剣道の基本技術
の習得、④剣道授業のつくり方。剣道具はすべてお貸ししま
す。剣道未経験者の受講も支障ありません。
運動できる服装と筆記用具をご持参ください。

高知県高知市

6時間 平成26年7月19日

教諭

中学校（保健体
育） 教諭

6,000円

15人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153817号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

教諭

中・高等学校（家
庭科） 教諭（家
庭科免許状取得
者）

6,000円

5人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153818号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

教諭
全学校種 教諭・
養護教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153819号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

被服学

講義とものづくりをやります。ものづくりは、デザインから入
り、
刺繍の基礎をマスターしてから、作品づくりに入ります。
作品は「キーホルダー」を予定しています。 講義内容は、布
田村 和子（教育学部教授）
と糸の話、色彩の話、被服購入の注意点等、また、受講者
より講習予約時に入力いただく免許状更新講習課題意識調
査書に沿って解説したいと思っています。

高知県高知市

6時間 平成26年7月19日

知的障害児の理解と指導

現在、通常学級においても特別支援を要する児童生徒の割
合が増えている。ここでは注意、記憶、概念形成など、学習
特性を中心に知的障害児にみられる心理特性について述
べ、知的障害児に対する理解を深める。また、特別支援学 喜多尾 哲（教育学部教授）
校の教育課程の基本事項（合わせた指導等）や個別指導計
画などについて概説し、知的障害児の心理特性に配慮した
指導計画の作成、ならびに指導法について解説する。

高知県高知市

6時間 平成26年7月19日

健康と看護

本講義では、最近の医療や看護の動向から人々の健康に
影響を与える諸因子について理解を深める。また、健康な
生活を送るための医療者の役割や支援について考える。さ
らに、よりよい看護実践を行うために看護の中核概念につ
いての知見を深め、実践への適応について考える。

高知県南国市

6時間 平成26年7月19日

教諭

高等学校（看護）
教諭

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153820号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県高知市

6時間 平成26年7月30日

教諭

小・中・高等学校
（数学） 教諭

6,000円

10人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153821号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県高知市

6時間 平成26年7月30日

教諭
全学校種 教諭・
養護教諭 養護教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153822号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県南国市

6時間 平成26年7月30日

教諭
全学校種 教諭・
養護教諭 養護教諭

6,000円

100人

平成26年4月16日～
平成26年4月25日

平261007153823号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

平261007153824号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

地図の彩色問題とグラフ入門

高橋
池内
森木
山脇

永子（医学部教授）
和代（医学部准教授）
妙子（医学部准教授）
京子（医学部准教授）

地図の隣り合う国に違う色を塗るとすると、最小何色必要
か？というのが四色問題である。
講習では、球面、浮き輪などの上の地図では何色必要かを
考える。これは完全グラフ（点を全て結んでできるグラフのこ
と）の埋め込みと関係している。
したがって、この講習はグラフ理論の入門ともなっている。
浮き輪などの表裏のある曲面だけでなく
山口 俊博（教育学部教授）
クラインの壺のような表裏のない曲面でも、グラフの埋め込
みを考える。
本講習では、知識より、実際に自分で描いて、実感すること
が大切である。
ノートと鉛筆を持参してください。

特別支援教育の制度と実際について、通常学級における特
別支援教育の観点から解説する。受講生は通常学校教員
と特別支援学校教員を想定しており、通常学級における特
別支援教育対象者の教育を確立するための考え方と手立
通常学級における特別支援教育
是永 かな子（教育学部准教授）
てについて考察することを目的とする。指定教科書として大
沼直樹・吉利宗久著(２０１１)「特別支援教育の基礎と動向」
（培風館２９４０円）を購入し、持参していただきたい。

子供に起こる内分泌代謝疾患につき概説し、過食や運動不
足を背景として発症が増加している肥満症、糖尿病の予防
についても解説を加えます。呼吸器は外界とつながり有害
西山 充（医学部准教授）
物質などの影響をうけやすい器官です。喘息、インフルエン
武内 世生（医学部附属病院准教授）
ザ、結核など子供に関係する呼吸器疾患、喫煙の害につい
大西 広志（医学部助教）
て解説します。増加している性行為感染症およびHIVについ
て概説し、性行動が活発化した背景、および効果的な予防
教育などについても解説します。

高知大学

福祉・医療について

高知大学

身の回りに起こる現象について、実験を通してデータを集
め、数式化し、それを数学的に解くことにより現象を解析す
るといった数理モデル化の手法について取り扱う。講義でも
数理モデル化を意識した現象の
フォローするが、数Ⅲの微積分について、基本的な内容を 加納 理成（教育学部講師）
解析について
理解をしていることが好ましい。水を使った簡単な実験をす
る予定なので、水がかかっても大丈夫な服装で臨んでいた
だきたい。

高知県高知市

6時間 平成26年8月7日
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教諭

中・高等学校（数
学） 教諭

6,000円

平成26年6月4日～
30人
平成26年6月13日

平成２６年度（第３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

担当講師

講習の開催地

高知大学

20世紀に伝統・民族音楽をとりまく環境が各種メディアの発
展と相俟って、大きく変貌を遂げてきた実態とその理解を目
指す。世界の諸民族の音楽から、韓国のサムルノリ、中国
世界の諸民族の音楽からポピュ の古典楽器と女子十二楽坊、インドネシアのガムランやケ
高橋 美樹(教育学部准教授)
ラー音楽への展開
チャ等を例として挙げる。また、日本の事例として、沖縄の
ポピュラー音楽を取り上げる。映像や音源を視聴し、楽器に
触れながら、個々の音楽の独自性とポピュラー化現象につ
いて考察する。

高知県高知市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中・高等学校
(音楽) 教諭

6,000円

15人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153825号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

本講習は、小学校で外国語活動（英語）を担当している方、
今後担当される方を対象とする。現在、外国語活動を担当
している小学校教員の悩みの一つに挙げられている発音に
ついて、クラスルームイングリッシュや児童が触れる英単語
小学校外国語活動担当者のため と絡めながら、英語発音の理論を学習し、産出練習を行う。
多良 静也（教育学部准教授）
の英語発音トレーニング
必要であればダメだしを行う。この講習は英語発音の指導
の仕方（方法論）には焦点をあてていないので注意された
い。（スムーズな進行をするために、中学高校の英語教員
の受講はご遠慮ください。）紙媒体の英和辞書もしくは電子
辞書をご持参ください。

高知県高知市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校 教諭 (特
に英語発音に苦
手意識を持つ人)

6,000円

24人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153826号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

南海地震に備える

南海地震に備えるための講義を行います。まず、地震とは
何かという科学的な基礎知識を得ることを目標とします。次
に、南海地震が発生するとどのような事が起こるのか、過去
岡村 眞（高知大学特任教授）
の事例をもとに詳しく説明します。さらに、私たちはどう備え
松岡 裕美（理学部准教授）
るべきなのか、解説を加えます。 講義が中心ですが、多く
の写真や図、動画を利用して視覚的に理解を助けると同時
に、簡単な実習なども行い身についた知識を目指します。

高知県高知市

6時間 平成26年8月7日

教諭
全学校種 教諭・
養護教諭 養護教諭・栄養
栄養教諭 教諭

6,000円

150人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153827号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

自然環境と生活環境を考える

生物学の視点からは、前半に、生活環境と生活リズムの関
係を通して、「早寝、早起き、朝ごはん」の効用とそれに導く
手段を概観し、後半では、地球温暖化によって受ける生物
への影響を、昆虫とりわけアメンボに焦点を当て解説する。 原田 哲夫（教育学部教授）
また、自然環境と生活環境を考える上で参考となるべき海
外事情（デンマーク及びチェコの理科教育についての視察
旅行記）も紹介する。筆記用具・ノートをご持参ください。

高知県高知市

6時間 平成26年 8月 8日

小・中・高等学校
教諭
(理科・家庭・保健
養護教諭 体育等) 教諭・
養護教諭

6,000円

50人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153828号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

小学校体育科を取り巻く諸課題について、受講者間のディ
スカッションを行います。そして、体育科の教育課程の変遷
小学校体育のこれからの取り組 の概説と新しい教育課程の動向について話します。さらに、
刈谷 三郎（教育学部教授）
み
これらから現状を具体的に改善していくための教材開発と
指導計画について検討を行います。学習指導要領（小学校
体育編）をご持参ください。

高知県高知市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校 教諭

6,000円

30人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153829号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

小学校社会科歴史学習の諸問
題―開国・文明開化を中心に

小中学校社会科歴史的分野の諸単元のうち、主として近世
末・明治初頭の国際関係の再検討を試みる。最初に新学習
指導要領における新傾向と特色を確認した後、近代世界シ
ステム下の幕末維新期日本の国際環境を検討し、更に以
柳川 平太郎（教育学部准教授）
下の四領域を中心に取り上げる予定。（１）ペリー来航と条
約交渉開国（2）福沢諭吉と蘭学・英学（3）伊藤博文と「万国
対峙」（4）岩倉遣欧使節団と文明開化の担い手たち（大久
保利通・津田梅子等）。

高知県高知市

6時間 平成26年8月15日

教諭

小・中（社会）・高
等学校（地歴）
教諭

6,000円

20人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153830号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

学習障害の特性理解と指導

近年、全般的知的発達に遅れがないにも関わらず、読み・
書き・算数など特定の学習技能の習得に著しい困難を示す
学習障害への理解と適切な支援が求められている。本講義
鈴木 恵太（教育学部講師）
では、特に読み・書きの習得に困難を示す子ども達につい
て取り上げ、困難さの背景となる認知的特性と、その特性に
応じた指導の方法について検討する。

高知県高知市

6時間 平成26年8月15日

教諭
全学校種 教諭・
養護教諭 養護教諭

6,000円

140人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153831号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県高知市

6時間 平成26年8月15日

教諭

中・高等学校（数
学） 教諭

6,000円

5人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153832号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県南国市

6時間 平成26年8月15日

教諭

高等学校（水産）
教諭

6,000円

15人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153833号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県高知市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中・高等学校（国
語） 教諭

6,000円

40人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153834号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

高知大学

講習の名称

講習の概要

離散幾何学は中学・高校の数学ではほとんど現れない。こ
の講習では離散幾何学を中心としたトピックの中から、特に
興味深いものを取り上げ、実際に数学模型を作製したり、計
算を行うことにより、そこに潜む考え方をひもとく。
小松 和志（理学部准教授）
数学の免許状取得の方が対象です。はさみ、セロハンテー
プ、電卓をご持参下さい。

高知大学

教科書に出て来ない数学（離散
幾何学を中心として）

高知大学

近年、生物多様性に重要度は注目されてきている。本講
義では、河川の生物多様性に焦点を絞り、生物多様性の観
点からみた河川環境評価の手法、環境保全を行う上で留意
生物の多様性からみた河川環境 すべきことについて種多様性および遺伝的多様性の見地か
関 伸吾（農学部教授）
評価
ら講義する。また、生物分類の基礎を学んだ後、実際に河
川での生物採集を行い、えられた生物についての分類も体
験する。筆記用具を持参し、汚れてもかまわない服装で受
講ください。

高知大学

活性化された授業像を明確にし、授業の活性化の基底とな
る、育成すべき国語学力・自己学習力についてとらえ、国語
科授業構築の基本ともなる、学習者把握、教材把握、授業
構想、授業実践、評価について論じる。その上で、国語科授
中・高国語科授業活性化の方法 業活性化の方法を文学教材の指導方法、説明的文章・論 渡邊 春美（教育学部教授）
説文の指導方法、表現指導方法・古典学習指導方法につ
いて具体的に説明していく。
筆記用具・ノート・辞書（電子辞書可）をご持参ください。

時間数
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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年度（第３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

小学校理科指導のヒント

小学校で行われる理科指導について、学習指導要領をもと
にした理科授業の基本的な考え方の考察や、実際に実験
や観察を体験しながらの模擬授業を行ないます。これらの
中城 滿（教育学部講師）
講習を通して、具体的な理科授業実践のヒントを明確にして
もらいます。筆記用具、小学校学習指導要領理科編をご持
参下さい。

高知県高知市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校 教諭

6,000円

30人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153835号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

中学校理科指導のヒントIV（物
理・化学領域）

この講習は中学校理科教諭対象です。
物理領域では、波動（光と音のしくみなど）および熱・エネル
ギーに関連した基礎的な内容を学習します。
化学領域では、物質の姿、状態変化等に関連した基礎的な 普喜 満生（教育学部教授）
内容を学習します。
西脇 芳典（教育学部講師）
いずれも実験を通じて、体験しながら基本的概念を習得す
ることをねらいとします。実験で汚れが心配でない服装で、
筆記用具をご持参ください。

高知県高知市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校（理科）
教諭

6,000円

16人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153836号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

情報リテラシー

成績等の統計処理・分析ツールとして学校現場で広く利用
されている表計算ソフトExcelの基礎、ならびにその発展的
利用法について学ぶ。
Excelの基礎、VBAプログラミングの基礎、マクロ作成等の
講義・実習を通して、情報リテラシー、とりわけ情報活用の 北川 晃（教育学部 講師）
実践力向上を目指す。
Excel（2003、2007、2010、2013等のバージョンは問わない）
インストール済みのノートパソコンとネットワークケーブルを
持参すること。

高知県高知市

6時間 平成26年8月19日

6,000円

10人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153837号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

道徳教育

学校における道徳教育は、その重要性が叫ばれながらも、
充実した実践の展開については学級間・学校間で格差があ
るのも実情である。この講習においては、道徳教育の基本
から具体的実践までを幅広く包括的に考察し、学校現場の
先生方が道徳教育についての理解を深め、教育実践を有
田邊 重任（教育学部准教授）
効なものにするための実践的指導力を身に付けることを目
指したい。活用するテキストは小学校学習指導要領道徳
編、中学校学習指導要領道徳編です。ご持参ください。ま
た、学習プリント（Ａ４版）を綴じるためのフラットファイル（縦
長）等をご持参ください。

高知県高知市

6時間 平成26年8月19日

小・中学校 教諭

6,000円

80人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153838号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

南海地震に備える

南海地震に備えるための講義を行います。まず、地震とは
何かという科学的な基礎知識を得ることを目標とします。次
に、南海地震が発生するとどのような事が起こるのか、過去
岡村 眞（高知大学特任教授）
の事例をもとに詳しく説明します。さらに、私たちはどう備え
松岡 裕美（理学部准教授）
るべきなのか、解説を加えます。 講義が中心ですが、多く
の写真や図、動画を利用して視覚的に理解を助けると同時
に、簡単な実習なども行い身についた知識を目指します。

高知県高知市

6時間 平成26年8月19日

教諭
全学校種 教諭・
養護教諭 養護教諭・栄養
栄養教諭 教諭

6,000円

150人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153839号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

大地震に備える

世界各地で頻発する地震災害について、地震の発生メカニ
ズムや被害の実態を最新の知見を交えながら解説し、切迫
する南海トラフ巨大地震などの大地震に備えるべき対策を、 原 忠（農学部准教授）
教育現場固有の課題などにも触れながら解説します。筆記
用具一式をご持参ください。

高知県南国市

6時間 平成26年8月19日

教諭
全学校種 教諭・
養護教諭 養護教諭・栄養
栄養教諭 教諭

6,000円

100人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153840号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

生活と健康(保健分野)

本講義では運動、喫煙、飲酒などのライフスタイルと健康と
の関連性を明らかにし望ましいライフスタイルについて理解
を深めるとともに、それらの知識を自らの生活に生かし生活 駒井 説夫（教育学部教授）
の質を高めることを目的とする。また、応急処置についても 本間 聖康（教育学部教授）
学習する。○喫煙と健康○応急処置、○飲酒と健康、○運
動と健康

高知県高知市

6時間 平成26年8月26日

教諭

中・高等学校（保
健体育） 教諭

6,000円

25人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153841号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

算数・数学科のいわゆる「よい授業」の一つとして「問題解
決の授業」は近年定着しつつある。本講習では、この「問題
算数・数学科における問題解決 解決の授業」を切り口に、全国学力・学習状況調査の結果
の授業を目指して―今日的な授 等も踏まえながら、今日的な授業改善の方向性について検 服部 裕一郎（教育学部講師）
業改善の方向性―
討し、普段の算数・数学の授業で教師が大切にしたいこと、
授業において、児童・生徒にどのような教材を用意し、どの
ような支援を行うべきかについて、具体的に解説する。

高知県高知市

6時間 平成26年9月6日

教諭

小・中学校（算
数・数学）教諭

6,000円

40人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153842号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

電気回路設計、コンピュータ計
測・制御における教材開発

中学校技術・家庭科技術分野における授業づくりについて、
教材・教具の開発に視点をあてて講習を行います。最初
に、技術分野における教材・教具の在り方について解説し
ます。次に、パソコンを用いた計測・制御教材を取り上げ、
道法 浩孝（教育学部教授）
使用方法および取得したデータに基づく電気回路の設計方
法について解説していきます。さらに、この教材・教具を用
いた授業展開について検討を行い、科学的なものづくり学
習の在り方を追求していきます。

高知県高知市

6時間 平成26年9月6日

教諭

中・高等学校（技
術・工業） 教諭

6,000円

10人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153843号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

英文法理論を考える

本講習では、英語学の中心となる統語論（文法論）に焦点を
あてます。新しい文法理論の考え方を取り入れながら、英語
の様々な文法現象を考察していきます。特に、学校文法で
は説明に限界がある５文型の問題点を議論し、Tｈｅｒｅ構
松原 史典（教育学部准教授）
文・倒置構文・繰上げ構文・受動構文・分裂文・二重目的語
構文などを新情報・旧情報の観点から説明していきます。ま
た、完了相と進行相などの注意すべき特徴や句構造の構築
についても述べます。

高知県高知市

6時間 平成26年9月6日

教諭

小・中・高等学
校（英語） 教諭

6,000円

30人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153844号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学

高知大学
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幼・小・中・特別
教諭
支援学校 教諭・
養護教諭
養護教諭・栄養
栄養教諭
教諭

教諭

平成２６年度（第３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

高知大学

細胞の構造に関する講義と原生動物（ゾウリムシなど）を
使った実験を行う。実験内容は、①コンゴレッド染色バクテリ
アを用いたゾウリムシの食胞のpH変化の観察法、②ゾウリ
単細胞生物の細胞小器官と実験 ムシの収縮胞の運動、③コルポーダ（土壌性の原生動物）
松岡 達臣(理学部教授)
法
の休眠シスト形成と脱シストの観察を予定している。このう
ち、①と②の実験は高等学校の教科書等にも広く紹介され
ている内容であるので、生物教育（理科教育）の現場におい
ても活用できる。

高知大学

ＰＩＳＡ型「読解力」に対応した古
文学習テスト・授業の構想

本講習では、PISA調査における「読解力」の基本的な概念
枠組みを確認し、そうした「読解力」を古文学習で育成する
ためのテストや授業のあり方を考える。

高知大学

食と健康について考える

本講習では、子どもの食と健康に関するトピックについて講
じます。主として、味覚の働き・役割や、子どもの健康問題と
して重要である食物アレルギーや食中毒の定義・疫学的知
柴英里（教育学部講師）
見・発症機序などについて取り上げます。
本講習は関連の実習を含みますので、エプロンと三角巾を
ご持参ください。

高知大学

森林科学、すなわち森林・林業についての大学における
教育研究内容を題材として、中学校・高校での理科教育に
おける基礎的教育内容の実学的な応用例（力学におけるベ
クトル分解が林業の現場でどのように応用されているか、数
森林科学と理数教育～応用事例
鈴木 保志（農学部准教授）
式による予測の野生生物管理への応用、など）を、学問分
を通じて学ぶ理数科～
松本 美香（農学部講師）
野の概説と実習を通じて示す。これにより、中・高における
理科教育や、森林を題材とした環境教育の一助となることを
期待する。
動きやすい服装で受講してください。

武久 康高（教育学部准教授）

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

高知県高知市

6時間 平成26年9月6日

教諭

中・高等学校（生
物）教諭

6,000円

20人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153845号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県高知市

6時間 平成26年9月13日

教諭

中・高等学校（国
語） 教諭

6,000円

30人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153846号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県高知市

6時間 平成26年9月13日

教諭
小学校（家庭科）
栄養教諭 教諭・栄養教諭

6,000円

8人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153847号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

6,000円

20人

平成26年6月4日～
平成26年6月13日

平261007153848号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県南国市

6時間 平成26年 9月13日

教諭

中・高等学校（理
科および農業の
教科指導担当
者） 教諭

高知県高知市

6時間 平成26年11月15日

教諭

中・高等学校（社
会・地歴・公民）
教諭

6,000円

30人

平成26年8月6日～
平成26年8月15日

平261007153849号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県高知市

6時間 平成26年11月15日

教諭

小・中・高等学校
（保健体育） 教
諭

6,000円

15人

平成26年8月6日～
平成26年8月15日

平261007153850号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

南海地震に備える

南海地震に備えるための講義を行います。まず、地震とは
何かという科学的な基礎知識を得ることを目標とします。次
に、南海地震が発生するとどのような事が起こるのか、過去
岡村 眞（高知大学特任教授）
の事例をもとに詳しく説明します。さらに、私たちはどう備え
松岡 裕美（理学部准教授）
るべきなのか、解説を加えます。 講義が中心ですが、多く
の写真や図、動画を利用して視覚的に理解を助けると同時
に、簡単な実習なども行い身についた知識を目指します。

高知県高知市

6時間 平成26年11月15日

教諭
全学校種 教諭・
養護教諭 養護教諭・栄養
栄養教諭 教諭

6,000円

150人

平成26年8月6日～
平成26年8月15日

平261007153851号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

子どもと教師との関係性の理解
を通したかかわりの心理学

だれかを理解しようとするとき、自分自身と切り離して、相手
のことを全く客観的に理解することはできません。その点
「児童生徒理解」は、理解しようとする教師としての自分と理
解の対象となる相手の児童生徒との関係性についての理
今西 一仁（心の教育センター 指導主事）
解といえます。本講座では、交流分析の理論を用いて、自
分への気づきの経験を通して、相手のあり方に気づくという
関係性の理解をもとにしたかかわり方について、講義と演
習を中心に学習していきます。筆記用具をご持参ください。

高知県高知市

6時間 平成26年11月22日

教諭
全学校種 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8月6日～
平成26年8月15日

平261007153852号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

熱帯地域の環境と生活

熱帯地域の自然環境や社会・経済、人々の生活について
は、中学校、高校の教科書でも取り上げられているが、必ず
しも最新の情報を反映しているとはいえない。そこで、本講 遠藤 尚（教育学部助教）
習では、主にインドネシアを事例として、経済成長著しい東
南アジアの現状について具体的に紹介していく。

高知県高知市

6時間 平成26年12月13日

教諭

中学校（社会）・
高等学校（地理）
教諭

6,000円

30人

平成26年10月9日～
平成26年10月20日

平261007153853号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

「日本国憲法」という法典は施行後全く修正を受けていな
い。しかし、日本国憲法に付随する憲法付属法律や憲法に
関する裁判例等を含めたわが国の実質的な憲法秩序は
近年における憲法秩序の変容
年々変化している。選挙制度改革、司法制度改革、行政改
（立法例および裁判例を中心とし
藤本 富一（教育学部教授）
革等、変化の例は枚挙にいとまがない。本講座において
て）
は、これらの変化をフォローして現場での授業をより実情に
合ったものとするための一助としたい。中学社会または高校
公民免許状取得者を主たる対象とします。

高知県高知市

6時間 平成26年12月13日

教諭

中・高等学校（社
会・公民） 教諭

6,000円

20人

平成26年10月9日～
平成26年10月20日

平261007153854号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

本講習では数についての基本的な性質や、現在までに知ら
れている様々な話題について学ぶ．可能な限り演習をとり
佐藤 淳郎（教育学部教授）
入れて受講者が聞くだけではなく実際に紙と鉛筆を使い、
手を動かして計算することで理解を深めるよう配慮したい．

高知県高知市

6時間 平成26年12月13日

教諭

中・高等学校（数
学）教諭

6,000円

5人

平成26年10月9日～
平成26年10月20日

平261007153855号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

日中両国は近隣の国であり、同じ漢字文化圏の国として文
化において共有するものがありながら、異なる価値観や意
識が表れているのも事実である。互いの文化への理解を重 周 雲喬（人文学部教授）
要な課題として日中における社会・文化の諸側面における
コミュニケーションの諸問題について講義を行う。

高知大学

日中の異文化交流について

高知大学

ダンスや身体表現に慣れていない初心者の方を想定した入
門向け講習会です。ダンス・身体表現に関する基礎知識の
確認と、文部科学省の動向などを踏まえた情報を提供させ
ていただきます。さらに、健康づくりを目的としたフィットネス
ダンス・身体表現及びフィットネス （ストレッチ、ピラティス等のエクササイズ）で、普段運動から 常行 泰子（教育学部講師）
遠ざかっている方にも気持ちよく体をほぐしていただける講
座です。楽しく、“ためになる”授業展開を目指します。1限目
は講義、２限目以降は実技です。動ける服装で、体育館
シューズ・水やタオル・筆記用具を持参して受講ください。

高知大学

高知大学

数の世界
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開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

本講座では、新学習指導要領の解説と、それに基づいた新
しい「体つくり運動」の授業づくりのポイントを講義と実技で
紹介する。
１．体つくり運動講義（新学習指導要領の改善点と授業づく
神家 一成（教育学部教授）
りのポイント）
２．実技（体つくり運動の指導ポイントと指導事例）
勤務校種の学習指導要領解説保健体育編、実技で使用す
る運動のできる服装と体育館シューズを持参してください。

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

高知県高知市

6時間 平成26年12月13日

教諭

中・高等学校・特
別支援学校（保
健体育） 教諭

6,000円

20人

平成26年10月9日～
平成26年10月20日

平261007153856号

088-844-8176

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知県立大学

万葉集や源氏物語などの古典文学作品を理解するため
に必要な、語法や古語と現代語訳との関係、読むための理
論などを平易に解説します。「万葉集とは何か」、「源氏物語 東原 伸明（文化学部教授）
古典理解のための基礎基本 こ
とは何か」という根本問題に答える講座としたいと思いま
ローレン・ウォーラー（Loren Waller）
とばと文学Ⅰ
す。また、受講者は皆、学生時代には純粋に「学ぶことの喜 （文化学部講師）
び」を感じていただろうと推察しますので、講義を通じその時
の感覚を呼び起こし、共に充実した時を持ちましょう。

高知県高知市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校、中学校、
高等学校の国語
教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年6月30日

平262007154530号

088-847-8577

http://www.ukochi.ac.jp/

高知県立大学

近世・江戸時代に生まれ発展した種々の文学について、
その諸相を「ことば」「文化的背景」等を視点に基礎基本から
講述します。また、近世との連続と断絶の激しい葛藤の中で
佐藤 恵里（文化学部教授）
江戸から明治へ ことばと文学Ⅱ 展開してきた近代文学について、基本的な事項を中心に講
芋生 裕信（文化学部教授）
述します。本講座では、そのような「連続と断絶」「継承と飛
躍」の関係に目を向けつつ、近世と近代のことばと文学の世
界を考えます。

高知県高知市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校、中学校、
高等学校の国語
教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年6月30日

平262007154531号

088-847-8577

http://www.ukochi.ac.jp/

高知県立大学

新しい学習指導要領では、これまで以上に「伝統的な言語
文化に関する指導」が重視されるようになりました。そこで本
講座では、四字熟語をとりあげ、その原義や由来をあらた
めて解説し、さらによく似たことわざや故事成語にも触れ、
四字熟語について学ぼう ことば
橋尾 直和（文化学部教授）
今後の「語彙」「古典」に関する授業のブラッシュアップにつ
と文学Ⅲ
高西 成介（文化学部准教授）
ながることをめざします。さらに、こうした言葉には、日本と
中国と同形でありながら異なった意味になっているものも存
在します。ここから見える日中の文化の異同についても考
察を行いたいと思います。

高知県高知市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校、中学校、
高等学校の国語
教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年6月30日

平262007154532号

088-847-8577

http://www.ukochi.ac.jp/

高知県立大学

この講座ではさまざまな文学テクストの英文を取りあげ、そ
の特徴を解説します。日常英語やビジネス英語と比べ、文
学の英語は行間を読ませたり、二重の意味を解読させたり
文学の英語、想像的な読解力に するなど、より読解に想像力を必要とします。比喩やアイロ 山口 善成（文化学部准教授）
高知県高知市
よる英文講読
ニー等、修辞的で想像的な表現方法を学ぶにあたり、文学 李 春美（プール学院大学国際文化学部教授）
テクストは最良の教材となるでしょう。あわせて、教室で文
学テクストを取りあげる際に役立つ背景情報についても講
義します。

教諭

小学校外国語担
当の教諭、中学
校、高等学校の
英語教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年8月30日

平262007154533号

088-847-8577

http://www.ukochi.ac.jp/

教諭

小学校外国語担
当の教諭、中学
校、高等学校の
英語教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年6月30日

平262007154534号

088-847-8577

http://www.ukochi.ac.jp/

高知大学

新教育課程における体つくり運
動

前半では、英語の音声的特徴について概略を理解すると
ともに発音の実技向上を目指した活動を行います。母音・子
音の発音と強勢・リズムに焦点を置き、理論と実技を組み合
わせていきます。
五百藏 高浩（文化学部教授）
後半では、英語学習者が間違いやすい英語の構文や語 金澤 俊吾（文化学部准教授）
法について説明します。その後、パソコンを使って、英語の
例文を比較的簡単に検索、確認できる方法を紹介し、文法
指導、英作文指導に応用できる可能性を学んでいきます。

高知県立大学

発音指導、文法指導を支える英
語研究

高知県立大学

現代の子どもを取り巻く健康課題の一つとして、長期にわ
たり継続的な医療を受けながら学校生活を送る子どもの増
加があげられ、学校現場における養護教諭のかかわりが求
病気をもつ子どものフィジカルア
められています。本講習会では、小児がんや糖尿病、喘
セスメントと復学支援
息、心疾患、腎疾患などの病気をもつ子どもに焦点をあて
て、子どものフィジカルアセスメントや学校－病院との連携
を含めた復学支援について学びます。

佐東 美緒（看護学部准教授）
高谷 恭子（看護学部助教）
有田 直子（看護学部助教）
塚原 和香奈（元東海大学医学部付属病院看
護師）

養護教諭の重要な役割として保健室経営の充実を図ること
が求められています。子どもの心身の健康を支える保健室
経営を行っていく上で、家族との連携が不可欠であり、子ど
もを含めた家族の理解と支援が重視されています。本講習
会では、子どもと家族を支える保健室経営に焦点をあてて、 池添 志乃（看護学部教授）
保健室経営計画の作成についての概要や何らかの健康課 坂元 綾（看護学部助教）
題をもつ子どもと家族との信頼関係の形成、対応について
学びます。また自然災害や事件・事故に伴う子どもと家族の
心のケアや家族とのコミュニケーションについても理解を深
めていきます。

高知県立大学

子どもと家族を支える保健室経
営

高知県立大学

社会環境や生活様式の変化は、子どもたちの心の健康に
大きな影響を与えており、子どものメンタルヘルスに関する
問題は、現代的課題として重要視されています。本講習会
思春期の子どもの心の問題への では、思春期の子どものメンタルヘルスに焦点を当て、心の
対応
問題への対応について学びます。具体的には、子どものう
つ状態や統合失調症、不安障害や摂食障害などについて、
思春期の発達段階の特徴をふまえながらアセスメントの視
点や対応の仕方について理解を深めます。

畦地 博子（看護学部教授）
田井 雅子（看護学部准教授）
槇本 香（看護学部助教）
吉田 裕紀子（和歌山県立医科大学付属病院
看護師）

6時間 平成26年8月5日

高知県高知市

6時間 平成26年8月6日

高知県高知市

6時間 平成26年8月4日

養護教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年6月30日

平262007154535号

088-847-8577

http://www.ukochi.ac.jp/

高知県高知市

6時間 平成26年8月5日

養護教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年6月30日

平262007154536号

088-847-8577

http://www.ukochi.ac.jp/

高知県高知市

6時間 平成26年8月7日

養護教諭 養護教諭

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年6月30日

平262007154537号

088-847-8577

http://www.ukochi.ac.jp/
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開設者名

高知県立大学

講習の名称

講習の概要

｢衣･食・住｣それぞれの観点から､家庭科教育の充実を目
標に､理解を深めていきます｡｢衣｣では、 "環境と被服"につ
いて新しい被服材料と着心地の快適性や、環境との調和に
ついて学びます。 「食」では、"食の意義"、"ライフステージ
家庭科教育の充実と｢衣･食･住｣ と食の特徴"や”現代と将来の食生活”について考察すると
のこれから
ともに、食と健康との関わり、特に原発災害後の食の安全
についても触れます。「住｣では､授業を活性化させる住居領
域の授業実践事例を紹介して授業実施に必要な解説等を
行い､理解を深めます。

幼児を内面から理解し、総合的に指導する力、保育を構築
する力、実践力、特別な教育的配慮を要する幼児に対応す
高知学園短期大 幼稚園教諭のための知識・技能 る力、小学校や保育所と連携する力、生きる力を育む基礎
学
講習
づくり、更には幼児に対するカウンセリング技術や幼児の健
康管理等、教員の資質・指導力の向上に資する内容につい
て学ぶ。

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校教員を対象にした講習会を開催
する。学識経験者による理論指導や当協会の公認指導員
による実技指導などを行う。全教科担当の小学校教員に体
育学習に関する最新の知見や効果的な指導の在り方につ
いての研修の機会を提供する。本講習会は、大学教授など
を講師として過去24年間にわたって開催し、28,833人以上
の小学校教員が受講した実績を有している。
主な受講対象者は小学校教諭とする。

担当講師

鈴木
教）
和田
團野
宇野

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

麻希子（岡山県立大学保健福祉学部助
安彦（健康栄養学部教授）
哲也（地域教育研究センター准教授）
浩三（地域教育研究センター教授）

小島 一久(看護学科教授）
吉村 斉（幼児保育学科教授）
末田 光一（幼児保育学科教授）
竹村 正（幼児保育学科教授）
池澤眞由美（幼児保育学科教授）
池畠千恵子（生活科学学科教授）
矢野 智恵（看護学科教授）
有田 尚美（幼児保育学科准教授）
上岡 義典（幼児保育学科准教授）
山本 英作（幼児保育学科准教授）
山本 和代（看護学科准教授）
春原 淑雄（幼児保育学科講師）
今井多衣子（高知学園短期大学非常勤講師）
加藤 秋美（元高知若草養護学校校長）
山本 勝子（高知幼稚園園長）

園山和夫（桐蔭横浜大学教授）
高田彬成（文部科学省スポーツ・青少年局
体育参事官室教科調査官）
池田延行(国士舘大学教授）
本村清人（東京女子体育大学教授）
土井浩信（淑徳大学教授）

高知県高知市

高知県高知市

6時間 平成26年8月7日

18時間

平成26年8月16日～
平成26年8月24日

6,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年6月30日

平262007154538号

088-847-8577

http://www.ukochi.ac.jp/

幼稚園教諭

18,000円

60人

平成26年5月7日～
平成26年6月20日

平263532253308号

088-840-1121

http://www.kochigc.ac.jp

教諭

中・高等学校（家
庭科）教諭

教諭

高知県高知市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭

1,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平268135353287号

03-6458-8131

http://jua-web.org

福岡教育大学

小学校国語科「読むこと」領域（学習指導要領のＣ領域）の
学習指導について，基礎的な事項を整理します。
「読むこと」の基礎的な把握をふまえ，文学的文章教材と，
説明的文章教材の指導のあり方について考えます。音読・
小学校国語科「読むこと」の基礎 朗読については取りあげません。
河野 智文（教育学部教授）
具体的に考えるために，文学的文章教材と説明的文章教
材の教材研究をおこない，習得させるべき国語学力と授業
像について考えます。
基本的には，講義の形態でおこないます。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭（基
礎的な内容を望
む者）

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年7月9日

平261007253857号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

本講習では，日本語文法を歴史的観点から見ることで，現
代の日本語の姿について考える。
主に「活用」「係り結び」「助詞」について，最新の研究成果
日本語文法の歴史から日本語を も交えながら，古代から連綿と続く日本語がどのように変遷
勝又 隆（教育学部准教授）
考える
してきたかについて講義する。また，語彙や音韻，方言につ
いての知識も紹介しながら，歴史的に日本語を見ることの
意義，ひいては国語教育の中で古典語を学ぶことの意義に
ついても検討する。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月27日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
国語科教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年7月16日

平261007253858号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

学習者が，日々の国語の授業に打ち込むことこそ重要な
のだと自覚させるためには，毎日の蓄積が目に見えてわか
り，努力した足跡が表紙・目次・まとめ終えての所感・奥付を
加えて編集するノートが重要になってくる。
学習ノートに着目した国語科授業
そのために，国語科授業観を中学生の国語科学習が本 前田 眞證（教育学部教授）
の改善
当に成立するものにし得たかどうかを焦点にするように改
め，どういう時期・段階にどういう国語学習ノートを作らせて
いけばよいかを，大村はま氏の実践をもとに見通しをつけ
る。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校国語科教
諭，ノート指導に
関心を持つ教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年7月8日

平261007253859号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月3日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
国語科教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年6月22日

平261007253860号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡県宗像市

6時間 平成26年7月19日

教諭

地図情報による
防災教育に関心
を持つ教諭

6,000円

20人

平成26年4月18日～
平成26年6月7日

平261007253861号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

公益社団法人日
さわやか一輪車指導者研修会
本一輪車協会

古典文学作品が、どのような過程を経て、教材になるかを
考えていく。主として平安時代の文学作品をとりあげる予定
である。古典と向き合うために考えておくべきこと、身につけ
沼尻 利通（教育学部准教授）
ておくべき初歩的なこととして、古典のテキストの問題（系統
論や書誌学）を手がかりとして、古典文学作品の教材化と、
その問題点について考えていく。

福岡教育大学

古典文学教材の理論

福岡教育大学

2011年東北地方太平洋沖地震や平成24年7月九州北部豪
雨など自然災害が多発しているため，近年ローカライズされ
た防災教育が求められている。そこで本講習では，斜面崩
防災教育のための地図情報の読
壊，河川氾濫，地震，火山噴火などの自然災害の現場状況 黒木 貴一（教育学部教授）
み方・使い方
を紹介しつつ，防災教育に不可欠な地図情報，特に地形図
を使用した自然・人文条件の理解方法を講義・実習形式で
学ぶ。
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平成２６年度（第３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

「社会形成社会科」，「市民社会科」など，社会科教育の趨
勢について学ぶ。社会科における言語活動の充実，活用の
他，近年の動向として見られる「シティズンシップ（市民性）
教育」，「法教育」等についても簡単に紹介し，社会科授業 豊嶌 啓司（教育学部教授）
の射程を明らかにしたい。さらに，授業設計にとどまらず，
授業実践（問い方，板書，ワークシート作成など技法などの
工夫），評価等についても紹介したい。

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

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

中学校社会科教
諭
小学校教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年6月22日

平261007253862号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

6時間 平成26年6月29日

教諭

小学校教諭，中
学校社会科教
諭，高等学校地
理歴史科教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年5月18日

平261007253863号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月18日

教諭

小学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年7月7日

平261007253864号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

中学校社会科地理的分野の学習指導について，その基礎
となる「地理的見方・考え方」の概念と適応事例について整
中学校社会科「地理的見方・考え
理する。
石丸 哲史（教育学部教授）
方」の基礎
地理的見方・考え方を醸成させるために，習得させるべき事
項・能力を概説し，そのための授業像についても考える。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校社会科教
諭(基礎的な内容
を望む者）

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年7月8日

平261007253865号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

数年内に，小学校に教科として英語が導入され，高等学
校に加え中学校でも英語による授業が実施されるが，これ
を前倒しで導入したり，開始時期にスムーズに実施するた
めには，日々行っている授業に関する内省を通して，どう改
教師・生徒の英語使用をめざして 善していくのか，今から準備する必要がある。この講習で
宮迫 靖静（教育学部准教授）
は，授業における教師・生徒の英語使用に関する内省，英
語使用に関する理論的な考察，教授法の紹介，英語使用
活動の体験等を通して，英語運用能力の育成を目指す授
業を考える。尚，この講習は英語使用を基本とする。

福岡県宗像市

6時間 平成26年10月4日

教諭

小学校教諭
中学校・高等学
校英語科教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年8月23日

平261007253866号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

この講習のねらいは、主に次の3点です。１）現代イギリス小
説の代表作をいくつか精読することによって、英文の読解法
現代イギリス小説の読解とイギリ を学び、英語を読む楽しさを再認識してもらいます。２）英語
後藤 美映（教育学部教授）
ス文化論
の文法や語彙を焦点に小説を精読し、学校文法の基礎と応
用を学びます。３）イギリス小説を通して、イギリスの文化や
言語としての英語の意義について学びます。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中学校・高等学
校の英語科教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年7月9日

平261007253867号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

教諭

小学校教諭・中
学校英語科教
諭・高等学校英
語科教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年7月14日

平261007253868号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

教諭

中学校・高等学
校英語科教諭、
小学校英語活動
担当教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年6月27日

平261007253869号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

全教諭（全学校
教諭
種・全教科）、養
養護教諭
護教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年6月8日

平261007253870号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

全教諭（国際理
解教育に関わる
者）

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年7月16日

平261007253871号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

社会科教育の趨勢

福岡教育大学

日本は海を通じて東アジア世界とつながっており、歴史上、
様々な場面で交流をしてきた。本講習では日本史上の事
象・人物のうち、東アジア世界との交流に関係の深いものを
中国史からみた日中交流史～古 取り上げ、東アジア全体の歴史の視点から、その交流の在
杉村 伸二（教育学部准教授）
代・中世～
り方を見ていく。日本史上の事象や人物が、東アジア世界
の動向とどのように結びついているのかを知ることで、児
童・生徒に対して、より広い視野での歴史を理解させること
ができると考える。

福岡県宗像市

福岡教育大学

小学校社会科の学習指導について，中学年の地域学習と
地理的思考力・表現力を培う小 第5学年の国土構造および産業構造の学習のポイントにつ
学校社会科の地域学習と国土学 いて整理する。
石丸 哲史（教育学部教授）
習
地理的見方・考え方を活かした思考力・表現力を高める授
業実践へ向けた，教材の提示や指導方法の解説を行う。

福岡教育大学

福岡教育大学

福岡教育大学

福岡教育大学

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月3日

これからの英語発音指導

小学校外国語活動を始め、中学校・高等学校でコミュニケー
ションをより効果的に行うための手だてがよりいっそう求め
られるようになりました。このような中で、まだまだ日本人学
習者の多くは自分の発音に自信が持てないことから英語コ
ミュニケーションへに躊躇する姿が見られます。また、これ 中島 亨（教育学部教授）
から国際的な場面で相手にするのは非母国語話者であるこ
とが多くなってきます。我々教師はこのような学習者や社会
のニーズにどのように対応して行けばよいのでしょうか。こ
の講座で一緒に考えて行きたいと思います。

英語スピーチ入門

この講習では、自身の英語スピーチ力を向上する練習を行
うとともに、英語でスピーチをする際に必要な技術（例えば、
準備の仕方、英文のつくり方、論の立て方、プレゼンテー
ションの仕方など）を確認し、児童・生徒に英語スピーチを行
吉武 正樹（教育学部准教授）
わせる際に求められる指導ポイントを理解することを目標と
する。さらには、コミュニケーション学的に英語スピーチを分
析しつつ、その理論的かつ実践的意義の理解をねらいとし
ている。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月8日

介護に必要なコミュニケーション

本講習は、児童・生徒の介護現場訪問に先だって、教員が
知っておかなければならない介護の基礎知識を学ぶことを
意図している。内容としては、介護を必要とする人の気持ち 西﨑 緑（教育学部教授）
の理解、適切なコミュニケーションの実施方法を、演習を中
心に学んでいく。

福岡県宗像市

6時間 平成26年7月20日

日韓歴史和解をめぐる現状と課
題について

来年は日韓条約締結から50年。今後、様々な記念行事が
行われると思われますが、歴史認識をめぐる問題は今なお
両国の友好促進に大きな影響を及ぼしています。もっとも地
域間交流は進み、特に福岡では域性を活かして学校レベル
小林 知子（教育学部教授）
でも国際理解教育が促進されてきました。本講習では韓国・
在日コリアンについての基本的理解を深めることを目的とし
ます。歴史問題に焦点をあて、日韓関係の捉え方につい
て、ともに考えます。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月27日

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月25日
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平成２６年度（第３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

福岡教育大学

整数とその応用

前半では整数の性質について復習し，素因数分解の定理
や合同関係について概観します．後半では，現在インター
ネット等で使われているＲＳＡ暗号や商品に割り振られてい
るＪＡＮコードについて，そのからくりを考察します．この度の
坂本 隆則（教育学部教授）
学習指導要領改訂で高等学校の数学Ａに「整数の性質」が
新たに設けられていることもあり、数学科教諭として，整数
の実社会での応用を知っておくことは有意義であると考えま
す．

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年7月11日

平261007253872号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

中学校および高等学校数学科において，さらなる充実が求
められている「数学的活動」について，その理論的背景をわ
数学的活動の教材開発と授業構 かりやすく講義するとともに，教材研究の具体例を示しなが
飯田 慎司（教育学部教授）
成
ら，新しい教材を開発する視点を共有させ，それを取り入れ
て改善した授業を構成できるようにするための講義・演習を
行う。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月11日

教諭

中学校・高等学
校数学科教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年6月30日

平261007253873号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

数学科教材に関する考察（有理
数・無理数について）

数学科の教科内容およびその専門的背景に関する講義･演
習を通して，数学科の教材に対する理解を深め，教科指導
の背景となる専門的知見を広めます。この講習では，整数
原 卓哉（教育学部教授）
の性質を振り返り，無限小数とその意味，有理数の小数表
示，円周率とその求め方など，数学科でなじみ深い話題に
関連した講義・演習を行います。

福岡県宗像市

6時間 平成26年7月19日

教諭

中学校数学科教
諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年6月7日

平261007253874号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

算数科における思考力・表現力
の育成

算数科教育における思考力・表現力の育成、算数科教育に
おける言語活動の充実などについて解説する。思考力とし
ては、帰納的な考え方、類推的な考え方、演繹的な考え方
清水 紀宏（教育学部教授）
について具体例とともに解説する。表現力については、算数
科の授業における子どもの表現の扱い方などについて具体
例とともに解説する。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月29日

教諭

小学校教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年7月18日

平261007253875号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

小学校理科授業の基礎

小学校理科授業についての基礎的理解を深めるととも
に，新学習指導要領で新規に取り上げられた教材･教具に
精通する。授業については，児童の見通しを大切にし，実感
森藤 義孝（教育学部教授）
を伴った理解の実現を目指す授業の具体的事例に触れな
坂本 憲明（教育学部教授）
がら，理科授業に自信を持って取り組むことができるように
甲斐 初美（教育学部准教授）
する。教材･教具としては，月の満ち欠け説明器，コンデン
サー，発光ダイオード等に触れるとともに，安全に関する重
要事項についても理解を深めたい。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭（基
礎的な内容を望
む者）

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年6月27日

平261007253876号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

デジタルカメラの写真から動画作成、映像編集、DVDビデ
オの作成等の一連の流れを通して、教師自ら情報技術を活
用できる能力を育成することを目標とする。パソコンを用い
教師のための情報技術活用入門
た実習形式とし、Windows7、デジタルカメラ、
～フォトアルバム、映像編集、
古川 健一（教育学部教授）
PowerPoint2010、Windows Live ムービーメーカー、Windows
DVD作成～
DVD メーカーを使用する。
講習で作成したDVDは、作品発表の時間で発表する予定で
ある。

福岡県宗像市

平成26年8月18日～
12時間
平成26年8月19日

教諭

小学校・中学校
教諭（いずれも基
12,000円
礎的な内容を希
望する者）

30人

平成26年4月18日～
平成26年7月7日

平261007253877号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

3Dデザインツールを用いて、教師自らが立体的なイメージ
教師のための３Ｄデザイン入門
を描画し、教材作成や授業等で活用できる能力を育成する
～３Ｄで教室、教材をデザインす
古川 健一（教育学部教授）
ことを目標とする。パソコンを用いた実習形式とし、
る～
Windows7、SketchUpを使用する。

福岡県宗像市

12時間

平成26年8月21日～
平成26年8月22日

教諭

小学校・中学校
教諭

12,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年7月10日

平261007253878号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

中学校及び高校理科のエネルギー領域に関する実験と実
習を行う。
１．エネルギー変換に関する実験：発電の原理に関する実
中学校・高校理科の「エネルギー 験および放射線（γ 線とβ 線）に関する実験と測定
大後 忠志（教育学部教授）
領域」に関する実験と実習
２． 光とX線に関する講義とX線を利用した分析法に関する 原田 雅章（教育学部教授）
実習：光（電磁波）はその波長によって様々な特徴を示す。
ここではⅩ線を取り上げてその性質と利用について解説（実
習も含む）するとともに、放射線についても触れる。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校・高等学
校理科教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年6月27日

平261007253879号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

○生命領域：里山・水辺・外来種など生物多様性に関する
講義と植物を材料とした観察・実験を行います。
小学校理科の生命・地球領域に ○地球領域：気象と地震火山の分野を中心に地球上の物 福原 達人（教育学部准教授）
関する内容
理的な現象と自然災害・防災についての内容を扱います。 山田 伸之（教育学部准教授）
特に，東日本大震災を受けて，今後の防災教育について，
盛り込む予定です。

福岡県宗像市

6時間 平成26年7月6日

教諭

小学校教諭（基
礎的な内容を望
む者）

6,000円

20人

平成26年4月18日～
平成26年5月25日

平261007253880号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

Microsoft®社のPowerPoint® 2010の基礎からアニメー
ション機能を使った応用まで、授業等で活用可能なプレゼン
パワーポイントの基礎から応用ま テーション能力を養成することを目標とする。授業は実際に
白石 正人（教育学部教授）
で
パソコン（OS：Windows 7)を用いた実習形式とし、評価につ
いても指定された時間内に課題を達成する実技試験を実施
する。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月9日

小学校から高等
教諭
学校までの教諭
養護教諭
および養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年6月28日

平261007253881号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

6時間 平成26年8月3日

小学校教諭，中
学校理科・技術
家庭科教諭，高
等学校理科・家
庭・情報・工業科
教諭，特別支援
学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年6月22日

平261007253882号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

福岡教育大学

福岡教育大学

くらしの中の電気を見直す再学
習

生活の中で電気技術の恩恵を空気のように感じているも
のの、電気製品の構造や原理について理解していることは
それほど多くない。
ここでは、電気技術の基礎基本を再度学習し、このことを
通じて、今後の環境問題やエコ教育を学び、省エネを含め 遠藤 秀治（教育学部非常勤講師）
たエネルギー環境教育の基礎基本を習得する。
内容は、資料に基づく講義と簡単計測を実習し電気量の
再確認をおこなう。テキストは簡易資料を用意する。

福岡県宗像市
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教諭

平成２６年度（第３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

小学校音楽科教育法基礎

小学校音楽科教育における学習指導の基礎的事項に関す
る講義、及び指導実践に関する演習をおこなう。そこでは学
習指導要領の目標・内容等を踏まえながら、音楽科の授業
木村 次宏（教育学部教授）
づくりの実際について検討していく予定である。（楽器につ
いては、各自ソプラノリコーダー・鍵盤ハーモニカを持参のこ
と）

福岡県宗像市

6時間 平成26年6月15日

教諭

小学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年5月4日

平261007253883号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

声楽発声法基礎

声楽において発声技術の習得は必要不可欠であります。こ
の講習では主として、基礎的な発声法を習得することを目
標とします。
教材については日本歌曲,イタリア歌曲、ドイツ歌曲を取り上
原 尚志（教育学部准教授）
げ、演奏技術の向上を図ると同時に、それぞれの歌曲で歌
う際に必要な発音法についての指導も行っていきます。この
講習を受講することによって、より幅広い視点で、発声及び
発音についての歌唱指導を行えることが期待できます。

福岡県宗像市

6時間 平成26年6月29日

教諭

中学校及び高等
学校の音楽科教
諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年5月18日

平261007253884号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

日本の伝統音楽教材を学ぶ

音楽科の教材として近年扱いが重視されている日本の伝統
音楽の中から，筝の音楽を取り上げ，筝の音楽の歴史や種
類とともに楽器の仕組みや奏法，特性，扱い方などについ
て，講義と演習を行います。また，授業を実践するための
様々な条件や可能性についても提案します。中学・高校の 山本 百合子（教育学部准教授）
音楽科教諭あるいは小学校で音楽の授業を担当する教諭
を対象とする講習です，「授業で伝統音楽の教材を実践して
みたいが知識や技能に不安がある」という教員の実践力／
応用力の向上を目指します。

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年7月9日

平261007253885号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

中学校または高等学校における音楽の授業に必要なピアノ
の演奏技術と表現法、および教材のピアノ伴奏に関する演
習（実技レッスン）を行う。全般的なピアノ演奏能力やピアノ
中学校、高等学校音楽・実技（ピ
表現についての素養の向上を目標とする。
武内 俊之（教育学部准教授）
アノ）
受講者は、中学校または高等学校の教材のピアノ伴奏1曲
と任意のピアノ・ソロ作品1曲を演奏できるよう準備しておい
て下さい。

福岡教育大学

福岡教育大学

昔から伝わるものづくりの技法や表現をふまえながら，子
どもたちが新しい表現の世界と出会う，楽しい色やかたちの
造形活動とその授業構成を，体験を通して学びます。青空
笹原 浩仁（教育学部講師）
の下で思い思いにつくった「おさかな」が元気に泳ぐ「おさか
なのぼり」づくり，ワラの感触を味わいながら手から生みだ
す「しめかざり」づくりの２題材にとりくみます。

福岡教育大学

手づくりものづくり

福岡教育大学

本講習では奈良・京都の古寺と仏像を美術鑑賞の視点から
捉え直して学ぶ。「阿弥陀信仰の変遷に伴う阿弥陀如来像
の変化」「寺院・仏像と周囲の環境」「文化財の保護と復元，
古美術研究（奈良・京都の古寺と 模写」など，鑑賞の手掛かりとなるテーマをいくつか設け，そ
草尾 和之（教育学部准教授）
仏像）
れぞれのテーマに関連した古寺と仏像をまとめて考察する。
受講後，受講者が修学旅行の企画や事前指導，引率に関
わる際にも生かせるよう，また受講者が教員の研修として自
身で古寺を巡る際の手ほどきともなるよう特に心がける。

福岡教育大学

１．美術科教育（図工科教育）に関する近年の動向とその問
題点を論じる。
２．教材を１例紹介する（「切り絵による構図と色彩の学
美術科（図画工作科）教育論（動 習」）。作品を試作しながら教材のあり方について考える。
草尾 和之（教育学部准教授）
向と問題点）
１．を聴講して受講
者が考えたこと，および，２．で試作してみて考えたこと（「教
材のあり方」や「指導の要点」など）を記述する。これと試作
した作品とによって，履修認定を行う。

福岡教育大学

１．「今日の学校教育の実情をふまえ，美術科（図画工作
科）の教材が備えているべき条件を探る」という観点から，
具体的な教材を例にとって分析し教材開発論につなげる。
その後，実際に教材１例について作品を試作する。２．「設
美術科（図画工作科）教材論（表
問と指示による鑑賞教育」を提案し，その具体的な方法を述 草尾 和之（教育学部准教授）
現と鑑賞）
べる。その後，「設問と指示」を含む鑑賞授業の指導案（構
想程度）を作成する。
１．における作品の試作と，２．における鑑賞授業の指導案
によって履修認定を行う。

福岡教育大学

楽しく創作する「お面」

福岡教育大学

金属造形の基礎と展開

福岡教育大学

「手書き文字の文化」に触れながら、学校での指導における
板書チョーク技法の実技力向上を目的とする。内容は、教
板書のチョーク技法と手書き文字 育における手書きの大切さや、筆順の重要性、許容される 和田 圭壮（教育学部教授）
文化
書き方等の講義と、チョークの扱い方、基本点画、楷書及び 服部 一啓（教育学部准教授）
ひらがなの字形や字配り等についての実技を行う予定であ
る。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中学校・高等学
校の音楽科教諭
または音楽科の
授業を担当する
小学校教諭で，
箏の演奏技術の
未経験者もしくは
初心者

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月27日

教諭

中学校および高
等学校の音楽科
教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年7月16日

平261007253886号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡県宗像市

6時間 平成26年7月19日

教諭

小学校教諭，中
学校美術科教諭

6,000円

24人

平成26年4月18日～
平成26年6月7日

平261007253887号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡県宗像市

6時間 平成26年7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

24人

平成26年4月18日～
平成26年5月25日

平261007253888号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

教諭

中学校・高等学
校美術科教諭，
および小学校に
おいて特に図画
工作科の指導に
関心をもつ教諭

6,000円

24人

平成26年4月18日～
平成26年6月8日

平261007253889号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

中学校・高等学
校美術科教諭，
および小学校に
おいて特に図画
工作科の指導に
関心をもつ教諭

6,000円

24人

平成26年4月18日～
平成26年6月7日

平261007253890号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年9月20日

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

6,000円

20人

平成26年4月18日～
平成26年9月21日

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年7月19日

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡県宗像市

6時間 平成26年7月20日

福岡県宗像市

6時間 平成26年7月19日

教諭

紙を主な素材とした立体的なお面をテーマに沿って制作し
ます。また、 様々な素材と組み合わせて自分の世界を拡げ 阿部 守（教育学部教授）
る「お面作り」を展開します。

福岡県宗像市

6時間 平成26年11月1日

教諭

鉄を主な素材とし、立体造形としてのをオブジェを制作しま
す。金属加工の基礎とその応用について学びます。

福岡県宗像市

6時間 平成26年11月2日

教諭

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月30日

教諭

阿部 守（教育学部教授）
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幼稚園・小学校
教諭・中学校美
術科教諭
小学校教諭
中学校・高等学
校美術科教諭

全教諭（全学校
種・全教科）

平261007253891号
平261007253892号
平261007253893号

平成２６年度（第３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

書写教育講座

本講習は、①新学習指導要領を踏まえた書写指導のあり方
に関する講義、②漢字の書写指導における実技力の養成、
③仮名の書写指導における実技力の養成、④漢字仮名交 和田 圭壮（教育学部教授）
じりの書写指導における実技力の養成といった視点での理 服部 一啓（教育学部准教授）
論・実技研究を行い、小・中学校国語科書写教育の指導力
向上を目指している。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月29日

教諭

小学校教諭・中
学校国語科教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年7月18日

平261007253894号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

書道指導力養成講座

本講習は、①少字数書の実習、②仮名古筆の実技力の養
成、③高等学校書道学習指導案の構想、④篆刻技法と撃
小原 俊樹（教育学部教授）
辺について、といった視点での研究を行い、書道教育の現
服部 一啓（教育学部准教授）
状を踏まえての教員の書表現力と鑑賞力の高揚を目的とし
ている。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月22日

教諭

高等学校書道科
教諭

6,000円

15人

平成26年4月18日～
平成26年7月11日

平261007253895号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

中学校・高等学校保健体育科
「剣道」の指導

中学校・高等学校保健体育科「剣道」について, 学習指導要
領や武道必修化に伴ういくつかの指導－学習上の課題に
ついて整理する。
初心者への指導のあり方, 剣道具なしでも実践できる授業
のあり方,
本多 壮太郎（教育学部准教授）
対人的技能の学習の関連で礼節的側面の理解をも目指す
授業のあり方,
剣道授業に活用できるドリルゲーム・タスクゲームなどにつ
いて取り上げる。

教諭

中学校・高等学
校 保健体育科教
諭（経験は問いま
せん）

6,000円

平成26年4月18日～
30人
平成26年6月22日

平261007253896号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

この講習では，スポーツ文化やスポーツの歴史について
スポーツ文化，スポーツの歴史を 講義し，授業時の児童・生徒の知識，思考・判断を深めるた
深める―体育授業の歴史や欧米 めの教材の扱い方を取り上げます。中学校や高等学校での
榊原 浩晃（教育学部教授）
スポーツの比較文化史にも関連 体育理論のそれぞれの単元とも関連づけて講義します。体
づけて－
育授業の歴史や欧米スポーツの比較文化史の視点は，実
技の際の教材観や指導法を探るためのヒントにもなります。

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
の保健体育科教
諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年7月9日

平261007253897号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

保健体育科目「生理学」について、解剖学と並行した講義を
通じ、正しい知識を学ぶとともに、運動に関わる身体諸器官
についての理解を深める。同時に、運動やスポーツの実践
における正しい知識と効果的な実践方法を習得することに
保健体育科目「生理学」の理論と
より、学校現場における学習指導に役立たせることができる 市丸 直人（教育学部教授）
実践
ように心掛ける。
また、生理学上の知識や理解をさらに深めるために、運動
やスポーツに関わる脳・神経・骨格筋など身体諸器官の機
能や役割について、必要に応じ実践を通して習得する。

福岡県宗像市

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
保健体育科教
諭、運動部の指
導を行う教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年7月7日

平261007253898号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

保健体育科目「ベースボール型
スポーツ」の理論と実践（ソフト
ボール）

新学習指導要領により、中学校で必修化される保健体育科
目「ベースボール型」スポーツについて、ソフトボールの実
技を教材として取り上げ、実技を伴う講習を通じて正しい知
識を習得するとともに、小学校・中学校・高等学校における
体育授業を実施できるようにする。また、運動生理学的立場 市丸 直人（教育学部教授）
から運動に関わる身体諸器官の理解を深め、運動やスポー
ツの実践における正しい知識と効果的な実践方法を習得す
ることにより、学校現場における学習指導に役立たせること
ができるように心掛ける。

福岡県宗像市

6時間 平成26年10月18日

教諭

小学校教諭、中
学校・高等学校
保健体育科教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年9月6日

平261007253899号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

体育授業・課外活動におけるス
ポーツ傷害の予防

この講習では、体育授業や運動部活動中におけるスポーツ
傷害の予防に着目し、その予防対策について、以下の点に
ついて学ぶ。１．「身体の発育発達と運動中に発生しやすい
スポーツ傷害」、２．「スポーツ傷害の予防方法の実際（スト 片平 誠人（教育学部准教授）
レッチング：実技）」、３．「スポーツ傷害の予防方法の実際
（スポーツマッサージ：実技）」、４．「スポーツ傷害と救急処
置」

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月21日

教諭

全教諭（中学校・
高等学校教諭向
け）

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年7月10日

平261007253900号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

本講習では、柔道の基本的な技術およびその指導法を習
得し、柔道に内在する教育的・文化的価値について理解を
武道必修化に向けた柔道の授業
深める。なお、主な受講対象者は柔道指導経験の少ない中 楢﨑 教子（教育学部准教授）
づくり
学校教諭とするが、武道必修化に向けた柔道の授業づくり
に関心のある高校教諭も受講可能である。

福岡県宗像市

6時間 平成26年10月4日

教諭

中学校・高等学
校保健体育科教
諭
（柔道指導経験
の少ない者）

6,000円

20人

平成26年4月18日～
平成26年8月23日

平261007253901号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

学校体育において，子どもの運動への意欲を引き出すこと
と運動がうまくなることは，最も重要な目標である．しかしな
がら，運動が下手な子どもは，運動への意欲を失いがちで
体育授業に役立つスポーツ心理 あり，運動が上手な子どもは運動への意欲が高い。そこで，
兄井 彰（教育学部教授）
学と運動学習
運動意欲と運動技能の習得の関係の基礎を踏まえながら，
最新スポーツ心理学の研究結果から示唆される子どもの意
欲の高め方と早く運動が上手くなる方法について，解説し考
察を加えていく予定である。

福岡県宗像市

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
保健体育科教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年7月8日

平261007253902号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
の保健体育科教
諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年5月4日

平261007253903号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

福岡教育大学

福岡教育大学

バスケットボールの指導法

バスケットボールの指導法について，前半は運動学習やバ
スケットボールの競技特性などの理論的な内容について講
義を行い，後半はバスケットボールの技術・戦術につなげる
ためのコーディネーショントレーニング、鬼遊び、課題ゲーム
鈴木 淳（教育学部准教授）
（ミニゲーム）に関する実技を行う。これらの内容は、バス
ケットボールの授業のみならず、体つくり運動、攻守入り乱
れ型・ゴール型球技の指導、部活動の指導に活用すること
ができる。

福岡県宗像市

福岡県宗像市

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月3日

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年6月15日
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福岡教育大学

家庭科教育の動向の講義をもとに，子どもに必要とされる
生活スキルとは何か，その獲得のために求められる授業の
あり方を考えます。最新の授業研究の事例を紹介するほ
生活スキル向上をめざす家庭科
か，受講生が持ち寄った授業実践や子どもの生活スキルの 貴志 倫子（教育学部准教授）
の授業づくり
実態をふまえ指導上の改善点を分析します。グループワー
クによって，家庭科授業の具体的改善方法を模擬授業等に
よって提案し合います。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月25日

教諭

小学校教諭及び
中学校・高等学
校家庭科教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年7月14日

平261007253904号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

初めに講義において、ユニバーサルデザインとバリアフリー
の基礎について学びます。そして、人間の触覚特性を実験
により調べ、ユニバーサルデザインにどのように生かすを考
くらしの中におけるユニバーサル
えます。また、妊婦擬似体験等を通じて、ユニバーサルデザ 阿曽沼 樹（教育学部准教授）
デザイン
インの必要性を理解します。そして、最後に、家庭科でどの
ようなユニバーサルデザインに関する授業ができるかを考
察します。

福岡県宗像市

6時間 平成26年10月19日

教諭

小学校教諭，中
学校・高等学校
家庭科教諭

6,000円

20人

平成26年4月18日～
平成26年9月7日

平261007253905号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

教諭

小学校教諭及び
中学校教諭
（基礎的な内容お
よび現代的な内
容を望む者）

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年6月7日

平261007253906号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年6月13日

平261007253907号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

小学校・中学校
教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年6月27日

平261007253908号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

6時間 平成26年8月3日

全教諭（学校種、
教科種等を問わ
教諭
ない。幼稚園等も
養護教諭
可。）
養護教諭

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年6月22日

平261007253909号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

6,000円

60人

平成26年4月18日～
平成26年9月28日

平261007253910号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年7月14日

平261007253911号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年7月16日

平261007253912号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

道徳教育の実践課題

小学校及び中学校における道徳教育の目標及び児童生徒
の道徳性を育成するための指導計画、道徳の時間の指導 堺 正之（教育学部教授）
方法等について、学習指導要領の趣旨や道徳教育をめぐる 小林 万里子（教育学部准教授）
諸議論を踏まえて概説する。

福岡県宗像市

6時間 平成26年7月19日

福岡教育大学

中高の特別活動と生活指導

実施予定内容・・・予定時間
１．地域教育と生活指導（通過儀礼、若者組、徒弟奉公、し
つけと子やらい）・・・90分
２．開発的な生活指導としてのグループワーク（テーマ例：万
引き事件）・・・90分
木内 隆生（教育学部教授）
３．教科外活動の起源（戦前の運動部活動、運動会、遠足
から戦後の自由研究・特別活動まで）・・・90分
４．開発的な生活指導の実際（キャリア教育、教育相談、
チームガイダンス）・・・50分
５．修了認定試験（グループワーク実技）・・・40分

福岡県北九州
市

6時間 平成26年7月25日

福岡教育大学

授業中の事故やいじめ等、学校における様々なトラブルが
裁判所に持ち込まれるなかで、教員のリーガルマインドが必
スクールリーガルマインドと教育 要不可欠となっている。そこでスクールリーガルマインドを養
河内 祥子（教育学部准教授）
裁判
うために、教育法規の基礎を押さえた上で、教育裁判例を
参考にしつつ、児童・生徒や保護者への対応について演習
等をまじえた講習を行う。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月8日

福岡教育大学

現代の親子関係の心理学的理
解

現代社会における親子関係の特徴を、臨床心理学や発達
心理学の理論と照らし合わせつつ、学校教育と密接に関係
してくる局面を中心に概観する。このことを通して自らが教
育現場で直面している具体的な課題の理解と対処に関する
発想を得ることを目標とする。受講者には、受講に先立っ
中島 義実（教育学部准教授）
て、あらかじめ、各自が現場において問題として意識してい
る事柄について、具体的にまとめておくことが求められる
（様式は自由）。それらの事柄への対処として、講義を通し
て具体的にどのような発想を得ることが出来たかが、筆記
試験の内容となる。

現代の親子関係の心理学的理
解

現代社会における親子関係の特徴を、臨床心理学や発達
心理学の理論と照らし合わせつつ、学校教育と密接に関係
してくる局面を中心に概観する。このことを通して自らが教
育現場で直面している具体的な課題の理解と対処に関する
発想を得ることを目標とする。受講者には、受講に先立っ
中島 義実（教育学部准教授）
て、あらかじめ、各自が現場において問題として意識してい
る事柄について、具体的にまとめておくことが求められる
（様式は自由）。それらの事柄への対処として、講義を通し
て具体的にどのような発想を得ることが出来たかが、筆記
試験の内容となる。

福岡県宗像市

6時間 平成26年11月9日

全教諭（学校種、
教科種等を問わ
教諭
ない。幼稚園等も
養護教諭
可。）
養護教諭

福岡教育大学

調査票（アンケート）の作り方

基礎的知識なしに作成されたアンケートを用いても，有用な
情報を入手することはできません。本講習では，調査票（ア
ンケート）作成の基礎的知識と技術を紹介します。また，こ
れらの知識と技術を確実に習得するために，実際に調査票
笹山 郁生（教育学部教授）
の項目を作成する実習をおこないます。これらの知識と技
術を活用することによって，生徒や保護者の意識や実践授
業の効果など，学校教育で必要とされる各種データの精度
を高めることが可能になります。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月25日

全教諭（全学校
教諭
種・全教科）
養護教諭
養護教諭

福岡教育大学

より良い生活科・総合的な学習の時間の学習を展開するに
は，その学習の本質を理解し，子どもや地域の実態に応じ
た具体的な手立てが必要である。そこで，具体的な事例を
もとに，スタートカリキュラム，気付きの質の向上，探究的な
生活科・総合的な学習の時間の
学習，言語活動等の実践上の課題についての理解を深め， 津川 裕（教育学部教授）
実践と課題
より良い授業づくりができるようにする。〈内容の概略〉生活
科・総合的な学習の時間の特色，学習指導要領への対応，
教材開発と年間指導計画の作成の方法，指導と評価のあり
方，学習指導案の作成，生活科・総合と学級経営等。

福岡教育大学

福岡教育大学

福岡県宗像市

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月27日
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等生活科・総合
的学習教育に関
心をもつ教諭
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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

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8日

全教諭（全学校
教諭
種・全教科）
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6月27日

平261007253913号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

小学校・中学校・
特別支援学校教
教諭
諭
養護教諭 養護教諭
（基礎的な内容を
望む者）

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年6月22日

平261007253914号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

6,000円

24人

平成26年4月18日～
平成26年5月18日

平261007253915号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

コミュニケーションに特別な支援
を要する子どもの理解と指導

コミュニケーションとその障害、コミュニケーションに障害の
ある子どもの指導法について理解し、そのような子どもの指
導・支援における通常の学級の教師による支援・連携のあ
り方について考える。本講習でとり上げるコミュニケーション 見上 昌睦（教育学部教授）
障害（言語障害）は、吃音（発話の流暢性の障害）、構音障
害（発音の誤り、不明瞭さの障害）、言語発達障害などであ
る。

福岡教育大学

発達面に課題を有する子どもの
理解と対応について

本講習では、主に発達障害の特性や生活上、学習面、行動
面の特性とそれらの特性に応じた支援について理解し、学
校現場における教師の支援のあり方や校内における教師 倉光 晃子（教育学部講師）
の連携のあり方について考える。本講習でとり上げる発達
障害は、知的障害、自閉症スペクトラム障害などである。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月3日

福岡教育大学

幼児期における表現活動は、自分が感じたことや考えたこ
とを個人で表す活動から他者と協同で取り組む活動まで、
幼稚園教育の目的やねらいと幼児の発達等に応じた取り組
みが求められます。本講習では幼児の協同性をテーマに講
幼児の協同性を育む造形指導に
義と造形実技を行います。
笠原 広一（教育学部講師）
ついて
前半は幼児の協同性についての講義と紙版画の実技研
修を行い、後半はグループ毎にテーマを設定して紙版画を
作成し、豊かな協同性の育ちについて実技を交えながら考
えていきます。

福岡県宗像市

6時間 平成26年6月29日

ストレスマネジメント教育の理論
と実際

生徒指導提要（平成22年）の「教育相談でも活用できる新た
な手法等」で提示されているストレスマネジメント教育につい
て、理論と指導場面での活用法を提案します。活用では、ス
髙松 勝也（大学院教育学研究科准教授）
トレスと向き合い，よりよいストレス対処法を身につけ、子ど
も自身と他者の心の健康を促進するための模擬授業や演
習等を通して体験的に学んでいただきます。

福岡県宗像市

6時間 平成26年8月18日

教諭
小学校教諭、
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7月7日

平261007253916号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

児童生徒の人間関係能力の育
成

児童生徒の学校適応の基礎となる人間関係能力を育成
するために，「社会性と情動の学習(SEL)」に関する理論と導
入・実践方法について学ぶ。具体的には，(１)児童生徒の人
間関係の実態，(2)「社会性と情動の学習(SEL)」の理論，(3)
小泉 令三（大学院教育学研究科教授）
「社会性と情動の学習(SEL)」の国内外の実践例紹介，(4)望
ましい人間関係を育成するための指導方法，(5)学級および
学校での取組の推進方法等について，演習をまじえた講習
を行う。

福岡県宗像市

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，
養護教諭
養護教諭

8,073円

50人

平成26年4月18日～
平成26年6月28日

平261007253917号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

児童生徒の人間関係能力の育
成

児童生徒の学校適応の基礎となる人間関係能力を育成
するために，「社会性と情動の学習(SEL)」に関する理論と導
入・実践方法について学ぶ。具体的には，(１)児童生徒の人
間関係の実態，(2)「社会性と情動の学習(SEL)」の理論，(3)
小泉 令三（大学院教育学研究科教授）
「社会性と情動の学習(SEL)」の国内外の実践例紹介，(4)望
ましい人間関係を育成するための指導方法，(5)学級および
学校での取組の推進方法等について，演習をまじえた講習
を行う。

福岡県宗像市

6時間 平成26年10月18日

小学校・中学校・
教諭
高等学校教諭，
養護教諭
養護教諭

8,073円

50人

平成26年4月18日～
平成26年9月6日

平261007253918号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

話し合いの力を育成するために、指導内容と指導するため
話し合う力を育成する授業の在り の効果的な方法を説明します。最終的には、ご自身で授業
若木 常佳（大学院教育学研究科教授）
方について
に使える話し合い指導のための教材(話し合い劇)を作成し
ていただきます。

教諭

小学校・中学校
教諭
話し合いの指導
に悩みや関心を
持つ教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年8月23日

平261007253919号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭
（学校評価の改
善方法を学びた
い方）

6,000円

15人

平成26年4月18日～
平成26年5月4日

平261007253920号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

福岡教育大学

福岡教育大学

福岡教育大学

学校評価データ分析

学校の裁量が拡大し自主性・自律性が高まる中で、学校は
自らの教育活動の成果を検証し、児童生徒の教育活動の
質的向上のために学校運営を改善していかなければならな
い。学校評価は調査時期や作業の限られた時間や人員の
大竹 晋吾（大学院教育学研究科准教授）
中で調査結果を分析し、各学校にとって教育効果の高い活
動の精選・重点化を図らなければならない。この点の学校
評価の目的とデータ集中、データ分析の具体的な方法を学
びたい。

福岡県宗像市

福岡県宗像市

6時間 平成26年10月4日

教諭

幼稚園教諭

福岡県宗像市

6時間 平成26年6月15日

福岡教育大学

ストレスの多い教育現場において教師がメンタルヘルス不
調におちいらないために、ストレスの原因、対策を取り上
げ、メンタルヘルス不調から心身症や精神疾患に罹患した
教師のメンタルヘルスと子どもの
場合の対応、治療法について説明する。また教師にとって 宮田 正和（健康科学センター教授）
心の理解
児童生徒の理解に重要な不登校、不適応、発達障害、家庭
の問題などを取り上げ、児童生徒の心の問題の理解と対応
について説明する予定である。

福岡県宗像市

6時間 平成26年7月6日

全教諭（全学校
教諭
種・全教科）及び
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5月25日

平261007253921号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

ストレスの多い教育現場において教師がメンタルヘルス不
調におちいらないために、ストレスの原因、対策を取り上
げ、メンタルヘルス不調から心身症や精神疾患に罹患した
教師のメンタルヘルスと子どもの
場合の対応、治療法について説明する。また教師にとって 宮田 正和（健康科学センター教授）
心の理解
児童生徒の理解に重要な不登校、不適応、発達障害、家庭
の問題などを取り上げ、児童生徒の心の問題の理解と対応
について説明する予定である。

福岡県宗像市

6時間 平成26年11月2日

全教諭（全学校
教諭
種・全教科）及び
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9月21日

平261007253922号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

教職員（養護教諭を含む）が、子どもたちに「生きる力」、
「キャリア教育」の前提となる「責任ある市民意識」、「社会的
自立」を育む観点から、総合的な学習の時間などにおいて
ワークショップ：「経済リテラシー」
中許 善弘（公益社団法人ジュニア・アチーブメ 福岡県久留米
実践できる「社会の仕組みや経済の動き」及び「それらと自
の教材を作る
ント日本専務理事）
市
分自身との関わり」という考え方を、会社経営シミュレーショ
ンを使い、それに自ら参加し体験的実技演習を行うことで修
得する。

6時間 平成26年7月29日

全教諭（全学校
教諭
種・全教科）・
養護教諭
養護教諭

6,000円

平成26年4月18日～
40人
平成26年6月17日

平261007253923号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/
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平成２６年度（第３回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

福岡教育大学

学校教育システムが、生徒の家庭背景と関連しながら、彼
らの教育達成（学歴）を大きく左右してきた現実と、それに対
教育達成と進路選択に対する家 する理論的な説明について知ることを通じて、広い視野から 荒牧 草平（九州大学大学院人間環境学研究
庭背景の影響
学校教育のあり様を再考するきっかけとする。また、常識や 院准教授）
曖昧な根拠に基づいた拙速な判断や当為論を展開するの
でなく、実証データに基づいて考察する態度を身につける。

福岡県福岡市
東区

福岡教育大学

運動負荷や筋損傷による骨格筋の肥大・再生には、衛星細
胞と呼ばれる筋幹細胞が重要な役割を担っていることが知
られている。本講習では、筋幹細胞の活性化・増殖・分化・
融合および筋線維型（速筋型・遅筋型）の調節について概
骨格筋の肥大・再生の筋幹細胞
辰巳 隆一（九州大学大学院農学研究院准教
説するとともに、小規模な実習（筋幹細胞の培養と顕微鏡観
生物学
授）
察の実際）を通して、筋幹細胞の生物学に対する理解を深
めることを目的とする。ヒトのスポーツ・健康科学や食糧科
学などと密接に関係しており、今後の多面的な教育活動の
充実に資すると期待される。

福岡県福岡市
東区

福岡教育大学

前半（中島担当）では、東洋史と西洋史という二分法ではな
く、ユーラシアの東西における共時的な気候変動や貨幣流
通に注目する近年の研究動向を、特に「１７世紀の全般的
東洋と西洋―歴史と哲学の観点
危機」問題を中心にして紹介する。後半(円谷担当)は、自然
から―
と人間を対立させる西洋の自然観と、両者の連続性を説く
東洋思想とを比較する。さらに東西の自然観の思想的背景
を西洋哲学と東洋思想(老荘、仏教など)のうちに探る。

円谷 裕二（九州大学大学院人文科学研究院
教授）
中島 楽章（九州大学大学院人文科学研究院
准教授）

福岡県福岡市
東区

福岡教育大学

国語国文学、漢文学の先端研究を紹介し、活字離れ・漢字
離れの中、思考力・想像力を養うための国語科教育にこれ
中高国語教員のための国語国文 ら最新情報がどう生かされるかを検討する。２名の講師によ
学・漢文学の最前線
る講義形式で、前半は日本語の敬語のあり方の理解を深
め、後半は国語科の中での漢文教育の意義とその実践方
法を講習する。

青木 博史（九州大学大学院人文科学研究院
准教授）
南澤 良彦（九州大学大学院人文科学研究院
准教授）

福岡県福岡市
東区

福岡教育大学

化学と環境

教科指導に関わる観点を踏まえながら、化学の３つの分野
における研究の歴史および先端研究について、関連の基礎
的事項および当該分野の環境問題との関わりも含めて講義
を行います。（１）有機立体化学、（２）膜現象の化学、（３）酸
性雨と関連した化学。

最新地球科学・環境科学

主に中学理科第二分野，高校地学ないし高校物理での授
業内容を深める目的で，地球科学，環境科学の研究の”今”
を紹介する講義を行う。１）氷床変動と固体地球の変動・海
面上昇，２）地球大気の温度はどのようにして決まるのか？
３）金属資源を産む海底下の化学反応，の３題についてそ
れぞれの教員が講義を行う。

日本の税制と社会保障

本講義では、我が国の現行の税制・社会保障制度の体系・
理念やこれらの制度が抱える様々な課題について検討を加
える。特に、社会保障制度の柱ともいえる社会保険（年金、
医療、介護、雇用保険等）と公的扶助（生活保護等）が考察
浦川 邦夫（九州大学大学院経済学研究院准
の中心となる。
教授）
授業では、各種の統計資料をもとにして、他の諸外国との
国際比較も随時行う。また、税制・社会保障制度の政策効
果（再分配効果、貧困削減効果など）について分析したこれ
までの先行研究についても、時間の許す限り紹介する。

福岡教育大学

福岡教育大学

福岡教育大学

福岡教育大学

福岡教育大学

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

20人

平成26年4月18日～
平成26年5月18日

平261007253924号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

教諭

中学校・高等学
校理科教諭およ
び体育教諭

6,000円

平成26年4月18日～
30人
平成26年8月16日

平261007253925号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

6時間 平成26年7月20日

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18日～
平成26年6月8日

平261007253926号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

6時間 平成26年8月6日

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年6月25日

平261007253927号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

伊藤 芳雄（九州大学大学院理学研究院准教
授）
福岡県福岡市
野村 和生（九州大学大学院理学研究院准教
東区
授）
横山 拓史（九州大学大学院理学研究院教授）

6時間 平成26年7月19日

教諭

中学校および高
等学校の理科教
諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年6月7日

平261007253928号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

中田 正夫（九州大学大学院理学研究院教授）
廣岡 俊彦（九州大学大学院理学研究院教授） 福岡県福岡市
石橋 純一郎（九州大学大学院理学研究院准 東区
教授）

6時間 平成26年8月4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18日～
平成26年6月23日

平261007253929号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡県福岡市
東区

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校社会科及
び高等学校公民・
商業科教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年6月26日

平261007253930号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

応用化学と自然科学教育

清水 陽一（九州工業大学大学院工学研究院
教授）
典型的な無機材料、触媒材料、電子材料、有機材料を一つ
柘植 顕彦（九州工業大学大学院工学研究院
ずつ取り上げ、それらの自然科学的基礎を説明します。そ
教授）
の上で、それぞれの材料の機能を、基礎的性質と関連づけ
横野 照尚（九州工業大学大学院工学研究院
て解説します。先端機能材料がいかなる基礎化学的基盤の
教授）
上に成立しているかを理解することを目標とします。
中戸 晃之（九州工業大学大学院工学研究院
教授）

福岡県北九州
市戸畑区

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校・高等学
校 理科教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年7月11日

平261007253931号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

学校の法律問題

基礎的な法律的素養を身につけることは、教員にとっても重
要な課題となりつつある。本講義では、校則、政教分離など
学校教育と子どもの人権をめぐる問題、学校事故の法的位 東野 充成（九州工業大学大学院工学研究院
置づけ、内申書の開示、情報モラルなど情報社会における 准教授）
学校の法的課題、法教育や保護者対応など実践的対応策
について、具体的な判例や事例を基に講義する。

福岡県北九州
市戸畑区

6時間 平成26年8月19日

全教諭（全学校
教諭
種・全教科）、養
養護教諭
護教諭、栄養教
栄養教諭
諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年7月8日

平261007253932号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

法・道徳と市民教育

市民の育成は学校教育に課せられた重要な役割のひとつ
である。本講義では、子どもの規範意識の現状を踏まえつ
つ、学校教育においてどのようなシティズンシップ教育が可 東野 充成（九州工業大学大学院工学研究院
能なのか、実践例を交えつつ講義する。具体的には、学習 准教授）
指導要領とシティズンシップ教育、情報社会・消費社会にお
けるシティズンシップ教育の在り方などについて講義する。

福岡県北九州
市戸畑区

6時間 平成26年8月21日

全教諭（全学校
教諭
種・全教科）、養
養護教諭
護教諭、栄養教
栄養教諭
諭

6,000円

50人

平成26年4月18日～
平成26年7月10日

平261007253933号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

6時間 平成26年6月29日

6時間 平成26年9月27日
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高等学校教諭

平成２６年度（第３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

エネルギー・環境に関する現状の問題について解説しま
す。特に、最も良く利用されている身近なエネルギーの電気
について、発電方法を二つの側面から学習します。一つは、
白土 竜一（九州工業大学大学院工学研究院
単極モーターの製作を通じて、通常の発電の原理を学びま
教授）
す。もう一つは、太陽電池の一つである「色素増感太陽電
池」の組立と光電特性の測定を通じて、太陽電池について
詳しく学習します。

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

6,000円

20人

平成26年4月18日～
平成26年7月11日

平261007253934号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

電気から学ぶエネルギー・環境
学習の基礎

福岡県北九州
市戸畑区

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校教諭、中
学校（理科・数学
科・技術科）教
諭、高等学校（理
科・数学科・工業
科）教諭

福岡教育大学

教材準備や授業中の資料提示のためのワープロおよびプ
レゼンテーションソフトの利用、学習評価のための表計算ソ
フトの利用、インターネットを用いた情報の検索・収集・整理 山口 真之介（九州工業大学学習教育センター
授業でのコンピュータ活用の初歩
福岡県飯塚市
など、授業に関するコンピュータやインターネットの活用指導 助教）
力が身に付くように実習を行いながら初歩から講習する。日
本語文字入力が可能であることが望ましい。

6時間 平成26年8月25日

教諭

全教諭（全学校
種・全教科）

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年7月14日

平261007253935号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

小・中・高校の「総合的な学習の時間」では、児童生徒が自
ら学び、自ら考え、よりよく問題を解決する能力の育成が求
められるが、その趣旨を踏まえ、初歩のコンピュータプログ
総合的な学習に活用するプログ
篠原 武（九州工業大学大学院情報工学研究
ラミングの学習を通してコンピュータの基本的な仕組みを理
ラミングの基礎
院教授）
解するとともに、児童生徒が「マイクロマウスと迷路」の教材
を利用して、思考錯誤しながら主体的に迷路の問題を解決
していくための指導法と教育技術を講習する。

6時間 平成26年8月20日

教諭

全教諭（全学校
種・全教科）

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年7月9日

平261007253936号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

情報モラルの指導と情報教育

児童・生徒の情報モラル、及び適切な情報活用能力育成
の指導方法について講習する。具体的には、情報ネット
ワークを介したいじめ、個人情報の流出、インターネット上
の有害情報など、児童・生徒の情報活用に関する諸問題と 西野 和典（九州工業大学大学院情報工学研
その対策について事例を示しながら実践的に解説し、児童・ 究院教授）
生徒が安全に情報を活用する能力を育成するための指導
方法を講習する。また、教育の情報化の現状と学校の情報
セキュリティの基礎についても講習する。

6時間 平成26年8月23日

全教諭（全学校
教諭
種・全教科），養
養護教諭
護教諭

6,000円

平成26年4月18日～
40人
平成26年7月12日

平261007253937号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡県立大学

学校における校内連携及び校外連携の重要性を、子どもを
取り巻く各種の課題を取り上げて学ぶ。まずはADHDの理解
を通して学校連携の重要性を学ぶ。次に、児童虐待の早期
子どもを取り巻く課題と学校連携 発見における学校の役割をあげ、関係機関との連携や対応
の重要性を学ぶ。最後には、防災教育の在り方を地域と学
校の視点から学び、図上での演習を通して被害や水難への
対応と関係機関との連携について学ぶ。

6時間 平成26年8月25日

養護教諭、特別
教諭
支援学校教諭、
養護教諭 中・高校の保健
体育教諭

6,000円

40人

平成26年5月15日～
平成26年5月31日

平262007554525号

0947-42-2118

http://www.fukuokapu.ac.jp/

福岡県立大学

子どもを支える力

学校と教員に求められる力を多角的に学ぶ。まずは学校に
おける精神疾患の早期発見の重要性と学校と医療機関の
連携について学ぶ。次に、非行少年の立ち直り支援におけ
る家族をはじめとした支援の網の目について学ぶ。さらに、
子どもの心の健康課題とその癒しの在り方について演習を
交えながら学ぶ。

6時間 平成26年8月26日

養護教諭、特別
教諭
支援学校教諭、
養護教諭 中・高校の保健
体育教諭

6,000円

40人

平成26年5月15日～
平成26年5月31日

平262007554526号

0947-42-2118

http://www.fukuokapu.ac.jp/

救急処置・危機管理と学校保健

学校保健と関連させた内容を主体に、救急処置と危機管理
について学ぶ。まず、不登校及びひきこもりへの対応の在り
方を、福岡県立大学附属研究所不登校・ひきこもりサポート 長谷川智子（福岡県立大学専門研究員）
センターにおける各種実践を通して学ぶ。自殺に代表される 松浦賢長（福岡県立大学教授）
子どもの心の危機を学ぶ。さらに、また,医療機関の救命救
急部門でおこなわれている最先端の取組とそこから導き出
される学校保健への期待について学び、最後に救急処置の
演習を行う。

6時間 平成26年8月27日

養護教諭、特別
教諭
支援学校教諭、
養護教諭 中・高校の保健
体育教諭

6,000円

40人

平成26年5月15日～
平成26年5月31日

平262007554527号

0947-42-2118

http://www.fukuokapu.ac.jp/

｢国語｣教材の講読Ⅰ

古典（古文・漢文）に関して、原典を専門的に読み解いてい
くことにより、「国語」教材に対する読解力と指導力の更なる 月野 文子（福岡女子大学国際文理学部教授）
福岡県福岡市
向上を目指す。基本的にはひとつの作品を丹念に講読して 工藤 重矩（福岡女子大学客員教授）
いくことによって、活発な意見交換がはかれるようにする。

6,000円

35人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平262007655882号

092-661-2411

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

｢国語｣教材の講読Ⅱ

古典を中心に、原典を専門的に読み解いていくことにより、
今井 明（福岡女子大学国際文理学部教授）
「国語」教材に対する読解力と指導力の更なる向上を目指
大久保 順子（福岡女子大学国際文理学部准
す。基本的にはひとつの作品を丹念に講読していくことに
教授）
よって、活発な意見交換がはかれるようにする。

福岡県福岡市

平262007655883号

092-661-2411

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

福岡女子大学

｢国語｣教材への視点

教科書に採択されている国語教材については、作品の一部
に留まっていることが多い。本講習では、教材をめぐって、 橋本 直幸（福岡女子大学国際文理学部講師）
新知見からなる読解の方法の提示や日本語教育との対照 坂本 浩一（福岡女子大学国際文理学部准教 福岡県福岡市
など、国語教育に関わる問題を示し、新たな教授法を考え 授）
る一助とする。

福岡女子大学

日本の文学及び歴史、また日本語学をめぐる最近の研究動
渡邉 俊（福岡女子大学国際文理学部講師）
境界を超える｢文学｣・「歴史」・｢こ 向を踏まえつつ、文学的・歴史学的・語学的な諸問題を講じ
今井 明（福岡女子大学国際文理学部教授）
とば｣
ていく。学際的な手法を取り入れることによって、｢国語｣教
矢野 準（福岡女子大学国際文理学部教授）
材の研究にも有益となる新たな視点を取り込む。

福岡県立大学

福岡女子大学

福岡女子大学

江上 千代美（福岡県立大学准教授）
松浦 賢長（福岡県立大学教授）
瀧本 浩一（山口大学大学院 理工学研究科
准教授）

福岡県飯塚市

福岡県飯塚市

福岡県田川市

堀 輝（産業医科大学大学 医局長・講師）
松浦 賢長（福岡県立大学教授）
福岡県田川市
下村 泰斗（九州労災病院精神科ストレス科副
部長）

福岡県田川市

福岡県福岡市

教諭

高等学校及び中
学校の国語教諭

6時間 平成26年8月4日

教諭

高等学校及び中
学校の国語教諭

6,000円

平成26年4月16日～
35人
平成26年6月30日

6時間 平成26年8月5日

教諭

高等学校及び中
学校の国語教諭

6,000円

35人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平262007655884号

092-661-2411

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

6時間 平成26年8月6日

教諭

高等学校及び中
学校の国語教諭

6,000円

35人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平262007655885号

092-661-2411

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

6時間 平成26年8月2日
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「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

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

福岡女子大学

「３Ｒ活動」や「循環型社会」への転換の必要性を理解する
ため、（１）「ごみ処理」の歴史や廃棄物 の現状、（２）循環型
社会基本計画や容器包装、家電製品、自動車等の各種個
環境負荷の少ない生活材料と環
別「リサイクル制度」、（３）経済社会における資源性物質と 吉村 利夫（福岡女子大学国際文理学部教授）
境に配慮した循環型社会の必要
福岡県福岡市
有害性物質の流れ（ライフサイクル）について概説する。ま 野馬 幸生（福岡女子大学国際文理学部教授）
性
た、環境に配慮した生活材料を考えるために、「紙おむつ」
を例として採り上げ、その解体を体験してどのような工夫が
施されているかを理解する。

福岡女子大学

環境は、人の健康や生物の発生に大きな影響を与える。気
密化、高断熱化が進んだ建築物内は閉鎖的な空間であり、
衛生管理によっては健康被害も生じる危険性がある。環境
中の化学物質や紫外線などは生物に影響を与え奇形が生 大中 忠勝（福岡女子大学国際文理学部教授）
環境が人の健康や生物の発生に
まれることもある。本講義では、環境基準を健康影響との関 弓削 昌弘（福岡女子大学国際文理学部准教 福岡県福岡市
与える影響を考える
係で概説し、実際に建物内での環境測定を行う予定であ
授）
る。また、環境の生物への影響を遺伝子発現の観点から考
えてみる。体の構造を理解するために、オタマジャクシの解
剖を行う予定である。

福岡女子大学

環境を理解するのに必要な自然環境や社会に現れる様々
な現象を数理学的なアプローチにより理解するための方法
について紹介する。具体例としていくつかのモデルを挙げな
環境を経済と数理学的視点から
嶋田 大作（福岡女子大学国際文理学部講師）
がら、数理科学の理論と手法を解説していく。また、持続可
福岡県福岡市
理解する
藤岡 薫（福岡女子大学国際文理学部講師）
能な発展論が登場した背景やその後の展開について環境
経済学的な視点から学ぶ。その具体例として里山を採り上
げ、持続可能な管理と利用のあり方について議論する。

福岡女子大学

食指導の実践に生かす栄養学
的・解剖生理学的基礎

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月8日

小学校、中学校
栄養教諭 に勤務する栄養
教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平262007655889号

092-661-2411

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

福岡女子大学

発達成長期にある児童・生徒の食に関する指導の背景と専
学校における食育の推進と学校 門性についての講義を通して、栄養教諭の抱える新たな課 沖田 千代（福岡女子大学国際文理学部教授）
福岡県福岡市
内外の連携協力についての理解 題に向け、食に関する指導のあり方等について考察する。 早渕 仁美（福岡女子大学国際文理学部教授）
栄養教諭としての教諭の自己理解を深める。

6時間 平成26年8月9日

小学校、中学校
栄養教諭 に勤務する栄養
教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平262007655890号

092-661-2411

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

福岡女子大学

石川
授）
日本型食生活の特徴である米、野菜類、魚介類などの食材
舟木
学校における食の安全確保と食 に関して、その「衛生管理」や「調理」の特徴、また食品の
授）
品の活用法
「おいしさ」や「機能」などについて科学的なデータを踏まえ、
片桐
分かりやすく講義する。
授）
高橋

6時間 平成26年8月10日

小学校、中学校
栄養教諭 に勤務する栄養
教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平262007655891号

092-661-2411

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

6時間 平成26年7月26日

教諭

中・高等学校教
諭（社会系教科
及び数学科教育
に関心のある教
諭）

6,000円

50人

平成26年4月29日～
平成26年5月31日

平263056055686号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

教諭

中・高等学校教
諭（英語教科及び
語学教育に関心
のある教諭）

6,000円

30人

平成26年4月29日～
平成26年5月31日

平263056055687号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

教諭

小・中・高等学校
教諭(情報・商業・
技術・工業教科
及び情報教育に
関心のある教諭）

6,000円

50人

平成26年4月29日～
平成26年5月31日

平263056055688号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

教諭

小・中・高等学校
教諭（視聴覚教
育及び映像関連
に関心のある教
諭）

6,000円

28人

平成26年4月29日～
平成26年5月31日

平263056055689号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

発達成長期にある児童・生徒の栄養学的特徴、および解剖
生理学的特徴に関する講義を通して、子どもの発達に関す 中村 強（福岡女子大学国際文理学部教授）
る基礎的知見を解説するとともに、新たな課題に対しても視 濱田 俊（福岡女子大学国際文理学部教授）
野を広げる。

6時間 平成26年8月6日

淳子（福岡女子大学国際文理学部准教
福岡県福岡市
義範（福岡女子大学国際文理学部准教

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平262007655886号

092-661-2411

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

教諭

環境問題に関心
のある教諭およ
び高等学校・中学
校の理科教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平262007655887号

092-661-2411

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

教諭

環境問題に関心
のある教諭およ
び高等学校・中学
校の社会科、数
学、理科教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平262007655888号

092-661-2411

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

徹（福岡女子大学国際文理学部准教授）

九州産業大学

九州産業大学

英語教育において、特にリスニング指導に焦点を当て、理
論や実践を通して、実際の授業に役立つヒントを教授してい
English Language Teaching and きます。また、TOEICのリスニングパートを取り上げ、教員自
大薗 修一（語学教育センター講師）
Listening: 英語教育とリスニング 身の英語力の向上につながるようにします。講習は日本人
與古光 宏（語学教育センター常勤講師）
指導について
教員が分担して行い、リスニング指導とTOEICのリスニング
パートのストラテジーや効果的な解き方について教授し、受
講者の理解を深めていくことを目指します。

九州産業大学

インターネット上には様々な情報が存在しています。しかし
これらの情報は信頼性が検証されたものとは言えません。
講習では、ネットワーク情報の信頼性を検討するとともにそ
福田 馨（経営学部教授）
インターネット情報の検索と分析 の情報の検索・利用について考え、検索エンジンの上手な
菅野 禎盛（経営学部准教授）
使い方についても具体例を挙げながら実習していきます。
パソコンを使った実習であるため、キーボードからのタッチタ
イピングによる文字入力が可能な方を対象とします。

映像表現とメディア教育

6時間 平成26年8月5日

教諭

洋哉（福岡女子大学国際文理学部准教

本講習では、社会を観察、理解するにあたっての経済学の
基礎的な考え方を提供します。1国レベルで集計された経済
活動は、新聞等で見るＧＤＰや経済成長率を始めとした、
様々な経済データなどに現れますが、これらの見方や理解
経済の見方・考え方 －戦略的思
秋山 優（経済学部教授）
への基礎を講義前半で解説します。講義後半では、これら1
考への招待－
金崎 雅之（経済学部准教授）
国の経済活動を支える個人や企業の経済活動において、こ
れらの主体が他者との関わりや利害関係の対立の中で、ど
のような行動を選択するかという問題を考え、ゲーム理論と
よばれる戦略的な思考法の基礎を学習します。

九州産業大学

6時間 平成26年8月4日

環境問題に関心
のある教諭およ
び高等学校・中学
校の理科教諭

デジタル映像時代における映像表現の基礎からメディアを
総合的に利用したストーリー制作の実習までを実践する。
佐藤 慈（芸術学部教授）
実習では、生徒たちがメディアによる視覚表現や映像コミュ
佐野 彰（芸術学部准教授）
ニケーションの基礎を楽しみながら学べるワークショップ形
式を主体とした授業を行う。

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26日

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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平成２６年度（第３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

九州産業大学

図画工作科は「表現」と「鑑賞」で構成される。学習指導要領
では「感じたことや思ったことを話したり，友人と話し合ったり
する」とし、鑑賞を通じたコミュニケーション力形成を唱えて
子どもたちの読解力向上に役立 いる。しかし、学校現場では「どんな指導法があるのか」とい
緒方 泉（九州産業大学美術館教授）
つ図工の時間をデザインする
う声もある。今回は幼稚園及び小学校教諭を対象とした
VTS（ビジュアル・シンキング・ストラテジー）という美術史の
知識だけに偏らない鑑賞者相互のコミュニケーションを通じ
たアート作品の読み解き方を学ぶ場を提供したい。

福岡県福岡市

6時間 平成26年7月26日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

30人

平成26年4月29日～
平成26年5月31日

平263056055690号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

九州産業大学

図画工作科は「表現」と「鑑賞」で構成される。学習指導要領
では「感じたことや思ったことを話したり，友人と話し合ったり
する」とし、鑑賞を通じたコミュニケーション力形成を唱えて
子どもの読解力向上に役立つ図 いる。しかし、学校現場では「どんな指導法があるのか」とい
緒方 泉（九州産業大学美術館教授）
工の時間をデザインする
う声もある。今回は幼稚園及び小学校教諭を対象とした
VTS（ビジュアル・シンキング・ストラテジー）という美術史の
知識だけに偏らない鑑賞者相互のコミュニケーションを通じ
たアート作品の読み解き方を学ぶ場を提供したい。

福岡県福岡市

6時間 平成26年7月29日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

30人

平成26年4月29日～
平成26年5月31日

平263056055691号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

教諭

中・高等学校教
諭（社会科系教
育に関心のある
教諭）

6,000円

50人

平成26年4月29日～
平成26年5月31日

平263056055692号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

教諭

中・高等学校教
諭（英語教科及び
語学教育に関心
のある教諭）

6,000円

平成26年4月29日～
30人
平成26年5月31日

平263056055693号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

教諭

小・中・高等学校
教諭（情報・技
術・工業教科及び
情報教育に関心
のある教諭）

6,000円

40人

平成26年4月29日～
平成26年5月31日

平263056055694号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

6,000円

60人

平成26年4月29日～
平成26年5月31日

平263056055695号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

前半の「哲学へのいざない」では、現代の若者たちを哲学へ
といざなう方途を具体例に即して探ります。プラトンのイデア
論と映画『マトリックス』、ルソーの「自然に還れ」とホメオパ
シー、といったトピックを取り上げる予定です。後半の「ドイツ 中島 秀憲（国際文化学部教授）
観念論の世界」では、カントからフィヒテ、シェリングそして
藤田 尚志（国際文化学部講師）
ヘーゲルへというドイツ観念論の流れを辿り、精神・理性・理
想を重視するその哲学における道徳や人倫（Sitte、社会的
道徳）の意義を探ります。

九州産業大学

哲学の世界

九州産業大学

英語教育において、特にリーディング指導に焦点を当て、理
論や実践を通して、実際の授業に役立つヒントを教授してい
English Language Teaching and きます。また、TOEICのリーディングパートを取り上げ、教員
大薗 修一（語学教育センター講師）
Reading: 英語教育とリーディング 自身の英語力の向上につながるようにします。講習は日本
川嶋 真由美（語学教育センター常勤講師）
指導について
人教員が分担して行い、リーディング指導とTOEICのリー
ディングパートのストラテジーや効果的な解き方について教
授し、受講者の理解を深めていくことを目指します。

インターネット最新事情

インターネットの最新事情を学びます。基盤技術について
は、IPv6、クラウドなどを概説します。応用技術としては、
HTML5などについて講義します。セキュリティ技術について 下川 俊彦（情報科学部教授）
は、暗号技術、コンテンツ保護技術などを概説します。また、 宮﨑 明雄（情報科学部教授）
ネットワーク社会における個人情報・著作権の保護につい 神屋 郁子（情報科学部助手）
て講義します。 なお、本講習はインターネットに関する基礎
的な知識をお持ちの方を対象としています。

美的感性の練磨

この講座は、午前の講義と午後の実技実習から構成されて
います。午前の講義は、日本の美術（美術史分野）について
行います。午後からは、美術教育の基礎実習として、静物
デッサン、日本画基礎、立体造形を開講致します。どれか一
つを選択して実習をして下さい。各実習についての教材研
究や技法について参加者相互の意見交換を行い、児童生
徒への指導上のテクニックを共有します。

絵画表現－人物

この講習会は前半の講義と後半の実技講習、作品の講評
及び採点、筆記試験の順で行われます。講義では美術表現
が持つアートセラピー的効果を様々な美術家の例や作品を
通じて考察します。実技講習では人物表現（着彩／デッサン 黄 禧晶（九州造形短期大学造形芸術学科専
選択可）をテーマに、人物という対象を綿密に観察して単な 任講師）
る対象の再現にとどまらない「表現の力や楽しさ」を知っても
らう目的で授業を行います。多様な画材の研究を通して今
後の児童の指導上のテクニックを共有します。

九州産業大学

日本史研究と史料の利用

近年、歴史研究の分野では、デジタル化の進展によって
様々な資料（史料）がデータとして保存され、また誰でも比較
的容易に閲覧できるようになってきた。このことは、歴史研
究の進展を一層加速させることになるものと期待される。そ
原 康記 （商学部教授）
こで、そもそも歴史とはどのような手順で研究されるのか
草野 真樹 (福岡大学非常勤講師)
を、時代的には近世・近代対象に、地域的には主として地
方（九州または福岡）を例として紹介する。その場合、過去と
現在の文章・文字の相異と史料（いわゆる古文書）の解読
法についても講義する。

九州産業大学

不登校、いじめ、多動、暴力、学級崩壊、その他、リストカッ
ト、摂食障害など、学校での指導困難事例はますます多く
なっている。また、最近では発達障がいと呼ばれる児童、生
徒へのかかわりについて学校現場での対応が問われてき
特別な配慮を要する児童・生徒
ている。教育指導、教育支援、さらには生徒指導、教育相
の指導における連携のあり方～
川上 範夫（国際文化学部特任教授）
談、特別支援など学校内でのさまざまな立場がどのように
臨床心理学の視点から～
組み合わされて実践されることがこうした子どもたちへの効
果的関与になるのかいまだ手探りが続いている。このような
観点から教師同士の連携のあり方について具体的事象を
題材にして考えていく。

九州産業大学

九州産業大学

九州産業大学

渡邊 雄二（芸術学部教授）
井上 友子（芸術学部教授）
宇田川 宣人（芸術学部教授）
松永 洋子（芸術学部教授）
古本 元治（芸術学部教授）
塚本 洋守（芸術学部准教授）
南 聡（芸術学部准教授）

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8月2日

6時間 平成26年8月2日

6時間 平成26年8月2日

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月2日

教諭

小・中・高等学校
教諭（美術・工芸
教科及び芸術系
教育に関心のあ
る教諭）

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月2日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

30人

平成26年4月29日～
平成26年5月31日

平263056055696号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

教諭

中・高等学校教
諭(社会系教科教
育に関心のある
教諭）

6,000円

50人

平成26年4月29日～
平成26年5月31日

平263056055697号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

6,000円

70人

平成26年4月29日～
平成26年5月31日

平263056055698号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月3日

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月3日

255 / 288 ページ

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

平成２６年度（第３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

九州産業大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

ホームページの作成方法をわかりやすく学ぶ講座です。
ホームページを作る際の基本的な知識だけではなく、ユニ
バーサルデザインを考慮したホームページの作り方を学び
ホームページ作成技術の基礎と
仲 隆（情報科学部教授）
ます。さらには基本的なモバイル向けホームページの作成
応用
稲永 健太郎（情報科学部准教授）
も解説します。上級者には入力フォームやスクリプト言語等
の機能を使い、ユーザとの対話や反応でダイナミックに内容
が変化する動的ホームページへの応用も可能にします。
この講座は前半の講義と後半の実習で構成されます。講義
は｢創造性」をキーワードに、彫刻・立体造形の歴史と現代
の表現や技法について行います。実習は塑造で手の制作 小田部 黄太（九州造形短期大学造形芸術学
を行います。立体表現における創造性を養う指導とは、教 科教授）
材研究や技法などについても参加者相互の意見交換を行
い、園児、児童への指導の考え方、方法などを共有します。

九州産業大学

彫刻・立体造形における創造性
と指導

九州産業大学

書道の観点から、新たな学説を含めた「漢字」の知識を、実
際の文字資料に触れながら身につける。例えば秦の始皇帝
の文字統一を「小篆」とする説はすでに古く、現在では「秦
書道の観点からみる「漢字」の知 隷」と呼ばれる書体とされている。教育現場では「漢字」はす 勝目 浩司（九州造形短期大学造形芸術学科
識
べての領域で使われる。「漢字」に対する新しい知識、正し 教授）
い認識はすべての教員が持つべきであろう。最新事情の書
体の変遷や、現在も課題の多い許容の問題、筆順の問題も
取り上げていく。

九州産業大学

九州産業大学

九州産業大学

九州産業大学

九州女子大学

九州女子大学

九州女子大学

講習の開催地

福岡県福岡市

福岡県福岡市

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3日

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月3日

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月19日

発達障がいをもつ児童・生徒へ
の指導

ノーマライゼーションの理念に則り、知的障がい、発達障が
いなど、障がいがある児童・生徒が普通学級で学ぶ機会が
増えています。本講座では、発達障がいについて知見を深
め、それを踏まえた児童・生徒指導の方法について教授し
倉知 延章（国際文化学部教授）
ます。内容：「発達障がいに関する基礎知識」「発達障がい
がある児童・生徒への指導法」「働く力・生きる力を育てる」
「障がいがある児童・生徒とない児童・生徒が共に学ぶ学級
づくり」

ものづくり教育と理科実験

近年，生徒が興味を持ち、主体的に取り組むことができ、ま
た考える力を育てることのできる体験型のものづくり教育が
教育現場に積極的に取り入れられています。そこで本講習
では「ロボットを動かす」，「割り箸とケント紙で作る紙飛行
機」，「理科実験」などに関する講習を行います。

デザインの世界

デザインとは何か？ 本講習では、プロダクトデザイン、空間
デザイン、ビジュアルデザインというデザインの主要な３つ
青木 幹太（芸術学部教授）
の領域について、その現状を俯瞰する講義（午前）と実習
栗田 融（芸術学部准教授）
（午後・いずれか一領域を選択）を行います。課題解決型授
井上 貢一（芸術学部教授）
業の展開、職場環境の改善、学校のPRなど、広く教育現場
全般に求められるデザインについて学びます。

アニメーション・映像の世界

アニメーション・映像の原理、制作方法を基礎的実習、参考
映像等を鑑賞しながら学ぶ。映像の基本であるストップモー
井上博樹（九州造形短期大学造形芸術学科准
ションアニメーションを制作し、映像についての理解を深め
福岡県福岡市
教授）
ていく。また、映像鑑賞を行い、生徒たちに何を学ばせるべ
きなのか考察する。

宮崎アニメを≪読み解く≫

現代に生きる子どもたちにとって大変親しみのある宮崎駿
監督のアニメーション作品。「アニメ」ではありますが、そこに
描かれている「物語」の分析を軸に、幼稚園から高校までの
現場において、「国語」といった教科名にとらわれず、広く言
河原木 有二（人間科学部准教授）
葉、表現力、人間関係などを豊かなものとするために、また
自然との共生や働くということを見つめなおす契機として「宮
崎アニメ」が教材として成立するかどうか、その可能性につ
いて提案したいと思っています。

対象職種 主な受講対象者

教諭

中・高等学校教
諭（情報・技術・
工業教科及び情
報教育に関心の
ある教諭）

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29日～
平成26年5月31日

平263056055699号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

平成26年4月29日～
30人
平成26年5月31日

平263056055700号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

教諭

小・中･高等学校
教諭（漢字及び書
道芸術に関心の
ある教諭）

6,000円

30人

平成26年4月29日～
平成26年5月31日

平263056055701号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

6,000円

60人

平成26年4月29日～
平成26年5月31日

平263056055702号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

6,000円

40人

平成26年4月29日～
平成26年5月31日

平263056055703号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年4月29日～
平成26年5月31日

平263056055704号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

平263056055705号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小・中・高等学校
教諭（理科・工
作・技術・工業・も
のづくりに関心の
ある教諭）

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小・中・高等学校
教諭（デザインに
興味のある教諭）

6時間 平成26年8月19日

教諭

小・中学校教諭
（美術教諭及び映
像を教材として使
用する教諭）

6,000円

平成26年4月29日～
20人
平成26年5月31日

福岡県北九州
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭向け

6,000円

90人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平263056253370号

093-693-3275

http://www.kwuc.ac.
jp/

宮崎アニメを≪読み解く≫

現代に生きる子どもたちにとって大変親しみのある宮崎駿
監督のアニメーション作品。「アニメ」ではありますが、そこに
描かれている「物語」の分析を軸に、幼稚園から高校までの
現場において、「国語」といった教科名にとらわれず、広く言
河原木 有二（人間科学部准教授）
葉、表現力、人間関係などを豊かなものとするために、また
自然との共生や働くということを見つめなおす契機として「宮
崎アニメ」が教材として成立するかどうか、その可能性につ
いて提案したいと思っています。

福岡県北九州
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校教諭向け

6,000円

90人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平263056253371号

093-693-3275

http://www.kwuc.ac.
jp/

発達障害児の理解と支援

本講習は、３講師のリレー形式により、特別支援教育につ
いて考える。各概要は以下の通り。
講義１） 生理学的な視点から （石黒） … 脳・神経系の障害
について、生理的機能の面から理解をすすめる。
堀江 幸治（人間科学部准教授）
講義２） 心理・教育的な視点から （阪木） … 発達障害の定 石黒 栄亀（人間科学部講師）
義や特性を概観した上で、教育面や心理面での配慮点や 阪木 啓二（精華女子短期大学准教授）
支援ポイントについて具体的に解説し、理解を深める。
実技） 心と身体のコミュニケーションの視点から （堀江） …
２人１組の実技体験を通じて障害児とのかかわりを考える。

福岡県北九州
市

6時間 平成26年8月6日

6,000円

72人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平263056253372号

093-693-3275

http://www.kwuc.ac.
jp/

寺西
牛見
神尾
佐野

高広（工学部教授）
宣博（工学部准教授）
克彦（総合機器センター助教）
洋一（総合機器センター助教）
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教諭
教諭・養護教諭
養護教諭 向け

平成２６年度（第３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

「生きる力」を育む表現遊び

子どもの「出会い」「感じる」「表わす」ことの意義を探るため
の情報と教材を提供し、実践と考察をもって、子どもの「表
現」を支援、指導するための保育・教育力の向上を目指す。
子どもの感じる力を伸ばし、表わす力を引き出すためにはど
のような視点、準備が重要なのか。更に、子どもが日々出 谷口 幹也（人間科学部准教授）
会い学んでいることを確かな力として定着させることができ
るか。以上の課題を、「表現」の領域だけではなく、「身体
（健康）」「人間関係」「言葉」「環境」の領域との関連性にも
留意し、具体的な表現活動、素材体験を通して考察する。

福岡県北九州
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園・小学校
教諭向け

6,500円

50人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平263056253373号

093-693-3275

http://www.kwuc.ac.
jp/

消費者として学習する衣生活に
関する情報

1.被服選択に関する最新の情報としてタグ類（例えば、洗濯
の絵表示、サイズ、素材など）について講義する。 2.新素材
について表記方法の改正など。 3.被服に関する安全教育、 中井 明美（家政学部教授）
リサイクルと環境の関係などについて考える。 4.家庭科の
衣領域としての問題を考える。 5.簡単な実習を行う予定。

福岡県北九州
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校・高等学
校家庭科教諭向
け

7,200円

30人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平263056253374号

093-693-3275

http://www.kwuc.ac.
jp/

文系でまなぶＩＣＴ（情報通信技
術）活用

ICT（情報通信技術）が発展する以前より情報を処理するこ
とが行われており、情報とは何であるかを考えることを通し
て情報処理について考える。また、情報社会においてはICT
宮本 和典（人間科学部准教授）
活用が必要とされている現状を踏まえ、近年のICTに関わる
テーマについて講習するとともに、情報処理を授業に有効
活用する方法について考える。

福岡県北九州
市

6時間 平成26年8月7日

小学校・中学校・
教諭
高等学校教諭・
養護教諭
養護教諭向け

6,000円

55人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平263056253375号

093-693-3275

http://www.kwuc.ac.
jp/

「筆えんぴつ」による手書き文字
教育の試み

筆の時代から鉛筆・ボールペンの時代を経て、近年は筆記
用具の主流がパソコンキーボードという時代になってきまし
た。現在では文字は「打つ」ものであり、「書く」という伝統的
な文化が忘れられがちになっています。この講義では、鉛筆
大迫 正一（共通教育機構准教授）
でありながら筆の書き味を体感できる「筆鉛筆」という特別な
鉛筆を使用し、｢国語」｢書道」教諭に限らず、幼稚園から高
校までの教育現場における肉筆で文字を「書く」ことの指導
の可能性や意義について考えてみたいと思っています。

福岡県北九州
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
校教諭向け

6,400円

140人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平263056253376号

093-693-3275

http://www.kwuc.ac.
jp/

九州女子大学

「筆えんぴつ」による手書き文字
教育の試み

筆の時代から鉛筆・ボールペンの時代を経て、近年は筆記
用具の主流がパソコンキーボードという時代になってきまし
た。現在では文字は「打つ」ものであり、「書く」という伝統的
な文化が忘れられがちになっています。この講義では、鉛筆
大迫 正一（共通教育機構准教授）
でありながら筆の書き味を体感できる「筆鉛筆」という特別な
鉛筆を使用し、｢国語」｢書道」教諭に限らず、幼稚園から高
校までの教育現場における肉筆で文字を「書く」ことの指導
の可能性や意義について考えてみたいと思っています。

福岡県北九州
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
校教諭向け

6,400円

140人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平263056253377号

093-693-3275

http://www.kwuc.ac.
jp/

九州女子大学

新学習指導要領では、英語の実践的運用能力の育成を目
標としている。本講義では韓国の授業参観や脳科学的研究
英語の音声学的特徴を踏まえた
で得た知見を紹介して効果的英語の学習について論じ,中
学習理論と教授法
野が開発したリズムメソッド教授法を紹介する。後半は内容 中野 秀子（共通教育機構教授）
：米・欧・韓国の英語教育との比
言語統合型学習 (Content and Language Integrated
較
Learning, CLIL)やICTを使った授業例を紹介し、小・中・高を
交えたグループ活動を行う。

教諭

小学校・中学校・
高等学校英語科
教諭向け

6,000円

平成26年4月16日～
55人
平成26年7月10日

平263056253378号

093-693-3275

http://www.kwuc.ac.
jp/

教諭
教諭・養護教諭・
養護教諭
栄養教諭向け
栄養教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平263056253379号

093-693-3275

http://www.kwuc.ac.
jp/

九州女子大学

九州女子大学

九州女子大学

九州女子大学

福岡県北九州
市

6時間 平成26年8月8日

九州女子大学

児童・生徒の健康と食生活

児童・生徒の健康を左右する日常の食生活の問題点とあり
方について、食事摂取基準（2010年改定）や日本人の健康
栄養調査結果を根拠に概説する。給食における栄養素等
の算定基礎となる必要量の考え方や算定根拠、集中力の 巴 美樹(家政学部教授)
高まる食事のあり方、自律的食生活を目指す食物選択能力 濱嵜 朋子(家政学部准教授)
の育成方法、さらに、嗜好傾向、食の知識と生活習慣の関
連、食と歯科保健の関連等々、児童・生徒の心身の成長に
及ぼす諸問題について教授する。

福岡県北九州
市

6時間 平成26年8月8日

九州女子大学

食育をテーマに、講習を行います。具体的な内容は、食品
表示について取り上げ、グループワークを通してその意味
体験的な学習を導入した食育に
について考えます。さらに果汁飲料に含まれる糖分の実験 糦須海 圭子(家政学部講師)
ついて
や加工実習を行い、小学校、中学校、高等学校における食
育で活かせる内容を紹介します。

福岡県北九州
市

6時間 平成26年8月9日

教諭

小学校・中学校・
高等学校家庭科
教諭向け

7,200円

24人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平263056253380号

093-693-3275

http://www.kwuc.ac.
jp/

西南学院大学

中学校、高等学校の英語科教員にとって必要なスキルのう
ち英語学力の評価法について取り上げる。英語学力の測定
英語科教員のためのスキル養成
と評価に役立つ基本的な概念を理解していただくとともに、 伊藤 彰浩(文学部教授)
講座
テストの質的検討をする際に役立つ具体的な分析法を習熟
していただく。

福岡県福岡市

6時間 平成26年7月22日

教諭

中・高英語科教
諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年5月30日

平263056854770号

092-823-3193

http://www.seinangu.ac.jp/

西南学院大学

この講習では、英文法を単なる規則の集合体としてとらえる
のではなく、人間の世界の見方、とらえ方が、英文法にどの
ように反映されているかという観点から見直していく。たとえ
英文法に表れた世界のとらえ方 ば英語には「数えられる名詞」と「数えられない名詞」がある 川瀬 義清(文学部教授)
といわれるが、その違いはどこから来ているのか、英語の
構文には、話者の事態認知のあり方がどう関わっているか
などの問題を取り上げる。

福岡県福岡市

6時間 平成26年7月28日

教諭

中・高英語科教
諭

6,000円

28人

平成26年5月16日～
平成26年5月30日

平263056854771号

092-823-3193

http://www.seinangu.ac.jp/

西南学院大学

近時、「安全・安心」は学校教育の重要課題となっている。
本講習では、まずいくつかの学校事故判例を素材に、教師
判例から読み解く子どもの安全・ の安全配慮義務について確認する。そして、受講者の経験
吉岡 直子(人間科学部教授)
学校の安全
交流やディスカッションを行い、事故・事件・災害から子ども
と教師を守るための課題や具体的方策について考察を深
める。

福岡県福岡市

6時間 平成26年7月28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5月16日～
平成26年5月30日

平263056854772号

092-823-3193

http://www.seinangu.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

リーディング・インストラクション

この講習では、訳読をせずに生徒の英文読解能力を伸ばす
方法であるリーディング・インストラクションについて、最新
の教授法を紹介します。精読と多読をバランスよく組み合わ
せたカリキュラムによって、生徒のリーディング能力を効果 ロナン ブラウン（文学部教授）
的に伸ばす方法を学びましょう。授業では、まず精読に焦点
を当て、次に多読に焦点を当てて、それぞれの具体的な授
業方法を学びます。授業はすべて英語で行われます。

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月6日

教諭

中・高英語科教
諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年5月30日

平263056854773号

092-823-3193

http://www.seinangu.ac.jp/

ミクロの世界の探究

ミクロの世界の探究法は、顕微鏡観察のように対象物を直
接拡大して見る方法や、Ｘ線回折や分子分光のように対象
物と光の相互作用の測定から間接的に見る方法がある。本
松村 敬治(人間科学部教授)
講習では、最初にそれぞれの測定法の原理を身の回りの
塩野 正明(人間科学部教授)
材料を用いて解説し、続いて、走査型電子顕微鏡やＸ線回
折装置やFTIR分光計などを用いて昆虫や食塩結晶や大気
中の温室効果ガスなどの観察・測定実習を行う。

福岡県福岡市

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

20人

平成26年5月16日～
平成26年5月30日

平263056854774号

092-823-3193

http://www.seinangu.ac.jp/

個別支援を必要とする子どもの
理解

本講習では、園、通常学級に在籍する自閉症、ADHD、LD
等の発達障害を有する子どもや不適応または不登校状態
にある生徒の理解と支援について考察を深めることを目的
とします。講習の前半では理解と対応のポイントについて概
鹿島 なつめ(人間科学部准教授)
説し、後半は事例検討を行います。検討したい事例をお持
ちの受講者は、年齢と性別、仮名での事例の概要を事前に
ご提出いただけると幸いです(個人が特定される情報は削
除をお願いします)。

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園教諭・
小学校教諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年5月30日

平263056854775号

092-823-3193

http://www.seinangu.ac.jp/

子どもの社会性の発達と援助—
教室で行う心理教育ー

心理教育とは，自分の問題や課題についての正しい知識
を学習することで，自己や他者の理解を深め，問題や課題
の解決に向けて援助するものです。問題が生じる前段階の
皿田洋子（人文学部教授)
アプローチとしても有効です。本講習では，不登校や非行，
松永邦裕（人文学部准教授)
虐待などの子どもたちの例をあげながら，子どもの感情コン
トロールや対人関係などの社会性の発達について，臨床心
理学の立場から概観し，小グループでの実習や討議を交え
ながら，援助の実際を考えます。

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月27日

6,000円

40人

平成26年4月25日～
平成26年5月15日

平263057655407号

092-871-6631

http://www.fukuokau.ac.jp

歴史学研究の現在

梶原良則（人文学部教授）
紙屋正和（人文学部教授）
武末純一（人文学部教授）
ますます複雑化していく世界を理解し、その世界に日本の 西谷正浩（人文学部教授）
姿を正しく理解してもらうためには、日本と世界の歴史・文 則松彰文（人文学部教授）
化を知る必要があります。この講座では、考古学・日本史・ 星乃治彦（人文学部教授）
東洋史・西洋史の専門家６人が、それぞれの分野の新しい 松塚俊三（人文学部教授）
研究状況を紹介し、日本と世界の歴史・文化を知る一助とし 桃﨑祐輔（人文学部教授）
ます。
森 茂暁（人文学部教授）
福嶋寛之（人文学部准教授）
森 丈夫（人文学部准教授）
山根直生（人文学部准教授）

福岡県福岡市

福岡大学

応用倫理学の現在

本講習では、倫理学、それも主として応用倫理学と呼ばれ
る、環境倫理や生命倫理といった問題を扱う分野を取り上
げます。科学技術や経済の発展に伴い、環境や医療の面で
岩隈 敏（人文学部教授）
様々な問題が生じているのは周知のことでしょう。本講習で
は、このような問題に倫理学がどのようにアプローチしてい
るのか、その現状を紹介する予定です。

福岡大学

本講義では、個人が目的的にあるいは合理的に行為した
としても、結果が当初の意図とは異なってしまう社会現象を
取り上げます。個々人がきちんと考えて投票したにもかかわ
社会学的ものの見方入門―社会
らず過半数が不満を持ってしまう現象、予言によって当該予 平田 暢（人文学部教授）
的行為の意図せざる結果
言が自己成就してしまう現象、その選択によって個々人の
状況は改善されるのに最終的に環境が破壊されてしまう現
象などを取り上げ、そのメカニズムを考えたいと思います。

西南学院大学

西南学院大学

西南学院大学

福岡大学

福岡大学

福岡大学

福岡大学

福岡大学

これからの福祉社会

少子高齢化が進行するこれからの日本社会における新しい
福祉社会像について考える。従来の日本型雇用システムが
大きく動揺し、学校教育と職業生活の接続が大きな課題と
なっている現状のなかで、福祉政策の転換をいかに進めて
廣澤孝之（法学部教授）
いくかについて考察する。現代の教育を取り巻く諸課題が
学校教育だけではなく雇用や福祉政策との関連のなかでと
らえられなければならないことについて、具体的な事例をふ
まえて講義することにしたい。

日本語日本文学研究の現在

中学校、高等学校における「国語」のうち、上代から現代に
山縣 浩（人文学部教授）
いたる日本語と日本文学について、各講師の専門分野か
山田洋嗣（人文学部教授）
ら、それぞれの現時点における研究の現状と問題点を国語
衣畑智秀（人文学部講師）
教育に関係が深い具体的な例を使って講義する。

Creative Writing : 自伝を英語で
書きましょう

本免許状更新講習においては、これからの英語学習指導
法に対応するために、これからの英語教育に必要となるクリ
エイティブ・ライティングの知識・技術を身につける為の講習
を開設する。講習で学習したクリエイティブ・ライティング力
が身についたかどうか、最終的に筆記試験を行うことで修
了認定を行う。

奥田裕司（人文学部教授）
光冨省吾（人文学部教授）
福田慎司（人文学部准教授）
ティム・クロス（人文学部准教授）
ラリー・キンバー（人文学部准教授）

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

12時間

平成26年 8月19日～
平成26年 8月20日

6時間 平成26年8月19日

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年8月20日

6時間 平成26年8月28日

6時間 平成26年8月29日

258 / 288 ページ

教諭
小、中、高の教諭
養護教諭 及び養護教諭

教諭

中学校社会科教
員 ・ 高等学校
地理歴史科教員

12,000円

40人

平成26年4月25日～
平成26年5月15日

平263057655408号

092-871-6631

http://www.fukuokau.ac.jp

教諭

中学校、高校の
地理歴史、公民
科教員および応
用倫理学に関心
のある他教科の
教員

6,000円

40人

平成26年4月25日～
平成26年5月15日

平263057655409号

092-871-6631

http://www.fukuokau.ac.jp

6,000円

平成26年4月25日～
40人
平成26年5月15日

平263057655410号

092-871-6631

http://www.fukuokau.ac.jp

教諭

福祉に関心をも
つ幼、小、中、
高、特別支援学
校の教諭

6,000円

40人

平成26年4月25日～
平成26年5月15日

平263057655411号

092-871-6631

http://www.fukuokau.ac.jp

教諭

国語科の中学・
高校教員及び国
語教育に関心の
ある小学校教員

6,000円

60人

平成26年4月25日～
平成26年5月15日

平263057655412号

092-871-6631

http://www.fukuokau.ac.jp

教諭

小・中・高で英語
を教えている教
員

6,000円

平成26年4月25日～
24人
平成26年5月15日

平263057655413号

092-871-6631

http://www.fukuokau.ac.jp

教諭

中学校、高校の
地理歴史、公民
科教員

平成２６年度（第３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

洋画を利用したリスニング指導

英語音声の外国語映画を字幕なしで聞き取れるようになり
たいという生徒の声がある。そのような目標に一歩でも近づ
けるような英語学習方法をこの講習を通して、実践してみ
る。英単語は単独で発音されることはほとんどなく、実際の
会話では前後に存在する単語の音によって変化する。具体
的には音の同化、脱落、連結（リエゾン）などの現象を扱い、
映画のセリフの聞き取りに応用してみる。

奥田裕司（人文学部教授）
光冨省吾（人文学部教授）
福田慎司（人文学部准教授）
ティム・クロス（人文学部准教授）
ラリー・キンバー（人文学部准教授）

福岡大学

ヨーロッパ言語文化論

本講習では、ドイツ語・フランス語を学んだ経験のない受講
者を前提に両言語の特質について概説する。英語と同じ印
欧語族に属しながらも英語とは異なる特徴を持つ両言語を
紹介しつつ、広く言葉の教育について考察する。また、ドイ
ツ語圏・フランス語圏の文学・文化を紹介し、異文化への理
解を育む教育のあり方について考察する。

遠藤文彦（人文学部教授）
川島浩一郎（人文学部教授）
桑原隆行（人文学部教授）
山中博心（人文学部教授）
片岡宜行（人文学部准教授）

福岡大学

中学・高校で順次実施されてきた新しい数学のカリキュラム
では、小学校算数で学ぶ「平均」の概念が中学1年の3つの
代表値や散布度に、更に高校「数学Ⅰ」のさまざまな統計値
新カリキュラムにおける統計教育 の教育へとつながっていく。この講座の主たる目的は、統計 杉万 郁夫（理学部准教授）
教育の全体的な流れを把握し、その流れにそって基本的な
統計値の意味を確認し、代表値の使い分けや代表値と散布
度の総合的な理解を深めることである。

福岡大学

講習は、「物質の微細構造を作る」と「物質の微細構造を
見る」の２つの講義と、実験実習「電子顕微鏡・走査プロー
ブ顕微鏡による形態観察」または「フォトリソグラフィを用い
た微細加工」で構成される。講義と実験実習の両方を受講
物理科学研究の紹介と体験ーミ
していただく。ミクロの世界をひらく物理科学の研究のおもし
クロの世界を探検するー
ろさや物理現象の不思議さに触れ、体験を通して理解して
いただくことを目標とする。講習の最後に確認のための筆記
試験を行って、それぞれの受講内容の修得状況を総合評
価する。

福岡大学

講習の開催地

福岡県福岡市

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

小・中・高で英語
を教えている教
員

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

24人

平成26年4月25日～
平成26年5月15日

平263057655414号

092-871-6631

http://www.fukuokau.ac.jp

6,000円

平成26年4月25日～
40人
平成26年5月15日

平263057655415号

092-871-6631

http://www.fukuokau.ac.jp

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月21日

教諭

中学校・高等学
校の国語科・社
会科（地理歴史
科・公民科）・外
国語科などの教
諭

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月28日

教諭

中学・高校の数
学科教員

6,000円

40人

平成26年4月25日～
平成26年5月15日

平263057655416号

092-871-6631

http://www.fukuokau.ac.jp

6,000円

30人

平成26年4月25日～
平成26年5月15日

平263057655417号

092-871-6631

http://www.fukuokau.ac.jp

永田潔文（理学部教授）
武末尚久（理学部教授）
御園雅俊（理学部教授）
眞砂卓史（理学部准教授）
中村忠嗣（理学部助教）
匠 正治（理学部助教）
田尻恭之（理学部助教）

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月19日

教諭

理科の中学・高
校教員および理
科に強い関心の
ある小学校教員

次の分野について6時間、実験・実習を交えながら解説す
る。実習内容、①事故防止の視点から見た基本的な有機化
塩路幸生（理学部准教授）
合物の合成操作と分液、蒸留などの精製操作。クロマトグラ
長洞記嘉（理学部助教）
フフィー法による色素の分離実験。②分子の構造と蛍光発
光の相関とルミノールを用いた化学発光実験

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小学校・中学校・
高等学校の理科
教員

6,000円

24人

平成26年4月25日～
平成26年5月15日

平263057655418号

092-871-6631

http://www.fukuokau.ac.jp

福岡県福岡市

6時間 平成26年10月4日

教諭

小学校、中学校
理科教員、高等
学校理科教員

6,000円

30人

平成26年4月25日～
平成26年5月15日

平263057655419号

092-871-6631

http://www.fukuokau.ac.jp

40人

平成26年4月25日～
平成26年5月15日

平263057655420号

092-871-6631

http://www.fukuokau.ac.jp

福岡大学

実験で学ぶ分子の世界

福岡大学

地球の進化や日本列島の形成史は、野外での観察を体験
することでより理解が深まる。本講座では福岡市西区能古
島の地質を題材とし、野外での露頭観察と既知の情報を重
フィールド科学入門（能古島から ねあわせて、日本列島や地球の成り立ちについて「わかっ 奥野 充（理学部教授）
始まる地球探究）
た」に至る過程を体験する。野外観察結果をまとめるルート 田口幸洋（理学部教授）
マップの作成技術を現地で指導し、当日その場で観察した
事項の記載（観察レポート）を提出してもらい、それを元に評
価を行う。

福岡大学

コンピュータを使わずに、日常的なゲームを使ってアルゴリ
ズムや計算機科学の面白さを伝える実践を講習する。従来
は「計算機の使い方」に終始していたため、計算機環境が
鶴田 直之（工学部教授）
小学校から高校までの情報処理 整わない、教えるべき内容が不明という問題が生じていた。
橋本 浩二（工学部助教）
教育
しかし、高校までに本当に教えるべき内容は、数学や理科と
高橋 伸弥（工学部助教）
同様、情報を表現したり、整理したり、伝えたりすることの本
質である。この講習会は、人間力も同時に高まる新しいアク
ティビティ型情報処理教育の実践を講習するものである。

福岡大学

１．学習指導要領の改訂に伴う器械運動・ダンス・柔道の指
いま学校に求められる保健体育 導のあり方について
のあり方
２．現代の子どもの心身の健康に関する課題と指導のあり
方について

福岡工業大学

世界中の研究者や機器メーカの技術者が「集積回路の高
性能化」に向けて基礎的な研究から応用研究までの幅広い
分野で活躍しています．環境・安全・エネルギー問題には欠
半導体デバイス入門と太陽電池 かせない半導体シリコンの発見，IC(Integrated Circuit)の発
田中 秀司 (工学部教授)
製作体験
明，産業化の歩み，超LSIの最先端製造技術などに加えて
半導体の基礎についての講義と本学半導体デバイス製作
実験センターで太陽電池製作工程の一部を体験してもらい
ます。

福岡県福岡市
東区

福岡工業大学

エネルギーの概念とエネルギー変換について学習します。
前半では，エネルギーに関する基礎的な内容から将来のエ
ネルギー源にいたるまで，参加者どうしの意見交換や質疑 高原 健爾（工学部教授）
応答も交えながら講義を行います。後半は，特に電気エネ 梶原 寿了（工学部教授）
ルギー発生を体感させるための楽しい実験の導入と実践を
行います。

福岡県福岡市
東区

エネルギー実験の導入

時間数

田口晴康（スポーツ科学部教授）
深江久嗣（スポーツ科学部教授）
檜垣靖樹（スポーツ科学部教授）
山口幸生（スポーツ科学部教授）
柿本真弓（スポーツ科学部准教授）
坂本道人（スポーツ科学部講師）

福岡県福岡市

12時間

平成26年8月21日～
平成26年8月22日

教諭

高校の情報・数
学・理科の教員お
よび工業高校の
教員、中学校の
12,000円
数学・理科・技術
の教員、小学校
の算数・理科の
教員

福岡県福岡市

18時間

平成26年8月29日～
平成26年8月31日

教諭

中学校・高等学
校の保健体育科
教員

18,000円

40人

平成26年4月25日～
平成26年5月15日

平263057655421号

092-871-6631

http://www.fukuokau.ac.jp

6時間 平成26年8月20日

教諭

中学理科・技術・
高校理科・工業
教諭

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平263057955540号

092-606-0647

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

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平263057955541号

092-606-0647

http://www.fit.ac.j
p/
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平成２６年度（第３回）
「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」に関する免許状更新講習一覧
開設者名

講習の名称

講習の概要

担当講師

講習の開催地

福岡工業大学

現在の物理学は、望遠鏡でも見えない宇宙の果てや地上
実験では限界に近い高エネルギーの領域にまで研究は進
んでいる。現在までに何がどこまでわかったのかを、高校生
相対論と量子論からみた最近の に物理の授業を通して知らせていくことは、その後の理科教 郷六 一生(情報工学部教授）
物理学
育へ興味をつなげていくのに大切なことと思う。これらを理 丸山 勲（情報工学部准教授）
解し授業に生かせるように、講習名にある内容をミクロな物
理学を基本に、計算機シミュレーション等を通してそのいく
つかを紹介し、講義する．

福岡県福岡市
東区

福岡工業大学

日本の中等教育に「情報」が教科として導入されて，去年で
ちょうど十年の節目を迎えた。その間にも情報，特に情報通
池田 誠(情報工学部准教授)
明日の情報教育の中心となるべ 信技術は日進月歩の進化を遂げている。本講座では，現代
中嶋 徳正(情報工学部准教授)
き通信技術の背景
の最新技術の中から明日の情報教育で必修となりそうな話
山元 規靖（情報工学部准教授）
題を厳選し，その原理を演習や実習を主な学習方法とし，
わかりやすい解説講義を織り交ぜながら学習する。

福岡県福岡市
東区

福岡工業大学

近年，我々を取り巻く全ては統計学により解析，記述，説明
されている。知ってか知らずか統計学と拘わらずには一日
たりとも生活できない。それにも拘わらず，中等教育におけ
現代を生き抜くための統計学 ～
る統計学とその基礎となる確率論の位置は十分大きいとは
高校の統計学と現代数理統計の
糸川 銚(情報工学部教授)
言えない。中等教育教科書における統計学は未だに17世
ギャップを埋める
紀のレベルというのが現状である。本科目では将来の統計
学教育を視野に確率論，統計学の近代的解釈を説き，その
情報科学への応用を論じる。

福岡工業大学

本講習では、「学び続ける」存在、「学びのプロ」としての現
代教師に求められる 「学び」のための心の環境づくりにつ
いて、教育における伝統文化の尊重の視点から、先人の思
現代教師に求められる「学び」の 想をもとに、「学び」の推進力としての「志」、「学びの三要
上寺 康司(社会環境学部教授）
ための心の環境づくり
素」としての謙虚な心、素直な心、感謝の心に焦点をあて
て、講義を行う。先人の思想としては、江戸時代の儒学者、
佐藤一斎の『言志四録』を中心とし、貝原益軒の思想にも適
宜言及する。

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5月7日～
平成26年5月31日

平263057955542号

092-606-0647

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

教諭

中学技術・理科
高校工業・理科・
情報教諭

6,000円

平成26年5月7日～
30人
平成26年5月31日

平263057955543号

092-606-0647

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

教諭

中学数学・高校
数学・情報・
工業教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平263057955544号

092-606-0647

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

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平263057955545号

092-606-0647

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

理科教諭、
その他：環境教育
に携わる教諭

6,000円

10人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平263057955546号

092-606-0647

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

教諭

中学技術・
高校工業・数学・
情報教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平263057955547号

092-606-0647

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

教諭

中学技術・
高校工業・情報
教諭を主たる対
象とするがそれ
以外の教員でも
受講可能

6,000円

16人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平263057955548号

092-606-0647

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

6時間 平成26年8月20日

福岡県福岡市
東区

6時間 平成26年8月20日

福岡県福岡市
東区

7.5時間 平成26年8月20日

機能材料の創製とリサイクルの
最先端

現代社会は多様な機能材料によって支えられています。環
境、エネルギー、高機能材料、リサイクルなど材料分野の果
たす役割は益々大きくなっています。この講習では、高校等 北山 幹人（工学部教授）
でも実施可能な簡単な観察や実験を交えながら、色素増感 宮元 展義（工学部准教授）
型太陽電池、ナノ機能材料、液晶、ゲル、層状化合物、光、 久保 裕也（工学部准教授）
生物の機能や構造の模倣、リサイクルなど新素材化学の最
先端について講義を行います。

福岡県福岡市
東区

6時間 平成26年8月21日

教諭

福岡工業大学

コンピュータの基礎と応用

コンピュータの基礎として、2進数などの話から入り、コン
ピュータの基本的な機器構成や動作原理などについて学び
須崎 健一 （情報工学部教授）
ます。また、コンピュータの応用として、３Dコンピュータグラ
山澤 一誠（情報工学部教授）
フィックスについて学びます。数学や物理がコンピュータに
よってどのように映画やゲームに応用されるか理解します。

福岡県福岡市
東区

6時間 平成26年8月21日

福岡工業大学

現在の情報化社会を支える基盤技術「コンピュータの動作
原理」を，ロボット実機やロボット玩具，ウェブアプリを用い 木室 義彦 (情報工学部教授)
ロボットで学ぶコンピュータシステ
て，実習・理解します．また，修得した内容を本務校の児童 吉田 耕一 (情報工学部教授)
ム
生徒や他の教員にも伝えられるようなスキルを身につけま 山口 明宏 (情報工学部准教授)
す．
今日の環境問題と持続可能な文明社会を構築する必要性
を概観した上で、人間生活と環境の関わりを考える。生活環
境問題と環境教育の観点から、特に、歴史認識に基づき、
環境とは何か、文明社会とは何かを問いながら持続可能な
文明社会に焦点をあてて講義する。また、里山・ビオトープ 坂井 宏光（社会環境学部教授）
を活用した自然観察を通じて、豊かな生活環境についても
論議する。

認定番号

30人

高校物理
理科教諭

福岡工業大学

受講者募集期間

6,000円

教諭

6時間 平成26年8月20日

受講料 受講人数

教諭
教諭
養護教諭 養護教諭
栄養教諭 栄養教諭

福岡県福岡市
東区

6時間 平成26年8月21日

福岡県福岡市
東区

6時間 平成26年8月21日

教諭
教諭
養護教諭 養護教諭
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平263057955549号

092-606-0647

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

福岡工業大学

環境と社会の関わり

福岡工業大学

本講習では，発達障害の子どもたちの困り感を理解し，支
援に活かしていくための講義・演習を行います。まず，発達
障害の特徴が子どもたちのどのような行動に現れているの
発達障害の理解と支援への活か
かを理解します。その上で，どのような支援（環境の調整や 宮本 知加子（FD推進機構特任教員）
し方
指導）が有効であるかを学びます。事例を用いたグループ
ワークを通じて，支援のポイントを検討し，日頃の実践に活
かすことのできる支援方法を整理します。

福岡県福岡市
東区

6時間 平成26年8月21日

教諭
教諭
養護教諭 養護教諭
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平263057955550号

092-606-0647

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

福岡工業大学

本講習では、現代教師に求められる人間的資質の中で、教
育学的感覚（教育実践に対する思索を通しての教育方法の
探求）、心の若さ、探究心・向上心、教育する勇気、積極的
現代教師に求められる人間的資 精神、平常心（学校の危機管理に求められる資質）、社会
上寺康司（社会環境学部教授）
質
性、臨機応変性（柔軟性）について、主に先人の思想をもと
に講義する。先人の思想としては、江戸時代の儒学者、佐
藤一斎の『言志四録』を中心とし、貝原益軒の『慎思録』・
『楽訓』も適宜取り上げる。

福岡県福岡市
東区

7.5時間 平成26年8月21日

教諭
教諭
養護教諭 養護教諭
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平263057955551号

092-606-0647

http://www.fit.ac.j
p/
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平成２６年度（第３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

福岡工業大学

近年、科学技術の発展により、多くのハイブリッド車両が開
発され、内燃機関を用いた車両の時代から将来の電気車
両の時代まで、ハイブリッド車両が30年のスパンで走ること
が予想される。ハイブリッド車両の技術に興味を示す大学
次世代ハイブリッド車両に関する 生、高校生も多い。しかしながら、高校レベルの数学・理科・
数仲 馬恋典(工学部教授）
設計課題
工業を適切に理解している必要がある。このような側面は
あまり知られていない。本講習では、プリウスのカットモデル
を用いてハイブリッド車両に関する設計課題と高校レベルの
数学・理科・工業の知識との関係を示しており、実際の動作
実験を体験する。

福岡県福岡市
東区

6時間 平成26年8月22日

福岡工業大学

本講座では，初心者でも教えられる「協同する心を育む議
論教育」の理論と方法について体験型の授業を行います。
始めに，あるテーマについて自分の主張を相手に伝える基
初心者でも教えられる「協同する 礎的な技術を学習します。その後，他者の考えを聞き評価
中野 美香(工学部准教授)
心を育む議論教育」の方法
する技術，相違点を明確にする技術，他者と円滑に意思疎
通を行う技術を学習します。最後に，教育方法の応用につ
いて少人数のグループで意見交換を行い，教育に役立つ情
報や知見を共有します。

福岡県福岡市
東区

6時間 平成26年8月22日

福岡県福岡市
東区

6時間 平成26年8月22日

福岡県福岡市
東区

6時間 平成26年8月22日

福岡県福岡市
東区

7.5時間 平成26年8月22日

第1部「世界語としての英語」：英語が言語として発展する途
上で語彙や発音にどのような変化が起こったのか。また、地
方語から世界語へと変貌をとげた今、どのような英語教育
新たな視点から英語教育を考え が求められているのか考える。第2部「認知的視点から文法
福岡女学院大学
細川 博文（人文学部教授）
る
指導を考える」：文法学習は規則を機械的に覚えることでは
ない。話し手の視点がことばにどう反映されているかを知る
手がかりがそこにある。認知とことばの関係を通して新たな
文法指導を考える。

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月6日

教諭

（１）社会から求められるコミュニケーション能力が多様化す
るなかで、国語とくに文学的な文章にはどのような可能性が
あるのか。近、現代の文学作品を読み、「言葉の力」とその
学びについて、考える。（２）古典教材を学習する時には、古 吉田 修作（人文学部教授）
典と現代の共通点を探るとともに、現代には見失われた古 大國 眞希（人文学部教授）
典の豊かさを学ぶことも大切である。そのような観点から、
「浦島太郎」などの基になった古典や「竹取物語」などを取り
上げながら、日本古典の現代性を考える。

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月6日

第1部「読解とは何か（理論編）」：理解はどのように生まれる
のだろうか。訳読に頼らない読解指導は可能だろうか。生徒
の既有知識やスキーマをうまく使ってテキストの理解に迫
インタラクティブな読解授業の取
福岡女学院大学
る。第2部「コミュニカティブな読解指導（実践編）」：教師と生 細川 博文（人文学部教授）
り組み
徒が英語で自然に話しをしながら、テキスト理解を図る方法
がないだろうか。生徒の「分かる」を求めたコミュニカティブな
指導法を紹介し、実演を通してその効果を議論する。

福岡県福岡市

本講習は、教員免許状更新講習の選択領域である「人権教
育」について講義を行います。授業概要としては、①人権教
育の指導方法等の在り方について、②指導の実際 ③グ
ループ別協議、④全体発表・協議です。最後に「筆記試験」
伊藤 文一（人文学部教授）
を実施します。
講習を通して、教員に求められる人権教育の授業研究の在
り方の修得や今日的な教育課題についての理解を深めるこ
とを目指します。

福岡県福岡市

東日本大震災における「釜石の奇跡」といわれた避難の成
功の原動力にあった防災教育の事例を皮切りに、九州に多
い風水害や火山災害等について、座学およびワークショッ
プをおこなう。
森山 聡之（社会環境学部教授）
特に、避難する事の重要性、避難に関わる情報の取得、ハ
ザードマップの見方、地域との連携などについて詳細に講
義し、現在問題になっていることも伝え、それぞれの学校、
地域に合わせた対策をワークショップで議論して頂く。

福岡工業大学

防災教育

福岡工業大学

近年、我が国は、尖閣諸島、竹島、日本海の呼称、戦後補
現在の我が国の抱える外交課題 償など様々な案件において近隣諸国との見解の相違に直 中川 智治(社会環境学部准教授）
について〜幕末以降の対外関係 面している。本講義では、幕末以降の我が国と諸外国との
史を振り返りつつ〜
対外関係史を振り返り、現在の我が国の抱える外交課題に
ついて理解を深めるものとする。

福岡工業大学

孔子の『論語』と佐藤一斎の『言
志四録』にみる現代学校教育に
生きる「教え」と「学び」の工夫

福岡女学院大学 現代文と古典の授業を考える

福岡女学院大学 自ら学ぶ人権教育の研究

本講習では、先人の思想にみられる現代学校教育に生きる
「教え」と「学び」の工夫について、主要には孔子の『論語』と
江戸時代の儒学者佐藤一斎の『言志四録』を取り上げ、教
育学・生涯学習の観点から講義する。講習では、先人の思
上寺 康司(社会環境学部教授）
想の体感と指導法の実践として、座位や立位での素読、体
を動かしながらの素読（「身読」）も行う。身読は、教師の心
身の健康増進も期待される。座学と軽い運動を併用できる
服装で受講してもらいたい。

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5月7日～
平成26年5月31日

平263057955552号

092-606-0647

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

教諭
教諭
養護教諭 養護教諭
栄養教諭 栄養教諭

7,995円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平263057955553号

092-606-0647

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

教諭
教諭
養護教諭 養護教諭
栄養教諭 栄養教諭

6,000円

65人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平263057955554号

092-606-0647

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

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平263057955555号

092-606-0647

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

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月31日

平263057955556号

092-606-0647

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

中学校・高等学
校 英語教諭向
け

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月21日

平263058255622号

092-575-2974

http://www.fukujo.a
c.jp/university

教諭

中学校・高等学
校 国語教諭向
け

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月21日

平263058255623号

092-575-2974

http://www.fukujo.a
c.jp/university

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校・高等学
校 英語教諭向
け

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月21日

平263058255624号

092-575-2974

http://www.fukujo.a
c.jp/university

6時間 平成26年8月7日

教諭

小学校・中学
校教諭向け

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月21日

平263058255625号

092-575-2974

http://www.fukujo.a
c.jp/university
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教諭

教諭

中学理科・技術
高校数学・理科・
工業教諭

受講料 受講人数

中学社会科
高校地歴・公民
教諭

教諭
教諭
養護教諭 養護教諭
栄養教諭 栄養教諭

平成２６年度（第３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

小学校での英語活動が高学年を対象に必修化された。グ
ローバル化が進む社会にあって、まず世界に目を向けこと
ばや習慣が異なる人々に心を開くことが重要である。そこで
小学校英語から中学英語への橋 得た視点は中学・高校での本格的な英語学習の礎となるで 大橋 由美（人文学部准教授）
福岡女学院大学
渡し
あろう。本講習では、「コミュニケーション能力の素地つくり」 平田 恵理（人文学部講師）
を目指す小学校英語活動の目標と具体的な活動例を紹介
する。また、それを基に中学校初年時の指導において注意
すべき点などについて具体的に考える。

講習の開催地

時間数

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校・中学校
英語教諭向け

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月21日

平263058255626号

092-575-2974

http://www.fukujo.a
c.jp/university

福岡女学院大学 自ら学ぶ道徳教育の研究

本講習は、教員免許状更新講習の選択領域である「道徳教
育」について講義を行います。授業概要は、平成２３年度小
学校から順次実施される学習指導要領の解説を中心に、①
新学習指導要領の変更点、②指導の実際（小学校）講義・
グループ別討議、③指導の実際（中学校）講義・グループ別 伊藤 文一（人文学部教授）
協議、④全体協議⑤ふりかえり、です。最後に「筆記試験」
を実施します。講習を通して、教員に求められる道徳の最新
の知識・技能の修得や今日的な教育課題についての理解
を深めることを目指します。

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校・中学校
教諭向け

6,000円

30人

平成26年5月7日～
平成26年5月21日

平263058255627号

092-575-2974

http://www.fukujo.a
c.jp/university

東筑紫短期大学 音楽表現の指導法

身の回りの音に着目する・聴いてみよう・感じてみよう・表現
してみようなどと、音は音楽の萌芽です。私たちのかかわり
方次第で子どもの遊びは広がります。「幼児唱歌とやさしい
伴奏法」「体と音楽」「身の回りの物と音楽」「楽器と音楽」
「子どもと一緒にできる音遊び」の習得が基本と言えるでしょ
う。幼児唱歌と簡易な伴奏づくり、オノマトペを使った作品作
り、ボディパーカッション・身の回りの素材や簡易楽器を使っ
て即興的な作品を作り、子どもと一緒にできる時や絵本に
音をつける音遊び等、具体的な指導法を学びます。

福岡県北九州
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年6月2日～
平成26年6月16日

平263533855720号

093-561-2060

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

髙井 真夫（特任教授）
前川 公一（保育学科 准教授）
福岡県北九州
木守 正幸（九州栄養福祉大学 食物栄養学部 市
教授）

6時間 平成26年8月7日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年6月2日～
平成26年6月16日

平263533855721号

093-561-2060

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

6時間 平成26年8月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

40人

平成26年6月2日～
平成26年6月16日

平263533855722号

093-561-2060

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

子どもに科学する心を育て、思考力の芽生えの基礎を培
うために、「理科が苦手」「科学嫌い」の幼児教育者にも自然
環境に対する理解を深めさせ、身近な素材を利用した科学
数量･図形と科学する心を育てる 遊びなど、幼稚園現場で実践できる事例を紹介する。講習
東筑紫短期大学
幼児教育の工夫
を通して自然科学の面白さを理解し、幼児教育者として知っ
ておくべき知識と技能を習得する。また、幼児が生き生きと
数量や図形などに親しむことができる環境を工夫し、援助し
ていく方法を学ぶ。

瓦林 良 （保育学科 教授、九州栄養福祉大
学 教務部長）
植田 佐世子（特任教授）
北嶋 季之（保育学科 講師）

東筑紫短期大学 言語・表現活動の指導法

幼児を取り巻く環境の変化に伴い、平成21年度より「幼稚
園教育要領」が改訂され、幼稚園教育の社会的な方向性が
示された。なかでも人としての生涯にわたる人間形成の基
礎を育む幼児期の教育の大切さがクローズアップされてい 永濱 初子（客員教授）
る。本講座では幼児が見たり聞いたり、おたがいに言葉を 木本 節子（保育学科 教授・学科長）
交わすことの喜びを経験し、言葉の面白さを知るプロセスに 岡本 昌代(保育学科 講師)
ついて学習する。更に幼児が感じたことや考えたことを活動
を通して豊かな自己表現力を身につけることが出来るよう、
保育者としての資質向上を図る。

独立行政法人教 道徳教育指導者養成研修（ブ
員研修センター ロック別指導者研修）

赤堀 博行（文部科学省初等中等教育局教育
課程課教科調査官）
澤田 浩一（文部科学省初等中等教育局教育
課程課教科調査官）
杉田 洋（文部科学省初等中等教育局教育課
程課教科調査官）
本研修においては、発達の段階に応じた指導内容の重点
永田 繁雄（東京学芸大学教授）
化や道徳教育推進教師を中心とした指導体制と道徳教育
谷田 増幸（兵庫教育大学教授）
の展開、魅力的な教材の活用等道徳の時間の指導の充
七条 正典（香川大学教授）
福岡県福岡市
実、体験活動や実践活動の推進等について、必要な知識
小寺 正一（兵庫教育大学特任教授）
等を修得できる講義や演習を実施する。
押谷 由夫（昭和女子大学教授）
兼松 儀郎（元鳴門教育大学教授）
秋山 博正（くらしき作陽大学教授）
小泉 博明（文京学院大学教授）
柴原 弘志（京都市教育委員会指導部長）
橋口俊一（独立行政法人教員研修センター主
任指導主事）

福岡県北九州
市

一般募集はしま
せん。

12時間
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平成26年10月27日～
平成26年10月29日

（※左記研修の
実施要項に基づ
き、都道府県教
教諭
育委員会等から
養護教諭 の推薦により受
講者決定した者
（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9月5日～
平成26年9月26日
0円

10人
(※左記の受講対象者
のみ該当します。）

平267001155614号

03-4212-8464

http://www.nctd.go.
jp/korekara/koshink
oshu_tw.html

平成２６年度（第３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

独立行政法人教 子供の体力向上指導者養成研
員研修センター 修

石川 泰成(文部科学省スポーツ・青少年局教
科調査官)
高田 彬成(文部科学省スポーツ・青少年局教
科調査官)
鈴木 康弘（十文字学園女子大学 准教授）
柳沢 和雄（筑波大学 教授）
近藤 智靖（日本体育大学 准教授）
柴田 一浩（流通経済大学 准教授）
日野 克博（愛媛大学 准教授）
子供の体力を高めるために体を動かす意識をもたせる学習
細川 江利子（埼玉大学 教授）
指導の在り方、体ほぐしの運動の趣旨を踏まえた学習指導
畑 攻（日本女子大学 教授）
福岡県福岡
の在り方、運動の意欲を高めるための学習指導の在り方な
吉田 伊津美（東京学芸大学 准教授）
市、春日市
ど、知識や技術を修得できる講義や演習を実施する。
大塚 隆（東海大学 教授）
岩田 靖（信州大学 教授）
安江 美保（ノートルダム清心女子大学 講師）
吉永 武史（早稲田大学 准教授）
山﨑 俊輔（甲南大学 教授）
佐藤 豊（鹿屋体育大学 教授）
橋口 俊一（独立行政法人教員研修センター主
任指導主事）
島内 啓介（独立行政法人教員研修センター主
任指導主事）

公益社団法人日
さわやか一輪車指導者研修会
本一輪車協会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校教員を対象にした講習会を開催
する。学識経験者による理論指導や当協会の公認指導員
による実技指導などを行う。全教科担当の小学校教員に体
育学習に関する最新の知見や効果的な指導の在り方につ
いての研修の機会を提供する。本講習会は、大学教授など
を講師として過去24年間にわたって開催し、28,833人以上
の小学校教員が受講した実績を有している。
主な受講対象者は小学校教諭とする。

園山和夫（桐蔭横浜大学教授）
高田彬成（文部科学省スポーツ・青少年局
体育参事官室教科調査官）
池田延行(国士舘大学教授）
本村清人（東京女子体育大学教授）
土井浩信（淑徳大学教授）

福岡県北九州
市

時間数

講習の期間

18時間

平成26年5月13日～
平成26年5月16日

6時間 平成26年8月1日

福岡県宗像市

6時間 平成26年7月5日

小学校家庭科「米飯とみそ汁」の単元を日本の食文化であ
る『一汁三菜』という視点からアプローチすることで、食育の
より効果的に食育を推進するた
推進につながる新たな授業像を提案することとする。また、
中村学園大学・ めの提案
「米飯とみそ汁」調理を指導する上で必要となる｢栄養｣｢献 三成 由美（栄養科学部教授）
中村学園大学短 ～小学校家庭科「米飯とみそ汁」
立｣｢調理｣に関する基礎的･基本的な知識と技術が確実に 三堂 徳孝（栄養科学部准教授）
期大学部
を基本にした一汁三菜の調理を
身に付くよう、講義や調理実習をとおしてできるだけ具体的
中心に～
に講座を展開することで、科学的根拠のある食育推進に資
することができるようにする。

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月19日

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月19日

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月20日

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月20日

中村学園大学・
中村学園大学短 言葉の発達と絵本
期大学部

保護者との連携を考える
中村学園大学・
中村学園大学短
－気になる子どもの支援のため
期大学部
に－

幼児・児童・生徒への指導・援助において、保護者との連携
は重要である。しかしながら気になる子どもの支援にあたる
際に、保護者の理解・協力を得ることが困難である場合は
少なくない。そこで保護者との連携のあり方について、日頃 吉川 昌子（教育学部准教授）
の保育・教育実践における戸惑いや課題をグループ討議・
ロールプレイングを交えて講習会の参加者で共有しながら、
その背景にある要因と連携の手立てを考える機会とする。

本講座では、食育が学習指導要領に位置付けられたことを
受け、その推進を図る観点から、食育の充実をめざす方向
性を明らかにした上で、すべての担任教師がかかわる特別
活動における食育のあり方を提案するものである。
中村学園大学・ 担任がホームルーム活動でめざ ①講義(1.5時間)「新学習指導要領が求める学校における食
中村学園大学短 す食に関する指導(食育)のあり 育推進の背景」
萩尾 久美子（栄養科学部准教授）
期大学部
方～高等学校～
②講義(1.5時間)「小･中学校における食育の実際～生きた
教材としての学校給食の位置付け～」
③講義・演習(2.0時間)「特別活動における食育のあり方～
ホームルーム活動でめざす食育の展開例～」
④その他（１時間）

受講料 受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

一般募集はしま
せん。

地震の分野は，防災や安全という面で，子どもたちの生活
に関わりのある内容を多く含んでいます．ここでは，地震そ
公益社団法人日 学校での防災教育を意識した地 のものや地震の揺れ（地震動）に関する諸現象についての
山田 伸之（福岡教育大学教育学部准教授 ）
本地震学会
震・地震動に関するいろは
内容理解と再確認を行います。その中では，室内実験活動
による関連教材の紹介や防災・安全教育に関わる内容を盛
り込み，発展的内容に結びつけたいと考えています。

幼児期の言葉の発達の基本を、絵本を交えながら確認す
る。幼児期の各年齢の発達と、その問題点を考え、年齢に
応じた絵本の選択方法などを考える。さらに、幼稚園・認定
古相 正美（教育学部教授）
こども園での、集団保育における絵本使用の方法を考え
る。合わせて紙芝居についても言及する。

対象職種 主な受講対象者
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教諭

（※左記研修の
実施要項に基づ
き、都道府県教
育委員会等から
の推薦により受
講者決定した者
（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4月1日～
平成26年4月16日
0円

30人
(※左記の受講対象者
のみ該当します。）

平267001155618号

03-4212-8456

http://www.nctd.go.
jp/korekara/koshink
oshu_tw.html

教諭

小学校教諭

1,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平268135353281号

03-6458-8131

http://jua-web.org

教諭

小学校教諭，中・
高理科教諭，お
よび地震に興味
のある教諭

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年6月30日

平268136054446号

03-5803-9570

http://www.zisin.jp
/

6,500円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平269401053999号

092-851-6742

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

6,000円

150人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平269401054000号

092-851-6742

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

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平269401054001号

092-851-6742

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

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平269401054002号

092-851-6742

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

教諭
小学校教諭・栄
栄養教諭 養教諭

教諭

幼稚園教諭

幼稚園教諭・小
教諭
学校教諭・養護
養護教諭
教諭

教諭

高等学校教諭

平成２６年度（第３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

運動の楽しさや心地よさを感じる体育活動を目指して、体
つくり運動領域の「体ほぐしの運動」を中心に講習を進めま
す。「体ほぐしの運動」とは、体を動かす楽しさや心地よさを
中村学園大学・ 運動の楽しさ心地よさを感じる体
味わうとともに、自他の体に気付いたり仲間と交流したりす
中村学園大学短 育
桧垣 淳子（教育学部講師）
る運動です。本講習では、指導者自らが運動を体験し、そこ
期大学部
-体ほぐしの運動とその活用から感じることを手掛かりにその効果について考えていきま
す。また、各運動領域の導入部や保健分野の心身の健康
に関連させて行うこともできますので合わせて紹介します。

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

福岡県福岡市

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

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平269401054003号

092-851-6742

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

中村学園大学・
中村学園大学短 表現力を深めるピアノ演奏法
期大学部

弾きうたいやピアノ小品等幼稚園で弾かれるピアノ演奏に
於いて、その音楽がより子供たちの心に届くように、表現力
を深めるためのピアノ演奏法を学ぶ。内容は、演奏する上
で最も大切な要素である「拍子」と「ハーモニー」を軸に、ま 小川 和子（幼児保育学科准教授）
た、ピアノの音の美しい響き(タッチ)についても、講義と実技
の両面から学んで行くものである。ピアノの個別指導も行
い、最後には一人1～2曲を仕上げて演奏する。

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月21日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

12人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平269401054004号

092-851-6742

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

中村学園大学・
中村学園大学短 道徳の時間の指導
期大学部

現学習指導要領で期待されている道徳教育及び道徳の時
間の指導法を再確認にし，現状や課題についての理解を深
め，具体的な指導案を作成することを行います。まず，道徳
教育をめぐる社会状況をもとに，小学校現場での道徳教育
の現状と課題について「道徳教育の充実に関する懇談会」
平田 繁（教育学部准教授）
の報告を参考に確認を行います。次に，道徳の時間の指導
法として，映像を活用した方法の提案をします。そして，幾
つかの映像資料を基に具体的な指導案の作成を行いま
す。最後に，作成した指導案を報告し合い，共有化を図りま
す。

福岡県福岡市

6時間 平成26年8月21日

教諭

小学校教諭

6,000円

24人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平269401054005号

092-851-6742

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

中村学園大学・
中村学園大学短 歌唱と歌唱指導
期大学部

本講座では、歌の旋律を丁寧に歌うことを指導のポイント
に進めます。 先ず、「歌うこと」として、個々の歌の音楽・詩
を理論的に分析し、歌唱発表をします。次に「聴くこと」とし
笠井 キミ子（幼児保育学科教授）
て、聴く力の育成を～サウンドスケ－プから音楽指導への
発展～として考察していきます。そして、応用として、独唱発
表と指導案作成そして歌唱指導模擬授業を実践します。

福岡県福岡市

6時間 平成26年10月11日

教諭

幼稚園教諭・小
学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平269401054006号

092-851-6742

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

小学校外国語活動の現状と課題、新学習指導要領に基づ
いた外国語活動の在り方について考えるとともに、教師に
中村学園大学・
必要な英語の知識・発音・教授法を学び、指導力の向上を
中村学園大学短 小学校外国語活動-理論と実践木原 美樹子（教育学部准教授）
図ります。実際の指導方法を体験していただくために、ゲス
期大学部
トティーチャーをお招きして、一部ワークショップ形式で行い
ます。

福岡県福岡市

6時間 平成26年10月11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31日

平269401054007号

092-851-6742

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

小学校音楽科の指導目標・指導内容について、現行小学
校学習指導要領に基づいて確認を行う。これを踏まえ、表
現（特に歌唱）における指導ポイント及び鑑賞における教材
中村学園大学・
小学校における音楽科教育の意 選択・指導ポイント・指導方法などについて、実践的な活動
中村学園大学短
宮坂 明（教育学部准教授）
義と実践
も取り入れながら指導力向上を目指す。特に鑑賞において
期大学部
は、中学校における根拠のある批評力育成に向けた指導
を、小学校において如何に行うかが重要であり重点を置き
たいと考えている。

福岡県福岡市

6時間 平成26年10月25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31日

平269401054008号

092-851-6742

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

幼児期における数概念の発生は記憶力から思考力へと移
行する幼児期において非常に重要であることから、数概念
中村学園大学・
の発生として考えられている「分割に対する普遍性」「1対1
幼児期における数概念の発生と
中村学園大学短
対応に対する普遍性」「順序による普遍性」「順序数と集合 橋本 弘治（幼児保育学科講師）
論理的思考
期大学部
数の関連性」について考察すると共に、これらの保育・教育
現場での教育における基盤の一つである論理的思考につ
いての理解を目的とする。

福岡県福岡市

6時間 平成26年11月8日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平269401054009号

092-851-6742

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

小学校英語の必修化に伴い、小・中・高・大の英語教育に
連携の視点が求められている。本講習では、①「現場で役
立つ立体的発音指導」、②「Utilizing Technology in the
西南女学院大
「連携」の視点からみた英語教育 Classroom」、③「英語学習を支える学習の動機と方略」、④
学・西南女学院
の今日的課題
「連携のデザイン・運営－効果的な『つながり』の実現をめざ
大学短期大学部
して－」を個々のテーマとして講習を行う。教育現場から得
た知見と問題点を互いに指摘し合いながら授業活性化の方
向性を共に探りたい。

阿部 弘(人文学部教授)
マルコム・ロス・スワンソン(人文学部教授)
山本 廣基(人文学部教授)
横溝 紳一郎(人文学部教授)

福岡県北九州
市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中学校・高等学
校英語教諭向
け、小学校教諭
向け

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平269401555423号

093-583-5130

http://www.seinanjo.ac.jp/univers/

植田
飯野
平田
吉田

福岡県北九州
市

6時間 平成26年8月19日

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平269401555424号

093-583-5130

http://www.seinanjo.ac.jp/univers/

西南女学院大
学・西南女学院 子どもの健康問題と健康教育
大学短期大学部

自然・社会環境の地球規模での変化の中で、子ども（児童
生徒等）の健康問題は益々複雑多様化している。このような
現状から、養護教諭に求められる資質・力量は増々高くなっ
ている。そこで、本講習では、新しい感染症、人間関係に起
因する心身の健康問題等の現代的健康課題の理解を深
め、養護教諭の専門性を生かした養護活動の展開について
受講者とともに考察する。①しょうがいを有する子どもと保
護者のヘルスニーズとアセスメント ②感染症の現状と予防
③児童期・思春期のメンタルヘルス ④子どもの健康問題と
養護活動の展開

浩司(保健福祉学部教授)
英親(保健福祉学部教授)
健太郎(保健福祉学部教授)
あや子(保健福祉学部准教授)
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養護教諭 養護教諭向け

平成２６年度（第３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

次世代(児童生徒等)の健やかな発育、生活習慣の形成は、
身体機能・社会生活機能の向上だけでなく、生活習慣病の
予防にも繋がる。健やかで心豊かに生活できる活力ある社
西南女学院大
食と健康～次世代の健康を推進 会を実現するために、次世代の健康を推進することは大変
学・西南女学院
するために～
重要である。本講習では、食と健康に関して、①「食を取り
大学短期大学部
巻く品種改良と遺伝子改変」②「栄養素の消化と吸収のしく
み」③「食生活習慣と大腸がん予防」④「次世代(児童生徒
等)における健康な生活習慣づくり」を学ぶ。

担当講師

尾上 均(保健福祉学部教授)
清末 達人(保健福祉学部教授)
近江 雅代(保健福祉学部教授)
銀 光(保健福祉学部講師)

新幼稚園教育要領において、規範意識とならび「子どもの
協同性」を育むことが重要視されている。本講習では、子ど
もの理解を深め子ども集団が持つ力を伸ばすなかで、子ど
西南女学院大
清水 陽子（大学短期大学部教授）
保育の質の向上と保育者の専門 もの協同性が育つ保育のあり方を、実際の実践記録をもと
学・西南女学院
脇 信明（大学短期大学部教授）
性
に考える。また、子どもの成長・発達を支えるためには、保
大学短期大学部
阿南 寿美子（大学短期大学部准教授）
護者や同僚との連携を図ることが不可欠である。保護者や
同僚とのより良い関係を構築するための相談技法を、演習
を通して学ぶことを目的とする。

佐賀大学

佐賀大学

＜ねらい＞読み書き等に関するＬＤ疑似体験を通して、学習
障害のある児童生徒の認知的特性や心理的不安を理解で
きる内容とする。また、学習障害の事例を紹介し、支援・指
LD疑似体験と学習障害の事例と
導方法についてグループワークにより検討する。
指導法
園田 貴章（文化教育学部教授)
＜到達目標＞①読み書き障害の状態を説明できる。②学習
～グループワーク～
障害のある児童生徒の認知的特性や心理的不安を説明で
きる。③学習障害への支援・指導方法について具体案を立
てることができる。
講義・実験・観察
（生物）単元「ヒトのはく息」を学習する。環境省補助金で
行ったインドネシアの森林保全調査を例として，二酸化炭素 宮脇 博巳（文化教育学部教授）
小学校理科の実験・観察（生物・
をめぐる話題を紹介する。
角縁 進（文化教育学部教授）
地学分野）
（地学）講義と実験を通して，地層のでき方や火山噴火を理 高島 千鶴（文化教育学部准教授）
解し，さらに岩石を観察し，堆積岩と火成岩の分類を行う。

企業の業績を示す利益はどのように計算されるのか。ま
た、利益を生み出すためにどのような意思決定がなされる
のか。企業を取り巻く経済環境がどのように経営に影響を
及ぼすかについて会計学の観点から講義形式で講習を行
小川 哲彦(経済学部准教授)
う。本講習は、会計学を通じて企業経営に関する基礎的知
山形 武裕(経済学部准教授)
識を習得することを目的とし、現代社会における企業の働
き・経済活動の在り方等を中心とした高等学校公民科及び
中学校社会科の授業構成の一助となることを狙いとしてい
る。

講習の開催地

時間数

講習の期間

福岡県北九州
市

6時間 平成26年8月20日

福岡県北九州
市

6時間 平成26年8月19日

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年6月7日

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

40人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平269401555425号

093-583-5130

http://www.seinanjo.ac.jp/univers/

6,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月31日

平269401555426号

093-583-5130

http://www.seinanjo.ac.jp/univers/

6,000円

平成26年4月19日～
40人
平成26年4月25日

平261007553383号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

平261007553384号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

教諭

幼稚園教諭向け

教諭

小・中・高・特支
教諭

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年6月8日

教諭

小学校教諭

6,000円

平成26年4月19日～
20人
平成26年4月25日

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年6月8日

教諭

小・中・高教諭(社
会・公民）

6,000円

60人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553385号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

現代企業の会計学

佐賀大学

トリプルP（前向き子育てプログラム）というペアレントトレー
子どもとのよい関係づくりと好まし ニングの基礎的な知識について学び、子どもとのよい関係
中島 範子（文化教育学部特任助教）
い行動促進のための関わり
をつくり、好ましい行動を促すための方法を習得する。形態
として、一斉講義に加え、ペア学習やロールプレイを含む。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年6月8日

教諭

幼・小・特支教諭

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553386号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

中学生や高校生がおおよそ理解できて、興味を持つような
中学高校で話せる最新の物理学 話題を、相対論、量子論や宇宙物理などから選んで講義形 船久保 公一（工学系研究科教授）
式の授業で紹介します。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年6月14日

教諭

中・高教諭

6,000円

20人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553387号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

トリプルP（前向き子育てプログラム）というペアレントトレー
子どもとのよい関係づくりと好まし ニングの基礎的な知識について学び、子どもとのよい関係
中島 範子（文化教育学部特任助教）
い行動促進のための関わり
をつくり、好ましい行動を促すための方法を習得する。形態
として、一斉講義に加え、ペア学習やロールプレイを含む。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年6月15日

教諭

幼・小・特支教諭

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553388号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

講義・実験・観察
(物理)身の回りの自然現象について、生徒が自分から不思
議だなと疑問を持ち、自ら考えるようになる理科教育のやり
小学校理科の実験・観察（物理・
石原 秀太(文化教育学部教授)
方を具体的な実験例をもとに、講師とともに考える機会を提
化学分野）
大隅 秀晃（文化教育学部教授）
供する。
（化学）身の回りの物質についての実験を通して、基礎的実
験・観察法の習得を目指す。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年6月15日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553389号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

講義・実験・観察
（生物）「運動のしくみ」及び「生きている生物でさぐる生物の
歴史」について，身近な材料を用いた教材の提示技術及び
角縁 進(文化教育学部教授)
中学校理科（第二分野）の実験・ さらなる理解を目的とした，講義・実験をおこなう。
高島 千鶴(文化教育学部准教授)
観察
（地学）佐賀県の地質についての見識を深めると共に，講義
嬉 正勝(文化教育学部准教授)
と実験を通して，地層のでき方や堆積構造について，および
マグマと火山噴火について理解を深める。さらに岩石を観
察し堆積岩と火成岩の分類を行う。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年6月15日

教諭

中学校教諭(理
科)

6,000円

20人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553390号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年6月15日

教諭

小学校教諭

6,000円

80人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553391号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

小学校国語科教材を読む

「はなのみち」「スイミー」「お手紙」「かさこじぞう」「ちいちゃ
んのかげおくり」「ごんぎつね」「大造じいさんとガン」「やまな
し」など，小学校の国語科教科書に掲載されている教材を
達富 洋二(文化教育学部教授)
詳細に読みます。語彙，音声，文法，作家論，挿絵などを
キーワードとして，講義形態で進めます（予定している教材
は変更することがあります）。
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平成２６年度（第３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

佐賀大学

佐賀大学

講習の名称

体育が苦手な先生に送る「小学
校水泳の体育授業づくりのヒン
ト」

講習の概要

担当講師

小学校体育の運動領域における学習指導要領の改訂ポイ
ントを概観し、これからの体育学習の進め方について、講義
形式と実技形式の講習を実施する。特に、小学校水泳を対 堤公一（文化教育学部准教授）
象とした実践例のヒントを紹介するとともに、楽しい体育の
授業づくりについて考えていきたい。

講義・実験・観察
（物理)電気や磁気及びその他物理現象についての科学的
理解を高める工夫を具体的な実験例を交えて講師とともに
石原 秀太(文化教育学部教授)
中学校理科（第一分野）の実験・ 考える機会を提供する。電気回路や電磁誘導になどに関す
中島 道夫(文化教育学部教授)
観察
る教育上の留意点と実験方法の工夫について説明する。
中村 聡(文化教育学部准教授)
（化学）光と色の関係について，水溶液や物質の色を対象と
した実験を通して，基礎的な実験・観察法の習得を目指す。

佐賀大学

初等幾何と反転のみを道具として用いて, 非ユークリッド幾
初等幾何を用いた非ユークリッド
何のひとつである双曲幾何を導入することに関する講義を 河合 茂生(文化教育学部教授)
幾何入門
行なう。

佐賀大学

伴奏と歌唱

佐賀大学

透明水彩の使い方

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

佐賀県佐賀市

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19日～
平成26年4月25日

平261007553392号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年6月29日

教諭

中学校教諭(理
科)

6,000円

20人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553393号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

6,000円

平成26年4月19日～
20人
平成26年4月25日

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

平261007553394号
平261007553395号
平261007553396号

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年6月29日

教諭

中・高教諭（数
学）

歌唱教材に適した伴奏の付け方と発声法、歌唱実践・指導 橋本 正昭(文化教育学部教授)
について、実習を通して学習する。
板橋 江利也(文化教育学部准教授)

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年6月29日

教諭

小・中・高教諭
（音楽）

6,000円

20人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

実際に講師自ら透明水彩絵の具を使って描いて見せます。
小木曽 誠（文化教育学部准教授）
静物を描きます。また授業後講義も行います。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年7月5日

教諭

中・高教諭(美術）

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

佐賀大学

行動面の問題を抱える児童生徒は４％を超える。多動、パ
ニック、解離症状、愛着障害から、他害、自傷、反抗挑戦行
行動面の問題を抱える児童生徒 動、反社会的行為に至るまで多彩な問題が見られる。これ
久野 建夫（文化教育学部教授）
への支援
らの問題について、自閉症スペクトラム障害を基盤とするも
のとそれ以外に分け、それぞれどのように対応したらよいの
か、具体的実践的な解決策を探ろうとする講義である。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年7月5日

6,000円

80人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553397号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

＜ねらい＞読み書き等に関するＬＤ疑似体験を通して、学習
障害のある児童生徒の認知的特性や心理的不安を理解で
きる内容とする。また、学習障害の事例を紹介し、支援・指
LD疑似体験と学習障害の事例と
導方法についてグループワークにより検討する。
指導法
園田 貴章（文化教育学部教授)
＜到達目標＞①読み書き障害の状態を説明できる。②学習
～グループワーク～
障害のある児童生徒の認知的特性や心理的不安を説明で
きる。③学習障害への支援・指導方法について具体案を立
てることができる。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年7月5日

教諭

小・中・高・特支
教諭

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553398号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

音楽の理解

音楽の基礎的理論と記譜法、読譜の手段としての階名唱、
高野 茂（文化教育学部教授）
音楽鑑賞の要点、指揮の基本的テクニックについて。指揮
今井 治人(文化教育学部准教授)
については簡単な実習をともなう。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年7月5日

教諭

幼・小・中・高・特
支教諭（音楽）

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553399号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

教育情報コミュニケーション学

教師に必要なコミュニケ－ションの基本理論を理解し，また
身体表現の技術を習得し，教室（保健室、給食室を含む）で
の児童生徒との教育コミュニケ－ション能力の向上を行う。
角 和博（文化教育学部教授）
さらに教育情報機器の操作を身につけることで，効果的な
学習指導や児童生徒の興味関心を引き出す方法を習得す
る。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年7月5日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553400号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

教育情報コミュニケーション学

教師に必要なコミュニケ－ションの基本理論を理解し，また
身体表現の技術を習得し，教室（保健室、給食室を含む）で
の児童生徒との教育コミュニケ－ション能力の向上を行う。
角 和博（文化教育学部教授）
さらに教育情報機器の操作を身につけることで，効果的な
学習指導や児童生徒の興味関心を引き出す方法を習得す
る。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年7月6日

教諭
養護教諭 全教員
栄養教諭

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553401号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

数学の幅広い知識のため、数学の最新研究の一端と、数学
数学の最新事情と情報技術への
上原 健(工学系研究科教授)
の情報技術への応用の実例を、分かり易く講義形式で紹介
応用
宮﨑 誓(工学系研究科教授)
する。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年7月20日

教諭

中・高教諭（数
学、情報）

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553402号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年7月20日

教諭

小・中・高・特支
教諭

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553403号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年7月21日

幼・小・中・高・特
教諭
支教諭、養護教
養護教諭
諭

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553404号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年7月26日

中・高・特支教諭
（理科・農業）

6,000円

50人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553405号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

ＩCT活用教育（電子黒板、タブレット端末、デジタル教科書
等）の実践的な方法を紹介し，学校現場で生かせるICT活用
を理解してもらいます。また，情報モラルや学校セキュリティ 中村 隆敏(文化教育学部准教授)
の最新情報にも触れます。後半は演習形式でICTを用いた
協働学習型グループワークを行ないます。

佐賀大学

学校現場で生かすＩＣＴ

佐賀大学

学校ICTを推進するために，教師に必要な情報セキュリティ
や児童・生徒に必要な情報モラルの知識と技術を習得する
学校ICT活用を支える情報モラル
とともに，児童・生徒との相互作用を深めるための電子黒板 角 和博（文化教育学部教授）
教育
やタブレットなどの教育情報機器の操作を身につけること
で，教師の学校ICT活用能力の向上を行う。

佐賀大学

環境の生物学

近年の人為的撹乱による環境の急激な変化は、動植物を
はじめヒトさえも住みづらいものにしている。本講義では、1)
土壌微生物の生態と環境汚染浄化・資源化（担当：染谷）、 染谷 孝(農学部教授)
2) 人工化学物質の水圏・気圏・地圏における汚染実態と改 上野 大介(農学部准教授)
善策（担当：上野）について、生物的・化学的視野から解説
する。(主にプロジェクターを使った講義）
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幼・小・中・高・特
教諭
支教諭、養護教
養護教諭
諭

教諭

平成２６年度（第３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

和食のおいしさを探る

日本人の伝統的な食文化である「和食」について、おいし
さの要素に対する理解を深め、さらに学習のあり方を検討
萱島知子（文化教育学部准教授）
することをめざします。講習は講義形式で行い、受講人数に
よってはグループ活動も行います。

佐賀大学

中世史の最前線

日本およびイギリス中世史研究の動向を分析・紹介すること
によって、高校日本史および世界史を中心とした歴史の授
宮島 敦子(文化教育学部教授)
業構成の一助となることを狙いとする。講習の形態は通常
都築 彰(文化教育学部教授)
の講義形式である。午前は日本史分野、午後は西洋史分
野を扱う。

佐賀大学

講習の開催地

佐賀県佐賀市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年7月26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・高教諭
教諭
（家庭）、栄養教
栄養教諭
諭

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553406号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

6,000円

平成26年4月19日～
50人
平成26年4月25日

平261007553407号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553408号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553409号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553410号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

幼・小・中・高・特
教諭
支教諭、養護教
養護教諭
諭

6,000円

110人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553411号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小・中・高教諭
（社会・地理歴
史・公民）

佐賀大学

トリプルP（前向き子育てプログラム）というペアレントトレー
子どもとのよい関係づくりと好まし ニングの基礎的な知識について学び、子どもとのよい関係
中島 範子（文化教育学部特任助教）
い行動促進のための関わり
をつくり、好ましい行動を促すための方法を習得する。形態
として、一斉講義に加え、ペア学習やロールプレイを含む。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年7月26日

教諭

幼・小・特支教諭

佐賀大学

eラーニングは、学習管理システム（LMS:Learning
Management System）上で実施される。LMSとしてMoodleを
使い、その機能について学び、フォーラム、資料提示、課題
学校現場で活用できる学習管理 作成（小テスト、レポート等）を行う。学校現場では、教員の 穗屋下 茂(全学教育機構 教授)
システム(初級)
ICTスキルの向上は必須である。この講習で学んだことを、 藤井 俊子(全学教育機構特任准教授)
学校の授業で生かして欲しい。講習は、実習形式でPCを使
用するため、総合情報基盤センターの演習室を利用して実
施される。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年7月26日

佐賀大学

現行の学習指導要領音楽編（平成20年告示）では、「共通
事項」の新設をはじめとして数多くの内容が改訂された。指
音楽科授業づくりに活きる学習指 導要領を読み込んで、音楽科の授業をつくるために役立つ
山田 潤次(文化教育学部教授)
導要領の読み方使い方
さまざまな可能性を探っていく。
演習形式を取り入れて、具体的な授業づくりの方法を提示
する。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年7月27日

佐賀大学

自閉症の理解と支援

自閉症を中心とした広汎性発達障害の理解と支援に関し
て、「研究史」「定義や頻度など」「体験世界」「支援のあり
方」の観点から、講義形態で授業を行なう。

芳野 正昭（文化教育学部教授）

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年7月27日

佐賀大学

木漆工芸は、刃物を使い危険が伴うこと、塗装の難しさや時
間がかかることが教材としての問題と思われる。その難点を
木漆工芸表現及び木漆工芸理論
改善する工夫を考え、教材化を計ること。立体造形に塗装 井川 健（文化教育学部准教授）
と造形・美術教育
する作品制作を通して、教材化への糸口を探してもらいた
い。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年7月27日

教諭

中・高・特支教諭
（美術・工芸関連
／中学校技術）

6,000円

25人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553412号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

子どもの心をつなぐ学級づくり
―人権教育の視点から

いじめやけんかの対応、班作り、ピアサポート、アサーション
トレーニング、コミュニケーションスキル、多様性など、人間
関係づくりの方法論と、集団づくりの原則を学ぶ。 ワーク 松下 一世（文化教育学部教授）
ショップ形式で、ロールプレイなど実際に体験しながら、共に
学び合い、教師としてのスキルを高める。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年8月7日

教諭

小・中教諭

6,000円

80人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553413号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

教科書の背景教えます

学校教育で使われる教科書の学術的な背景を解説する。さ
庄田 敏宏（文化教育学部准教授)
らに，実験を通して自然現象と数学の関連を体感させる。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年8月10日

教諭

小・中・高教諭
（数学）

6,000円

50人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553414号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

青年期の発達課題

高校家庭科の学習内容である青年期の発達課題について
講義をします。具体的には自己概念の確立や性的自立を中
中西 雪夫（文化教育学部教授）
心に解説をしますので、それらの内容に関心のある先生は
高校家庭科以外の先生の受講も可能です。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年8月11日

教諭
高校教諭（家
養護教諭 庭）、養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553415号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

子どもの心をつなぐ学級づくり
―人権教育の視点から

いじめやけんかの対応、班作り、ピアサポート、アサーション
トレーニング、コミュニケーションスキル、多様性など、人間
関係づくりの方法論と、集団づくりの原則を学ぶ。 ワーク 松下 一世（文化教育学部教授）
ショップ形式で、ロールプレイなど実際に体験しながら、共に
学び合い、教師としてのスキルを高める。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小・中教諭

6,000円

80人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553416号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

子どもの心をつなぐ学級づくり
―人権教育の視点から

いじめやけんかの対応、班作り、ピアサポート、アサーション
トレーニング、コミュニケーションスキル、多様性など、人間
関係づくりの方法論と、集団づくりの原則を学ぶ。 ワーク 松下 一世（文化教育学部教授）
ショップ形式で、ロールプレイなど実際に体験しながら、共に
学び合い、教師としてのスキルを高める。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小・中教諭

6,000円

80人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553417号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

英語教育と語用論

さまざまな状況下で適切な表現を選ぶためのいくつかの指
針を学び、実際の英語教育に活かす方法を探る。適切な発
話を行うためには文法的・意味的に問題のない文を発する
だけでは不十分であり、文脈、状況や対人関係についての 熊本 千明（文化教育学部教授）
配慮が必要となる。本講習では、語用論が英語教育にどの
ように貢献できるかを、実例を多く取り上げながら考えてゆ
く。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年8月19日

教諭

中・高教諭（英
語）

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553418号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

社会科は公民的資質（市民的資質）を育成する教科であ
る。すると、次の３つの問いに答えることが求められる。①公
公民的資質を育成する社会科授 民的資質とは何か、②どのような授業が公民的資質を育成
佐長 健司(文化教育学部教授)
業と学習評価
するのか、③育成した公民的資質をどのように評価するの
か、という問いである。これらの問いに答えるように講義、及
び受講者による意見交換等を行う。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小・中・高教諭
（社会・地理歴
史・公民）

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553419号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

学習指導要領の改訂ポイントを概観し、これからの保健学
習の進め方について、講義形式と演習（グループワーク）形 堤公一（文化教育学部准教授）
学習指導要領とこれからの保健
式の講習を実施する。特に、養護教諭による実践例を踏ま 栗原淳（文化教育学部教授）
学習
え、「小中連携教育」の視点から保健学習のあり方や学習 千々岩峰子（佐賀県教育センター教諭）
内容の系統性についてを考えていきたい。

6,000円

平成26年4月19日～
40人
平成26年4月25日

平261007553420号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

佐賀大学

佐賀大学

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年8月19日
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教諭
小・中・高・特支
養護教諭 教諭、養護教諭

教諭

小・中教諭（音
楽）

小・中・高教諭
教諭
（保健体育）、養
養護教諭
護教諭

平成２６年度（第３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

社会の変化による子ども達の健康に関する現代的課題に
養護教諭が教育職・専門職として適切に対応できる専門
性・独自性・企画力・調整能力を理解するとともに、養護教
最新の健康教育に繋げる養護教 諭がとるべき行動の判断基準となる最新の知識の習得・実
諭の実践
践に繋ぐことができることを目的とする。
本講習においては、養護に関する科目のニーズの高い「救
急処置・学校伝染病」「薬理概論」「精神保健」などの内容を
中心に講義を行う。

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

在津 正文(医学部小児科助教)
松尾 宗明（医学部准教授）
佐藤 武（医学部大学院博士課程教授（保健学 佐賀県佐賀市
部門）（併任）
千々岩 峰子（佐賀県教育センター教諭）

6時間 平成26年8月20日

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4月25日

平261007553421号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

女性学・男性学

吉岡 剛彦（文化教育学部准教授）
男女共同参画社会の理念やジェンダー（社会的・文化的性
後藤 正英（文化教育学部准教授）
差）をめぐる諸問題について、４名の教員がオムニバス形式
吉住 磨子（文化教育学部教授）
佐賀県佐賀市
で多角的に講ずる。基本的には、講義形式にて実施し、講
朱雀 成子（佐賀大学非常勤講師、放送大学客
義内でグループ討議を行なう場合がある。
員教授)

6時間 平成26年8月21日

幼・小・中・高・特
教諭
支教諭、養護教
養護教諭
諭

6,000円

80人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553422号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

人権と共生の教育Part.1－個別
から普遍へ

人権と共生を大テーマに、オムニバス形式でします。小テー
マは「性的少数者の人権」「在日外国人の人権」「部落問題
の今日的課題」「同和教育から人権教育へ」です。人権が尊
重される社会を築くために、未来志向型、問題解決型の教 松下 一世（文化教育学部教授）
育について探求していきます。講話だけでなくワークショッ 吉岡 剛彦（文化教育学部准教授）
プ、グループディスカッション、DVD鑑賞、さまざまな手法を
取り入れた参加型学習で、それぞれの「気づき」と「行動」を
大切にします。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年8月22日

幼・小・中・高・特
教諭
支教諭、養護教
養護教諭
諭

6,000円

80人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553423号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

漢文の語法指導の研究

初学者に理解しにくい漢文の語法、その基本を改めて押さ
えつつ、初学者が戸惑う原因を整理し、その克服法を提案
する。授業は当方で作成したテキストを配布して進めてい
く。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中・高教諭（国
語）

6,000円

80人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553424号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

学習指導要領の改訂ポイントを概観し、これからの体育学
習の進め方について、講義形式と演習（グループワーク）形
学習指導要領とこれからの体育
堤公一（文化教育学部准教授）
式の講習を実施する。特に、「生涯スポーツ」や「小中高連
学習
福本敏雄(文化教育学部教授)
携教育」の視点から体育学習のあり方や学習内容の系統
性についてを考えていきたい。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年8月22日

教諭

小・中・高教諭
（保健体育）

6,000円

30人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553425号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

子どもの心身症外来で診療する小児科医が、発達障害、心
身症、不登校への対応について事例を示しながら概説す
る。子どもの心を理解して問題への対処法を考え、子どもと
家族と支える発達障害、心身症と
家族への支援（アドバイス）に活用する。講義①発達障害
藤田 一郎(佐賀大学非常勤講師)
不登校
（自閉症、アスペルガー症候群、ADHD）、②心身症（思春期
やせ症、自律神経失調症）と不登校、③子どもと家族支援
のカウンセリング（家族療法）

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年8月23日

教諭
小・中・特支教
養護教諭 諭、養護教諭

6,000円

110人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553426号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

ＩＣＴを利活用した体育授業の進め方について、講義形式と
体育授業づくりのヒント「ＩＣＴを利
演習形式の講習を実施する。特に、ＩＣＴを利活用した体育
活用した体育授業実践に向け
堤公一（文化教育学部准教授）
授業実践の紹介を通して、体育授業づくりの可能性につい
て」
て考えていきたい。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年8月23日

教諭

小・中・高教諭
（保健体育）

6,000円

20人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553427号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

ひとづくり・ものづくり（工業高校
教諭向け）

ものづくりが人間形成に役にたつことを脳科学の視点から
講義する。簡単な橋梁の設計を演習として行う。(講義・演
小野 文慈(文化教育学部教授）
習)
技術士試験の紹介をし，それを教材に技術者倫理を学ぶ。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年8月23日

教諭

工業高校教諭

6,000円

15人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553428号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

人権と共生の教育Part.2ー排除
から包摂へ

人権と共生を大テーマに、オムニバス形式でします。小テー
マは「インクルーシブ教育とは」「子どもの貧困」「国際援助
は義務か？」「世界とつながる私たちの暮らし」です。人権が
尊重される社会を築くために、未来志向型、問題解決型の 松下 一世（文化教育学部教授）
教育について探求していきます。講話だけでなくワーク
高橋 良輔（文化教育学部准教授）
ショップ、グループディスカッション、DVD鑑賞、さまざまな手
法を取り入れた参加型学習で、それぞれの「気づき」と「行
動」を大切にします。

6,000円

平成26年4月19日～
80人
平成26年4月25日

平261007553429号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

佐賀大学

佐賀大学

近藤 則之（文化教育学部教授）

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年8月25日

幼・小・中・高・特
教諭
支教諭、養護教
養護教諭
諭

佐賀大学

行動面の問題を抱える児童生徒は４％を超える。多動、パ
ニック、解離症状、愛着障害から、他害、自傷、反抗挑戦行
行動面の問題を抱える児童生徒 動、反社会的行為に至るまで多彩な問題が見られる。これ
久野 建夫（文化教育学部教授）
への支援
らの問題について、自閉症スペクトラム障害を基盤とするも
のとそれ以外に分け、それぞれどのように対応したらよいの
か、具体的実践的な解決策を探ろうとする講義である。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年8月25日

幼・小・中・高・特
教諭
支教諭、養護教
養護教諭
諭

6,000円

80人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553430号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

養護教諭は、学校保健活動の推進に当たって中核的な役
割を果たしており、現代的な健康課題の解決に向けて重要
な責務を負っている。
また、養護教諭が子どもの現代的な健康課題に適切に対
学校における疾病予防と保健管
尾崎 岩太（保健管理センター准教授）
応していくためには、常に新たな知識や技能などを習得して
理
千々岩 峰子（佐賀県教育センター教諭）
いく必要がある。
講義１、２においては、養護に関する科目のニーズの高い
「救急処置・学校伝染病」「薬理概論」「精神保健」「免疫学」
「環境保健」などの内容を中心に講義を行う。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年8月29日

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4月25日

平261007553431号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀大学

＜ねらい＞読み書き等に関するＬＤ疑似体験を通して、学習
障害のある児童生徒の認知的特性や心理的不安を理解で
きる内容とする。また、学習障害の事例を紹介し、支援・指
LD疑似体験と学習障害の事例と
導方法についてグループワークにより検討する。
指導法
園田 貴章（文化教育学部教授)
＜到達目標＞①読み書き障害の状態を説明できる。②学習
～グループワーク～
障害のある児童生徒の認知的特性や心理的不安を説明で
きる。③学習障害への支援・指導方法について具体案を立
てることができる。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年8月30日

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553432号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp
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教諭

小・中・高・特支
教諭

平成２６年度（第３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

ものづくりが人間形成に役にたつことを脳科学の視点から
講義する。実習または実験を通して鉄鋼材料が人間社会に 小野 文慈（文化教育学部教授）
とって特別なものであることを学ぶ．(講義・実習またはCAD)

佐賀大学

ひとづくり・ものづくり（中学校技
術教諭向け）

佐賀大学

日本の伝統発酵食品（日本酒、味噌、醤油、お酢、焼酎な
伝統発酵食品の歴史とその製造 ど）の歴史やその製造方法、その原理について、理化学
北垣 浩志(農学部准教授)
方法
的、微生物学的理論および文化的背景を学ぶ。また実際の
その造り方について実験で体験してもらい、理解を深める。
生活科は、子どもたちにとって身近な対象を教材として取
扱い、自分自身や自分の生活について考え、生活に必要な
習慣や技能を身に付け、自立への基礎を養うことを目標に
している。
大元 誠（文化教育学部教授）
本講座においては、幼児期から児童期にかけての子ども
たちの発達的側面を手がかりに、グローバル化する社会で
はあるが、特に子どもたちの育つ日本文化の特徴を考慮に
入れた生活科について考えてみたい。

講習の開催地

佐賀県佐賀市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月30日

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年9月13日

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年9月20日

対象職種 主な受講対象者

教諭

中学校教諭(技
術)

小・中・高教諭
教諭
（理科、農業）、栄
栄養教諭
養教諭

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

6,000円

15人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553433号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

6,000円

平成26年4月19日～
20人
平成26年4月25日

平261007553434号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

6,000円

60人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553435号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

6,000円

80人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553436号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

子どもの発達から見た生活科

佐賀大学

行動面の問題を抱える児童生徒は４％を超える。多動、パ
ニック、解離症状、愛着障害から、他害、自傷、反抗挑戦行
行動面の問題を抱える児童生徒 動、反社会的行為に至るまで多彩な問題が見られる。これ
久野 建夫（文化教育学部教授）
への支援
らの問題について、自閉症スペクトラム障害を基盤とするも
のとそれ以外に分け、それぞれどのように対応したらよいの
か、具体的実践的な解決策を探ろうとする講義である。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年9月27日

佐賀大学

小学校算数科の教育内容の中からいくつか題材を選んで，
中学数学までの知識を活用して研究・考察を行うことによ
小学校算数科における教育内容
り，算数科の教育内容に関する理解を深める。算数科にお 瀧川 真也（文化教育学部教授）
の研究
けるコンピュータの活用についても触れる。基本的には講義
形態で実施する。

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年9月27日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553437号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年10月11日

教諭

小・中・高教諭(英
語）

6,000円

40人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553438号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年10月18日

6,000円

80人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553439号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

佐賀県佐賀市

6時間 平成26年10月25日

6,000円

20人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553440号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年6月15日

平262007955867号

096-321-6609

http://www.pukumamoto.ac.jp/

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年6月15日

平262007955868号

096-321-6609

http://www.pukumamoto.ac.jp/

平262007955869号

096-321-6609

http://www.pukumamoto.ac.jp/

平成26年5月16日～
平成26年6月15日

平262007955870号

096-321-6609

http://www.pukumamoto.ac.jp/

佐賀大学

英語教育の現状と課題

佐賀大学

発達に気がかりのある子どもへ
の理解と関わり

講義。ゲストスピーカーによる講話。実習を含む。
発達に気がかりのある子どもたちに対して、診断の有無に
山口玲子(佐賀大学非常勤講師）
かかわらず、今必要とされるかかわりを始めることができる
ような、理解の仕方と基本的態度を学ぶ。

佐賀大学

柔道経験のない中学校・高等学校保健体育教員が、体育
柔道経験のない保健体育教員に
授業や部活動において柔道未経験者を指導する際に必要 堤公一（文化教育学部准教授）
送る「柔道の体育授業づくり・部
な知識と実技のポイントについて、講義形式と実技形式の 町田正直（全学教育機構講師）
活動指導のヒント」
講習を実施する。

熊本県立大学

カウンセリングの主な理論について説明し、特に基本的か
かわり技法(クライエント中心)の考え方と方法(技法)を説明
し、その上でロールプレイの実習を行う。後半では参加者の 田中 宏尚(熊本県立大学非常勤講師（名誉教
学校カウンセリングの理論と実践
熊本県熊本市
体験事例や模擬事例を元に、それらの事例についての討 授))
論をおこない理解を深め、今後の教育相談や生徒指導に役
立たせることを目的としている。

6時間 平成26年8月19日

熊本県立大学

古典文学分野においては、物語文学に描かれる主人公像
とそれを支える思想について、及び、古典文法における待
遇表現の問題点について、各々の指導方法と共に考えてい
古典文学学習の焦点と漢文教材
中井 賢一 （文学部准教授）
く。また、漢文分野においては、国語科目の中に「漢文」が
を読む技術
山田 俊 （文学部教授）
含まれていることの意味を改めて考え、中国古典文献を「漢
文」として読むことの意味、内容理解を進める際に求められ
る文化的背景等について講ずる。

6時間 平成26年8月21日

熊本県立大学

英語科におけるコミュニケーショ
ン指導

「英語らしさ」を軸にコミュニケーション指導について考察し
ます。英語母語 話者の概念の捉え方に着目し、単に文法
的に正しいだけではなく、 英語らしい表現という観点からコ 吉井 誠（文学部教授）
ミュニケーションを再考します。 英語における自然なコミュニ Richard Lavin (文学部教授）
ケーションをはぐくむための colloquial expressions を活用し 村尾治彦（文学部教授）
た指導について、また、英語らしく意見を表明する指導につ
いて考えます。

熊本県熊本市

環境教育(1)森・海を題材にして

この講習では、人間が身近に接する自然の生態系、すなわ
井上 昭夫（環境共生学部准教授）
ち陸上の森林及びそれにつながる藻場・干潟などの沿岸海
堤 裕昭（環境共生学部教授）
域を題材に、その仕組みと働きや保全のための活動につい
小森田 智大（環境共生学部助教）
て理解を深める。

熊本県熊本市

熊本県立大学

熊本県熊本市

幼・小教諭

受講者募集期間

佐賀大学

社会人になると会話を含めた即戦力としての英語力が求め
られる一方で、中学・高校では受験英語偏重という風潮が
久しく続いている。また、小学校での英語教育がスタートし
たこともあって、長期的なビジョンに立てば、中学英語もこれ
と連動する形で修正が入ってしかるべきかもしれない。今日
名本 達也(文化教育学部准教授)
の英語教育が抱える問題は、学力格差の問題、コミュニ
ケーション重視の授業への対応等、枚挙にいとまがない。こ
の講習では、このような現代の英語教育が抱える諸問題を
概観し、問題点を議論することで小・中・高の英語授業の在
り方を再考してみたい。

教諭

受講料 受講人数

幼・小・中・高・特
教諭
支教諭、養護教
養護教諭
諭

教諭
幼・小・中・特支
養護教諭 教諭、養護教諭

教諭

中・高教諭（保健
体育）

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

教諭

中学校・高等学
校国語科教諭向
け

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

平成26年5月16日～
30人
平成26年6月15日

6時間 平成26年8月19日

教諭

全教諭

6,000円

36人
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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

熊本県立大学

地球温暖化をはじめ，食料生産とエネルギーの確保，有害
化学物質による環境汚染，黄砂による大気汚染など，危機
的状況にある地球環境問題の中から，特に水環境と廃棄物
環境教育(2）水・廃棄物を題材に の問題を取り上げ，最新の研究事例を紹介するとともに， 石橋 康弘（環境共生学部教授）
して
我々が暮らしの中でできる環境対策について議論する。ま 小林 淳（環境共生学部助教）
た，最新の廃棄物処理の方法について解説するとともに，
身近な廃棄物の処理・再資源化の方法を体験的に学習し，
それらの応用方法についても議論する。

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月20日

熊本県立大学

本講義では、国内外における食料生産の現状と課題、並び
に現代社会における食・農・環境とそれらの関係を理解する
環境教育（3）食と農をめぐる環境
松添 直隆（環境共生学部教授）
ことを到達目的とする。また、身近な植物や種子を使った
食・農・環境教育の実践方法について学ぶ。

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月21日

食育に関する知識技能をブラッ
シュアップ

栄養教諭の職務に関連する基礎的で重要な知識を体系的
に獲得する。講習内容の学習をとおして、栄養教諭として必 福島 英生（環境共生学部教授）
要な基礎的知識をブラッシュアップするとともに、今後の学 南 久則（環境共生学部教授）
校における食育の在り方について検討し、具体的で実践的 横田 桂子（熊本県立大学非常勤講師）
な食育を展開できる能力を身に付ける。

熊本県熊本市

熊本県立大学

「食」と「健康」を考える

巷にあふれる食や健康に関する情報は玉石混淆であり、
正しい情報を選択し、それらを日常生活に生かす能力の習
得が今後ますます重要となると考えられる。そこで、食や健
有薗 幸司（環境共生学部教授）
康に関する知識や情報を整理するだけでなく、それらに関
青木 朋子（環境共生学部准教授）
する問題や課題を多角的に考察する機会を提供することに
友寄 博子（環境共生学部講師）
よって、「食」と上手に付き合いながら「健康」に生きることを
考える機会や食育の新たな展開を考えるための足がかりを
得ることを目的とする。

熊本県熊本市

熊本県立大学

この講習では、生徒、児童に「効率的で楽しい」授業のため
にパソコンを活用する実践的な手法を取り扱います。具体
的には、教育におけるICTの活用、Webを活用した情報の提
授業をブラッシュアップするパソコ 示、コンピュータと教材を講義と演習形式で行います。演習
ン活用
では、一人一台のパソコンを使い、インターネットが活用でき
る環境を提供し、教員が教材を作るだけではなく、児童・生
徒が自らコンテンツを作成できる環境についても考察しま
す。

宮園
飯村
金井
小薗

博光（総合管理学部教授）
伊智郎（総合管理学部教授）
貴（総合管理学部准教授）
和剛（総合管理学部准教授）

熊本県立大学

この講習では、生徒、児童に「効率的で楽しい」授業のため
にパソコンを活用する実践的な手法を取り扱います。具体
的には、教育におけるICTの活用、Webを活用した情報の提
授業をブラッシュアップするパソコ 示、コンピュータと教材を講義と演習形式で行います。演習
ン活用
では、一人一台のパソコンを使い、インターネットが活用でき
る環境を提供し、教員が教材を作るだけではなく、児童・生
徒が自らコンテンツを作成できる環境についても考察しま
す。

宮園
飯村
金井
小薗

熊本県立大学

この講習では、生徒、児童に「効率的で楽しい」授業のため
にパソコンを活用する実践的な手法を取り扱います。具体
的には、教育におけるICTの活用、Webを活用した情報の提
授業をブラッシュアップするパソコ 示、コンピュータと教材を講義と演習形式で行います。演習
ン活用
では、一人一台のパソコンを使い、インターネットが活用でき
る環境を提供し、教員が教材を作るだけではなく、児童・生
徒が自らコンテンツを作成できる環境についても考察しま
す。

宮園
飯村
金井
小薗

熊本県立大学

照屋
川俣
田中
筒井

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

36人

平成26年5月16日～
平成26年6月15日

平262007955871号

096-321-6609

http://www.pukumamoto.ac.jp/

教諭
全教諭、栄養教
栄養教諭 諭

6,000円

36人

平成26年5月16日～
平成26年6月15日

平262007955872号

096-321-6609

http://www.pukumamoto.ac.jp/

6時間 平成26年8月19日

栄養教諭 栄養教諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年6月15日

平262007955873号

096-321-6609

http://www.pukumamoto.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

80人

平成26年5月16日～
平成26年6月15日

平262007955874号

096-321-6609

http://www.pukumamoto.ac.jp/

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月19日

教諭
全教諭、栄養教
栄養教諭 諭

6,000円

平成26年5月16日～
30人
平成26年6月15日

平262007955875号

096-321-6609

http://www.pukumamoto.ac.jp/

博光（総合管理学部教授）
伊智郎（総合管理学部教授）
貴（総合管理学部准教授）
和剛（総合管理学部准教授）

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月20日

教諭
全教諭、栄養教
栄養教諭 諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年6月15日

平262007955876号

096-321-6609

http://www.pukumamoto.ac.jp/

博光（総合管理学部教授）
伊智郎（総合管理学部教授）
貴（総合管理学部准教授）
和剛（総合管理学部准教授）

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月21日

教諭
全教諭、栄養教
栄養教諭 諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年6月15日

平262007955877号

096-321-6609

http://www.pukumamoto.ac.jp/

6時間 平成26年8月18日

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、養護教諭

6,000円

平成26年4月18日～
40人
平成26年5月30日

平263059254010号

0968-75-1851

http://www.kyushuns.ac.jp/

6時間 平成26年8月19日

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、養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年5月30日

平263059254011号

0968-75-1851

http://www.kyushuns.ac.jp/

6時間 平成26年8月20日

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、養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年5月30日

平263059254012号

0968-75-1851

http://www.kyushuns.ac.jp/

子どもたちに支援を行う際に重要になるのは基本的な発育
発達に対する正しい理解である。本講習ではこの基本的な
二宮 球美（看護福祉学部准教授）
九州看護福祉大 子どもたちの発育発達への多角 理解を中心に多様化する子どもたちへの支援の在り方を学
水間 宗幸（看護福祉学部専任講師）
学
的アプローチ
ぶことが目的である。この理論的理解とともに、肢体不自由
吉田 勇一（看護福祉学部助教）
児および周辺児・発達障害児および周辺児の支援への理
解を広め、多様な子どもたちへの支援を具体的に考える。

九州看護福祉大 健康教育の思想とその実践
学
－学校保健安全の進め方－

受講料 受講人数

6,000円

社会福祉の英訳は旧来の救貧的意味を持つウェルフェアか
ら、人権保障や自己実現を目指すウェルビーイングという言
葉に定着しつつある。児童虐待の相談事例を取り上げ、フェ
教育現場に求められる福祉的視
ミニスト・ソーシャルワークの視点から、「子ども家庭支援の
九州看護福祉大 点
上石 隆雄（看護福祉学部専任教員）
実際」を学ぶ。 また、子どもの不登校や引きこもりを考える
学
－家庭、学校をつなぐソーシャル
茶屋道 拓哉（看護福祉学部専任講師）
時、その家庭の背景に目を向ける必要がある。本講習で
ワークの視点から－
は、「家族」に焦点を当て、その家族のライフステージやライ
フヒストリー（アルコール依存・DV・精神疾患・喪失体験）が
子どものメンタルヘルスに与える影響を考えていく。

現代社会は、少子高齢社会へと変貌し、児童・生徒らの健
康的な生活にも様々な問題が指摘されている。本講座で
は、学校保健安全の現代的課題を総論、各論を照屋が担
当し、川俣は薬物乱用上の観点からも問題となっている「喫
煙防止教育の進め方」、また、田中は口腔保健の領域か
ら、「口腔の発達と保健指導の進め方」等について、講習を
行う

対象職種 主な受講対象者

博行（看護福祉学部教授）
幹雄（看護福祉学部教授）
千穂子（看護福祉学部特任准教授）
睦（看護福祉学部専任講師）

熊本県玉名市

熊本県玉名市

熊本県玉名市
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教諭

全教諭

平成２６年度（第３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

学校救急処置は、その判断と対応において養護教諭に大き
な役割と責任を求められるが、事故が起こった時そこに居
合わせた担任及びその他の教職員の対応も必要である。そ
古賀 由紀子（看護福祉学部准教授）
九州看護福祉大 教育現場における緊急対応
こで、これまでの学校救急処置に関する研究をもとに、緊急
吉岡 久美(看護福祉学部専任講師）
学
－学校事故における危機管理－ 事例について検討し、判断・対応においてどのようなことが
井手 裕子（看護福祉学部助教）
必要かを考え、観察の方法についても理解する。また特に
身体活動の多いスポーツ現場における対応についても考え
る。
授業を含めた学校における様々な局面におけるコミュニ
ケーションについて、ワークショップをまじえながら、理論と
実践双方から考える。学校におけるコミュニケーションをめ
ぐる昨今の問題状況を有機的に結びつけて観察する視点を 山本 孝司（看護福祉学部准教授）
九州看護福祉大 教育的コミュニケーションの理論
養い、その問題解決に向けた理論的思考の習得を目指す。 赤木 夏代（九州ルーテル学院大学非常勤講
学
と実践
とりわけ子どもたちの自尊感情（自己肯定感）を高めること 師）
を意識した、教師対児童・生徒、児童・生徒間におけるア
サーティブなコミュニケーションの重要性について、ワーク
ショップを通して、体験的（体感的）に学んでいただく。

近年の、学校教育側からの幼児教育・幼児保育への批判
から、その連携のあり方が模索されている。幼児教育・保育
九州ルーテル学 教育の連続性を考慮した幼小連
の目的と学校教育の目的は何かを検証し、よりよい連携の
院大学
携
計り方を模索したい。なお、本講習は３日間連続受講が必
要である。

白樫 静枝（人文学部人文学科教授）
山内 隆雄（人文学部人文学科教授）
松本 充右（人文学部人文学科教授）
井﨑 美代（人文学部人文学科准教授）
河田 将一（人文学部心理臨床学科准教授）
ケビン・アクストン（人文学部人文学科講師）
三井 真紀（人文学部人文学科講師）

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21日

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、養護教諭

7,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年5月30日

平263059254013号

0968-75-1851

http://www.kyushuns.ac.jp/

熊本県玉名市

6時間 平成26年8月22日

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、養護教諭

6,000円

40人

平成26年4月18日～
平成26年5月30日

平263059254014号

0968-75-1851

http://www.kyushuns.ac.jp/

熊本県熊本市

平成26年8月6日～
18時間
平成26年8月8日

平成26年4月18日～
30人
平成26年5月17日

平263059356112号

096-343-1600

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

熊本県玉名市

時間数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

幼稚園教諭、小
学校低学年担当
教諭

18,000円

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

18,000円

120人

平成26年4月18日～
平成26年5月17日

平263059356113号

096-343-1600

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

6,000円

25人

平成26年5月16日～
平成26年6月30日

平263059653574号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

教諭

こころの問題へのアプローチ
九州ルーテル学
ー幼児・児童・生徒への支援と
院大学
教師のメンタルヘルスー

本講習では、幼児期から青年期までのこころの発達をとらえ
直しながら、喫緊の課題である特別支援教育、不登校支
援、スクールカウンセリング、スクールソーシャルワーク等に
ついて、臨床現場に精通した講師陣が実践に活かせる話題
を提供します。加えて、支援者である教師のメンタルヘルス
についても言及し、多様な視点からこころの問題へのアプ
ローチを考える機会とします。なお、本講習は３日間連続受
講が必要です。

尚絅大学

食育の現状と課題

栄養教諭は学校給食の管理とともに、学校給食を生きた教
材として活用した効果的な食育を行うことを職務としている。
食に関する指導の現状と課題を確認し、課題解決に向けて 川野 美智代（熊本大学附属小学校栄養教諭）
熊本県熊本市
の食育の具体的方策を学び、栄養教諭の専門性を生かし 守田 真里子（熊本県立大学非常勤講師）
た食育の在り方や地域との連携における食育のコーディ
ネーターとしての役割の重要性を再認識する。

6時間 平成26年8月18日

拓本の鑑賞と技法、熊本に残る
書跡・文学碑

書の手本としての碑法帖は、ほとんどが拓本によるもので
ある。様々な拓本を鑑賞しながら、その良し悪しについての
鑑賞力を高め、実際に採拓を体験してその技法を習得す
林田 俊一郎（文化言語学部教授）
る。
久多見 健（文化言語学部教授）
熊本に残る書跡を鑑賞し、その書美を味わう。また、熊本各
地に建っている文学碑の数や所在地、作者などについて解
説し、原拓を見ながら鑑賞する。

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月19日

教諭

高等学校書道科
教員

6,000円

10人

平成26年5月16日～
平成26年6月30日

平263059653575号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

尚絅大学

国語の多面性を探る

本講習の前半では、中学・高校での授業で必ず取り上げ
る『平家物語』の多面的理解と読み・諸本の面白さを踏ま
え、古典の持つ面白さと
魅力を生徒に気付かせる手立ての一つを提唱する。
武田 昌憲（文化言語学部教授）
後半では、第二言語習得論の立場から、外国人児童を対 畠山 真一（文化言語学部准教授）
象とする日本語教育の手法と理論について説明し、チーム・
ティーチングやTPRの
有効性を述べたい。

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中学校・高等学
校国語科教員

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年6月30日

平263059653576号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

尚絅大学

効果的な英語教育に資する知識や技能を、以下の講習内
容から幅広く学ぶ。
田口 誠一 （文化言語学部教授）
より良い英語の授業の実践を目 １．英語教材としての「文学」の活用について
竹下 裕俊 （文化言語学部教授）
指して
２．中等教育で英語の歴史を教え、英語のスタイルを意識さ
柚木 繁之 （文化言語学部講師）
せることの意義について
３．情報機器・デジタル教材等を活用した授業展開について

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月20日

教諭

中学校・高等学
校英語科教員

6,000円

20人

平成26年5月16日～
平成26年6月30日

平263059653577号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

教諭

中学校、高等学
校理科教諭向け

18,000円

5人

平成26年4月18日～
平成26年6月28日

平263059754061号

096-326-3406

http://www.sojou.ac.jp/

尚絅大学

崇城大学

理科教育の先端技術

有村
三城
岩永
河田
糟谷
石坂

達之（人文学部心理臨床学科教授）
大介（人文学部心理臨床学科教授）
靖（人文学部心理臨床学科准教授）
熊本県熊本市
将一（人文学部心理臨床学科准教授）
知香江（人文学部心理臨床学科准教授）
昌子（人文学部心理臨床学科講師）

八田泰三（工学部教授）
友重竜一（工学部教授）
西田正志（工学部准教授）
本講習は３つのテーマで実施します。「ナノテクノロジーの 水城圭司（工学部助教）
解説と化学実験の実施方法」「バイオテクノロジー」「最新の 寺本祐司（生物生命学部教授）
生命科学と先端医療」として、本学のナノサイエンス学科、 福田耕才（生物生命学部准教授）
応用微生物工学科、応用生命科学科より専任教員が講師 松本陽子（生物生命学部教授）
となり講習を行います。現職教諭の方がすぐに活用出来る 松下琢（生物生命学部教授）
化学系の実験内容や各分野の最先端技術についての講習 千々岩崇仁（生物生命学部准教授）
を計画しており、受講される先生方の授業等の参考にして 山本進二郎（生物生命学部准教授）
いただくことを希望しています。
宮原浩二（生物生命学部准教授）
西山孝（生物生命学部准教授）
市原英明（生物生命学部准教授）
齋田哲也（生物生命学部准教授）

熊本県熊本市

18時間

18時間
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平成26年8月6日～
平成26年8月8日

平成26年8月26日～
平成26年8月28日

栄養教諭 栄養教諭

平成２６年度（第３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
小野長門（工学部教授）
吉良章夫（工学部准教授）
森昭寿（工学部准教授）
村上泰浩（工学部教授）
岩原昭次（工学部教授）
本保基人（工学部教授）
東康二（工学部教授）
秋元一秀（工学部准教授）
嘉戸通幸（工学部准教授）
西郷正浩（工学部准教授）
村田泰孝（工学部准教授）
林美貴（工学部講師）
内丸恵一（工学部講師）
中薗哲也（工学部助教）
古賀元也（工学部助教）
島津勝（工学部助教）
金澤康次（工学部教授）

崇城大学

本講習は「分かり易い先端機械工学のいま」「建築の発想
と技術」「翼とプロペラで知る飛行の世界」の３分野で構成さ
れます。もの作りの基盤技術である機械工学の基礎技術と
最新技術を、建築分野では現代の建築と社会のかかわり合
工業教育の基礎から先端技術ま
いを安全性・快適性・デザイン性の３つの視点から取り上
で
げ、熊本の大学では珍しい航空分野の学問からは、先生方
が職場でも実施できるような身近な道具や材料を使用した
実習を計画しています。工業分野の一部分ではありますが
特色のある講習を準備します。

崇城大学

地球環境問題への取組み

いまや「人類の最大課題」と称される環境問題に対する認
識と対応・実践は、将来世代に対する現在世代とりわけ教
員すべての責務といえます。本講習は地球規模から身近な
環境までの多様で複雑な環境問題について、環境教育の
視点獲得と枠組み検討に資するために、①地球環境問題
の視点と枠組み②生命・生態系と環境③環境問題とテクノ
ロジーの３テーマで構成し、わかりやすい解説を通して、現
職教員の方々の参考となるような講習を実施します。

美術・デザイン実習

本講習は美術とデザインの２分野で構成しています。美術
では、日本画の基本的な知識と技法の習得を目指した実技
実習を行い、彫刻においては人体造形の基礎実習を行いま
す。デザインでは、ビジュアルコミュニケーション、プロダク
ト、スペースデザイン系の各領域の講義を通して、デザイン
の本質とは何かを論じるとともに、様々な事象・作品・製品・
研究内容を紹介しながら、デザインの領域や対象となる具
体的内容について知見を広められるような講習を実施しま
す。

平成音楽大学

これからの音楽科授業のあり方

学習指導要領の改訂で、「楽しい音楽」から「楽しく学ぶ音
楽」の授業への転換が求められています。音楽学習を通し
て〈自分の思いや考えを伝える力〉や〈共に学ぶ態度〉を育
てるには、どのような授業を構築していくか、が問われてい 岩山 惠美子（音楽学部教授）
ます。学習指導要領の変遷をひもとくとともに、表現及び鑑
賞の授業実践をもとにこれからの授業のあり方を考えてい
きます。

崇城大学

田代敬大（工学部准教授）
坂本浩(更新講習特別講師）
中原正俊（情報学部教授）
吉田烈（更新講習特別講師）
岩原正宜（更新講習特別講師）
上岡龍一（更新講習特別講師）
齊藤弘順（工学部教授）
上野賢仁（工学部教授）
中村賢次（芸術学部教授）
佐藤和歌子（芸術学部非常勤講師）
勝野眞言（芸術学部教授）
楠元香代子（芸術学部教授）
岩上孝二（芸術学部教授）
本間康夫（芸術学部教授）
原田和典（芸術学部准教授）

講習の開催地

時間数

講習の期間

平成26年8月26日～
平成26年8月28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

18,000円

15人

平成26年4月18日～
平成26年6月28日

平263059754062号

096-326-3406

http://www.sojou.ac.jp/

全教諭

18,000円

平成26年4月18日～
60人
平成26年6月28日

平263059754063号

096-326-3406

http://www.sojou.ac.jp/

教諭

中学校、高等学
校美術教諭向け

18,000円

10人

平成26年4月18日～
平成26年6月28日

平263059754064号

096-326-3406

http://www.sojou.ac.jp/

熊本県熊本市

18時間

教諭

熊本県熊本市

平成26年8月26日～
18時間
平成26年8月28日

教諭

熊本県熊本市

18時間

平成26年8月26日～
平成26年8月28日

高等学校工業教
諭向け

熊本県熊本市
花畑町

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
音楽教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年6月30日

平263059854539号

096-282-0506

http://www.heiseimusic.ac.jp

平成音楽大学

本講習は、教育現場におけるわかりやすく役に立つ作曲・
編曲・指揮の演習を行う。簡単なメロディーの作り方、効果
的な美しい伴奏・実用的な和音のつけ方についての講習を
音楽最前線 魅力ある美しい音 行う。更に、編曲の実習としてジャンルは合唱曲（二部・三
楽の世界～教育現場で役に立つ 部・混声合唱の編曲）及び吹奏楽（合奏編曲）などクラッシッ 出田 敬三（音楽学部教授）
わかりやすい創作と指揮法
クからポピュラーまでである。また、各拍子によるバトンテク
ニックの指導、左手の使い方と効果、学校教材の中でも、合
唱・合奏曲を中心とした教育現場ですぐに役に立つ指揮及
び音楽創りの演習を行う。

熊本県熊本市
花畑町

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
音楽教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年6月30日

平263059854540号

096-282-0506

http://www.heiseimusic.ac.jp

平成音楽大学

近年、特別支援学級だけでなく通常学級にも軽度の障がい
児はみられる。教師がその児童、生徒の障がいをよく理解
し、うまく対応、支援できることは教育や指導の質の向上、
障がい児の理解・音楽教育に役 学級経営にも関わってくる。また障がいを持たなくとも、学習
村橋 和子（音楽学部専任講師）
立てる音楽療法の技法
能力、集中力、持続力にばらつきがあるためクラス全体の
活動が困難という場合に、音楽療法の技法を基に教師が新
しい取り組み方を考案できるよう、音楽療法的観点から考え
てみたい。

熊本県熊本市
花畑町

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
音楽教諭

6,000円

30人

平成26年4月18日～
平成26年6月30日

平263059854541号

096-282-0506

http://www.heiseimusic.ac.jp

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月18日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年6月30日

平263534953479号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

本講習は、幼児教育に対する理解を深めるためのプログラ
ムであり、次の２科目を開設する。
①世界の保育政策動向と子どもの学び
尚絅大学短期大 保育実践講座Ⅱ（子どもの学び・
塩崎 美穂（幼児教育学科准教授）
②身体表現の理解と実践 自らの身体を媒介とし、表現を
学部
身体表現）
青木 理子（幼児教育学科准教授）
楽しむ。幼稚園教育要領に示された感性と表現に
関する領域「表現」のねらいを踏まえて、幼児の身体表
現活動について理解を深める。

熊本県熊本市

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5月16日～
平成26年6月30日

平263534953480号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

本講習は、幼児教育に対する理解を深めるためのプログラ
ムであり、次の２科目を開設する。
尚絅大学短期大 保育実践講座Ⅲ（障がい児教育・
佐澤 智恵子（幼児教育学科非常勤講師）
①特別支援教育ニーズを満たすクラス作り、また活動計画
学部
造形表現）
坂本 健（幼児教育学科講師）
とは
②造形あそびにおける材料（素材）・用具について

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月20日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

30人

平成26年5月16日～
平成26年6月30日

平263534953481号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

尚絅大学短期大 保育実践講座Ⅰ（保育・音楽表
学部
現）

本講習は、幼児教育に対する理解を深めるためのプログラ
ムであり、次の２科目を開設する。
片桐 真弓（幼児教育学科講師）
1）子どもの発達と環境
長﨑 あや子（幼児教育学科教授）
2）リズムあそびの指導法（音楽的な表現活動の中の「リズ
中川 みゆき（熊本大学非常勤講師）
ムあそび」の実践及び指導法）
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開設者名

講習の名称

講習の概要
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時間数
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ＵＲＬ

公益社団法人日
さわやか一輪車指導者研修会
本一輪車協会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校教員を対象にした講習会を開催
する。学識経験者による理論指導や当協会の公認指導員
による実技指導などを行う。全教科担当の小学校教員に体
育学習に関する最新の知見や効果的な指導の在り方につ
いての研修の機会を提供する。本講習会は、大学教授など
を講師として過去24年間にわたって開催し、28,833人以上
の小学校教員が受講した実績を有している。
主な受講対象者は小学校教諭とする。

園山和夫（桐蔭横浜大学教授）
高田彬成（文部科学省スポーツ・青少年局
体育参事官室教科調査官）
池田延行(国士舘大学教授）
本村清人（東京女子体育大学教授）
土井浩信（淑徳大学教授）

熊本県熊本市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校教諭

1,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平268135353283号

03-6458-8131

http://jua-web.org

公益社団法人日
さわやか一輪車指導者研修会
本一輪車協会

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校教員を対象にした講習会を開催
する。学識経験者による理論指導や当協会の公認指導員
による実技指導などを行う。全教科担当の小学校教員に体
育学習に関する最新の知見や効果的な指導の在り方につ
いての研修の機会を提供する。本講習会は、大学教授など
を講師として過去24年間にわたって開催し、28,833人以上
の小学校教員が受講した実績を有している。
主な受講対象者は小学校教諭とする。

園山和夫（桐蔭横浜大学教授）
高田彬成（文部科学省スポーツ・青少年局
体育参事官室教科調査官）
池田延行(国士舘大学教授）
本村清人（東京女子体育大学教授）
土井浩信（淑徳大学教授）

大分県大分市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校教諭

1,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平268135353282号

03-6458-8131

http://jua-web.org

教諭

幼稚園教諭、小
学校教諭、中・高
等学校保健体育
教諭

4,000円

30人

平成26年5月1日～
平成26年6月30日

平268137054549号

03-5652-7351

http://www.jbdf.or.
jp/

財団法人日本
ボールルームダ
ンス連盟

新学習指導要領に即した体育の授業における男女共修の
ダンスとして、ボールルームダンス（社交ダンス）の指導法を
講習する。「生涯スポーツと学校体育そしてダンス」「これか
JBDFはじめてのボールルームダ
らの学習とボールルームダンス」等の講義、ダンス実技・指
ンス(社交ダンス)指導者養成講
導法および、受講者が生徒として体験する模擬授業（グ
習会
ループ指導・授業のまとめとしての発表会、実技試験）等を
通し、学校教育の中で豊かな心（共生する力や態度、好まし
い人間関係の醸成等）を育成することを考察する。

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

園山和夫（桐蔭横浜大学教授）
高田彬成（文部科学省スポーツ・青少年局
体育参事官室教科調査官）
池田延行(国士舘大学教授）
本村清人（東京女子体育大学教授）
土井浩信（淑徳大学教授）

第1期
平成26年8月21日～
平成26年8月22日
20時間
第2期
平成26年11月22日～
平成26年11月23日

宮崎県宮崎市

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校教諭

1,000円

50人

平成26年4月16日～
平成26年7月10日

平268135353284号

03-6458-8131

http://jua-web.org

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年6月14日

教諭

中学校・高等学
校教諭

6,000円

30人

平成26年4月23日～
平成26年5月24日

平261008055427号

099-285-7314

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

現代社会と法

本講習は現代社会をテーマに、社会学と法律学の観点から
現代日本における社会と人間について理解を目指す。
講義は２部に分かれ、第１部では現代社会論の観点から、
城戸 秀之(法文学部教授)
戦後日本社会の変化を社会構造と生活様式の消費化・情
上原 大祐(法文学部准教授)
報化に焦点を合わせて考察する。第２部では、消費者問題
の対策としての消費者保護に焦点を当て、法、特に刑法が
果たす役割について論じる。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年7月12日

教諭

中学校(社会)・高
等学校(公民)教
諭

6,000円

30人

平成26年4月23日～
平成26年6月21日

平261008055428号

099-285-7314

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

英語史、多読

①末松が担当する講習では、語法や文法を分かりやすく教
えられるよう、その背景にある英語史の知識を深める。その
上で、現代英米語の実態を調査する方法を学び、最新の情 末松 信子（法文学部准教授）
報を授業に活かせるようにすることを目指す。
スティーブ・コーダ（法文学部准教授）
②スティーブ・コーダが担当する講習では、多読の取り組み
方法と結果について学ぶ。講義は、英語で行う。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年7月12日

教諭

中学校(英語)・高
等学校(英語)教
諭

6,000円

平成26年4月23日～
30人
平成26年6月21日

平261008055429号

099-285-7314

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

歴史研究の現在

本講習は、東アジア史に関する近年の研究成果を紹介・
解説することを主な内容としている。前半の日本史学の講
習では、日本中世の人物や事象に関する近年までの研究
金井 静香（法文学部准教授）
の成果について、関連する史料をもとに講義する。後半で
大田 由紀夫（法文学部教授）
は、12～16世紀における日本・中国など東アジア各地の貨
幣史を題材として、近年盛んになりつつある東アジア海域史
研究の一端を紹介していく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校（社会）・
高等学校（地歴）
教諭

6,000円

30人

平成26年4月23日～
平成26年7月5日

平261008055430号

099-285-7314

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

公益社団法人日
さわやか一輪車指導者研修会
本一輪車協会

鹿児島大学

小学校学習指導要領解説体育編に例示されている一輪車
の指導法について、小学校教員を対象にした講習会を開催
する。学識経験者による理論指導や当協会の公認指導員
による実技指導などを行う。全教科担当の小学校教員に体
育学習に関する最新の知見や効果的な指導の在り方につ
いての研修の機会を提供する。本講習会は、大学教授など
を講師として過去24年間にわたって開催し、28,833人以上
の小学校教員が受講した実績を有している。
主な受講対象者は小学校教諭とする。

第1期
講義：佐伯年詩雄(日本ウェルネススポーツ大
学教授）
実技：堀口 宏(JBDF商業(プロ）1級インストラク
ター）
菅原まゆ(JBDF商業(プロ）1級インストラ
クター)
大分県別府市
第2期
講義：笠原一也(日本体育・スポーツ政策学会
会長)
実技：堀口さと子(JBDF商業(プロ）1級インストラ
クター)
島輝子(JBDF商業(プロ）1級インストラク
ター)

マネジメント理論の歴史から新しい戦略概念「創発的戦略」
を理解する。これにより、現代社会に必要とされている組織
像、人材像を理解する。この理解は、学級経営、生徒指導
マネジメント理論からみる人材育 などへの応用が可能であり、担当講師自身の取り組みも紹
大前 慶和（法文学部教授）
成の方向性
介する。続いて、エクセレントカンパニーとしてディズニーを
取り上げ、マネジメント手法およびホスピタリティーについて
理解する。生徒との関係性構築の他、修学旅行の事前学習
にも活用可能である。

273 / 288 ページ

平成２６年度（第３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
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ＵＲＬ

組織と戦略の経営学

午前の部では，組織論・戦略論の概念を用いて，高校生に
身近な現象（学級活動や部活動）を考察する。組織を対象と
する経営理論を分析ツールとして利用することで，高校の現
場で生じている現象や問題を，客観的に考えるきっかけとな 大芝 周子（法文学部准教授）
るだろう。午後の部では，資本主義を成り立たせるにはどの 王 鏡凱（法文学部准教授）
ような条件が必要か。この経営学において究極的な問いか
けに対して，経営管理理論の古典中の古典と呼ばれるマッ
クス・ウェーバーの考え方を説明する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年7月26日

教諭

高等学校（地歴・
公民・商業）教諭

6,000円

15人

平成26年4月23日～
平成26年7月5日

平261008055431号

099-285-7314

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

鹿児島大学

古典教育と近世文学

中等教育における古典文学は、平安時代から鎌倉時代に
かけて作られた作品が中心となっている。江戸時代（近世）
は、これらの文学を庶民にもわかりやすく広める（大衆化）と
ともに、古典のもじり、見立てなどを駆使し、古典の世界に
丹羽 謙治（法文学部教授）
庶民的な洗練をつけ加えていった。学生を古典の世界に導
くためのヒントを江戸時代の文学作品のなかから掬い取っ
てみたい。具体的には芭蕉の句、雑俳、地口、絵画などを
取り上げる予定である。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校（国語）・
高等学校（国語）
教諭

6,000円

50人

平成26年4月23日～
平成26年7月18日

平261008055432号

099-285-7314

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

鹿児島大学

乳幼児期から児童期にかけての人格面、情緒面の発達に
ついてみていく。主に乳幼児期の愛着理論、自我発達理論
乳幼児期から児童期にかけての
を紹介する。こうした理論をもとに乳幼児期から児童期にか 假屋園 昭彦（教育学部教授）
子どもの人格，情緒発達
けての親子関係のあり方、幼児教育のあり方について考察
する。

6時間 平成26年6月1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

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年5月11日

平261008055433号

099-285-7314

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

鹿児島大学

乳幼児期から児童期にかけての人格面、情緒面の発達に
ついてみていく。主に乳幼児期の愛着理論、自我発達理論
乳幼児期から児童期にかけての
を紹介する。こうした理論をもとに乳幼児期から児童期にか 假屋園 昭彦（教育学部教授）
子どもの人格，情緒発達
けての親子関係のあり方、幼児教育のあり方について考察
する。

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

6,000円

40人

平成26年4月23日～
平成26年6月14日

平261008055434号

099-285-7314

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

鹿児島大学

乳幼児期から児童期にかけての人格面、情緒面の発達に
ついてみていく。主に乳幼児期の愛着理論、自我発達理論
乳幼児期から児童期にかけての
を紹介する。こうした理論をもとに乳幼児期から児童期にか 假屋園 昭彦（教育学部教授）
子どもの人格，情緒発達
けての親子関係のあり方、幼児教育のあり方について考察
する。

6時間 平成26年8月6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

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年7月16日

平261008055435号

099-285-7314

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

鹿児島大学

乳幼児期から児童期にかけての人格面、情緒面の発達に
ついてみていく。主に乳幼児期の愛着理論、自我発達理論
乳幼児期から児童期にかけての
を紹介する。こうした理論をもとに乳幼児期から児童期にか 假屋園 昭彦（教育学部教授）
子どもの人格，情緒発達
けての親子関係のあり方、幼児教育のあり方について考察
する。

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
校教諭、養護教
諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年8月6日

平261008055436号

099-285-7314

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

鹿児島大学

乳幼児期から児童期にかけての人格面、情緒面の発達に
ついてみていく。主に乳幼児期の愛着理論、自我発達理論
乳幼児期から児童期にかけての
を紹介する。こうした理論をもとに乳幼児期から児童期にか 假屋園 昭彦（教育学部教授）
子どもの人格，情緒発達
けての親子関係のあり方、幼児教育のあり方について考察
する。

6時間 平成26年9月7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

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年8月17日

平261008055437号

099-285-7314

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

鹿児島大学

乳幼児期から児童期にかけての人格面、情緒面の発達に
ついてみていく。主に乳幼児期の愛着理論、自我発達理論
乳幼児期から児童期にかけての
を紹介する。こうした理論をもとに乳幼児期から児童期にか 假屋園 昭彦（教育学部教授）
子どもの人格，情緒発達
けての親子関係のあり方、幼児教育のあり方について考察
する。

6時間 平成26年11月9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

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年10月19日

平261008055438号

099-285-7314

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

鹿児島大学

思春期から青年期にかけての人格面，情緒面の特徴につ
いてみていく。具体的には中学生と高校生の心理面の特
思春期から青年期にかけての生 徴，教師や親の立場からの接し方，家族のあり方について
假屋園 昭彦（教育学部教授）
徒の人格，情緒発達
考察する。またこの時期の学級集団への対応のあり方，お
よび進路を考えるうえでのアイデンティティ形成の問題につ
いて考察する。

6時間 平成26年6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
校教諭、養護教
諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年5月18日

平261008055439号

099-285-7314

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

鹿児島大学

思春期から青年期にかけての人格面，情緒面の特徴につ
いてみていく。具体的には中学生と高校生の心理面の特
思春期から青年期にかけての生 徴，教師や親の立場からの接し方，家族のあり方について
假屋園 昭彦（教育学部教授）
徒の人格，情緒発達
考察する。またこの時期の学級集団への対応のあり方，お
よび進路を考えるうえでのアイデンティティ形成の問題につ
いて考察する。

6時間 平成26年8月7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

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年7月17日

平261008055440号

099-285-7314

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

鹿児島大学

思春期から青年期にかけての人格面，情緒面の特徴につ
いてみていく。具体的には中学生と高校生の心理面の特
思春期から青年期にかけての生 徴，教師や親の立場からの接し方，家族のあり方について
假屋園 昭彦（教育学部教授）
徒の人格，情緒発達
考察する。またこの時期の学級集団への対応のあり方，お
よび進路を考えるうえでのアイデンティティ形成の問題につ
いて考察する。

6時間 平成26年8月28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

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年8月7日

平261008055441号

099-285-7314

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

鹿児島大学

思春期から青年期にかけての人格面，情緒面の特徴につ
いてみていく。具体的には中学生と高校生の心理面の特
思春期から青年期にかけての生 徴，教師や親の立場からの接し方，家族のあり方について
假屋園 昭彦（教育学部教授）
徒の人格，情緒発達
考察する。またこの時期の学級集団への対応のあり方，お
よび進路を考えるうえでのアイデンティティ形成の問題につ
いて考察する。

6時間 平成26年10月11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

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年9月20日

平261008055442号

099-285-7314

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

鹿児島大学

思春期から青年期にかけての人格面，情緒面の特徴につ
いてみていく。具体的には中学生と高校生の心理面の特
思春期から青年期にかけての生 徴，教師や親の立場からの接し方，家族のあり方について
假屋園 昭彦（教育学部教授）
徒の人格，情緒発達
考察する。またこの時期の学級集団への対応のあり方，お
よび進路を考えるうえでのアイデンティティ形成の問題につ
いて考察する。

6時間 平成26年11月23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

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年11月2日

平261008055443号

099-285-7314

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

鹿児島大学

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県奄美
市

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県鹿児
島市
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平成２６年度（第３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

鹿児島大学

道徳の時間のなかで、教師が児童に伝えるべきメッセージ
道徳の時間の捉え方と道徳教育 は何か、さらに教師は道徳の時間をどのように考えていけ
假屋園 昭彦（教育学部教授）
における人間観を考える
ばよいのか、という点について考察する。そして人間とはど
のような存在なのか、という点についても論究していく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年6月15日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年5月25日

平261008055444号

099-285-7314

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

鹿児島大学

道徳の時間のなかで、教師が児童に伝えるべきメッセージ
道徳の時間の捉え方と道徳教育 は何か、さらに教師は道徳の時間をどのように考えていけ
假屋園 昭彦（教育学部教授）
における人間観を考える
ばよいのか、という点について考察する。そして人間とはど
のような存在なのか、という点についても論究していく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年7月5日

平261008055445号

099-285-7314

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

鹿児島大学

道徳の時間のなかで、教師が児童に伝えるべきメッセージ
道徳の時間の捉え方と道徳教育 は何か、さらに教師は道徳の時間をどのように考えていけ
假屋園 昭彦（教育学部教授）
における人間観を考える
ばよいのか、という点について考察する。そして人間とはど
のような存在なのか、という点についても論究していく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月12日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年7月22日

平261008055446号

099-285-7314

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

鹿児島大学

道徳の時間のなかで、教師が児童に伝えるべきメッセージ
道徳の時間の捉え方と道徳教育 は何か、さらに教師は道徳の時間をどのように考えていけ
假屋園 昭彦（教育学部教授）
における人間観を考える
ばよいのか、という点について考察する。そして人間とはど
のような存在なのか、という点についても論究していく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年9月13日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年8月23日

平261008055447号

099-285-7314

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

鹿児島大学

学校カウンセリングへの招待

学校カウンセリングの進め方についての基本的な用語，技
法について紹介する。具体的内容は，カウンセリングのねら
い，共感の方法，受容のありかた，カウンセリングでどこを
假屋園 昭彦（教育学部教授）
みるか，カウンセリングの効果はどこにあるのか，身体症
状，トラウマ，認知行動療法の考え方，などについて講義す
る。

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

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年6月8日

平261008055448号

099-285-7314

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

学校カウンセリングへの招待

学校カウンセリングの進め方についての基本的な用語，技
法について紹介する。具体的内容は，カウンセリングのねら
い，共感の方法，受容のありかた，カウンセリングでどこを
假屋園 昭彦（教育学部教授）
みるか，カウンセリングの効果はどこにあるのか，身体症
状，トラウマ，認知行動療法の考え方，などについて講義す
る。

6時間 平成26年7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
校教諭、養護教
諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年7月6日

平261008055449号

099-285-7314

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

学校カウンセリングへの招待

学校カウンセリングの進め方についての基本的な用語，技
法について紹介する。具体的内容は，カウンセリングのねら
い，共感の方法，受容のありかた，カウンセリングでどこを
假屋園 昭彦（教育学部教授）
みるか，カウンセリングの効果はどこにあるのか，身体症
状，トラウマ，認知行動療法の考え方，などについて講義す
る。

6時間 平成26年8月18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

6,000円

平成26年4月23日～
100人
平成26年7月28日

平261008055450号

099-285-7314

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

鹿児島大学

学校カウンセリングへの招待

学校カウンセリングの進め方についての基本的な用語，技
法について紹介する。具体的内容は，カウンセリングのねら
い，共感の方法，受容のありかた，カウンセリングでどこを
假屋園 昭彦（教育学部教授）
みるか，カウンセリングの効果はどこにあるのか，身体症
状，トラウマ，認知行動療法の考え方，などについて講義す
る。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年10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
校教諭、養護教
諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年10月5日

平261008055451号

099-285-7314

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

鹿児島大学

学びとは何か、理解とは何か、という問題について考えてい
く。さらに人間の学習が成立するために必要な条件につい
学びとは何か，学習の成立条件 て考察する。そして何のために学習（勉強）することが必要
假屋園 昭彦（教育学部教授）
を考える
なのか、という問題について考える。こうした考察のなかで
勉強することの意味について、教師の立場から生徒に語る
言葉をみつけていく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年6月21日

平261008055452号

099-285-7314

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

鹿児島大学

学びとは何か、理解とは何か、という問題について考えてい
く。さらに人間の学習が成立するために必要な条件につい
学びとは何か，学習の成立条件 て考察する。そして何のために学習（勉強）することが必要
假屋園 昭彦（教育学部教授）
を考える
なのか、という問題について考える。こうした考察のなかで
勉強することの意味について、教師の立場から生徒に語る
言葉をみつけていく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月11日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年7月21日

平261008055453号

099-285-7314

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

鹿児島大学

学びとは何か、理解とは何か、という問題について考えてい
く。さらに人間の学習が成立するために必要な条件につい
学びとは何か，学習の成立条件 て考察する。そして何のために学習（勉強）することが必要
假屋園 昭彦（教育学部教授）
を考える
なのか、という問題について考える。こうした考察のなかで
勉強することの意味について、教師の立場から生徒に語る
言葉をみつけていく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月19日

教諭

小学校・中学校・
高等学校・特別
支援学校教諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年7月29日

平261008055454号

099-285-7314

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

平成26年6月7日～
平成26年6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
校教諭、養護教
諭

12,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年5月17日

平261008055455号

099-285-7314

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

平成26年7月12日～
平成26年7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

12,000円

150人

平成26年4月23日～
平成26年6月21日

平261008055456号

099-285-7314

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

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

「生きる力」を育むこれからの学
校教育

「生きる力」を育むこれからの学校教育はどうあったらよい
のか、実践的な講習をします。たのしい授業やたのしい生
活指導の実際を多数例示して、子どもたちの意欲や自信を 内沢 達（教育学部非常勤講師）
育てる教育のあり方を考えていきます。成熟した時代や社
会における教職の意義についても深めます。

「生きる力」を育むこれからの学
校教育

「生きる力」を育むこれからの学校教育はどうあったらよい
のか、実践的な講習をします。たのしい授業やたのしい生
活指導の実際を多数例示して、子どもたちの意欲や自信を 内沢 達（教育学部非常勤講師）
育てる教育のあり方を考えていきます。成熟した時代や社
会における教職の意義についても深めます。

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県鹿児
島市

12時間

12時間
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平成２６年度（第３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

「生きる力」を育むこれからの学
校教育

「生きる力」を育むこれからの学校教育はどうあったらよい
のか、実践的な講習をします。たのしい授業やたのしい生
活指導の実際を多数例示して、子どもたちの意欲や自信を 内沢 達（教育学部非常勤講師）
育てる教育のあり方を考えていきます。成熟した時代や社
会における教職の意義についても深めます。

鹿児島大学

「生きる力」を育むこれからの学
校教育

「生きる力」を育むこれからの学校教育はどうあったらよい
のか、実践的な講習をします。たのしい授業やたのしい生
活指導の実際を多数例示して、子どもたちの意欲や自信を 内沢 達（教育学部非常勤講師）
育てる教育のあり方を考えていきます。成熟した時代や社
会における教職の意義についても深めます。

鹿児島大学

本講座では，中学校数学ならびに中学校英語の教科の
特性を踏まえつつ，タブレット型端末の活用による指導法改
善についての研修を深めていく。
タブレット型端末を活用した指導
まず，タブレット型端末の可能性を知り，次に中学校数学
塚元 宏雄(教育学部准教授）
法改善（中学校数学・中学校英 ならびに中学校英語の実践的な授業例を紹介する。さら
森下 孟（教育学部講師）
語）
に，授業にタブレット型端末を取り入れることで，指導法改
善をどう図るか，生徒のコミュニケーション力や表現力・思考
力をどのように高めていくかについての提案ならびに開発を
行っていく。

鹿児島大学

講習の開催地

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県鹿児
島市

時間数

12時間

12時間

講習の期間

対象職種 主な受講対象者

受講料 受講人数

平成26年8月11日～
平成26年8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
校教諭、養護教
諭

12,000円

150人

平成26年4月23日～
平成26年7月21日

平261008055457号

099-285-7314

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

平成26年11月22日～
平成26年11月23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

12,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年11月1日

平261008055458号

099-285-7314

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

平261008055459号

099-285-7314

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

6時間 平成26年6月7日

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

教諭

中学校（数学・英
語）教諭，かつ，
タブレット型を
活用した教育に
関心のある者

6,000円

平成26年4月23日～
30人
平成26年5月17日

教諭

小学校・中学校
（保健体育）・高
等学校（保健体
育）教諭

6,000円

20人

平成26年4月23日～
平成26年5月24日

平261008055460号

099-285-7314

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

教諭

小学校・中学校
（国語）・高等学
校（国語）・特別
支援学校教諭

6,000円

10人

平成26年4月23日～
平成26年5月24日

平261008055461号

099-285-7314

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

6,000円

20人

平成26年4月23日～
平成26年6月7日

平261008055462号

099-285-7314

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

器械運動領域「マット運動」の指
導法

本講習は，発生目的論的運動学の視点から，器械運動領
域「マット運動」における技のとらえ方，指導内容について概
説するとともに，実習を通してそれらの指導法について理解
高岡 治（教育学部教授）
を深める．本講習では，発展技，更なる発展技を見通したう
えで，主に基本技とされる前転，後転，倒立などを取り上げ
る．

文学教材指導法

言語活動の充実という視点から、児童生徒の学習実態を踏
まえた、文学教材による学習指導方法の改善・工夫につい
上谷 順三郎（教育学部教授）
て考察する。また文学教材を用いる学習において、児童生
徒がどのような力を培うのかを考察する。

鹿児島県西之
表市

鹿児島大学

文学教材指導法

言語活動の充実という視点から、児童生徒の学習実態を踏
まえた、文学教材による学習指導方法の改善・工夫につい
上谷 順三郎（教育学部教授）
て考察する。また文学教材を用いる学習において、児童生
徒がどのような力を培うのかを考察する。

鹿児島県奄美
市

6時間 平成26年6月28日

教諭

小学校・中学校
（国語）・高等学
校（国語）・特別
支援学校教諭

鹿児島大学

中学校技術科の授業づくりに関する研究の到達点を踏まえ
技術・工業の教科教育と授業づく ながら、中学校段階の技術教育のカリキュラム・授業開発
本多 満正（教育学部教授）
り
等を検討する。対象者は中学校技術科であるが中高の接
続状況を検討する点で高校工業科も受講可とする。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年6月21日

教諭

中学校（技術）教
諭

6,000円

20人

平成26年4月23日～
平成26年5月31日

平261008055463号

099-285-7314

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

鹿児島大学

不登校は，その背景や行動について，その本人と関わる機
会が少なくなるため，理解することが難しいとされる。そのた
め，教師にとって戸惑う課題の一つであると言えよう。本講
不登校に関する基本的な理解と
習では，不登校について，本人の感情や行動面に注目を
有倉 巳幸（教育学部教授）
支援
し，その理解について，いくつかの視点からの解説を行う。
また，支援のあり方については，事例を取り上げながら，検
討できる機会を設けていきたいと考える。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年6月28日

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年6月7日

平261008055464号

099-285-7314

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

鹿児島大学

不登校は，その背景や行動について，その本人と関わる機
会が少なくなるため，理解することが難しいとされる。そのた
め，教師にとって戸惑う課題の一つであると言えよう。本講
不登校に関する基本的な理解と
習では，不登校について，本人の感情や行動面に注目を
有倉 巳幸（教育学部教授）
支援
し，その理解について，いくつかの視点からの解説を行う。
また，支援のあり方については，事例を取り上げながら，検
討できる機会を設けていきたいと考える。

鹿児島県奄美
市

6時間 平成26年10月19日

小学校・中学校・
教諭
高等学校・特別
養護教諭 支援学校教諭、
養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月23日～
平成26年9月28日

平261008055465号

099-285-7314

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

鹿児島県鹿児
島市

平成26年7月12日～
12時間
平成26年7月13日

教諭

小学校・中学校
（保健体育）・高
等学校（保健体
育）教諭

12,000円

50人

平成26年4月23日～
平成26年6月21日

平261008055466号

099-285-7314

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

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年6月14日

6時間 平成26年6月14日

授業にいかす体育・スポーツ科
学の知見

現在、教科体育には、子どもの体力低下や身体知の獲得
など、数多くの課題が存在します。したがって、体育授業を
担当する教師は、授業づくりの再考が求められていると言っ
ても過言ではありません。本講習では、講師陣が各専門分
野の視点から、これからの教科体育に要求される課題に向
き合うための留意点を、授業設計、授業実践、授業評価の
各段階において論じたいと考えます。

小学校理科基礎実験

今日の理科教育の動向および学習指導要領の実践上の
要点を踏まえた上で、小学校の理科授業で観察・実験を指
導する上で必要となる、指導内容に即した観察・実験に関す
内ノ倉 真吾(教育学部准教授)
る基礎的な知識と技能を修得することを目指す。具体的な
錦織 寿(教育学部准教授)
内容として、粒子領域の「もののとけ方」「ものの燃え方」、
川西 基博(教育学部准教授)
生命領域の「生き物の種類」「植物のかたち」、ものづくりな
どを中心に取り扱い、講義と演習を組み合わせた形式で講
習を行う予定である。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年7月12日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年4月23日～
平成26年6月21日

平261008055467号

099-285-7314

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

図画工作科教育法

図画工作科の表現領域における内容とその指導方法につ
いて、具体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材
小江 和樹（教育学部教授）
体験）を通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力
と教材解釈力を習得する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年7月19日

教諭

小学校教諭

6,000円

27人

平成26年4月23日～
平成26年6月28日

平261008055468号

099-285-7314

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

武隈
廣瀬
中嶋
高岡

晃（教育学部教授）
勝弘（教育学部准教授）
哲也（教育学部講師）
治（教育学部教授）

276 / 288 ページ

平成２６年度（第３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

図画工作科の表現領域における内容とその指導方法につ
いて、具体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材
小江 和樹（教育学部教授）
体験）を通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力
と教材解釈力を習得する。

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

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校教諭

6,000円

27人

平成26年4月23日～
平成26年7月5日

平261008055469号

099-285-7314

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

鹿児島大学

「音楽科教育方法（初等編）」では、新学習指導要領の表現
領域「音楽づくり」を中心に考察する。講習では、実際の指
導法について音遊びや音を探す活動、音を音楽へと構成す
音楽科教育方法（初等編）・小学
山下 晋（教育学部教授）
る活動などを通して、音楽をつくる過程を体験的に学習す
校教材伴奏法
今 由佳里（教育学部准教授）
る。「小学校教材伴奏法」では、伴奏法の基本を学習し、実
際の小学校教材の伴奏法について様々な方法を紹介した
上で、実際にピアノでの伴奏を実践する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年7月26日

教諭

小学校教諭

6,000円

25人

平成26年4月23日～
平成26年7月5日

平261008055470号

099-285-7314

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

鹿児島大学

音楽理論・音楽史

「音楽理論」では、簡単な作曲、編曲等をする際に必要な和
声法の知識を中心とした、中学・高等学校の指導に役立て
ることができる音楽理論を復習し、それらの内容に基づいた
石田 匡志（教育学部准教授）
小規模な楽曲作りを実践していく。「音楽史」では、西洋音楽
梅林 郁子（教育学部准教授）
を中心に、各時代において中心となるトピックを、当時の文
化や他の芸術との関連からも考察し、学校現場での実際の
指導において役立つ、より深い知識を学習する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月2日

教諭

中学校（音楽）・
高等学校（音楽）
教諭

6,000円

15人

平成26年4月23日～
平成26年7月12日

平261008055471号

099-285-7314

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

鹿児島大学

「音楽科教育方法（中等編）」では、これからの音楽科教育
のあり方について、新学習指導要領の内容を中心に考察す
る。そしてその考察を踏まえた上で、実際の指導法について
歌唱実技を中心に体験的に学習する。「歌唱法」では、歌唱
音楽科教育方法（中等編）・歌唱
齊藤 祐（教育学部教授）
技能の原理を確認し、受講者個々が希望する声楽曲を使っ
法
日吉 武（教育学部准教授）
て実際に発声訓練や演奏表現方法の模索を個人レッスン
形式で学習する。さらに受講者の中から希望を募り、その方
を代表とした公開レッスン形式で歌唱実技の指導法を体験
する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月4日

教諭

中学校（音楽）・
高等学校（音楽）
教諭

6,000円

10人

平成26年4月23日～
平成26年7月14日

平261008055472号

099-285-7314

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

幼稚園・小学校・
教諭
中学校・高等学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

6,000円

30人

平成26年4月23日～
平成26年7月5日

平261008055473号

099-285-7314

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

幼稚園・小学校・
中学校・高等学
校・特別支援学
校教諭

6,000円

平成26年4月23日～
30人
平成26年7月14日

平261008055474号

099-285-7314

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

6時間 平成26年7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
校教諭、養護教
諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年7月5日

平261008055475号

099-285-7314

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

6時間 平成26年7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
校教諭、養護教
諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年7月6日

平261008055476号

099-285-7314

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

鹿児島県奄美
市

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・特別支援学
養護教諭
校教諭、養護教
諭

6,000円

50人

平成26年4月23日～
平成26年8月3日

平261008055477号

099-285-7314

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

鹿児島県奄美
市

6時間 平成26年7月30日

6,000円

30人

平成26年4月23日～
平成26年7月9日

平261008055478号

099-285-7314

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

鹿児島大学

図画工作科教育法

人間関係促進のポイント

集団組織内における人間関係をよくし、集団のまとまりを形
成するためにはどうしたらよいかを人間関係促進の点から
考えていく。建設的な他者との交流や相互作用は好ましい
集団形成を促すだけでなく、子どもの社会性の育成という点 下木戸 隆司（教育学部准教授）
からも重要な意味がある。本講習では対人コミュニケーショ
ンや対人理解、チームワーク育成を促すポイントについて、
体験実習を交えて解説する。

鹿児島県鹿児
島市

学級経営の省察と展開

子ども達が安心して、安全に生活することのできる居心地の
よい学級とは何だろうか。すべての子どもが自分の持てる
力を発揮し、互いに助け合い、支え合い、成長し合うことの
できる学級とはどのような学級だろうか。本講習では学級経
下木戸 隆司（教育学部准教授）
営で大切にすべきポイントについて、受講者の学校での取
り組みを互いに語り合い、自身の実践の振り返りを行うとと
もに、当面の課題や今後の実践の展開について考えてい
く。

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島大学

発達障害児の理解と支援

特別支援教育制度における発達障害児への支援につい
て、基本的な考え方と支援の枠組みを学ぶ。そして、LD、
ADHD、高機能自閉症等の各々の障害の定義と特性につい
て理解する。その上で、発達障害のある児童生徒に対する 雲井 未歓（教育学部准教授）
アセスメント方法や支援について、事例等を取り上げながら 片岡 美華（教育学部准教授）
具体的に検討し、理解を深める。併せて、特別支援教育
コーディネーターの役割や特別支援学校との連携について
も取り扱う。

鹿児島大学

児童生徒の思考、記憶、学習、対人関係、行動などを、それ
を生起させている児童生徒の内的プロセスに注目するアプ
ローチを概説する。この人間の内的プロセスに注目する「認
知心理学的アプローチ」は、児童生徒の感覚・知覚から思
児童生徒理解に向けた認知心理
考判断、注意の集中、行動の調整、対人認知、感情交流と 大坪 治彦（教育学部教授）
学的アプローチ
いったあらゆる側面に適用できるものである。本講習ではこ
のアプローチによる理解を出発点にこうした場面で種々の
「つまづき」をみせる児童生徒への効果的な支援の在り方を
探求する。

鹿児島大学

児童生徒の思考、記憶、学習、対人関係、行動などを、それ
を生起させている児童生徒の内的プロセスに注目するアプ
ローチを概説する。この人間の内的プロセスに注目する「認
知心理学的アプローチ」は、児童生徒の感覚・知覚から思
児童生徒理解に向けた認知心理
考判断、注意の集中、行動の調整、対人認知、感情交流と 大坪 治彦（教育学部教授）
学的アプローチ
いったあらゆる側面に適用できるものである。本講習ではこ
のアプローチによる理解を出発点にこうした場面で種々の
「つまづき」をみせる児童生徒への効果的な支援の在り方を
探求する。

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

確かな授業力の育成(小学校)

本講習では、小学校における授業の在り方、とりわけ教科・
領域等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教
科等を例として、学習指導法改善のポイント等について確
認する。また、実際の指導上の課題などを分析しながら、実 迫田 孝志（教育学部教授）
態に応じた指導の工夫や改善策などについて意見交換を 脇坂 郁文（教育学部准教授）
行ったり、参考となる指導事例を検討したりすることで、効果
的な学習指導法について整理し、理解を深めるとともに実
践に活かすことができるようにする。

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年7月26日

6時間 平成26年8月4日
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教諭

小学校教諭
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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

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

確かな授業力の育成(小学校)

本講習では、小学校における授業の在り方、とりわけ教科・
領域等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教
科等を例として、学習指導法改善のポイント等について確
認する。また、実際の指導上の課題などを分析しながら、実 迫田 孝志（教育学部教授）
態に応じた指導の工夫や改善策などについて意見交換を 脇坂 郁文（教育学部准教授）
行ったり、参考となる指導事例を検討したりすることで、効果
的な学習指導法について整理し、理解を深めるとともに実
践に活かすことができるようにする。

鹿児島県鹿児
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23日～
平成26年8月1日

平261008055479号

099-285-7314

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

確かな授業力の育成(中学校)

本講習では、中学校における授業の在り方、とりわけ教科・
領域等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教
科等を例として、学習指導法改善のポイント等について確
認する。また、実際の指導上の課題などを分析しながら、実 菊永 俊郎（教育学部教授）
態に応じた指導の工夫や改善策などについて意見交換を 塚元 宏雄（教育学部准教授）
行ったり、参考となる指導事例を検討したりすることで、効果
的な学習指導法について整理し、理解を深めるとともに実
践に活かすことができるようにする。

鹿児島県奄美
市

6時間 平成26年7月30日

教諭

中学校教諭

6,000円

30人

平成26年4月23日～
平成26年7月9日

平261008055480号

099-285-7314

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

確かな授業力の育成(中学校)

本講習では、中学校における授業の在り方、とりわけ教科・
領域等の学習指導法の改善に焦点をあてる。いくつかの教
科等を例として、学習指導法改善のポイント等について確
認する。また、実際の指導上の課題などを分析しながら、実 菊永 俊郎（教育学部教授）
態に応じた指導の工夫や改善策などについて意見交換を 塚元 宏雄（教育学部准教授）
行ったり、参考となる指導事例を検討したりすることで、効果
的な学習指導法について整理し、理解を深めるとともに実
践に活かすことができるようにする。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月22日

教諭

中学校教諭

6,000円

40人

平成26年4月23日～
平成26年8月1日

平261008055481号

099-285-7314

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

クロッキーとデッサン

絵画表現に必要な造形要素と、クロッキー・スケッチ・デッサ
ンの相違点と描画法について解説する。静物または人物モ
桶田 洋明（教育学部准教授）
チーフの鉛筆スケッチ・クロッキーおよび木炭デッサンを行う
ことで、絵画教育に必要な指導法を確認する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年7月30日

教諭

中学校（美術）・
高等学校（美術）
教諭

6,000円

15人

平成26年4月23日～
平成26年7月9日

平261008055482号

099-285-7314

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

水彩画の制作

水彩表現に必要な造形要素を確認した後，さまざまな水彩
技法や評価方法について実制作を通して学んでいく。静物
または人物をモチーフとした水彩画制作を行い，さらに，ク 桶田 洋明（教育学部准教授）
レヨンなど他の描画材を併用した表現技法についても確認
する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月4日

教諭

小学校・中学校
（美術）教諭

6,000円

15人

平成26年4月23日～
平成26年7月14日

平261008055483号

099-285-7314

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

彫塑教材研究－レリーフ

小学校図画工作，中学校美術教科において立体造形能力
を養う造形領域に粘土による彫塑表現がある。ここでは絵
画表現から立体表現に結びつけ立体造形能力を養う可能 池川 直（教育学部教授）
性のある教材として粘土によるレリーフ制作を行う。その過
程を通して彫塑教育に必要な指導方法を検討する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年7月31日

教諭

小学校・中学校
（美術)教諭

6,000円

10人

平成26年4月23日～
平成26年7月10日

平261008055484号

099-285-7314

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

幼児造形教育

幼児期の造形教育の意義と目的、内容と方法について、具
体的な実践事例をもとに考察する。また演習（教材体験）を
小江 和樹（教育学部教授）
通して、指導者として必要な基礎的な造形表現能力と教材
解釈力を習得する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月2日

教諭

幼稚園教諭

6,000円

27人

平成26年4月23日～
平成26年7月12日

平261008055485号

099-285-7314

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

数学的な思考力・表現力を育成
する算数科授業づくり

合理的，論理的に考えを進め，コミュニケーションを図るた
めに数学的な思考力・表現力は重要であると考えます。根
脇坂 郁文（教育学部准教授）
拠を明らかにして筋道立てて考えたり，算数的言語（言葉や
上拂 博文（教育学部附属小学校主幹教諭）
数，式，図，表，グラフなど）を用いて解決したりする学習活
動のあり方を具体的に提案します。

鹿児島県鹿児
島市

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4月23日～
平成26年7月16日

平261008055486号

099-285-7314

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

電気電子理論

Ⅰ．講義１「直流回路の計算Ⅰ」（ホイーストンブリッジ回路
について、平衡条件を調べる。）
Ⅱ．講義２「直流回路の計算Ⅱ」（ホイーストンブリッジ回路
について、各部に流れる電流を計算する。）
中森 誠一（教育学部教授）
Ⅲ．講義３「交流回路の計算」（Ｒ－Ｌ直列回路と蛍光灯）
Ⅳ．講義４「交流回路と電気機器」（１．蛍光灯の回路と安定
器 ２．コンデンサと交流電動機）
Ⅴ．講義５「トランジスタ回路の基礎」

鹿児島県鹿児
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

15人

平成26年4月23日～
平成26年7月17日

平261008055487号

099-285-7314

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

鹿児島大学

子供の生活習慣と健康

子供の健康は、睡眠（休養）・栄養・運動などの生活習慣お
よび生活のリズムなどによって大きく影響を受ける。とりわ
け低年齢時の成長期に形成された習慣は簡単に変えられ
徳田 修司（教育学部教授）
ず、後々の生活に影響を及ぼす。生体機能の調節性、適応
性という視点から体内時計の仕組みと健康および生活習慣
の重要性について考える。

6時間 平成26年8月8日

幼稚園・小学校・
教諭
中学校・高等学
養護教諭 校・特別支援学
栄養教諭 校教諭、養護教
諭、栄養教諭

6,000円

60人

平成26年4月23日～
平成26年7月18日

平261008055488号

099-285-7314

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

鹿児島大学

カウンセリングの技術についてその理論と実技を学ぶもの
で，主な講習内容は以下のとおりである。
①治療的カウンセリング・予防的カウンセリング・開発的カ
ウンセリング
②カウンセリングの３大理論（来談者中心療法・精神分析・
学校教育カウンセリングの理論と 行動療法）
実技
③構成的グループエンカウンターの実際
④マイクロカウンセリングを基にしたカウンセリング技法の
実習
⑤不登校・いじめ・発達障害等の実際場面を想定したロー
ルプレイ
⑥保護者との対応

6時間 平成26年8月9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

6,000円

50人

平成26年4月23日～
平成26年7月19日

平261008055489号

099-285-7314

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

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

有倉 巳幸（教育学部教授）
大坪 治彦（教育学部教授）

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島県奄美
市
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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

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

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年9月14日

平261008055490号

099-285-7314

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

教諭

小学校・中学校
（保健体育）教諭

6,000円

30人

平成26年4月23日～
平成26年7月29日

平261008055491号

099-285-7314

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

6,000円

15人

平成26年4月23日～
平成26年7月30日

平261008055492号

099-285-7314

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

鹿児島大学

カウンセリングの技術についてその理論と実技を学ぶもの
で，主な講習内容は以下のとおりである。
①治療的カウンセリング・予防的カウンセリング・開発的カ
ウンセリング
②カウンセリングの３大理論（来談者中心療法・精神分析・
学校教育カウンセリングの理論と 行動療法）
実技
③構成的グループエンカウンターの実際
④マイクロカウンセリングを基にしたカウンセリング技法の
実習
⑤不登校・いじめ・発達障害等の実際場面を想定したロー
ルプレイ
⑥保護者との対応

有倉 巳幸（教育学部教授）
大坪 治彦（教育学部教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年10月5日

鹿児島大学

本講座は、運動の楽しさと運動技能を結び付けた、系統的
な体育授業実践の工夫･改善に着目し、運動固有の楽しさ
を基に、体系的に運動内容を理解し、発達段階や学校段階
運動技能の獲得と楽しさを味わう の接続に応じた授業づくりの工夫･改善に役立てていく。そ
菊永 俊郎（教育学部教授）
体育科授業の工夫･改善
の際、具体的な授業実践を領域ごとに数多く取り入れなが
ら、運動教材のあり方や運動技能の系統について吟味し、
運動の楽しさを味わう、授業構成のあり方や展開のさせ方･
評価について、理解を深める。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月19日

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

子どもと暮らし

本講習では、家庭科の保育および住生活について取り上
げる。保育分野では、子どもの発達に関する知見を概観し、
子どもにどのように関わったらよいかを遊び道具の製作な 金 娟鏡（教育学部准教授）
どを通して、具体的に考えていく。 住生活分野では、住ま 黒光 貴峰（教育学部准教授）
いに関する仕組みを概観し、住生活の現状、諸問題を通し
て、課題を考えていく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月20日

教諭

小学校・中学校
（家庭）教諭・高
等学校（家庭）教
諭

鹿児島大学

英語のなぞ

生徒から受ける英語についての素朴な質問に戸惑った経
験は多々あろう。英語学習を妨げる要因の一つは母語によ
る干渉である。英語のさまざまななぞは、母語の視点から英
語を捉えようとすることで生じていることが多い。そこで，英
濱崎 孔一廊(教育学部教授)
語学の知見をもとに、いくつかの素朴ななぞを解き明かすこ
とにより，日本人の英語学習者がどこでどうつまずくのかを
明らかにし、母語との違いを意識した体系的な英語指導の
必要性を論じていく。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月25日

教諭

中学校（英語）・
高等学校（英語）
教諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年8月4日

平261008055493号

099-285-7314

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

鹿児島大学

平成20年に文部科学省から発表された新しい学習指導要
領に基づき、英語教育関係で改定された部分に焦点をあて
て最近の英語教育の動向を解説する。特に小学校外国語
活動やコミュニケーション重視の英語教育について詳細を
最近の英語教育の動向について
坂本 育生（教育学部教授）
述べる。さらに平成３０年度から実施される予定の新しい英
語教育の詳細についても言及する。受講する方々は、最近
の日本国内のみならず、海外の英語教育や言語政策の動
向に、日頃から興味を持って講習に臨んでいただきたい。

教諭

小学校（英語活
動担当）・中学校
（英語）・高等学
校（英語）教諭

6,000円

100人

平成26年4月23日～
平成26年8月7日

平261008055494号

099-285-7314

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

鹿児島大学

養護教諭教育学会、学校保健学会でも話題となっていた低
年齢層女子に対する子宮頸がん予防ワクチンを取り上げ、
若者の性行動との関連と将来を見据えた健康増進教育に
青少年の性行動に関する理解と
石走 知子（教育学部准教授）
関する話題を前半で提供する。後半では、携帯電話等の
支援
有倉 巳幸（教育学部教授）
パーソナルメディアを介した若者の性行動に関する話題を
取り上げ、その理解と指導支援のあり方について情報を提
供する。

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

6,000円

40人

平成26年4月23日～
平成26年9月27日

平261008055495号

099-285-7314

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

鹿児島大学

生物の多様性は、遺伝子によって生み出されている。本講
習では、遺伝子に暗号化されている遺伝情報と生物の形質
との結びつきを理解することを目標とする。講習の前半で
は、遺伝情報に基づいてタンパク質が合成される過程やタ 内海 俊樹(大学院理工学研究科教授)
ンパク質の化学構造の詳細について学習する。後半では、 濱田 季之(大学院理工学研究科准教授)
中学生の教科書でも取り上げられている遺伝現象を題材と
して、遺伝情報（DNAの塩基の並び）と表現型（例えば、エン
ドウの種子の形）の関係を分子レベルで学習する。

鹿児島大学

DNAとタンパク質の生命科学

鹿児島大学

世間の注目を集める最先端の天文学で得られる成果も、そ
の基礎には高校で履修するような物理学が前提とされてい
る。逆に言えば、これらの成果を紹介する形で高校物理の
高校物理で理解する最新天文学 具体的な利用法を生徒に効果的に伝えることもできよう。実 半田 利弘(大学院理工学研究科教授)
研究
際に天文学研究を行っている鹿児島大学の教員自らが、自 今井 裕(大学院理工学研究科准教授)
身が進めている研究や近年話題となっている最新の天文学
の成果を紹介すると共に、それと基礎的な物理学との繋が
りを解説する。

鹿児島大学

古典数学から現代数学まで：統
計・幾何

「統計学概論」では、確率と確率分布について解説し、統計
的データ処理の方法について教授する。また統計的推測と
しての推定と統計的仮説検定についても教授する。一方、
愛甲 正（大学院理工学研究科教授）
「幾何学概論」では，微分積分学の応用として立体図形の
青木 敏（大学院理工学研究科准教授）
表面積や体積の公式について述べる。また曲線の幾何学
の応用として，管状近傍の体積及び面積公式である
Hotelling の定理を解説する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月28日

鹿児島県奄美
市

6時間 平成26年10月18日

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月4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23日～
平成26年7月14日

平261008055496号

099-285-7314

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

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月6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23日～
平成26年7月16日

平261008055497号

099-285-7314

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

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月11日

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23日～
平成26年7月21日

平261008055498号

099-285-7314

http://www.kagoshim
a-u.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

鹿児島大学

講習の名称

講習の概要

担当講師

○火山の分布とプレートテクトニクス，マグマの成因，火山
地形の分類と噴火様式とともに，低頻度ではあるが超巨大
噴火となるカルデラ噴火について噴火に至るマグマ供給系
小林 哲夫（大学院理工学研究科教授）
地球を知る（地球科学の最前線） の問題，その噴火予知に関する最新の話題について講義
宮町 宏樹（大学院理工学研究科教授）
する（小林）。
○地震学の基礎と南九州を中心とする地震活動について講
義する（宮町）。

講習の開催地

鹿児島県鹿児
島市

時間数

講習の期間

6時間 平成26年8月20日

対象職種 主な受講対象者

教諭

平261008055499号

099-285-7314

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

6,000円

30人

平成26年4月23日～
平成26年6月7日

平261008055500号

099-285-7314

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

6,000円

30人

平成26年4月23日～
平成26年7月29日

平261008055501号

099-285-7314

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

6,000円

平成26年4月23日～
70人
平成26年5月18日

平261008055502号

099-285-7314

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

6,000円

50人

平成26年4月23日～
平成26年7月18日

平261008055503号

099-285-7314

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

平261008055504号

099-285-7314

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

セクシュアリティと健康

人間らしく、健康に生き、人との豊かな関係をつくっていくに
は、人間の性についての理解が不可欠である。そこで、さま
ざまな文献・資料、社会現象の事実に照らしながら、セク
シュアリティと人権、性と健康問題、ジェンダーについて理解 下敷領 須美子(医学部准教授)
を深め、さらに、鹿児島での調査・実践を基にデートＤＶ予防
教育の実際と対等なパートナーシップのためのコミュニケー
ション・スキルについて講義・演習・グループ討論を行う。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月19日

小学校・中学校・
教諭
高校学校教諭、
養護教諭
養護教諭

子どもの歯と口の健康を守る

子どもの口の中は常に変化しており、歯の無い時期から乳
歯が生え永久歯に生え代わる間に、虫歯や歯茎の病気、歯
ならびやかみ合わせの異常などが生じやすい。また、恐怖
心が強かったり障害を抱えた子どもたちにとっては、歯科治
療を受けること自体が難しい。さらに、摂食嚥下の働きに異
常がある子どもには、状況に適した訓練指導や調理法の工
夫が必要となる。そこで、大学病院ではそのような子どもた
ちの歯と口の健康増進にどのように対応しているかを解説
し、ご参加の先生方が子どもたちや保護者に助言を行う際
の一助となる講習としたい。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年6月8日

小学校・特別支
教諭
援学校教諭、養
養護教諭
護教諭、栄養教
栄養教諭
諭

建物の形と環境

建物は形（デザイン）と構造（力学）の調和から構成されてい
ます。感銘を受ける建物は形もよいのですが、必ず構造的
な特性も優れています。この[形]＋[構造]を考慮した建物を
総称して構造形態と呼んでいます。一方、建物は人が利用 本間 俊雄（大学院理工学研究科教授）
するものであり機能性が求められます。省エネ性能に優れ 二宮 秀與（大学院理工学研究科教授）
環境にも配慮した建物が注目されています。本講義では、
建築構造形態の創生に関係する現状と今後，環境建築の
考え方とエコの取組みについて判りやすく解説いたします。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月8日

電気通信の仕組みと最新技術

ラジオ、テレビ、電話、インターネットの普及からもわかるよ
うに、私たちの今日の生活は、電気通信技術に支えられて
います。また、今日の通信は、様々な幅広い技術を組み合
わせることで実現された複雑なシステムです。本講習では、
重井 徳貴（大学院理工学研究科准教授）
通信がどのように実現されているのかということとその本質
を理解してもらうため、電気通信の基礎知識、変遷、地デジ
や携帯電話などで用いられている最近の技術まで解説しま
す。

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島大学

社会を支える機械技術

私たちの生活は，様々な機械技術に支えられています．講
習では，機械技術に関する以下の３つのテーマをとりあげま
す．
１．「機械材料の組織と強度・破壊 」：機械材料の強度発現
機構を、スケールの階層性を考慮に入れながら、説明す
足立 吉隆（大学院理工学研究科教授）
る。
井手 英夫（大学院理工学研究科教授）
２．「熱流体の流れの基礎と応用」：原子炉、マイクロリアク 松﨑 健一郎（大学院理工学研究科教授）
タ、燃料電池などエネルギー機器設計に関わる問題を解説
する。
３．「振動現象の基礎」：振動の発生メカニズムや防振・制振
技術、身の回りの振動現象について解説する。

鹿児島大学

地球温暖化の原因や関連する気象現象、温暖化が農林水
産業に及ぼす影響と温暖化をくい止める方法について述べ
る。農耕地において土壌が示す物質循環、作物生産、環境
【農業基礎・情報】農業科学の最 保全に関与する土壌微生物群集の構造と機能について解
前線
説する。農産業における情報の積極的活用として、特にＩＴ
技術の面から、現在の課題や将来展望について考察する。
また、環境保全型農業に貢献するGPSデータ等を用いた精
密農業の概要について講習する。

鹿児島大学

戦後の農業政策の流れを概観し，食料・農業・農村基本法
と関連する政策について解説する。また近年，注目が高
まっている農業経営とマーケティングの関係についても説明
を行う。
【農業経営・畜産】農業科学の最 畜産に関しては，国内農産物の中で、家畜特に牛における
前線
肉と乳の生産現場の現状を説明するとともに、生産性を向
上させるための新しい技術について、特に繁殖における技
術を紹介する。さらに，ミャンマー連邦で営まれる農業・畜産
を紹介し、日本畜産の抱える課題と今後の方向性を議論す
る。

鹿児島大学

鹿児島大学

鹿児島大学

ＵＲＬ

平成26年4月23日～
平成26年7月30日

6時間 平成26年6月28日

要一（大学院医歯学総合研究科教授）
正一（大学院医歯学総合研究科教授）
淳（大学院医歯学総合研究科准教授）
秀夫（大学院医歯学総合研究科助教）

電話番号

40人

子どもの健康と環境

山﨑
宮脇
糀谷
佐藤

認定番号

6,000円

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

鹿児島大学

受講者募集期間

中学校（理科）・
高等学校（理科）
教諭

生活習慣や社会環境が子どもの健康に与える影響につい
て、わが国の現状と問題点を理解し、その対応について学
ぶ。また、疾病予防の概念を理解し、子どもの健康に影響を
鹿児島県鹿児
郡山 千早（大学院医歯学総合研究科准教授）
与える要因の一般的な予防対策について理解する。本講習
島市
は、特定の教科科目に特化するものではなく、全教科教員
を対象とするものである。

鹿児島大学

受講料 受講人数

教諭

中学（技術・家
庭）・高等学校
（工業）教諭

6時間 平成26年8月12日

教諭

高等学校（理科・
工業）教諭

6,000円

平成26年4月23日～
30人
平成26年7月22日

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月22日

教諭

高等学校（理科・
工業）教諭

6,000円

30人

平成26年4月23日～
平成26年8月1日

平261008055505号

099-285-7314

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

冨永 茂人（農学部教授）
境 雅夫（農学部教授）
佐藤 宗治（農学部教授）
岩崎 浩一（農学部教授 ）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月7日

教諭

中学校（理科）・
高等学校（理科・
農業）教諭

6,000円

30人

平成26年4月23日～
平成26年7月17日

平261008055506号

099-285-7314

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

高山 耕二(農学部准教授)
窪田 力(共同獣医学部准教授)
岩元 泉(農学部教授)
豊 智行(農学部准教授)

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月8日

教諭

中学校（理科）・
高等学校（理科・
農業）教諭

6,000円

30人

平成26年4月23日～
平成26年7月18日

平261008055507号

099-285-7314

http://www.kagoshim
a-u.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
木造超高層ビルの設計例などを示しながら、軽くて強いとい
う木材の特徴を解説する。また、森林・林業と人との関係と
その政策について考察する。森林山地で起こる土砂移動現
象と土砂災害発生のしくみ，森林の防災機能，防災教育に
ついて講述する。森林に生息している動物の生態や彼らが
森林の更新や動態に果たす役割について講述する。

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

鹿児島大学

【森林科学】農業科学の最前線

服部 芳明（農学部准教授）
枚田 邦宏（農学部准教授）
地頭薗 隆（農学部教授）
曽根 晃一（農学部教授）

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島大学

近年、食の安全に対する関心の高まりを背景として、水産
物の食品製造・加工、流通過程での衛生管理の重要性が
増している。また、水産物の乱獲や自然環境の変動により、
佐野 雅昭（水産学部教授）
水産資源の減少、枯渇が危惧されている。加えて、水産物
水産食品と水産資源の有効利用
上西 由翁（水産学部教授）
の流通過程は、水産物の衛生管理や水産資源のゼロエミッ
吉川 毅（水産学部准教授）
ション化の重要な鍵を握っている。これらを踏まえ、本講義
では、水産物の流通、水産食品の衛生管理、水産資源の有
効利用に関する最近の動向、トピックについて紹介する。

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島大学

「操船実習」では、練習船を操船し、洋上教育に不可欠な船
舶の基本的な運動性能を理解する。「海洋観測実習」では、
CTDを使った海水温等の観測、計量魚群探知機を用いた資
大富 潤（水産学部教授）
練習船を用いた海洋環境教育手 源量データの取得・処理について学び、海洋情報処理に関
山中 有一（水産学部准教授）
法
する教育手法を習得する。「生物サンプリング」では、簡易
藤枝 繁（水産学部教授）
型トロールネットを曳網して鹿児島湾の海底に棲息する底
生動物を採集し、その分類手法の実習を通じて海洋の生物
を用いた教育手法を習得する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年12月5日

鹿児島大学

生物多様性を理解するために、大航海時代から現代までの
魚類コレクション構築の歴史を世界の博物館紹介を通して
振り返るとともに、博物館コレクションの役割を解説します。
自然を記録する方法－魚類の博
小中高校における教育活動で、生物多様性の理解と標本 本村 浩之（総合研究博物館教授）
物学と標本の作製法
の重要性を関連付けて活かせることを目的とします。標本
の重要性を踏まえたうえで、魚類標本の最新の作製・保存
方法を紹介し、実際に液浸標本を作製します。

鹿児島県鹿児
島市

鹿児島大学

近年は各地で旧石器時代から近代にいたる各時代の遺
跡から歴史の見直しに迫る新たな発見が得られています。
遺跡は日本全国どこにでもあり、そこから得られる情報で歴
郷土の歴史の学び方～考古学と 史を考える学問が、考古学です。この講義では、考古学の
橋本 達也(総合研究博物館准教授)
博物館～
基礎、遺跡の調べ方、考古資料の見方について概要を説明
いたします。また出土資料が保存されている博物館・資料館
の役割とその教育への活用方法を解説します。考古学か
ら、郷土の歴史を体験的に学ぶ方法を考えます。

対象職種 主な受講対象者

電話番号

ＵＲＬ

平成26年4月23日～
平成26年7月18日

平261008055508号

099-285-7314

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

6,000円

平成26年4月23日～
50人
平成26年8月5日

平261008055509号

099-285-7314

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

教諭

小学校・中学校・
高等学校教諭
（なお、高等学校
（水産）を優先と
する。）

6,000円

優先受付（高等学校
（水産）教諭）：平成26
年4月23日～平成26年
5月7日
平26一般受付：平成26年4
10人
10080月23日～平成26年11
55510号
月4日（優先受付中は
仮予約とし、優先受付
終了後に受講の可否を
確定）

099-285-7314

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

6時間 平成26年6月7日

教諭

小学校・中学校
（理科）・高等学
校（理科）教諭

6,000円

10人

平成26年4月23日～
平成26年5月17日

平261008055511号

099-285-7314

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

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年7月25日

教諭

小学校・中学校
（社会）・高等学
校（地歴）教諭

6,000円

18人

平成26年4月23日～
平成26年7月4日

平261008055512号

099-285-7314

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

鹿児島大学

平成２１年度から実施された幼稚園教育要領が６年目を
迎え、その改訂ポイントに関する取組について検証を加える
時期にきている。本講習では、その中でも「協同性」を中心
協同性を育む保育の創造～幼稚
に保育事例を通して研修を深めるとともに，保育に役立つ 金 娟鏡（教育学部准教授）
園教育要領改訂のポイントから
実技研修についても実施する。また，言葉による伝え合い、 生見 朗（教育学部附属幼稚園副園長）
～
特別支援教育、学校評価，幼保小連携など，幼稚園教育の
今日的課題についても各々の園の現状と課題を受講者同
士で情報交換しながら研修を進める。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年7月31日

教諭

幼稚園・小学校
教諭

6,000円

40人

平成26年4月23日～
平成26年7月10日

平261008055513号

099-285-7314

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

鹿児島大学

学習指導要領の趣旨や改訂のポイントを中心に，これか
らの国語科教育の在り方について解説するとともに，伝え
合うよさを実感させるための授業づくりを主な内容として開
附属小で授業力アップ～伝え合
設する。よりよい授業づくりを目指して，模擬授業や演習を
うよさを実感させる国語科授業づ
上谷 順三郎（教育学部教授）
取り入れた実践的な内容を中心とする。また，単元を貫く言
くり～
語活動を充実させる学習指導（単元構成，教材開発，発問・
板書等）の在り方についての内容も演習として取り扱う予定
である。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年4月23日～
平成26年7月15日

平261008055514号

099-285-7314

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

鹿児島大学

学習指導要領の目標と学習指導上のポイントを中心に，
これからの社会科教育の在り方について解説するとともに，
附属小で授業力アップ～よりよい 実際に授業を進めるにあたって考慮したい内容や方法の基
社会を「考える」社会科授業づくり 本的な考え方を基にした授業づくりを主な内容として開設す 溝口 和宏（教育学部教授）
～
る。大学の講師による講義の他に模擬授業や演習を取り入
れて理論と実践（発問・指示，資料提示，板書等）を一体的
に学べるような内容を予定している。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年4月23日～
平成26年7月15日

平261008055515号

099-285-7314

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

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年4月23日～
平成26年7月15日

平261008055516号

099-285-7314

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

鹿児島大学

附属小で授業力アップ～これ
ぞ！生活科の授業～

生活科とは，どのような教科なのか，どのような子どもを育
てるのかなど，教科の本質的な内容についての理解を基に
した授業づくりを主な内容として開設する。また，勤務校の
指導計画を基に，日頃の授業における活動の設定のあり方 上拂 博文(教育学部附属小学校主幹)
や子どもに対するかかわりのあり方についての討議や演習
などの実践的な内容を予定している。
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教諭

中学校（理科）・
高等学校（理科・
水産）教諭

認定番号

30人

6時間 平成26年8月26日

中学校（理科）・
高等学校（理科・
農業）教諭

受講者募集期間

6,000円

6時間 平成26年8月8日

教諭

受講料 受講人数

平成２６年度（第３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

学習指導要領改訂の趣旨を踏まえた音楽科学習指導を
主な内容として開設する。本校で開設する特色を生かし，附
属小学校の音楽室を使用したり，実践の映像を利用したり
して，模擬授業や演習を取り入れた実践的なものとする。指
今 由佳里(教育学部准教授)
導における困難さが課題として出される，表現領域「音楽づ
くり」の学習指導や新設された〔共通事項〕を基にした，「でき
る」だけでなく「わかる」も大切にした学習指導についての講
習を予定している。

鹿児島大学

附属小で授業力アップ～「やっ
た」や「わかった」があふれる音
楽科授業づくり～

鹿児島大学

理論から実践までの考え方がわかる家庭科授業づくりの
考え方を主な内容として開設する。また，学習指導要領を基
附属小で授業力アップ～理論か に，地域の特色を有効に生かした教材開発についても触れ
ら実践までの考え方がわかる！ る。「教科目標と学習内容をどうつなげるの？」「地域性を授 齋藤 美保子(教育学部准教授)
家庭科授業づくり～
業にどう反映させればいいの？」などの疑問に答えるべく，
問題解決的学習を踏まえた家庭科における学習指導につ
いて演習を取り入れた内容を予定している。
道徳教育における道徳の時間の位置付けや意義を明確
にし，道徳の時間の「ねらい」「評価」についての考え方や授
業づくりを主な内容として開設する。模擬授業を通した講義 假屋園 昭彦（教育学部教授）
や演習的な活動を行いながら，ねらいに迫らせるための発 常山 隆治（教育学部附属小学校教頭）
問計画や構造的な板書計画，言語活動についての内容も
予定している。

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

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年4月23日～
平成26年7月15日

平261008055517号

099-285-7314

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

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年4月23日～
平成26年7月15日

平261008055518号

099-285-7314

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

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成26年8月5日

教諭

小学校教諭

6,000円

20人

平成26年4月23日～
平成26年7月15日

平261008055519号

099-285-7314

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

幼稚園・小学校・
教諭
中学校・高等学
養護教諭 校教諭、養護教
諭

6,000円

30人

平成26年4月23日～
平成26年7月15日

平261008055520号

099-285-7314

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

鹿児島大学

附属小で授業力アップ～これか
らの道徳の時間の授業づくり～

鹿児島大学

特別支援教育において、一人一人の教育的ニーズに応じた
授業を具体的にどう進めたらよいかが課題となっている。こ
特別支援教育における授業づく こでは、特別支援教育における授業づくりに必要な特別支 岩本 伸一（教育学部附属特別支援学校副校
鹿児島県鹿児
り（幼・小・中・高等学校教諭，養 援教育の現状や教育課程の考え方について学ぶとともに、 長）
島市
護教諭対象）
子どもが主体となって学習に参加する授業づくりの在り方 萩之内 靖（教育学部附属特別支援学校教頭）
や、授業や家庭で活用できる支援ツール作成手順について
取り扱っていく。

6時間 平成26年8月5日

鹿児島大学

特別支援教育における授業づく
り（特別支援学校教諭対象）

特別支援教育において、一人一人の教育的ニーズに応じた
授業を具体的にどう進めたらよいかが課題となっている。こ
こでは、特別支援教育における授業づくりに必要な特別支 岩本 伸一（教育学部附属特別支援学校副校
鹿児島県鹿児
援教育の現状や教育課程の考え方について学ぶとともに、 長）
島市
子どもが主体となって学習に参加する授業づくりの在り方 萩之内 靖（教育学部附属特別支援学校教頭）
や、授業や家庭で活用できる支援ツール作成手順について
取り扱っていく。

6時間 平成26年8月6日

教諭

特別支援学校教
諭

6,000円

30人

平成26年4月23日～
平成26年7月16日

平261008055521号

099-285-7314

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

放射線の世界－基礎と演習－

新しい学習指導要領が改訂し、ゆとりカリキュラム導入以降
約30年の空白の期間があったとされる放射線に関わる学習
が中学校理科第１分野に追加された。本講習では、講義と
実習を組み込んだ講習を行う。講義は、文科省の『放射線 福徳 康雄（鹿児島大学自然科学教育研究支
等に関する副読本』に沿って基礎的な事項と原子力防災を 援センター准教授）
取り上げる。実習は学校教育で活用される放射線測定器
『はかるくん』を利用した放射線の性質に関するものと『霧
箱』を行う。

6時間 平成26年8月8日

教諭

小学校・中学校
（理科・技術）教
諭

6,000円

20人

平成26年4月23日～
平成26年7月18日

平261008055522号

099-285-7314

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

18,000円

30人

平成26年4月23日～
平成26年7月21日

平261008055523号

099-285-7314

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

鹿児島大学

鹿児島大学

３日間各６時間の一体的な講座。１日目は、食育の最新
情報、食に関する指導の実際、衛生管理について講義と演
今後の給食管理と食育のための
習。２日目は、食をめぐる文化的背景、鹿児島県の産業と食
最新事情
に関する講義。３日目は、学校給食の実際についての講義
と実習。最後の学校給食関連法規の整理と総合評価試験。

小学校体育を中心に講習を行う。
講習の内容は、ソフトバレーボールを主とした「ネット型の
球技」及び「海洋スポーツ（水辺の活動）」について行いま
す。海洋スポーツは他の運動と違って、海上でカヌー等を使
い学習をします。運動遊びを通して、水に慣れ親しみなが
ら、自然環境を体感できることが特徴です。また、生命にか
かわることから，安全の心得については必ず取り上げます。

鹿児島県鹿児
島市

倉元 綾子（鹿児島県立短期大学生活科学科
准教授）
町田 和恵（鹿児島県立短期大学生活科学科
准教授）
釜田 忠（鹿児島県立短期大学生活科学科教
授）
木戸 裕子（鹿児島県立短期大学文学科教授）
中谷 彩一郎（鹿児島県立短期大学文学科准
教授）
鹿児島県鹿児
田中 史郎（鹿児島県立短期大学商経学科教
島市
授）
福田 忠弘（鹿児島県立短期大学商経学科准
教授）
山下 三香子（鹿児島県立短期大学生活科学
科講師）
有村 恵美（鹿児島県立短期大学生活科学科
助教）
田口 康明（鹿児島県立短期大学商経学科教
授）

濱田
坂中
中村
榮樂

鹿屋体育大学

小学校体育を中心とした指導法

幸二（体育学部教授）
美郷（体育学部助教）
夏実（体育学部講師）
洋光（体育学部助教）

鹿児島県鹿屋
市白水町/高
須町

鹿屋体育大学

中学校及び高校の体育を中心に講習を行う。
北川淳一（体育学部教授）
中学校・高校体育を中心とした指 講習の内容は、体つくりの「器械運動」及びサッカーを主とし 塩川勝行（体育学部講師）
導法
た「ゴール型の球技」について、学習指導要領に基づき講義 青木 竜（体育学部助教）
及び実技形式で実施する。
村田 憲亮（体育学部助教）

鹿児島県鹿屋
市

18時間

平成26年8月11日～
平成26年8月13日

6時間 平成26年7月23日

6時間 平成26年7月24日
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栄養教諭 栄養教諭

教諭

小学校、中学校
（保健体育）教諭

6,000円

20人

平成26年4月23日～
平成26年7月9日

平261008153777号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp

教諭

小学校、中学校
（保健体育）、高
校（保健体育）教
諭

6,000円

20人

平成26年4月23日～
平成26年7月10日

平261008153778号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp

平成２６年度（第３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

武道伝統の本質

長い歴史の中で「術」から｢道」へと発展してきた武道はその
過程で多くの｢伝統」を誕生させてきたが，最新知見を反映
させた武道史の学習を通じ「伝統」がいつどのようにして生
中村 勇（体育学部講師）
成されたのかを知るとともに，その本質を探っていく．柔道
衣の色，道場の神棚，｢左坐右起」などの意外な起源を学
ぶ．

鹿児島県鹿屋
市

6時間 平成26年7月26日

教諭

中学校（保健体
育）、高校（保健
体育）教諭

6,000円

40人

平成26年4月23日～
平成26年7月12日

平261008153779号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp

鹿屋体育大学

現代武道の新しい伝統

現代の武道は競技化や国際化が進み，本来の武道らしさ
が失われていると言われることがある．そこで武道の現代
的課題について，具体的な事例を検証しながら，これからの
時代に適応した新しい伝統のあり方を探っていく．講習で
中村 勇（体育学部講師）
は，カラー柔道衣問題，信仰と礼法の問題，武道における
暴力問題などを取り上げる．必修武道授業の充実につなが
る内容を含む．

鹿児島県鹿屋
市

6時間 平成26年7月27日

教諭

中学校（保健体
育）、高校（保健
体育）教諭

6,000円

40人

平成26年4月23日～
平成26年7月13日

平261008153780号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp

鹿屋体育大学

近年、インドやタイには、日本からも多くの不妊患者が受療
目的で密かに渡航している。そうした先端生殖医療現場を
最も煩わしているのは、生殖に関する倫理（障害児を中絶
する権利の容認VS中絶合法化反対論争を通した命の大切
生殖医療の生命倫理入門（海外 さ）である。最先端の生命科学技術を紹介し、生命科学の前
児玉 正幸（体育学部教授）
編）
に立ちはだかる倫理の壁を突破する試みを展開する。
第1講：インドの代理出産を考える（前半）
第2講：インドの代理出産を考える（後半）
第3講：タイの代理出産を考える
第4講：東アジア諸国の生殖医療規制の現状

鹿児島県鹿屋
市

6時間 平成26年7月26日

幼稚園、小学校、
教諭
中学校、高校、特
養護教諭 別支援学校の教
諭及び養護教諭

6,000円

80人

平成26年4月23日～
平成26年7月12日

平261008153781号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp

鹿屋体育大学

日本の生殖医療の現場を最も煩わしているのは、生殖に関
する倫理である。最先端の生命科学技術を紹介しながら、
その生命科学の前に立ちはだかる倫理（障害児を中絶する
権利の容認VS中絶合法化反対論争を通した命の大切さ）
生殖医療の生命倫理入門（日本
の壁を突破する試みを展開する。
児玉 正幸（体育学部教授）
編）
第1講：「祖母が孫を生む」代理出産を考える
第2講：習慣流産予防のための着床前診断を考える
第3講：流産予防のための新型着床前診断を考える
第4講：本邦初の卵子提供型体外受精・胚移植を考える

鹿児島県鹿屋
市

6時間 平成26年7月27日

幼稚園、小学校、
教諭
中学校、高校、特
養護教諭 別支援学校の教
諭及び養護教諭

6,000円

80人

平成26年4月23日～
平成26年7月13日

平261008153782号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp

鹿屋体育大学

運動指導のための教育心理学

本講習では、子どもに運動指導を行う上で重要となる動機
づけと運動能力について講義を行う。具体的な内容として、
動機づけに関しては、その基本的性質と動機づけに影響を
及ぼす要因について扱い、指導場面でどのように子どもを 森 司朗（体育学部教授）
動機づけるかについて講義する。また、運動能力について 中本 浩揮（体育学部講師）
は、運動能力と運動技能の関係について定義し、運動技能
向上の面からみた運動指導の効果的な方法について講義
する。

鹿児島県鹿屋
市

教諭

幼稚園、小学校、
中学校（保健体
育）、高校（保健
体育）教諭

6,000円

60人

平成26年4月23日～
平成26年7月19日

平261008153783号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp

安全で楽しく学べる柔道

わかりやすく楽しい柔道授業が展開できる指導方法を教授
する。柔道の事故は、受身の指導法を少しだけ工夫すれ
ば、受傷事故を防ぐことは可能である。事故防止の観点か
濱田 初幸（体育学部准教授）
ら独自の理論と特許取得柔道衣（初転君・特許第4051450
小山田 和行（体育学部助教）
号）を用いて安全で合理的な受身指導法、また、投技技術
においても独自の観点から、運動が苦手な生徒でも学習で
きる理論と実践法を学ぶことができる。

鹿児島県鹿屋
市

教諭

中学校（保健体
育）、高校（保健
体育）教諭

6,000円

平成26年4月23日～
25人
平成26年7月19日

平261008153784号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp

スポーツ文化の歴史と未来

各時代、各社会において、スポーツは人間にどのように関
わり、どのような意味をもってきたのか―スポーツを歴史的
に考察することは、スポーツ文化への理解を深め、学校体
育の在り方を展望するうえで有効な手がかりを得ることに繋
がります。本講習では、スポーツの歴史を概観し、個別史と 山田 理恵（体育学部教授）
して日本の伝統スポーツについて画像資料を用いて講義し
ます。そして、多様化する現代社会におけるスポーツ文化の
意義と在り方、オリンピズムとオリンピック･ムーブメントにつ
いて考察します。

鹿児島県鹿屋
市

教諭

幼稚園、小学校、
中学校（保健体
育）、高校（保健
体育）、中等教育
学校、特別支援
学校の教諭

6,000円

20人

平成26年4月23日～
平成26年7月22日

平261008153785号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp

学校保健

学校保健の概要、学齢期の健康状況、疾病異常被患率、
体格、体力などについて統計的手法を用いて客観的に評価
し、学校間比較が可能な演習を行う。また、保健教育、保健 東 博文（体育学部准教授）
管理、学校保健活動、学校給食、障害児の現状、特別支援
教育等の関係機関などの分野について講義を行う。

鹿児島県鹿屋
市

6時間 平成26年8月18日

小学校、中学（保
教諭
健体育）、高校
養護教諭 （保健体育）教
諭、養護教諭

6,000円

50人

平成26年4月23日～
平成26年8月4日

平261008153786号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp

鹿屋体育大学

Teaching English in English

１）授業を計画する
２）英語で導入する
３）教室での指導 （活動、英語でのガイダンス）
４）中学校・高校の私の授業（授業案の発表）
５）授業に関する討論

鹿児島県鹿屋
市

6時間 平成26年8月26日

教諭

小学校、中学校
（英語）、高校（英
語）教諭（英検２
級レベルが望まし
い）

6,000円

10人

平成26年4月23日～
平成26年8月12日

平261008153787号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp

鹿屋体育大学

喫緊の課題である子どもの体力向上は、体育・健康に関す
る指導の趣旨を踏まえて学校教育活動全体で取り組みが
期待されている。特に、児童生徒全員が体験する体育学習
実生活に生かす体力向上
を通して運動する意欲を育て実生活に生かすようにすること
佐藤 豊（体育学部教授）
-タブレット活用による体つくり運 で、運動の苦手な子どもの体力向上が求められる。
栫 ちか子（鹿屋体育大学 非常勤講師)
動の工夫本講座では、多様な子どもの意欲を高めるための指導の工
夫としてタブレットを活用した体つくり運動の授業づくりを検
討し、児童生徒が自主的に体力を高める能力を育てる方策
を探る。

鹿児島県鹿屋
市

平成26年9月6日～
12時間
平成26年9月7日

教諭

小学校、中学校、
高校（保健体
12,000円
育）、特別支援学
校教諭

40人

平成26年4月23日～
平成26年8月23日

平261008153789号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp

鹿屋体育大学

鹿屋体育大学

鹿屋体育大学

鹿屋体育大学

吉重 美紀（体育学部教授）
国重 徹(体育学部教授）
デイビッド・エルメス（体育学部講師）

6時間 平成26年8月2日

6時間 平成26年8月2日

6時間 平成26年8月5日
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平成２６年度（第３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

鹿屋体育大学

評価規準を用いて児童生徒の多様な側面から学習評価を
行う観点別評価は、効果的・効率的な学習評価が求められ
ている。体育の分野では、「技能」、「態度」、「知識、思考・判
体育学習の指導と評価
断」で示される指導内容をバランスよくはぐくむ事が求めら
-単元構造図を用いた授業づくり れているが、本講座では、学習指導要領改訂担当者である 佐藤 豊（体育学部教授）
講師より、全国的に取り組みが進められている単元構造図
の作成を通して、学習指導要領、学習過程、教材づくり、学
習評価の体育学習の全体像を理解し、学習評価の最前線
を学び、教授スキルを高めることをねらいとする。

鹿屋体育大学

現代社会における大きな問題として運動不足・食の欧風化
に伴う肥満者の増加が報告される一方で、若い女性におけ
る「やせ」の問題が重要視されている。思春期の女性（女子
児童生徒）は身体が特に変化するため、食事・運動に対す 長島未央子(体育学部講師）
発育発達期における運動と食事 る正しい認識が特に重要となる。本講習では、発育発達期 中本 浩揮（体育学部講師）
における身体的特徴とその時期における運動習慣・食事の 高井 洋平（体育学部講師）
重要性を栄養・運動生理・心理の観点から解説し、現場に
おける他領域（家庭、保健体育、栄養教諭など）が連携した
取り組みについて認識する。
○屋久島において3日間の自然観察を行う。
○大地をなす地質・地形とその上に成り立つ植生を観察し、
水の循環を通して人為的影響を受けながら成り立つ自然の
仕組みを考察し、ディスカッションする。
○地質、植生、動物生態、水環境、人為的影響の観点から
自然を総合的に理解し、自然の仕組みの素晴らしさをいか
に伝えるかを研修する。

山口 一裕（理学部 准教授）
西村 直樹（自然植物園 教授）
松本 毅（非常勤講師）
市川 聡（非常勤講師）
小原 比呂志（非常勤講師）

講習の開催地

鹿児島県鹿屋
市

時間数

講習の期間

平成26年9月13日～
12時間
平成26年9月14日

鹿児島県鹿屋
市

6時間 平成26年11月15日

鹿児島県熊毛
郡屋久島町

平成26年7月30日～
24時間
平成26年8月 1日

岡山理科大学

屋久島の自然観察実習

琉球大学

教育基本法１７条を踏まえて策定された教育振興基本計画
（平成20年7月）において我が国の教育の重要政策の一つ
に盛り込まれたESD（持続発展教育）について、その背景や
未来をつくる力を育むESD（持続 推進経緯、取り組みの現状と課題、可能性を学びます。ESD
大島順子（観光産業科学部准教授）
発展教育）
の特長である未来志向を身につける問題解決型の学びの
方法を実践事例から分析し、自分の教育指導に引き付けま
す。また、沖縄をテーマにしたESDの展開のしかたについて
も理解を深めます。

琉球大学

教育基本法１７条を踏まえて策定された教育振興基本計画
（平成20年7月）において我が国の教育の重要政策の一つ
に盛り込まれたESD（持続発展教育）について、その背景や
未来をつくる力を育むESD（持続 推進経緯、取り組みの現状と課題、可能性を学びます。ESD
大島順子（観光産業科学部准教授）
発展教育）
の特長である未来志向を身につける問題解決型の学びの
方法を実践事例から分析し、自分の教育指導に引き付けま
す。また、沖縄をテーマにしたESDの展開のしかたについて
も理解を深めます。

琉球大学

観光の教育力と教材開発

講義を通して観光や旅をするという行為が持つ教育力につ
いて理解し、総合学習や社会科教育、生活科教育で進める
観光教育の教材開発と評価について学びます。特に、観光
大島順子（観光産業科学部准教授）
の学習における地理教育の有用性についても具体的な事
寺本潔（玉川大学教育学部教授）
例から理解を深めます。また、観光資源という視点から、広
範囲な社会的事象や地域のつながりをみていくことで環境
学習につながる教育旅行の展開のしかたを学びます。

沖縄県中頭郡
西原町

身近な熱力学現象

午前講義では、熱力学の基礎を学んだ後、その応用として
身近な熱力学現象について理解する。午後の実験では、実
際に気体の断熱変化現象の実験を行い、測定結果と解析 野底武浩（工学部教授）
結果を比較してみる。それらを通して、熱力学現象について
理解を深める。

沖縄県中頭郡
西原町

6時間 平成26年8月19日

沖縄大学

多様なニーズを持った子どもの
理解と対応 ～スクールカウンセ
ラーとスクールソーシャルワー
カーとの立場から～

近年、学校現場においては、心理・発達的な課題や家庭環
境の複雑さを抱えた子どもたちをどのように理解し、対応し
ていったらいいのかが大きな関心事となっている。
多様なニーズを持った子どもたちへの対応には、教師として
名城 健二（沖縄大学人文学部准教授）
の専門的知識に加えて、様々な専門家との連携が不可欠
吉川 麻衣子（沖縄大学人文学部講師）
である。
本講座では、子どもたちの様々な課題に対する理解と対応
について、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワー
カーの立場から講義する。

沖縄県那覇市

6時間 平成26年8月13日

沖縄大学

国語の授業では、何をどのように扱えばいいのか。物語
文、説明文、作文、漢字、文法事項・・・。この講習では、小
小学校における国語教育の進め 学校における国語科の指導内容を体系的に概観し、作文指
梶村光郎（沖縄大学人文学部教授）
方
導と物語文の読解指導を取り立てて解説していきます。児
喜屋武政勝（沖縄大学人文学部准教授）
～言語活動の充実とは～
童の「ことば」の力を鍛えてあげるという国語科教育の原点
に立って、具体的な教材分析と指導法について学んでいき
ましょう。

沖縄県那覇市

6時間 平成26年8月13日

琉球大学

沖縄県中頭郡
西原町

沖縄県宮古島
市

6時間 平成26年8月14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

小学校、中学校
（保健体育）、高
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

12,000円

40人

平成26年4月23日～
平成26年8月30日

平261008153790号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp

6,000円

50人

平成26年4月23日～
平成26年11月1日

平261008153791号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp/

教諭

自然観察、環境
教育、自然体験
型教育に興味の
ある小中高教諭

30,000円

20人

平成26年5月8日～
平成26年5月14日

平263051653266号

086-256-9703

http://www.ous.ac.j
p/kyousyoku/2002/ko
ush.htm

教諭

小・中・高等学校
教諭、特に「総合
的な学習の時間」
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261008255591号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

小・中・高等学校
教諭、特に「総合
的な学習の時間」
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261008255592号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

総合学習や社会
科教育、生活科
教育、観光学習
を担当する小・
中・高等学校教
諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008255593号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭

中学技術担当教
諭、工業高校教
諭、普通高校物
理担当教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平261008255594号

098-895-8833

http://www.uryukyu.ac.jp/

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平263061054516号

098-993-7991

http://www.okinawau.ac.jp/kyoushokuKo
ushin.php

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平263061054517号

098-993-7991

http://www.okinawau.ac.jp/kyoushokuKo
ushin.php

教諭

小学校、中学校、
教諭
高校（家庭科及び
養護教諭 保健体育）の教
栄養教諭 諭、栄養教諭 養
護教諭

教諭

小学校教諭

平成２６年度（第３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・高等学校
養護教諭 教諭、養護教諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平263061054518号

098-993-7991

http://www.okinawau.ac.jp/kyoushokuKo
ushin.php

小学校教諭、中・
高等学校教諭
（保健体育）

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平263061054519号

098-993-7991

http://www.okinawau.ac.jp/kyoushokuKo
ushin.php

教諭
小・中・高等学校
養護教諭 教諭，養護教諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平263061054520号

098-993-7991

http://www.okinawau.ac.jp/kyoushokuKo
ushin.php

小・中・高等学校
教諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月9日

平263061054521号

098-993-7991

http://www.okinawau.ac.jp/kyoushokuKo
ushin.php

7,000円

25人

平成26年4月21日～
平成26年5月19日

平263061353556号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.
jp

沖縄大学

タバコ、アルコール、薬物など教育現場において問題になる
依存症の真実を伝えることと、preventable death(防ぎ得た
いのちの輪を育てる保健教育・指
死)の臨床経験を伝え、依存症関連の日本一が目白押しで 山代 寛（沖縄大学人文学部教授）
導
ある沖縄において健康長寿県復活をになう次世代を育てる
保健教育・指導を内容とする。

沖縄県那覇市

6時間 平成26年8月13日

沖縄大学

本講義では，体育科・保健体育科における学習指導要領
の改訂ポイントを学んだうえで，これからの体育学習に必要
な専門的力量やその指導法について解説する。また，運動
体育授業における学習指導と評
技能の向上を促進するための児童・生徒の運動観察・分析 嘉数 健悟（沖縄大学人文学部講師）
価
の視点や教材を開発する過程を解説する。さらに、児童生
徒の学習評価の在り方についてワークショップを交えながら
解説していく。

沖縄県那覇市

6時間 平成26年8月14日

沖縄県那覇市

6時間 平成26年8月14日

沖縄県那覇市

6時間 平成26年8月14日

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成26年8月2日

地理情報システム(GIS)入門

今日、カーナビやインターネットの普及により、グーグルマッ
プなどGPSあるいはGISが一般生活に広く普及してきてい
る。この講義では、GPSやGISの基礎的概念にふれたあと、
「地図太郎」および「MANDARA」などのGISソフトを使って、 小川 護（経済学部教授）
地図や各種分布図の作成などのトレーニングをおこなう。あ
わせて、ネット上で国土地理院や国土交通省などの地図
データを入手するための操作方法についてもふれる。

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

中学校社会科教
諭、高等学校地
歴科教諭

7,000円

15人

平成26年4月21日～
平成26年5月19日

平263061353557号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.
jp

フィールドで学ぶ自然環境

日々深刻化する地球規模の環境問題を解決するには、グ
ローバルな対応のみならずローカルな足下の立場に立った
対応も必要である。そこで、我々の身近な沖縄の自然環境
について理解を深めることが環境問題に対する術を見つけ
出す糸口になると思われる。 沖縄の文化は琉球列島の
名城 敏（経済学部教授）
自然環境の恩恵に浴しながら育まれてきたものと思われ
る。そこで、本講にて足下の自然環境について学ぶことによ
り文化、習慣および風俗等への理解を深め、さらに環境保
全に対する意識の高揚に繋げることができれば幸いであ
る。

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成26年8月5日

教諭

環境問題に関心
のある小・中・高
等学校教諭

7,000円

25人

平成26年4月21日～
平成26年5月19日

平263061353558号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.
jp

フィールドで学ぶ自然環境

日々深刻化する地球規模の環境問題を解決するには、グ
ローバルな対応のみならずローカルな足下の立場に立った
対応も必要である。そこで、我々の身近な沖縄の自然環境
について理解を深めることが環境問題に対する術を見つけ
出す糸口になると思われる。 沖縄の文化は琉球列島の
名城 敏（経済学部教授）
自然環境の恩恵に浴しながら育まれてきたものと思われ
る。そこで、本講にて足下の自然環境について学ぶことによ
り文化、習慣および風俗等への理解を深め、さらに環境保
全に対する意識の高揚に繋げることができれば幸いであ
る。

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成26年8月7日

教諭

環境問題に関心
のある小・中・高
等学校教諭

7,000円

25人

平成26年4月21日～
平成26年5月19日

平263061353559号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.
jp

琉球・沖縄の芸能

はじめに、「琉球沖縄の芸能の歴史」を概観した上で、郷土
教育の視点から「民謡と民俗芸能」について、八重山と沖縄
の「祭りと村踊り」を学ぶ。次に、古典教育の視点から「能・
歌舞伎・琉球古典舞踊・組踊の実例を挙げて「芸能と身体
狩俣 恵一（総合文化学部教授）
様式」について考えたうえで、「琉球・沖縄の芸能「舞踊」「組
踊」の特質について学ぶ。なお、伝統組踊保存会伝承者の
宮城茂雄講師に実演をお願いするとともに、DVDの映像を
見ながら学ぶ。

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小・中・高等学校
教諭

7,000円

50人

平成26年4月21日～
平成26年5月19日

平263061353560号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.
jp

英語音声実践トレーニング

最近国内の英語教育においては、「話す、聞く」の学習に重
点を置き、音声による実践的なコミュニケーション能力の育
成が重要視されるようになってきた。本講座は国際音声記
号などを使って確実に英語の発音を矯正する方法を紹介
李 イニッド(総合文化学部教授）
し、英語指導能力及びコミュニケーション能力の向上を目指
す。日本人にとって特に難しいポイントを焦点にあてて英語
音声を基礎からしっかり学び、正しい発音、イントネーショ
ン、リズム感を修得する。

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成26年8月6日

教諭

小学校・中学校・
高等学校英語科
教諭

7,000円

40人

平成26年4月21日～
平成26年5月19日

平263061353561号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.
jp

沖縄大学

こころに火を灯す － リーダー
シップと教育

本講座では、新教育基本法に基づき、自立した教師として
の対応、リーダーシップのあり方を考えることにする。
①知識基盤社会における教師の役割とは②自ら課題を見
つけ自ら解決する力を育成する教育方法とは③自らを見失 樋口 耕太郎（沖縄大学人文学部准教授）
いかけ、自信を喪失している児童生徒への援助のあり方に
ついて等、ワークショップやグループ学習で探求させていく
こととする。

沖縄大学

キャリア教育の視点を踏まえた
新たな教育旅行の提案

本講座では、ミッションチャレンジ学習を取り入れた 「遊
ぶー学ぶ」 プログラム体験を通して、生き方を学ぶキャリア 上地 幸市（沖縄大学人文学部教授）
体験教育旅行を考える。

沖縄国際大学

2008年度より文科省が開始したスクールソーシャルワー
カー(以下、SSWr)活用事業であるが、2014年度で7年目を
迎える。同事業の全国及び沖縄県内の概況(現状と課題)に
スクールソーシャルワーク～学校 ついてを学ぶ。一方、昨今の学校現場で生じている諸問題
比嘉 昌哉（総合文化学部准教授）
における福祉的支援～
(不登校、問題行動、児童虐待等)について理解し、福祉的
支援の方法を学び、受講後の教育実践に役立ててもらう。
今後、教諭等が連携･協力することが予想されるSSWrの役
割等を理解する。講習は講義・演習方式で行う。

沖縄国際大学

沖縄国際大学

沖縄国際大学

沖縄国際大学

沖縄国際大学
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教諭

教諭

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

平成２６年度（第３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

琉球における伝統的な「しまくとぅば」と、それによって育ま
れた地域文化について概説し、学校教育現場において郷土
の文化をどのように伝えていけばよいかを考える。琉球語
は多様な諸方言に分岐し、「しまくとぅば」と呼ばれるが、現
西岡 敏(総合文化学部教授）
在、その存続・継承が危ぶまれている。本講義では、「しまく
とぅば」を足がかりとして、地域文化の継承について考えて
いきたい。また、琉球文学にゆかりのある地を実際に訪ねる
予定である（入場料等の実費が必要となる場合あり）。

沖縄国際大学

しまくとぅばと地域文化

沖縄国際大学

生徒指導の際、生徒に「逆ギレ」された経験はありません
か。生徒のこのような反応は、「教師ー生徒関係」での双方
の相互作用（やりとり）過程の結果による現象です。講義で
実践「逆ギレ」を防ぐ生徒指導法
は、事例を通した「挑発ー怒りー攻撃」という「逆ギレ」の発 山入端 津由（総合文化学部教授）
―暴力の心理を読む
生機序を学びます。次に、「逆ギレ」を生じさせない生徒指
導法（マイクロカウンセリングやエリスのABC図式の活用）を
活用した生徒を挑発しない指導法）を修得します。

沖縄国際大学

フィールドで学ぶ沖縄の地理空
間

社会科・地理教育における課題として、生徒が実際の地理
的空間に展開されている事象と、教科書や地図帳に記載さ
れている事象とを関連させて、「思考」を深めることができな
いことである。それを克服する方法の一つに、地理教育では
崎浜 靖（経済学部准教授）
古くから野外学習（巡検）を実施してきた。本講習では、学校
現場で応用できるように、地形図・空中写真・歴史資料など
を用いて、沖縄本島中部地域における地理空間と戦後の変
容を検証する。

本講義は、児童英語における「理論」と「実践」の２部構成
となっており、基礎的な知識・理論の習得とそれらの実践化
を目指すものである。特に小学校における「英語活動」の必
沖縄女子短期大 すぐ役立つ！英語活動の理論と
修化に対応すべく、指導プランの立案から、Classroom
又吉 斎（総合ビジネス学科講師）
学
実践
English（＝授業で役立つ主な英語フレーズ）、及びEnglish
Activities（＝英語活動）に関するアイデアの紹介など、授業
で役立てれる内容を中心に取り扱う。

講習の開催地

時間数

講習の期間

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成26年8月7日

沖縄県宜野湾
市

6時間 平成26年8月15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

琉球文化に関心
のあるすべての
学校教諭

7,000円

45人

平成26年4月21日～
平成26年5月19日

平263061353562号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.
jp

教諭
全教諭、養護教
養護教諭 諭

7,000円

40人

平成26年4月21日～
平成26年5月19日

平263061353563号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.
jp

7,000円

20人

平成26年4月21日～
平成26年5月19日

平263061353564号

098-892-1111

http://www.okiu.ac.
jp

教諭

沖縄県宜野湾
市

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
校地理歴史科教
諭

沖縄県那覇市

6時間

平成26年8月4日、
平成26年8月5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8日

平263536255664号

098-855-2169

http://www.owjc.ac.
jp/

算数科における
沖縄女子短期大
「言語活動の充実」と「活用力育
学
成」について

算数科の課題を解決するための基礎・基本となる言語活
動とは何か、言語活動を充実させるためにはどのような思
濱比嘉 宗隆（児童教育学科教授）
考活動があるのか、配慮することは何かについて理解を深
める。

沖縄県那覇市

6時間

平成26年8月4日、
平成26年8月5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8日

平263536255665号

098-855-2169

http://www.owjc.ac.
jp/

沖縄女子短期大 教科 国語
学
「読書へのアニマシオン」

「読書へのアニマシオン」は、スペインで生まれた読書教育
法である。「アニマシオン」という言葉は、スペイン語で活性
化すること、躍動することという意味である。「読書アニマシ
上運天 洋子（児童教育学科非常勤講師）
オン」は、子どもの読む力を引き出す教育活動であり、読書
教育の充実を図るものである。本講座は、多くの指導事例
を研究し、小学校での実践を目指すものである。

沖縄県那覇市

6時間

平成26年8月4日、
平成26年8月5日

教諭

小学校教諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月8日

平263536255666号

098-855-2169

http://www.owjc.ac.
jp/

沖縄女子短期大
授業で使える国語科の指導法
学

国語科は、人間形成の基盤をつくる言語の理解及び言語
能力を育てることに重要なねらいがある。本講座では、児童
に言語力を育てるためにどのような指導（手立て）をすれば 桃原 亮昌(児童教育学科教授）
よいかに視点を当て、日常の授業で楽しく実践できるように
することを目指す。

沖縄県那覇市

6時間

平成26年8月4日、
平成26年8月5日

教諭

小学校教諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月8日

平263536255667号

098-855-2169

http://www.owjc.ac.
jp/

沖縄女子短期大
児童の心理の理解を深める
学

幼児教育の現場で必要な幼児、児童の心理について概説
する。また、沖縄県の幼児教育の課題や発達障害について 金城 靖子（総合ビジネス学科准教授）
も考察する。

沖縄県那覇市

6時間

平成26年8月4日、
平成26年8月5日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月8日

平263536255668号

098-855-2169

http://www.owjc.ac.
jp/

沖縄女子短期大
子育て支援の社会学
学

本講座では幼稚園教育要領にうたわれている「子育て支
援」について社会的背景を理解することを目的とする。日々
変化する現代の社会的状況のなかで、子どもや保護者、周
囲を取り巻く社会の人々がどのように子育ち・子育て（親育 上原 健二（児童教育学科准教授）
ち）を捉え、振る舞っているのかについて社会学の視点を踏
まえて学ぶ。

沖縄県那覇市

平成26年8月4日、
6時間
平成26年8月5日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

平成26年4月16日～
20人
平成26年5月8日

平263536255669号

098-855-2169

http://www.owjc.ac.
jp/

沖縄女子短期大
小学校体育の授業
学

学習指導要領体育の目標と内容、生涯スポーツからみた小
学校体育の位置づけ、技能と楽しさの関係、体育における
言語活動、体つくり運動による体力の付け方等についての 仲西 起實（児童教育学科非常勤講師）
説明、授業の紹介、体ほぐしや準備運動等の実際の運動等
を組み合わせて行う。

沖縄県那覇市

6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

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月8日

平263536255670号

098-855-2169

http://www.owjc.ac.
jp/

沖縄県那覇市

6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

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月8日

平263536255671号

098-855-2169

http://www.owjc.ac.
jp/

沖縄女子短期大
ICT教育
学

本講座は、コンピューターを活用し、授業実践に役立てるも
のである。
1．PowerPointを活用したフラッシュ型教材の作成方法を実
践的に身につける。
2．Excelのピボットテーブル機能を使ったアンケート集計の 渡久地 啓（総合ビジネス学科准教授）
方法を実習する。ピボットテーブルを用いたクロス集計を実
践で学び、効率的なアンケート集計の方法について考える。
3．教育現場でのICT機器の活用方法について考える。
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平成２６年度（第３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

沖縄女子短期大
子育ての支援
学

本講座のテーマは、改訂幼稚園教育要領にうたわれている
「子育ての支援」とする。子どもたちの安心、安全で自由な
生活を守るために、幼稚園の役割とは何か、そのために、
幼稚園は地域とどのように繋がるかという観点から子育て
砂川 麻世（児童教育学科准教授）
の支援について考える。実践事例を通して、幼稚園全体の
教師間の協力体制を基盤にした、他の幼稚園・小学校や保
育所・児童相談所等、地域のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体や近隣住民との
連携について理解することを目的とする。

沖縄県那覇市

6時間

平成26年8月4日、
平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月8日

平263536255672号

098-855-2169

http://www.owjc.ac.
jp/

「自身の成長を園児の成長に」
沖縄女子短期大
～他者を知り、自己理解を促す
学
～

本講習では、参加される保育士または幼稚園教諭自身の
内的向上を目的として段階的エンカウンターグループと解決
思考アプローチを用いて「他者を理解することで自身をより 石垣 愛一郎（児童教育学科講師）
深く理解する」という趣旨を基本に自己開示、傾聴、共有、
意見交換を活発的に実践する。

沖縄県那覇市

6時間

平成26年8月4日、
平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月8日

平263536255673号

098-855-2169

http://www.owjc.ac.
jp/

沖縄女子短期大
生涯学習概論
学

生涯学習についての理解を深め、生涯学習社会における
学校教育と社会教育の連携融合の実際について学ぶ。ま 高嶺 朝勇 （南城市教育長）
た、本県における生涯学習の動向と課題についてふれる。

沖縄県那覇市

6時間

平成26年8月4日、
平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭・
小学校教諭

7,000円

30人

平成26年4月16日～
平成26年5月8日

平263536255674号

098-855-2169

http://www.owjc.ac.
jp/

沖縄県那覇市

6時間

平成26年8月5日・
平成26年8月6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8日

平263536255675号

098-855-2169

http://www.owjc.ac.
jp/

沖縄女子短期大
幼児理解と指導法
学

乳幼児期からの発達や生活の連続性を踏まえつつ、幼児
の今日的課題を明確に捉えていく。そこから、今の、幼児教
育・保育に指導の背景となる専門的知見、指導の方法・技
平田 美紀（児童教育学科非常勤講師）
術等を学ぶ。保育内容における養護と教育の一体性、幼児
の内面理解から表現理解、集団活動へと展開する学びの
連続性等を具体的に学ぶ。

沖縄県那覇市

6時間

平成26年8月5日・
平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月8日

平263536255676号

098-855-2169

http://www.owjc.ac.
jp/

総合的な学習
沖縄女子短期大
～ふる里・沖縄の歴史とその文
学
化～

学習指導要領社会科・総合的な学習内容として郷土の世界
遺産群を中心に、沖縄の歴史・文化に触れ沖縄の来歴を深
く理解する。また、その意味は限りなく深く、郷土沖縄を愛す
西村 貞雄（琉球大学名誉教授）
ることにつながり、ひいては国際理解教育に結びつくことを
理解させる。郷土を深く知ることは、そうして初めて世界の
国々をより深く理解することができるからである。

沖縄県那覇市

6時間

平成26年8月5日・
平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭・
小学校教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月8日

平263536255677号

098-855-2169

http://www.owjc.ac.
jp/

沖縄女子短期大
児童文化論
学

幼児・児童期の精神世界と深いかかわりを持つ児童文化
は、一般的に大人がつくり出した子どものための、子どもに
とっての文化的連鎖および子ども自身がつくり出した文化の
総称として使われる。本講座では①児童文化財（児童文学・
田名 洋子（沖縄国際大学非常勤講師）
絵本・紙芝居・人形劇等）②児童文化活動③児童文化施設
等について沖縄県や他県の状況にもふれながら特に保育・
教育現場で児童文化財が効果的に活用できるよう具体的な
教材・教具を取り上げながら学習していく。

沖縄県那覇市

6時間

平成26年8月5日・
平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭・
小学校教諭

7,000円

25人

平成26年4月16日～
平成26年5月8日

平263536255678号

098-855-2169

http://www.owjc.ac.
jp/

子どもたちは身体の成長に伴って、音楽の感じ方も広がる。
特に、幼小期においては、身体を動かしリズムを表現する
教科 音楽
のが得意である。指導者として音楽の持つ影響力を考える
沖縄女子短期大
成長期における音楽の持つ役割 必要があり、その為の技術向上を、具体的に、声（歌）、楽 小波津 美奈子（児童教育学科准教授）
学
と実践
器（身体）等を用いて、アンサンブルの指導法を実践を通し
て提案すると伴に五感の広がりを考え活用方法を考察す
る。

沖縄県那覇市

6時間

平成26年8月5日・
平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭・
小学校教諭

7,000円

20人

平成26年4月16日～
平成26年5月8日

平263536255679号

098-855-2169

http://www.owjc.ac.
jp/

新幼稚園教育要領及び小学校学習指導要領図画工作科
の目標に「豊かな感性」・「感性を働かせながら」という文章
が新たに加えられた。それは幼児や児童の感覚や感じ方な
玉城 哲人（児童教育学科准教授）
どを一層重視することを明確にするために示している。「感
性」「豊かな感性を育む」という視点に立ち、講義・実技演習
を通して受講生と共に指導の方法、技術を考えていく。

沖縄県那覇市

平成26年8月5日・
6時間
平成26年8月6日

教諭

幼稚園教諭・
小学校教諭

7,000円

平成26年4月16日～
30人
平成26年5月8日

平263536255680号

098-855-2169

http://www.owjc.ac.
jp/

教員のための環境教育(初等教
育編)

環境問題は、人類の生存において切実な問題であり、幼稚
園の先生と小学校教諭は、園児あるいは児童に分かりやす
く環境教育を行わなければならない。本科目では、「なぜ今
環境か」「地域と連携した環境保全活動」「幼児教育としての
環境教育」「環境をきれいにする微生物」「森・川・海の環境」
「幼稚園・小学校における環境マネジメント」など、環境教育
の助けになる講習内容である。

宮島 徹(工学系研究科教授)
兒玉 宏樹(総合分析実験センター准教授)
染谷 孝(農学部教授)
永田 誠(西九州大学短期大学部幼児保育学
科准教授)
五十嵐 勉(全学教育機構准教授)
岡島 俊哉(文化教育学部教授)

インターネット

6時間

6,000円

20人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553441号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

教員のための環境教育(中等教
育編)

環境問題は、人類の生存において切実な問題であり、中学
校や高等学校の教諭は、環境教育を行わなければならな
い。本科目では、「環境問題総論」「21世紀の環境とエネル
ギー」「職場の環境と健康」「環境浄化と微生物」「森・川・海
の環境」「中学校～高等学校における環境マネジメント」な
ど、環境教育の助けになる講習内容である。

宮島 徹(工学系研究科教授)
池上 康之(海洋エネルギー研究センター教授)
市場 正良(医学部教授)
インターネット
染谷 孝(農学部教授)
五十嵐 勉(全学教育機構准教授)
岡島 俊哉(文化教育学部教授)

6,000円

平成26年4月19日～
20人
平成26年4月25日

平261007553442号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

１．新学習指導要領および移行期の理科における環境学習
について実感を伴う理解をどのように身につけるかを学ぶ。
教科 理科 理科教育における ２．児童の日常生活の中での環境経験から科学的な見方
沖縄女子短期大 環境教育と環境倫理
や考え方を育むためにどのような経験をしているか子ども
稲福 純夫（児童教育学科教授）
学
～知的好奇心と実感を伴う理解 の実態把握について考える。３．自然に親しむことと赤土流
～
出等の沖縄の環境問題と理科における道徳教育について
考える。４．理科好きな子どもたちを育てるために科学や理
科の魅力について考察する。

教科 図工・造形
沖縄女子短期大
「感性」を大事にする造形・表現
学
活動を進めるために

佐賀大学

佐賀大学

平成26年6月3日～
平成26年7月26日

平成26年6月3日～
6時間
平成26年7月26日
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教諭
幼・小・特支教
養護教諭 諭、養護教諭

教諭
中・高教諭、養護
養護教諭 教諭

平成２６年度（第３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

佐賀大学

佐賀大学

佐賀大学

佐賀大学

明星大学

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

教員のための環境教育(初等教
育編)

環境問題は、人類の生存において切実な問題であり、幼稚
園の先生と小学校教諭は、園児あるいは児童に分かりやす
く環境教育を行わなければならない。本科目では、「なぜ今
環境か」「地域と連携した環境保全活動」「幼児教育としての
環境教育」「環境をきれいにする微生物」「森・川・海の環境」
「幼稚園・小学校における環境マネジメント」など、環境教育
の助けになる講習内容である。

宮島 徹(工学系研究科教授)
兒玉 宏樹(総合分析実験センター准教授)
染谷 孝(農学部教授)
永田 誠(西九州大学短期大学部幼児保育学
科准教授)
五十嵐 勉(全学教育機構准教授)
岡島 俊哉(文化教育学部教授)

教員のための環境教育(中等教
育編)

環境問題は、人類の生存において切実な問題であり、中学
校や高等学校の教諭は、環境教育を行わなければならな
い。本科目では、「環境問題総論」「21世紀の環境とエネル
ギー」「職場の環境と健康」「環境浄化と微生物」「森・川・海
の環境」「中学校～高等学校における環境マネジメント」な
ど、環境教育の助けになる講習内容である。

宮島 徹(工学系研究科教授)
池上 康之(海洋エネルギー研究センター教授)
市場 正良(医学部教授)
インターネット
染谷 孝(農学部教授)
五十嵐 勉(全学教育機構准教授)
岡島 俊哉(文化教育学部教授)

平成26年8月19日 ～
6時間
平成26年10月11日

教員のための環境教育(初等教
育編)

環境問題は、人類の生存において切実な問題であり、幼稚
園の先生と小学校教諭は、園児あるいは児童に分かりやす
く環境教育を行わなければならない。本科目では、「なぜ今
環境か」「地域と連携した環境保全活動」「幼児教育としての
環境教育」「環境をきれいにする微生物」「森・川・海の環境」
「幼稚園・小学校における環境マネジメント」など、環境教育
の助けになる講習内容である。

宮島 徹(工学系研究科教授)
兒玉 宏樹(総合分析実験センター准教授)
染谷 孝(農学部教授)
永田 誠(西九州大学短期大学部幼児保育学
科准教授)
五十嵐 勉(全学教育機構准教授)
岡島 俊哉(文化教育学部教授)

6時間

教員のための環境教育(中等教
育編)

環境問題は、人類の生存において切実な問題であり、中学
校や高等学校の教諭は、環境教育を行わなければならな
い。本科目では、「環境問題総論」「21世紀の環境とエネル
ギー」「職場の環境と健康」「環境浄化と微生物」「森・川・海
の環境」「中学校～高等学校における環境マネジメント」な
ど、環境教育の助けになる講習内容である。

宮島 徹(工学系研究科教授)
池上 康之(海洋エネルギー研究センター教授)
市場 正良(医学部教授)
インターネット
染谷 孝(農学部教授)
五十嵐 勉(全学教育機構准教授)
岡島 俊哉(文化教育学部教授)

子どもの育ちを支援する教育相
談の考え方・進め方

第一に、教育相談の現状からその今日的意義を理解し、児
童生徒の理解と支援に必要となる教育相談の基本的事項
と相談の組み立てや実践の理論を学び取ります。第二に、
不登校・いじめと言った教育相談の対象となる諸問題を各
論で扱い、相談技術の実践力を習得します。

黒岩
福田
高下
川上

誠（人文学部 教授）
憲明（人文学部 教授）
梓（人文学部 非常勤講師）
華代（教育学部 非常勤講師）

インターネット

インターネット

通信教育

6時間

平成26年8月19日 ～
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

教諭
幼・小・特支教
養護教諭 諭、養護教諭

6,000円

20人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553443号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

6,000円

平成26年4月19日～
20人
平成26年4月25日

平261007553444号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

6,000円

20人

平成26年4月19日～
平成26年4月25日

平261007553445号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

6,000円

平成26年4月19日～
20人
平成26年4月25日

平261007553446号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp

平263025055955号

042-591-6341

http://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

教諭
中・高教諭、養護
養護教諭 教諭

平成26年10月21日 ～
教諭
幼・小・特支教
平成26年12月13日
養護教諭 諭、養護教諭

平成26年10月21日 ～
教諭
中・高教諭、養護
6時間
平成26年12月13日
養護教諭 教諭

18時間
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平成26年5月19日～
平成26年12月26日

教諭

小学校教諭・中
学校教諭

18,000円

50人

受講者募集期間

平成26年5月7日～
平成26年7月25日

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

