平成３０年度 免許状更新講習 第３回認定（選択必修領域）

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
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ＵＲＬ

近年学校運営の中では生徒個人の情報を含めた様々な学校内
情報が扱われている。本来はこれらを扱う時に常に心がけなくて
はいけない「情報セキュリティ」の概念について述べる。特に注
意すべき生徒の個人情報を中心に、学校内情報全般の取扱
亀丸 俊一（工学部教授）
い、保管、漏えい防止、さらには最終的な廃棄にいたり、情報が
利用されていく中で、見落とされがちではあるがいっそう注意を
払うべきポイントを、事例を挙げながら確認していく。

北海道北見市

6時間 平成30年8月9日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月20日～
平成30年5月2日

平30-10007301260号

0157-26-9177

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

北見工業大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】学校運営での情報セ 術を利用した指導及び情報
キュリティ
教育（情報モラルを含む。）
等）

弘前大学

【選択必修】教育課程・学校経営

学習指導要領の改訂の動向
等
様々な問題に対する組織的
対応の必要性

「学習指導要領の改訂の動向等」および「様々な問題に対する
組織的対応の必要性」の事項について、各校種や教科の教員に
求められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題につい
ての理解を深めることを目指す。

森本 洋介（教育研究院教育・芸術領域講師）
三上 雅生（教育研究院教育・芸術領域准教
授）
石戸谷 繁（東北女子大学准教授）

青森県青森市

6時間 平成30年8月10日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

200人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008301503号

0172-39-3315

http://www.hirosakiu.ac.jp/

弘前大学

【選択必修】教育課程・学校経営

学習指導要領の改訂の動向
等
様々な問題に対する組織的
対応の必要性

「学習指導要領の改訂の動向等」および「様々な問題に対する
組織的対応の必要性」の事項について、各校種や教科の教員に
求められる最新の知識・技能の修得と今日的な教育課題につい
ての理解を深めることを目指す。

森本 洋介（教育研究院教育・芸術領域講師）
三上 雅生（教育研究院教育・芸術領域准教
授）
石戸谷 繁（東北女子大学准教授）

青森県弘前市

6時間 平成30年8月16日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

200人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008301504号

0172-39-3315

http://www.hirosakiu.ac.jp/

弘前大学

【選択必修】教育相談①

「教育相談」の事項について、教員に求められる最新の知識・技
能の修得と今日的な教育課題についての理解を深めることを目
指す。具体的には、以下の通り。
教育相談（いじめ及び不登校
１）非行少年の推移と現状、非行少年の理解と対応のための理 田名場 忍（教育研究院教育・芸術領域教授）
への対応を含む。）
論の習得を目指す。
２）非行にいたる児童生徒の理解および対応についての演習を
行い、体験的に教育相談の理解や経験を深めることを目指す。

青森県十和田
市

6時間 平成30年8月9日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008301505号

0172-39-3315

http://www.hirosakiu.ac.jp/

弘前大学

【選択必修】教育相談①

「教育相談」の事項について、教員に求められる最新の知識・技
能の修得と今日的な教育課題についての理解を深めることを目
指す。具体的には、以下の通り。
教育相談（いじめ及び不登校
１）非行少年の推移と現状、非行少年の理解と対応のための理 田名場 忍（教育研究院教育・芸術領域教授）
への対応を含む。）
論の習得を目指す。
２）非行にいたる児童生徒の理解および対応についての演習を
行い、体験的に教育相談の理解や経験を深めることを目指す。

青森県弘前市

6時間 平成30年8月10日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008301506号

0172-39-3315

http://www.hirosakiu.ac.jp/

弘前大学

【選択必修】教育相談②

「教育相談」の事項について、教員に求められる最新の知識・技
能の修得と今日的な教育課題についての理解を深めることを目
教育相談（いじめ及び不登校 指す。具体的には、教育相談に限らず、生徒指導、道徳、総合
安達 知郎（教育研究院教育・芸術領域講師）
への対応を含む。）
の時間、学級活動など、さまざまな場面での応用が試みられて
いるアサーショントレーニングについての理解を深めることを目
指す。

青森県十和田
市

6時間 平成30年8月9日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008301507号

0172-39-3315

http://www.hirosakiu.ac.jp/

弘前大学

【選択必修】教育相談②

「教育相談」の事項について、教員に求められる最新の知識・技
能の修得と今日的な教育課題についての理解を深めることを目
教育相談（いじめ及び不登校 指す。具体的には、教育相談に限らず、生徒指導、道徳、総合
安達 知郎（教育研究院教育・芸術領域講師）
への対応を含む。）
の時間、学級活動など、さまざまな場面での応用が試みられて
いるアサーショントレーニングについての理解を深めることを目
指す。

青森県弘前市

6時間 平成30年8月10日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008301508号

0172-39-3315

http://www.hirosakiu.ac.jp/

弘前大学

【選択必修】キャリア教育の理論
進路指導及びキャリア教育
と実践

現代の雇用情勢や若者の職業意識を踏まえながら、学校現場
で求められている進路指導やキャリア教育のあり方について理 吉中 淳（教育研究院教育・芸術領域教授）
解を深める。また、具体的な教育方法や援助についての知識や 松田 侑子（教育研究院教育・芸術領域講師）
スキルについても習得することを目指す。

青森県弘前市

6時間 平成30年8月10日

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008301509号

0172-39-3315

http://www.hirosakiu.ac.jp/

弘前大学

【選択必修】キャリア教育の理論
進路指導及びキャリア教育
と実践

現代の雇用情勢や若者の職業意識を踏まえながら、学校現場
で求められている進路指導やキャリア教育のあり方について理 吉中 淳（教育研究院教育・芸術領域教授）
解を深める。また、具体的な教育方法や援助についての知識や 松田 侑子（教育研究院教育・芸術領域講師）
スキルについても習得することを目指す。

青森県弘前市

6時間 平成30年12月27日

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年9月25日～
平成30年10月19日

平30-10008301510号

0172-39-3315

http://www.hirosakiu.ac.jp/

弘前大学

【選択必修】ICTによる英語教育

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スやオープン 内海 淳（教育研究院人文科学領域准教授）
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30年8月16日

小学校
中学校
高等学校

英語科教諭

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-10008301511号

0172-39-3315

http://www.hirosakiu.ac.jp/

弘前大学

【選択必修】第二言語習得研究と
英語教育
小学校英語教育

ヒトはどのようにして母語以外の言語を習得・学習するのか、そ
のメカニズムの解明を目指す第二言語習得研究の諸理論及び
そこで得られた知見を基に小学校における外国語活動・外国語
科の授業における教授・学習行為を見直し、我が国における小
学校英語教育のあり方を検討する。

野呂 徳治（教育研究院教育・芸術領域教授）

青森県弘前市

6時間 平成30年12月27日

小学校

教諭

特定しない

6,000円

30人

平成30年9月25日～
平成30年10月19日

平30-10008301512号

0172-39-3315

http://www.hirosakiu.ac.jp/

弘前大学

【選択必修】アクティブ・ラーニン
グ

アクティブラーニングについての理論的な理解を行うとともに、ア
クティブラーニングの手法をワークショップの形式で体験し、実践
的にも理解することを目指す。また、アクティブラーニングの学び 森本 洋介（教育研究院教育・芸術領域講師）
をどのように評価するか、従来の学習指導にどのように組み込
むかについても学ぶ。

青森県弘前市

6時間 平成30年12月28日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年9月25日～
平成30年10月19日

平30-10008301513号

0172-39-3315

http://www.hirosakiu.ac.jp/

岩手大学

【選択必修】コミュニケーション能
力育成のための指導法（英語教 英語教育
育）

Communicative Competence（コミュニケーション能力）の定義と
その指導理念を概観した後、小学校・中学校・高校段階での実
践を紹介し、指導案を作成する。小学校では英語絵本を活用し 山崎 友子（教育学部教授）
た指導を、中学校ではwritingの指導とその誤りの訂正の仕方
を、高校ではContent-Based-Language-Teachingを取り上げる。

岩手県盛岡市

6時間 平成30年8月4日

小学校
中学校
高等学校

英語

特定しない

6,000円

40人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009301276号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

【選択必修】異文化・国際理解

岩手県盛岡市

6時間 平成30年8月4日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

150人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009301277号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

本講習では、まず「いじめ」を取り上げ、予防的・開発的教育相談
活動の理論と実際について学びます。先進的取り組みや最新の
調査結果に基づき、いじめ防止について考えていきます。次に
【選択必修】教育相談の理論と実 教育相談（いじめ及び不登校 「不登校」を取り上げ、治療的教育相談活動の理論と実際につい 藤井 義久（教育学部教授）
際
への対応を含む。）
て学びます。不登校支援は戸惑いの連続です。一人一人異なる 山本 奬（大学院教育学研究科教授）
児童生徒をどのような観点で理解したらよいのか、そして、それ
ぞれの状態にはどのような支援方法が有効なのか、考えていき
ます。

岩手県盛岡市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

150人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009301278号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】学習指導要領改訂
等
および教育課程改革に関する審
法令改正及び国の審議会の
議会の動向
状況等

岩手県盛岡市

6時間 平成30年8月8日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

150人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009301279号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

英語教育

学習指導要領等に基づき育
成すべき資質及び能力を育
むための習得、活用及び探
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

諸外国の民族や風土とともに行政や教育事情などの異文化を
国際理解及び異文化理解教 様々な観点から理解する。さらに、異文化を知ることにより国際
ホール ジェームズ（教育学部准教授）
育
理解をいっそう深め、日本の文化を再認識するとともに、日本国
民として国際社会に貢献すべき事項や手立てを理解する。

次期改訂学習指導要領で目指す教育課程改革の背景、内容等
について解説する。あわせて、中央教育審議会を中心に、国レ
ベルで教育課程をめぐって何が問題とされ、どのような教育課程
田代 高章（教育学部教授）
改革の議論がなされているのかについて、紹介する。それらを踏
まえ、実際の教育実践や子どもの学習権保障につながる教育課
程のあり方について考えたい。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
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岩手大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校におけるリスク・ 対応の必要性
マネジメント
学校における危機管理上の
課題

学校の教育活動において生じる様々な危機に対して、事前に察
知し対応するためのリスク・マネジメントが重要です。たとえ危機
を想定し対策を立てていたとしても、事件・事故が発生してしまう
ことがあります。その場合には、組織的な対応としてのクライシ 鈴木 久米男（大学院教育学研究科教授）
ス・マネジメントが重要となります。本講習では事例に基づいて、
事前に検討すべきリスク・マネジメント及び発生後の対応として
のクライシス・マネジメントの在り方を検討します。

岩手県盛岡市

6時間 平成30年8月8日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

150人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009301280号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

岩手大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】教育の情報化と情報 術を利用した指導及び情報
モラル教育
教育（情報モラルを含む。）
等）

本講習では，情報通信技術［ICT］の動向について解説するとと
もに，各教科等におけるICT活用の実践事例を概観します。ま
た，ICTの進展とともに発生している情報モラルの問題につい
宮川 洋一（教育学部准教授）
て，教育方法に対する学術的知見を提供するとともに，児童・生
徒等の実態を踏まえた授業づくり，題材づくりの方略について実
践事例を中心に検討します。

岩手県盛岡市

6時間 平成30年8月10日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年5月11日～
平成30年6月4日

平30-10009301281号

019-621-6308

http://www.iwateu.ac.jp

宮城教育大学

学習指導要領に示された学習指導の主眼点と、「確かな学力」を
【選択必修】学習指導要領Ａ－豊 学習指導要領の改訂の動向 育むための授業づくりのポイントについて理解する。また、児童・
かな学びを育てる－
等
生徒に「生きる力」を養うために、教師がどのように指導方法を
工夫し、実践できるかについて、実践例を共有しながら考える。

吉村 敏之（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻教授）
平 真木夫（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻教授）
金田 裕子（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻准教授）

宮城県仙台市

6時間 平成30年7月29日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年4月16日～
平成30年5月6日

平30-10011301177号

022-214-3642

http://renkei.miyakyou.ac.jp/koushin/manual
/index.html

宮城教育大学

現在の教育現場では、従来までの指導方法では対応が難しい
事態が多数発生している。
【選択必修】教育相談Ａ－いじめ 教育相談（いじめ及び不登校
本講習では、社会の変化によって生じた子どもをめぐる諸課題
および不登校の理解と対応－
への対応を含む。）
（不登校、いじめ、スクールカウンセリングなど）を取り上げ、適切
な教育相談のあり方について考える。

佐藤 静（大学院教育学研究科高度教職実践
専攻教授）
宮前 理（大学院教育学研究科高度教職実践
専攻教授）
久保 順也（教育学部准教授）
植木田 潤（教育学部准教授）

宮城県仙台市

6時間 平成30年7月29日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年4月16日～
平成30年5月6日

平30-10011301178号

022-214-3642

http://renkei.miyakyou.ac.jp/koushin/manual
/index.html

宮城教育大学

【選択必修】幼稚園教育要領Ａ

宮城県仙台市

6時間 平成30年7月29日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年4月16日～
平成30年5月6日

平30-10011301179号

022-214-3642

http://renkei.miyakyou.ac.jp/koushin/manual
/index.html

幼児教育実践において実際に起きた保護者支援の事例をもと
学習指導要領の改訂の動向 に、保育相談の実際に付いて学びます。
佐藤 哲也（教育学部教授）
等
幼稚園教育要領の内容について、その改訂の背景も含めて、実 香曽我部 琢（教育学部准教授）
際の保育実践の場面と参照しながら理解を深めます。

宮城教育大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校園の安全管理と 対応の必要性
防災教育の基礎Ａ
学校における危機管理上の
課題

東日本大震災以降，減災に関心が高まるなか，教育の場や地
域の防災拠点としての学校が減災に果たす役割に注目が集まっ
ています。本講習では，学校での防災教育，防災管理，組織活
動の実践を通じて，学校がどのように社会の防災文化の醸成
や，地域社会の安全に貢献し得るのか考えつつ，各教員が気負
わずとも積極的，自主的に学校防災に関わるための心構えや，
更なる学習の機会や方法等について示します。

小田 隆史（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻准教授）
森本 晋也（岩手大学大学院教育学研究科准
教授）

宮城県仙台市

6時間 平成30年7月29日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

140人

平成30年4月16日～
平成30年5月6日

平30-10011301180号

022-214-3642

http://renkei.miyakyou.ac.jp/koushin/manual
/index.html

宮城教育大学

学習指導要領に示された学習指導の主眼点と、「確かな学力」を
【選択必修】学習指導要領Ｂ－豊 学習指導要領の改訂の動向 育むための授業づくりのポイントについて理解する。また、児童・
かな学びを育てる－
等
生徒に「生きる力」を養うために、教師がどのように指導方法を
工夫し、実践できるかについて、実践例を共有しながら考える。

吉村 敏之（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻教授）
平 真木夫（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻教授）
金田 裕子（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻准教授）

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月5日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011301181号

022-214-3642

http://renkei.miyakyou.ac.jp/koushin/manual
/index.html

宮城教育大学

現在の教育現場では、従来までの指導方法では対応が難しい
事態が多数発生している。
【選択必修】教育相談Ｂ－いじめ 教育相談（いじめ及び不登校
本講習では、社会の変化によって生じた子どもをめぐる諸課題
および不登校の理解と対応－
への対応を含む。）
（不登校、いじめ、スクールカウンセリングなど）を取り上げ、適切
な教育相談のあり方について考える。

佐藤 静（大学院教育学研究科高度教職実践
専攻教授）
宮前 理（大学院教育学研究科高度教職実践
専攻教授）
久保 順也（教育学部准教授）
植木田 潤（教育学部准教授）

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月5日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

140人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011301182号

022-214-3642

http://renkei.miyakyou.ac.jp/koushin/manual
/index.html

宮城教育大学

【選択必修】道徳教育Ａ－ｐ４ｃ
（子どもの哲学）を含む－

本講習では，簡単な演習を通して道徳発達観・指導観の多様性
越中 康治（教育学部准教授）
にふれつつ，道徳性の発達に関する諸理論を概説する。道徳発
庄子 修（特任教授）
達・教育に関する理論の展開・変遷を踏まえた上で，理論と現場
堀越 清治（特任教授）
の実践との関連について考察する。

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月5日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011301183号

022-214-3642

http://renkei.miyakyou.ac.jp/koushin/manual
/index.html

宮城教育大学

【選択必修】小学校英語活動の
概論と実践－実践的ワークショッ 英語教育
プを中心に－

①学校外国語活動の概論
②「Hi, Friends!1,2」を前提にした英語活動の実践ワークショップ
（受講生が児童役）
③「Hi, Friends!1,2」を前提にしたICT活用の実践ワークショップ
（受講生が児童役）
④小学校英語活動の課題と工夫（検討会）

板垣 信哉（特任教授）

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月7日

小学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011301184号

022-214-3642

http://renkei.miyakyou.ac.jp/koushin/manual
/index.html

宮城教育大学

【選択必修】学校教員のための
放射線講座

平成29年3月に公表された新学習指導要領では、中学校理科第
１分野の３年生で学ぶ放射線を２年生に早め、内容を充実させ
ている。それに対応するため、本講習では放射線に関する講義
と実習を組み込んだ実践的な講習を行う。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るとともに、測定技術や
観測・考察等の活動を通し、放射線に関する知識と技能を習得
する。

福田 善之（教育学部教授）
長島 章（一般財団法人放射線利用振興協会
東海事業所原子力研修部参与）
千田 充久（一般財団法人放射線利用振興協
会 東海事業所原子力研修部次長）

宮城県仙台市

6時間 平成30年8月10日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,500円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-10011301185号

022-214-3642

http://renkei.miyakyou.ac.jp/koushin/manual
/index.html

宮城教育大学

【選択必修】道徳教育Ｂin気仙沼
道徳教育
－ｐ４ｃ（子どもの哲学）を含む－

本講習では，簡単な演習を通して道徳発達観・指導観の多様性
越中 康治（教育学部准教授）
にふれつつ，道徳性の発達に関する諸理論を概説する。道徳発
庄子 修（特任教授）
達・教育に関する理論の展開・変遷を踏まえた上で，理論と現場
堀越 清治（特任教授）
の実践との関連について考察する。

宮城県気仙沼
市

6時間 平成30年9月9日

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-10011301186号

022-214-3642

http://renkei.miyakyou.ac.jp/koushin/manual
/index.html

宮城教育大学

【選択必修】道徳教育Ｃ

道徳教育

本講習では，簡単な演習を通して道徳発達観・指導観の多様性
越中 康治（教育学部准教授）
にふれつつ，道徳性の発達に関する諸理論を概説する。道徳発
庄子 修（特任教授）
達・教育に関する理論の展開・変遷を踏まえた上で，理論と現場
堀越 清治（特任教授）
の実践との関連について考察する。

宮城県仙台市

6時間 平成30年11月4日

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年8月1日～
平成30年8月31日

平30-10011301187号

022-214-3642

http://renkei.miyakyou.ac.jp/koushin/manual
/index.html

宮城教育大学

【選択必修】幼稚園教育要領Ｂ

幼児教育実践において実際に起きた保護者支援の事例をもと
学習指導要領の改訂の動向 に、保育相談の実際に付いて学びます。
佐藤 哲也（教育学部教授）
等
幼稚園教育要領の内容について、その改訂の背景も含めて、実 香曽我部 琢（教育学部准教授）
際の保育実践の場面と参照しながら理解を深めます。

宮城県仙台市

6時間 平成30年11月4日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年8月1日～
平成30年8月31日

平30-10011301188号

022-214-3642

http://renkei.miyakyou.ac.jp/koushin/manual
/index.html

宮城教育大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校園の安全管理と 対応の必要性
防災教育の基礎B
学校における危機管理上の
課題

東日本大震災以降，減災に関心が高まるなか，教育の場や地
域の防災拠点としての学校が減災に果たす役割に注目が集まっ
ています。本講習では，学校での防災教育，防災管理，組織活
動の実践を通じて，学校がどのように社会の防災文化の醸成
や，地域社会の安全に貢献し得るのか考えつつ，各教員が気負
わずとも積極的，自主的に学校防災に関わるための心構えや，
更なる学習の機会や方法等について示します。

小田 隆史（大学院教育学研究科高度教職実
践専攻准教授）
森本 晋也（岩手大学大学院教育学研究科准
教授）

宮城県仙台市

6時間 平成30年11月4日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

140人

平成30年8月1日～
平成30年8月31日

平30-10011301189号

022-214-3642

http://renkei.miyakyou.ac.jp/koushin/manual
/index.html

秋田大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校現場に即した理 化
論と実践Ⅰ（幼・小コース）
学習指導要領の改訂の動向
等

「学校を巡る近年の状況の変化」では、これからの教員に求めら
れる資質能力について、中央教育審議会答申等により解説す
る。また、「学習指導要領の改訂の動向等」については、幼小連
携を考慮し双方の要領を踏まえ、今回の改訂のポイントを解説
する。両講習とも講義後、ワークショップ形式により、幼・小教諭
がそれぞれの立場で現場での状況について意見交換を行い、そ
れに対し講師が助言・解説をし、相互の理解を深めることができ
るとともに、連続的な教育の理論と実践が可能となる。

山岡 正典（教育文化学部附属教育実践研究
支援センター客員教授）
千葉 圭子（大学院教育学研究科准教授）
廣嶋 徹（大学院教育学研究科特別教授）
茂木 達彦（教育文化学部附属教育実践研究
支援センター客員教授）

秋田県大仙市

6時間 平成30年6月17日

幼稚園
小学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月10日～
平成30年5月14日

平30-10012301447号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

道徳教育

学校における危機管理上の
課題

3 / 55 ページ

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校
幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校
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秋田大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校現場に即した理 化
論と実践Ⅰ（幼・小コース）
学習指導要領の改訂の動向
等

「学校を巡る近年の状況の変化」では、これからの教員に求めら
れる資質能力について、中央教育審議会答申等により解説す
る。また、「学習指導要領の改訂の動向等」については、幼小連
携を考慮し双方の要領を踏まえ、今回の改訂のポイントを解説
する。両講習とも講義後、ワークショップ形式により、幼・小教諭
がそれぞれの立場で現場での状況について意見交換を行い、そ
れに対し講師が助言・解説をし、相互の理解を深めることができ
るとともに、連続的な教育の理論と実践が可能となる。

山岡 正典（教育文化学部附属教育実践研究
支援センター客員教授）
千葉 圭子（大学院教育学研究科准教授）
廣嶋 徹（大学院教育学研究科特別教授）
茂木 達彦（教育文化学部附属教育実践研究
支援センター客員教授）

秋田県秋田市

6時間 平成30年7月15日

幼稚園
小学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月10日～
平成30年6月17日

平30-10012301448号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校現場に即した理 化
論と実践Ⅰ（幼・小コース）
学習指導要領の改訂の動向
等

「学校を巡る近年の状況の変化」では、これからの教員に求めら
れる資質能力について、中央教育審議会答申等により解説す
る。また、「学習指導要領の改訂の動向等」については、幼小連
携を考慮し双方の要領を踏まえ、今回の改訂のポイントを解説
する。両講習とも講義後、ワークショップ形式により、幼・小教諭
がそれぞれの立場で現場での状況について意見交換を行い、そ
れに対し講師が助言・解説をし、相互の理解を深めることができ
るとともに、連続的な教育の理論と実践が可能となる。

山岡 正典（教育文化学部附属教育実践研究
支援センター客員教授）
千葉 圭子（大学院教育学研究科准教授）
廣嶋 徹（大学院教育学研究科特別教授）
茂木 達彦（教育文化学部附属教育実践研究
支援センター客員教授）

秋田県横手市

6時間 平成30年7月24日

幼稚園
小学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月10日～
平成30年6月26日

平30-10012301449号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校現場に即した理 化
論と実践Ⅰ（幼・小コース）
学習指導要領の改訂の動向
等

「学校を巡る近年の状況の変化」では、これからの教員に求めら
れる資質能力について、中央教育審議会答申等により解説す
る。また、「学習指導要領の改訂の動向等」については、幼小連
携を考慮し双方の要領を踏まえ、今回の改訂のポイントを解説
する。両講習とも講義後、ワークショップ形式により、幼・小教諭
がそれぞれの立場で現場での状況について意見交換を行い、そ
れに対し講師が助言・解説をし、相互の理解を深めることができ
るとともに、連続的な教育の理論と実践が可能となる。

山岡 正典（教育文化学部附属教育実践研究
支援センター客員教授）
千葉 圭子（大学院教育学研究科准教授）
廣嶋 徹（大学院教育学研究科特別教授）
茂木 達彦（教育文化学部附属教育実践研究
支援センター客員教授）

秋田県大館市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月10日～
平成30年7月10日

平30-10012301450号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校現場に即した理 化
論と実践Ⅰ（幼・小コース）
学習指導要領の改訂の動向
等

「学校を巡る近年の状況の変化」では、これからの教員に求めら
れる資質能力について、中央教育審議会答申等により解説す
る。また、「学習指導要領の改訂の動向等」については、幼小連
携を考慮し双方の要領を踏まえ、今回の改訂のポイントを解説
する。両講習とも講義後、ワークショップ形式により、幼・小教諭
がそれぞれの立場で現場での状況について意見交換を行い、そ
れに対し講師が助言・解説をし、相互の理解を深めることができ
るとともに、連続的な教育の理論と実践が可能となる。

山岡 正典（教育文化学部附属教育実践研究
支援センター客員教授）
千葉 圭子（大学院教育学研究科准教授）
廣嶋 徹（大学院教育学研究科特別教授）
茂木 達彦（教育文化学部附属教育実践研究
支援センター客員教授）

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月16日

幼稚園
小学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月10日～
平成30年7月19日

平30-10012301451号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校現場に即した理 化
論と実践Ⅰ（幼・小コース）
学習指導要領の改訂の動向
等

「学校を巡る近年の状況の変化」では、これからの教員に求めら
れる資質能力について、中央教育審議会答申等により解説す
る。また、「学習指導要領の改訂の動向等」については、幼小連
携を考慮し双方の要領を踏まえ、今回の改訂のポイントを解説
する。両講習とも講義後、ワークショップ形式により、幼・小教諭
がそれぞれの立場で現場での状況について意見交換を行い、そ
れに対し講師が助言・解説をし、相互の理解を深めることができ
るとともに、連続的な教育の理論と実践が可能となる。

山岡 正典（教育文化学部附属教育実践研究
支援センター客員教授）
千葉 圭子（大学院教育学研究科准教授）
廣嶋 徹（大学院教育学研究科特別教授）
茂木 達彦（教育文化学部附属教育実践研究
支援センター客員教授）

秋田県秋田市

6時間 平成30年9月16日

幼稚園
小学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月10日～
平成30年8月19日

平30-10012301452号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校現場に即した理 化
論と実践Ⅰ（幼・小コース）
学習指導要領の改訂の動向
等

「学校を巡る近年の状況の変化」では、これからの教員に求めら
れる資質能力について、中央教育審議会答申等により解説す
る。また、「学習指導要領の改訂の動向等」については、幼小連
携を考慮し双方の要領を踏まえ、今回の改訂のポイントを解説
する。両講習とも講義後、ワークショップ形式により、幼・小教諭
がそれぞれの立場で現場での状況について意見交換を行い、そ
れに対し講師が助言・解説をし、相互の理解を深めることができ
るとともに、連続的な教育の理論と実践が可能となる。

山岡 正典（教育文化学部附属教育実践研究
支援センター客員教授）
千葉 圭子（大学院教育学研究科准教授）
廣嶋 徹（大学院教育学研究科特別教授）
茂木 達彦（教育文化学部附属教育実践研究
支援センター客員教授）

秋田県秋田市

6時間 平成30年11月4日

幼稚園
小学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月10日～
平成30年10月7日

平30-10012301453号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校現場に即した理 化
論と実践Ⅱ（中・高コース）
学習指導要領の改訂の動向
等

「学校を巡る近年の状況の変化」では、これからの教員に求めら
れる資質能力について、中央教育審議会答申等により解説す
る。また、「学習指導要領の改訂の動向等」について理解を深め
るとともに、今回の改訂のポイントについても理解する。両講習と
も講義後、ワークショップ形式により、いじめや不登校の問題、進
路指導・キャリア教育の進め方や家庭・地域との連携・協働等か
らいくつかの課題について、それぞれの立場から意見交換を行
い、それらに対し講師が助言・解説をし、理解を深める。

田仲
古内
廣嶋
工藤

誠祐（大学院教育学研究科准教授）
一樹（大学院教育学研究科特別教授）
徹（大学院教育学研究科特別教授）
正孝（大学院教育学研究科客員教授）

秋田県大仙市

6時間 平成30年6月17日

中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月10日～
平成30年5月14日

平30-10012301454号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校現場に即した理 化
論と実践Ⅱ（中・高コース）
学習指導要領の改訂の動向
等

「学校を巡る近年の状況の変化」では、これからの教員に求めら
れる資質能力について、中央教育審議会答申等により解説す
る。また、「学習指導要領の改訂の動向等」について理解を深め
るとともに、今回の改訂のポイントについても理解する。両講習と
も講義後、ワークショップ形式により、いじめや不登校の問題、進
路指導・キャリア教育の進め方や家庭・地域との連携・協働等か
らいくつかの課題について、それぞれの立場から意見交換を行
い、それらに対し講師が助言・解説をし、理解を深める。

田仲
古内
廣嶋
工藤

誠祐（大学院教育学研究科准教授）
一樹（大学院教育学研究科特別教授）
徹（大学院教育学研究科特別教授）
正孝（大学院教育学研究科客員教授）

秋田県秋田市

6時間 平成30年7月15日

中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月10日～
平成30年6月17日

平30-10012301455号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校現場に即した理 化
論と実践Ⅱ（中・高コース）
学習指導要領の改訂の動向
等

「学校を巡る近年の状況の変化」では、これからの教員に求めら
れる資質能力について、中央教育審議会答申等により解説す
る。また、「学習指導要領の改訂の動向等」について理解を深め
るとともに、今回の改訂のポイントについても理解する。両講習と
も講義後、ワークショップ形式により、いじめや不登校の問題、進
路指導・キャリア教育の進め方や家庭・地域との連携・協働等か
らいくつかの課題について、それぞれの立場から意見交換を行
い、それらに対し講師が助言・解説をし、理解を深める。

田仲
古内
廣嶋
工藤

誠祐（大学院教育学研究科准教授）
一樹（大学院教育学研究科特別教授）
徹（大学院教育学研究科特別教授）
正孝（大学院教育学研究科客員教授）

秋田県横手市

6時間 平成30年7月24日

中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月10日～
平成30年6月26日

平30-10012301456号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校現場に即した理 化
論と実践Ⅱ（中・高コース）
学習指導要領の改訂の動向
等

「学校を巡る近年の状況の変化」では、これからの教員に求めら
れる資質能力について、中央教育審議会答申等により解説す
る。また、「学習指導要領の改訂の動向等」について理解を深め
るとともに、今回の改訂のポイントについても理解する。両講習と
も講義後、ワークショップ形式により、いじめや不登校の問題、進
路指導・キャリア教育の進め方や家庭・地域との連携・協働等か
らいくつかの課題について、それぞれの立場から意見交換を行
い、それらに対し講師が助言・解説をし、理解を深める。

田仲
古内
廣嶋
工藤

誠祐（大学院教育学研究科准教授）
一樹（大学院教育学研究科特別教授）
徹（大学院教育学研究科特別教授）
正孝（大学院教育学研究科客員教授）

秋田県大館市

6時間 平成30年8月7日

中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月10日～
平成30年7月10日

平30-10012301457号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校現場に即した理 化
論と実践Ⅱ（中・高コース）
学習指導要領の改訂の動向
等

「学校を巡る近年の状況の変化」では、これからの教員に求めら
れる資質能力について、中央教育審議会答申等により解説す
る。また、「学習指導要領の改訂の動向等」について理解を深め
るとともに、今回の改訂のポイントについても理解する。両講習と
も講義後、ワークショップ形式により、いじめや不登校の問題、進
路指導・キャリア教育の進め方や家庭・地域との連携・協働等か
らいくつかの課題について、それぞれの立場から意見交換を行
い、それらに対し講師が助言・解説をし、理解を深める。

田仲
古内
廣嶋
工藤

誠祐（大学院教育学研究科准教授）
一樹（大学院教育学研究科特別教授）
徹（大学院教育学研究科特別教授）
正孝（大学院教育学研究科客員教授）

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月16日

中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月10日～
平成30年7月19日

平30-10012301458号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/
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秋田大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校現場に即した理 化
論と実践Ⅱ（中・高コース）
学習指導要領の改訂の動向
等

「学校を巡る近年の状況の変化」では、これからの教員に求めら
れる資質能力について、中央教育審議会答申等により解説す
る。また、「学習指導要領の改訂の動向等」について理解を深め
るとともに、今回の改訂のポイントについても理解する。両講習と
も講義後、ワークショップ形式により、いじめや不登校の問題、進
路指導・キャリア教育の進め方や家庭・地域との連携・協働等か
らいくつかの課題について、それぞれの立場から意見交換を行
い、それらに対し講師が助言・解説をし、理解を深める。

田仲
古内
廣嶋
工藤

誠祐（大学院教育学研究科准教授）
一樹（大学院教育学研究科特別教授）
徹（大学院教育学研究科特別教授）
正孝（大学院教育学研究科客員教授）

秋田県秋田市

6時間 平成30年9月16日

中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月10日～
平成30年8月19日

平30-10012301459号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校現場に即した理 化
論と実践Ⅱ（中・高コース）
学習指導要領の改訂の動向
等

「学校を巡る近年の状況の変化」では、これからの教員に求めら
れる資質能力について、中央教育審議会答申等により解説す
る。また、「学習指導要領の改訂の動向等」について理解を深め
るとともに、今回の改訂のポイントについても理解する。両講習と
も講義後、ワークショップ形式により、いじめや不登校の問題、進
路指導・キャリア教育の進め方や家庭・地域との連携・協働等か
らいくつかの課題について、それぞれの立場から意見交換を行
い、それらに対し講師が助言・解説をし、理解を深める。

田仲
古内
廣嶋
工藤

誠祐（大学院教育学研究科准教授）
一樹（大学院教育学研究科特別教授）
徹（大学院教育学研究科特別教授）
正孝（大学院教育学研究科客員教授）

秋田県秋田市

6時間 平成30年11月4日

中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月10日～
平成30年10月7日

平30-10012301460号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

【選択必修】幼児期の「発達」と
「教育」

学校を巡る近年の状況の変
化
学習指導要領の改訂の動向
等

発達理解を基盤とした幼児期にふさわしい教育のあり方を考察
する。特に発達過程の質的把握，「結果としての」発達，という観
点から実践を省察することを目指す。また遊びの中での子どもの
山名 裕子（教育文化学部准教授）
具体的な姿を丁寧に捉えるとともに，子どもを取り巻く状況の変
化，幼稚園教育要領等の改訂をふまえながら，幼児期特有の
「発達」と「教育」についての理解を深める。

秋田県秋田市

6時間 平成30年6月2日

幼稚園

教諭

特定しない

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年5月14日

平30-10012301461号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

【選択必修】幼児期の「発達」と
「教育」

学校を巡る近年の状況の変
化
学習指導要領の改訂の動向
等

発達理解を基盤とした幼児期にふさわしい教育のあり方を考察
する。特に発達過程の質的把握，「結果としての」発達，という観
点から実践を省察することを目指す。また遊びの中での子どもの
山名 裕子（教育文化学部准教授）
具体的な姿を丁寧に捉えるとともに，子どもを取り巻く状況の変
化，幼稚園教育要領等の改訂をふまえながら，幼児期特有の
「発達」と「教育」についての理解を深める。

秋田県秋田市

6時間 平成30年6月3日

幼稚園

教諭

特定しない

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年5月14日

平30-10012301462号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

【選択必修】幼児期の「教育」と
「保育」

学校を巡る近年の状況の変
化
学習指導要領の改訂の動向
等

幼稚園教育要領等改訂の背景、特に幼児教育施設の現状や、
保育の長時間化・長期間化という近年の状況の変化をとらえ、
現代の保育の課題を探る。保育者の保育観や教育観などを調
査等によって把握し、幼児期にふさわしい教育のあり方を，「教
奥山 順子（教育文化学部教授）
育」「保育」をキーワードとして考察する。考察では養護と教育の
一体化，ケアと教育の関係について考え，幼児教育における計
画や評価の独自性を改訂幼稚園教育要領をもとに考察し、実践
の省察の在り方を理解することを目指す。

秋田県秋田市

6時間 平成30年6月16日

幼稚園

教諭

特定しない

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年5月14日

平30-10012301463号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

【選択必修】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深めたり、
教育相談（いじめ及び不登校
対応に困っている事例に対して、それまでとは異なる関わり方や 柴田 健（教育文化学部教授）
への対応を含む。）
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30年7月7日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭，養護教諭

特定しない

6,000円

25人

平成30年5月10日～
平成30年6月9日

平30-10012301464号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

【選択必修】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深めたり、
教育相談（いじめ及び不登校
対応に困っている事例に対して、それまでとは異なる関わり方や 柴田 健（教育文化学部教授）
への対応を含む。）
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30年7月21日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭，養護教諭

特定しない

6,000円

25人

平成30年5月10日～
平成30年6月23日

平30-10012301465号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

【選択必修】道徳教育の方向性と
道徳教育
課題

平成27年に学校教育法施行規則が改正され、「道徳」が「特別の
教科である道徳」になり、また、学習指導要領も一部改正され
た。その背景について国の審議会の状況等をふまえつつ整理
小池 孝範（教育文化学部准教授）
し、道徳教育の現状と課題等について検討する。その上で、「道
徳の時間（特別の教科 道徳）」の学習指導案の作成を通して、
「考え」、「議論する」授業展開のあり方について検討する。

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月5日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年5月10日～
平成30年7月8日

平30-10012301466号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

【選択必修】道徳教育の方向性と
道徳教育
課題

平成27年に学校教育法施行規則が改正され、「道徳」が「特別の
教科である道徳」になり、また、学習指導要領も一部改正され
た。その背景について国の審議会の状況等をふまえつつ整理
小池 孝範（教育文化学部准教授）
し、道徳教育の現状と課題等について検討する。その上で、「道
徳の時間（特別の教科 道徳）」の学習指導案の作成を通して、
「考え」、「議論する」授業展開のあり方について検討する。

秋田県秋田市

6時間 平成30年9月8日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年5月10日～
平成30年8月11日

平30-10012301467号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

【選択必修】実践に生かす「教
育・保育制度」

学習指導要領の改訂の動向
等
学校における危機管理上の
課題

① 教育・保育を支える法制度の基本を理解する。 ② 要領・
指針等の改訂の背景と、国が目指す幼児教育の方向性を理解
五十嵐 隆文（聖園学園短期大学教授）
し、実践に生かす。 ③ 教育・保育施設における危機管理上の
課題（法的責任を含む）を考察し、実践に生かす。

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月8日

幼稚園

教諭

特定しない

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年7月11日

平30-10012301468号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

【選択必修】実践に生かす「教
育・保育制度」

学習指導要領の改訂の動向
等
学校における危機管理上の
課題

① 教育・保育を支える法制度の基本を理解する。 ② 要領・
指針等の改訂の背景と、国が目指す幼児教育の方向性を理解
五十嵐 隆文（聖園学園短期大学教授）
し、実践に生かす。 ③ 教育・保育施設における危機管理上の
課題（法的責任を含む）を考察し、実践に生かす。

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月10日

幼稚園

教諭

特定しない

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年7月13日

平30-10012301469号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】養護教諭の役割と思
化
春期における児童・生徒の健康
様々な問題に対する組織的
問題の理解と対応
対応の必要性

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い、効果的な健康相談活動や保健室経営
につなげる。また、思春期の健康課題の中から、性の問題と性
教育の進め方、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。

熊澤 由美子（大学院医学系研究科講師）
成田 好美（大学院医学系研究科講師）
小笹 典子（日本赤十字秋田看護大学非常勤
講師）

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月20日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

養護教諭

特定しない

6,000円

40人

平成30年5月10日～
平成30年7月23日

平30-10012301470号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

【選択必修】キャリア教育と日常
の接続～自己理解と協力・学び
の必要性の理解

「自己理解」「周囲との関係や役割、協力の必要性の理解」「学
校生活と将来・社会との接続」「啓発的体験」等のキャリア教育に 渡部 昌平（秋田県立大学総合科学教育研究
関するテーマについて、各種ワークやグループディスカッションも センター准教授）
活用して総合的に理解・実践できることを目指す。

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月20日

小学校
中学校
高等学校

教諭

特定しない

6,000円

40人

平成30年5月10日～
平成30年7月23日

平30-10012301471号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】子どもの生活と幼児 化
教育
学習指導要領の改訂の動向
等

本講習では、子どもを取り巻く環境の変化や子どもを取り巻く諸
問題にふれながら、幼児期にふさわしい生活について考察す
る。幼稚園教育要領等の改訂の経緯や現代の保育の課題をと
瀬尾 知子（教育文化学部准教授）
らえ、子どもの「生活」をキーワードに、子どもにとっての園生活
の意味や家庭や地域における子どもの生活について、子どもの
具体的な姿から理解を深める。

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月25日

幼稚園

教諭

特定しない

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年7月28日

平30-10012301472号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

秋田大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】子どもの生活と幼児 化
教育
学習指導要領の改訂の動向
等

本講習では、子どもを取り巻く環境の変化や子どもを取り巻く諸
問題にふれながら、幼児期にふさわしい生活について考察す
る。幼稚園教育要領等の改訂の経緯や現代の保育の課題をと
瀬尾 知子（教育文化学部准教授）
らえ、子どもの「生活」をキーワードに、子どもにとっての園生活
の意味や家庭や地域における子どもの生活について、子どもの
具体的な姿から理解を深める。

秋田県秋田市

6時間 平成30年8月26日

幼稚園

教諭

特定しない

6,000円

60人

平成30年5月10日～
平成30年7月29日

平30-10012301473号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

進路指導及びキャリア教育
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

この講義では、女子高校生の大学進学率が低い傾向、理系分
野で女性が少ない状況、特定の職業に特定の性別が多い状
態、子どもの貧困と女性の就労、雇用条件などとの関連など、教
育と進路選択、キャリア形成にかかわる問題をとりあげながら、
和泉 浩（教育文化学部教授）
ジェンダーの基本的な考え方とともに、「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」について説明
し、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。

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

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30年9月2日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年5月10日～
平成30年8月5日

平30-10012301474号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

これまでに集積してきた事例の幾つかのパターンについての
ケーススタディを実施する。特に重篤な不登校（引きこもり）の場
教育相談（いじめ及び不登校
神居 隆（大学院教育学研究科教授）
合、その原因や対応法についてロールプレイを行いながら実際
への対応を含む。）
工藤 正孝（大学院教育学研究科客員教授）
の対応の仕方について客観的な評価を得ることができるように
振り返りシートなどで整理する。

秋田県秋田市

6時間 平成30年10月6日

小学校
中学校

教諭，養護教諭

特定しない

6,000円

30人

平成30年5月10日～
平成30年9月8日

平30-10012301475号

018-889-3205

http://menkyo.jimu.akit
a-u.ac.jp/

【選択必修】学びの理論の展開

本講習のねらいは，学びの理論の展開について，文献を協同的
学校を巡る近年の状況の変
に講読することを通して理解を深めること，また，その理解を踏ま
化
えて，日常の授業における実践的な方略を考えることです。ま
森田 智幸（地域教育文化学部担当准教授）
学習指導要領の改訂の動向
た，学びという視点から，「学校をめぐる近年の状況の変化」や
等
「学習指導要領の改訂の動向等」に関して考え，学びます。

山形県山形市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013301209号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/

山形大学

【選択必修】学びの理論の展開

本講習のねらいは，学びの理論の展開について，文献を協同的
学校を巡る近年の状況の変
に講読することを通して理解を深めること，また，その理解を踏ま
化
えて，日常の授業における実践的な方略を考えることです。ま
森田 智幸（地域教育文化学部担当准教授）
学習指導要領の改訂の動向
た，学びという視点から，「学校をめぐる近年の状況の変化」や
等
「学習指導要領の改訂の動向等」に関して考え，学びます。

山形県鶴岡市

6時間 平成30年8月9日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013301210号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/

山形大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校の内外における 対応の必要性
連携協力についての理解
学校における危機管理上の
課題

学校の内外における連携協力の必要性について、実際に学校
現場で起こっている保護者対応や危機管理についての具体的
事例をもとにして考察を加え、配慮事項や組織的な対応策につ
いて理解し、実務の力を付けていく。

山内 隆之（大学院教育実践研究科担当准教
授）
中井 義時（大学院教育実践研究科担当准教
授）
青柳 敦子（大学院教育実践研究科担当准教
授）

山形県山形市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013301211号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/

山形大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校の内外における 対応の必要性
連携協力についての理解
学校における危機管理上の
課題

学校の内外における連携協力の必要性について、実際に学校
現場で起こっている保護者対応や危機管理についての具体的
事例をもとにして考察を加え、配慮事項や組織的な対応策につ
いて理解し、実務の力を付けていく。

山内 隆之（大学院教育実践研究科担当准教
授）
中井 義時（大学院教育実践研究科担当准教
授）
青柳 敦子（大学院教育実践研究科担当准教
授）

山形県米沢市

6時間 平成30年8月9日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013301212号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/

山形大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校の内外における 対応の必要性
連携協力についての理解
学校における危機管理上の
課題

学校の内外における連携協力の必要性について、実際に学校
現場で起こっている保護者対応や危機管理についての具体的
事例をもとにして考察を加え、配慮事項や組織的な対応策につ
いて理解し、実務の力を付けていく。

山内 隆之（大学院教育実践研究科担当准教
授）
中井 義時（大学院教育実践研究科担当准教
授）
青柳 敦子（大学院教育実践研究科担当准教
授）

山形県山形市

6時間 平成30年12月27日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年10月1日～
平成30年10月12日

平30-10013301213号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/

山形大学

不登校について、背景にある生徒の心理や病理、家族、社会的
な問題について概説し、不登校生徒に対する他機関との連携も
【選択必修】不登校問題の理解と 教育相談（いじめ及び不登校
含めた対応のあり方について考える。加えて、保護者や生徒と 佐藤 宏平（地域教育文化学部担当准教授）
対応
への対応を含む。）
の面接の留意点についても触れるとともに、グループ討議を通じ
て理解を深める。

山形県山形市

6時間 平成30年8月7日

中学校

教諭、養護教諭

特定しない

6,000円

50人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013301214号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/

山形大学

不登校について、背景にある生徒の心理や病理、家族、社会的
な問題について概説し、不登校生徒に対する他機関との連携も
【選択必修】不登校問題の理解と 教育相談（いじめ及び不登校
含めた対応のあり方について考える。加えて、保護者や生徒と 佐藤 宏平（地域教育文化学部担当准教授）
対応
への対応を含む。）
の面接の留意点についても触れるとともに、グループ討議を通じ
て理解を深める。

山形県鶴岡市

6時間 平成30年8月3日

中学校

教諭、養護教諭

特定しない

6,000円

50人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013301215号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/

山形大学

【選択必修】教育相談

本講習では，いじめや不登校など，子どもの心理社会的不適応
に関する心理学の研究動向を解説します。具体的には，いじめ
に代表される攻撃性の生起メカニズムに関する研究知見の紹介
教育相談（いじめ及び不登校
や，学校で実施可能な予防的・開発的な教育相談の方法などを 関口 雄一（地域教育文化学部担当講師)
への対応を含む。）
紹介します。また，不登校の事例検討やカウンセリングの練習な
どのグループワークを通して，教育相談の実際について実践的
に学びます。

山形県山形市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013301216号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/

山形大学

【選択必修】教育相談

本講習では，いじめや不登校など，子どもの心理社会的不適応
に関する心理学の研究動向を解説します。具体的には，いじめ
に代表される攻撃性の生起メカニズムに関する研究知見の紹介
教育相談（いじめ及び不登校
や，学校で実施可能な予防的・開発的な教育相談の方法などを 関口 雄一（地域教育文化学部担当講師)
への対応を含む。）
紹介します。また，不登校の事例検討やカウンセリングの練習な
どのグループワークを通して，教育相談の実際について実践的
に学びます。

山形県新庄市

6時間 平成30年7月31日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013301217号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/

山形大学

【選択必修】学校・家庭・地域の
連携と協働の現在

学校、家庭及び地域の連携
及び協働

前半は、まずは昨今の幼児および学齢児童を対象とした子育て
支援・家庭教育支援事業の展開と学校との関係、次に学齢児童
に対する学社連携・学社融合等、学校と地域の協働の取り組み
に関して担当講師が講義を行う。後半は、講義内容に関して小 安藤 耕己（地域教育文化学部担当准教授）
グループでの討議を行う。最後に、グループ討議の成果をふま 本島 優子（地域教育文化学部担当講師）
えて全体討議を行い、学校の教育活動と家庭及び地域との連
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30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校

教諭・養護教諭

特定しない

6,000円

40人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013301218号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/

山形大学

【選択必修】「考え議論する道徳」
道徳教育
のための授業づくり

平成２７年一部改正学習指導要領に示された「多面的・多角的
に考え」、「生き方についての考えを深める」授業を行うための教
材分析の方法および理想主義・現実主義と行為主義・人格主義
の二軸から成る道徳授業のねらいの８類型を意識した授業づくり 吉田 誠（地域教育文化学部担当教授）
の方法を学習した上で、小学校低学年・中学年・高学年・中学校
のグループに分かれ、学校・学年段階に応じた教材を選んで教
材分析と指導案作りの演習を行います。

山形県山形市

6時間 平成30年8月7日

小学校
中学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013301219号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/

山形大学

【選択必修】「考え議論する道徳」
道徳教育
のための授業づくり

平成２７年一部改正学習指導要領に示された「多面的・多角的
に考え」、「生き方についての考えを深める」授業を行うための教
材分析の方法および理想主義・現実主義と行為主義・人格主義
の二軸から成る道徳授業のねらいの８類型を意識した授業づくり 吉田 誠（地域教育文化学部担当教授）
の方法を学習した上で、小学校低学年・中学年・高学年・中学校
のグループに分かれ、学校・学年段階に応じた教材を選んで教
材分析と指導案作りの演習を行います。

山形県新庄市

6時間 平成30年8月2日

小学校
中学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013301220号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/

秋田大学

【選択必修】教育と男女共同参画
進路指導及びキャリア教育
社会

秋田大学

【選択必修】いじめ・不登校への
対応について

山形大学
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【選択必修】「考え議論する道徳」
道徳教育
のための授業づくり

平成２７年一部改正学習指導要領に示された「多面的・多角的
に考え」、「生き方についての考えを深める」授業を行うための教
材分析の方法および理想主義・現実主義と行為主義・人格主義
の二軸から成る道徳授業のねらいの８類型を意識した授業づくり 吉田 誠（地域教育文化学部担当教授）
の方法を学習した上で、小学校低学年・中学年・高学年・中学校
のグループに分かれ、学校・学年段階に応じた教材を選んで教
材分析と指導案作りの演習を行います。

山形県鶴岡市

6時間 平成30年8月3日

小学校
中学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013301221号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/

【選択必修】小学校外国語活動・
英語教育
外国語：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」・「外
国語」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」・「外国語」の授業を進める上で必要な概念を確認 佐藤 博晴（地域教育文化学部学部担当教授）
します。実践面では、外国人教師による模擬授業を通して、指導 ジェリー・ミラー（地域教育文化学部学部担当准 山形県山形市
のポイントやクラスルーム・イングリッシュ等の活用方法等につい 教授）
て理解を深め、指導力の向上を図ります。また、英語教育の小
中高連携の重要性の観点から、小学校教諭以外の受講も認め
ます。

6時間 平成30年8月7日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013301222号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/

山形大学

【選択必修】小学校外国語活動・
英語教育
外国語：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」・「外
国語」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」・「外国語」の授業を進める上で必要な概念を確認 佐藤 博晴（地域教育文化学部学部担当教授）
します。実践面では、外国人教師による模擬授業を通して、指導 ジェリー・ミラー（地域教育文化学部学部担当准 山形県米沢市
のポイントやクラスルーム・イングリッシュ等の活用方法等につい 教授）
て理解を深め、指導力の向上を図ります。また、英語教育の小
中高連携の重要性の観点から、小学校教諭以外の受講も認め
ます。

6時間 平成30年8月9日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013301223号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/

山形大学

グローバル化が進んでいる現在、国際理解・異文化理解に関す
る知識は、教員にとって不可欠である。
本講習では、学校現場における国際理解教育及び異文化理解
【選択必修】国際理解・異文化理 国際理解及び異文化理解教
教育について考える。具体的には、小中学生や高校生が、異な 園田 博文（地域教育文化学部担当准教授）
解と日本語教育
育
る文化（外国文化や地域文化等）を背景に持つ人たちとの交流
を行う際の留意点、および、児童生徒への指導法について講義
する。

山形県山形市

6時間 平成30年7月31日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

20人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013301224号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/

山形大学

【選択必修】ICTを活用した教育
及び情報倫理

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

【第１部】授業におけるＩＣＴ教材（デジタル教科書など）の活用方
法をこれまでの研究や政策の動向を踏まえつつ、小学校理科に
おける授業実践を事例に解説する。【第２部】情報倫理教育で用
吉田 浩司（基盤教育企画担当教授）
いられているオンライン教材を紹介しながら、その内容の最新動
鈴木 宏昭（地域教育文化学部担当准教授）
向や変遷について解説する。また最近の情報セキュリティ情勢
や昨年に全面施行された改正個人情報保護法に関連した話題
にも触れる。

山形県山形市

6時間 平成30年7月31日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013301225号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/

山形大学

【選択必修】ICTを活用した教育
及び情報倫理

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

【第１部】授業におけるＩＣＴ教材（デジタル教科書など）の活用方
法をこれまでの研究や政策の動向を踏まえつつ、小学校理科に
おける授業実践を事例に解説する。【第２部】情報倫理教育で用
吉田 浩司（基盤教育企画担当教授）
いられているオンライン教材を紹介しながら、その内容の最新動
鈴木 宏昭（地域教育文化学部担当准教授）
向や変遷について解説する。また最近の情報セキュリティ情勢
や昨年に全面施行された改正個人情報保護法に関連した話題
にも触れる。

山形県山形市

6時間 平成30年8月1日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年5月14日～
平成30年5月25日

平30-10013301226号

023-628-4712

http://www.yamagatau.ac.jp/jp/

群馬大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校経営における組 対応の必要性
織的対応と危機管理
学校における危機管理上の
課題

近年課題となっている「チーム学校」など，学校経営における校
内組織や外部との連携など組織的対応のあり方について具体
的に講じるとともに，日常的な安全確保，突発的事態への対応
など危機管理についても実践的に講じる。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月19日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

200人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019301168号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp

群馬大学

【選択必修】アクティブ・ラーニン
グを取り入れた小学校英語教育 英語教育
を考える

本講習では，小学校外国語活動・英語科のアクティブ・ラーニン
グ型の授業実践を目指すために，第二言語習得理論を実践的
な活動を通して学びます。
渡部 孝子（教育学部教授）
特にゲーム活動，読み聞かせ活動，CLIL(学習内容と言語との
統合的学び）を取り上げ，それらを活用した授業・指導改善方法
について検討します。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月20日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

小学校教諭，中学校・高等
学校（英語）教諭

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019301169号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp

群馬大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校をめぐる状況変 化
化と学習指導要領等の動向
学習指導要領の改訂の動向
等

各種調査結果などにもとづき，学校をめぐる最新の状況を整理
黒羽 正見（教育学部教授）
し，そこから生じる教育課題について講じるとともに，学習指導要
音山 若穂（大学院教育学研究科教授）
領改訂等の動向をふまえ，学習指導を中心とした最新の理論
山崎 雄介（大学院教育学研究科教授）
的・実践的課題について講じる。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

200人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019301170号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp

群馬大学

【選択必修】進路指導及びキャリ
進路指導及びキャリア教育
ア教育

本講習では、近年大きく変化している大学卒業後の就職活動の
状況、および民間企業・公務員などのキャリア発達の変化状況
を紹介し、特に小中高の教師が、どのようなキャリア教育がなす
山口 陽弘（大学院教育学研究科教授）
べきであるのかを、解説する。受講者の人数にもよるが、可能で
あれば、ロールプレイや面接などの実技的なものも取り入れて、
集団討論なども行ってみたい。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月23日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

200人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019301171号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月25日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

200人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019301172号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp

山形大学

山形大学

矢島 正（大学院教育学研究科教授）
髙橋 望（大学院教育学研究科准教授）

群馬大学

【選択必修】国際理解及び異文
化理解教育

本講習では、国際理解及び異文化理解教育の理論や方法につ
いて学びます。具体的には、群馬県に多く居住する南米系やア
ジア系の外国籍児童生徒を中心に、まず、このような子どもたち
国際理解及び異文化理解教 が置かれている社会状況や、制度的な対応について概観しま
新藤 慶（教育学部准教授）
育
す。次に、実際の教育現場を対象とした研究や教育実践の成果
について理解を深めます。これらを通じて、日本の子どもたちと、
外国籍の子どもたちの双方を対象とした国際理解・異文化理解
教育のあり方について考えます。

群馬大学

【選択必修】道徳科の授業づくり
と道徳教育

道徳教育

いわゆる「教科化」をふまえた道徳授業のあり方と，学校教育全
体を通じた道徳教育について具体的・実践的に講じる。道徳科
教科書教材の批判的検討，道徳科の評価，道徳的判断の背景 山崎 雄介（大学院教育学研究科教授）
となる倫理学上・社会生活上の諸問題についても論及する予定
である。

群馬県前橋市

6時間 平成30年8月26日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

200人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10019301173号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp

群馬大学

アメリカ、カナダ及び日本における、学びのユニバーサルデザイ
ン（ＵＤＬ）、ピア・サポート活動について紹介いたします。学校教
【選択必修】いじめ予防・学力向
育が抱える教育課題、いじめ予防、学力形成の解決に向けた包
教育相談（いじめ及び不登校
懸川 武史（大学院教育学研究科教授）
上のための包括的アプローチの
括的なアプローチの実際について、アクティブラーニングの視点
への対応を含む。）
音山 若穂（大学院教育学研究科教授）
実際
から理解を深め、解決に向けた教育活動のデザインを体験して
いただきます。学習方法として、「ワールドカフェ」を取り入れリ
ラックスした雰囲気の中での学びを提供いたします。

群馬県前橋市

6時間 平成30年12月23日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

160人

平成30年10月12日～ 平30-10019平成30年10月19日 301174号

027-220-7128

http://www.gunmau.ac.jp

6時間 平成30年8月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

6,000円

平成30年4月17日～
平成30年5月9日
（追加募集：平成30年6
月12日～平成30年6月 平30-10020100人
301239号
22日
申し込み状況に応じ
て追加募集を行う場合
がある。）

048-858-9235

http://park2.saitamau.ac.jp/~koushin/index.
html

埼玉大学

【選択必修】学校を巡る近年の状 学校を巡る近年の状況の変
況の変化
化

学校を巡る近年の状況の変化について、政策面・実践面、子ど
もを取り巻く状況等、さまざまな観点から検討する。特に近年深
田代 美江子（教育学部教授）
刻化し、喫緊の対応が要求されている子どもたちの生育基盤の
山田 恵吾（教育学部准教授）
格差・貧困に由来する学習と発達への配慮という視点からの言
舩橋 一男（教育学部教授）
及も盛り込みたいと思う。受講者が自らの実践経験を振り返りな
がら、学校教育の見方を深める場を設ける。

埼玉県さいた
ま市
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特定しない

特定しない

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

目の前の子どもへの関心を深め、自己形成の葛藤や願望に応
える道を探ること。そこに本来の意味での教育の実践的な探求
はある。しかし、現代の教育では教えるべき知識や技能ばかりに
目を奪われて、子どもに応えるという教育の土台が見失われが
学習指導要領の改訂の動向
ちである。こうした状況の中で教師たちの教育実践が子どもへの 岩川 直樹（教育学部教授）
等
関心を軸としたものに編み直されてゆくためには、どのような視
点が重要になるか、またその視点から見たとき学習指導要領等
に現れる現代の教育改革の動向をどのように受けとめ直すこと
が必要なのか。具体的な実践事例を通して検討する。

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月22日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年8月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

本講習では、テキスト（新・教育の最新事情）第13章「これからの
道徳教育」を扱う。内容は以下のとおりである。
「特別の教科 道徳」の目標等、改正の要点を踏まえたこれから
の道徳科の指導のあり方を、模擬授業を通して体験的に学び、
実践的な指導力を身に付ける。合わせて、道徳科の評価の基本
的な考え方、具体的な評価方法についても検討する。加えて、
重栖 聡司（教育学部教授）
幼稚園からの道徳教育や高等学校等での道徳教育についても
土田 雄一（教育学部教授）
触れ、これからの道徳教育について考えたい。
なお、本講習は、北総教育事務所管内の各市町村教育委員会
の管轄する小学校・中学校及び幼稚園に勤務している教員を対
象に優先して開講する。
注：本講習を受講する方は6月3日に実施する【必修】教育の最
新事情（成田セミナー）も受講してください。

千葉県成田市

6時間 平成30年6月17日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

本講習では、テキスト（新・教育の最新事情）第６章「教育をめぐ
る状況変化」及び第15章「オンライン交流と教育の変化」を扱う。
内容は以下のとおりである。
第６章①教員のメンタルヘルス、②病気休暇の実態、③事例調
査から、④新たな課題、⑤日本社会の働き方を見直す
第15章①メディア教育の変遷、②SNSの生んだ変化、③SNS利
真田 清貴（教育学部教授）
用の課題（個人情報の漏えい、ネットいじめへの対応等）
吉田 雅巳（教育学部教授）
なお，本講習は，南房総教育事務所管内の各市町村教育委員
会の管轄する小学校・中学校及び幼稚園に勤務する教員を対
象に優先して開講する。
注：本講習を受講する方は6月10日に実施する【必修】教育の最
新事情（市原セミナー）、または、7月1日に実施する【必修】教育
の最新事情（君津セミナー）のどちらかを受講してください。

千葉県市原市

6時間 平成30年6月24日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

本講習では、テキスト（新・教育の最新事情）第13章「これからの
道徳教育」を扱う。内容は以下のとおりである。
「特別の教科 道徳」の目標等、改正の要点を踏まえたこれから
の道徳科の指導のあり方を、模擬授業を通して体験的に学び、
実践的な指導力を身に付ける。合わせて、道徳科の評価の基本
的な考え方、具体的な評価方法についても検討する。加えて、
幼稚園からの道徳教育や高等学校等での道徳教育についても 土田 雄一（教育学部教授）
触れ、これからの道徳教育について考えたい。
なお、本講習は、東上総教育事務所管内の各市町村教育委員
会の管轄する小学校・中学校及び幼稚園に勤務している教員を
対象に優先して開講する。
注：本講習を受講する方は6月24日に実施する【必修】教育の最
新事情（茂原セミナー）も受講してください。

千葉県茂原市

6時間 平成30年7月1日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

埼玉大学

本講習では、教育政策の最新事情を、特に学校現場の子どもと
教師に焦点をあてながら、関係法令の改正と審議会の動向の観
【選択必修】教育政策からみる学 法令改正及び国の審議会の
点から紹介する。そのうえで教育における法改正や審議会の動 福島 賢二（教育学部准教授）
校現場の子どもと教師
状況等
向が、学校現場の子どもと教師にいかなる影響を与えるかを考
察していく。

埼玉大学

【選択必修】学校における危機管 学校における危機管理上の
理上の課題
課題

埼玉大学

現場で日々起こっている、発達障害や愛着障害の子どもへの対
応、児童生徒の個人面談の技法、モンスターペアレントなどの
困った保護者への対応、虐待が起きた時の連携の留意点、など
【選択必修】現場で役に立つ教育 教育相談（いじめ及び不登校
について、臨床心理学の理論に基づいたコラージュ療法、開発 冨士盛 公年（教育学部非常勤講師）
相談（発達障害も含む）
への対応を含む。）
的予防的グループトレーニング、いじめ防止のＳＳＴなどの学校
教育相談の新しい方法や知識を豊富な事例を利用して講義しま
す。

埼玉大学

【選択必修】小学校での英語の
授業

埼玉大学

グローバル化の進展に伴って、子どもたちは、日本と外国のつな
がりや外国の文化を理解することの必要性に迫られている。同
時に、日本の中にも多くの外国にルーツのある人々が暮らすよう
になってきており、それらの人々との共生は重要な課題である。
【選択必修】国際理解と外国につ 国際理解及び異文化理解教
このような近年の社会的状況に基づいて、本講習では、まず、今 磯田 三津子（教育学部准教授）
ながりのある子どもたち
育
日、国際理解教育で子どもたちが身に付けるべき知識や技能は
何かについて考える。次に、総合的な学習や各教科で用いるこ
とのできる教材をいくつか紹介し、それらの教材を用いた実践を
紹介する。

千葉大学

千葉大学

【選択必修】教育の最新事情（成
道徳教育
田セミナー）

【選択必修教育の最新事情（市
原セミナー）

学校を巡る近年の状況の変
化
学校における危機管理上の
課題

【選択必修】教育の最新事情（茂
道徳教育
原セミナー）

学校における教育活動を円滑に実施する上で、危機管理が求め
られる背景や現状について、具体的な事例や日常の場面を例に 安原 輝彦（教育学部附属教育実践総合セン
講習する。児童生徒、教員、保護者、地域など学校の教育活動 ター教授）
に関わる関係者の身近な事例を様々な観点から考察していく。

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」「学校種間連携
（小中高）」といったテーマで、講義を行いますが、適宜、参加者 及川 賢（教育学部准教授）
の先生方に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
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受講者募集期間

認定番号

平成30年4月17日～
平成30年5月9日
（追加募集：平成30年6
月12日～平成30年6月 平30-10020100人
22日
301240号
申し込み状況に応じ
て追加募集を行う場合
がある。）

6時間 平成30年8月22日

埼玉大学

千葉大学

受講人数

電話番号

ＵＲＬ

職務経験等

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

【選択必修】「資質・能力」体制と
子どもに応える教育

英語教育

免許職種、教科等

048-858-9235

http://park2.saitamau.ac.jp/~koushin/index.
html

平30-10020301241号

048-858-9235

http://park2.saitamau.ac.jp/~koushin/index.
html

平30-10020301242号

048-858-9235

http://park2.saitamau.ac.jp/~koushin/index.
html

平30-10020301243号

048-858-9235

http://park2.saitamau.ac.jp/~koushin/index.
html

平30-10020301244号

048-858-9235

http://park2.saitamau.ac.jp/~koushin/index.
html

6,000円

平成30年4月17日～
平成30年5月9日
（追加募集：平成30年6
月12日～平成30年6月 平30-10020100人
22日
301245号
申し込み状況に応じ
て追加募集を行う場合
がある。）

048-858-9235

http://park2.saitamau.ac.jp/~koushin/index.
html

特定しない

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10021301339号

043-290-2529

http://menkyokoushin.
chiba-u.jp

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10021301340号

043-290-2529

http://menkyokoushin.
chiba-u.jp

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10021301341号

043-290-2529

http://menkyokoushin.
chiba-u.jp

特定しない

特定しない

6,000円

平成30年4月17日～
平成30年5月9日
（追加募集：平成30年6
月12日～平成30年6月
22日
申し込み状況に応じ
て追加募集を行う場合
がある。）
平成30年4月17日～
平成30年5月9日
（追加募集：平成30年6
月12日～平成30年6月
22日
申し込み状況に応じ
て追加募集を行う場合
がある。）
平成30年4月17日～
平成30年5月9日
（追加募集：平成30年6
月12日～平成30年6月
22日
申し込み状況に応じ
て追加募集を行う場合
がある。）
平成30年4月17日～
平成30年5月9日
（追加募集：平成30年6
月12日～平成30年6月
22日
申し込み状況に応じ
て追加募集を行う場合
がある。）

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

本講習では、テキスト（新・教育の最新事情）第10章「児童生徒
の安全確保と学校における危機管理」を扱う。内容は以下のとお
りである。
第10章①児童生徒の安全確保、②学校における危機管理と課
題
重栖 聡司（教育学部教授）
なお，本講習は，南房総教育事務所管内の各市町村教育委員
土田 雄一（教育学部教授）
会の管轄する小学校・中学校及び幼稚園に勤務する教員を対
象に優先して開講する。
注：本講習を受講する方は6月10日に実施する【必修】教育の最
新事情（市原セミナー）、または、7月1日に実施する【必修】教育
の最新事情（君津セミナー）のどちらかを受講してください。

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

学校種

免許職種、教科等

職務経験等

6時間 平成30年7月8日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-10021301342号

043-290-2529

http://menkyokoushin.
chiba-u.jp

6時間 平成30年8月16日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036301124号

025-262-7103

https://www.niigatau.ac.jp/

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月26日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

150人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036301125号

025-262-7103

https://www.niigatau.ac.jp/

千葉大学

【選択必修】教育の最新事情（君 学校における危機管理上の
津セミナー）
課題

新潟大学

学習指導要領改訂に係る教育活動と教育改革の動向を考察す
学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】学習指導要領改訂
る。
等
の動向と様々な問題に対する組
学校における様々な問題に対する組織的対応の必要性を、学校
様々な問題に対する組織的
織的対応の必要性
マネジメントの視点から考察するとともに、学校の危機管理上の
対応の必要性
課題についても考える。

新潟大学

【選択必修】いじめの理解と対応

新潟大学

【選択必修】小学校外国語活動
の指導法・評価法・チームティー 英語教育
チング

外国語教育を始める上で、または教育を継続していく上で多くの
教師がもつ疑問や先入観を考察していく。これらの活動は、教師
が大学での教育や訓練の間、または実際の教育現場で経験し
た既存の教育スキルや能力に焦点を当てていく。また実用的な Carmen Hannah（教育・学生支援機構グローバ
新潟県新潟市
活動により、教材をどのようにして最善に役立たせるかを強調し ル教育センター教授）
ていくとともに、教師には外国語の授業を指導する教育方法論
の自覚により自信をつけ、再確認する事ができると期待してい
る。

6時間 平成30年7月22日

小学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036301126号

025-262-7103

https://www.niigatau.ac.jp/

新潟大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校の内外における 対応の必要性
連携協力についての理解
学校における危機管理上の
課題

学校の有する各種課題に対する組織的対応の在り方として、:学
校組織の一員としてのマネジメント・マインドの形成、保護者・地
域社会との連携、その他近年の状況を踏まえた内容について講
ずる。併せて対人関係、日常的コミュニケーションの重要性につ 雲尾 周（教職大学院准教授）
いても簡単な演習を交えながら進める。また、学校における危機
管理上の課題として、校内外の安全確保に関する内容、および
情報セキュリティなど近年の状況を踏まえた内容を講ずる。

新潟県新潟市

6時間 平成30年7月24日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036301127号

025-262-7103

https://www.niigatau.ac.jp/

新潟大学

本講習では、学校を取り巻く近年の状況変化を多方面から確認
学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校を巡る近年の状
すると共に、その変化に対応した関係機関との連携について学 津野 敏江（教育・学生支援機構全学教職支援
化
況の変化と学習指導要領の改訂
ぶ。
センター客員教授）
新潟県新潟市
学習指導要領の改訂の動向
の動向
また、学習指導要領改訂に係る教育活動と教育改革の動向を考 岡野 勉（教育学部教授）
等
察する。

6時間 平成30年7月27日

小学校
中学校

教諭、養護教諭

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036301128号

025-262-7103

https://www.niigatau.ac.jp/

新潟大学

【選択必修】小学校英語の教材
研究と学習指導法・評価法

新潟大学

千葉県君津市

田中 賢一（教育・学生支援機構全学教職支援
センター特任教授）
新潟県新潟市
竹内 公英（教育・学生支援機構全学教職支援
センター特任教授）

子どもの間の「いじめ」および「関係トラブル」について講ずる。ま
ず、いじめや攻撃の心理学的理論、そのタイプわけ、タイプごと
の特徴を概説する。それらをふまえ、学校教育現場での対応に
教育相談（いじめ及び不登校
ついて、①予防的対応、特に仲間づきあいや他者配慮の習得、 神村 栄一（教職大学院教授）
への対応を含む。）
②実践的でより確実な発見につながる観察・理解と情報共有、
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
の留意点、 ④保護者対応の留意点、などを解説する。

日本の小学校など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の評価法との関係
を明らかにする。日本の学校英語教育の教材・学習指導法・評 松澤 伸二（教育学部教授）
価法の諸課題を，世界の外国語教育や言語習得理論の動向に
照らして考察することも行う。

新潟県新潟市

6時間 平成30年7月29日

小学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036301129号

025-262-7103

https://www.niigatau.ac.jp/

【選択必修】キャリア教育とキャリ
進路指導及びキャリア教育
アカウンセリング

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。また、具体的 松井 賢二（教育学部教授）
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30年8月2日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036301130号

025-262-7103

https://www.niigatau.ac.jp/

新潟大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校を巡る近年の状 化
況の変化
様々な問題に対する組織的
対応の必要性

学校を取り巻く状況は近年大きく変化している。特に地域社会と
の関係については、保護者および地域住民との協力関係なくし
て学校教育は成立しない。本講義はこの地域と学校との関係は
相庭 和彦（教職大学院教授）
どのような特色があるのか、また教職員はこの関係構築のため
にどのような点に留意し自己の教育実践を作り上げていかねば
ならないのかを検討する。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月5日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036301131号

025-262-7103

https://www.niigatau.ac.jp/

新潟大学

学習指導要領改訂に係る教育活動と教育改革の動向を考察す
学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】学習指導要領改訂
る。
等
の動向と様々な問題に対する組
学校における様々な問題に対する組織的対応の必要性を、学校
様々な問題に対する組織的
織的対応の必要性
マネジメントの視点から考察するとともに、学校の危機管理上の
対応の必要性
課題についても考える。

田中 賢一（教育・学生支援機構全学教職支援
センター特任教授）
新潟県新潟市
竹内 公英（教育・学生支援機構全学教職支援
センター特任教授）

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036301132号

025-262-7103

https://www.niigatau.ac.jp/

新潟大学

【選択必修】キャリア教育とキャリ
進路指導及びキャリア教育
アカウンセリング

6時間 平成30年8月10日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036301133号

025-262-7103

https://www.niigatau.ac.jp/

新潟大学

学習指導要領改訂に係る教育活動と教育改革の動向を考察す
学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学習指導要領の改
る。
田中 賢一（教育・学生支援機構全学教職支援
化
訂の動向と学校を巡る近年の状
また、学校を取り巻く社会の状況について，教育における格差・ センター特任教授）
新潟県新潟市
学習指導要領の改訂の動向
況の変化
不平等の問題を中心に，具体的な統計資料に基づいて検討す 古田 和久（教育学部准教授）
等
る。

6時間 平成30年10月21日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年8月17日～
平成30年8月31日

平30-10036301134号

025-262-7103

https://www.niigatau.ac.jp/

新潟大学

学習指導要領改訂に係る教育活動と教育改革の動向を考察す
学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】学習指導要領改訂
る。
等
の動向と様々な問題に対する組
学校における様々な問題に対する組織的対応の必要性を、学校
様々な問題に対する組織的
織的対応の必要性
マネジメントの視点から考察するとともに、学校の危機管理上の
対応の必要性
課題についても考える。

田中 賢一（教育・学生支援機構全学教職支援
センター特任教授）
新潟県長岡市
竹内 公英（教育・学生支援機構全学教職支援
センター特任教授）

6時間 平成30年8月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036301135号

025-262-7103

https://www.niigatau.ac.jp/

新潟大学

学習指導要領改訂に係る教育活動と教育改革の動向を考察す
学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】学習指導要領改訂
る。
等
の動向と様々な問題に対する組
学校における様々な問題に対する組織的対応の必要性を、学校
様々な問題に対する組織的
織的対応の必要性
マネジメントの視点から考察するとともに、学校の危機管理上の
対応の必要性
課題についても考える。

田中 賢一（教育・学生支援機構全学教職支援
センター特任教授）
新潟県長岡市
竹内 公英（教育・学生支援機構全学教職支援
センター特任教授）

6時間 平成30年8月24日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036301136号

025-262-7103

https://www.niigatau.ac.jp/

新潟大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】主体的・対話的で深 術を利用した指導及び情報
い学びを支援するICT活用
教育（情報モラルを含む。）
等）

6時間 平成30年8月4日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-10036301137号

025-262-7103

https://www.niigatau.ac.jp/

英語教育

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。また、具体的 松井 賢二（教育学部教授）
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。

知識構成型ジグソー，思考スキル・シンキングツール，ファシリ
テーションなど，主体的・対話的で深い学びを実現するための取
り組みが普及しつつあります。この講習では，こうした取り組みと 後藤 康志（教育・学生支援機構学位プログラ
教育の情報化の接点を探るとともに，小学校低学年から活用可 ム支援センター准教授）
能なライン・トレース・ロボットを用いたプログラミング的思考の育
成などについても検討します。

新潟県新潟市

新潟県佐渡市
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主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

上越教育大学

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】グローバル時代の学
等
校教育－グローカルな教育を求
法令改正及び国の審議会の
めて－
状況等

グローバル時代における教育はパラダイムの転換が伴います。
このような時代の学校教育，とりわけ日々の教育実践はどうある
べきかが問われています。本講習では，新しい学習指導要領に
基づき，国際的動向や「持続可能な開発のための2030アジェン
釜田 聡（大学院学校教育研究科教授）
ダ」，国内の法令改正及び審議会の状況等を踏まえ，これから
の教育を展望します。具体的には，どのような教育改革が求めら
れ，グローバル人材の育成と地域，児童生徒一人ひとりを尊重
することの関係について検討します。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月7日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301421号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】グローバル時代の学
等
校教育－グローカルな教育を求
法令改正及び国の審議会の
めて－
状況等

グローバル時代における教育はパラダイムの転換が伴います。
このような時代の学校教育，とりわけ日々の教育実践はどうある
べきかが問われています。本講習では，新しい学習指導要領に
基づき，国際的動向や「持続可能な開発のための2030アジェン
釜田 聡（大学院学校教育研究科教授）
ダ」，国内の法令改正及び審議会の状況等を踏まえ，これから
の教育を展望します。具体的には，どのような教育改革が求めら
れ，グローバル人材の育成と地域，児童生徒一人ひとりを尊重
することの関係について検討します。

新潟県長岡市

6時間 平成30年8月8日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301422号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

学習指導要領等に基づき育
成すべき資質及び能力を育
【選択必修】小学校国語科におけ
むための習得、活用及び探
る学習指導の実際と課題
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

小学校国語科における言語力育成のあり方をテーマとして概説
する。新学習指導要領の内容と合わせ、最近の教育動向に関す
る理解を深めながら、学習指導のあり方について検討を加え、
迎 勝彦（大学院学校教育研究科准教授）
言語活動の充実と活用を目指した教材研究・教材開発、指導法
押木 秀樹（大学院学校教育研究科教授）
の改善を図ることができるようにする。また学習指導要領に基づ
き育成すべき「文字を書く」（書写）能力を育むため、探究を含む
学習過程を見通した指導法の工夫について理解を深める。

新潟県上越市

6時間 平成30年7月24日

小学校

教諭

初任者～中堅教
員向け

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301423号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

学習指導要領等に基づき育
成すべき資質及び能力を育
【選択必修】小学校国語科におけ
むための習得、活用及び探
る学習指導の実際と課題
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

小学校国語科における言語力育成のあり方をテーマとして概説
する。新学習指導要領の内容と合わせ、最近の教育動向に関す
る理解を深めながら、学習指導のあり方について検討を加え、
迎 勝彦（大学院学校教育研究科准教授）
言語活動の充実と活用を目指した教材研究・教材開発、指導法
押木 秀樹（大学院学校教育研究科教授）
の改善を図ることができるようにする。また学習指導要領に基づ
き育成すべき「文字を書く」（書写）能力を育むため、探究を含む
学習過程を見通した指導法の工夫について理解を深める。

新潟県長岡市

6時間 平成30年8月21日

小学校

教諭

初任者～中堅教
員向け

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301424号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

法令改正及び国の審議会の
【選択必修】近年の政策動向と学 状況等
校の組織的対応
様々な問題に対する組織的
対応の必要性

前半では、2015年12月の３答申からの法改正や、その後の審議
会での論点、検討状況等を中心に概説し、現代教育改革の特徴
を理解する。そこから自治体単位の教育経営という発想を踏ま
えた学校経営戦略を探究する（辻村担当）。後半では、貧困や発 辻村 貴洋（大学院学校教育研究科准教授）
達障害など多様な背景から生じる生徒指導の諸課題に対して必 安藤 知子（大学院学校教育研究科教授）
要になる組織的対応を具体的に考える。また、地域との連携協
働を促進する組織マネジメントや学校危機管理の在り方につい
て演習を交えて理解を深める（安藤担当）。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月20日

小学校
中学校

教諭

中堅教員向け

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301425号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

近年の我が国では、幼児教育と小学校教育の連携を大切にして
いる。具体的には、幼児教育のアプローチカリキュラムと小学校
教科横断的な視点からの教
教育のスタートカリキュラムによる接続期カリキュラムの実現を
【選択必修】幼保小連携と生活科 育活動の改善を支える教育
めざす都道府県・市町村対応が始まっている。接続期カリキュラ 木村 吉彦（大学院学校教育研究科教授）
を中核とした接続期カリキュラム 課程の編成、実施、評価及び
ム実現にとって重要なのが小学校低学年教科の生活科である。
改善の一連の取組
本講習では、幼保小連携のあり方と生活科に基づくカリキュラム
作成について学んでいただく。

新潟県上越市

6時間 平成30年7月30日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301426号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

近年の我が国では、幼児教育と小学校教育の連携を大切にして
いる。具体的には、幼児教育のアプローチカリキュラムと小学校
教科横断的な視点からの教
教育のスタートカリキュラムによる接続期カリキュラムの実現を
【選択必修】幼保小連携と生活科 育活動の改善を支える教育
めざす都道府県・市町村対応が始まっている。接続期カリキュラ 木村 吉彦（大学院学校教育研究科教授）
を中核とした接続期カリキュラム 課程の編成、実施、評価及び
ム実現にとって重要なのが小学校低学年教科の生活科である。
改善の一連の取組
本講習では、幼保小連携のあり方と生活科に基づくカリキュラム
作成について学んでいただく。

新潟県上越市

6時間 平成30年7月31日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301427号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

教科横断的な視点からの教
【選択必修】社会に開かれた教育
育活動の改善を支える教育
課程のためのカリキュラム・マネ
課程の編成、実施、評価及び
ジメント
改善の一連の取組

次期学習指導要領で目ざす「社会に開かれた教育課程」の意義
や具体について理解し、その実現のためのカリキュラム・マネジ
メントの在り方を考える。教科横断的な視点での内容配列の方
松井 千鶴子（大学院学校教育研究科教授）
法、ＰＤＣＡサイクルによる教育課程の編成、実施、評価、改善の
方法、地域の人的・物的資源の活用方法について、講義や演習
を通して追究する。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月21日

小学校
中学校

教諭

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301428号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

学習指導要領等に基づき育
【選択必修】これからの社会科教 成すべき資質及び能力を育
育で求められる資質や能力を育 むための習得、活用及び探
む新聞活用教育
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

本講習では、社会科教育の側面から今後の学習指導要領で求
められる資質・能力の育成等について、新聞教材を活用した教
育（NIE）を基に考えたい。はじめにNIEの理論的側面について講
義を行う。一部の講義は新聞記者等とともに行う。次にNIEの実 中平 一義（大学院学校教育研究科准教授）
践的側面についていくつかの実践事例を紹介する。さらに実際
にNIEを体験するワークショップを行う。最後には受講生が実践
計画を立案できるように考えていく。

新潟県上越市

6時間 平成30年7月25日

小学校
中学校
高等学校

小学校・中学校（社会科）教 初任者～中堅教
諭･高等学校（公民科）教諭
員向け

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301429号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

学習指導要領等に基づき育
成すべき資質及び能力を育
【選択必修】体育の指導法（器械
むための習得、活用及び探
運動の指導と観察・健康教育）
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

初等の体育科における器械運動（周東）と健康教育（池川）に関
する指導の基本的認識や最新情報を解説する。「器械運動の指
導と観察」では実技実習を通して動きの感覚を確認し、児童生徒
周東 和好（大学院学校教育研究科教授）
が主体的に動きを習得し、探究することができる動きの促発指
池川 茂樹（大学院学校教育研究科准教授）
導について解説する。「健康教育」では運動習慣がなぜ重要で
あるか、また、運動を安全に実施するための熱中症予防法を紹
介する。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月2日

小学校
中学校
高等学校

小学校・中・高等学校（保健
体育科）教諭

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301430号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

学習指導要領等に基づき育
成すべき資質及び能力を育
【選択必修】幼児の遊び環境と遊
むための習得、活用及び探
び指導の実践
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

幼稚園教育要領に示された「幼稚園教育において育みたい資
質・能力」及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏ま
え、幼児の発達に即した遊びを展開するための指導法について 白神 敬介（大学院学校教育研究科准教授）
共同検討を行う。また、幼児が身近な自然に親しみ、身の回りに 山口 美和（大学院学校教育研究科准教授）
ある素材の性質を知る活動を実際に体験することで、保育者の
指導や援助のあり方について考察を深める。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月9日

幼稚園

教諭

初任者～中堅教
員向け

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301431号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

学習指導要領等に基づき育
【選択必修】新学習指導要領の 成すべき資質及び能力を育
趣旨を踏まえた算数科の授業づ むための習得、活用及び探
くり
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

本講習では，新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，子どもの「主体的・対話的で深い学び」を実現するた
めの授業づくりの視点とその具体的な方法を中心に指導力の向
上を目指す。算数科という教科の本質を大切にしながら，子ども
岩崎 浩（大学院学校教育研究科教授）
主体の授業とは何か，子ども主体の授業を実現するためには何
が大切か，対話的で深い学びを実現するための教材やグループ
活動はどうあるべきなのか。 受講者が子どもの立場や授業者
の立場から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30年8月21日

小学校

教諭

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301432号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

いじめの実態に関する分析をもとにしながら，そのメカニズムや
学校の対応のしかたについて考えたい。特に学校の対応に関し
【選択必修】いじめ・子どもの危機 教育相談（いじめ及び不登校
ては，効果的な方法はどうあればよいかということについて，
高橋 知己（大学院学校教育研究科准教授）
について考える
への対応を含む。）
データをもとに講習を進めていく。参加者の交流場面も設定し，
一方向的な講習ではなくお互いに考え合う時間を設定したい。

新潟県上越市

6時間 平成30年7月31日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

150人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301433号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/
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上越教育大学

いじめの実態に関する分析をもとにしながら，そのメカニズムや
学校の対応のしかたについて考えたい。特に学校の対応に関し
【選択必修】いじめ・子どもの危機 教育相談（いじめ及び不登校
ては，効果的な方法はどうあればよいかということについて，
高橋 知己（大学院学校教育研究科准教授）
について考える
への対応を含む。）
データをもとに講習を進めていく。参加者の交流場面も設定し，
一方向的な講習ではなくお互いに考え合う時間を設定したい。

新潟県長岡市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

150人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301434号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

いじめの実態に関する分析をもとにしながら，そのメカニズムや
学校の対応のしかたについて考えたい。特に学校の対応に関し
【選択必修】いじめ・子どもの危機 教育相談（いじめ及び不登校
ては，効果的な方法はどうあればよいかということについて，
高橋 知己（大学院学校教育研究科准教授）
について考える
への対応を含む。）
データをもとに講習を進めていく。参加者の交流場面も設定し，
一方向的な講習ではなくお互いに考え合う時間を設定したい。

新潟県佐渡市

6時間 平成30年7月25日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301435号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

特別支援教育、中でも、発達障害のある、疑いのある児童生徒
に関する最新の知見を提供するとともに、発達障害に関わる生
【選択必修】教育相談（特別支援 教育相談（いじめ及び不登校 徒指導上の課題（不登校、いじめ等）解決を目指し、保護者や本
村中 智彦（大学院学校教育研究科准教授）
教育を中心に）
への対応を含む。）
人への教育相談の考え方や技術を習得する。講義の進め方で
は、知識技能の伝達とともに、アクティブラーニングの手法を取り
入れた対話式を含むものとする。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月9日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭
養護教諭

初任者～中堅教
員向け

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301436号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

【選択必修】これからのキャリア
教育について考える

進路指導及びキャリア教育

これからの時代について論議することを通して，キャリア教育の
役割と可能性について検討していく。また，グループワークに
山田 智之（大学院学校教育研究科准教授）
よって小学校から高等学校までのキャリア教育計画を作成し、発
達段階に応じたキャリア教育を概観する。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月1日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭

初任者～中堅教
員向け

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301437号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

【選択必修】これからのキャリア
教育について考える

進路指導及びキャリア教育

これからの時代について論議することを通して，キャリア教育の
役割と可能性について検討していく。また，グループワークに
山田 智之（大学院学校教育研究科准教授）
よって小学校から高等学校までのキャリア教育計画を作成し、発
達段階に応じたキャリア教育を概観する。

新潟県長岡市

6時間 平成30年7月30日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭

初任者～中堅教
員向け

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301438号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

【選択必修】周辺化されがちな特
学校、家庭及び地域の連携
別な配慮が必要な子どもを含め
及び協働
た学校・学級運営

近年，性的マイノリティ，発達障害，外国ルーツ，複雑な家庭事
情を抱える子どもなど，社会や学校教育において周辺化されが
ちな特別な配慮を必要とする子どもを含めた学校・学級運営，家
庭や地域との連携や協働が求められている。本講座では，受講
者がそうした子どもに対する教員自身の教育観等に対峙した上
で様々な事例を検討し，子どもたちへの理解を深め，学校・学級
経営、家庭や地域との連携や協働のあり方について考える。

原 瑞穂（大学院学校教育研究科准教授）
菅原 至（大学院学校教育研究科教授）
堀 建志（大学院学校教育研究科准教授）
小高 さほみ（大学院学校教育研究科教授）

新潟県上越市

6時間 平成30年7月31日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301439号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

【選択必修】身近な自然であそ
ぶ・つくる

上越地域で活動している「上越ネイチャーゲームの会」や「NPO
越後上越青苧の会」の活動と学校現場とがつながった実践例等
渡辺 径子（大学院学校教育研究科准教授）
を紹介しながら，実際の自然体験を通して身近な自然の中にあ
る楽しさを実感しながら学んでいただきます。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月10日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301440号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

【選択必修】道徳教育の理論と実
道徳教育
践

学校の教育活動全体を通じての道徳教育と、あらたに教科化さ
れる道徳科において質の高い多様な方法として例示されている
「問題解決的な学習」と「道徳的行為に関する体験的な学習」の
関連を取り上げ、その実践的指導方法について検討を行うととも 林 泰成（副学長）
に、その評価の問題についても取り上げる。また、幼小連携の観
点から、幼年期における「道徳性・規範意識の芽生え」にも言及
し、幼稚園教諭も対象とする。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月6日

幼稚園
小学校
中学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301441号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

【選択必修】道徳科を要とする道
徳教育の創造（道徳科の授業づ 道徳教育
くりを中心に）

「特別の教科 道徳」を中心に、新学習指導要領に基づいて、そ
の目標や道徳教育との関連、計画づくりについての基本的な理
解を深めると共に、指導案作成の作業を通して実践力を養う。ま
た、「質の高い多様な指導方法」の一つとしてその活用が期待さ 早川 裕隆（大学院学校教育研究科教授）
れる「役割演技」について、役割演技の監督としての授業者の役
割を実感的に学ぶと共に、評価の在り方についても具体的に理
解する。なお、幼小連携の観点から幼稚園教諭も対象とする。

新潟県長岡市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
特別支援学校

教諭，養護教諭

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301442号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

【選択必修】やさしいアクション・リ
サーチ：小学校外国語の授業改 英語教育
善をめざして

アクション・リサーチのアプローチを用いて、小学校外国語科の
授業改善をしていくための方法を学びます。講義では、「アクショ
ン・リサーチとは？」から始まり、具体的実施方法などを実践例を
松崎 邦守（大学院学校教育研究科教授）
もとに学んでいきます。また、2学期から実施可能なリサーチ案を
受講者一人ひとりが考案します。そして、グループ毎に発表会を
行い、お互いの学びを架橋し合います。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月1日

小学校

教諭

初任者～中堅教
員向け

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301443号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

本講座では，受講者が外国につながる子どもたちへの理解を深
め，日々の教育活動への示唆を得ることを目的とする。国際理
解・異文化理解教育及び日本語教育の立場から，外国につなが
【選択必修】外国につながる子ど 国際理解及び異文化理解教
る子どもたちが成長過程でどのような困難を抱えているのか，学 原 瑞穂（大学院学校教育研究科准教授）
もたちへの教育
育
校や地域でどのような配慮や対応ができるのか，第一言語／家
庭言語や日本語の学習，教科等の学習をどのように支援できる
のかについて，講義及びグループ等での議論を通して考える。

新潟県上越市

6時間 平成30年7月24日

小学校
中学校

特定しない

特定しない

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301444号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

講習内容は主に次の内容で構成されています。１国際理解教育
はすべての学校種，教科等，地域総ぐるみで取り組むべき日常
的な教育活動であることを確認します。２戦後から現在までの国
【選択必修】身近な「差異」から始
国際理解及び異文化理解教 際理解教育のあゆみを理論と実践から探って，国際理解教育の
める国際理解教育－クラスでの
釜田 聡（大学院学校教育研究科教授）
育
魅力に迫ります。３新しい学習指導要領やSDGs時代における国
実践を目指して－
際理解教育の課題や方向性について検討します。後半は，身近
な差異について具体的な事例にもとづき検討し，プログラムの開
発等に取り組みます。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月17日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301445号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

上越教育大学

【選択必修】教育の情報化

本講習では，教育の情報化（ICTを活用した教科指導，情報活用
能力を育成するための情報教育，情報モラル教育，校務の情報
化）の基本的な考え方や現状について解説します。その上で，各
石川 真（大学院学校教育研究科准教授）
自の教育の情報化に対する考え方や取り組みについてグルー
プワークや実習を通して問題点を探り，解決の糸口を探り，理解
を深めます。

新潟県上越市

6時間 平成30年8月2日

小学校
中学校
高等学校

教諭

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月23日

平30-10038301446号

025-521-3276

http://www.menkyokkniigata.jp/

山梨大学

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】「学習指導要領の改
等
訂の動向等」・「法令改正及び国
法令改正及び国の審議会の
の審議会の状況等」
状況等

①学習指導要領の改訂の動向等について、学習指導要領の総
則や教科（理科）におけるその内容の変遷、国内外の学習到達
度調査の概要や課題から垣間見える現在の子どもに求められる
学力観を通して、検討していく。②学習指導要領の改訂を含め
教育施策が大きく揺れ動く中、法令改正及び国の審議会の状況
等をふまえ、学校・教職員が家庭や地域と信頼関係を深め、充
実した学校教育を実現するために必要な情報や取組について考
える。

佐藤 寛之（大学院総合研究部教育学域准教
授）
堀之内 睦男（大学院総合研究部教育学域特
任教授）

山梨県甲府市

6時間 平成30年6月24日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043301227号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

山梨大学

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】「学習指導要領の改
等
訂の動向等」・「法令改正及び国
法令改正及び国の審議会の
の審議会の状況等」
状況等

①次期学習指導要領の動向と概要について整理し、学習指導
要領を踏まえた授業研究や校内研究の在り方について、現場で
猪股 真弥（大学院総合研究部教育学域准教
の実践をもとに検討していく。 ②学習指導要領の改定の動向を
授）
踏まえた法令改正及び国の審議会の状況について話題とし、教
小林 大（大学院総合研究部教育学域教授）
育改革の動きを日々の実践にどのようにつなげていくかについ
て考える。

山梨県甲府市

6時間 平成30年7月8日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043301228号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

学校、家庭及び地域の連携
及び協働

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）
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山梨大学

【選択必修】「言語活動の充実を
道徳教育
目指した道徳教育」

学校における道徳教育の意義と今日的課題について理解を深
める。「特別の教科 道徳」を意識しながら、言語活動の充実を
目指した道徳授業の実践力を講義と演習を通して高める。

山梨県甲府市

6時間 平成30年7月22日

小学校
中学校
特別支援学校

教諭

特定しない

6,000円

90人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043301229号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

山梨大学

【選択必修】「小学校外国語活動
英語教育
の進め方」

平成23年度より小学校外国語活動が必修化され、現在5、6年生
で実施されている。この小学校外国語活動の目的や指導内容を
田中 武夫（大学院総合研究部教育学域教授） 山梨県甲府市
踏まえながら、授業の組み立て方や活動の作り方についての基
本を身につける。

6時間 平成30年7月22日

小学校

教諭

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043301230号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

山梨大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】「様々な問題に対す
対応の必要性
る組織的対応の必要性」・「学校
学校における危機管理上の
における危機管理上の課題」
課題

①学校課題を発見し、解決するツールとしての組織マネジメント
の理論と技法を学ぶ。チーム学校などの新しい政策動向や、先
平井 貴美代（大学院総合研究部教育学域教
進的な実践例などを参考にしながら、受講者自らが主体的に取
授）
り組める講習を目指す。②学校現場で必要とされる危機管理上
窪島 紀人（大学院教育学研究科客員教授）
の基本的情報を提供し、危機の発生の原因や対応の在り方を具
体的な事例をもとに考える。

山梨県甲府市

6時間 平成30年8月26日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043301231号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

山梨大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】「様々な問題に対す
対応の必要性
る組織的対応の必要性」・「学校
学校における危機管理上の
における危機管理上の課題」
課題

①学校現場の様々な問題に関する基本的な情報を提供するとと
もに、具体的な事例をもとに多様な観点から組織的対応の在り
岡田 正志（大学院教育学研究科客員教授）
方を考える。②学校教育に関して生じる事故や事件をどのように
氏原 一宏（大学院教育学研究科客員教授）
防止するか、また起きてしまったときどのように対処し、その被害
を最小限にくい止めるか等「学校の危機管理」について考える。

山梨県甲府市

6時間 平成30年9月2日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月4日

平30-10043301232号

055-220-8102

http://www.yamanashi.
ac.jp

信州大学

【選択必修】信州教育に根ざした
道徳教育：牛山榮世先生とジョ
道徳教育
ン・デューイ

本講習では、道徳教育の課題と可能性について、受講者同士の
討議もふまえつつ検討を行います。
「特別の教科 道徳」の講習の構想や、日々の道徳教育の実践
髙栁 充利（学術研究院教育学系准教授）
について、本学部が位置する長野県で展開されてきた取組み
畔上 一康（学術研究院教育学系教授）
（優れた実践者としての牛山榮世先生の事例）やその理論的背
景（ジョン・デューイの道徳教育の思想）等を参照しつつ、講義や
討議をとおして、再検討の契機を提供することを目指します。

長野県長野市

6時間 平成30年6月30日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044301152号

0263-37-2428

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

信州大学

本講習では、認知行動療法の理論と実践をとおして、教育相談
【選択必修】子どもを変える心理
（いじめ・不登校への対応を含む。）について学びます。認知・行
島田 英昭（学術研究院教育学系准教授）
学―認知行動療法から考える
教育相談（いじめ及び不登校 動の基礎理論の解説、行動理論の応用と実践、認知理論の応
鈴木 俊太郎（学術研究院教育学系准教授）
「困っている子ども」のサポート― への対応を含む。）
用と実践の３つのパートから構成されます。単なる技術だけでは
髙橋 史（学術研究院教育学系准教授）
（Ａ）
なく、理論的背景を合わせて解説することで、教育相談の技術を
磨く手がかりを提供します。

長野県長野市

6時間 平成30年7月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044301153号

0263-37-2428

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

信州大学

本講習では、認知行動療法の理論と実践をとおして、教育相談
【選択必修】子どもを変える心理
（いじめ・不登校への対応を含む。）について学びます。認知・行
島田 英昭（学術研究院教育学系准教授）
学―認知行動療法から考える
教育相談（いじめ及び不登校 動の基礎理論の解説、行動理論の応用と実践、認知理論の応
鈴木 俊太郎（学術研究院教育学系准教授）
「困っている子ども」のサポート― への対応を含む。）
用と実践の３つのパートから構成されます。単なる技術だけでは
髙橋 史（学術研究院教育学系准教授）
（Ｂ）
なく、理論的背景を合わせて解説することで、教育相談の技術を
磨く手がかりを提供します。

長野県長野市

6時間 平成30年7月14日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044301154号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択必修】異文化間コミュニ
ケーション教育・国際理解教育

長野県長野市

6時間 平成30年7月16日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044301155号

0263-37-2428

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

進路指導及びキャリア教育

本講習では、キャリア教育の現状と歴史的背景など理論的なこ
とを概説します。さらに、民間企業の人事担当者と明るい選挙推
進協会の方（予定）をゲストティーチャーとしてお招きし、それぞ
れキャリア教育に関する内容をお話ししていただきます。これに
田村 徳至（学術研究院総合人間科学系講師） 長野県松本市
より受講した先生方が、人材を受け入れる企業側の立場と主権
者教育の視点からのアプローチ方法を理解することができます。
最後に、グループワーク（振り返り等）を行い、講習での学びを共
有します。

6時間 平成30年7月27日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044301156号

0263-37-2428

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

6時間 平成30年7月30日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044301157号

0263-37-2428

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

山田 睦子（山梨県総合教育センター主査・指
導主事）

本講習では、異文化間教育・国際理解教育の学校現場での活
用を目標にします。外国人との関係だけでなく、地域差、個人
国際理解及び異文化理解教
小池 浩子（学術研究院教育学系准教授）
差、立場の違いも含めた多様性の理解と尊重に主軸を置きま
育
德井 厚子（学術研究院教育学系教授）
す。子どもたち、保護者との関係、教師間など学校でのあらゆる
対人関係に役立つ内容と教育方法を提示します。

信州大学

【選択必修】進路指導・キャリア
教育の理論と実践（A）

信州大学

【選択必修】道徳教育を考える
（A）

道徳教育

「特別の教科」である道徳科が、平成30年度より順次、学校段階
ごとに全面実施となっています。本講習では、道徳科の授業を充
実させるためにどのような準備が求められるのか、どのような視
点で授業づくりをしていけばよいのかについて、文部科学省の方 河野 桃子（学術研究院総合人間科学系講師）
長野県松本市
針に基づきつつ確認・考察します。その上で、「考え、議論する道 小山 茂喜（学術研究院総合人間科学系教授）
徳科」に向けて、各教員が創造的に授業を構想していく上でのヒ
ントを得ることを目指し、グループワークを行います。また、中高
連携の観点から高等学校教諭も対象としています。

信州大学

【選択必修】教育の情報化（T１）

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

本講習では、子供たち一人一人の「生きる力」を育成するための
「情報活用能力の育成のあり方」「ＩＣＴ活用による授業革新のあ 小山 茂喜（学術研究院総合人間科学系教授）
長野県松本市
り方」、さらに「校務の情報化」等について、具体的な実践事例に 新村 正明（学術研究院工学系准教授）
よる講義や演習を通して学びます。

6時間 平成30年8月4日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044301158号

0263-37-2428

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

信州大学

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
【選択必修】教育の情報化 基礎
教育（情報モラルを含む。）
等）

本講習では、情報通信技術［ＩＣＴ］の動向について解説するとと
もに、これからＩＣＴ活用を始める受講者が、各教科や学級活動、
情報モラルに関する指導のためのわかりやすい授業づくりや指 森下 孟（学術研究院教育学系准教授）
導実践のためのＩＣＴ活用について、基礎的・基本的な手法を学 東原 義訓（学術研究院教育学系教授）
びます。併せて、学習指導用の教材コンテンツやツールを実際 谷塚 光典（学術研究院教育学系准教授）
に操作しながら、これらを活用した授業・指導改善の方法や授
業・指導に役立てる方策を検討します。

長野県長野市

6時間 平成30年8月6日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044301159号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択必修】学校と家庭を結ぶコ 学校、家庭及び地域の連携
ンサルテーション
及び協働

本講習では、学校と家庭並びに地域（保護者ならびに学校の支
援者）との連携の在り方、協働の在り方について、講義と演習を
とおして学びます。
茅野 理恵（学術研究院教育学系助教）
教育現場は、学校の中だけで解決できる課題もありますが、こう
上村 惠津子（学術研究院教育学系教授）
した地域の力を活用しなければ難しい問題も増加する傾向にあ
ります。効果的な地域資源との連携の在り方を考え、みなさんの
コンサルテーションスキルの向上に資する講習とします。

長野県長野市

6時間 平成30年8月8日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044301160号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択必修】教育の情報化 応用

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

本講習では、情報通信技術［ＩＣＴ］の動向について解説するとと
もに、ＩＣＴ活用授業をすでに行っている受講者が、各教科や学級
活動、情報モラルに関する指導のためのわかりやすい授業づく 森下 孟（学術研究院教育学系准教授）
りや指導実践のためのＩＣＴ活用について、より効率的・効果的な 東原 義訓（学術研究院教育学系教授）
手法を学びます。併せて、学習指導用の教材コンテンツやツー 谷塚 光典（学術研究院教育学系准教授）
ルを実際に操作しながら、これらを活用した授業・指導改善の方
法や授業・指導に役立てる方策を検討します。

長野県長野市

6時間 平成30年8月8日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044301161号

0263-37-2428

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

信州大学

「日本語指導が必要な児童生徒に対する特別の教育課程」の運
用が長野県内でも複数の市で広がり、外国籍児童・生徒が日本
人児童・生徒と席を並べて勉強する姿は珍しいものではなくなっ
【選択必修】外国籍児童・生徒の 国際理解及び異文化理解教
ています。加えて、日本国籍ながら日本語能力が不十分な児
佐藤 友則（学術研究院総合人間科学系教授） 長野県松本市
支援と多文化共生
育
童・生徒も増えています。本講習では、外国籍の児童・生徒への
支援のあり方、日本における多文化共生の現状等について話し
合いをしながら考えていきます。

6時間 平成30年8月19日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭・養護教諭

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044301162号

0263-37-2428

http://www.shinshuu.ac.jp/
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時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等
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受講者募集期間
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電話番号

ＵＲＬ

信州大学

【選択必修】『不思議の国のアリ
ス』で学ぶ英語教育

英語教育

本講習では、世界的に児童文学として親しまれている『不思議の
国のアリス』（Ａｌｉｃｅ’ｓ Ａｄｖｅｎｔｕｒｅｓ ｉｎ Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ）を用い
て、英語教育の意義、どうして英語で書かれたものを英語で読む
必要があるのか、翻訳を読むのでは駄目なのか、ということを実
金子 史彦（学術研究院教育学系准教授）
感しながら学んでいきます。小学校外国語活動が取り入れられ
色々とその是非について議論がなされている昨今において、
「是」の立場からの一つの意見を示すことにより、今後の教材研
究のあり方について考える機会を提供します。

信州大学

【選択必修】学校づくりと危機対
応

様々な問題に対する組織的
対応の必要性
学校における危機管理上の
課題

本講習では、学級経営および学校経営に関する様々な課題を対
象とし、最新の研究成果に基づいた問題解決策をアクティブ・
ラーニングを踏まえて考え話し合います。特に学校で起こり得る
青木 一（学術研究院教育学系准教授）
切実な課題に向き合い、学級経営の全体構造と教師の役割を
市川 公明（学術研究院教育学系准教授）
理解し、事例を通して具体的に学びます。また、学校組織マネジ
メントや同僚性の活性化、危機対応などに関わるリーダーシップ
の在り方について実践的力量の向上を目指します。

信州大学

【選択必修】教育の情報化（T２）

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

本講習では、子供たち一人一人の「生きる力」を育成するための
「情報活用能力の育成のあり方」「ＩＣＴ活用による授業革新のあ 小山 茂喜（学術研究院総合人間科学系教授）
長野県松本市
り方」、さらに「校務の情報化」等について、具体的な実践事例に 新村 正明（学術研究院工学系准教授）
よる講義や演習を通して学びます。

6時間 平成30年11月17日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年8月28日～
平成30年9月4日

平30-10044301165号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択必修】進路指導・キャリア
教育の理論と実践（B）

進路指導及びキャリア教育

本講習では、キャリア教育の現状と歴史的背景など理論的なこ
とを概説します。さらに、民間企業の人事担当者と明るい選挙推
進協会の方（予定）をゲストティーチャーとしてお招きし、それぞ
れキャリア教育に関する内容をお話ししていただきます。これに
田村 徳至（学術研究院総合人間科学系講師） 長野県松本市
より受講した先生方が、人材を受け入れる企業側の立場と主権
者教育の視点からのアプローチ方法を理解することができます。
最後に、グループワーク（振り返り等）を行い、講習での学びを共
有します。

6時間 平成30年11月17日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年8月28日～
平成30年9月4日

平30-10044301166号

0263-37-2428

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

道徳教育

「特別の教科」である道徳科が、平成30年度より順次、学校段階
ごとに全面実施となっています。本講習では、道徳科の授業を充
実させるためにどのような準備が求められるのか、どのような視
点で授業づくりをしていけばよいのかについて、文部科学省の方 河野 桃子（学術研究院総合人間科学系講師）
長野県松本市
針に基づきつつ確認・考察します。その上で、「考え、議論する道 小山 茂喜（学術研究院総合人間科学系教授）
徳科」に向けて、各教員が創造的に授業を構想していく上でのヒ
ントを得ることを目指し、グループワークを行います。また、中高
連携の観点から高等学校教諭も対象としています。

6時間 平成30年11月18日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年8月28日～
平成30年9月4日

平30-10044301167号

0263-37-2428

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

この講義は、２つのパートから構成されます。前半は学校を巡る
近年の状況の変化を把握し、課題を明確にし、その原因や背景
を分析することで具体的な手立てを考えます。後半は、前半で確
認した課題の中で特に「学校における危機管理」に焦点をあて
鈴木 秀志（大学院教育学研究科特任教授）
て、事例をもとに検討し、生徒指導を切り口にした対応の在り方
について考えていきます。いずれのパートも、講義・個人作業・意
見交換など多様な方法で実施します。

静岡県浜松市

6時間 平成30年7月22日

幼稚園
小学校
中学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046301287号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/

現代の学校教育には様々な期待が寄せられており、一方でその
背後に潜む「リスク」も無視できなくなっています。本講習ではま
ず、教育を支える「言説」の機能に着目しながら、学校事故や部
活動などにおける危機管理とリスクについて検討します。そのう 長谷川 哲也（教育学領域准教授）
えで、受講者自身の経験をもとに、学校教育に潜むリスクと向き
合いながら、今日の学校や教員が果たす役割について考えても
らいます。

静岡県浜松市

6時間 平成30年7月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046301288号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡県浜松市

6時間 平成30年7月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046301289号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/

長野県長野市

6時間 平成30年9月1日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月24日

平30-10044301163号

0263-37-2428

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

長野県長野市

6時間 平成30年11月3日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年8月28日～
平成30年9月4日

平30-10044301164号

0263-37-2428

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

信州大学

【選択必修】道徳教育を考える
（B）

静岡大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】近年の状況の変化と
化
それに伴う学校における危機管
学校における危機管理上の
理の在り方
課題

静岡大学

【選択必修】学校教育のリスクと
教職の省察

学校を巡る近年の状況の変
化
学校における危機管理上の
課題

静岡大学

【選択必修】教育相談（浜松）

幼児児童生徒の発達過程の中で誰もが体験する可能性のある
さまざまな心理的問題のうちで，いじめや不登校，発達障がいな
教育相談（いじめ及び不登校 ど中心的な事項に関する理解と対応のあり方に関して関連する
原田 唯司（教育学領域教授）
への対応を含む。）
理論的背景や概念などに関する講述を行うとともに，具体事例
に関するディスカッションや意見交換を参加者同士で行うことを
通して教員としての教育相談力量のさらなる質的向上を図る。

静岡大学

教育相談に関する学校心理学の枠組み（全員対象の一次的援
助サービス，予防的関わりの二次的援助サービス，専門家等と
の連携による個別支援の三次的援助サービス）を土台とし，学
【選択必修】発達と学習を支える 教育相談（いじめ及び不登校
習，心理・社会（いじめ・不登校等），進路（キャリア），健康といっ 伊田 勝憲（教育学領域准教授）
教育相談
への対応を含む。）
たテーマを相互に関連づけながら，アセスメントやカウンセリング
等の理論と方法及び関連法規等について理解を深め，日常の
教育実践との具体的なつながりを考える機会とする。

静岡県浜松市

6時間 平成30年7月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046301290号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学

教育相談に関する学校心理学の枠組み（全員対象の一次的援
助サービス，予防的関わりの二次的援助サービス，専門家等と
の連携による個別支援の三次的援助サービス）を土台とし，学
【選択必修】発達と学習を支える 教育相談（いじめ及び不登校
習，心理・社会（いじめ・不登校等），進路（キャリア），健康といっ 伊田 勝憲（教育学領域准教授）
教育相談
への対応を含む。）
たテーマを相互に関連づけながら，アセスメントやカウンセリング
等の理論と方法及び関連法規等について理解を深め，日常の
教育実践との具体的なつながりを考える機会とする。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月5日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046301291号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学

【選択必修】新学習指導要領の
特性と実践化の課題と可能性

静岡県静岡市

6時間 平成30年7月29日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046301292号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学

法令改正及び国の審議会の
【選択必修】教育改革の政策と実 状況等
践的課題
様々な問題に対する組織的
対応の必要性

まず、東京オリンピック開催の2020年度実施を目指した、今回の
教育改革の全体像を多面的に整理し提示する。
その上で、受講者のみなさんから、これまでの学校・教師の在り
方をふり返るとともに、学校現場のかかえる課題や問題点等を
梅澤 収（教育学領域教授）
整理・検討してもらう。
以上を通じて、これからの学校・教師は、どのような実践や取り
組みが必要なのかを、受講者に具体的に考えてもらうこととす
る。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月5日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

90人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046301293号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学

【選択必修】「特別の教科 道徳」
道徳教育
の授業づくり

本講習では、「特別の教科 道徳」の目標や内容などを踏まえ、
校内における道徳教育の推進や授業づくりの基礎について学び
ます。また、具体的な教材を用いて、教材分析や指導案作成な 山城 拓也（教育学領域准教授）
ど、実際の授業づくりを行う中で考えていきます。本講習は、講
義、個人作業、グループワークなど多様な方法で実施します。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月5日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

90人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046301294号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/

新学習指導要領の特性を「社会に開かれた教育課程」「カリキュ
ラム・マネジメント」「主体的・対話的・深い学び」「見方・考え方」
学校を巡る近年の状況の変
「資質・能力」等のキーワードの社会的背景と教育・学習論的要
化
請と共に考察します。またその実践化のために、各学校の年間 馬居 政幸（八洲学園大学非常勤講師）
学習指導要領の改訂の動向
指導計画、学年と教科等を結ぶ横断的・総合的学習を組み込む
等
単元構成・授業（活動）づくりの課題と児童・生徒の学びの新たな
可能性について、個人作業と小集団活動を交えて探求します。
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静岡大学

この講義では子どもが発達の過程で直面する様々な課題を整理
しながら，学校場面で見られる諸問題についての理解と対応を
考えます。特に取り上げるテーマとしては発達障害や愛着障害，
【選択必修】子どもの“育ち”から 教育相談（いじめ及び不登校 いじめを含むスクールトラウマ，性的マイノリティなどです。事例
井出 智博（教育学領域准教授）
考える教育相談
への対応を含む。）
についてのグループディスカッションなども行いながら（参加人数
による），児童生徒に対する理解と対応の方法についての理解
を深める予定です。中等教育についての内容も含みますが，初
等教育についての内容を多く含みます。

静岡県静岡市

6時間 平成30年8月5日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046301295号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学

この講義では子どもが発達の過程で直面する様々な課題を整理
しながら，学校場面で見られる諸問題についての理解と対応を
考えます。特に取り上げるテーマとしては発達障害や愛着障害，
【選択必修】子どもの“育ち”から 教育相談（いじめ及び不登校 いじめを含むスクールトラウマ，性的マイノリティなどです。事例
井出 智博（教育学領域准教授）
考える教育相談
への対応を含む。）
についてのグループディスカッションなども行いながら（参加人数
による），児童生徒に対する理解と対応の方法についての理解
を深める予定です。中等教育についての内容も含みますが，初
等教育についての内容を多く含みます。

静岡県静岡市

6時間 平成30年10月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046301296号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学

【選択必修】教育の現代的課題

日々変化を続けている教育をめぐる環境について，現代的課題
として理解を深める。特に，いくつかの先進諸国の事例と日本と
の比較をもとに「教員・学校の今日的な在り方」「期待されている
中村 美智太郎（教育学領域准教授）
子どもの学力」といった諸問題について考察する。その際，教員
個人での対応だけでなく，組織的な対応の在り方についても検
討する。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月24日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

90人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046301297号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学

学習指導要領等に基づき育
成すべき資質及び能力を育
【選択必修】主体的・対話的で深
むための習得、活用及び探
い学びを生み出す授業デザイン
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

新しい学習指導要領では、授業改善のポイントとして「主体的・
対話的で深い学び」があげられています。本講習では、このキー
ワードに教育心理学的な観点から切り込み、どのような授業デ 町 岳（教育学領域准教授）
ザインによって「主体的・対話的で深い学び」を生成させることが
できるのか、理論や実践を通して考えていきます。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月24日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046301298号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学

いじめ防止対策推進法の施行や世論の高まりもあり、いじめの
予防に対して学校教育活動の中でどのように進めればよいか非
常に重要な課題となっている。本講習では、児童生徒のいじめ
【選択必修】子どものソーシャル
教育相談（いじめ及び不登校 の防止を狙い、コミュニケーション力の育成を図るためのソー
スキル、レジリエンスを育てる学
小林 朋子（教育学領域教授）
への対応を含む。）
シャルスキル教育やレジリエンス育成モデルについて扱う。講義
校での関わり
では理論的な内容だけでなく、グループワークなどを通して実際
にこれらの授業実践ができるようになる基礎的な力をつけること
を狙いとする。

静岡県三島市

6時間 平成30年8月24日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

現職のみ

6,000円

90人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046301299号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学

【選択必修】教育相談（三島）

静岡県三島市

6時間 平成30年8月24日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046301300号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校の現代的課題
対応の必要性
―事故と多様な子どもへの対応
学校における危機管理上の
―
課題

本講習では現代的課題として、次の2つをとりあげます。1つに、
近年学校で起きた事件や事故から、事故前後の児童生徒への
対応や学校の安全について考えます。2つに、文部科学省から
出された「通知」から、性の多様性を知り、性的マイノリティの児 松尾 由希子（融合・グローバル領域 准教授） 静岡県静岡市
童生徒をとりまく状況について考えます。講義のほか、受講者主
体のワークなども取り入れながら、児童生徒への対応や組織的
対応の可能性などについて、理解を深めていきたいと思います。

6時間 平成30年10月7日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046301301号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/

静岡大学

【選択必修】幼児教育を巡る様々 学校を巡る近年の状況の変
な課題
化

平成29年3月に改訂された幼稚園教育要領においては、より一
層の幼稚園教諭として質の高い保育が求められています。本講
義では以下の内容を行います。
子育て支援、地域との連携、幼児理解、近年の情報化（小学校
のプログラミング教育を含む）、特別な支援を要する子どもとは。
これらの内容を含め、保育の在り方について考えていく。

6時間 平成30年10月7日

幼稚園

幼稚園教諭

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月28日～
平成30年5月15日

平30-10046301302号

054-238-3062

http://www.shizuoka.ac
.jp/

滋賀大学

【選択必修】学校安全・危機管理

学校における危機管理上の
課題

近年、自然災害や事件・事故から子どもたちを守る取り組みが重
要性を増している。本講習では、学校安全を推進するための諸
矢崎 良明（鎌倉女子大学非常勤講師）
課題を整理し、安全管理、安全教育、地域との連携、保護者対
藤岡 達也（大学院教育学研究科教授）
応等について、滋賀県をはじめとする各地の取り組みを紹介しな
がら、実践的な視点を重視して考察する。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月3日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

150人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053301714号

0749-27-1035

http://www.shigau.ac.jp/

滋賀大学

【選択必修】就学前教育をめぐる 学校を巡る近年の状況の変
近年の状況変化と新たな課題
化

就学前の子どもを対象とした教育・保育、子育て支援、早期教育
などの現状を具体例に則して把握し、関連の研究の概要を理解
奥田 援史（大学院教育学研究科教授）
する。また、就学前教育のエビデンスを確認し、子どもの発達を
保障する教育・保育のあり方を検討する。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月3日

幼稚園
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053301715号

0749-27-1035

http://www.shigau.ac.jp/

滋賀大学

【選択必修】学校をめぐる近年の 学校を巡る近年の状況の変
状況変化と新たな課題
化

本講習では、学校教育をめぐる社会の変化をふまえ、今後の学
校及び教師のあり方を考察する。各種統計調査や答申・提言等 濱 貴子（富山県立大学工学部講師）
の整理を通して子どもの生活環境の現状を把握するとともに、子 太田 拓紀（教育学部准教授）
どもや保護者が抱える課題を社会との関係からとらえなおすこと
等により、教育実践に資する新たな視点を獲得する。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月3日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053301716号

0749-27-1035

http://www.shigau.ac.jp/

滋賀大学

【選択必修】「道徳の教科化」と授
道徳教育
業の充実

小中学校における道徳教育の授業では、「考え、議論する道徳」
をどう展開するかが大きな課題である。また、児童生徒を認め、
励ます評価について理解を深める必要がある。本講習では、道
徳教育の基本理念や意義、指導方法、評価等についての理解 川那邊 正（滋賀県草津市教育委員会教育長） 滋賀県大津市
を深め、充実への方途を見出す。特に、教材解釈や授業構想に
ついて具体的な教材を取り上げ、協議や演習も取り入れながら
実践に繋がる内容を学ぶ。

6時間 平成30年8月3日

小学校
中学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053301717号

0749-27-1035

http://www.shigau.ac.jp/

滋賀大学

【選択必修】教育理念を共有しな
学校、家庭及び地域の連携
がら進める学校、園、地域社会と
及び協働
の連携及び協働

子どもたちはどのような未来を創っていくのか、社会や人生をよ
りよいものにするために人間として何が大切なのかなど、学校教
育の中でこれからの時代に求められる資質や能力について新た
な視点から論じられている。このような中で、学校園の教育が社 中井 清津子（相愛大学人間発達学部教授）
会に開かれ、家庭、地域社会と教育理念を共有しながら、様々
な教育課題について連携し、子どもの成長に社会全体で協働的
にかかわっていく取り組みについて考える。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月3日

幼稚園
小学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053301718号

0749-27-1035

http://www.shigau.ac.jp/

滋賀大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】グループ活動を通し
対応の必要性
て考える学校の安全管理と安全
学校における危機管理上の
教育
課題

安心安全でなければならない学校現場では、日々様々な問題が
起こり、それに苦慮している現状があるため、本講習では、学校
が抱える様々な問題や課題について、危機管理の点から学校、
南出 儀一郎（滋賀県教育会副理事長・副会
保護者（家庭）、地域がどのように関わっていけばよいかについ
長）
て、また、児童生徒への安全教育の在り方について、現場の事
例を出し合いながら、それをもとにグループで考え合って、明日
への実践につなぐ。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月3日

小学校
中学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053301719号

0749-27-1035

http://www.shigau.ac.jp/

学校を巡る近年の状況の変
化
様々な問題に対する組織的
対応の必要性

学校における教育相談がすべての教師によるすべての児童・生
徒を対象とした全校的な取り組みとして推進されることを願う。教
教育相談（いじめ及び不登校
育相談の現状と課題を踏まえ、教育相談の基礎的・基本的な考 伊藤 公介（教職大学院特任教授）
への対応を含む。）
え方や進め方を理解し、学校における教育相談の望ましい在り
方や可能性について考えていきたい。

副島 里美（静岡県立大学短期大学部こども学
科准教授）
静岡県静岡市
名倉 一美（静岡県立大学短期大学部こども学
科助教）
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

滋賀大学

子どもの心理的問題を理解し、支援するために重要な環境的要
因と特性的要因について、主に愛着障害と発達障害の観点から
【選択必修】教育における心理的 教育相談（いじめ及び不登校 理解を深め、見立てに基づいた心理的支援について学びを深め
芦谷 道子(教育学部准教授）
る。心理的支援としては、カウンセリングマインドやスキル教育的
支援Ⅰ
への対応を含む。）
支援、環境調整、保護者支援、予防教育的支援などについて、
具体的、実践的に考えていく。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月3日

小学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053301720号

0749-27-1035

http://www.shigau.ac.jp/

滋賀大学

教師とスクールカウンセラーの望ましい連携のあり方を考える。
具体的には、教育と心理臨床の視点の相違、カウンセリング・マ
【選択必修】教育における心理的 教育相談（いじめ及び不登校
インド、さらには不登校などの諸問題をめぐる理解と対応の概要 井芹 聖文(就実大学教育学部講師）
支援Ⅱ
への対応を含む。）
を学びながら、架空事例を素材にしたグループ・ディスカッション
を行う。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月3日

中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

35人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053301721号

0749-27-1035

http://www.shigau.ac.jp/

滋賀大学

【選択必修】キャリア教育の実践
進路指導及びキャリア教育
と進路指導

キャリア教育の基礎を確認し、その実践の費用対効果の高いあ
り方について考える。さらに、曖昧になりやすいキャリア教育と進
若松 養亮（教育学部教授）
路指導とのちがいについて理解することを通して、進路指導の本
来的なあり方について学ぶ。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月3日

中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053301722号

0749-27-1035

http://www.shigau.ac.jp/

滋賀大学

【選択必修】子どもの貧困問題と 学校を巡る近年の状況の変
向き合う
化

社会問題としても、教育問題としても、最重要課題である子ども
の貧困を文化的貧困という側面から理解し、そうしたハンディを 紅林 伸幸（常葉大学大学院初等教育高度実
抱えることを余儀なくされた子どもたちに学校教育が何をすべき 践研究科教授）
かを、教科指導と生徒指導の両面から具体的に学ぶ。

滋賀県大津市

6時間 平成30年8月3日

幼稚園
小学校
中学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10053301723号

0749-27-1035

http://www.shigau.ac.jp/

京都教育大学

【選択必修】道徳教育をめぐる理
道徳教育
論・実践・評価（北部会場）

道徳の教科化なども含め、学校における教育活動全体での道徳
教育をめぐる対応が重要視され注目されている。本講習では、
現代的な問題として、道徳教育に対する考え方や教材開発など
相澤 伸幸（教育学部准教授）
について、最近の調査などをふまえながら参加者とともに考えて
いくことをねらいとし、受講によって、理論的にも実践的にも新し
い変化に迅速に対応できる体制を整えることをめざす。

京都府福知山
市

6時間 平成30年7月29日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

96人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056301516号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都教育大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】教育の情報化－情
術を利用した指導及び情報
報活用能力とメディア・リテラシー
教育（情報モラルを含む。）
の育成－
等）

ソーシャルメディア時代の子供達に必要な能力とは何か、学校
教育活動においてどのように教育の情報化をはかっていくかを
検討する。
１. 「教育の情報化」とは
２. 情報活用能力を育てる情報教育（教科型）
３. 情報活用能力を育てる情報教育（教科横断型）
４. メディア・リテラシー教育

6時間 平成30年8月2日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056301517号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都教育大学

いま学校教育にとってグローバル化への対応は大きな課題であ
る。本学作成の「先生を究めるWeb動画」から「グローバル教育
入門」「日本語指導が必要な児童生徒の教育」の２本を視聴し、
【選択必修】反転研修 グローバ 国際理解及び異文化理解教
７月20日（金）までに１本当たり200～300字で視聴した内容の要 浜田 麻里（教育学部教授）
ル化に対応できる学校づくり
育
点レポートを作成し提出する。対面授業では、実際に日本語指
導の指導計画またはグローバル化に対応した授業・活動の計画
を作成し議論等行う。

京都府京都市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

45人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056301518号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都教育大学

【選択必修】新学習指導要領に
おける小学校外国語活動と外国 英語教育
語（英語）の指導と評価

新学習指導要領の移行措置期間でもあり、早期化・教科化を見
すえた小学校英語に関して、第二言語習得等の理論、新教材の
活用法、small talk、指導法（歌・チャンツ・絵本・コミュニケーショ
ン活動など）、文字指導、CLIL、Can-Do評価とパフォーマンス評 泉 惠美子（教育学部教授）
価などについて理論と実践を融合させる講義およびワークショッ 西本 有逸（教育学部教授）
プを行います。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。なお、小中高連携の観点から
中学校・高等学校英語科教諭も対象とします。

京都府京都市

6時間 平成30年8月9日

小学校
中学校
高等学校

小学校教諭、中学校・高等
学校英語科教諭

特定しない

6,000円

70人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056301519号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

京都教育大学

最近の法令の制定、改正の状況及び中央教育審議会などの審
議会等の答申や審議の状況について要点を解説するとともに、
学校を巡る近年の状況の変
学校においてその状況をどのように受け止めるべきか検討す
【選択必修】学校教育の現状と課 化
竺沙 知章（大学院連合教職実践研究科教授）
る。また、現在「こどもの貧困」という表現で、社会的に排除され
京都府京都市
題
法令改正及び国の審議会の
伊藤 悦子（教育学部教授）
ている家庭やこどもの教育についての対応が求められている。
状況等
「こどもの貧困」の現状を知るとともに、家庭との連携や他職との
協働の現状とあり方について検討する。

6時間 平成30年8月10日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年4月19日～
平成30年4月26日

平30-10056301520号

075-644-8146

http://www.kyokyou.ac.jp

大阪教育大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校を巡る変化、危 化
機管理
学校における危機管理上の
課題

・学校を巡る変化：学校を巡る近年の状況の変化について、各種
報道、調査、統計なども用いて解説する。
・危機管理：学校における危機管理は重要な課題である。ここで
は学校内外の安全確保や、情報セキュリティなどの近年の課題
も踏まえて、学校における危機管理上の課題について論じる。

島﨑 英夫（教職教育研究センター教授）
岩切 昌宏（学校危機メンタルサポートセンター
准教授）
大道 乃里江（教育学部准教授）
後藤 健介（教育学部准教授）
大阪府大阪市
小山 健藏（教育学部教授）
瀧野 揚三（学校危機メンタルサポートセンター
教授）
豊沢 純子（教育学部准教授）
藤田 大輔（教育学部教授）

6時間 平成30年8月3日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

6,000円

平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8 平30-10059100人
日
301477号
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
がある。）

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

大阪教育大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校を巡る変化、危 化
機管理
学校における危機管理上の
課題

・学校を巡る変化：学校を巡る近年の状況の変化について、各種
報道、調査、統計なども用いて解説する。
・危機管理：学校における危機管理は重要な課題である。ここで
は学校内外の安全確保や、情報セキュリティなどの近年の課題
も踏まえて、学校における危機管理上の課題について論じる。

島﨑 英夫（教職教育研究センター教授）
岩切 昌宏（学校危機メンタルサポートセンター
准教授）
大道 乃里江（教育学部准教授）
後藤 健介（教育学部准教授）
大阪府大阪市
小山 健藏（教育学部教授）
瀧野 揚三（学校危機メンタルサポートセンター
教授）
豊沢 純子（教育学部准教授）
藤田 大輔（教育学部教授）

6時間 平成30年8月24日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

6,000円

平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8 平30-10059100人
日
301478号
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
がある。）

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

6時間 平成30年8月10日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

6,000円

平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8 平30-10059100人
日
301479号
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
がある。）

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

大阪教育大学

【選択必修】学習指導要領の改
訂、危機管理

・学習指導要領の改訂：学習指導要領の改訂の動向について、
学習指導要領の改訂の動向 総則の趣旨、意欲を喚起する学習指導、子どもの実態を踏まえ
等
た道徳・特別活動の指導などを踏まえて解説する。
学校における危機管理上の ・危機管理：学校における危機管理は重要な課題である。ここで
課題
は学校内外の安全確保や、情報セキュリティなどの近年の課題
も踏まえて、学校における危機管理上の課題について論じる。

浅井 和行（大学院連合教職実践研究科教授）
木村 明憲（京都教育大学附属桃山小学校教
京都府京都市
諭）
山川 拓（京都教育大学附属桃山小学校教諭）

木原 俊行（大学院連合教職実践研究科教授）
森田 英嗣（大学院連合教職実践研究科教授）
岩切 昌宏（学校危機メンタルサポートセンター
准教授）
大道 乃里江（教育学部准教授）
後藤 健介（教育学部准教授）
大阪府大阪市
小山 健藏（教育学部教授）
瀧野 揚三（学校危機メンタルサポートセンター
教授）
豊沢 純子（教育学部准教授）
藤田 大輔（教育学部教授）
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特定しない

特定しない

特定しない

特定しない

特定しない

特定しない

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

大阪教育大学

大阪教育大学

大阪教育大学

大阪教育大学

大阪教育大学

大阪教育大学

大阪教育大学

【選択必修】学習指導要領の改
訂、危機管理

・学習指導要領の改訂：学習指導要領の改訂の動向について、
学習指導要領の改訂の動向 総則の趣旨、意欲を喚起する学習指導、子どもの実態を踏まえ
等
た道徳・特別活動の指導などを踏まえて解説する。
学校における危機管理上の ・危機管理：学校における危機管理は重要な課題である。ここで
課題
は学校内外の安全確保や、情報セキュリティなどの近年の課題
も踏まえて、学校における危機管理上の課題について論じる。

木原 俊行（大学院連合教職実践研究科教授）
森田 英嗣（大学院連合教職実践研究科教授）
岩切 昌宏（学校危機メンタルサポートセンター
准教授）
大道 乃里江（教育学部准教授）
後藤 健介（教育学部准教授）
大阪府大阪市
小山 健藏（教育学部教授）
瀧野 揚三（学校危機メンタルサポートセンター
教授）
豊沢 純子（教育学部准教授）
藤田 大輔（教育学部教授）

【選択必修】学習指導要領の改
訂、危機管理

・学習指導要領の改訂：学習指導要領の改訂の動向について、
学習指導要領の改訂の動向 総則の趣旨、意欲を喚起する学習指導、子どもの実態を踏まえ
等
た道徳・特別活動の指導などを踏まえて解説する。
学校における危機管理上の ・危機管理：学校における危機管理は重要な課題である。ここで
課題
は学校内外の安全確保や、情報セキュリティなどの近年の課題
も踏まえて、学校における危機管理上の課題について論じる。

木原 俊行（大学院連合教職実践研究科教授）
森田 英嗣（大学院連合教職実践研究科教授）
岩切 昌宏（学校危機メンタルサポートセンター
准教授）
大道 乃里江（教育学部准教授）
後藤 健介（教育学部准教授）
大阪府大阪市
小山 健藏（教育学部教授）
瀧野 揚三（学校危機メンタルサポートセンター
教授）
豊沢 純子（教育学部准教授）
藤田 大輔（教育学部教授）

【選択必修】法令・審議会の状
況、危機管理

・法令・審議会の状況：教育にかかわる法令の改正や、国の審
法令改正及び国の審議会の
議会の状況等について解説する。
状況等
・危機管理：学校における危機管理は重要な課題である。ここで
学校における危機管理上の
は学校内外の安全確保や、情報セキュリティなどの近年の課題
課題
も踏まえて、学校における危機管理上の課題について論じる。

瀬戸口 昌也（教育学部教授）
岩切 昌宏（学校危機メンタルサポートセンター
准教授）
大道 乃里江（教育学部准教授）
後藤 健介（教育学部准教授）
大阪府大阪市
小山 健藏（教育学部教授）
瀧野 揚三（学校危機メンタルサポートセンター
教授）
豊沢 純子（教育学部准教授）
藤田 大輔（教育学部教授）

【選択必修】法令・審議会の状
況、危機管理

・法令・審議会の状況：教育にかかわる法令の改正や、国の審
法令改正及び国の審議会の
議会の状況等について解説する。
状況等
・危機管理：学校における危機管理は重要な課題である。ここで
学校における危機管理上の
は学校内外の安全確保や、情報セキュリティなどの近年の課題
課題
も踏まえて、学校における危機管理上の課題について論じる。

瀬戸口 昌也（教育学部教授）
岩切 昌宏（学校危機メンタルサポートセンター
准教授）
大道 乃里江（教育学部准教授）
後藤 健介（教育学部准教授）
大阪府大阪市
小山 健藏（教育学部教授）
瀧野 揚三（学校危機メンタルサポートセンター
教授）
豊沢 純子（教育学部准教授）
藤田 大輔（教育学部教授）

【選択必修】組織的対応の必要
性、危機管理

【選択必修】組織的対応の必要
性、危機管理

【選択必修】組織的対応の必要
性、危機管理

様々な問題に対する組織的
対応の必要性
学校における危機管理上の
課題

様々な問題に対する組織的
対応の必要性
学校における危機管理上の
課題

様々な問題に対する組織的
対応の必要性
学校における危機管理上の
課題

・組織的対応の必要性：これからの学校は、直面する様々な問
題に対し、組織としての対応が求められる。ここでは学校組織の
一員としてのマネジメント・マインドの形成や保護者等との連携な
ど、諸問題に対する組織的対応のあり方について論じる。
・危機管理：学校における危機管理は重要な課題である。ここで
は学校内外の安全確保や、情報セキュリティなどの近年の課題
も踏まえて、学校における危機管理上の課題について論じる。

田中 滿公子（大学院連合教職実践研究科教
授）
深野 康久（大学院連合教職実践研究科特任
教授）
和田 良彦（教職教育研究センター教授）
岩切 昌宏（学校危機メンタルサポートセンター
准教授）
大阪府大阪市
大道 乃里江（教育学部准教授）
後藤 健介（教育学部准教授）
小山 健藏（教育学部教授）
瀧野 揚三（学校危機メンタルサポートセンター
教授）
豊沢 純子（教育学部准教授）
藤田 大輔（教育学部教授）

・組織的対応の必要性：これからの学校は、直面する様々な問
題に対し、組織としての対応が求められる。ここでは学校組織の
一員としてのマネジメント・マインドの形成や保護者等との連携な
ど、諸問題に対する組織的対応のあり方について論じる。
・危機管理：学校における危機管理は重要な課題である。ここで
は学校内外の安全確保や、情報セキュリティなどの近年の課題
も踏まえて、学校における危機管理上の課題について論じる。

田中 滿公子（大学院連合教職実践研究科教
授）
深野 康久（大学院連合教職実践研究科特任
教授）
和田 良彦（教職教育研究センター教授）
岩切 昌宏（学校危機メンタルサポートセンター
准教授）
大阪府大阪市
大道 乃里江（教育学部准教授）
後藤 健介（教育学部准教授）
小山 健藏（教育学部教授）
瀧野 揚三（学校危機メンタルサポートセンター
教授）
豊沢 純子（教育学部准教授）
藤田 大輔（教育学部教授）

・組織的対応の必要性：これからの学校は、直面する様々な問
題に対し、組織としての対応が求められる。ここでは学校組織の
一員としてのマネジメント・マインドの形成や保護者等との連携な
ど、諸問題に対する組織的対応のあり方について論じる。
・危機管理：学校における危機管理は重要な課題である。ここで
は学校内外の安全確保や、情報セキュリティなどの近年の課題
も踏まえて、学校における危機管理上の課題について論じる。

田中 滿公子（大学院連合教職実践研究科教
授）
深野 康久（大学院連合教職実践研究科特任
教授）
和田 良彦（教職教育研究センター教授）
岩切 昌宏（学校危機メンタルサポートセンター
准教授）
大阪府大阪市
大道 乃里江（教育学部准教授）
後藤 健介（教育学部准教授）
小山 健藏（教育学部教授）
瀧野 揚三（学校危機メンタルサポートセンター
教授）
豊沢 純子（教育学部准教授）
藤田 大輔（教育学部教授）

免許職種、教科等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

6時間 平成30年8月24日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8 平30-10059100人
日
301480号
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
がある。）

6時間 平成30年10月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

6時間 平成30年8月8日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

6時間 平成30年8月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

6時間 平成30年8月8日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

6時間 平成30年8月10日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

6時間 平成30年8月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校
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特定しない

特定しない

特定しない

特定しない

特定しない

電話番号

ＵＲＬ

職務経験等

特定しない

特定しない

特定しない

特定しない

特定しない

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059301481号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

6,000円

平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8 平30-10059100人
日
301482号
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
がある。）

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

6,000円

平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8 平30-10059100人
日
301483号
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
がある。）

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

6,000円

平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8 平30-10059100人
日
301484号
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
がある。）

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

6,000円

平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8 平30-10059100人
日
301485号
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
がある。）

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

6,000円

平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8 平30-10059100人
日
301486号
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
がある。）

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平成30年5月6日～
平成30年7月27日

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

様々な問題に対する組織的
対応の必要性
学校における危機管理上の
課題

・組織的対応の必要性：これからの学校は、直面する様々な問
題に対し、組織としての対応が求められる。ここでは学校組織の
一員としてのマネジメント・マインドの形成や保護者等との連携な
ど、諸問題に対する組織的対応のあり方について論じる。
・危機管理：学校における危機管理は重要な課題である。ここで
は学校内外の安全確保や、情報セキュリティなどの近年の課題
も踏まえて、学校における危機管理上の課題について論じる。

田中 滿公子（大学院連合教職実践研究科教
授）
深野 康久（大学院連合教職実践研究科特任
教授）
和田 良彦（教職教育研究センター教授）
岩切 昌宏（学校危機メンタルサポートセンター
准教授）
大阪府大阪市
大道 乃里江（教育学部准教授）
後藤 健介（教育学部准教授）
小山 健藏（教育学部教授）
瀧野 揚三（学校危機メンタルサポートセンター
教授）
豊沢 純子（教育学部准教授）
藤田 大輔（教育学部教授）

大阪教育大学

【選択必修】組織的対応の必要
性、危機管理

大阪教育大学

新学習指導要領の実施が進む中、学校教育内容の新たな方針
が示されています。これまでにない本質的な転換といわれるそ
の改革の柱は、教育方法にまで踏み込んだカリキュラム・マネジ
教科横断的な視点からの教
メントの考え方です。チーム学校としての学校力が問われる近年
【選択必修】カリキュラム・マネジ 育活動の改善を支える教育
において、教科や学年を超えて学校組織としてその教育課程全 和田 良彦（教職教育研究センター教授）
メント
課程の編成、実施、評価及び
体を鳥瞰し、有機的関連を図って実践する取り組みは、教育的
改善の一連の取組
効果の上でも重要だといえます。本講習では、学習指導要領の
改訂内容を確認し、具体的な事例を通してカリキュラム・マネジメ
ントの実践的理解を図ることを内容としています。

大阪教育大学

【選択必修】アクティブ・ラーニン
グ

学習指導要領等に基づき育
成すべき資質及び能力を育
むための習得、活用及び探
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

アクティブ・ラーニングが導入されるに至った社会的・理論的背景
を紹介するとともに、学校においてアクティブ・ラーニングを導入・
展開していくポイントを考える。導入する上で学校教育の抱える 森 実（教職教育研究センター教授）
課題についても言及したい。なお、具体的な教科の授業におけ
るアクティブ・ラーニングに踏み込んで展開するわけではない。

【選択必修】生きる力を育むアク
ティブ・ラーニング

学習指導要領等に基づき育
成すべき資質及び能力を育
むための習得、活用及び探
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

生きる力を、少年期（就学前教育）、学童期（初等教育）、思春期
（中等教育）という発達段階に即して強めるアクティブ・ラーニン
グの論理と実践を講義する。エリクソンのアイデンティティ論にお
ける徳＝活力（人間的強さ）を活用する。さらに児童生徒のアク
山田 正行（教育学部教授）
ティブ・ラーニングと教師のアクション・リサーチを連動させ、その
相乗効果で大人も子供も学びあう、Ｗｉｎ－Ｗｉｎの生涯学習・生
涯発達の理解を実践的に深める。「強くなければ生きていけな
い。優しくなければ生きる資格がない。」

【選択必修】教育相談

①カウンセリングの基礎的な知識を含む教育相談の理論と実際
について概説する。また、不登校やいじめなどの問題に対する
理解を深め、対応の基礎を身につけることができるよう、学校生
活における児童・生徒への支援のあり方について各研究者の研
教育相談（いじめ及び不登校 究を踏まえながら児童生徒に応じた生徒指導について、具体的
家近 早苗（大学院連合教職実践研究科教授） 大阪府大阪市
への対応を含む。）
な方法を検討します。
②講習は、生徒指導に関する基礎的な知識の習得と、事例検
討、ロールプレイなどを通して具体的な指導方法について学ぶこ
とを目的とします。
③学校心理学を基盤として検討していきます。

大阪教育大学

【選択必修】教育相談

カウンセリングの基礎的な知識を含む教育相談の理論と実際に
ついて概説する。また、不登校やいじめなどの問題に対する理 上田 裕美（教育学部准教授）
教育相談（いじめ及び不登校
解を深め、対応の基礎を身につけることができるよう、学校生活 牧 郁子（教育学部教授）
への対応を含む。）
における児童・生徒への支援のあり方について研究を踏まえな 水野 治久（教育学部教授）
がら解説する。

大阪教育大学

【選択必修】教育相談

大阪教育大学

【選択必修】教育相談

大阪教育大学

【選択必修】進路指導及びキャリ
進路指導及びキャリア教育
ア教育

大阪教育大学

大阪教育大学

大阪府大阪市

大阪府大阪市

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月10日

幼稚園
小学校

6時間 平成30年8月8日

小学校
中学校
高等学校

6時間 平成30年8月10日

小学校
中学校
高等学校

6時間 平成30年8月8日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

免許職種、教科等

特定しない

特定しない

特定しない

特定しない

受講人数

特定しない

ＵＲＬ

特定しない

特定しない

特定しない

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

6,000円

平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8 平30-10059100人
日
301488号
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
がある。）

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

6,000円

平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
平30-10059150人 月6日～平成30年6月8
301489号
日
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

6,000円

平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8 平30-10059150人
日
301490号
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
がある。）

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

6,000円

平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8 平30-10059100人
日
301491号
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
がある。）

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059301492号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059301493号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059301494号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059301495号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059301496号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059301497号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059301498号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月3日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

カウンセリングの基礎的な知識を含む教育相談の理論と実際に
ついて概説する。また、不登校やいじめなどの問題に対する理 上田 裕美（教育学部准教授）
教育相談（いじめ及び不登校
解を深め、対応の基礎を身につけることができるよう、学校生活 牧 郁子（教育学部教授）
への対応を含む。）
における児童・生徒への支援のあり方について研究を踏まえな 水野 治久（教育学部教授）
がら解説する。

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月22日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

150人

カウンセリングの基礎的な知識を含む教育相談の理論と実際に
ついて概説する。また、不登校やいじめなどの問題に対する理 上田 裕美（教育学部准教授）
教育相談（いじめ及び不登校
解を深め、対応の基礎を身につけることができるよう、学校生活 牧 郁子（教育学部教授）
への対応を含む。）
における児童・生徒への支援のあり方について研究を踏まえな 水野 治久（教育学部教授）
がら解説する。

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月24日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

150人

１）学校卒業後の進路状況、非正規雇用、フリーター等の日本の
現状
岡田 耕治（教職教育研究センター教授）
２）新卒者の就職活動の状況と企業が求める人材
島﨑 英夫（教職教育研究センター教授）
３）キャリアの意味、キャリア選択・志向の捉え方
４）キャリア教育の実践事例の共有

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月8日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

【選択必修】学校、家庭及び地域 学校、家庭及び地域の連携
の連携及び協働
及び協働

学校・家庭・地域の協働による教育コミュニティづくりについて、こ
れまでの成果を共有し、課題を明確にした上で、今後の連携及
び協働の在り方を探ります。家庭と地域が一体となって学校と協
岡田 耕治（教職教育研究センター教授）
働する体制づくりのために学校として出来ることを参加者の対話
福永 光伸（教職教育研究センター教授）
を通して明らかにします。さらに、子どもたちが地域の大人とのい
い関係の中で健やかに育つための具体的な活動を企画していき
ます。

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

大阪教育大学

【選択必修】道徳教育

道徳教育

小学校では平成30年度から「特別の教科 道徳」が始まり、中学
校では平成31年度から全面実施されます。本選択必修講習で
はこの道徳の教科化をふまえ、教員が学校の教育活動全体を
金光 靖樹（教育学部教授）
通じた道徳教育をチームとして展開できるよう、教科化に伴う制
小林 将太（教育学部講師）
度的変化やこれから求められる道徳教育のあり方について講義
を行うとともに、受講者の授業力向上をめざして教材研究などの
グループワークを実施します。

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月3日

小学校
中学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

大阪教育大学

【選択必修】道徳教育

道徳教育

小学校では平成30年度から「特別の教科 道徳」が始まり、中学
校では平成31年度から全面実施されます。本選択必修講習で
はこの道徳の教科化をふまえ、教員が学校の教育活動全体を
金光 靖樹（教育学部教授）
通じた道徳教育をチームとして展開できるよう、教科化に伴う制
小林 将太（教育学部講師）
度的変化やこれから求められる道徳教育のあり方について講義
を行うとともに、受講者の授業力向上をめざして教材研究などの
グループワークを実施します。

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月24日

小学校
中学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人
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電話番号

6,000円

小学校
中学校

特定しない

認定番号

平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8 平30-10059100人
日
301487号
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
がある。）

6時間 平成30年8月10日

大阪教育大学

受講者募集期間

職務経験等

特定しない

平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8
日
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8
日
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8
日
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8
日
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8
日
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
がある。）
平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8
日
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
がある。）
平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8
日
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
がある。）

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

本講習では、前半に児童に英語を教えるに必要な基本的な指導
理論、言語習得理論について講義し、後半は指導例を紹介した
加賀田 哲也（教育学部教授）
り、実際に指導の実演をしていただきます。
箱﨑 雄子（教育学部准教授）
また、小学校英語教育の現状、課題、展望、および中学校との
連携の意義とその進め方についても考えていきたいと思います。

免許職種、教科等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

職務経験等
平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
100人 月6日～平成30年6月8
日
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
平成30年5月6日～
平成30年5月11日
（2次募集：平成30年6
月6日～平成30年6月8
100人
日
申し込み状況に応じ
て2次募集を行う場合
がある。）

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月24日

小学校
中学校

特定しない

特定しない

6,000円

グローバル化にともない、地域社会および学校も従来の同質な
集団ではなくなり、様々な言語・文化背景を持つ子供たちの割合
赤木 登代（教育学部教授）
国際理解及び異文化理解教 が増えつつある。そこで、本講習では「多文化共生」をキーワード
井上 直子（教育学部准教授）
育
として、まず国際理解教育の基本を理解し、さらに具体例として
中山 あおい（国際センター准教授）
ヨーロッパ、特に早くから異文化理解教育に取り組んでいるドイ
ツとフランスの学校教育を実例として、理解を深めていく。

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

【選択必修】国際理解及び異文
化理解教育

グローバル化にともない、地域社会および学校も従来の同質な
集団ではなくなり、様々な言語・文化背景を持つ子供たちの割合
赤木 登代（教育学部教授）
国際理解及び異文化理解教 が増えつつある。そこで、本講習では「多文化共生」をキーワード
井上 直子（教育学部准教授）
育
として、まず国際理解教育の基本を理解し、さらに具体例として
中山 あおい（国際センター准教授）
ヨーロッパ、特に早くから異文化理解教育に取り組んでいるドイ
ツとフランスの学校教育を実例として、理解を深めていく。

大阪府大阪市

6時間 平成30年10月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

大阪教育大学

【選択必修】教育の情報化

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

前半は，教育の情報化の動向について簡単な講義を行ったうえ
で，授業におけるICTの活用について，事例紹介とそれに基づく
議論などを行う。
尾崎 拓郎（情報処理センター助教）
後半は，情報教育について，基本的概念やその目標，プログラミ
ング教育アプリケーションの体験や情報モラル教育，メディアリテ
ラシーについて議論を行う。

大阪府大阪市

6時間 平成30年10月7日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

奈良教育大学

【選択必修】キャリア教育とキャリ
進路指導及びキャリア教育
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
河﨑 智恵（大学院教育学研究科専門職学位
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
課程准教授）
義では、キャリア教育、金融教育等を専門とする教員が、それぞ
柿本 篤子（非常勤講師）
れの知見をもとに、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。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月15日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

奈良教育大学

【選択必修】キャリア教育とキャリ
進路指導及びキャリア教育
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
河﨑 智恵（大学院教育学研究科専門職学位
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
課程准教授）
義では、キャリア教育、金融教育等を専門とする教員が、それぞ
柿本 篤子（非常勤講師）
れの知見をもとに、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。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年10月20日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

奈良教育大学

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
栗本 美百合（次世代教員養成センター特任准
【選択必修】カウンセリングマイン 教育相談（いじめ及び不登校 る。午前中はカウンセリングマインドの基礎である傾聴を学び直
教授）
ドの実践
への対応を含む。）
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
市来 百合子（次世代教員養成センター教授）
し、午後は集団に対する開発的(予防的）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。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月17日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

奈良教育大学

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
栗本 美百合（次世代教員養成センター特任准
【選択必修】カウンセリングマイン 教育相談（いじめ及び不登校 る。午前中はカウンセリングマインドの基礎である傾聴を学び直
教授）
ドの実践
への対応を含む。）
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
市来 百合子（次世代教員養成センター教授）
し、午後は集団に対する開発的(予防的）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。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年10月28日

奈良教育大学

社会状況の変化に伴い、学校教育に対する関心も高まり、幼稚
園が果たさなければならない役割と幼稚園への期待は大きく
学習指導要領の改訂の動向
横山 真貴子(教育学部教授)
【選択必修】教育改革の動向と
なっている。講習では、幼稚園教育要領の改訂、国の審議会の
等
津本 幸雄(奈良大学非常勤講師)
様々な問題に対する組織的対応
状況等教育改革の主要な動向について考察する。また、幼稚園
様々な問題に対する組織的
廣瀬 聡弥(教育学部准教授)
の必要性（幼稚園）
の現状を踏まえ、幼稚園経営、組織の在り方、安全確保、幼稚
対応の必要性
佐川 早季子(教育学部准教授)
園と家庭・地域社会との連携・協力等に関わる様々な問題に対
する組織的対応の必要性について考察する。

奈良県奈良市
高畑町

奈良教育大学

社会状況の変化に伴い、学校教育に対する関心も高まり、幼稚
園が果たさなければならない役割と幼稚園への期待は大きく
学習指導要領の改訂の動向
横山 真貴子(教育学部教授)
【選択必修】教育改革の動向と
なっている。講習では、幼稚園教育要領の改訂、国の審議会の
等
津本 幸雄(奈良大学非常勤講師)
様々な問題に対する組織的対応
状況等教育改革の主要な動向について考察する。また、幼稚園
様々な問題に対する組織的
廣瀬 聡弥(教育学部准教授)
の必要性（幼稚園）
の現状を踏まえ、幼稚園経営、組織の在り方、安全確保、幼稚
対応の必要性
佐川 早季子(教育学部准教授)
園と家庭・地域社会との連携・協力等に関わる様々な問題に対
する組織的対応の必要性について考察する。

平30-10059301499号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平30-10059301500号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

平成30年5月6日～
平成30年7月27日

平30-10059301501号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

100人

平成30年5月6日～
平成30年7月27日

平30-10059301502号

072-978-3558

https://osakakyoiku.ac.jp/

6,000円

75人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062301404号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

特定しない

6,000円

75人

平成30年7月17日～
平成30年7月23日

平30-10062301405号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

特定しない

特定しない

6,000円

75人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062301406号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

75人

平成30年7月17日～
平成30年7月23日

平30-10062301407号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

6時間 平成30年7月1日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

75人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062301408号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月4日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

75人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062301409号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

社会状況の変化に伴い、学校教育に対する関心も高まり、学校
が果たさなければならない役割と学校への期待は大きくなってい
学習指導要領の改訂の動向
北川 剛司（大学院教育学研究科専門職学位
【選択必修】教育改革の動向と
る。講習では、小学校学習指導要領の改訂、国の審議会の状況
等
課程専任講師）
奈良県奈良市
様々な問題に対する組織的対応
等教育改革の主要な動向について考察する。また、学校の現状
様々な問題に対する組織的
津本 幸雄(奈良大学非常勤講師)
高畑町
の必要性（小学校）
を踏まえ、学校経営、組織の在り方、安全確保、学校と家庭・地
対応の必要性
赤井 悟(次世代教員養成センター特任准教授)
域社会との連携・協力等に関わる様々な問題に対する組織的対
応の必要性について考察する。

6時間 平成30年7月1日

小学校

特定しない

特定しない

6,000円

75人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062301410号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

社会状況の変化に伴い、学校教育に対する関心も高まり、学校
が果たさなければならない役割と学校への期待は大きくなってい
学習指導要領の改訂の動向
北川 剛司（大学院教育学研究科専門職学位
【選択必修】教育改革の動向と
る。講習では、小学校学習指導要領の改訂、国の審議会の状況
等
課程専任講師）
奈良県奈良市
様々な問題に対する組織的対応
等教育改革の主要な動向について考察する。また、学校の現状
様々な問題に対する組織的
津本 幸雄(奈良大学非常勤講師)
高畑町
の必要性（小学校）
を踏まえ、学校経営、組織の在り方、安全確保、学校と家庭・地
対応の必要性
赤井 悟(次世代教員養成センター特任准教授)
域社会との連携・協力等に関わる様々な問題に対する組織的対
応の必要性について考察する。

6時間 平成30年8月4日

小学校

特定しない

特定しない

6,000円

75人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062301411号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

社会状況の変化に伴い、学校教育に対する関心も高まり、学校
中澤 隆志（大学院教育学研究科専門職学位
が果たさなければならない役割と学校への期待は大きくなってい
学習指導要領の改訂の動向
課程准教授）
【選択必修】教育改革の動向と
る。講習では、中学校学習指導要領の改訂、国の審議会の状況
等
田中 幸臣(次世代教員養成センター特任准教 奈良県奈良市
様々な問題に対する組織的対応
等教育改革の主要な動向について考察する。また、学校の現状
様々な問題に対する組織的
授)
高畑町
の必要性（中学校）
を踏まえ、学校経営、組織の在り方、安全確保、学校と家庭・地
対応の必要性
阪部 清(大学院教育学研究科専門職学位課
域社会との連携・協力等に関わる様々な問題に対する組織的対
程特任准教授)
応の必要性について考察する。

6時間 平成30年6月30日

中学校

特定しない

特定しない

6,000円

75人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062301412号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

社会状況の変化に伴い、学校教育に対する関心も高まり、学校
中澤 隆志（大学院教育学研究科専門職学位
が果たさなければならない役割と学校への期待は大きくなってい
学習指導要領の改訂の動向
課程准教授）
【選択必修】教育改革の動向と
る。講習では、中学校学習指導要領の改訂、国の審議会の状況
等
田中 幸臣(次世代教員養成センター特任准教 奈良県奈良市
様々な問題に対する組織的対応
等教育改革の主要な動向について考察する。また、学校の現状
様々な問題に対する組織的
授)
高畑町
の必要性（中学校）
を踏まえ、学校経営、組織の在り方、安全確保、学校と家庭・地
対応の必要性
阪部 清(大学院教育学研究科専門職学位課
域社会との連携・協力等に関わる様々な問題に対する組織的対
程特任准教授)
応の必要性について考察する。

6時間 平成30年8月5日

中学校

特定しない

特定しない

6,000円

75人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062301413号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

大阪教育大学

【選択必修】英語教育

英語教育

大阪教育大学

【選択必修】国際理解及び異文
化理解教育

大阪教育大学
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奈良教育大学

社会状況の変化に伴い、学校教育に対する関心も高まり、学校
中澤 隆志（大学院教育学研究科専門職学位
が果たさなければならない役割と学校への期待は大きくなってい
課程准教授）
学習指導要領の改訂の動向
る。講習では、高等学校学習指導要領の改訂、国の審議会の状
【選択必修】教育改革の動向と
奥田 智(大学院教育学研究科専門職学位課
等
況等教育改革の主要な動向について考察する。また、学校の現
様々な問題に対する組織的対応
程准教授)
様々な問題に対する組織的
状を踏まえ、学校経営、組織の在り方、安全確保、学校と家庭・
の必要性（高等学校）
阪部 清(大学院教育学研究科専門職学位課
対応の必要性
地域社会との連携・協力等に関わる様々な問題に対する組織的
程特任准教授)
対応の必要性について考察する。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年6月30日

高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

75人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062301414号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

社会状況の変化に伴い、学校教育に対する関心も高まり、学校
中澤 隆志（大学院教育学研究科専門職学位
が果たさなければならない役割と学校への期待は大きくなってい
学習指導要領の改訂の動向
課程准教授）
【選択必修】教育改革の動向と
る。講習では、高等学校学習指導要領の改訂、国の審議会の状
等
奥田 智(大学院教育学研究科専門職学位課
様々な問題に対する組織的対応
況等教育改革の主要な動向について考察する。また、学校の現
様々な問題に対する組織的
程准教授)
の必要性（高等学校）
状を踏まえ、学校経営、組織の在り方、安全確保、学校と家庭・
対応の必要性
阪部 清(大学院教育学研究科専門職学位課
地域社会との連携・協力等に関わる様々な問題に対する組織的
程特任准教授)
対応の必要性について考察する。

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月5日

高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

75人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062301415号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

【選択必修】特別支援教育

学校を巡る近年の状況の変
この講座では、特別支援学校に勤務する教員を主たる対象とし 越野 和之(教育学部教授)
化
て、障害のある子ども・青年の教育と発達をめぐる近年の諸問題 木下 理恵(大学院教育学研究科専門職学位
法令改正及び国の審議会の
について述べ、あわせてこの間の政策動向を検討する。
課程特任教授)
状況等

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年7月1日

特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

75人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062301416号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

【選択必修】特別支援教育

学校を巡る近年の状況の変
この講座では、特別支援学校に勤務する教員を主たる対象とし 越野 和之(教育学部教授)
化
て、障害のある子ども・青年の教育と発達をめぐる近年の諸問題 木下 理恵(大学院教育学研究科専門職学位
法令改正及び国の審議会の
について述べ、あわせてこの間の政策動向を検討する。
課程特任教授)
状況等

奈良県奈良市
高畑町

6時間 平成30年8月16日

特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

75人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062301417号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

【選択必修】これからの道徳教育
道徳教育
と道徳科の時間

奈良県北葛城
郡広陵町

6時間 平成30年8月23日

幼稚園
小学校
中学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062301418号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

【選択必修】児童生徒の情報活
用能力育成（教員のICT活用指
導力の向上）

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

「教員のＩＣＴ活用指導力規準表（JAPET2008策定)」のうち、「教
育の情報化」「情報教育」「ICTを活用した授業」「情報モラル教
伊藤 剛和(次世代教員養成センター教授)
奈良県奈良市
育」について、系統的・体系的に扱います。
米田 浩(尼崎市立立花西小学校校長)
高畑町
主に義務教育における児童生徒の情報活用能力を育む実践手 坪田 城達(川西市教育情報センター指導主事)
法を獲得することを目指した講習を実施します。

6時間 平成30年8月16日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

55人

平成30年5月7日～
平成30年5月14日

平30-10062301419号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

奈良教育大学

【選択必修】児童生徒の情報活
用能力育成（教員のICT活用指
導力の向上）

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

「教員のＩＣＴ活用指導力規準表（JAPET2008策定)」のうち、「教
育の情報化」「情報教育」「ICTを活用した授業」「情報モラル教
伊藤 剛和(次世代教員養成センター教授)
奈良県奈良市
育」について、系統的・体系的に扱います。
米田 浩(尼崎市立立花西小学校校長)
高畑町
主に義務教育における児童生徒の情報活用能力を育む実践手 坪田 城達(川西市教育情報センター指導主事)
法を獲得することを目指した講習を実施します。

6時間 平成30年10月27日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

55人

平成30年7月17日～
平成30年7月23日

平30-10062301420号

0742-27-9108

http://www.naraedu.ac.jp/

鳥取大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】オープンデータ概論
術を利用した指導及び情報
－地域と連携したICT教育の実
教育（情報モラルを含む。）
現に向けて－
等）

本講習では、地域のオープンデータを授業に取り入れ、データを
閲覧、利用、修正、または作成し、それを地域に還元するプロセ
東野 正幸（総合メディア基盤センター助教）
スを教育活動に取り入れることで、オープンデータによる地域と
循環連携したICT教育の実現方法を実践的に学ぶ。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月1日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年6月10日

平30-10066301343号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月14日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭、養護教諭

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年6月23日

平30-10066301344号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年7月15日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月22日～
平成30年6月24日

平30-10066301345号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

平成27年3月27日付けで一部改正された学習指導要領の道徳
教育及び「特別の教科 道徳」の趣旨や改正のポイント、平成
島 恒生（畿央大学教育学部教授）
30・31年からの全面実施に向けた道徳の授業づくりや校内推進
体制について学びます。

鳥取大学

【選択必修】異文化コミュニケー
ション

本講習では、「文化」、「言語」、「コミュニケーション」という３つの
キーワードを中心に、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。講義は指定テキストを
国際理解及び異文化理解教
中心に、受講者のグループ討論を交えながら、講師による一方 筏津 成一（大学教育支援機構名誉教授）
育
的な講義ではなく参加型の学習を目指します。（可能ならば、鳥
取大学の留学生に自国の生活・文化の紹介および日本文化の
印象を話してもらうコーナーも設けたいと思います）。多くの方の
参加をお待ちします。

鳥取大学

【選択必修】教育相談①

①教育相談の概要 ②不登校の理解と支援－関連疾患や発達
教育相談（いじめ及び不登校 課題と関連して ③いじめの心理と対応－いじめ発生のメカニズ
小林 勝年（地域学部教授）
への対応を含む。）
ム ④非行の心理と対応－問題行動と発達要求の関連 ⑤保護
者対応の原則 ⑥子どもの発達的理解と支援の工夫

鳥取大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校を巡る近年の状 化
況の変化（米子）
様々な問題に対する組織的
対応の必要性

大谷 直史（教育支援・国際交流推進機構准教
学校を巡る近年の状況の変化を中心に、様々な問題に対する組 授）
織的対応を含めて、国内および県内の状況を踏まえつつ、担当 柿内 真紀（教育支援・国際交流推進機構准教 鳥取県米子市
講師の専門領域を生かしながら講義をおこなう。
授）
畑 千鶴乃（地域学部准教授）

6時間 平成30年7月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

120人

平成30年4月22日～
平成30年7月1日

平30-10066301346号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択必修】情報セキュリティ入
門

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

情報セキュリティに関する被害例を紹介し、その対策や仕組みに
ついて説明する。また、情報セキュリティ関連の法規について紹
介する。
本村 真一（総合メディア基盤センター准教授） 鳥取県米子市
講義内容に関するキーワードとしては「マルウェア」、「ソフトウェ
ア脆弱性」、「メール」、「Web」、「無線LAN」、「電子証明書」、「認
証技術」、「個人情報保護法」などが挙げられる。

6時間 平成30年7月23日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年7月2日

平30-10066301347号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択必修】国際理解及び異文
化理解教育

地球規模の人の移動、地域社会の多文化化とそれにともなう学
校の状況変化、学びの多様化に対応するための教育施策等に
国際理解及び異文化理解教 ついて概観した後、外国にルーツをもつ子どもたちの学びや育ち
兒島 明（地域学部准教授）
育
をめぐる諸課題を、言語、学校生活、進路、アイデンティティ等の
点から多面的かつ具体的にとらえ、共生社会において学校教育
が果たしうる役割について考える。

鳥取県米子市

6時間 平成30年7月31日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月22日～
平成30年7月10日

平30-10066301348号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択必修】子どもたちの多様性
に対応する指導・支援のあり方
―ワーキングメモリとセクシャル
マイノリティの視点から―

教科横断的な視点からの教
育活動の改善を支える教育
課程の編成、実施、評価及び
改善の一連の取組

教育活動の改善のためには、教育の受け手である子どもたちを
どのようにとらえ、どのように子どもたちに合わせた教育活動を
行っていくのかという視点が必要である。本講習では、ユニバー 石本 雄真（教育支援・国際交流推進機構講
サルデザインの観点から教科横断的に誰もが学びやすい学習 師）
のあり方について講習を行う。その前提として、子どもたちの認
知的多様性や性的多様性についての説明も合わせて行う。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月3日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月22日～
平成30年7月13日

平30-10066301349号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択必修】国家・国民の道徳／
道徳教育
民衆の道徳

国家の「道徳」とは何か。戦時における自らの罪に向き合う兵士
のモラル、「水俣病事件」の受苦体験から培われた生活思想とし 一盛 真（大東文化大学文学部教授）
てのモラルなどについて検討する。

鳥取県米子市

6時間 平成30年8月3日

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年7月13日

平30-10066301350号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択必修】児童生徒の心身の
発達とその支援

①児童生徒の心の発達、とくに発達障害の特性の理解を深め、
井上
支援のあり方について検討する。
教育相談（いじめ及び不登校
菊池
②児童生徒の心の問題とそのとらえ方、適応支援、カウンセリン
への対応を含む。）
最上
グと教育相談、教師を含めたストレスマネジメントについて実践
竹田
的に問題解決の方法を考える。

鳥取県米子市

6時間 平成30年8月6日

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年4月22日～
平成30年7月16日

平30-10066301351号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択必修】教育相談②

①昨今の児童・生徒が抱えやすい問題について、事例を紹介し
ながら検討をおこなう。
教育相談（いじめ及び不登校 ②カウンセリングの演習を通して、カウンセリングの基本姿勢お 井上 菜穂（教育支援・国際交流推進機構准教
鳥取県米子市
への対応を含む。）
よび教育相談の技法を学ぶ。
授）
③事例に応じた実践力を養うとともに、予防的視点から教育相
談について考える。

6時間 平成30年8月10日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月22日～
平成30年7月20日

平30-10066301352号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校を巡る近年の状 化
況の変化（鳥取）
様々な問題に対する組織的
対応の必要性

大谷 直史（教育支援・国際交流推進機構准教
学校を巡る近年の状況の変化を中心に、様々な問題に対する組 授）
織的対応を含めて、国内や県内の状況を踏まえつつ、担当講師 柿内 真紀（教育支援・国際交流推進機構准教 鳥取県鳥取市
の専門領域を生かしながら講義をおこなう。
授）
畑 千鶴乃（地域学部准教授）

6時間 平成30年8月10日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

120人

平成30年4月22日～
平成30年7月20日

平30-10066301353号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

雅彦（大学院医学系研究科教授）
義人（大学院医学系研究科教授）
多美子（大学院医学系研究科教授）
伸也（大学院医学系研究科講師）
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幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校
幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

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こなう。
【選択必修】国際理解教育の実
御舘 久里恵（教育支援・国際交流推進機構国
国際理解及び異文化理解教
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
践と、外国にルーツを持つ子ども
鳥取県鳥取市
際交流センター准教授）
育
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
への支援
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。

6時間 平成30年8月25日

幼稚園
小学校
中学校
特別支援学校

教諭、養護教諭

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年8月4日

平30-10066301354号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

特別支援教育体制では、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。そこで、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期、双方のライフ
【選択必修】特別支援教育と生涯
教育相談（いじめ及び不登校 ステージに固有の発達課題や支援の課題を講じる。その上で、 國本 真吾（鳥取短期大学幼児教育保育学科
発達支援～乳幼児期と青年期に
への対応を含む。）
日々の指導・支援の根底にある障害観・発達観の捉え返しを行 准教授）
注目して～
い、障害のある子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。

鳥取県倉吉市

6時間 平成30年9月2日

幼稚園
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年8月12日

平30-10066301355号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

【選択必修】新しい英語教育の理
英語教育
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、中学校や高等学校で実
足立 和美（地域学部教授）
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
な考え方を学ぶ。

鳥取県米子市

6時間 平成30年10月6日

中学校
高等学校

教諭 ・英語科教諭を主とす
る

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年9月15日

平30-10066301356号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

鳥取大学

学習指導要領等に基づき育
【選択必修】体験学習のススメ～ 成すべき資質及び能力を育
挑戦、協力、コミュニケーション力 むための習得、活用及び探
を育む～
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

子どもたちの人間関係づくりや自主的・主体的な態度の育成を
目的としたグループワーク中心の体験学習ワークショップを実施
し、主体的な学びの場である体験学習の基本的な手法について
近藤 剛（鳥取短期大学准教授）
学ぶ。また、受講者自らの体験を互いに振り返り、意見交換しな
がら、「課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学び（アク
ティブ・ラーニング）」について理解を深める。

鳥取県倉吉市

6時間 平成30年10月13日

幼稚園
小学校
中学校

教諭

特定しない

6,000円

32人

平成30年4月22日～
平成30年9月22日

平30-10066301357号

0857-31-5537

http://www.tottoriu.ac.jp/

島根大学

【選択必修】チーム学校の可能性 様々な問題に対する組織的
を拓く①
対応の必要性

本講習では、様々な問題に対する組織的対応の必要性につい
て確認することにより、「チーム学校」の可能性を検討する。ま
高塚 寛（教育学部特任教授）
た、地域社会における学校の役割、学校と地域の連携協力の在 木下 公明（教育学部特任教授）
り方について、学校経営学的な視点から検討する。

島根県松江市

6時間 平成30年6月3日

特定しない

特定しない

6,000円

200人

平成30年4月22日～
平成30年5月9日

平30-10067301358号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校の組織マネジメ 対応の必要性
ントと危機管理
学校における危機管理上の
課題

本講習では、まず、様々な問題に対する組織的対応の必要性に
高塚 寛（教育学部特任教授）
ついて確認する。次に、学校における危機管理上の諸課題とそ
柳野 幸敬（教育学部特任教授）
の対応について、具体的な事例を手掛かりに考察する。

島根県隠岐郡
隠岐の島町

6時間 平成30年6月23日

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年5月23日

平30-10067301359号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】教育の情報化－ICT 術を利用した指導及び情報
の授業活用（初級編）－
教育（情報モラルを含む。）
等）

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活用について考える。
森本 大資（教育学部特任講師）
【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。

島根県松江市

6時間 平成30年7月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月22日～
平成30年6月7日

平30-10067301360号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

本講習では、まず、近年の教育改革の動向（法令改正及び国の
法令改正及び国の審議会の
審議会の状況等）について理解を深めることにより、今後の学校
【選択必修】教育改革の動向と学 状況等
木下 公明（教育学部特任教授）
教育が目指すべき方向性について確認する。次に、学校の組織
校の組織マネジメント
様々な問題に対する組織的
小早川 倫美（教育学部講師）
マネジメントの重要性について、小中一貫校における取り組みを
対応の必要性
事例として確認する。

島根県松江市

6時間 平成30年7月21日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

200人

平成30年4月22日～
平成30年6月21日

平30-10067301361号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

本講習では、まず、近年の教育改革の動向（法令改正及び国の
法令改正及び国の審議会の
審議会の状況等）について理解を深めることにより、今後の学校
【選択必修】教育改革の動向と学 状況等
柳野 幸敬（教育学部特任教授）
教育が目指すべき方向性について確認する。次に、学校におけ
校の危機管理
学校における危機管理上の
小早川 倫美（教育学部講師）
る危機管理上の諸課題とその対応について、具体的な事例を手
課題
掛かりに考察する。

島根県浜田市

6時間 平成30年8月5日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月22日～
平成30年7月5日

平30-10067301362号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

【選択必修】幼児教育カリキュラ
ムの特色と教育方法の展開

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
学校を巡る近年の状況の変
教育方法上の工夫について講義する。講義内容としては、日本
化
の幼児教育カリキュラムの歴史と特徴についての考察、子ども 小山 優子（島根県立大学短期大学部准教授） 島根県松江市
学習指導要領の改訂の動向
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
等
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。

6時間 平成30年8月7日

幼稚園

教諭

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年7月7日

平30-10067301363号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

【選択必修】児童生徒の心理臨
床的理解と保護者支援

◇本講習では現代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。
◇午前は現代のさまざまな家族の状況を踏まえた教育相談の基
教育相談（いじめ及び不登校 礎について述べるとともに、相談者がもっておくべき視点につい 肥後 功一（教育学研究科教授）
への対応を含む。）
て整理する。
岩宮 恵子（人間科学部教授）
◇午後は具体的な事例を提示し、教育相談の実際について理
解を深める。最近の思春期の新たなトピックを紹介しながら、教
育相談の実践力が高まる内容にしたい。

島根県松江市

6時間 平成30年8月9日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭、養護教諭

特定しない

6,000円

150人

平成30年4月22日～
平成30年7月9日

平30-10067301364号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

【選択必修】チーム学校の可能性 様々な問題に対する組織的
を拓く②
対応の必要性

本講習では、様々な問題に対する組織的対応の必要性につい
て確認することにより、「チーム学校」の可能性を検討する。ま
高塚 寛（教育学部特任教授）
た、地域社会における学校の役割、学校と地域の連携協力の在 木下 公明（教育学部特任教授）
り方について、学校経営学的な視点から検討する。

島根県松江市

6時間 平成30年8月20日

特定しない

特定しない

6,000円

200人

平成30年4月22日～
平成30年7月20日

平30-10067301365号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

島根大学

【選択必修】「特別の教科 道徳」
を要とした新しい時代の道徳教 道徳教育
育

本講習では、道徳の教科化を背景として、これからの道徳教育
の在り方について考察する。前半（午前）では、道徳の教科化と 高塚 寛（教育学部特任教授）
その指導法について理解するとともに、後半（午後）では、「特別 塩津 英樹（教育学部准教授）
の教科 道徳」が目指す授業づくりについて、演習等を通して理 丸橋 静香（教育学研究科准教授）
解を深める。

島根県浜田市

6時間 平成30年8月24日

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月22日～
平成30年7月24日

平30-10067301366号

0852-32-6495

http://crte.shimaneu.ac.jp/crte-koushin/

岡山大学

【選択必修】話し合い活動を活発
に行う道徳科の授業づくり(2018 道徳教育
年度講習)

変化の激しい時代や社会の中で、子どもたちの多様な諸課題に
対応できる道徳教育が求められています。学校教育の最も基本
的な課題であり、すべての教育の基礎となるために、学校の全
教員が道徳教育について一定の共通理解を持つ必要がありま 渡邉 満（広島文化学園大学大学院看護学研
す。そこで本講座では、まず学校の道徳教育の意義と課題につ 究科教授、看護学部教授）
いて講述し、その上で道徳科にける道徳教育の実践的な課題に
ついて、特に話し合い活動を活発に行うことのできる道徳授業を
中心に事例を提示しながら解説します。

岡山県岡山市

6時間 平成30年6月2日

小学校
中学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年5月13日

平30-10068301763号

086-251-7597

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択必修】親子が元気になる家 学校、家庭及び地域の連携
庭教育支援(2018年度講習)
及び協働

子どもの発達と家庭教育における知育・徳育等に関して、様々な
角度から講義する。特に、【１】「子どもの思考力の芽生えを育て
る―知育への誤解―」、【２】「子どもの道徳性の芽生えを育てる
髙橋 敏之（大学院教育学研究科教授、教育学
―豊かな心情を育む幼児期の徳育―」、【３】「親子が元気になる
岡山県岡山市
部教授）
家庭教育支援―家族への愛情―」等に焦点を当てて論じる。あ
わせて、【４】「受講者参加型演習―家庭で出来る親子遊び―」
の演習を行う。

6時間 平成30年6月9日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月23日～
平成30年5月20日

平30-10068301764号

086-251-7597

https://edu.okayamau.ac.jp/
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幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校
幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校
幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

この講座では平成29年3月に改訂された学習指導要領の基本方
教科横断的な視点からの教
針を確認するとともに、学校における実践的研究である授業研
尾島 卓（大学院教育学研究科准教授、教育学
育活動の改善を支える教育
究に求められている新たな課題を解説する。とりわけ、従来教科
岡山県岡山市
部准教授）
課程の編成、実施、評価及び
毎に行われてきた授業研究を教科横断的な学習を観点として見
改善の一連の取組
直すことで生じる授業研究方法論について講義を行う。

6時間 平成30年6月10日

小学校
中学校

特定しない

特定しない

6,000円

180人

平成30年4月30日～
平成30年5月27日

平30-10068301765号

086-251-7597

https://edu.okayamau.ac.jp/

英語学習と創造性と関連する活動の視点を考察します。英語圏
における作品を題材として取りあげ、創造性関わるような、そし 岡田 和也（大学院教育学研究科准教授、教育
岡山県岡山市
て、今日必要とされているような、英語教材の可能性を探りま
学部准教授）
す。

6時間 平成30年6月10日

中学校

中学校英語教諭等

特定しない

6,000円

20人

平成30年4月30日～
平成30年5月27日

平30-10068301766号

086-251-7597

https://edu.okayamau.ac.jp/

協同学習の理論と基本的な考え方を講義・演習で学びます。協
同学習はグループ学習をさせることではありません。子どもたち
が「主体的な学習者」となり，教室に支持的風土を育む授業のあ
り方を学びます。課題に対して意欲を持ち，互いに支え合い助け
合い高め合う授業を実現するために，この講習では日々の課題 高旗 浩志（教師教育開発センター教授）
を開き合うことを大切にします。また算数（小6）の授業映像を視
聴し，「良さ」に気づく視点と方法（撮影方法，逐語録の作成法
等）も学びます。「明日使える技法」ではなく，自らの実践をふり
かえる機会にしてください。

岡山県岡山市

6時間 平成30年6月16日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月30日～
平成30年5月27日

平30-10068301767号

086-251-7597

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択必修】新学習指導要領の
基本方針と授業研究の課題
(2018年度講習)

岡山大学

【選択必修】ストーリーをクリエイ
ティヴに英語教育に応用する
英語教育
(2018年度講習)

岡山大学

【選択必修】協同学習入門(2018
年度講習)

学習指導要領等に基づき育
成すべき資質及び能力を育
むための習得、活用及び探
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

岡山大学

【選択必修】学校と地域の連携・
協働（2018年度講習）

学校、家庭及び地域の連携
及び協働

平成27年12月に出された中央教育審議会答申「新しい時代の教
育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方
と今後の推進方策について」をふまえて、今後の学校と地域の 熊谷 愼之輔（大学院教育学研究科教授、教育
岡山県岡山市
連携・協働の在り方について理解を深めると同時に、学校の教 学部教授）
育課程を「社会に開かれた教育課程」にすることで求められる変
化について検討を行う。

6時間 平成30年6月16日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月30日～
平成30年5月27日

平30-10068301768号

086-251-7597

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択必修】保育・幼児教育の未 学校を巡る近年の状況の変
来への鍵(2018年度講習)
化

保育･幼児教育の今日的課題と今後の展望に関して、様々な角
度から講義する。特に、【１】「子ども・子育て支援新制度の理解
と今後の保育―日本の保育の課題と展望―」、【２】「幼保のある
髙橋 敏之（大学院教育学研究科教授、教育学
べき姿と幼保小連携教育の課題―幼保一体化に向けて―」、
岡山県岡山市
部教授）
【３】「国際理解は自国を知ることから―他国に学び自国を知る
―」等に焦点を当てて論じる。あわせて、【４】「受講者参加型演
習―保育者の思考力を鍛える頭の体操―」を行う。

6時間 平成30年6月23日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年6月3日

平30-10068301769号

086-251-7597

https://edu.okayamau.ac.jp/

岡山大学

【選択必修】学校に求められるリ
スクマネジメント(2018年度講習)

学校における危機管理上の
課題

保護者・地域に信頼される学校づくりをすすめていく観点から、
学校安全計画等に基づいた学校危機管理能力を高めていく必
要性について考察する。特に学校経営を行う上で、学校の組織
的なリスク・マネジメントが重要であることへの理解を深める。

6時間 平成30年6月24日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

250人

平成30年5月14日～
平成30年6月10日

平30-10068301770号

086-251-7597

https://edu.okayamau.ac.jp/

広島大学

【選択必修】英語リーディングの
面白さを追求する

英語教育

中等教育で文学が扱われることはまれである。しかし，本当は文
学も扱いたい，と考える英語教師も存在することであろう。「文学
を扱いたいけれども，扱い方がわからない」という声がもしあると
するならば，その声に少しでも応えることが本講習の最大の目的
小野 章（教育学研究科教授）
である。本講習では，英語教科書に実際に掲載されている作品
（O. Henry作After Twenty Yearsを予定）を題材として，「正確な
読み」を超え，作品解釈にまで踏み込んだリーディングを実践し
たい。

広島県東広島
市

6時間 平成30年7月15日

小学校
中学校
高等学校

「英語」教諭

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069301138号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

坂越 正樹（教育学研究科教授）
鈴木 理恵（教育学研究科教授）
三時 眞貴子（教育学研究科准教授）
丸山 恭司（教育学研究科教授）
山田 浩之（教育学研究科教授）
選択必修領域の「学校を巡る近年の状況の変化」、および「様々 深澤 広明（教育学研究科教授）
な問題に対する組織的対応の必要性」について講義を行う。具 吉田 成章（教育学研究科准教授）
体的には近年の社会的状況、および子どもの変化をふまえなが 久井 英輔（教育学研究科准教授）
ら、学校での教師間、また地域との連携など組織的対応の必要 小川 佳万（教育学研究科教授）
性について講義を行う。
古賀 一博（教育学研究科教授）
滝沢 潤（教育学研究科准教授）
諏訪 英広（兵庫教育大学学校教育研究科准
教授）
時津 啓（教育学研究科客員准教授）
吉田 香奈（教育本部准教授）

広島県東広島
市

6時間 平成30年7月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

200人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069301139号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

髙瀬 淳（大学院教育学研究科教授、教育学部
岡山県岡山市
教授）

広島大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】現代社会の変化と組 化
織的対応の必要性
様々な問題に対する組織的
対応の必要性

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、参加型学習・
アクティブラーニングの実践とその評価方法を、主として実習で
学ぶ。主として国際理解教育のための参加型学習教材として広
【選択必修】参加型学習教材によ 国際理解及び異文化理解教
平川 幸子（国際協力研究科准教授）
く使われている「世界が100人の村だったら」、「貿易ゲーム」等を
る国際理解教育の実践
育
林原 慎（福山市立大学教育学部教授）
模擬授業形式で実践的に実習する。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等から参加型学習か
ら何が育成されたかを読み取る理論を学ぶ。

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月2日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069301140号

082-424-6910

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

坂越 正樹（教育学研究科教授）
鈴木 理恵（教育学研究科教授）
三時 眞貴子（教育学研究科准教授）
丸山 恭司（教育学研究科教授）
山田 浩之（教育学研究科教授）
選択必修領域の「学習指導要領の改訂の動向等」、および「法 深澤 広明（教育学研究科教授）
学習指導要領の改訂の動向
令改正及び国の審議会の状況等」について講義を行う。具体的 吉田 成章（教育学研究科准教授）
【選択必修】学習指導の変化と教 等
には学習指導要領の変化をふまえながら、学校での学習指導の 久井 英輔（教育学研究科准教授）
育改革
法令改正及び国の審議会の
変化を議論するとともに、教育改革の現状と課題について講義 小川 佳万（教育学研究科教授）
状況等
を行う。
古賀 一博（教育学研究科教授）
滝沢 潤（教育学研究科准教授）
諏訪 英広（兵庫教育大学学校教育研究科准
教授）
時津 啓（教育学研究科客員准教授）
吉田 香奈（教育本部准教授）

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月5日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

200人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069301141号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】はじめてのタブレット 術を利用した指導及び情報
PC・電子黒板とデジタル教科書 教育（情報モラルを含む。）
等）

タブレットPCと電子黒板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、児童生徒が今まで以上に効果的に学べ、
学力の向上に資することが期待されている。本講習では、実際 渡辺 健次（教育学研究科教授）
にタブレットPC、電子黒板とデジタル教科書を用いて使い方を演
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30年8月7日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069301142号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】はじめてのタブレット 術を利用した指導及び情報
PC・電子黒板とデジタル教科書 教育（情報モラルを含む。）
等）

タブレットPCと電子黒板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、児童生徒が今まで以上に効果的に学べ、
学力の向上に資することが期待されている。本講習では、実際 渡辺 健次（教育学研究科教授）
にタブレットPC、電子黒板とデジタル教科書を用いて使い方を演
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30年8月8日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069301143号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

広島大学

【選択必修】道徳教育

道徳教育

道徳教育について,学習指導要領の改訂による「特別の教科 道
徳」の成立,小学校並びに中学校における道徳授業の方法,発展
的視点から見た道徳性,道徳授業の評価と改善について取り上
げる。具体的には,学習指導要領の改訂と「特別の教科 道徳」, 鈴木 由美子（教育学研究科教授）
道徳授業のつくり方,道徳性の発達的理解,道徳授業の評価と改 宮里 智恵（教育学研究科教授）
善について講義を行う。高等学校の特別活動で道徳的実践の指 髙橋 均（教育学研究科講師）
導が重視されていること,小・中学校からつながる道徳科の内容
を意識するため高等学校教諭も対象とする。なお,幼小連携の観
点から幼稚園教諭も対象とする。

広島大学

【選択必修】学校,家庭並びに地
域の連携・協働

学校、家庭及び地域の連携
及び協働

生涯学習とマネジメントの視点から,現代的教育課題である学校,
家庭並びに地域の連携・協働及び「地域とともにある学校づくり」
林 孝（教育学研究科教授）
の意義や実際について取り上げる。具体的には,生涯学習の視
曽余田 浩史（教育学研究科教授）
点から見た学校・家庭・地域の連携協働の意義,学校を取り巻く
佐々木 哲夫（教育学研究科准教授）
家庭・地域の現状の変化と学校づくりの在り方,地域教育経営の
発想について講義・演習を行う。

【選択必修】教育相談

①「教育相談の理論と実際」学校現場における教育相談の意義
や理論について学ぶと同時に，児童生徒が抱える不適応問題
（いじめや不登校など）に対処していく際の方法や留意点につい 石田 弓（教育学研究科教授）
教育相談（いじめ及び不登校
て学ぶ。②「開発・予防的教育相談」学校や学級規模で教師が 尾形 明子（教育学研究科准教授）
への対応を含む。）
行う開発・予防的教育相談の方法を学ぶ。③「カウンセリング研 上手 由香（教育学研究科講師）
修方法論」教師がカウンセリング技法を磨き，相談能力を向上さ
せるための研修方法を学び，実習する。

広島大学

選択必修領域の「学習指導要領の改訂の動向等」、および
「様々な問題に対する組織的対応の必要性」について講義を行
う。具体的には学習指導要領の変化をふまえながら、学校での
学習指導の変化を議論するとともに、学校での教師間、また地
域との連携など組織的対応の必要性についてワークショップ形
式で講義を行う。

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

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30年8月10日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

130人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069301144号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月18日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069301145号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月24日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

110人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069301146号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

坂越 正樹（教育学研究科教授）
鈴木 理恵（教育学研究科教授）
三時 眞貴子（教育学研究科准教授）
丸山 恭司（教育学研究科教授）
山田 浩之（教育学研究科教授）
深澤 広明（教育学研究科教授）
吉田 成章（教育学研究科准教授）
久井 英輔（教育学研究科准教授）
小川 佳万（教育学研究科教授）
古賀 一博（教育学研究科教授）
滝沢 潤（教育学研究科准教授）
諏訪 英広（兵庫教育大学学校教育研究科准
教授）
時津 啓（教育学研究科客員准教授）
吉田 香奈（教育本部准教授）

広島県東広島
市

6時間 平成30年8月25日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年6月1日

平30-10069301147号

082-424-6723

https://www.hiroshima
-u.ac.jp/menkyo_koshin

広島大学

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】学習指導の変化と組
等
織的対応の必要性[ワークショッ
様々な問題に対する組織的
プ形式]
対応の必要性

徳島大学

【選択必修】無料のGISツールを
活用した地域調査と授業実践

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

地理総合でも取り上げられているGIS（地理情報システム）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、地図や空間情報を扱うあらゆる分野で利用されてい
る。本講習では、簡単な地域調査を実施することを目的に，無料 塚本 章宏（大学院社会産業理工学研究部准
で入手できるGISソフト、データ、WEBサービスを用いて、実際に 教授）
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。また、大学の授業で実践しているGISを用いた地域調査の事
例を紹介しながら理解を深める。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月11日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

小学校教諭、中学校（社会）
教諭、高校（地理･歴史･公
民･情報）教諭、特別支援学
校教諭

特定しない

6,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年6月16日

平30-10071301598号

088-656-7095

http://www.tokushimau.ac.jp

徳島大学

【選択必修】ICTを活用してアク
ティブラーニングをやってみよう

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

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。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。また、アクティブラーニン
グへの対応が求められるようになりました。ICTの活用はそれほ
金西 計英（総合教育センター教授）
ど難しいことではありません。子ども達にとっても、ICTを使うこと
で、学びをスムーズに助けることになります。皆さんと一緒に、
ICTとアクティブラーニングをキーワードに、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る予定です。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月17日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

小学校教諭、中学校教諭、
高校（情報）教諭、養護教
諭、特別支援学校教諭

特定しない

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年6月16日

平30-10071301599号

088-656-7095

http://www.tokushimau.ac.jp

徳島大学

【選択必修】文学作品を利用した
英語教育
英語教育の可能性

教室での英語教育は，英語の技能の育成に集中しますが，文学
作品―物語を利用することが，教室外での自立学習に役立つ可
能性を一緒に探ってみましょう。教室で習った基本的で簡単な文
宮崎 隆義（教養教育院 教授）
法―言葉の組み立てのルールが，思いがけず伏線になっていた
り，物語の山場になっていることがよくあります。使われている会
話文も実はとても役に立つものです。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月24日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

小学校教諭、中学校（英語）
教諭、高校（英語）教諭、特
別支援学校教諭

特定しない

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年6月16日

平30-10071301600号

088-656-7095

http://www.tokushimau.ac.jp

高知大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】連携・協力のための
対応の必要性
人間関係／学校における危機管
学校における危機管理上の
理上の課題
課題

「連携・協力のための人間関係」では、様々な問題に対する組織
的対応の必要性について人間関係の視点から理解し、学校の
内外における連携協力をはかるのに機能するであろう「リソー
金山 元春（教育学部准教授）
ス」を見つけ、活用するための「ものの見方」について学ぶ。学校
清久 博文（高知県教育委員会事務局学校安
における危機管理上の課題では、危機管理の具体的な事例をも
全対策課チーフ（学校安全担当））
とに学校運営組織の一員としてのマネジメント・マインドの形成
や教員の果たす役割の重要性の理解と実践的能力の向上を目
標とする。

高知県高知市

6時間 平成30年6月30日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

90人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075301367号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】連携・協力のための
対応の必要性
人間関係／学校における危機管
学校における危機管理上の
理上の課題
課題

「連携・協力のための人間関係」では、様々な問題に対する組織
的対応の必要性について人間関係の視点から理解し、学校の
内外における連携協力をはかるのに機能するであろう「リソー
金山 元春（教育学部准教授）
ス」を見つけ、活用するための「ものの見方」について学ぶ。学校
清久 博文（高知県教育委員会事務局学校安
における危機管理上の課題では、危機管理の具体的な事例をも
全対策課チーフ（学校安全担当））
とに学校運営組織の一員としてのマネジメント・マインドの形成
や教員の果たす役割の重要性の理解と実践的能力の向上を目
標とする。

高知県四万十
市

6時間 平成30年7月15日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075301368号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択必修】今後の学習指導に
おける国内外の理解

高知県四万十
市

6時間 平成30年7月15日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075301369号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

学校での不適応行動や問題行動の対応について、背景要因の
【選択必修】教育相談－発達障
一つである”発達障がい”に焦点をあてて、原因と対処方法につ
教育相談（いじめ及び不登校
がいの正しい理解と不適応行動
いて講義を行う。次に、模擬事例検討会を学校種ごとに行い、児 松本 秀彦（総合教育センター准教授）
への対応を含む。）
の対応－
童生徒の行動について理解を深め教育相談の中で活かせるよう
にする。

高知県四万十
市

6時間 平成30年7月15日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭・養護教諭

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075301370号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

本講習では、新学習指導要領の方向性について解説すると共
に、新旧の学習指導要領の比較などを通して、アクティブラーニ
学校を巡る近年の状況の変
ング等をとり入れた学習指導や授業改善に役立てる方策を検討
化
岡谷 英明（教育学部教授）
します。
学習指導要領の改訂の動向
楠瀬 弘哲（教師教育センター特任准教授）
学校を巡る近年の様々な状況変化についての知見、とりわけ学
等
習指導をめぐる知見を提供し、今後どのような学校教育を目指し
ていくべきかという問題について考えることを目標とする。
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主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

高知大学

本講習では、新学習指導要領の方向性について解説すると共
に、新旧の学習指導要領の比較などを通して、アクティブラーニ
ング等をとり入れた学習指導や授業改善に役立てる方策を検討
学習指導要領の改訂の動向
します。
楠瀬 弘哲（教師教育センター特任准教授）
【選択必修】今後の学習指導に
等
組織の成立要件の一つである「コミュニケーション」を中心に取り 俣野 秀典（地域協働学部／大学教育創造セ
ついての理解／様々な問題に対
様々な問題に対する組織的
上げます。
ンター講師）
する組織的対応の必要性
対応の必要性
組織成員／チームメンバーとしての自分のあり方に気づき、それ
を日頃のコミュニケーション・対人関係・対話・フィードバックに活
かすことを目的に開講されます。

高知大学

【選択必修】学校現場における
ICT活用

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

【選択必修】学校現場における
ICT活用

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

高知大学

【選択必修】今後の学習指導に
おける国内外の理解

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

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30年7月21日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075301371号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

情報処理通信（ICT）機器であるコンピュータの，学校現場におけ
る活用について学習する．前半は，情報機器を扱う際のモラル
やセキュリティの基本事項ついて，さまざまなトピックを交えて講
述する．後半は，成績等の統計処理・分析ツールとして学校現 道法 浩孝（教育学部教授）
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 北川 晃（教育学部講師）
の応用的利用法について，実習を交えて学ぶ．Excel（2010以降
であれば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
ンを持参すること．

高知県南国市

6時間 平成30年7月29日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075301372号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

情報処理通信（ICT）機器であるコンピュータの，学校現場におけ
る活用について学習する．前半は，情報機器を扱う際のモラル
やセキュリティの基本事項ついて，さまざまなトピックを交えて講
述する．後半は，成績等の統計処理・分析ツールとして学校現 道法 浩孝（教育学部教授）
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 北川 晃（教育学部講師）
の応用的利用法について，実習を交えて学ぶ．Excel（2010以降
であれば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
ンを持参すること．

高知県高知市

6時間 平成30年8月28日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075301373号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

学校をめぐる状況は刻々と変化し、現代の学校に求められるも
のも多様化している。本講習前半では、学校を巡る近年の様々
な状況変化についての知見、とりわけ学習指導をめぐる知見を
学校を巡る近年の状況の変
提供し、今後どのような学校教育を目指していくべきかという問
化
岡谷 英明（教育学部教授）
題について考えることを目標とする。後半では、新学習指導要領
学習指導要領の改訂の動向
鹿嶋 真弓（教育学部准教授）
を中核とした今後の教育のあり方について解説する。具体的に
等
は、学習指導要領の変遷を通した我が国の教育観や学力観、現
在の学習指導要領総則の趣旨の深い理解や実際の学習指導
や支援について説明する。

高知県南国市

6時間 平成30年7月29日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075301374号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択必修】「特別の教科 道徳」
道徳教育
と道徳教育

本講習では、「特別の教科 道徳」及び道徳教育の趣旨、内容、
指導方法等について理解するとともに、「特別の教科 道徳」及
び道徳教育の実践事例に関する協議や検討、学習指導案の作
成等の演習を行います。こうした学習によって、道徳教育の充実 森 有希（教育学部門准教授）
を図り、「特別の教科 道徳」の趣旨を踏まえた効果的な実践を
創造し、展開することができる実践的指導力を育成するようにし
ます。

高知県南国市

6時間 平成30年7月29日

小学校
中学校

教諭

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075301375号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択必修】英語教育

本講習は，小学校外国語活動の授業作りの考え方，英語音声
指導，英語で書かれた（絵）本の活用方法，子どもの言語習得な
どについて，低学年化・教科化される小学校外国語活動・英語 野村 幸代（茨城大学全学教育機構准教授）
教育を見据え，演習・講義を取り入れながら，理解を深めること
を目的とする。

高知県南国市

6時間 平成30年7月29日

小学校
中学校
高等学校

小・中・高等学校（英語） 教
諭

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075301376号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択必修】学校、家庭並びに地 学校、家庭及び地域の連携
域の連携及び協働
及び協働

学校・家庭・地域の連携・協働をめぐる法令や国の政策について
解説するとともに、こうした政策を住民はどのように受けとめてい 斉藤 雅洋（地域協働学部助教）
るのかを紹介します。

高知県南国市

6時間 平成30年7月29日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-10075301377号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択必修】異文化理解

高知県高知市

6時間 平成30年8月1日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075301378号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校における防災危
化
機管理上の課題／学校を巡る近
学校における危機管理上の
年の状況の変化
課題

学校における防災危機管理上の課題では、巨大地震などの被
害の実態から得られた教訓について具体例を挙げながら解説
し、切迫する南海トラフ地震などの自然災害発生時に教育機関
が備えるべき対策を、教育現場固有の課題や対応のあり方を教 原 忠（農学部門教授）
育継続の観点から理解する。
鈴木 康郎（高知県立大学地域教育研究セン
学校を巡る近年の状況の変化では、子ども、教師、および保護 ター准教授）
者の学校や教育に対する意識について、具体的なデータを提示
しながら考えていくことにより、自身の実践に対する見解を深め
ていく手がかりを得ることを目指す。

高知県高知市

6時間 平成30年8月15日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075301379号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択必修】進路相談及びキャリ
進路指導及びキャリア教育
ア教育

今日，社会問題になっている若者の非社会的・反社会的行動を
分析しながら，それぞれの児童生徒にふさわしいキャリア形成を
するためのキャリア教育を，どのように推進すべきかについて考
岡田 倫代（香川県立観音寺第一高等学校教
える。この講義では，現在の学校で行われている進路指導・キャ
諭）
リア教育の実情を話し合いながら，学校でのキャリアカウンセリ
ングの活用方法から個別支援の充実に向けた取り組みについて
考えていく。

高知県高知市

6時間 平成30年8月21日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075301380号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択必修】学校・家庭・地域の
連携・協働

学校、家庭及び地域の連携
及び協働

本講習のねらいは、学校・家庭・地域の連携・協働に対する理解
を深め、学校現場での活かし方を考えることです。前半は学校・
家庭・地域の連携・協働をめぐる法令や国の政策について解説
し、学校・家庭・地域の連携・協働をめぐる期待と批判的な見方
斉藤 雅洋（地域協働学部助教）
の両面を紹介します。後半は、学校給食・食育、クラブ活動、特
別支援、教員の働き方など、グループごとにテーマを決めて、学
校・家庭・地域の連携・協働を推進していくための課題と展望を
考えます。

高知県高知市

6時間 平成30年9月8日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075301381号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択必修】小学校の英語教育

英語教育

本講習は，小学校外国語活動の授業作りの考え方，英語音声
指導，英語で書かれた（絵）本の活用方法，子どもの言語習得な 多良 静也（教育学部准教授）
どについて，低学年化・教科化される小学校外国語活動・英語 松原 史典（教育学部門准教授）
教育を見据え，演習・講義を取り入れながら，理解を深めること 長谷川 雅世（教育学部講師）
を目的とする。

高知県高知市

6時間 平成30年9月29日

小学校
中学校

小・中学校（英語） 教諭

特定しない

6,000円

40人

平成30年6月5日～
平成30年6月12日

平30-10075301382号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

【選択必修】学習指導要領の改
訂の動向等

新学習指導要領を中核とした今後の教育のあり方について解説
する。具体的には、アクティブラーニング等をとり入れた学習指
学習指導要領の改訂の動向
導や学習指導要領の変遷を通した我が国の教育観や学力観、 古市 直樹（大阪樟蔭女子大学非常勤講師）
等
現在の学習指導要領総則の趣旨の深い理解や実際の学習指
導や支援について説明する。

高知県高知市

6時間 平成30年12月2日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年9月11日～
平成30年9月18日

平30-10075301383号

088-844-8659

http://www.kochiu.ac.jp/JA/

高知大学

英語教育

日本の将来を担い、国際協調、友好、平和へ貢献できるを生徒
を育成するため、教員として必要な異文化理解の基礎を習得す
国際理解及び異文化理解教 ることを目的とします。長年諸外国へ出張、駐在し、外国人と交
育
渉した経験をもとにして、言語、文化、民族の歴史からサブカル
チャーまで異文化の諸相を理解し、外国人とどう共生するかを考
えます。

前西
新納
是永
柴田

繁成（教育学部門准教授）
宏（地域協働教育学部門教授）
かな子（教育学部准教授）
雄介（教育学部門講師）
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取り扱う事項

様々な問題に対する組織的
対応の必要性
学校における危機管理上の
課題

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

集団・組織のパフォーマンスに影響する諸要因および危機管
理、危機的事態発生時の対応について、主として心理学の観点
から講義を行います。１）組織内の達成行動及び手抜き、集団的
な意思決定、組織の風土といったことについて検討します。ま
植村 善太郎（教育学部教授）
た、２）リスクに関する心理学的研究をベースに、危機事態発生
時に生じやすい現象を解説するとともに、クレームへの対応と
いった現代的課題についても考察します。教育現場での組織力・
危機対応力の向上に資することを目標とします。

福岡県宗像市

6時間 平成30年6月23日

幼稚園
小学校
中学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076301531号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択必修】集団内での行動の
特性と危機的事態への対応

福岡教育大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】課題に対する組織的
対応の必要性
対応の在り方と学校における危
学校における危機管理上の
機管理
課題

本講習では、「①学校の内外で起こる様々な問題に対する組織
的対応の必要性について適切に理解すること」と、「②学校にお
ける危機管理上の課題について適切に理解すること」の2つの内
容で構成しています。①の組織的な対応の在り方については、
学校組織の一員としてのマネジメント・マインドの形成等につい 森 保之（大学院教育学研究科教授）
て講義や演習を通して実践的に学びます。また、②の学校にお
ける危機管理では，学校現場で起きそうな想定事例を取り上
げ、グループワークなどを取り入れた参加型の研修を通して，学
校現場に役立つ方策を検討していきます。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月4日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076301532号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】課題に対する組織的
対応の必要性
対応の在り方と学校における危
学校における危機管理上の
機管理
課題

本講習では、「①学校の内外で起こる様々な問題に対する組織
的対応の必要性について適切に理解すること」と、「②学校にお
ける危機管理上の課題について適切に理解すること」の2つの内
容で構成しています。①の組織的な対応の在り方については、
学校組織の一員としてのマネジメント・マインドの形成等につい 森 保之（大学院教育学研究科教授）
て講義や演習を通して実践的に学びます。また、②の学校にお
ける危機管理では，学校現場で起きそうな想定事例を取り上
げ、グループワークなどを取り入れた参加型の研修を通して，学
校現場に役立つ方策を検討していきます。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月18日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076301533号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択必修】法律・判例から考え
る学校の危機管理

様々な問題に対する組織的
対応の必要性
学校における危機管理上の
課題

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うために、 河内 祥子（教育学部准教授）
教育法規の基礎を押さえた上で、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30年8月4日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076301534号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択必修】法律・判例から考え
る学校の危機管理

様々な問題に対する組織的
対応の必要性
学校における危機管理上の
課題

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うために、 河内 祥子（教育学部准教授）
教育法規の基礎を押さえた上で、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30年8月20日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076301535号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択必修】学級活動で進める
キャリア形成の授業

学習指導要領等に基づき育
成すべき資質及び能力を育
むための習得、活用及び探
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

本講座は、キャリア教育の意義や進路指導の歴史を理解するだ
けでなく、新学習指導要領に示された、小、中、高等学校が一貫
してキャリア教育を推進する、学級活動（３）「一人一人のキャリ
ア形成と自己実現」において、児童生徒一人一人が将来の生き
脇田 哲郎（大学院教育学研究科教授）
方に関する自己の課題解決に向けて意思決定する授業を、学
習過程の各段階ごとに構想し、特別活動を要として推進する
キャリア教育の主体的、対話的で深い学びについて理解を深め
ます。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月11日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭

特定しない

6,000円

100人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076301536号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

学習指導要領等に基づき育
成すべき資質及び能力を育
【選択必修】学級活動で進める食
むための習得、活用及び探
に関する指導
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

本講座では、小・中学校特別活動の学級活動（２）に示された、
「エ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成」
において、自己の食に関する課題に気付き、課題解決のための
方法を集団思考し、自己の解決方法を意思決定する学習を通し 脇田 哲郎（大学院教育学研究科教授）
て、児童生徒一人一人に、食に関する自己指導能力を育成す
る、具体的な学習指導の進め方を「食育マネジメントシート」を活
用して学修します。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月23日

小学校
中学校
特別支援学校

教諭、栄養教諭

特定しない

6,000円

100人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076301537号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択必修】教育相談（いじめ及
び不登校への対応を含む）

本講習では，教育相談と臨床心理学を中心とした関連領域の動
向，いじめ，不登校について解説するとともに，予防開発的観点
教育相談（いじめ及び不登校
からの集団一斉指導や個別支援について学びます。受講者でペ 友清 由希子（教育学部教授）
への対応を含む。）
アを組んでのロール・プレイやグループでの話し合いなどの演習
も実施します。

福岡県宗像市

6時間 平成30年6月24日

小学校
中学校
高等学校

教諭、養護教諭

初任者～中堅教
員向け

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076301538号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択必修】教育相談（いじめ及
び不登校への対応を含む）

本講習では，教育相談と臨床心理学を中心とした関連領域の動
向，いじめ，不登校について解説するとともに，予防開発的観点
教育相談（いじめ及び不登校
からの集団一斉指導や個別支援について学びます。受講者でペ 友清 由希子（教育学部教授）
への対応を含む。）
アを組んでのロール・プレイやグループでの話し合いなどの演習
も実施します。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月23日

小学校
中学校
高等学校

教諭、養護教諭

初任者～中堅教
員向け

6,000円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076301539号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

教育、学校状況を社会心理学、臨床心理学などから見直すとと
もに、国際比較、多文化間カウンセリングなどの最新知見を通し
て、教育相談力を向上させることを目標とする。
【選択必修】教育相談力の向上を 教育相談（いじめ及び不登校
様々な教育相談、クラスでできるワーク、いじめの国際比較、カ 中村 俊哉（教育学部教授）
めざして
への対応を含む。）
ウンセラー制度の国際比較、多文化状況の相談（性的違和、障
害、外国人、エスニシティなど）、教育相談と教師の精神的健康
などを講義する。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月11日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076301540号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択必修】自発的・自律的な進
路選択を促す進路指導・キャリア 進路指導及びキャリア教育
教育

進路指導・キャリア教育においては，生徒が様々な情報を集め
ながら自分を見つめて熟考し，生徒自身が納得した進路選択が
できるよう，支援していくことが求められている。本講習では，生
福岡県北九州
徒が自発的・自律的に進路選択をしていくために必要なキャリア 佐藤 友美（九州工業大学教養教育院准教授）
市戸畑区
意識を形成する，進路指導・キャリア教育の在り方について，心
理学の知見を紹介する。心理学的知見に基づいた，進路指導・
キャリア教育プログラムを考える機会としたい。

6時間 平成30年8月31日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076301541号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択必修】若者雇用・労働の現
進路指導及びキャリア教育
実とキャリア教育・職業教育

本講習では、①厳しい労働環境におかれている若者のようすを
学校から職業への移行過程との関わりで概観する。②次に、職
業的自立を果たすことが困難な状況を克服するために、青少年
のキャリア教育・職業教育の内容そして課題を論じ、各レベルの 永田 萬享（教育学部非常勤講師）
教育段階でのキャリア教育・職業教育の必要性および在り方を
考える。具体的には、仕事そのものの性格、職業教育の重要
性、日本的人材育成システムの特徴について、講義を行う。

福岡県宗像市

6時間 平成30年10月6日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年8月1日～
平成30年8月25日

平30-10076301542号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択必修】学校と家庭・地域の
連携のあり方

本講習では、地域との協働が強くいわれる中、現在の教育や学
校が置かれている現状と課題、学校と家庭・地域の連携に関す
る基礎・基本の理解を図ります。次に、コミュニティスクールを含
井上 豊久（教育学部教授）
めた事例検討、ワークショップなどを行うことにより、実践的な力
量を高めます。ワークショップでは楽しく体験学習を進める技能
や留意点を学べます。

福岡県宗像市

6時間 平成30年6月30日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月10日

平30-10076301543号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

学校、家庭及び地域の連携
及び協働
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開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地
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職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

【選択必修】学校と家庭・地域の
学校、家庭及び地域の連携
連携・協働と地域とともにある学
及び協働
校づくり

本講習では、学校と家庭・地域の連携・協働の在り方とそれに関
連する地域とともにある学校づくり、学校を核とした地域づくりに
ついての基礎・基本の理解を図るとともに、その実践的力量の形
森 保之（大学院教育学研究科教授）
成をワークショップ等で行います。ワークショップを通して、学校
と家庭・地域の連携・協働を推進していくための学校現場に役立
つ方策等を検討していきます。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月12日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076301544号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

【選択必修】道徳教育の実践課
題

小学校および中学校における道徳教育の目標および児童の道
徳性を育成するための指導計画、道徳科（道徳の時間）の指導
方法等について、平成29年3月に改訂された学習指導要領の趣
旨をふまえて概説します。
堺 正之（教育学部教授）
現代の子どもの状況や教育改革の流れを参照しつつ、道徳教育
の現状と課題について講義します。また、道徳科（道徳の時間）
の授業に生かすための教材研究と発問づくりを受講者全員で試
行します。

福岡県宗像市

6時間 平成30年9月8日

小学校
中学校

小学校・中学校教諭

特定しない

6,000円

100人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076301545号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

【選択必修】教師・生徒の英語使
英語教育
用をめざして

2020年に，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，どう改善していくのか，今から
準備する必要がある。この講習では，授業における教師・生徒の 宮迫 靖静（教育学部教授）
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30年10月21日

中学校
高等学校

中学校・高等学校英語科教
諭向け

特定しない

6,000円

50人

平成30年8月1日～
平成30年8月25日

平30-10076301546号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

本講習は、アメリカの小説や詩を素材として、アメリカという国の
【選択必修】アメリカ小説を通して 国際理解及び異文化理解教 理解を深めることを目的とします。アメリカの歴史や社会状況と
江頭 理江（教育学部教授）
見るアメリカ
育
いう客観的素材と小説などの主観的素材の融合を試みた、異文
化理解教育の可能性も探求します。

福岡県宗像市

6時間 平成30年9月8日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076301547号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

グローカルでナショナルな存在である学校は国際化や学力評
価・支援、異文化理解などの面において組織的対応が求められ
【選択必修】グローカルでナショ
ている。学校現場では新しい学力観や能力観、地域・社会観、シ
国際理解及び異文化理解教
竹熊 尚夫（九州大学大学院人間環境学研究
ナルな学校の国際化と国際交流
ティズンシップを構築していく必要がある。本講義演習では様々
育
院教授）
の課題
な背景を持つ子ども達の個性を伸ばしながらいかに、国際社会
で貢献できかつ地域社会の構成員として育成していくか、そのあ
り方を参加者同士の協働作業によって考えていきたい。

福岡県福岡市
西区

6時間 平成30年10月27日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年8月1日～
平成30年8月25日

平30-10076301548号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】情報社会と学校教育 術を利用した指導及び情報
（初等編）
教育（情報モラルを含む。）
等）

本講習は、これまでの我が国における情報社会の進展とそれに
伴う学校教育の情報化について解説するとともに、ＩＣＴ活用につ
いての正しい理解を深めます。特に、初等段階においては、実
践的なＩＣＴ活用が各教科や各活動等の中で子どもたちの創造的
古川 健一（教育学部教授）
な思考力や判断力等を育む学びの場を提供します。講習では、
実際の小学校の授業実践例や指導に役立つ実践的なＩＣＴ活用
をダイジェストで紹介するとともに簡単な演習（Webカメラ活用、プ
ログラミング教育等）を行います。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月20日

幼稚園
小学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

35人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076301549号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

福岡教育大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】情報社会と学校教育 術を利用した指導及び情報
（中等編）
教育（情報モラルを含む。）
等）

本講習は、これまでの我が国における情報社会の進展とそれに
伴う学校教育の情報化について解説するとともに、ＩＣＴ活用につ
いての正しい理解を深めます。中等段階において実践的なＩＣＴ
活用は、時に各教科の専門性と生徒自身の積極的に関わろうと
古川 健一（教育学部教授）
する態度を育成し、思考力や判断力等の実践の場となります。
講習では、実際の中学校・高等学校の授業実践や指導に役立
つ実践的なＩＣＴ活用をダイジェストで紹介するとともに簡単な演
習（Webカメラ活用、プログラミング教育等）を行います。

福岡県宗像市

6時間 平成30年8月21日

中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

35人

平成30年6月1日～
平成30年6月23日

平30-10076301550号

0940-35-1230

http://www.fukuokaedu.ac.jp/

佐賀大学

小学生に対する教育相談力向上を目的として、以下のトピックに
ついて取り上げます。
①小学生のメンタルヘルス上の問題、LGBTQについて
②いじめ問題
【選択必修】教育相談・心理的支 教育相談（いじめ及び不登校 ③成長促進的な心理教育その１：ストレスマネジメント教育、アン
下田 芳幸（大学院学校教育学研究科准教授） 佐賀県佐賀市
援 小学校編
への対応を含む。）
ガーマネジメント教育
④成長促進的な心理教育その２：ソーシャルスキル教育
授業には、演習やロールプレイ、班ごとの話し合いなどを取り入
れます。また最後に、筆記試験（半コマ分、持ち込み可）を行いま
す。

6時間 平成30年6月9日

小学校
特別支援学校

教諭、養護教諭

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301384号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択必修】小中接続のための
英語教育研究―音声指導と単元 英語教育
設計の観点から―

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年6月10日

小学校
中学校

小学校、中学校英語科教諭
向け

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301385号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

主に幼稚園教諭が、保育・教育相談の時に必要な視点を様々な
【選択必修】保育・教育相談に必 教育相談（いじめ及び不登校
方法で学び、自分の保育や相談を受ける態度を省察し、明日の 庄籠 道子（教育学部附属幼稚園副園長）
要な視点を考える
への対応を含む。）
保育や相談に活かせるようにする。講義とワークショップ。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年7月1日

幼稚園
小学校

教諭

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301386号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校を巡る近年の状
化
況変化及び様々な問題に対する
様々な問題に対する組織的
組織的対応の必要性
対応の必要性

少子高齢化、高度情報化、国際化など社会の変化に伴う近年の
学校の状況変化及びその背景や要因を考察するとともに、ＩＣＴ
利活用教育をはじめとした学校教育の今後の動向について考察
する。また、学校の組織特性やミドルリーダの役割、学校改善の
ための組織的対応について考察し、今後の取組を考える

大元
上野
宮﨑
田中
事)

誠（教育学部教授）
景三（大学院学校教育学研究科教授）
耕一（佐賀県教育庁学校教育課参事）
政紀（佐賀県教育庁教育振興課指導主

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年7月15日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301387号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校を巡る近年の状
化
況変化及び様々な問題に対する
様々な問題に対する組織的
組織的対応の必要性
対応の必要性

少子高齢化、高度情報化、国際化など社会の変化に伴う近年の
学校の状況変化及びその背景や要因を考察するとともに、ＩＣＴ
利活用教育をはじめとした学校教育の今後の動向について考察
する。また、学校の組織特性やミドルリーダの役割、学校改善の
ための組織的対応について考察し、今後の取組を考える

大元
上野
宮﨑
田中
事)

誠（教育学部教授）
景三（大学院学校教育学研究科教授）
耕一（佐賀県教育庁学校教育課参事）
政紀（佐賀県教育庁教育振興課指導主

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月5日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301388号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択必修】学校現場で生かすＩ
ＣＴ

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

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。情報モラルやセキュリティの最新情報にも触れま
中村 隆敏（芸術地域デザイン学部教授）
す。また、NHKクリエイティブライブラリーを用いた簡単な教材作
成をPC実習として体験してもらいます。最後に演習形式でICTを
用いたグループワークを行ないます。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年7月15日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭、養護教諭向け

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301389号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択必修】学校現場で生かすＩ
ＣＴ

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

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。情報モラルやセキュリティの最新情報にも触れま
中村 隆敏（芸術地域デザイン学部教授）
す。また、NHKクリエイティブライブラリーを用いた簡単な教材作
成をPC実習として体験してもらいます。最後に演習形式でICTを
用いたグループワークを行ないます。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年7月16日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭、養護教諭向け

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301390号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

福岡教育大学

福岡教育大学

道徳教育

小学校と中学校における外国語科教育の連携について考える、
講義と演習形式の授業です。逆向き設計による単元設計や音声
林 裕子（教育学部准教授）
指導のあり方についての専門的知識と指導技術の更なる向上を
図ります。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

佐賀大学

いじめは、どの子どもにもどの学級にも起こりうる問題です。子ど
もたちの葛藤に敏感に気づき、初期のうちに対応することで、子
どもの解決能力を伸ばし、エンパワメントしていくことができま
【選択必修】いじめをなくし、子ど 教育相談（いじめ及び不登校
す。また、たとえ深刻ないじめであっても、その原因や背景をしっ 松下 一世（教育学部教授）
もの心をつなぐ学級づくり
への対応を含む。）
かりと捉えることによって、より良い学校づくりをめざすことができ
ます。本講習では、そのための知識とスキルを高めるために、実
践的なアプローチをします。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年7月22日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭

特定しない

6,000円

70人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301391号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択必修】地域・保護者とつな
がる学校づくり

学校、家庭及び地域の連携
及び協働

子どもをめぐる様々な問題は、学校だけで抱え込むのではなく、
地域や保護者と連携・協力して解決することが求められていま
す。本講習では、貧困・虐待・非行・不登校等、これらの問題の
松下 一世（教育学部教授）
社会的背景を探るとともに、「学校は何ができるのか」と同時に、
地域・保護者・他機関と「どんな連携が求められているのか」につ
いて考えていきます。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年7月28日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301392号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択必修】学校ICT活用を支え
る情報モラル教育

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

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やタブレットな 角 和博（教育学部教授）
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。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年7月28日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭、養護教諭向け

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301393号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択必修】学校ICT活用を支え
る情報モラル教育

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

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やタブレットな 角 和博（教育学部教授）
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。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年7月29日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭、養護教諭向け

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301394号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校を巡る近年の状
化
況の変化と新学習指導要領改訂
学習指導要領の改訂の動向
の動向
等

少子高齢化、高度情報化、国際化など社会の変化に伴う近年の
学校の状況変化及びその背景や要因を考察するとともに、ＩＣＴ
中島 秀明（大学院学校教育学研究科教授）
利活用教育をはじめとした学校教育の今後の動向について考察
岡 陽子（大学院学校教育学研究科教授）
する。また、新学習指導要領や中央教育審議会等の最新情報を
白濱 正博（佐賀県教育庁学校教育課係長）
基に、これからの学校教育の方向性や児童生徒に求められる学
力、学習指導・評価などについて考察する。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年7月29日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301395号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校を巡る近年の状
化
況の変化と新学習指導要領改訂
学習指導要領の改訂の動向
の動向
等

少子高齢化、高度情報化、国際化など社会の変化に伴う近年の
学校の状況変化及びその背景や要因を考察するとともに、ＩＣＴ
中島 秀明（大学院学校教育学研究科教授）
利活用教育をはじめとした学校教育の今後の動向について考察
岡 陽子（大学院学校教育学研究科教授）
する。また、新学習指導要領や中央教育審議会等の最新情報を
白濱 正博（佐賀県教育庁学校教育課係長）
基に、これからの学校教育の方向性や児童生徒に求められる学
力、学習指導・評価などについて考察する。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月26日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301396号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

中学生に対する教育相談力向上を目的として、以下のトピックに
ついて取り上げます。
①中学生のメンタルヘルス上の問題、LGBTQについて
②教育相談上の対応について振り返る（クロスロード教育相談
【選択必修】教育相談・心理的支 教育相談（いじめ及び不登校
の体験）
下田 芳幸（大学院学校教育学研究科准教授） 佐賀県佐賀市
援 中学校編
への対応を含む。）
③いじめ理解を深める心理教育の概要と体験
④ストレスマネジメント教育の概要と体験
授業には、演習やグループワークなどを取り入れます。また最後
に、筆記試験（半コマ分、持ち込み可）を行います。

6時間 平成30年8月3日

中学校
特別支援学校

教諭、養護教諭

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301397号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

学校生活でトラブルを起こすことが多い、クラスになじめない、登
校を渋るなど、学校生活や学級集団への適応につまずいている
子供たちが、どうしたら楽しく豊かな学校・学級生活を送ることが
【選択必修】「不適応」を起こした
教育相談（いじめ及び不登校 できるようになるか、その方途を探る。個別の対応も大切だが、 中村 尚志（教育学部附属教育実践総合セン
子どもたちとのかかわりと校内の
への対応を含む。）
集団の中で育てる視点も必要である。実践を通して見えてきた ター准教授）
支援体制
「『不適応』から『適応』への道筋』表をもとに、個別に対応する段
階から集団の中で育てる段階へと導くことが可能となる教師の
指導・学校組織について考察し、今後の取組を考える。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月19日

幼稚園
小学校
中学校
特別支援学校

教諭、養護教諭

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301398号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

学校生活でトラブルを起こすことが多い、クラスになじめない、登
校を渋るなど、学校生活や学級集団への適応につまずいている
子供たちが、どうしたら楽しく豊かな学校・学級生活を送ることが
【選択必修】「不適応」を起こした
教育相談（いじめ及び不登校 できるようになるか、その方途を探る。個別の対応も大切だが、 中村 尚志（教育学部附属教育実践総合セン
子どもたちとのかかわりと校内の
への対応を含む。）
集団の中で育てる視点も必要である。実践を通して見えてきた ター准教授）
支援体制
「『不適応』から『適応』への道筋』表をもとに、個別に対応する段
階から集団の中で育てる段階へと導くことが可能となる教師の
指導・学校組織について考察し、今後の取組を考える。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年9月15日

幼稚園
小学校
中学校
特別支援学校

教諭、養護教諭

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301399号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択必修】国際理解及び異文
化理解教育

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月21日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭向け

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301400号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

本講習では，心理学的観点から，難しい保護者にどのように対
【選択必修】難しい保護者への対
応していけばよいか学ぶ。難しい保護者が登場することになった
教育相談（いじめ及び不登校
応―心理社会的背景の理解とか
時代的・社会的背景，難しい保護者の心理的背景のパターンを 若本 純子（教育学部准教授）
への対応を含む。）
かわりのポイント―
理解し，自身の省察と併せて，人間同士の相互作用のひとつと
して自らのかかわり方のヒントを得る。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月27日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301401号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択必修】子どもたちはなぜ
SNSにハマるのか―情報モラル
教育のために知っておきたい思
春期のトモダチ関係と道徳

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

情報モラル・リテラシー教育で，情報機器の正しい使い方やマ
ナーを教えても，子どもたちのSNSトラブルは改善しません。なぜ
ならば，子どもたちにはSNSを使いたい，使わなければならない
心理的な理由があるからです。本講習では，SNSトラブルの背景 若本 純子（教育学部准教授）
にあるトモダチとの関係，思春期心性の影響などに注目して，子
どもたちの情報行動のメカニズムを理解し，情報モラル教育に役
立てていただくことをねらいとしています。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月28日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301402号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

佐賀大学

【選択必修】子どもの発達 あれ
これ～家庭、地域、学校の連携
の在り方を探る～

学校、家庭及び地域の連携
及び協働

子どもの発達は、その環境に依存しながら、それぞれの状況に
より達成される。本講座では、子どもの発達という観点から、そ
の家庭、地域、学校の特徴を考慮しながら、それぞれの持つ子 大元 誠（教育学部教授）
どもへの発達の力動を踏まえながら、どのように連携をしてゆけ
ばよいのかについて、考えるための知識を提供する。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年9月1日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月21日～
平成30年4月27日

平30-10079301403号

0952-28-8216

http://www.sagau.ac.jp/

鹿児島大学

まずは、近年盛んに用いられる「グローバル化」という語を正確
に定義し、小学校高学年以上であれば理解できるよう説明す
る。その上で、この現象に付随するプラス面とマイナス面を、ドイ
【選択必修】グローバル化の光と 国際理解及び異文化理解教 ツと日本における国際社会の展開を比較しながら考察する。とり 竹内 宏（学術研究院法文教育学域教育学系
影
育
わけ、日本も今や真剣に考えなければならない労働移民の問
教授）
題、及び、近年メディアで大きく取り上げられている難民問題、さ
らには、宗教的過激主義に、私たちはどのように向き合うべき
か、現場の教員と一緒に考えたい。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年6月10日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平30-10084301089号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

現代の国際社会においては、国による違いを超えて宗教や文
化、人種や民族、地域性などから生じる「多様性」をいかに受容
していくのかというのは、避けては通れないテーマである。本講
国際理解及び異文化理解教
義では主に多文化主義国家として世界的に知られるカナダ社会 平田 淳（大学院学校教育学研究科教授）
育
のあり様を例にとり、他の事例も絡めながら、国際社会における
「多様性」に関する理解を深める。またそれを学校教育にどう組
み入れていくのかについても検討する。
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平成30年4月17日～
平成30年5月20日

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

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

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】授業でのICT活用に 術を利用した指導及び情報
よる指導法の改善
教育（情報モラルを含む。）
等）

本講習では，次期学習指導要領等の動向を踏まえつつ，ICTを
活用した授業における指導法改善についての研修を深めてい
く。まず，電子黒板や実物投影機等のICTの特性を知り，各校
種・各教科での好事例を紹介し，より効果的な活用場面を検討
する。さらに，タブレット型端末を活用した授業，テレビ会議を用
いた遠隔授業など，今後普及が期待される機器の活用事例か
ら，授業での指導法改善をどう図るか，授業設計や教材開発，
情報教育（情報モラルを含む）の視点から深めていく。

山本 朋弘（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年6月23日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年6月2日

平30-10084301090号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】授業でのICT活用に 術を利用した指導及び情報
よる指導法の改善
教育（情報モラルを含む。）
等）

本講習では，次期学習指導要領等の動向を踏まえつつ，ICTを
活用した授業における指導法改善についての研修を深めてい
く。まず，電子黒板や実物投影機等のICTの特性を知り，各校
種・各教科での好事例を紹介し，より効果的な活用場面を検討
する。さらに，タブレット型端末を活用した授業，テレビ会議を用
いた遠隔授業など，今後普及が期待される機器の活用事例か
ら，授業での指導法改善をどう図るか，授業設計や教材開発，
情報教育（情報モラルを含む）の視点から深めていく。

山本 朋弘（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月19日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年7月29日

平30-10084301091号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】授業でのICT活用に 術を利用した指導及び情報
よる指導法の改善
教育（情報モラルを含む。）
等）

本講習では，次期学習指導要領等の動向を踏まえつつ，ICTを
活用した授業における指導法改善についての研修を深めてい
く。まず，電子黒板や実物投影機等のICTの特性を知り，各校
種・各教科での好事例を紹介し，より効果的な活用場面を検討
する。さらに，タブレット型端末を活用した授業，テレビ会議を用
いた遠隔授業など，今後普及が期待される機器の活用事例か
ら，授業での指導法改善をどう図るか，授業設計や教材開発，
情報教育（情報モラルを含む）の視点から深めていく。

山本 朋弘（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年10月14日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年9月23日

平30-10084301092号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】進路指導およびキャ
進路指導及びキャリア教育
リア教育

これからの社会に生きる子ども(幼児・児童・生徒）にとってどんな
教育が必要であり、有効であるのか。このことについて、発達的
な視点から進路指導及びキャリア教育のあり方を、講義や演習
などを通して考えていきます。まず、スーパーのキャリア発達理
論のほか、最近のキャリア発達理論の考え方を通して、キャリア
教育をどのように進めていくかを考えます。その上で、生きる意
味や働く意味を問い直すために、自己理解(分析）、意思決定、
目標設定・行動の実際について演習を行います。

有倉 巳幸（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
今林 俊一（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
下木戸 隆司（学術研究院法文教育学域教育
学系准教授）
島 義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年6月16日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年5月26日

平30-10084301093号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】進路指導およびキャ
進路指導及びキャリア教育
リア教育

これからの社会に生きる子ども(幼児・児童・生徒）にとってどんな
教育が必要であり、有効であるのか。このことについて、発達的
な視点から進路指導及びキャリア教育のあり方を、講義や演習
などを通して考えていきます。まず、スーパーのキャリア発達理
論のほか、最近のキャリア発達理論の考え方を通して、キャリア
教育をどのように進めていくかを考えます。その上で、生きる意
味や働く意味を問い直すために、自己理解(分析）、意思決定、
目標設定・行動の実際について演習を行います。

有倉 巳幸（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
今林 俊一（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
下木戸 隆司（学術研究院法文教育学域教育
学系准教授）
島 義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月29日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年7月8日

平30-10084301094号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】進路指導およびキャ
進路指導及びキャリア教育
リア教育

これからの社会に生きる子ども(幼児・児童・生徒）にとってどんな
教育が必要であり、有効であるのか。このことについて、発達的
な視点から進路指導及びキャリア教育のあり方を、講義や演習
などを通して考えていきます。まず、スーパーのキャリア発達理
論のほか、最近のキャリア発達理論の考え方を通して、キャリア
教育をどのように進めていくかを考えます。その上で、生きる意
味や働く意味を問い直すために、自己理解(分析）、意思決定、
目標設定・行動の実際について演習を行います。

有倉 巳幸（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
今林 俊一（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
下木戸 隆司（学術研究院法文教育学域教育
学系准教授）
島 義弘（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年10月21日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年9月30日

平30-10084301095号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】学校、家庭並びに地 学校、家庭及び地域の連携
域の連携及び協働
及び協働

教育基本法の改正とともに新に第１３条「学校、家庭及び地域住
民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自
覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。」が
金子 満（学術研究院法文教育学域教育学系
制定された。同法律を根拠に各都道府県において、学校地域連
准教授）
携が活発に展開されている。この講義では、主に鹿児島県で取
り組まれている学校地域連携事業についての実践を基に、これ
らの成果や課題について理解を深める。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月8日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月17日～
平成30年6月17日

平30-10084301096号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】子どもの変容に対応 対応の必要性
する新たな学校組織の再構築
学校における危機管理上の
課題

日本社会において子どもを取り巻く環境は大きく変化しつつあ
る。特に近年における高学歴社会、高度情報化社会、高度消費
社会は、それぞれ相互作用しあいながら子ども社会を揺れ動か
金子 満（学術研究院法文教育学域教育学系
している。こうした社会状況を踏まえながら、現代社会に生きる
准教授）
子どもの生活・文化に焦点を当て、理解を深めつつ、これらの問
題に対応するための新たな学校組織の再構築について皆さんと
一緒に考える。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月22日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月17日～
平成30年7月1日

平30-10084301097号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

自身の教職人生を今後どのように充実させ、子どもたちの権利と
学習権をいかに保障していくかを、深く考える機会を提供する。
学習指導要領の改訂の動向
その際、時代や社会の変化、法令改正・学習指導要領の改訂
【選択必修】教育実践における新 等
髙谷 哲也（学術研究院法文教育学域教育学
等、各種動向にみられる特徴から教員に求められる要件の理解
たな挑戦
法令改正及び国の審議会の
系准教授）
を深める。また、これまでの自身の教職経験を、他者との協働を
状況等
通して省察し学びに転換し成長していくことができるよう、受講者
間での対話・演習・事例研究にも挑戦してもらう。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月8日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年6月17日

平30-10084301098号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

自身の教職人生を今後どのように充実させ、子どもたちの権利と
学習権をいかに保障していくかを、深く考える機会を提供する。
学習指導要領の改訂の動向
その際、時代や社会の変化、法令改正・学習指導要領の改訂
【選択必修】教育実践における新 等
髙谷 哲也（学術研究院法文教育学域教育学
等、各種動向にみられる特徴から教員に求められる要件の理解
たな挑戦
法令改正及び国の審議会の
系准教授）
を深める。また、これまでの自身の教職経験を、他者との協働を
状況等
通して省察し学びに転換し成長していくことができるよう、受講者
間での対話・演習・事例研究にも挑戦してもらう。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月5日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年7月15日

平30-10084301099号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】教職についての省察

学校を巡る近年の状況の変
化
学習指導要領の改訂の動向
等

広く教職のありようについて省察します。国内外の学力調査状況
にふれつつ、「生きる力」をはぐくみ「確かな学力」をつちかってい
内沢 達（元鹿児島大学教育学部教授）
く教職の役割について述べます。子どもたちが自分に自信をも
ち、学習に意欲的になれる教職の課題についても深めます。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月8日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

120人

平成30年4月17日～
平成30年6月17日

平30-10084301100号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】教職についての省察

学校を巡る近年の状況の変
化
学習指導要領の改訂の動向
等

広く教職のありようについて省察します。国内外の学力調査状況
にふれつつ、「生きる力」をはぐくみ「確かな学力」をつちかってい
内沢 達（元鹿児島大学教育学部教授）
く教職の役割について述べます。子どもたちが自分に自信をも
ち、学習に意欲的になれる教職の課題についても深めます。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月29日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

120人

平成30年4月17日～
平成30年7月8日

平30-10084301101号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/
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鹿児島大学

【選択必修】教職についての省察

学校を巡る近年の状況の変
化
学習指導要領の改訂の動向
等

広く教職のありようについて省察します。国内外の学力調査状況
にふれつつ、「生きる力」をはぐくみ「確かな学力」をつちかってい
内沢 達（元鹿児島大学教育学部教授）
く教職の役割について述べます。子どもたちが自分に自信をも
ち、学習に意欲的になれる教職の課題についても深めます。

鹿児島県奄美
市

6時間 平成30年9月9日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

20人

平成30年4月17日～
平成30年8月19日

平30-10084301102号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】教職についての省察

学校を巡る近年の状況の変
化
学習指導要領の改訂の動向
等

広く教職のありようについて省察します。国内外の学力調査状況
にふれつつ、「生きる力」をはぐくみ「確かな学力」をつちかってい
内沢 達（元鹿児島大学教育学部教授）
く教職の役割について述べます。子どもたちが自分に自信をも
ち、学習に意欲的になれる教職の課題についても深めます。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年12月2日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

120人

平成30年4月17日～
平成30年11月11日

平30-10084301103号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】対話をとおした「考え
道徳教育
る道徳」の体験学習

平成３０年度から道徳は教科化され，「特別の教科 道徳」にな
る。「特別の教科 道徳」では，「道徳的価値の理解」が教科目標
となり，「議論する道徳」，「考える道徳」が学習の柱となる。本講 假屋園 昭彦（学術研究院法文教育学域教育
習ではこの動向を踏まえ，講師が先生役，受講者が児童役に
学系教授）
なって，「議論する道徳」，「考える道徳」を模擬授業形式で体験
してもらう。したがって演習と実習型の講習となる。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月22日

小学校

小学校教諭

10～15年程度

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年7月1日

平30-10084301104号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】対話をとおした「考え
道徳教育
る道徳」の体験学習

平成３０年度から道徳は教科化され，「特別の教科 道徳」にな
る。「特別の教科 道徳」では，「道徳的価値の理解」が教科目標
となり，「議論する道徳」，「考える道徳」が学習の柱となる。本講 假屋園 昭彦（学術研究院法文教育学域教育
習ではこの動向を踏まえ，講師が先生役，受講者が児童役に
学系教授）
なって，「議論する道徳」，「考える道徳」を模擬授業形式で体験
してもらう。したがって演習と実習型の講習となる。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月5日

小学校

小学校教諭

10～15年程度

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年7月15日

平30-10084301105号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】対話をとおした「考え
道徳教育
る道徳」の体験学習

平成３０年度から道徳は教科化され，「特別の教科 道徳」にな
る。「特別の教科 道徳」では，「道徳的価値の理解」が教科目標
となり，「議論する道徳」，「考える道徳」が学習の柱となる。本講 假屋園 昭彦（学術研究院法文教育学域教育
習ではこの動向を踏まえ，講師が先生役，受講者が児童役に
学系教授）
なって，「議論する道徳」，「考える道徳」を模擬授業形式で体験
してもらう。したがって演習と実習型の講習となる。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月19日

小学校

小学校教諭

10～15年程度

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年7月29日

平30-10084301106号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】対話をとおした「考え
道徳教育
る道徳」の体験学習

平成３０年度から道徳は教科化され，「特別の教科 道徳」にな
る。「特別の教科 道徳」では，「道徳的価値の理解」が教科目標
となり，「議論する道徳」，「考える道徳」が学習の柱となる。本講 假屋園 昭彦（学術研究院法文教育学域教育
習ではこの動向を踏まえ，講師が先生役，受講者が児童役に
学系教授）
なって，「議論する道徳」，「考える道徳」を模擬授業形式で体験
してもらう。したがって演習と実習型の講習となる。

鹿児島県奄美
市

6時間 平成30年11月18日

小学校

小学校教諭

10～15年程度

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年10月28日

平30-10084301107号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

【選択必修】組織的対応の必要
性と危機管理上の課題

様々な問題に対する組織的
対応の必要性
学校における危機管理上の
課題

組織的対応の必要性については、「チームとしての学校」の意義
や在り方、改善方法等をもとに学校の教育力・組織力の在り方
について考え、学校の自主性・自律性の確立を目指した取組へ
の意識の向上を図る。また、危機管理上の課題については、学
校安全のための方策や犯罪から子どもを守るための対策、学校
施設の防犯対策等、危機管理への取組事例等をもとに、子ども
たちにとって安全で安心な環境について考え、適切かつ確実な
危機管理体制づくりへの意識の向上を図る。

下古立 浩（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
内 健史（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）
山元 卓也（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）
奥山 茂樹（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月29日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年7月8日

平30-10084301108号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】組織的対応の必要
性と危機管理上の課題

様々な問題に対する組織的
対応の必要性
学校における危機管理上の
課題

組織的対応の必要性については、「チームとしての学校」の意義
や在り方、改善方法等をもとに学校の教育力・組織力の在り方
について考え、学校の自主性・自律性の確立を目指した取組へ
の意識の向上を図る。また、危機管理上の課題については、学
校安全のための方策や犯罪から子どもを守るための対策、学校
施設の防犯対策等、危機管理への取組事例等をもとに、子ども
たちにとって安全で安心な環境について考え、適切かつ確実な
危機管理体制づくりへの意識の向上を図る。

下古立 浩（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
内 健史（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）
山元 卓也（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）
奥山 茂樹（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県奄美
市

6時間 平成30年8月3日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月13日

平30-10084301109号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】組織的対応の必要
性と危機管理上の課題

様々な問題に対する組織的
対応の必要性
学校における危機管理上の
課題

組織的対応の必要性については、「チームとしての学校」の意義
や在り方、改善方法等をもとに学校の教育力・組織力の在り方
について考え、学校の自主性・自律性の確立を目指した取組へ
の意識の向上を図る。また、危機管理上の課題については、学
校安全のための方策や犯罪から子どもを守るための対策、学校
施設の防犯対策等、危機管理への取組事例等をもとに、子ども
たちにとって安全で安心な環境について考え、適切かつ確実な
危機管理体制づくりへの意識の向上を図る。

下古立 浩（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
内 健史（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）
山元 卓也（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）
奥山 茂樹（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年10月14日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年9月23日

平30-10084301110号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】組織的対応の必要
性と危機管理上の課題

様々な問題に対する組織的
対応の必要性
学校における危機管理上の
課題

組織的対応の必要性については、「チームとしての学校」の意義
や在り方、改善方法等をもとに学校の教育力・組織力の在り方
について考え、学校の自主性・自律性の確立を目指した取組へ
の意識の向上を図る。また、危機管理上の課題については、学
校安全のための方策や犯罪から子どもを守るための対策、学校
施設の防犯対策等、危機管理への取組事例等をもとに、子ども
たちにとって安全で安心な環境について考え、適切かつ確実な
危機管理体制づくりへの意識の向上を図る。

下古立 浩（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）
内 健史（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）
山元 卓也（学術研究院法文教育学域教育学
系講師）
奥山 茂樹（学術研究院法文教育学域教育学
系准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年11月11日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年10月21日

平30-10084301111号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】教育相談

いじめや不登校など学校における諸問題において，教育相談
有倉 巳幸（学術研究院法文教育学域教育学
は，開発的・予防的・問題解決的な方法論をもつ。本講習では，
教育相談（いじめ及び不登校
系教授）
児童・生徒や保護者を正しく理解し，援助・支援する具体的な方
への対応を含む。）
関山 徹（学術研究院法文教育学域教育学系
法としての教育相談について概説し，事例を通して，理解の視
准教授）
点，対応の仕方について学ぶことを目的とする。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月21日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年6月30日

平30-10084301112号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】教育相談

いじめや不登校など学校における諸問題において，教育相談
有倉 巳幸（学術研究院法文教育学域教育学
は，開発的・予防的・問題解決的な方法論をもつ。本講習では，
教育相談（いじめ及び不登校
系教授）
児童・生徒や保護者を正しく理解し，援助・支援する具体的な方
への対応を含む。）
関山 徹（学術研究院法文教育学域教育学系
法としての教育相談について概説し，事例を通して，理解の視
准教授）
点，対応の仕方について学ぶことを目的とする。

鹿児島県奄美
市

6時間 平成30年8月18日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年7月28日

平30-10084301113号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】教育相談

いじめや不登校など学校における諸問題において，教育相談
は，開発的・予防的・問題解決的な方法論をもつ。本講習では，
教育相談（いじめ及び不登校
児童・生徒や保護者を正しく理解し，援助・支援する具体的な方
への対応を含む。）
法としての教育相談について概説し，事例を通して，理解の視
点，対応の仕方について学ぶことを目的とする。

有倉 巳幸（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
関山 徹（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月20日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年7月30日

平30-10084301114号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】教育相談

いじめや不登校など学校における諸問題において，教育相談
有倉 巳幸（学術研究院法文教育学域教育学
は，開発的・予防的・問題解決的な方法論をもつ。本講習では，
教育相談（いじめ及び不登校
系教授）
児童・生徒や保護者を正しく理解し，援助・支援する具体的な方
への対応を含む。）
関山 徹（学術研究院法文教育学域教育学系
法としての教育相談について概説し，事例を通して，理解の視
准教授）
点，対応の仕方について学ぶことを目的とする。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年10月21日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年9月30日

平30-10084301115号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学
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主な受講対象者
開設者名

鹿児島大学

鹿児島大学

講習の名称

【選択必修】教育相談

【選択必修】英語教育

取り扱う事項

講習の概要

いじめや不登校など学校における諸問題において，教育相談
は，開発的・予防的・問題解決的な方法論をもつ。本講習では，
教育相談（いじめ及び不登校
児童・生徒や保護者を正しく理解し，援助・支援する具体的な方
への対応を含む。）
法としての教育相談について概説し，事例を通して，理解の視
点，対応の仕方について学ぶことを目的とする。

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

有倉 巳幸（学術研究院法文教育学域教育学
系教授）
関山 徹（学術研究院法文教育学域教育学系
准教授）

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年12月2日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年11月11日

平30-10084301116号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

英語教育

２０２０年の東京オリンピックを控え、２１世紀のグローバル化に
対応すべく、我が国の英語教育は大きな変化を迎えようとしてい
ます。小学校英語が、新学習指導要領において教科化されたこ
とを踏まえて、今回の講習では戦後最大とも言える英語教育の 坂本 育生（学術研究院法文教育学域教育学
大きな変化に対応するため、様々な先生方に日本の英語教育 系教授）
の歴史を振り返りつつ、今後の対応策を、諸外国の例を参考に
しながら取り扱って行きたいと考えています。また国際理解およ
び異文化理解教育の観点から、英語科教諭以外も対象とする。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月6日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年7月16日

平30-10084301117号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

２０２０年の東京オリンピックを控え、２１世紀のグローバル化に
対応すべく、我が国の英語教育は大きな変化を迎えようとしてい
ます。小学校英語が、新学習指導要領において教科化されたこ
とを踏まえて、今回の講習では戦後最大とも言える英語教育の 坂本 育生（学術研究院法文教育学域教育学
大きな変化に対応するため、様々な先生方に日本の英語教育 系教授）
の歴史を振り返りつつ、今後の対応策を、諸外国の例を参考に
しながら取り扱って行きたいと考えています。また国際理解およ
び異文化理解教育の観点から、英語科教諭以外も対象とする。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年8月20日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月17日～
平成30年7月30日

平30-10084301118号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】英語教育

英語教育

鹿児島大学

【選択必修】学校をめぐる状況と
学びの変化

本講習では、我が国における教育政策の動向について理解する
ことを目標とする。
学習指導要領の改訂の動向
具体的には、近年の学校教育を取り巻く社会的変化について押
等
杉原 薫（学術研究院法文教育学域教育学系
さえたうえで、国の審議会の状況をもとに最新の教育政策を制
法令改正及び国の審議会の
准教授）
度面から理解する。そして、学習指導要領改訂の動向を踏まえ
状況等
て子どもたちを取り巻く学びがどのように変化してきたのか、どの
ように変化するのかについて考察する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年9月16日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年8月26日

平30-10084301119号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】学校をめぐる状況と
学びの変化

本講習では、我が国における教育政策の動向について理解する
ことを目標とする。
学習指導要領の改訂の動向
具体的には、近年の学校教育を取り巻く社会的変化について押
等
杉原 薫（学術研究院法文教育学域教育学系
さえたうえで、国の審議会の状況をもとに最新の教育政策を制
法令改正及び国の審議会の
准教授）
度面から理解する。そして、学習指導要領改訂の動向を踏まえ
状況等
て子どもたちを取り巻く学びがどのように変化してきたのか、どの
ように変化するのかについて考察する。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年12月2日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年11月11日

平30-10084301120号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

近年、新幼稚園教育要領が告示されるなど幼児教育をめぐる法
学校を巡る近年の状況の変
改正が進み、幼稚園を含む幼年期の教育の全体像を新たな時
【選択必修】幼児教育における近 化
前田 晶子（学術研究院法文教育学域教育学
代に合わせて見通す必要性に迫られている。これまでの実践の
年の制度改革動向
学習指導要領の改訂の動向
系准教授）
蓄積にも学びながら、少子化時代の幼児教育の役割や専門性
等
について考える。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年9月22日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

200人

平成30年4月17日～
平成30年9月1日

平30-10084301121号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】異文化理解とコミュ
ニケーション

グローバル化がすすみ、在日外国人や訪日外国人が増加して
いる。本講習では、このような異なる文化背景を持った人々と共
に生きていく社会においては、どのような点に問題や軋轢が生じ
国際理解及び異文化理解教 るのかについて、主に言語教育の立場から考える。また、2014 中島 祥子（学術研究院法文教育学域法文学
育
年度より、いわゆる「外国につながる」児童・生徒に対する日本 系准教授）
語教育が、「特別の教育課程」として認められるようになったこと
を受け、このような児童・生徒への日本語教育についても取り上
げる。

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年10月14日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年9月23日

平30-10084301122号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿児島大学

【選択必修】学力・授業の変遷と
現在

学習指導要領等に基づき育
成すべき資質及び能力を育
むための習得、活用及び探
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年12月2日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年11月11日

平30-10084301123号

099-285-7314

http://www.kagoshimau.ac.jp/

鹿屋体育大学

【選択必修】 Rediscovering the
Power of English〜英語に対する 英語教育
見方を変えてみよう！

まず、英語による授業の意義や留意点を説明し、疑問点や現場
での悩みなどを話し合う。次に、英語による授業の指導例を紹介
し、疑問点や指導上の工夫について話し合う。その後、受講者 国重 徹（スポーツ人文・応用社会科学系教授）
鹿児島県鹿屋
は選択した課の授業実践の準備をし、英語による授業の一部（1 David Elmes（スポーツ人文・応用社会科学系
市
人15〜20分程度：受講者数に合わせて調整）をデモンストレー
准教授）
ションする。また、コメントやサジェスチョンを出し合い、今後の英
語による授業に向けてのアイデアをシェアする。

6時間 平成30年8月24日

小学校
中学校
高等学校

英語

小学校、中学校
（英語）、高校（英
語）の教諭
※英検２級程度
以上のレベルの
方の参加が望ま
しい。

6,000円

10人

平成30年4月18日～
平成30年8月10日

平30-10085301795号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp/

【選択必修】近年の教育政策の
動向と法改正

近年の教育改革、教育法規の改正内容等について講義・演習を
行う。まず、講義では、いじめ防止対策推進法、公職選挙法の改
正を取り上げる。また、いじめ防止対策推進法に基づき、各学校
法令改正及び国の審議会の ではいじめ防止基本方針を策定し、適切な対応が求められてい
鹿児島県鹿屋
森 克己（スポーツ人文・応用社会科学系教授）
状況等
る。さらに、公職選挙法改正による選挙権年齢の18歳への引き
市
下げに伴い、良識ある公民としての主権者教育を学校でどのよ
うに実施すべきかが喫緊の課題となっている。演習では、これら
の課題について考察する。

6時間 平成30年8月4日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月18日～
平成30年7月23日

平30-10085301796号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp/

鹿屋体育大学

【選択必修】近年の教育政策の
動向と法改正

近年の教育改革、教育法規の改正内容等について講義・演習を
行う。まず、講義では、いじめ防止対策推進法、公職選挙法の改
正を取り上げる。また、いじめ防止対策推進法に基づき、各学校
法令改正及び国の審議会の ではいじめ防止基本方針を策定し、適切な対応が求められてい
鹿児島県鹿屋
森 克己（スポーツ人文・応用社会科学系教授）
状況等
る。さらに、公職選挙法改正による選挙権年齢の18歳への引き
市
下げに伴い、良識ある公民としての主権者教育を学校でどのよ
うに実施すべきかが喫緊の課題となっている。演習では、これら
の課題について考察する。

6時間 平成30年8月5日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月18日～
平成30年7月23日

平30-10085301797号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp/

鹿屋体育大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校をめぐる状況の 化
変化と危機管理上の課題等
学校における危機管理上の
課題

近年，子どもの個性の多様化や保護者からのクレーム，地域と
のつながりの希薄化など学校をめぐる状況は大きく変化してきて
いる。そのような課題を踏まえ，学校・家庭・地域の三者連携の
在り方や保護者からのクレームへの対処等について解説し，意
鵜木 親志（スポーツ人文・応用社会科学系教 鹿児島県鹿屋
見交換を行う。 また，児童生徒が巻き込まれる事件・事故など，
授）
市
学校の危機管理上の課題について理解を深めるとともに，児童
生徒の安全確保のための危機対応マニュアルを作成し，プレゼ
ンテーションで情報を共有しながら，これからの学級経営及び児
童生徒への指導に活用できるようにする。

6時間 平成30年8月6日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月18日～
平成30年7月23日

平30-10085301798号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp/

鹿屋体育大学

本講習では、国内外の学力の動向等を踏まえつつ、参加者の過
去の指導案等を基に、指導法の工夫や改善について探究しま
廣瀬 真琴（学術研究院法文教育学域教育学
す。参加者は、アクティブラーニング等の視点から、過去の授業
系准教授）
実践を改善することに取り組むため、指導案や実践記録などを
持参してください。
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ＵＲＬ

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校をめぐる状況の 化
変化と危機管理上の課題等
学校における危機管理上の
課題

近年，子どもの個性の多様化や保護者からのクレーム，地域と
のつながりの希薄化など学校をめぐる状況は大きく変化してきて
いる。そのような課題を踏まえ，学校・家庭・地域の三者連携の
在り方や保護者からのクレームへの対処等について解説し，意
鵜木 親志（スポーツ人文・応用社会科学系教 鹿児島県鹿屋
見交換を行う。 また，児童生徒が巻き込まれる事件・事故など，
授）
市
学校の危機管理上の課題について理解を深めるとともに，児童
生徒の安全確保のための危機対応マニュアルを作成し，プレゼ
ンテーションで情報を共有しながら，これからの学級経営及び児
童生徒への指導に活用できるようにする。

6時間 平成30年8月9日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月18日～
平成30年7月26日

平30-10085301799号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp/

【選択必修】人と人を結びつける 学校、家庭及び地域の連携
コミュニケーション方法
及び協働

本講座は教師としてのコミュニケーション方法を紹介、解説す
る。児童生徒、保護者に対してのコミュニケーション・マネジメント
方法や連携等についても解説する。教師として日常的なコミュニ
ケーションスキルを小グループ（６名）毎にテーマを出し、グルー
濱田 幸二（スポーツ・武道実践科学系教授）
プワークを通して連携及び協働作業を行いスキル向上を図る。
また、コミュニケーション能力を発揮させるためのプレゼンテー
ション能力についても、グループワークを通してスキル向上を図
る。

鹿児島県鹿屋
市

6時間 平成30年7月23日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

36人

平成30年4月18日～
平成30年7月9日

平30-10085301800号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp/

鹿屋体育大学

【選択必修】人と人を結びつける 学校、家庭及び地域の連携
コミュニケーション方法
及び協働

本講座は教師としてのコミュニケーション方法を紹介、解説す
る。児童生徒、保護者に対してのコミュニケーション・マネジメント
方法や連携等についても解説する。教師として日常的なコミュニ
ケーションスキルを小グループ（６名）毎にテーマを出し、グルー
濱田 幸二（スポーツ・武道実践科学系教授）
プワークを通して連携及び協働作業を行いスキル向上を図る。
また、コミュニケーション能力を発揮させるためのプレゼンテー
ション能力についても、グループワークを通してスキル向上を図
る。

鹿児島県鹿屋
市

6時間 平成30年7月24日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

36人

平成30年4月18日～
平成30年7月10日

平30-10085301801号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp/

鹿屋体育大学

【選択必修】日本語（外国人対
象）の教え方入門

6時間 平成30年8月8日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

海外出身の生徒
等が在籍する学
校の教員や日本
語教育に関心の
ある教員

6,000円

10人

平成30年4月18日～
平成30年7月25日

平30-10085301802号

0994-46-4865

http://www.nifsk.ac.jp/

都留文科大学

【選択必修】新学習指導要領に
対応した外国語科及び外国語活 英語教育
動の授業づくり

6時間 平成30年7月7日

小学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-20039301674号

0554-43-4341

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学

【選択必修】学校におけるＩＣＴ活
用授業と情報モラル教育

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

6時間 平成30年7月21日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-20039301675号

0554-43-4341

https://www.tsuru.ac.jp
/

都留文科大学

【選択必修】法令改正及び国の
審議会の状況等

選択必修領域の講習では、「学校を巡る近年の状況の変化」お
学校を巡る近年の状況の変
よび「法令改正及び国の審議会の状況等」の２事項を扱います。
化
担当講師は、学校教育のみならず教師教育や社会教育にも深 廣田 健（北海道教育大学教育学部教授）
法令改正及び国の審議会の
いかかわりを持っており、講習内容に広がりと多角的な視点を与
状況等
えてくれます。

山梨県都留市

6時間 平成30年7月29日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-20039301676号

0554-43-4341

https://www.tsuru.ac.jp
/

「学校、家庭及び地域の連携及び協働」の考え方は、コミュニ
ティ・スクールだけではなく、教育委員会制度の変更、小中一貫
教育の推進、学校統廃合、チーム学校、社会に開かれた教育課
程などの近年の国の教育政策・法制の全体と関係しています。
本講習では、父母・保護者や地域と共同した学校をつくっていく 葛西 耕介（教育福祉学部講師）
という視点から、第1に、国の教育政策・法制の動向をフォロー
し、第2に、これに関連する学術的研究も提示・解説します。こう
した基本的な知識を踏まえ、第3に、グループでの討議を通じて
自身の認識・見解を深めていただきます。

愛知県長久手
市

6時間 平成30年8月3日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

120人

平成30年4月23日～
平成30年5月22日

平30-20049301208号

0561-76-8832(直 http://www.aichi通)
pu.ac.jp

新しい学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」（いわ
ゆる「アクティブ・ラーニング」）を重点的に指導することが求めら
れている。本講習では、「主体的・対話的で深い学び」の意義、 添田 晴雄（大学院文学研究科准教授）
考え方、特別活動との関係などについて、講義と演習を交えて
考察する。

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月10日

小学校
中学校
高等学校

教諭向け

特定しない

6,000円

70人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20059301586号

06-6605-3258

https://www.connect.o
saka-cu.ac.jp/kyoin/

鹿屋体育大学

鹿屋体育大学

外国人に日本語を教えるとはどういったことか概要を学んで頂
く。具体的には、日本語教育の特色、学習者のニーズとコースデ
ザイン、留学生へのインタビュー、文型の導入・練習、話す・聞く
国際理解及び異文化理解教
吉重 美紀（スポーツ人文・応用社会科学系教 鹿児島県鹿屋
指導、読む・書く指導等について、日本語教材を使って説明、紹
育
授）
市
介する。最後に、外国人留学生に対する授業の教案を作成し、
模擬授業（一人１０分程度）を発表する。発表後には、ピア・レ
ビューを行い、今後の授業改善に向け、意見を出し合う。
本講習では、新学習指導要領に対応した外国語科及び外国語
活動の授業づくりについて学びます。受講者は、意味のやりとり
の重要性、効果的なアクティビティ（歌、チャンツ、ゲーム、クイ
ズ、絵本の読み聞かせ等）、単元構成の在り方、評価の在り方 上原 明子（文学部准教授）
等について学びます。また、クラスルームイングリッシュについて
も学びます。さらに、文字指導等を含む新教材の扱い方につい
て紹介します。

山梨県都留市

文部科学省が示す学習指導要領、教育の情報化ビジョンでは、
各種ICT及びデジタル教材を活用した効果的な授業や社会の情
報化に対応した情報モラル教育の実施が求められている。本講 相澤 崇（情報センター准教授）
習では、国の実証事業、各種会議等の報告をもとに、教育の情 日向 良和（情報センター准教授）
山梨県都留市
報化を概説し、次期学習指導要領における授業における効果的 小河 智佳子（東洋大学経済学部非常勤講師）
なICT活用と情報モラル教育のあり方について、各種演習を交
え、講義する。

愛知県立大学

【選択必修】父母・保護者や地域 学校、家庭及び地域の連携
と共同した学校づくり
及び協働

大阪市立大学

【選択必修】「主体的・対話的で
深い学び」の考え方と実践

大阪市立大学

【選択必修】校内研修の企画・運 学校を巡る近年の状況の変
営と学校づくり
化

本講習では、校内研修の企画・運営および学校づくりに関する
理論的・実践的動向を扱う。具体的には、近年の学校改革の
キーコンセプトである「専門的な学習共同体」に関する理論をふ
まえつつ、校内研修や学校づくりに関する好事例およびその特
徴を検討する。これらの知見を今後の校内研修の企画・運営や
学校づくりにいかに生かしていくことができるか、受講者相互に
考察を深める。

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月10日

小学校
中学校
高等学校

教諭向け

特定しない

6,000円

70人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20059301587号

06-6605-3258

https://www.connect.o
saka-cu.ac.jp/kyoin/

大阪市立大学

【選択必修】道徳教育

道徳教育の本質および日本の学校道徳教育の歴史を理解し、
「特別の教科・道徳」の授業づくりの要点および方法を学ぶ（受
講者には事前に「道徳」の授業案を各自作成して持参してもら
土屋 貴志（大学院文学研究科准教授、人権問
大阪府大阪市
い、講習内で検討し、実技考査とする）。
題研究センター研究員）
「道徳」の副教材を開発し、独自の授業を作り行えるようになるこ
とを目指す。

6時間 平成30年8月10日

小学校
中学校

教諭向け

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20059301588号

06-6605-3258

https://www.connect.o
saka-cu.ac.jp/kyoin/

学校を取り巻く社会情勢や教育環境等、それらが複雑化・多様
化している状況を確認した後、個々の教員が個別に教育活動や
学校運営（危機管理含む）に従事するのではなく、学校の内外に
おける連携協力と組織的対応が必要であることを理解し、それら 川口 有美子（環境学部准教授）
を可能にする手立てについて考えていく。講義だけでなくグルー
プワーク等も積極的に取り入れ、受講者が教職に必要な理論や
実践を再構築できるよう支援する。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

25人

平成30年4月22日～
平成30年7月13日

平30-20066301625号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

いじめ、不登校などの課題を抱える子どもや保護者の語りを傾
聴する際の姿勢や具体的な工夫などについて、カウンセリング
公立鳥取環境大 【選択必修】教育相談～いじめ、 教育相談（いじめ及び不登校 やさまざまな心理療法における理論に基づき、わかりやすく解説
藤田 恵津子（環境学部准教授）
学
不登校の心理学的理解と対応～ への対応を含む。）
する。講義に加え、ディスカッション及びシェアリングなどのグ
ループワーク等も積極的に取り入れ、受講者が教育相談に必要
な理論や実践を再構築できるよう支援する。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

25人

平成30年4月22日～
平成30年7月13日

平30-20066301626号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

学習指導要領等に基づき育
成すべき資質及び能力を育
むための習得、活用及び探
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

道徳教育

様々な問題に対する組織的
公立鳥取環境大 【選択必修】学校の内外における 対応の必要性
学
連携協力・組織的対応の必要性 学校における危機管理上の
課題

島田 希（大学院文学研究科准教授）
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

公立鳥取環境大
【選択必修】道徳教育の充実
学

取り扱う事項

道徳教育

公立鳥取環境大 【選択必修】英語授業における発
英語教育
学
音を見直そう！

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

「特別の教科 道徳」の実施にあたり道徳教育の更なる改善充実
が求められている。そこで、今回の改訂のポイント等を確認し、
指導法として例示された「問題解決的な学習」と「道徳的行為に
関する体験的な学習」の留意点を考察する。その上で今後より 前田 哲雄（鳥取市教育センター主任教育相談
鳥取県鳥取市
重視される「人物の生き方に学ぶ道徳教育」の必要性と有効性 員）
を明らかにし、伝記等を教材化した道徳科の学習について演習
を通して学ぶ。学校段階間の接続の観点から、幼稚園・高等学
校教諭も対象とする。

6時間 平成30年8月9日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年7月13日

平30-20066301627号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

本講習は英語の音声面に着目し、音声学・音韻論をもとに「ス
ピーキング・リスニング能力」の向上をめざした講習を行います。
最新の音声研究や実践例を紹介し、授業での効果的な活用法 桑本 裕二（人間形成教育センター教授）
を提示するとともに、発音矯正ソフトを使った演習やグループ
中村 弘子（人間形成教育センター准教授）
ワークの時間も設け、児童・生徒への音声指導に関する理解を
深めることを目標とします。

鳥取県鳥取市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

英語

特定しない

6,000円

20人

平成30年4月22日～
平成30年7月13日

平30-20066301628号

0857-38-6710

http://www.kankyou.ac.jp

福山市立大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】今求められる就学前 化
教育・保育
学習指導要領の改訂の動向
等

歴史的観点から、日本の保育内容の変遷について理解し、現在
の幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園
教育・保育要領について理解を深める。さらに、現代社会におけ 髙月 教惠（新見公立短期大学幼児教育学科
る就学前教育・保育の諸問題を明確にし、今就学前教育・保育 教授）
現場に求められている保育実践（内容・方法）について具体的に
考える。

広島県福山市

6時間 平成30年9月22日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20073301741号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.jp

福山市立大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】今求められる就学前 化
教育・保育
学習指導要領の改訂の動向
等

歴史的観点から、日本の保育内容の変遷について理解し、現在
の幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園
教育・保育要領について理解を深める。さらに、現代社会におけ 髙月 教惠（新見公立短期大学幼児教育学科
る就学前教育・保育の諸問題を明確にし、今就学前教育・保育 教授）
現場に求められている保育実践（内容・方法）について具体的に
考える。

広島県福山市

6時間 平成30年11月3日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-20073301742号

084-999-1113

http://www.fcu.ac.jp

山口県立大学

学校場面において子どもたちの様子が変わってきている。それ
に伴っていろいろな問題も起こっている。たとえば、いじめの問
【選択必修】学校における子ども 教育相談（いじめ及び不登校 題、不登校の問題、また発達障害の特性によって起こる教育上
たちの問題
への対応を含む。）
の問題、学校生活上の問題など、教師はいろいろこんな問題を
日々の学校場面で感じているのではないだろうか。そうしたこと
を中心に一緒に考えて行きたい。

山口県山口市

6時間 平成30年8月20日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075301590号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学

【選択必修】生涯学習社会におけ
学校、家庭及び地域の連携
る学校・家庭・地域の連携協力の
及び協働
あり方

教育基本法の改正を踏まえ、生涯学習社会において学校教育
が果たす役割とその意義について検討を加える。その際、OECD
のDeSeCoプロジェクトが示した「キー・コンピテンシー」、ATC21S
プロジェクトが提唱する「21世紀型スキル」、国立教育政策研究
天野 かおり（下関市立大学経済学部准教授）
所のプロジェクト「教育課程の編成に関する基礎的研究」が提示
する「21世紀型能力」等に触れる。その上で、「地域とともにある
学校」づくりという観点から、学校と家庭、地域のあり方を探究す
る。

山口県山口市

6時間 平成30年8月21日

小学校
中学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075301591号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学

【選択必修】イマドキの子どもをど 学校を巡る近年の状況の変
う見るか！？
化

学校を巡る様々な教育問題を題材にして、子どもや子どもたちの
問題を見る視点を養うことを目的としています。現代社会は著し
い変化のなかにあり、こうした社会で生きる子どもたちの問題
は、いじめ、貧困、学力低下など一層複雑化しています。子ども 吉岡 一志（国際文化学部准教授）
の問題に対する一律の解決策も見出しにくく、個別に対応が迫ら
れるなか、私たちはいかに問題を理解し、解決に向かうことがで
きるのかを模索していきます。

山口県山口市

6時間 平成30年8月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075301592号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

山口県立大学

【選択必修】イマドキの子どもをど 学校を巡る近年の状況の変
う見るか！？
化

学校を巡る様々な教育問題を題材にして、子どもや子どもたちの
問題を見る視点を養うことを目的としています。現代社会は著し
い変化のなかにあり、こうした社会で生きる子どもたちの問題
は、いじめ、貧困、学力低下など一層複雑化しています。子ども 吉岡 一志（国際文化学部准教授）
の問題に対する一律の解決策も見出しにくく、個別に対応が迫ら
れるなか、私たちはいかに問題を理解し、解決に向かうことがで
きるのかを模索していきます。

山口県山口市

6時間 平成30年8月23日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年5月20日～
平成30年6月3日

平30-20075301593号

083-928-3005

http://www.yamaguchi
-pu.ac.jp

福岡女子大学

【選択必修】アクティブラーニング
道徳教育
で学ぶ道徳教育

学校における道徳教育は、道徳の時間を要として学校の教育活
動全体を通じて行うとされています。本講習では、この道徳教育
森 邦昭（国際文理学部教授）
の現状と課題、その歴史、これからの道徳教育のあり方につい
て、アクティブラーニング方式にて学びます。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月3日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-20084301689号

092-661-2728

http://www.fwu.ac.jp/

福岡女子大学

教育相談は、すべての教師が生徒に接するあらゆる機会をとら
え、あらゆる教育活動の実践の中に生かし、教育相談的な配慮
【選択必修】あらゆる教育活動に
教育相談（いじめ及び不登校 をもって望ましい在り方への援助を図ることだとされています。本
活かす教育相談的態度と積極的
鈴木 有美（国際文理学部准教授）
への対応を含む。）
講習では、いじめや不登校をはじめ学校場面で起こる問題の受
傾聴
け取り方や対応について学び、ロールプレイやディスカッション
等を通して教育相談について理解していきます。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月4日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-20084301690号

092-661-2728

http://www.fwu.ac.jp/

中村 仁志（看護栄養学部教授）

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

急速に情報化の流れが進む中で、幼稚園教諭として必要とされ
る基本的な情報機器の操作方法と情報モラルを含んだ情報教 渡部 琢也（短期大学部幼児教育学科講師）
育に関する講習と、そして幼児教育における情報通信技術を利 中澤 真（短期大学部産業情報学科准教授）
用した指導方法について講習を行う。

福島県会津若
松市

6時間 平成30年8月22日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月27日～
平成30年8月10日

平30-25005301755号

0242-37-2301

http://www.jc.uaizu.ac.jp/

星槎道都大学

【選択必修】学校をめぐる近年の 学校を巡る近年の状況の変
状況の変化
化

学校を巡る近年の状況の変化として，学校教育に関する統計調
査，体育・スポーツに関する統計調査などから「学力・体力」の現
状について検証します。また，「生徒指導・進路」における指導体 西崎 毅（星槎道都大学社会福祉学部教授）
制の効果的な取り組みや，「教員」の資質向上のための研修会
の開設などについて解説します。

北海道北広島
市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30009301745号

011-372-3111

http://www.seisadohto.
ac.jp/

星槎道都大学

【選択必修】学校，家庭並びに地 学校、家庭及び地域の連携
域の連携及び協働
及び協働

学校・家庭・地域・関係機関との密接な連携協働の必要性や具
体的な方法，それぞれの果たす役割について解説します。また，
障害のある子どもの指導に当たっては，特別支援学校や家庭・ 板垣 裕彦（星槎道都大学社会福祉学部教授） 北海道北広島
医療・福祉に関連する公的機関との連携と援助などについて実 荒木 広式（星槎道都大学社会福祉学部教授） 市
際の課題等について考察し，連携・協働を進めていくための体制
づくりについて理解を深めます。

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30009301746号

011-372-3111

http://www.seisadohto.
ac.jp/

星槎道都大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】教育現場における危
対応の必要性
機管理上の課題と組織的対応に
学校における危機管理上の
ついて
課題

学校で発生した危機管理上の事故や事件などから課題を明確
にし，安全指導と安全管理，災害の予測と対策，防犯に関する
板垣 裕彦（星槎道都大学社会福祉学部教授） 北海道北広島
安全管理について検証し，具体策を検討します。また，危機管理
荒木 広式（星槎道都大学社会福祉学部教授） 市
能力向上のための研修や，組織的対応の概要と役割分担，地
域等の対応について解説します。

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30009301747号

011-372-3111

http://www.seisadohto.
ac.jp/

北海道科学大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】危機管理と組織的対 対応の必要性
応について
学校における危機管理上の
課題

学校における危機管理の取組をはじめ、登下校時における子ど
もの安全確保などの事例について解説を加えるとともに、学校施
細川 裕司（高等教育支援センター教授）
設の耐震化や学校等の防災体制の充実などについて考察す
青山 和弘（高等教育支援センター教授）
る。さらに、教職員が組織的に防災に取り組む方策や学校施設
における事故を防止するための留意点について考える。

6時間 平成30年8月8日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年5月8日～
平成30年6月29日

平30-30019301255号

011-688-2378

http://www.hus.ac.jp/

会津大学短期大 【選択必修】ICTを活用した教育
学部
方法論

北海道札幌市
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

稚内北星学園大 【選択必修】学校・家庭・地域の
学
連携と協働

取り扱う事項

学校、家庭及び地域の連携
及び協働

講習の概要

選択必修領域として示されている「学校、家庭及び地域の連携
及び協働」に基づく内容を扱う。ここでは、学級経営・学校経営の
あり方を出発点として、学校・家庭・地域の連携・協働の必要性
及び意義について学習する。具体的な問題として教育相談のあ
り方や、学校における危機管理なども扱いながら理解を深める。
さらに、連携・協働を進めるにあたって配慮が必要とされる情報
セキュリティについても触れることで、実践的な知識・技能の習
得を目指す。

担当講師

米津
加藤
安藤
但田

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

直希(情報メディア学部准教授)
良平(情報メディア学部教授)
友晴(情報メディア学部教授)
勝義(情報メディア学部教授)

北海道稚内市

6時間 平成30年8月10日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年7月12日

平30-30024301724号

0162-32-7511

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

石巻専修大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校をめぐる近年の
化
状況の変化と専門職としての教
学習指導要領の改訂の動向
員
等

木村 民男（人間学部教授）
学校を巡る近年の変化について概観しながら、専門職としての
有見 正敏（人間学部教授）
教員としての対応のあり方について考える。本講座では、特に学
田中 秀典（人間学部教授）
習指導要領の改訂の動向に注目しつつ、今後、一人ひとりの教
新福 悦郎（人間学部教授）
員がどのように子どもと接すべきかについて考える。
横江 信一（石巻市立釜小学校校長）

宮城県石巻市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30038301613号

0225-22-7711

http://www.senshuu.ac.jp/ishinomaki/

石巻専修大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校をめぐる近年の
化
状況の変化と組織的対応の必要
様々な問題に対する組織的
性
対応の必要性

学校を巡る近年の状況の変化について概観しながら、さまざま
な問題に対する組織的な対応の必要性について考える。いじ
め、不登校、事件事故と生徒指導といった観点も入れながら、受
講者の組織的対応力や実践的指導力の向上に役立つことをめ
ざす。

新福
照井
有見
田中
横江

宮城県石巻市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-30038301614号

0225-22-7711

http://www.senshuu.ac.jp/ishinomaki/

仙台大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校の組織的対応と 対応の必要性
危機管理上の課題
学校における危機管理上の
課題

学校教育における様々な問題に対応する際に、組織横断的な対
応や危機管理上の課題についての理解を深めたうえで、受講者
同士の体験・経験を踏まえ、日常的に発生している諸課題を討
論する中で、「チーム学校」としての在り方、危機管理の在り方に
ついて討議交換をしながら実践力を深める。

青沼 一民（教授）
大内 悦夫（教授）
井上 雅勝（教授）
久能 和夫（教授）
郡山 孝幸（教授）
末永 精悦（教授）
柴田 千賀子（准教授）
金 賢植（講師）
江口 千恵（講師）

宮城県柴田郡
柴田町

6時間 平成30年11月4日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年7月17日～
平成30年8月6日

平30-30040301286号

0224-55-2072

http://www.sendaidaiga
ku.jp/

東北文教大学

【選択必修】学校、家庭並びに地 学校、家庭及び地域の連携
域の連携及び協働
及び協働

幼児期からの子どもの育ちの中で、幼稚園・認定こども園と家
庭、地域が果たす役割を整理・見直し、連携・協働していく必要 佐久間 美智雄(東北文教短期大学部子ども学
性について改めて確認する。また、子どもの貧困や虐待等、子ど 科准教授)
山形県山形市
もと家庭の生活問題、国や自治体の政策的対応の現状につい 下村 一彦(人間科学部准教授)
て理解し、課題等について考える。

6時間 平成30年6月17日

幼稚園

幼稚園教諭、保育教諭

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年5月18日

平30-30054301771号

023-688-2717

http://www.tbunkyo.ac.jp

茨城県日立市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060301751号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

茨城県日立市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

130人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060301752号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

茨城県日立市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060301753号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

【選択必修】学習指導要領改訂
茨城キリスト教大
の動向と学校をめぐる近年の状
学
況変化

悦郎（人間学部教授）
孫久（人間学部教授）
正敏（人間学部教授）
秀典（人間学部教授）
信一（石巻市立釜小学校校長）

選択必修領域として定められた項目のうち、本講習では主とし
て、1）学習指導要領の改訂と動向等、2）学校をめぐる近年の状
学校を巡る近年の状況の変
況と変化の2点について理解することを目標とします。1）につい
化
池内 耕作（文学部教授）
ては戦後の学習指導要領の変遷をふまえた後、現行学習指導
学習指導要領の改訂の動向
安喰 勇平（文学部助教）
要領の趣旨について確認していきます。2）では「生きる力（知・
等
徳・体）」の実情に関わる様々なデータを概観するとともに、近年
の学校の諸課題等について解説していきます。

「教育相談の理論」「スクールカウンセリングと教育相談」「教師
による児童・生徒および保護者への支援」の3つのテーマを設定
櫻井 由美子（生活科学部准教授）
茨城キリスト教大 【選択必修】教育相談の理論と実 教育相談（いじめ及び不登校 して解説します。
岩﨑 眞和（生活科学部助教）
学
践
への対応を含む。）
本講習により、教育相談の最新の知見について理解するととも
藤原 善美（文学部助教）
に教育相談、学校における児童・生徒の不適応（いじめ、不登校
など）への理解と対応を学ぶことを目標としています。

茨城キリスト教大 【選択必修】国際理解及び異文
学
化理解教育

グローバリゼーションの正負の両面が顕在化しつつある現在、
国境に規定された「国」というものと、人々の生活に根ざした「文
化」に関する知見は教育現場での実践に資するものが多い。本
藤田 悟（文学部教授）
国際理解及び異文化理解教 講座においては、宗教、民族、習慣、教育など生活文化におけ
和泉 涼一（文学部教授）
育
るさまざまな違いを検討しつつ、違いを教育資源とする発想を提
鈴木 晋介（文学部助教）
起すると同時に、いくつかの国際的な問題に関して理解を深める
ことを目指す。われわれはどこにいるのかを見極めるよすがとな
ればと思う。

茨城キリスト教大 【選択必修】学校、家庭ならびに
学
地域の連携及び協働

学校、家庭及び地域の連携
及び協働

「子どもの健やかな成長のための妊娠・出産・育児への支援」、
「子どものための学校・保護者・地域の協働」、「家庭教育との連
飛田 隆（文学部准教授）
携」の3つのテーマを設定して解説します。本講習により、子育て
中島 美那子（文学部准教授）
家庭を取り巻くさまざまな状況について理解を深めるとともに、保
眞﨑 由香（看護学部助教）
護者支援や地域との連携・協働について学ぶことを目標としてい
ます。

茨城県日立市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年5月7日～
平成30年5月21日

平30-30060301754号

0294-52-3215

http://www.icc.ac.jp/

白鴎大学

【選択必修】学校をめぐる変化と
組織的対応

学校を巡る近年の状況の変
化
様々な問題に対する組織的
対応の必要性

学校をめぐるさまざまな変化により、新たな問題や課題が生じて
います。本講習では、教員のスムーズな世代交代、子どもの虐
金井 正（教育学部教授）
待や貧困、問題行動と危機管理などを取り上げ、現状をあらた
荒川 麻里（教育学部准教授）
めて見つめ直した上で、学校組織として対応し、明るく希望ある
未来を切り拓く方途を探ります。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月21日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,100円

100人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072301196号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

不登校児童生徒数が、近年再び増加傾向にある。いじめについ
ても、全小中学校の７割以上で３０万件以上が認知されている。
「ネットいじめ」といわれる新しい形態のいじめや、命に関わる深
【選択必修】教育相談（いじめ・不 教育相談（いじめ及び不登校
刻な案件も、しばしば生じている。このような状況に鑑み、教育 伊東 孝郎（教育学部教授）
登校への対応を含む）
への対応を含む。）
相談事例を通して、連携を視野に入れつつ教員が行う対応と予
防について考えるとともに、カウンセリング・マインドに基づく児童
生徒の理解と関係性のあり方についても考えていく。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月21日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,100円

150人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072301197号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

白鴎大学

学習指導要領改訂の趣旨を確認し、今日の学校教育における
教科横断的な視点からの教
【選択必修】教育課程経営の意
教育課程経営の意義ならびに実際の取り組み方法について考
育活動の改善を支える教育
義と実際（カリキュラム・マネジメ
えます。その場合、カリキュラム・マネジメントや、その中心にあ 小泉 祥一（教育学部教授）
課程の編成、実施、評価及び
ントのとらえ方）
る「教科横断的な視点からの教育活動の改善」とは何か、そのと
改善の一連の取組
らえ方の特徴と問題点についても検討します。

栃木県小山市

6時間 平成30年8月22日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,100円

100人

平成30年5月12日～
平成30年5月16日

平30-30072301198号

0285-22-9891

http://hakuoh.jp/

平30-30089301272号

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

平30-30089301273号

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

【選択必修】教育研究における
十文字学園女子
学校を巡る近年の状況の変
「臨床」分野の確立に向けて―授
大学
化
業研究を核とする学校づくり―

確かな学力を育むために教師の指導が欠かせない。担当者は
日本の教育実践の成果に学び、授業において学習活動を活性
化する教師の指導について研究してきている。本講座では特に
斎藤喜博（1911-1981）を起点とする学校づくり運動の中で蓄積
狩野 浩二（人間生活学部児童教育学科教授） 埼玉県新座市
されてきた授業研究のあり方について、具体的な記録や解釈、
映像等を活用しながらこれからの時代において必要となる教師
の指導について考え、教育研究における「臨床」分野の確立を目
指す。

6時間 平成30年8月3日

小学校
中学校

特定しない

特定しない

6,000円

十文字学園女子 【選択必修】学校・家庭・地域の
大学
連携協働の意義とその在り方

前半は、学校・家庭・地域との連携・協働に関わる制度（学校評
議員・学校運営協議会・学校支援地域本部など）、近年の動向
について、本学の実践事例も含めて解説を行う。後半はグルー 星野 敦子（人間生活学部児童教育学科教授）
プワークにより、学校と家庭、地域の連携の在り方や課題につい 堀竹 充（人間生活学部児童教育学科兼教育 埼玉県新座市
て検討を行う。それぞれの立場でどのような連携・協働が可能
課程センター教授）
か、またそれをどのように児童生徒の教育活動に活かせるかを
ともに考えたい。

6時間 平成30年8月3日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

学校、家庭及び地域の連携
及び協働

32 / 55 ページ

平成30年4月17日～平
成30年4月23日（新座
市･志木市･朝霞市･和
光市・東久留米市・清
30人 瀬市教員/(学)十文字
学園教員/本学卒業
生）
平成30年5月10日～平
成30年5月16日（一般）
平成30年4月17日～平
成30年4月23日（新座
市･志木市･朝霞市･和
光市・東久留米市・清
30人
瀬市教員/(学)十文字
学園教員/本学卒業
生）
平成30年5月10日～平

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

十文字学園女子 【選択必修】「特別の教科 道徳」
道徳教育
大学
の効果的な展開

「読み物道徳」から、「考え、議論する道徳」へと転換が求められ
る。転換が求められた背景、「考え、議論する道徳」の授業の在 高橋 京子（人間生活学部健康栄養学科教授）
り方を確認し、問題解決の視点、言語活動を取り入れた授業の 綾井 桜子（人間生活学部児童教育学科准教 埼玉県新座市
効果的な展開について検討する。言語活動、特に対話を取り入 授）
れたワークショップを含んだ内容で構成する。

6時間 平成30年8月3日

小学校
中学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

教育の情報化（情報通信技
十文字学園女子 【選択必修】ICTシステムを利用し 術を利用した指導及び情報
大学
た効果的な学習指導
教育（情報モラルを含む。）
等）

本講座では、教育の情報化への対応や新しい学力の育成、健
全な情報環境の構築を目指して、「情報通信技術を活用した学
校教育の充実方策」、「情報モラルのSNS時代におけるメディアリ
テラシー」、「ICT活用による子どもの学びを助長する授業デザイ
ン」、「アクティブラーニングの在り方・進め方」の4項目について、
講習を行う。全教員を対象者とし、講義や実習を通して、授業で
の活用や指導内容・方法の知識・理解を深めることを目的とす
る。

6時間 平成30年8月3日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

安達 一寿（人間生活学部メディアコミュニケー
ション学科教授）
埼玉県新座市
川瀨 基寛（人間生活学部メディアコミュニケー
ション学科准教授）

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

職務経験等
平成30年4月17日～平
成30年4月23日（新座
市･志木市･朝霞市･和
光市・東久留米市・清
30人
瀬市教員/(学)十文字
学園教員/本学卒業
生）
平成30年5月10日～平
平成30年4月17日～平
成30年4月23日（新座
市･志木市･朝霞市･和
光市・東久留米市・清
30人 瀬市教員/(学)十文字
学園教員/本学卒業
生）
平成30年5月10日～平
成30年5月16日（一般）

平30-30089301274号

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

平30-30089301275号

048-477-0579

http://www.jumonjiu.ac.jp/

東京国際大学

【選択必修】学校、家庭並びに地 学校、家庭及び地域の連携
域の連携及び協働
及び協働

社会状況の著しい変化にともない、今日では、「学校、家庭及び
地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と
責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努める」ことが
山﨑 真之（人間社会学部専任講師）
求められている（教育基本法第13条）。そこで新たに「現代的な
細野 千尋（人間社会学部非常勤講師）
教育課題」として位置付けられた本講習では、子ども、家庭、地
域社会の変容の経緯やその課題等について学ぶとともに、学校
内外での連携協力のあり方を探る。

埼玉県川越市

6時間 平成30年8月2日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30096301334号

049-232-1113

http://www.tiu.ac.jp/

東京国際大学

【選択必修】多様な学校課題に対
応した組織的対応の必要性 ～ 様々な問題に対する組織的
『チームとしての学校』の実現を 対応の必要性
目指す具体的方策を考える～

学校を取り巻く状況は、学習指導や生徒指導、特別支援教育等
における教育課題の多様化・複雑化が急速に進み、こうした課
題に適切に対応するには、教職員個々の指導力に加え「チーム
としての学校」としての組織的対応が必要です。本講座では
上田 裕司（人間社会学部非常勤講師）
「チームとしての学校」の意義と役割を確認し、その実現に向け、
教職員個々の指導力を発揮し、組織的に対応できる学校組織や
教育活動のあり方について実践事例を踏まえ、具体的に考えま
す。

埼玉県川越市

6時間 平成30年8月2日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月18日

平30-30096301335号

049-232-1113

http://www.tiu.ac.jp/

日本工業大学

【選択必修】学校と家庭学習との 学校、家庭及び地域の連携
連携
及び協働

授業と連携した家庭学習を進めるにあたり、学習環境をキー
ワードに、学校と家庭との連携・協働するための方策を検討す
る。また、インクルーシブ教育システムの実現に向け、学校・家 小山 将史（共通教育准教授）
庭・地域が相互に連携することが求められている。そこで、特別 松本 久美子（非常勤講師）
な支援が必要な子どもへの支援を中心に、学校と家庭、医療機
関等の効果的な連携のあり方を、事例を交えながら学ぶ。

埼玉県宮代町

6時間 平成30年7月31日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年5月16日～
平成30年5月23日

平30-30101301606号

0480-33-7507

http://www.nit.ac.jp/

日本工業大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】「学校を巡る近年の
化
状況の変化」「様々な問題に対す
様々な問題に対する組織的
る組織的対応の必要性」
対応の必要性

「学校を巡る近年の状況の変化」「様々な問題に対する組織的対
応の必要性について」を柱に、学校の内外における連携協力に
ついての理解、学校段階間の接続、保護者等からのクレーム対
応および学校における諸課題を取り上げ、教員に求められる最
新の知識・技能の修得と今日的な教育課題についての理解を深
めることを目指す。

埼玉県宮代町

6時間 平成30年7月31日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年5月16日～
平成30年5月23日

平30-30101301607号

0480-33-7507

http://www.nit.ac.jp/

植草学園大学

【選択必修】「よりよく生きる」道徳
道徳教育
科の授業

本講座では，教科化を踏まえ，自己をみつめ物事を多面的・多
角的に考える力を養う道徳の授業に関して，教員に求められる
最新の知識の習得と，実際の授業づくりに必要なスキルの習得 村上 悦子（発達教育学部講師）
等を通して，「他者とともによりよく生きる道徳性を養う」道徳科へ
の理解を深めることをめざします。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月9日

小学校
中学校

特定しない

特定しない

6,000円

130人

平成30年5月26日～
平成30年6月2日

平30-30111301336号

043-239-2602

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

植草学園大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】連携協力，危機管理 対応の必要性
への組織的対応
学校における危機管理上の
課題

保育現場における危機管理上の課題と組織的・個人的対応～さ
まざまな危機に園、教師はどう向き合うか
２０１１年３月１１日の東日本大震災をきっかけに、全国各地の保
育現場で「安全・危機管理マニュアル」の見直しがなされました。 山本 邦晴（植草学園短期大学福祉学科教授）
千葉県千葉市
あれから７年、時間の経過とともに防災が忘災になっていないで 堀 彰人（植草学園短期大学福祉学科教授）
しょうか。勤務先の安全・安心を確認・見直す機会となればと思
います。併せて、多様化が進む状況の中で、保護者、地域とどう
つながっていくかを考えていきます。

6時間 平成30年8月10日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

130人

平成30年5月26日～
平成30年6月2日

平30-30111301337号

043-239-2602

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

植草学園大学

【選択必修】小学校における「英
語」の教科化へ向けて―理論と
実践の融合―

英語教育の知識や経験のない教員が、小学生を対象にどのよう
に英語を教えたらよいかを考える。そのため、2020年度から実施
される新学習指導要領を読み解き、子どもの発達段階と第二言
語習得、英語の指導法、教材及び関連事項について最低限知っ 長谷川 修治（発達教育学部教授）
ておくべきことを講義する。また、筆者の研究成果から、日本の
英語教育の実状を知り、開発した小学生用デジタル英語教材を
使用した学習を体験した上で、理論と実践の融合を図る。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月10日

小学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年5月26日～
平成30年6月2日

平30-30111301338号

043-239-2602

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

淑徳大学

法令改正及び国の審議会の
【選択必修】法令改正及び国の
状況等
審議会の状況と学校における危
学校における危機管理上の
機管理上の課題
課題

学校を巡る近年の状況変化に伴う法令改正及び国の審議会の
状況など教育政策の変遷と動向を理解し、今後の小学校教育の
あり方について考察する。また、自然災害や人為的な事故、学
校内の安全管理について,どこの学校でも危機管理が求められ 瀧澤 重博（教育学部非常勤講師）
ており、教員の責務が重くなっている昨今を踏まえ、学校におけ 中 正美（教育学部非常勤講師）
る危機管理とは何かについて、学校危機管理の基本、地域・保
護者が求めているものを中心に、具体的な例示を通して考察す
る。

埼玉県入間郡
三芳町

6時間 平成30年8月7日

小学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月20日～
平成30年7月13日

平30-30120301725号

049-274-1511

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

帝京平成大学

演習を中心とした講義、受講者同士の話し合いを通して、「子ど
【選択必修】子どもの理解と教育 教育相談（いじめ及び不登校 もを理解する」とはどういうことなのか、その方法と留意点につい
奥井 智一朗（現代ライフ学部 准教授）
相談
への対応を含む。）
て考える。また、いじめや不登校に対応する際に「受容」や「共感
的理解」がどのように役に立つのか考える。

千葉県市原市

6時間 平成30年8月14日

小学校
中学校

教諭、養護教諭

特定しない

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月22日

平30-30129301681号

03-5860-4716

http://www.thu.ac.jp/

学校は、児童生徒にとって最も安全・安心な場所でなければなら
ない。もし、学校で危機（事故や事件）が発生したならば・・・。こ
子安 昌人（公益財団法人 日本教育公務員弘
の講習では、学校における危機管理の基本的な考え方を学ぶと
千葉県市原市
済会千葉支部 副支部長）
ともに、具体的な事例に即した演習を通じて、課題解決のための
方策を受講生と一緒に考える。

6時間 平成30年8月14日

小学校
中学校

教諭、養護教諭

特定しない

6,000円

40人

平成30年6月1日～
平成30年6月22日

平30-30129301682号

03-5860-4716

http://www.thu.ac.jp/

特定しない

特定しない

6,000円

90人

平成30年5月7日～
平成30年7月2日

平30-30136301756号

04-7173-3605

http://www.reitakuu.ac.jp/

帝京平成大学

英語教育

【選択必修】学校の危機管理と学 学校における危機管理上の
校内外における連携協力
課題

加藤
當間
岩﨑
渡辺

秀次（教職教育センター教授）
喜久雄（教職教育センター教授）
利信（教職教育センター教授）
勉（教職教育センター教授）

麗澤大学

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】学習指導要領と組織 等
的対応
様々な問題に対する組織的
対応の必要性

この講習は、学習指導要領の歴史的変遷と改訂に関わる動向を
ふまえて、「改訂の趣旨」を教育実践に具体化するために必要な 齋藤 之誉（経済学部准教授）
学校の組織的取り組み視点と方法について考察することを目的 広中 忠昭（教職センター講師）
とします。

千葉県柏市

6時間 平成30年8月8日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

國學院大學

【選択必修】社会の担い手となる
進路指導及びキャリア教育
ための学びとは

生徒が社会の担い手となるためにあるべき進路指導やキャリア
教育を考え学ぶことを本講習のテーマとする。中等教育におい
て「仕事」の意義を生徒に実感させる学びとはどういうものか、
手島 純（文学部兼任講師）
「職」の現状と高度情報化社会・知識基盤社会の到来による人 高橋 大助（文学部教授）
間存在の変化を踏まえ、教科教育との連携も視野に入れながら
受講者とともに検討する。

東京都渋谷区

6時間 平成30年8月9日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

5,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年4月19日

平30-30156301330号

03-5466-0152

http://www.kokugakuin.
ac.jp/

國學院大學

【選択必修】国内外の教育事情と 学校を巡る近年の状況の変
その変化
化

現代社会においては、子ども・保護者・家族のあり方の問題や課
題が多様化、複雑化、深刻化してきている。国内外の教育事情
や近年の教育現場の実情を踏まえて、最新の学校教育のあり
方や子ども支援の仕方について提案する。そして学校組織、教
育行政、教育委員会など、近年の教育をめぐる状況の変化を多
角的視点から考察する。

神奈川県横浜
市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

5,000円

130人

平成30年4月16日～
平成30年4月19日

平30-30156301331号

03-5466-0152

http://www.kokugakuin.
ac.jp/

新富 康央（人間開発学部教授）
小笠原 優子（教育開発推進機構准教授特別
専任）
夏秋 英房（人間開発学部教授）
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

東京都八王子
市

6時間 平成30年8月2日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

平成30年5月6日～
平成30年5月15日
平30-30180100人 ※第2次募集6月22日
301621号
～6月28日（空席が出
た講習のみ）

042-691-9331

https://www.soka.ac.jp
/educareer/renew/

石丸 憲一（教職大学院教授）

東京都八王子
市

6時間 平成30年8月2日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

平成30年5月6日～
平成30年5月15日
平30-30180100人 ※第2次募集6月22日
301622号
～6月28日（空席が出
た講習のみ）

042-691-9331

https://www.soka.ac.jp
/educareer/renew/

創価大学

【選択必修】学校、家庭並びに地 学校、家庭及び地域の連携
域の連携及び協働
及び協働

本講習では、学校・家庭・地域の連携のあり方について、単なる
理想論の確認にとどまらず、実践上の立場から考察していく。平
成27年末に出された中央教育審議会の「地域学校協働」に関す
る答申も踏まえ、検討を進める。一方的な講義形式は最小限に
平井 康章（教育学部准教授）
とどめ、グループに分かれた話しあいを中心に進める。話しあい
においては、地域性に大きく左右される課題であることも踏ま
え、受講される皆さんの各地各校での具体的な取り組みをご紹
介いただき、情報共有することを重視する。

東京都八王子
市

6時間 平成30年8月2日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

平成30年5月6日～
平成30年5月15日
平30-3018050人 ※第2次募集6月22日
301623号
～6月28日（空席が出
た講習のみ）

042-691-9331

https://www.soka.ac.jp
/educareer/renew/

創価大学

【選択必修】キャリア教育の理解
進路指導及びキャリア教育
と実践

キャリア教育のあり方について実践上の立場から考察する。ま
た、大学院の授業で行われているような授業形態−実践上から
考察するだけではなく、今日的意義と課題を本質的な側面から 宮崎 猛（教職大学院教授）
参加者全員で探究していく−を重視するものとする。当日自校の
キャリア教育の年間指導計画を持参されたい（可能であれば）。

東京都八王子
市

6時間 平成30年8月2日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

平成30年5月6日～
平成30年5月15日
平30-3018050人 ※第2次募集6月22日
301624号
～6月28日（空席が出
た講習のみ）

042-691-9331

https://www.soka.ac.jp
/educareer/renew/

拓殖大学

国の教育改革や学習指導要領改訂の動向及び学校の内外にお
ける連携協力の在り方について考える。2020年のオリンピックを
前に、グローバル化、情報化など社会は目まぐるしく変化してい
学校を巡る近年の状況の変
くことが予想される。このような時代に求められる学校教育はど
【選択必修】社会の変化に対応し 化
のようなものか、これからの指導の在り方を探りたい。具体的に
た学校教育の在り方
学習指導要領の改訂の動向
は「学校を巡る近年の状況の変化」「体験活動の充実」「アクティ
等
ブラーニングの学習」「学校事故と危機管理」等の事項につい
て、講義と討論形式により教員に求められる最新の知識・技能
の習得を目指す。

海口 浩芳（商学部准教授）
巽 公一（工学部教授）
石川 一喜（国際学部准教授）
戸川 点(国際学部教授)

東京都文京区

6時間 平成30年7月31日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平30-30184301710号

03-3947-7172

http://www.takushokuu.ac.jp

東京家政大学

【選択必修】学習指導要領の改
訂の動向と学校の危機管理

2015（平成27）年一部改正学習指導要領および平成29年告示学
学習指導要領の改訂の動向
習指導要領の背景・特質・意義について検討する。また学校に
等
走井 洋一(家政学部教授）
おける危機管理上の課題と在り方について，具体的な事例を取
学校における危機管理上の
二川 正浩（家政学部准教授）
り上げながら考察し，教員として求められる対応や行動について
課題
の理解を深める。

東京都板橋区

6時間 平成30年8月7日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

平成30年4月16日～
平成30年4月23日
【追加募集期間】平成
平30-3019850人 30年6月13日～19日(募
301773号
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

03-3961-5280

http://www.tokyokasei.ac.jp

東京都板橋区

6時間 平成30年8月7日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

平成30年4月16日～
平成30年4月23日
【追加募集期間】平成
30年6月13日～19日(募 平30-3019830人
集期間に定員に達しな 301774号
かった 講習・欠員が
あった講習のみ追加募
集する)

03-3961-5280

http://www.tokyokasei.ac.jp

東京都板橋区

6時間 平成30年8月8日

幼稚園

幼稚園教諭

特定しない

6,000円

平成30年4月16日～
平成30年4月23日
【追加募集期間】平成
平30-3019860人 30年6月13日～19日(募
301775号
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

03-3961-5280

http://www.tokyokasei.ac.jp

埼玉県狭山市

6時間 平成30年8月8日

幼稚園
小学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

平成30年4月16日～
平成30年4月23日
【追加募集期間】平成
30年6月13日～19日(募 平30-3019830人
集期間に定員に達しな 301776号
かった講習・欠員が
あった講習のみ追加募
集する)

03-3961-5280

http://www.tokyokasei.ac.jp

東京都新宿区

6時間 平成30年7月31日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

140人

平成30年5月7日～
平成30年5月16日

平30-30217301200号

03-5228-8717

http://www.tus.ac.jp/

東京都千代田
区

6時間 平成30年8月7日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30222301236号

03-3261-1375

http://www.nishogakus
ha-u.ac.jp/

本講習では、人間理解に関する心理学の知見を確認しながら、
いじめ及び不登校への対応を含め、学校カウンセリングに関す
教育相談（いじめ及び不登校
る今日的課題について整理すると共に、受講者の問題関心に添 長島 明純（教職大学院教授）
への対応を含む。）
いながら、演習や事例検討を中心に、実際の進め方について学
ぶ。

創価大学

【選択必修】学校カウンセリング
の現状と課題

創価大学

【選択必修】道徳科の指導と評価 道徳教育

本講習では、子供たちが一生をどう生きていくかの道標となる
心のあり方あるいは道徳性、倫理観について考え、小中高を通
じた道徳教育の系統性を考えるとともに、道徳の時間から道徳
科に変わることをどう捉え、どう授業し、どう評価したらよいかを
考える場とする。

教育基本法に「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教
育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の
連携及び協力に努めるものとする(第13条)」と規定されていると
おり、現在、我が国では教育における学校内外での連携・協力
が進んでいる。本講習では、学校、家庭、地域（特に図書館、博
物館等の社会教育施設）の連携・協働のあり方について理解を
深めると共に、効果的な連携・協働の方策について検討する。

押元 信幸(家政学部教授)
宮地 孝宜(人文学部講師)
阿部 藤子(家政学部准教授)
阿久津 利明(家政学部准教授)

東京家政大学

【選択必修】学校、家庭並びに地 学校、家庭及び地域の連携
域の連携及び協働
及び協働

東京家政大学

本講習では、新幼稚園教育要領の実施初年度にあたり、幼稚園
学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】幼稚園を巡る近年の
教育要領改訂の背景及び経緯について解説します。また、近年 榎沢 良彦（家政学部教授）
化
状況変化と幼稚園教育要領の改
の状況の変化を受けて、幼稚園を巡る様々な問題に対する組織 渡部 晃正（家政学部准教授）
学習指導要領の改訂の動向
訂
的対応の必要性と園内研修の在り方、幼稚園における国際理解 柿沼 芳枝（家政学部准教授）
等
及び異文化理解教育について学びます。

東京家政大学

近年行動や社会性の問題を示す子ども達が増えていると話題に
なっている。前半では小学校を巡る近年の状況の変化について
学校を巡る近年の状況の変
医学的視点から解説し、子どもの「行動の問題」への対応、学校
【選択必修】小学校を巡る近年の 化
宮島 祐（子ども学部教授）
と家庭の連携構築について論じる。後半では特別支援教育をめ
状況の変化（特別支援教育）
学習指導要領の改訂の動向
柳本 雄次（子ども学部教授）
ぐる状況とその対応、およびインクルーシブ教育の観点から一人
等
ひとりの子どもの特性に応じた授業づくりの実践と課題を論じ
る。幼稚園教諭にも就学後につながる視点となるよう講義する。

東京理科大学

現在、いじめ防止対策推進法の施行に伴い教育相談体制のより
一層の充実が求められている。本講習は、公的データからのい
【選択必修】いじめの予防教育に 教育相談（いじめ及び不登校
じめの実態学習、いじめ防止対策推進法に関わる法的学習、体
重点を置いた教育相談体制
への対応を含む。）
験的学習や道徳教育と連動したいじめの未然防止に関する学習
から構成される。

講習の前半では、学習指導要領の内容上の変遷、最近の「特別
の教科道徳」の設置趣旨等の 2点を確認するとともに、ヒドゥン・
カリキュラムの問題も含めた教育課程づくりについて解説する。
講習の後半では、学校安全・学校事故、子どもの安全確保、個
人情報の保護と活用等、学校の危機管理上の課題について保
護者や地域と連携した組織的な対応について解説する。
なお、本学の選択必修講習は必修講習と合わせて12時間セット
受講とする。

伊藤
授）
中村
授）
井藤
師）
松原

平成30年4月16日～
平成30年6月8日

稔（教育支援機構教職教育センター教
豊（教育支援機構教職教育センター教
元（教育支援機構教職教育センター講
秀成（理学部第二部教養非常勤講師）

小渕 朝男（教職支援センター教授）
町田 哲夫（教職支援センター特命教授）
若井田 正文（教職支援センター特別招聘教
授）
改田 明子（文学部教授）
田村 幸子（教職支援センター特別招聘教授）

二松学舎大学

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】教育課程の改善と学 等
校運営
学校における危機管理上の
課題

日本女子大学

【選択必修】教育の情報化Ａ

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

受講者は、「初等教育の情報化の内外の動向」「学習指導にお
けるICT活用」「小学生の情報活用能力の実態をふまえた育成の
辻 靖彦（放送大学准教授）
仕方」について講義と実習を通して学ぶ。なお、実習において
榎本 聡（人間社会学部非常勤講師）
は、電子黒板とタブレット端末を実際に活用して、体験を通して
ICT活用の仕方を学ぶ。

東京都文京区

6時間 平成30年8月15日

小学校

教諭

特定しない

6,000円

45人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30228301669号

03-5981-3777

http://www.jwu.ac.jp

日本女子大学

【選択必修】教育の情報化Ｂ

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

受講者は、「中等教育の情報化の内外の動向」「アクティブ・ラー
ニングのためのICT活用」「中・高校生の情報活用能力の実態を
辻 靖彦（放送大学准教授）
ふまえた育成の方法」について講義と実習を通して学ぶ。なお、
榎本 聡（人間社会学部非常勤講師）
実習においては、電子黒板とタブレット端末を実際に活用して、
体験を通してICT活用の仕方を学ぶ。

東京都文京区

6時間 平成30年8月15日

中学校
高等学校

教諭

特定しない

6,000円

45人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30228301670号

03-5981-3777

http://www.jwu.ac.jp

日本体育大学

教育相談の実態と変遷について、いじめ及び非行、また不登校
【選択必修】教育相談の実態と変 教育相談（いじめ及び不登校
齋藤 雅英（スポーツ文化学部准教授）
及び発達障害への対応をテーマに、最新の知識・技能の修得と
遷
への対応を含む。）
藤田 主一（スポーツ文化学部教授）
教育現場での課題についての理解を深める。

神奈川県横浜
市

6時間 平成30年8月22日

小学校
中学校
高等学校

教諭、養護教諭

特定しない

6,000円

150人

平成30年4月16日～
平成30年4月27日

平30-30231301605号

045-479-7355

http://www.nittai.ac.jp/
career/teachers_licens
e/index.html
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

明星大学

講習の名称

取り扱う事項

学習指導要領等に基づき育
【選択必修】深い学びにつながる 成すべき資質及び能力を育
アクティブ・ラーニングの理解と むための習得、活用及び探
実践A
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

講習の概要

担当講師

本講座では、受講者が担当する授業や教育活動にアクティブ・
ラーニング（以下AL）を導入できるようになることを目指し、ALの
基礎知識とALを取り入れた授業設計の方法をALの体験（討議
や演習等）を通して学ぶ。具体的には、AL導入の背景、ALを取 髙橋 南海子（明星教育センター特任准教授）
り入れた授業の意義と効果、ALの学習のメカニズム、ALを取り
入れた授業の手法（事例紹介）、学習活動の評価について概観
し、ALを取り入れた授業を設計する演習を行う。

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

東京都日野市

6時間 平成30年7月31日

小学校
中学校
高等学校

教諭

特定しない

7,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248301552号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

東京都日野市

6時間 平成30年8月1日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248301553号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

社会環境や保護者および地域社会の変貌により、学校を取り巻
く課題は多様化した。それらの解決には、連携協力を軸とした学
校内外の組織的対応が必要となる。本講座は、学校組織の一員
としてのマネジメント･マインドの形成を意識して進める。具体的 澤 利夫（教育学部非常勤講師）
には、保護者や地域社会および各種機関との連携協力、学校内
外の安全確保などを取り扱う。各種事例や法令なども視野に入
れ、近年の社会変化も加味しながら、考察を展開していく。

東京都日野市

6時間 平成30年8月2日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248301554号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

講義型からアクティブ・ラーニング（能動的学修）へ授業のあり方
を転換するには、学習者が安心・安全に学べる場づくりと学習者
が協同して学ぶための技法を身につけることが重要です。本講
太田 昌宏（明星教育センター特任准教授）
座では、アクティブ・ラーニングが成立するために必要な場づくり
の工夫、及び協同学習の基本的な技法について、受講者の
方々と共に考えます。

東京都日野市

6時間 平成30年8月7日

小学校
中学校
高等学校

教諭

特定しない

7,000円

40人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248301555号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

本講座のテーマは、学校現場における国際理解教育・異文化理
解教育の内容やその指導法である。20世紀後半以降のグロー
バル化の進展とともに、異文化はより身近なものとなり、国外国
国際理解及び異文化理解教 内を問わず、生活様式や価値観・世界観の異なる者どうしの相
菊地 滋夫（人文学部教授）
育
互理解は、現代に於ける最重要課題の一つとなっている。そこ
で、本講座では、人類学的視点に立ち、文化的他者との向き合
い方と学校現場における指導法を検討する。講義に加え、受講
者による意見交換を多用しつつ進める予定である。

明星大学

【選択必修】異文化理解

明星大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】様々な問題に対する 対応の必要性
組織的対応の必要性A
学校における危機管理上の
課題

明星大学

【選択必修】協同学習でアクティ
ブ・ラーニングを実践する

明星大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】様々な問題に対する 対応の必要性
組織的対応の必要性B
学校における危機管理上の
課題

社会環境や保護者および地域社会の変貌により、学校を取り巻
く課題は多様化した。それらの解決には、連携協力を軸とした学
校内外の組織的対応が必要となる。本講座は、学校組織の一員
としてのマネジメント･マインドの形成を意識して進める。具体的 澤 利夫（教育学部非常勤講師）
には、保護者や地域社会および各種機関との連携協力、学校内
外の安全確保などを取り扱う。各種事例や法令なども視野に入
れ、近年の社会変化も加味しながら、考察を展開していく。

東京都日野市

6時間 平成30年8月16日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248301556号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】ICT（電子黒板、タブ
術を利用した指導及び情報
レット端末等）を活用した授業設
教育（情報モラルを含む。）
計A
等）

近年の情報化の動向を受け、学校においても情報通信技術
（ICT）を活用した授業や管理が展開されるようになってきた。教
員には、情報通信技術を利用した指導力と情報モラル教育の実
践力が求められている。本講座では、国の施策の検討や、実践 今野 貴之（教育学部准教授）
紹介と検証を進めるだけでなく、情報機器に触れ、授業をシミュ
レートする時間も設ける。同時に情報モラル教育の現状と課題を
踏まえ、情報教育のあるべき姿と今後の方向性も考察する。

東京都日野市

6時間 平成30年8月21日

小学校
中学校

教諭

特定しない

7,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248301557号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】ICT（電子黒板、タブ
術を利用した指導及び情報
レット端末等）を活用した授業設
教育（情報モラルを含む。）
計B
等）

近年の情報化の動向を受け、学校においても情報通信技術
（ICT）を活用した授業や管理が展開されるようになってきた。教
員には、情報通信技術を利用した指導力と情報モラル教育の実
践力が求められている。本講座では、国の施策の検討や、実践 今野 貴之（教育学部准教授）
紹介と検証を進めるだけでなく、情報機器に触れ、授業をシミュ
レートする時間も設ける。同時に情報モラル教育の現状と課題を
踏まえ、情報教育のあるべき姿と今後の方向性も考察する。

東京都日野市

6時間 平成30年8月22日

小学校
中学校

教諭

特定しない

7,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年5月30日

平30-30248301558号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

学習指導要領等に基づき育
【選択必修】深い学びにつながる 成すべき資質及び能力を育
アクティブ・ラーニングの理解と むための習得、活用及び探
実践B
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

本講座では、受講者が担当する授業や教育活動にアクティブ・
ラーニング（以下AL）を導入できるようになることを目指し、ALの
基礎知識とALを取り入れた授業設計の方法をALの体験（討議
や演習等）を通して学ぶ。具体的には、AL導入の背景、ALを取 髙橋 南海子（明星教育センター特任准教授）
り入れた授業の意義と効果、ALの学習のメカニズム、ALを取り
入れた授業の手法（事例紹介）、学習活動の評価について概観
し、ALを取り入れた授業を設計する演習を行う。

東京都日野市

6時間 平成30年12月20日

小学校
中学校
高等学校

教諭

特定しない

7,000円

40人

平成30年9月19日～
平成30年10月19日

平30-30248301559号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】様々な問題に対する 対応の必要性
組織的対応の必要性C
学校における危機管理上の
課題

社会環境や保護者および地域社会の変貌により、学校を取り巻
く課題は多様化した。それらの解決には、連携協力を軸とした学
校内外の組織的対応が必要となる。本講座は、学校組織の一員
としてのマネジメント･マインドの形成を意識して進める。具体的 澤 利夫（教育学部非常勤講師）
には、保護者や地域社会および各種機関との連携協力、学校内
外の安全確保などを取り扱う。各種事例や法令なども視野に入
れ、近年の社会変化も加味しながら、考察を展開していく。

東京都日野市

6時間 平成30年12月25日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

60人

平成30年9月19日～
平成30年10月19日

平30-30248301560号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

【選択必修】[通] 学習指導要領
の改訂と教育政策の動向

学習指導要領の改訂の動向
等
法令改正及び国の審議会の
状況等

本講座では、近年の学習指導要領の改訂の動向と、各種法令
改正と審議会などの状況を中心に学ぶ。指導要領の位置付け
および変遷を整理するだけでなく、教育課程の編成や特別活動
廣嶋 龍太郎（教育学部准教授）
の在り方にも視野を向けていく。各種法令改正や審議会の動き
と、指導要領の関係を考察し、新しく導入が予定される教科や道
徳教育の方向も検証する。

通信教育

6時間

平成30年5月21日～
平成30年12月26日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

20人

平成30年5月8日～
平成30年9月14日

平30-30248301561号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

【選択必修】[通] 様々な問題に
対する組織的対応の必要性

様々な問題に対する組織的
対応の必要性
学校における危機管理上の
課題

社会環境や保護者および地域社会の変貌により、学校を取り巻
く課題は多様化した。それらの解決には、連携協力を軸とした学
校内外の組織的対応が必要となる。本講座は、学校組織の一員
としてのマネジメント･マインドの形成も意識する。具体的には、 澤 利夫（教育学部非常勤講師）
保護者や地域社会および各種機関との連携協力、学校内外の
安全確保などを取り扱う。各種事例や法令なども視野に入れ、
近年の社会変化も加味しながら、考察を展開していく。

通信教育

6時間

平成30年5月21日～
平成30年12月26日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

20人

平成30年5月8日～
平成30年9月14日

平30-30248301562号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

いじめ問題に代表される教育課題の現状と対策を概観した上
で、教育相談の実践的な内容を取り扱う。教育課題に対する政
策面の動向や背景の検討を展開するだけなく、問題行動の早期
【選択必修】[通] いじめ・不登校 教育相談（いじめ及び不登校
発見の視点や防止をめざす取り組みなども扱う。同時に、子ども 髙野 良彦（教育学部特任教授）
への対応と指導
への対応を含む。）
の発達や心理も視野に入れ、適切な対応や支援についても考察
する。基礎的なカウンセリング理論と技法を把握し、職員同士や
関係諸機関との連携協力の意識も養っていく。

通信教育

6時間

平成30年5月21日～
平成30年12月26日

小学校
中学校

教諭

特定しない

7,000円

20人

平成30年5月8日～
平成30年9月14日

平30-30248301563号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

学習指導要領等に基づき育
成すべき資質及び能力を育
むための習得、活用及び探
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

学校、家庭及び地域の連携
及び協働

地域社会における学校の役割と連携について、実例や数値デー
タなどを参照としながら学ぶ。地域社会と学校の史的な動向を踏
まえた上で、実例から両者の結び付きを検証する。学校という組 杉野 学（教育学部非常勤講師、東京家政学院
通信教育
織だけでなく、教員個人と保護者や地域住民との関係性も考察 大学現代生活学部教授）
していく。地域社会や学校が変化する中で、教員がどのような基
本姿勢で子ども達や保護者と向かい合うべきかを探究していく。

6時間

平成30年5月21日～
平成30年12月26日

小学校
中学校

教諭

特定しない

7,000円

20人

平成30年5月8日～
平成30年9月14日

平30-30248301564号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

【選択必修】[通] 道徳教育をめ
ぐる法令の変遷と今後の動向

道徳教育

本講座では、「道徳」の法令上の変遷と指導方法の動向を関係
付けながら学ぶ。内容としては、明治期の修身から2018（平成
30）年より順次導入される予定の「特別の教科 道徳」までを検
証する。その上で、近年の指導方法および教材の動向を扱い、 廣嶋 龍太郎（教育学部准教授）
実際の授業展開もイメージしていく。独自の道徳実践を展開して
いる学校の事例や、道徳関係学会の動きも加味しながら、今後
の道徳指導の方向性と在り方を考察していく。

通信教育

6時間

平成30年5月21日～
平成30年12月26日

小学校

教諭

特定しない

7,000円

20人

平成30年5月8日～
平成30年9月14日

平30-30248301565号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

【選択必修】[通] 英語教育をめ
ぐる近年の動向と実践

英語教育

近年の英語教育は、英語での意思疎通の必要性や世界の共通
語という意識から、文法や訳読中心からコミュニケーション中心
の路線へと変化した。本講座では、現在の英語教育の実情を概
観し、英語とどのように向かい合うべきかを学習していく。具体的 髙野 良彦（教育学部特任教授）
には、コミュニケーションの手段や、国際化の道具としての英語
教育という立場からの検証だけでなく、英語教育をめぐる論争や
学習指導法も取り扱っていく。

通信教育

6時間

平成30年5月21日～
平成30年12月26日

小学校
中学校

教諭

特定しない

7,000円

20人

平成30年5月8日～
平成30年9月14日

平30-30248301566号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

明星大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】[通] ICT（電子黒
術を利用した指導及び情報
板、タブレット端末等）を活用した
教育（情報モラルを含む。）
授業設計
等）

近年の情報化の動向を受け、学校においても情報通信技術
（ICT）を活用した授業や管理が展開されるようになってきた。教
員には、情報通信技術を利用した指導力と情報モラル教育の実
践力が求められている。本講座では、国の施策の検討や、実践 今野 貴之（教育学部准教授）
を理解するだけではなく、ICTの長所と短所を理解した授業設計
ができることを目指す。同時に情報モラル教育の現状と課題を
踏まえ、情報教育のあるべき姿と今後の方向性も考察する。

通信教育

6時間

平成30年5月21日～
平成30年12月26日

小学校
中学校
高等学校

教諭

特定しない

7,000円

20人

平成30年5月8日～
平成30年9月14日

平30-30248301567号

042-591-6341

https://www.meiseiu.ac.jp/menkyo/

星槎大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における組織的
対応の必要性
対応の必要性と危機管理上の課
学校における危機管理上の
題
課題

様々な問題に対する学校としての組織的対応の必要性、それを
踏まえ、教員一人一人が目の前にいる子どもに、どのような働き
かけをすべきなのかを考察する。さらに学校における危機管理
上の課題等を中心に、これからの学校教育の在り方や専門職と
しての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実
践的な理解を深めることを目的とする。幼稚園から高校まで各校
種の連携、長期的視野にたつため全教員を対象とする。

丸本
長井
樫永
渡邊
嶋田
斎藤
仁平
河内

茂樹（共生科学部准教授）
梢（共生科学部特任教授）
卓三（共生科学部教授）
千惠子（共生科学部特任講師）
優（共生科学部准教授）
憲子（共生科学部准教授）
義明（共生科学部教授）
麻里（共生科学部非常勤講師）

神奈川県藤沢
市

6時間 平成30年7月31日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

130人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30260301639号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における組織的
対応の必要性
対応の必要性と危機管理上の課
学校における危機管理上の
題
課題

様々な問題に対する学校としての組織的対応の必要性、それを
踏まえ、教員一人一人が目の前にいる子どもに、どのような働き
かけをすべきなのかを考察する。さらに学校における危機管理
上の課題等を中心に、これからの学校教育の在り方や専門職と
しての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実
践的な理解を深めることを目的とする。幼稚園から高校まで各校
種の連携、長期的視野にたつため全教員を対象とする。

丸本
長井
樫永
渡邊
嶋田
斎藤
仁平
河内

茂樹（共生科学部准教授）
梢（共生科学部特任教授）
卓三（共生科学部教授）
千惠子（共生科学部特任講師）
優（共生科学部准教授）
憲子（共生科学部准教授）
義明（共生科学部教授）
麻里（共生科学部非常勤講師）

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月10日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年6月10日

平30-30260301640号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における組織的
対応の必要性
対応の必要性と危機管理上の課
学校における危機管理上の
題
課題

様々な問題に対する学校としての組織的対応の必要性、それを
踏まえ、教員一人一人が目の前にいる子どもに、どのような働き
かけをすべきなのかを考察する。さらに学校における危機管理
上の課題等を中心に、これからの学校教育の在り方や専門職と
しての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実
践的な理解を深めることを目的とする。幼稚園から高校まで各校
種の連携、長期的視野にたつため全教員を対象とする。

丸本
長井
樫永
渡邊
嶋田
斎藤
仁平
河内

茂樹（共生科学部准教授）
梢（共生科学部特任教授）
卓三（共生科学部教授）
千惠子（共生科学部特任講師）
優（共生科学部准教授）
憲子（共生科学部准教授）
義明（共生科学部教授）
麻里（共生科学部非常勤講師）

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月14日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

180人

平成30年4月16日～
平成30年6月14日

平30-30260301641号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における組織的
対応の必要性
対応の必要性と危機管理上の課
学校における危機管理上の
題
課題

様々な問題に対する学校としての組織的対応の必要性、それを
踏まえ、教員一人一人が目の前にいる子どもに、どのような働き
かけをすべきなのかを考察する。さらに学校における危機管理
上の課題等を中心に、これからの学校教育の在り方や専門職と
しての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実
践的な理解を深めることを目的とする。幼稚園から高校まで各校
種の連携、長期的視野にたつため全教員を対象とする。

丸本
長井
樫永
渡邊
嶋田
斎藤
仁平
河内

茂樹（共生科学部准教授）
梢（共生科学部特任教授）
卓三（共生科学部教授）
千惠子（共生科学部特任講師）
優（共生科学部准教授）
憲子（共生科学部准教授）
義明（共生科学部教授）
麻里（共生科学部非常勤講師）

北海道札幌市

6時間 平成30年10月28日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年8月28日

平30-30260301642号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における組織的
対応の必要性
対応の必要性と危機管理上の課
学校における危機管理上の
題
課題

様々な問題に対する学校としての組織的対応の必要性、それを
踏まえ、教員一人一人が目の前にいる子どもに、どのような働き
かけをすべきなのかを考察する。さらに学校における危機管理
上の課題等を中心に、これからの学校教育の在り方や専門職と
しての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実
践的な理解を深めることを目的とする。幼稚園から高校まで各校
種の連携、長期的視野にたつため全教員を対象とする。

丸本
長井
樫永
渡邊
嶋田
斎藤
仁平
河内

茂樹（共生科学部准教授）
梢（共生科学部特任教授）
卓三（共生科学部教授）
千惠子（共生科学部特任講師）
優（共生科学部准教授）
憲子（共生科学部准教授）
義明（共生科学部教授）
麻里（共生科学部非常勤講師）

北海道帯広市

6時間 平成30年10月28日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年8月28日

平30-30260301643号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における組織的
対応の必要性
対応の必要性と危機管理上の課
学校における危機管理上の
題
課題

様々な問題に対する学校としての組織的対応の必要性、それを
踏まえ、教員一人一人が目の前にいる子どもに、どのような働き
かけをすべきなのかを考察する。さらに学校における危機管理
上の課題等を中心に、これからの学校教育の在り方や専門職と
しての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実
践的な理解を深めることを目的とする。幼稚園から高校まで各校
種の連携、長期的視野にたつため全教員を対象とする。

丸本
長井
樫永
渡邊
嶋田
斎藤
仁平
河内

茂樹（共生科学部准教授）
梢（共生科学部特任教授）
卓三（共生科学部教授）
千惠子（共生科学部特任講師）
優（共生科学部准教授）
憲子（共生科学部准教授）
義明（共生科学部教授）
麻里（共生科学部非常勤講師）

青森県八戸市

6時間 平成30年10月28日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年8月28日

平30-30260301644号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における組織的
対応の必要性
対応の必要性と危機管理上の課
学校における危機管理上の
題
課題

様々な問題に対する学校としての組織的対応の必要性、それを
踏まえ、教員一人一人が目の前にいる子どもに、どのような働き
かけをすべきなのかを考察する。さらに学校における危機管理
上の課題等を中心に、これからの学校教育の在り方や専門職と
しての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実
践的な理解を深めることを目的とする。幼稚園から高校まで各校
種の連携、長期的視野にたつため全教員を対象とする。

丸本
長井
樫永
渡邊
嶋田
斎藤
仁平
河内

茂樹（共生科学部准教授）
梢（共生科学部特任教授）
卓三（共生科学部教授）
千惠子（共生科学部特任講師）
優（共生科学部准教授）
憲子（共生科学部准教授）
義明（共生科学部教授）
麻里（共生科学部非常勤講師）

宮城県仙台市

6時間 平成30年10月28日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

35人

平成30年4月16日～
平成30年8月28日

平30-30260301645号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における組織的
対応の必要性
対応の必要性と危機管理上の課
学校における危機管理上の
題
課題

様々な問題に対する学校としての組織的対応の必要性、それを
踏まえ、教員一人一人が目の前にいる子どもに、どのような働き
かけをすべきなのかを考察する。さらに学校における危機管理
上の課題等を中心に、これからの学校教育の在り方や専門職と
しての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実
践的な理解を深めることを目的とする。幼稚園から高校まで各校
種の連携、長期的視野にたつため全教員を対象とする。

丸本
長井
樫永
渡邊
嶋田
斎藤
仁平
河内

茂樹（共生科学部准教授）
梢（共生科学部特任教授）
卓三（共生科学部教授）
千惠子（共生科学部特任講師）
優（共生科学部准教授）
憲子（共生科学部准教授）
義明（共生科学部教授）
麻里（共生科学部非常勤講師）

福島県郡山市

6時間 平成30年10月28日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年8月28日

平30-30260301646号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

明星大学

【選択必修】[通] 地域社会との
連携及び協働
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

星槎大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における組織的
対応の必要性
対応の必要性と危機管理上の課
学校における危機管理上の
題
課題

様々な問題に対する学校としての組織的対応の必要性、それを
踏まえ、教員一人一人が目の前にいる子どもに、どのような働き
かけをすべきなのかを考察する。さらに学校における危機管理
上の課題等を中心に、これからの学校教育の在り方や専門職と
しての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実
践的な理解を深めることを目的とする。幼稚園から高校まで各校
種の連携、長期的視野にたつため全教員を対象とする。

丸本
長井
樫永
渡邊
嶋田
斎藤
仁平
河内

茂樹（共生科学部准教授）
梢（共生科学部特任教授）
卓三（共生科学部教授）
千惠子（共生科学部特任講師）
優（共生科学部准教授）
憲子（共生科学部准教授）
義明（共生科学部教授）
麻里（共生科学部非常勤講師）

埼玉県さいた
ま市

6時間 平成30年10月28日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年8月28日

平30-30260301647号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における組織的
対応の必要性
対応の必要性と危機管理上の課
学校における危機管理上の
題
課題

様々な問題に対する学校としての組織的対応の必要性、それを
踏まえ、教員一人一人が目の前にいる子どもに、どのような働き
かけをすべきなのかを考察する。さらに学校における危機管理
上の課題等を中心に、これからの学校教育の在り方や専門職と
しての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実
践的な理解を深めることを目的とする。幼稚園から高校まで各校
種の連携、長期的視野にたつため全教員を対象とする。

丸本
長井
樫永
渡邊
嶋田
斎藤
仁平
河内

茂樹（共生科学部准教授）
梢（共生科学部特任教授）
卓三（共生科学部教授）
千惠子（共生科学部特任講師）
優（共生科学部准教授）
憲子（共生科学部准教授）
義明（共生科学部教授）
麻里（共生科学部非常勤講師）

神奈川県横浜
市

6時間 平成30年10月28日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年8月28日

平30-30260301648号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における組織的
対応の必要性
対応の必要性と危機管理上の課
学校における危機管理上の
題
課題

様々な問題に対する学校としての組織的対応の必要性、それを
踏まえ、教員一人一人が目の前にいる子どもに、どのような働き
かけをすべきなのかを考察する。さらに学校における危機管理
上の課題等を中心に、これからの学校教育の在り方や専門職と
しての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実
践的な理解を深めることを目的とする。幼稚園から高校まで各校
種の連携、長期的視野にたつため全教員を対象とする。

丸本
長井
樫永
渡邊
嶋田
斎藤
仁平
河内

茂樹（共生科学部准教授）
梢（共生科学部特任教授）
卓三（共生科学部教授）
千惠子（共生科学部特任講師）
優（共生科学部准教授）
憲子（共生科学部准教授）
義明（共生科学部教授）
麻里（共生科学部非常勤講師）

静岡県浜松市

6時間 平成30年10月28日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年8月28日

平30-30260301649号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における組織的
対応の必要性
対応の必要性と危機管理上の課
学校における危機管理上の
題
課題

様々な問題に対する学校としての組織的対応の必要性、それを
踏まえ、教員一人一人が目の前にいる子どもに、どのような働き
かけをすべきなのかを考察する。さらに学校における危機管理
上の課題等を中心に、これからの学校教育の在り方や専門職と
しての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実
践的な理解を深めることを目的とする。幼稚園から高校まで各校
種の連携、長期的視野にたつため全教員を対象とする。

丸本
長井
樫永
渡邊
嶋田
斎藤
仁平
河内

茂樹（共生科学部准教授）
梢（共生科学部特任教授）
卓三（共生科学部教授）
千惠子（共生科学部特任講師）
優（共生科学部准教授）
憲子（共生科学部准教授）
義明（共生科学部教授）
麻里（共生科学部非常勤講師）

大阪府大阪市

6時間 平成30年10月28日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年8月28日

平30-30260301650号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における組織的
対応の必要性
対応の必要性と危機管理上の課
学校における危機管理上の
題
課題

様々な問題に対する学校としての組織的対応の必要性、それを
踏まえ、教員一人一人が目の前にいる子どもに、どのような働き
かけをすべきなのかを考察する。さらに学校における危機管理
上の課題等を中心に、これからの学校教育の在り方や専門職と
しての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実
践的な理解を深めることを目的とする。幼稚園から高校まで各校
種の連携、長期的視野にたつため全教員を対象とする。

丸本
長井
樫永
渡邊
嶋田
斎藤
仁平
河内

茂樹（共生科学部准教授）
梢（共生科学部特任教授）
卓三（共生科学部教授）
千惠子（共生科学部特任講師）
優（共生科学部准教授）
憲子（共生科学部准教授）
義明（共生科学部教授）
麻里（共生科学部非常勤講師）

広島県広島市

6時間 平成30年10月28日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年8月28日

平30-30260301651号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における組織的
対応の必要性
対応の必要性と危機管理上の課
学校における危機管理上の
題
課題

様々な問題に対する学校としての組織的対応の必要性、それを
踏まえ、教員一人一人が目の前にいる子どもに、どのような働き
かけをすべきなのかを考察する。さらに学校における危機管理
上の課題等を中心に、これからの学校教育の在り方や専門職と
しての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実
践的な理解を深めることを目的とする。幼稚園から高校まで各校
種の連携、長期的視野にたつため全教員を対象とする。

丸本
長井
樫永
渡邊
嶋田
斎藤
仁平
河内

茂樹（共生科学部准教授）
梢（共生科学部特任教授）
卓三（共生科学部教授）
千惠子（共生科学部特任講師）
優（共生科学部准教授）
憲子（共生科学部准教授）
義明（共生科学部教授）
麻里（共生科学部非常勤講師）

福岡県福岡市

6時間 平成30年10月28日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年8月28日

平30-30260301652号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における組織的
対応の必要性
対応の必要性と危機管理上の課
学校における危機管理上の
題
課題

様々な問題に対する学校としての組織的対応の必要性、それを
踏まえ、教員一人一人が目の前にいる子どもに、どのような働き
かけをすべきなのかを考察する。さらに学校における危機管理
上の課題等を中心に、これからの学校教育の在り方や専門職と
しての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実
践的な理解を深めることを目的とする。幼稚園から高校まで各校
種の連携、長期的視野にたつため全教員を対象とする。

丸本
長井
樫永
渡邊
嶋田
斎藤
仁平
河内

茂樹（共生科学部准教授）
梢（共生科学部特任教授）
卓三（共生科学部教授）
千惠子（共生科学部特任講師）
優（共生科学部准教授）
憲子（共生科学部准教授）
義明（共生科学部教授）
麻里（共生科学部非常勤講師）

沖縄県那覇市

6時間 平成30年10月28日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

15人

平成30年4月16日～
平成30年8月28日

平30-30260301653号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における組織的
対応の必要性
対応の必要性と危機管理上の課
学校における危機管理上の
題
課題

様々な問題に対する学校としての組織的対応の必要性、それを
踏まえ、教員一人一人が目の前にいる子どもに、どのような働き
かけをすべきなのかを考察する。さらに学校における危機管理
上の課題等を中心に、これからの学校教育の在り方や専門職と
しての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実
践的な理解を深めることを目的とする。幼稚園から高校まで各校
種の連携、長期的視野にたつため全教員を対象とする。

丸本
長井
樫永
渡邊
嶋田
斎藤
仁平
河内

茂樹（共生科学部准教授）
梢（共生科学部特任教授）
卓三（共生科学部教授）
千惠子（共生科学部特任講師）
優（共生科学部准教授）
憲子（共生科学部准教授）
義明（共生科学部教授）
麻里（共生科学部非常勤講師）

神奈川県小田
原市

6時間 平成30年11月4日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

70人

平成30年4月16日～
平成30年9月4日

平30-30260301654号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における組織的
対応の必要性
対応の必要性と危機管理上の課
学校における危機管理上の
題
課題

様々な問題に対する学校としての組織的対応の必要性、それを
踏まえ、教員一人一人が目の前にいる子どもに、どのような働き
かけをすべきなのかを考察する。さらに学校における危機管理
上の課題等を中心に、これからの学校教育の在り方や専門職と
しての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実
践的な理解を深めることを目的とする。幼稚園から高校まで各校
種の連携、長期的視野にたつため全教員を対象とする。

丸本
長井
樫永
渡邊
嶋田
斎藤
仁平
河内

茂樹（共生科学部准教授）
梢（共生科学部特任教授）
卓三（共生科学部教授）
千惠子（共生科学部特任講師）
優（共生科学部准教授）
憲子（共生科学部准教授）
義明（共生科学部教授）
麻里（共生科学部非常勤講師）

神奈川県藤沢
市

6時間 平成30年11月18日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年9月18日

平30-30260301655号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校における組織的
対応の必要性
対応の必要性と危機管理上の課
学校における危機管理上の
題
課題

様々な問題に対する学校としての組織的対応の必要性、それを
踏まえ、教員一人一人が目の前にいる子どもに、どのような働き
かけをすべきなのかを考察する。さらに学校における危機管理
上の課題等を中心に、これからの学校教育の在り方や専門職と
しての教員の役割について、基本的な知識の確認とともに、実
践的な理解を深めることを目的とする。幼稚園から高校まで各校
種の連携、長期的視野にたつため全教員を対象とする。

丸本
長井
樫永
渡邊
嶋田
斎藤
仁平
河内

茂樹（共生科学部准教授）
梢（共生科学部特任教授）
卓三（共生科学部教授）
千惠子（共生科学部特任講師）
優（共生科学部准教授）
憲子（共生科学部准教授）
義明（共生科学部教授）
麻里（共生科学部非常勤講師）

神奈川県小田
原市

6時間 平成30年12月2日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年10月2日

平30-30260301656号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

有効な教育相談を行うために必要な関わり方の本質について理
解することを目的とします。自己理解と他者理解を深めることや 小澤 敬子（共生科学部非常勤講師）
【選択必修】気になる子どもの理 教育相談（いじめ及び不登校
共感的理解などの必要性について、体験的学習を通して再認識 前嶋 深雪（大学院教育実践研究科兼任講師） 北海道帯広市
解と対応
への対応を含む。）
する中で、子ども達の成長に関わる者としての日頃の各自の取 西永 堅（共生科学部准教授）
り組みを振り返り、今後に生かす時間とすることを望みます。

6時間 平成30年11月25日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年9月25日

平30-30260301657号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

有効な教育相談を行うために必要な関わり方の本質について理
解することを目的とします。自己理解と他者理解を深めることや 小澤 敬子（共生科学部非常勤講師）
【選択必修】気になる子どもの理 教育相談（いじめ及び不登校
共感的理解などの必要性について、体験的学習を通して再認識 前嶋 深雪（大学院教育実践研究科兼任講師） 宮城県仙台市
解と対応
への対応を含む。）
する中で、子ども達の成長に関わる者としての日頃の各自の取 西永 堅（共生科学部准教授）
り組みを振り返り、今後に生かす時間とすることを望みます。

6時間 平成30年11月25日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

35人

平成30年4月16日～
平成30年9月25日

平30-30260301658号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

有効な教育相談を行うために必要な関わり方の本質について理
解することを目的とします。自己理解と他者理解を深めることや 小澤 敬子（共生科学部非常勤講師）
【選択必修】気になる子どもの理 教育相談（いじめ及び不登校
共感的理解などの必要性について、体験的学習を通して再認識 前嶋 深雪（大学院教育実践研究科兼任講師） 福島県郡山市
解と対応
への対応を含む。）
する中で、子ども達の成長に関わる者としての日頃の各自の取 西永 堅（共生科学部准教授）
り組みを振り返り、今後に生かす時間とすることを望みます。

6時間 平成30年11月25日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年9月25日

平30-30260301659号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp
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免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

星槎大学

有効な教育相談を行うために必要な関わり方の本質について理
解することを目的とします。自己理解と他者理解を深めることや 小澤 敬子（共生科学部非常勤講師）
【選択必修】気になる子どもの理 教育相談（いじめ及び不登校
共感的理解などの必要性について、体験的学習を通して再認識 前嶋 深雪（大学院教育実践研究科兼任講師） 埼玉県川口市
解と対応
への対応を含む。）
する中で、子ども達の成長に関わる者としての日頃の各自の取 西永 堅（共生科学部准教授）
り組みを振り返り、今後に生かす時間とすることを望みます。

6時間 平成30年11月25日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年9月25日

平30-30260301660号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

有効な教育相談を行うために必要な関わり方の本質について理
解することを目的とします。自己理解と他者理解を深めることや 小澤 敬子（共生科学部非常勤講師）
【選択必修】気になる子どもの理 教育相談（いじめ及び不登校
神奈川県横浜
共感的理解などの必要性について、体験的学習を通して再認識 前嶋 深雪（大学院教育実践研究科兼任講師）
解と対応
への対応を含む。）
市
する中で、子ども達の成長に関わる者としての日頃の各自の取 西永 堅（共生科学部准教授）
り組みを振り返り、今後に生かす時間とすることを望みます。

6時間 平成30年11月25日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年9月25日

平30-30260301661号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

有効な教育相談を行うために必要な関わり方の本質について理
解することを目的とします。自己理解と他者理解を深めることや 小澤 敬子（共生科学部非常勤講師）
【選択必修】気になる子どもの理 教育相談（いじめ及び不登校
神奈川県厚木
共感的理解などの必要性について、体験的学習を通して再認識 前嶋 深雪（大学院教育実践研究科兼任講師）
解と対応
への対応を含む。）
市
する中で、子ども達の成長に関わる者としての日頃の各自の取 西永 堅（共生科学部准教授）
り組みを振り返り、今後に生かす時間とすることを望みます。

6時間 平成30年11月25日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年9月25日

平30-30260301662号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

有効な教育相談を行うために必要な関わり方の本質について理
解することを目的とします。自己理解と他者理解を深めることや 小澤 敬子（共生科学部非常勤講師）
【選択必修】気になる子どもの理 教育相談（いじめ及び不登校
共感的理解などの必要性について、体験的学習を通して再認識 前嶋 深雪（大学院教育実践研究科兼任講師） 福井県福井市
解と対応
への対応を含む。）
する中で、子ども達の成長に関わる者としての日頃の各自の取 西永 堅（共生科学部准教授）
り組みを振り返り、今後に生かす時間とすることを望みます。

6時間 平成30年11月25日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年9月25日

平30-30260301663号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

有効な教育相談を行うために必要な関わり方の本質について理
解することを目的とします。自己理解と他者理解を深めることや 小澤 敬子（共生科学部非常勤講師）
【選択必修】気になる子どもの理 教育相談（いじめ及び不登校
共感的理解などの必要性について、体験的学習を通して再認識 前嶋 深雪（大学院教育実践研究科兼任講師） 富山県富山市
解と対応
への対応を含む。）
する中で、子ども達の成長に関わる者としての日頃の各自の取 西永 堅（共生科学部准教授）
り組みを振り返り、今後に生かす時間とすることを望みます。

6時間 平成30年11月25日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

10人

平成30年4月16日～
平成30年9月25日

平30-30260301664号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

有効な教育相談を行うために必要な関わり方の本質について理
解することを目的とします。自己理解と他者理解を深めることや 小澤 敬子（共生科学部非常勤講師）
【選択必修】気になる子どもの理 教育相談（いじめ及び不登校
共感的理解などの必要性について、体験的学習を通して再認識 前嶋 深雪（大学院教育実践研究科兼任講師） 静岡県浜松市
解と対応
への対応を含む。）
する中で、子ども達の成長に関わる者としての日頃の各自の取 西永 堅（共生科学部准教授）
り組みを振り返り、今後に生かす時間とすることを望みます。

6時間 平成30年11月25日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

25人

平成30年4月16日～
平成30年9月25日

平30-30260301665号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

有効な教育相談を行うために必要な関わり方の本質について理
解することを目的とします。自己理解と他者理解を深めることや 小澤 敬子（共生科学部非常勤講師）
【選択必修】気になる子どもの理 教育相談（いじめ及び不登校
愛知県名古屋
共感的理解などの必要性について、体験的学習を通して再認識 前嶋 深雪（大学院教育実践研究科兼任講師）
解と対応
への対応を含む。）
市
する中で、子ども達の成長に関わる者としての日頃の各自の取 西永 堅（共生科学部准教授）
り組みを振り返り、今後に生かす時間とすることを望みます。

6時間 平成30年11月25日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年9月25日

平30-30260301666号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

有効な教育相談を行うために必要な関わり方の本質について理
解することを目的とします。自己理解と他者理解を深めることや 小澤 敬子（共生科学部非常勤講師）
【選択必修】気になる子どもの理 教育相談（いじめ及び不登校
共感的理解などの必要性について、体験的学習を通して再認識 前嶋 深雪（大学院教育実践研究科兼任講師） 大阪府大阪市
解と対応
への対応を含む。）
する中で、子ども達の成長に関わる者としての日頃の各自の取 西永 堅（共生科学部准教授）
り組みを振り返り、今後に生かす時間とすることを望みます。

6時間 平成30年11月25日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年9月25日

平30-30260301667号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

星槎大学

有効な教育相談を行うために必要な関わり方の本質について理
解することを目的とします。自己理解と他者理解を深めることや 小澤 敬子（共生科学部非常勤講師）
【選択必修】気になる子どもの理 教育相談（いじめ及び不登校
共感的理解などの必要性について、体験的学習を通して再認識 前嶋 深雪（大学院教育実践研究科兼任講師） 福岡県福岡市
解と対応
への対応を含む。）
する中で、子ども達の成長に関わる者としての日頃の各自の取 西永 堅（共生科学部准教授）
り組みを振り返り、今後に生かす時間とすることを望みます。

6時間 平成30年11月25日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

7,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年9月25日

平30-30260301668号

045-972-3296

http://seisa.ac.jp

関東学院大学

【選択必修】国際理解及び異文
化理解教育

神奈川県横浜
市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

90人

平成30年5月16日～
平成30年5月24日

平30-30267301672号

045-786-7007

http://www.kantogakuin.ac.jp/

女子美術大学

近年、子どもの問題行動、精神病理的行動について指摘される
ことが多い。 この点について、特にいじめ及び不登校の問題を
【選択必修】子どもの問題行動と 教育相談（いじめ及び不登校
前田 基成（芸術学部教授）
中心に、なぜそのようなことが起こるのか、どのように指導すれ
教育相談
への対応を含む。）
西口 雄基（芸術学部非常講師）
ばよいのかについて話題を提供し、子どもの心理を理解するとも
に、精神的な支援はどうしたらよいかについて考えてみたい。

神奈川県相模
原市

6時間 平成30年8月6日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

200人

平成30年6月1日～
平成30年6月29日

平30-30274301261号

042-778-6694

http://www.joshibi.ac.jp

横浜美術大学

【選択必修】進路指導及びキャリ
進路指導及びキャリア教育
ア教育

生徒指導・キャリア教育（進路指導を含む）の目標・意義・内容・
方法について、最新の研究に基づいた内容を講義する。

村木 晃（美術学部非常勤講師、東京学芸大学
非常勤講師）
神奈川県横浜
中沢 辰夫（美術学部非常勤講師、東京未来大 市
学非常勤講師）

6時間 平成30年8月3日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30286301671号

045-963-4108

http://www.yokohamaart.ac.jp

新潟工科大学

【選択必修】「特別の教科 道徳」
道徳教育
の指導法

小学校では平成３０年度より、中学校では平成３１年度より、道
徳が教科として実施されることになった。すでにそのための学習
指導要領の一部改正の告示もなされており、平成２９年には、小
林 泰成（上越教育大学大学院学校教育研究
学校において教科書の採択が行われた。本講習では、この新し
科教授）
い「特別の教科 道徳」において求められる指導法として「問題
解決的な学習」と「道徳的行為に関する体験的な学習」を取り上
げ、アクティブラーニングを通して学ぶ。

新潟工科大学

【選択必修】学習指導要領の改
訂の動向とアクティブ・ラーニン
グ等

新潟工科大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】現代の学校の課題と 化
組織的対応のあり方
様々な問題に対する組織的
対応の必要性

新潟工科大学

新潟青陵大学

様々な背景を持った外国につながる子どもたちに、学校ではど
のような対応をしていくことが望ましいのでしょうか。これからも日
国際理解及び異文化理解教 本社会の一員として暮らしていく彼らへのよりよい対応を考える
細谷 早里（経済学部教授）
育
ことは、日本人の児童生徒の幸福な将来にもつながるのではな
いでしょうか。様々な理論、調査、実践、事例をもとに皆さんと考
えていきたいと思います。

新潟県柏崎市

6時間 平成30年11月17日

小学校
中学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295301148号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

新潟県柏崎市

6時間 平成30年11月24日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295301149号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

現代の学校を巡る状況の変化について、組織・経営的な視点か
らその課題を考え、理解する。特に、様々な教育課題に対して、
学校が組織としてどのように対応し得るか、経営のポイントや
末松 裕基（東京学芸大学教育学部准教授）
リーダーシップのあり方などを中心に検討していく。講義におい
ては、可能な範囲で受講者とも議論や対話を行っていきたい。

新潟県柏崎市

6時間 平成30年11月25日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295301150号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

【選択必修】キャリア教育とキャリ
進路指導及びキャリア教育
アカウンセリング

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・中・高等学校における実践事例をいくつか紹介し、キャリ
ア教育の実際と課題について検討する。また、具体的な例を取り 松井 賢二（新潟大学教育学部教授）
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。

新潟県柏崎市

6時間 平成30年12月1日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月15日

平30-30295301151号

0257-22-8102

http://www.niit.ac.jp

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】学習指導要領の改
等
訂の動向と様々な学校における
学校における危機管理上の
危機管理上の課題
課題

「学習指導要領の改訂の動向」と「学校における危機管理上の
課題」の２つの事項について、教員に求められる最新の知識・技 伊藤 充（非常勤講師）
能の修得と今日的な教育課題についての理解を深めることを目 真柄 正幸（非常勤講師）
指す。

新潟県新潟市

6時間 平成30年7月8日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年4月26日

平30-30298301264号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

まず学習指導要領改訂の経緯と内容のエッセンスについての理
解を深め、次に新学習指導要領の目玉である「アクティブ･ラー
学習指導要領の改訂の動向
ニング」の意図・イメージ・実施上の留意点、及び「カリキュラム・
等
マネジメント」の理論と実際について探究することを目的とする。 高田 喜久司（工学部教授）
法令改正及び国の審議会の
これら学習指導要領総則のキーワードについて全体構造的に学
状況等
びながら、アクティブ･ラーニング時代の授業改善の方途を探る
ことが講義のポイントとなる。
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新潟青陵大学

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】学習指導要領の改
等
訂の動向と様々な学校における
学校における危機管理上の
危機管理上の課題
課題

「学習指導要領の改訂の動向」と「学校における危機管理上の
課題」の２つの事項について、教員に求められる最新の知識・技 伊藤 充（非常勤講師）
能の修得と今日的な教育課題についての理解を深めることを目 真柄 正幸（非常勤講師）
指す。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月25日

小学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月17日～
平成30年4月26日

平30-30298301265号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】学習指導要領の改
等
訂の動向と様々な学校における
学校における危機管理上の
危機管理上の課題
課題

「学習指導要領の改訂の動向」と「学校における危機管理上の
課題」の２つの事項について、教員に求められる最新の知識・技 伊藤 充（非常勤講師）
能の修得と今日的な教育課題についての理解を深めることを目 真柄 正幸（非常勤講師）
指す。

新潟県新潟市

6時間 平成30年9月30日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年6月12日～
平成30年6月21日

平30-30298301266号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

新潟青陵大学

【選択必修】コミュニケーションを
促進する英語言語活動ワーク
英語教育
ショップ

英語を楽しみながら身につける方法や、生徒のやる気を高める
教材作成などについて、一部ワークショップ形式を取り入れて考
えます。英語教員自身の英語運用能力向上のための活動をは 野中 辰也（短期大学部人間総合学科教授）
じめとして、学習者にとって意味のあるコミュニケーション活動と
なるような内容を紹介していく予定です。

新潟県新潟市

6時間 平成30年8月18日

中学校
高等学校

英語科教諭

特定しない

6,000円

15人

平成30年4月17日～
平成30年4月26日

平30-30298301267号

025-266-9550

http://www.nseiryo.ac.jp

金沢工業大学

【選択必修】道徳教育と特別の教
科道徳～考え議論する道徳授業 道徳教育
について～

「特別の教科 道徳」の設置までの歴史的経緯とその社会的背
景などに言及し、学習指導要領改訂の趣旨と意義について概説
する。また、子どもの発達の段階に即した効果的な道徳教育の
在り方について討議し、演習を通して、考え、議論する道徳を意
白木 みどり（基礎教育部教授）
図した授業づくりのための配慮事項や多様な指導方法等につい
て理解を深める。さらに、「社会に開かれた教育課程」を重視し、
道徳科を中核に据えたカリキュラム・マネジメントの試案を検討
する。

石川県野々市
市

6時間 平成30年8月6日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

平成30年5月7日～
平成30年5月31日
【追加募集期間】
平30-3030730人 平成30年6月12日～6
301329号
月29日（募集期間に定
員に達しなかった場合
のみ追加募集を行う）

076-294-6402

http://www.kanazawait.ac.jp

愛知大学

【選択必修】教育の情報化

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

一斉授業を補完する教育メディアとして、LMSなどの学習支援
ツールの利用法を体験的に学び、教育活動に活かせるようにす
龍 昌治(短期大学部教授)
る。また、教育の情報化や情報の教育の目的や利点、インター
伊藤 博文(法科大学院教授)
ネット上のいじめ等、利用者のモラルを含む課題について討議
し、相互に学びを深める。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年10月13日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平30-30341301744号

052-564-6112

http://www.aichiu.ac.jp/

愛知学院大学

【選択必修】道徳科と道徳教育

道徳教育

特別の教科「道徳」の実施にあたり、あらためて道徳とは何かを
確認した上で教科としての道徳科設置に至る流れ及びその問題
榊原 博美（総合政策学部准教授)
点から、これから求められる「考え議論する道徳」の実際を体験
的に学び、その現場の授業での活かし方について考える。

愛知県日進市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年5月16日～平
平30-30343成30年5月20日
301788号

0561-73-1111

http://www.agu.ac.jp/

愛知産業大学

【選択必修】教育相談（いじめ及
び不登校への対応を含む。）

「リレーションと問題行動」「発達段階を通しての児童生徒理解」
「構成的グループエンカウンター」「ストレスマネージメント教育」
教育相談（いじめ及び不登校 を通して、教育相談全般を振り返る。実際に受講生の方々に構
平宮 正志（造形学部准教授）
への対応を含む。）
成的グループエンカウンターを体験していただく。教師の多忙感
を踏まえ、実際に日々の生活の中におけるストレスといかに付き
合っていくかを講義する。

愛知県岡崎市

6時間 平成30年8月10日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年6月30日

平30-30347301530号

0564-48-4801

http://www.asu.ac.jp

愛知淑徳大学

選択必修領域では、次の二項目で講座を開講する。
学習指導要領の改訂の動向
「学校における危機管理上の課題」においては、情報セキュリ
【選択必修】学習指導要領改訂 等
ティとリスクマネジメントを中心に、「学習指導要領の改訂の動向
の動向と学校における危機管理 学校における危機管理上の
等」においては、学習指導要領改訂の背景と改訂を踏まえた学
課題
校教育の方向性を中心に講座を展開する。

都築 春彦（教職・司書・学芸員教育センター教
授）
愛知県長久手
澤田 喜之（教職・司書・学芸員教育センター教 市
授）

6時間 平成30年8月21日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年5月25日

平30-30348301262号

0561-62-4111

http://www.aasa.ac.jp/

椙山女学園大学

【選択必修】学習指導要領の改
訂と学校危機管理

6時間 平成30年8月1日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

75人

平成30年5月7日～
平成30年5月15日

平30-30357301332号

052-781-6466

http://www.sugiyamau.ac.jp/

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月1日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

75人

平成30年5月7日～
平成30年5月15日

平30-30357301333号

052-781-6466

http://www.sugiyamau.ac.jp/

次期学習指導要領の改訂のポイントを理解するために、これま
学習指導要領の改訂の動向
での学習指導要領の変遷とそれらの特徴、また次期学習指導要 早川 操（教育学部教授、教育学研究科教授）
等
愛知県名古屋
領のポイントとなっている具体的項目を検討する。また、学校危 宮川 充司（教育学部教授、教育学研究科教
学校における危機管理上の
市
機管理において問題となっている自然災害・学校テロ等の諸問 授）
課題
題と対応を、グループ討議を交えて検討する。

日本国内においてもグローバル化と多文化化が進展しており、
東海エリアには多くの外国人児童生徒が住んでいる。国際理解
教育や異文化間教育がますます重要になってきている。そこで、 宇土 泰寛（教育学部教授、教育学部長）
【選択必修】国際理解と異文化理 国際理解及び異文化理解教
椙山女学園大学
国際理解や異文化理解の基本的な考え方や世界的動向、学級 林 敏博（客員教授、名古屋国際センター相談
解教育
育
や学校での具体的な取り組み等をアクティブラーニングを交えな 員）
がら提示し、多文化共生の学校・学級づくり、大陸を越えた学び
合いと音楽による交流活動など最新の教育実践を紹介する。

平成30年5月21日～
平成30年5月31日

中京大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校教育における課 化
題と展望
学習指導要領の改訂の動向
等

・学力の本質の解明と新学習指導要領とを対照する。
・日本の学校教育が持っている特徴を国際比較と歴史の視点か 大内 裕和（国際教養学部教授）
ら紹介し、近未来の社会に向けてどのような課題があるかを紹 相澤 真一（現代社会学部准教授）
介する。その上で、展望を受講生の皆様と議論する。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月6日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月25日

平30-30360301677号

052-835-7162

http://www.chukyou.ac.jp

中京大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】教師が活きる学校経 対応の必要性
営
学校における危機管理上の
課題

・学校は、基本的に教師個人の仕事遂行が多い職場である。そ
の際に気をつけることや同僚性が大切なことを生徒指導面に焦
山田 宏（国際教養学部非常勤講師）
点を当てて理解を深める。
山本 美一（元名張市つつじヶ丘小学校校長）
・学級崩壊克服から生き生きとした学びの学校づくりを成し遂げ
た体験を通して理解を図る。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月6日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年5月7日～
平成30年5月25日

平30-30360301678号

052-835-7162

http://www.chukyou.ac.jp

名古屋芸術大学

【選択必修】道徳教育の現状と課
道徳教育
題

わが国の道徳教育をめぐる現状と課題、昨今の教育改革の流
れを踏まえた上で、幼稚園教育要領、学習指導要領における道
徳教育の位置付けについて把握するとともに、これからの道徳
安部 孝（人間発達学部教授）
教育について考察する。さらに実践の在り方について、幼稚園や
学校と家庭、地域社会とが連携して取り組む道徳教育の事例か
ら学ぶとともに、課題意識と実践意欲を高める。

愛知県北名古
屋市

6時間 平成30年8月23日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30372301594号

0568-24-3010

http://www.nua.ac.jp/

南山大学

【選択必修】高校の学習を考える

学校を巡る近年の状況の変
化
学習指導要領の改訂の動向
等

高等学校の学習は、大学入試改革、「主体的・対話的で深い学
び」の導入、指導要領の改訂と探究型科目の導入などにより、
変化を迫られる状況にある。一方で生徒指導の困難など山積す
高橋 亜希子（人文学部教授）
る課題も多い。本講習では、公文書の資料や高校の状況の紹介
とともに、参加者同士のディスカッションを通して、現在の高校の
学習の課題と今後のあり方について考える。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年8月5日

高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年5月22日～
平成30年6月5日

平30-30378301233号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp

南山大学

【選択必修】教育改革の国際比
較

本講習のねらいは、異文化を理解し国際社会で活躍できる人材
を育成するために何ができるかを受講者自身が考え提案するこ
とをねらいとする。具体的には、まず、日本アメリカを比較しなが
国際理解及び異文化理解教
ら多文化共生教育の実践を概説し、現職教員が専門性向上の 五島 敦子（短期大学部教授）
育
ための生涯学習にどのように取り組んでいけるかを紹介する。
次に、受講者が自らの日常を振り返りながら、多文化共生にむ
けた日本の学校教育の将来像を考えていく。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年10月13日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年8月22日～
平成30年9月4日

平30-30378301234号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp

南山大学

【選択必修】多文化教育の国際
比較

本講習は、国際理解教育・異文化理解教育について学習するこ
とを目的とする。具体的には、イギリスやアメリカなどにおける多
文化教育の実践と理論などについて学習することを通じて、受講
国際理解及び異文化理解教
者自身の多文化教育への理解を深め、異なる文化を持つ人々 山崎 智子（人文学部講師）
育
が集う日本の学校教育の課題を知る。講習内では、受講者自身
の国際理解・異文化理解についても語り、他の受講者の異なる
経験を知りながら、異文化に触れる時間を設ける。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年11月17日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年9月11日～
平成30年9月25日

平30-30378301235号

052-832-3112

http://www.nanzanu.ac.jp

日本福祉大学

【選択必修】幼稚園をめぐる近年 学校を巡る近年の状況の変
の変化
化

愛知県半田市

6時間 平成30年8月9日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

72人

平成30年5月8日～
平成30年7月10日

平30-30380301691号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp/

幼児領域を中心とした講習です。社会統計データから把握しうる
子どもやその家庭、幼稚園を取り巻く情勢や、今日の社会・教育
渡辺 顕一郎（子ども発達学部教授）
問題をテーマとして取り上げ、幼稚園教諭に求められている、現
小坂 啓史（子ども発達学部准教授）
況・教育課題についての構造的な理解を深めていくことを目指し
ます。

39 / 55 ページ

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

日本福祉大学

【選択必修】学校をめぐる近年の 学校を巡る近年の状況の変
変化
化

小中高などの児童・生徒領域を中心とした講習です。近年の学
校をめぐる状況について、家庭・地域との関係性や学習指導の
山本 敏郎（子ども発達学部教授）
問題をテーマとして取り上げ、客観的・具体的材料を基に検討す
橋本 洋治（子ども発達学部准教授）
ることにより、教育課題の構造的な理解を深めていくことを目指
します。

愛知県半田市

6時間 平成30年8月9日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

72人

平成30年5月8日～
平成30年7月10日

平30-30380301692号

0569-87-2218

http://www.nfukushi.ac.jp/

びわこ学院大学

【選択必修】大規模災害時におけ 学校における危機管理上の
る園・学校の危機管理
課題

大規模災害時に、避難弱者である園児や生徒たちをどう守るの
か。いまある「危機管理マニュアル」や、「災害対応マニュアル」
が、本当に役に立つものなのか、東日本大震災をはじめとした 烏野 猛 （教育福祉学部 教授）
頻発する自然災害の裁判事例の争点から、いま、備えるべき危
機水準を説明する。

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年7月29日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

135人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392301521号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

びわこ学院大学

【選択必修】大規模災害時におけ 学校における危機管理上の
る園・学校の危機管理
課題

大規模災害時に、避難弱者である園児や生徒たちをどう守るの
か。いまある「危機管理マニュアル」や、「災害対応マニュアル」
が、本当に役に立つものなのか、東日本大震災をはじめとした 烏野 猛 （教育福祉学部 教授）
頻発する自然災害の裁判事例の争点から、いま、備えるべき危
機水準を説明する。

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月6日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

135人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392301522号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

びわこ学院大学

【選択必修】国際理解及び異文
化理解

世界各国は、急激に進むグローバリゼーションの流れの中で、
文化の多様性も岐路に直面している。人間は、経済および文化
交流を通して深く理解し合わなくてはならないが、現実では、世
国際理解及び異文化理解教
界中の多くの国や地域において生じている「文明の衝突」は、現 パン ジュイン （教育福祉学部 教授）
育
代の悲劇を生んでいる。本講座ではまず「文化」とは何かについ
て議論し、中国と日本の経済・文化交流及び教育事情を事例と
して分析した上で、異文化理解の重要性について解説する。

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年7月29日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

125人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392301523号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

びわこ学院大学

【選択必修】国際理解及び異文
化理解

世界各国は、急激に進むグローバリゼーションの流れの中で、
文化の多様性も岐路に直面している。人間は、経済および文化
交流を通して深く理解し合わなくてはならないが、現実では、世
国際理解及び異文化理解教
界中の多くの国や地域において生じている「文明の衝突」は、現 パン ジュイン （教育福祉学部 教授）
育
代の悲劇を生んでいる。本講座ではまず「文化」とは何かについ
て議論し、中国と日本の経済・文化交流及び教育事情を事例と
して分析した上で、異文化理解の重要性について解説する。

滋賀県東近江
市

6時間 平成30年8月6日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

125人

平成30年4月17日～
平成30年5月10日

平30-30392301524号

0748-22-3388

https://www.biwakogak
uin.ac.jp

京都女子大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】教育の情報化におけ 術を利用した指導及び情報
る課題と展望
教育（情報モラルを含む。）
等）

社会の情報化に伴う教育の情報化について、課題と展望を議論
する。社会の基盤技術としての情報通信技術は、情報社会を加
速度的に変革している。特に人工知能（AI）、ロボット、IoTやビッ
グデータ等の現状を、マーケティング面に流されず適切に理解
水野 義之（現代社会学部教授）
することは、教育の今後を考える上で重要である。この講習で
は、初等中等教育と一般社会の間に位置する大学教育の情報
化や教養教育の現状を参照しつつ、教育の情報化について考え
る。（受講対象者は、女性に限る。）

京都府京都市

6時間 平成30年8月5日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

120人

平成30年6月1日～
平成30年6月30日

平30-30404301303号

075-531-7048

http://www.kyotowu.ac.jp/

京都文教大学

【選択必修】地域資源を活用した 学校、家庭及び地域の連携
学校、家庭及び地域の連携
及び協働

本講習では、学校、家庭及び地域の連携及び協働を取り上げ
る。講義では、現代社会と近年の学校を取り巻く状況の変化およ
び各地での地域連携の実践事例を解説する。また、「桜」をキー 岡本 浄実（臨床心理学部教育福祉心理学科
ワードに市民・行政・学校と連携した１実践から地域と連携およ 准教授）
び協働を考える。演習では、素材・資源のアレンジや円形のシー
トを用いたグループワークを体験する。

京都府宇治市

6時間 平成30年6月30日

幼稚園
小学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410301525号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

奥野 克己（総合社会学部総合社会学科教授）
澤 達大（総合社会学部総合社会学科准教授）
京都府宇治市
山本 晃輔（京都文教大学非常勤講師、大阪大
学未来戦略機構第五部門特任助教）

6時間 平成30年7月26日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410301526号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都府宇治市

6時間 平成30年7月28日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410301527号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

京都府宇治市

6時間 平成30年8月1日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410301528号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

従来より、「総合的な学習」や「社会科」などの授業を中心に、各
校で国際理解教育や異文化教育が実践されてきた。しかし、国
際化や多文化化が今後さらに進展していく中で、外国籍生徒へ
国際理解及び異文化理解教 の対応などの場面で、新たな対応能力を求められることが予想
育
される。
本講習では、最新の国際理解教育の事情を幅広く紹介し、異文
化理解の事例としてイスラーム社会を中心に理解を深め、今後
の学校現場でのあり方を考えていく。

京都文教大学

【選択必修】国際理解教育

京都文教大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】子どもの貧困と学校 化
による支援の可能性
様々な問題に対する組織的
対応の必要性

京都文教大学

教育相談的な関わりの中で生まれた新しい児童生徒の理解に
【選択必修】生徒指導・教育相談 教育相談（いじめ及び不登校 ついて、教育現場に即した形で示すとともに、児童生徒に対して
香川 克（臨床心理学部臨床心理学科教授）
に生かす新しい児童生徒の理解 への対応を含む。）
どのように働きかける方法について考えを深めていきます。不登
校・発達障害・いじめ・保護者への関わりなどを取り上げます。

京都文教大学

【選択必修】スマホ時代のメディ
アリテラシー

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

本講座では、子どもとインターネットをめぐる状況への理解を深
め、対応策の検討を目的とします。YouTube やtwitterなどのネッ
トサービスの隆盛により、子どもたちの情報環境は大人と同じも
のになりつつあります。しかし、同時に「人が100人いれば、少な 山崎 晶（総合社会学部総合社会学科准教授） 京都府宇治市
くとも3人は将来ネット関連のトラブルで人生を不意にする」と言
われる状況も存在します。ネットの仕組みや多様な楽しみ方、ト
ラブルの発生する仕組みについて学んでいきましょう。

6時間 平成30年8月7日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月22日～
平成30年4月25日

平30-30410301529号

0774-25-2433

http://www.kbu.ac.jp/k
bu/

立命館大学

【選択必修】道徳教育の今日的
課題と授業づくり

道徳教育

本講習では、道徳教育の現状を捉え、昨今の教育改革の流れを
踏まえた上で、学習指導要領における道徳教育の位置づけ、こ
れからの道徳教育について考察を行います。また、道徳科にお
荒木 寿友（教職研究科准教授）
いてどのような授業展開を行うのか、評価をどのように実施する
のかについて、実際の授業づくりをおこなう中で学ぶことを目的
とします。

京都府京都市

6時間 平成30年7月26日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭、養護教諭

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月2日

平30-30419301748号

075-465-8467

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

【選択必修】国際理解教育の進
め方

グローバル時代をむかえ、学校教育における国際理解教育の重
要性は年々高まっている。国際理解教育は、英語教育や外国理
解教育と同じではなく、また、イベント的な企画をすることでもな
国際理解及び異文化理解教
い。本講習では、国際理解教育や「持続可能な開発のための教 森田 真樹（教職研究科教授）
育
育（ESD）」の基本原理を概説し、各学校での実践事例を受講生
の間で共有しながら、各学校の実情に応じた国際理解教育のプ
ログラムや授業を実践するための基本的知見の理解を目指す。

京都府京都市

6時間 平成30年7月26日

小学校
中学校
高等学校

教諭

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月2日

平30-30419301749号

075-465-8467

http://www.ritsumei.ac.
jp/

立命館大学

【選択必修】教育相談（いじめ及
び不登校への対応含む）

人生100年時代を迎え、一人一人が社会に参画し、役にたってい
るというやりがいの実感と、生産性の向上による社会の活力等を
実現していく人材育成が求められています。ピア・サポートは仲
教育相談（いじめ及び不登校
間を仲間が支援する活動ですが、不登校ぎみの子どもたちが他 菱田 準子（教職研究科教授）
への対応を含む。）
者の役にたつことで適応が促進される事例も多くみられます。ピ
ア・サポートについて体験的な学びを通して、ピア・サポートの生
き方やWell-Beingについて共に考えたいと思います。

京都府京都市

6時間 平成30年7月30日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭、養護教諭

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月2日

平30-30419301750号

075-465-8467

http://www.ritsumei.ac.
jp/

子どもの貧困をめぐる現状と課題を学びつつ、子どもの貧困を解
決するために学校ができることは何かについて、受講生が考え
るきっかけを提供する。学校が動き出すためにはいくつかの条 杉原 努（臨床心理学部教育福祉心理学科教
件が必要だと考えられるので、種々の社会資源や具体的な実践 授）
などを紹介しながら、学校が果たす役割や学校プラットフォーム
の可能性を考えていく。

40 / 55 ページ

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の期間

受講料

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

免許職種、教科等

職務経験等

6時間 平成30年8月21日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

70人

平成30年4月16日～
平成30年5月11日

平30-30423301203号

072-722-4641

http://www.osakaaoyama.ac.jp

6時間 平成30年8月3日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年4月20日

平30-30449301270号

06-6368-0889

http://www.kansaiu.ac.jp/index.html

大阪府柏原市

6時間 平成30年8月21日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

5,000円

60人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-30453301762号

072-977-9549

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

大阪府羽曳野
市

6時間 平成30年8月3日

小学校
中学校

小学校教諭・中学校教諭・
養護教諭

特定しない

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457301704号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

大阪府羽曳野
市

6時間 平成30年8月3日

幼稚園

幼稚園教諭

特定しない

6,000円

60人

平成30年5月1日～平 平30-30457成30年5月31日
301705号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

道徳教育

平成27年3月の学習指導要領の一部改正により、「道徳の時間」
は、「特別の教科 道徳」となりました。3年間の移行期間を経
て、小学校では平成30年度から、中学校は31年度から全面実施
となる。そこで、「教科」時代の道徳授業づくりと題して、①学習 杉中 康平（教育学部 准教授）
指導要領改正のポイント②読み物資料分析のポイント③発問の
工夫、指導案作りのポイント等を、グループ演習形式で行いま
す。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成30年8月3日

小学校

小学校教諭・養護教諭

特定しない

6,000円

60人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457301706号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

日本人教員が取り組める英語活動を主眼とし、ワークショップ形
式で、参加者全員で取り組んでいきます。ワークショップには、プ
レゼンテーションツールを使ったストーリー・テリングやハイフレン
片野田 浩子（教育学部 教授）
ズに基づくアクティビティなどが含まれます。また、小学校の英語
奥羽 充規（人文社会学部 専任講師）
教育についての現場の取組みや状況を整理し、今後の課題に
ロバート ケリガン（人文社会学部 専任講師）
ついて参加者でグループディスカッションを行う予定としていま
す。受講対象者は小中連携の観点から中学校教諭も対象とす
る。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成30年8月3日

小学校
中学校

小学校教諭・中学校教諭

特定しない

6,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457301707号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

学校教育の今日的課題を、新しい学習指導要領や社会との連
学習指導要領の改訂の動向
携から考えるとともに、貧困問題への学校としての実践的対応
等
や焦眉の課題となっている「主体的・対話的で深い学び」の在り
様々な問題に対する組織的
方から究明する。そのことによって、現代の学校のあり方を深く
対応の必要性
考察する。

【選択必修】学校教育の今日的
課題

関西大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校をめぐる近年の
化
状況変化とそれに対する学校の
様々な問題に対する組織的
組織的対応
対応の必要性

学習指導要領等に基づき育
成すべき資質及び能力を育
関西福祉科学大 【選択必修】学習指導要領と指導
むための習得、活用及び探
学
法の課題
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

本講習は、学校をめぐる社会的な状況の変化についての理解を
深め、そうした状況から生じる諸課題に学校として、教員として、
また教育行政・家庭・地域との連携を通じて対応していくことにつ
いて理解を深めていくことをめざす。学校や子どもの状況を量的
な諸データをもとに理解する。またそこから引き起こされる諸問
題を把握する。学校が抱える諸課題への組織的対応について教
育制度や学校システム、地域や専門家との連携等から考えてい
きたい。

久田 敏彦（健康科学部教授）
大澤 茂男（健康科学部教授）
柴山 浩一（大阪市立西天満小学校校長）
林 富公子（夙川学院短期大学児童教育学科
特任講師）
植田 一夫（元名古屋大学大学院教育発達科
学研究科非常勤講師）

大阪府箕面市

山本 冬彦（文学部教授）
広瀬 義徳（文学部教授）
工藤 宏司（大阪府立大学現代システム科学域 大阪府吹田市
准教授）
中村 瑛仁（大阪大学人間科学研究科助教）

次期学習指導要領が平成30年度〜平成34年度にかけて幼稚園
から高等学校へ順に全面実施されることをうけて、教科や領域、
特別活動を例に挙げて、現行の学習指導要領からの変更点や 山本 真紀（教育学部教授）
継続発展されている点の解説を通して、次期学習指導要領の教 生野 金三（教育学部教授）
育目標の理解を試みる。次期学習指導要領の目的に適った教 香田 健治（教育学部講師）
材や指導法（アクティブ・ラーニング）の工夫・改善についても検
討する。

四天王寺大学

心理発達上の問題を抱えて支援を必要としている児童生徒に対
し、教員としてどのように関わっていくのかをテーマに、臨床心理
【選択必修】小・中学校期の教育
教育相談（いじめ及び不登校 学的見地から講義・演習を行います。日常的に行っている「相手
相談(いじめ・不登校への対応を
茂木 洋（人文社会学部 教授）
への対応を含む。）
の話をよく聞き、どのように役に立てるかを考え、それを実行す
含む。)
る」という他者への関わりを、効果的に実践するヒントが得られる
よう、教育相談について考えていきます。

四天王寺大学

【選択必修】幼児期の教育相談
(いじめ・不登校への対応を含
む。)

【選択必修】小学校の道徳教育

時間数

学校種

大阪青山大学

四天王寺大学

講習の開催地

幼稚園教諭免許状所持者である保育者を対象とした講習であ
る。いじめ、不登校に関する現状や対応方法の概論に続いて、
教育相談（いじめ及び不登校
乳幼児期の発達上の問題や虐待等の家庭環境の問題を概説す 八木 成和（教育学部 教授）
への対応を含む。）
る。そして、幼児期の教育相談や子育て支援の方法、アセスメン
トについて検討する。

四天王寺大学

【選択必修】小学校の英語教育

英語教育

四天王寺大学

【選択必修】児童期の国際理解
及び異文化理解教育

異質な文化的背景を持つ他者を理解し，共生する方法を考えさ
せる手法を考察する。具体的には，担当講師の調査地域である
国際理解及び異文化理解教
恵木 徹待（人文社会学部 専任講師）
東南アジア諸国とオセアニア地域の政治・歴史・文化を紹介しな
育
四方 俊祐（人文社会学部 専任講師）
がら，ワークショップ形式でいかに児童の国際理解及び異文化
理解を進めていくかを考えてみたい。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成30年8月3日

小学校

小学校教諭

特定しない

6,000円

30人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457301708号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

四天王寺大学

【選択必修】幼児期の教育相談
(いじめ・不登校への対応を含
む。)

幼稚園教諭免許状所持者である保育者を対象とした講習であ
る。いじめ、不登校に関する現状や対応方法の概論に続いて、
教育相談（いじめ及び不登校
乳幼児期の発達上の問題や虐待等の家庭環境の問題を概説す 八木 成和（教育学部 教授）
への対応を含む。）
る。そして、幼児期の教育相談や子育て支援の方法、アセスメン
トについて検討する。

大阪府羽曳野
市

6時間 平成30年8月8日

幼稚園

幼稚園教諭

特定しない

6,000円

60人

平成30年5月1日～
平成30年5月31日

平30-30457301709号

072-956-3345

http://www.shitennoji.a
c.jp/ibu/

相愛大学

【選択必修】園、家庭、地域との
連携及び協働

学校、家庭及び地域の連携
及び協働

大阪府大阪市

6時間 平成30年8月8日

幼稚園

幼稚園教諭

特定しない

6,000円

100人

平成30年5月21日～
平成30年6月9日

平30-30460301757号

06-6612-5904

http://www.soai.ac.jp/

帝塚山学院大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】教育をめぐる近年の 化
変化と教育政策の動向Ⅱ
様々な問題に対する組織的
対応の必要性

本講座は、教員免許状更新講習の選択必修領域(6時間)であ
る。
川本 治雄（教職実践研究センターセンター長、
「教育の最新事情」に関する講義を実施する。「学校を巡る近年 人間科学部心理学科教授）
大阪府堺市
の状況の変化」について3時間、「様々な問題に対する組織的対 土田 陽子（人間科学部心理学科教授）
応の必要性」等について3時間、合計6時間の講習を行う。

6時間 平成30年7月30日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

150人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30462301263号

072-296-1331

http://www.tezukagu.ac.jp/facilities/ceds
/teaching/

東大阪大学

【選択必修】学校をめぐる近年の 学校を巡る近年の状況の変
状況の変化
化

子どもの生活基盤である家庭に焦点を当て、家族形態の変容、
食生活の変化、経済上の格差等で浮き彫りにされる問題を解説
しながら、それらが子どもにもたらす影響を理解し、保護者との
冨田 昇（短期大学部准教授）
関係、子どもへの指導等での新たな視点を考えます。後半は告
市橋 正己（教授）
示された新学習指導要領の改訂の背景やポイントを解説し、ア
クティブ・ラーニングを導入した授業方法について考察します。ま
た保護者対応についても事例をあげながら検討します。

大阪府東大阪
市

6時間 平成30年8月21日

小学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467301282号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学

【選択必修】教育相談（いじめ及
び不登校への対応を含む）

大阪府東大阪
市

6時間 平成30年8月21日

小学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467301283号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学

【選択必修】就学前教育の意義と 学校、家庭及び地域の連携
家庭支援
及び協働

講習では、保育や幼児教育の現場において求められる子育て支
援のあり方と地域住民との協働性について検討する。また、保
吉岡 眞知子（学長代行・副学長）
護者支援に携わる基本として、様々なアプローチの視点、コミュ
川谷 和子（講師）
ニケーション力、援助技術などの理解を深め、支援力能力の向
上を図る機会とする。

大阪府東大阪
市

6時間 平成30年8月21日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467301284号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

東大阪大学

【選択必修】道徳教育

幼児教育の現場における道徳教育のあり方について、その指導
方法についての現状や今後の課題について考えていく。また、 永久 欣也（短期大学部実践保育学科長、教
幼児教育や保育分野においてもグローバル化は進んできてお 授）
り、それに伴う道徳教育を基盤とした多国籍保育における人権 野尻 美津代（短期大学部講師）
教育や多文化理解についても考えていく。

大阪府東大阪
市

6時間 平成30年8月21日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年6月15日

平30-30467301285号

06-6782-2886

http://www.higashiosak
a.ac.jp/

乳幼児期における教育及び保育において「園、家庭及び地域の
連携及び協働」として、園における生活が家庭や地域社会との
連続性を保った展開、地域の自然、人材、行事や公共施設など
の地域の資源を活用し、園児が豊かな生活体験を得られるよう
中西 利恵（人間発達学部教授）
な工夫、保護者が乳幼児期の教育及び保育に関する理解が深
まるよう家庭との連携、小学校教育への円滑な接続に向けた連
携などの取組が求められます。本講習ではそれらのあり方や実
践について考えていきます。

本講習では、「いじめ問題」について焦点を当てる。いじめの構
造理解、いじめがもたらすダメージと心的外傷との関係、いじめ
教育相談（いじめ及び不登校
への教育的アプローチについて学びあう。また、教育相談は、深 渡邉 由之（准教授）
への対応を含む。）
い子ども理解と自己理解を要するため、教師・援助者として自分
自身を見つめる作業を取り入れる。

道徳教育
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

大阪府和泉市

6時間 平成30年7月31日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

5,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-30469301318号

0725-54-3131

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

桃山学院大学で取り組んでいる、充実した大学生活を送るため
の低年時授業や問題発見・課題解決力を養うPBLを取り入れた
授業を演習形式で紹介します。また、児童・生徒たちの「自己肯
長嶋 久惠（共通教育機構講師）
定感」を高めるためにどうしたらよいかを考えます。さらには現代
棚橋 浩樹（共通教育機構講師）
の急速な社会環境変化の中で、社会ではどのような人材を求め
ているのか、そして社会に出るまでにどのようなスキルや経験を
求めているのかについて講義で取り扱います。

大阪府和泉市

6時間 平成30年8月3日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

5,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-30469301319号

0725-54-3131

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

現行の学習指導要領では、道徳の教科化に伴い「考え、議論す
る」道徳授業が求められている。本講習では、道徳の教科化の
意図を明らかにした上で、「考え、議論する」とはどういうことかを 伊藤 潔志（経営学部経営学科准教授）
考える。そして、「考え、議論する」道徳授業を作るためにはどう
するべきかを、グループ・ワークを通して考察を深める。

大阪府和泉市

6時間 平成30年8月4日

小学校
中学校

特定しない

特定しない

5,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-30469301320号

0725-54-3131

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

【選択必修】学校、家庭及び地域 学校、家庭及び地域の連携
の連携及び協働
及び協働

学校と家庭・地域の連携および協働について、教育現場におけ
る課題や問題点を明らかにしつつ、どのように解決していけばい
けば良いのかを考える場とする。その前提として職員室の教職
員間の連携の重要性を理解し、その深め方を提示する。また、 木村 重房（天理大学非常勤講師）
基礎となる理念や社会的背景も把握した上で、家庭・地域との連
携充実の方策についても検討する。そしてグループ討議や意見
発表等を通 じて理解の深化をはかる。

大阪府和泉市

6時間 平成30年8月9日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

5,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-30469301321号

0725-54-3131

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

関西国際大学

【選択必修】連携協力－貧困連
鎖 教育で断て

学校を巡る近年の状況の変
化

児童・家庭を取り巻く社会情勢の理解や児童福祉法、児童虐待
防止法をはじめとする支援に必要な法制度や支援体制及び方
法についての理解を深める。教育をはじめ子どもの最善の利益
を保障する観点から、子どもが生まれ育った環境により不利益を 道中 隆（教育学部教授）
被ることなく、全ての子どもの可能性の芽を摘まない社会をめざ
すために学校がプラットホームとして、地域や関係機関と連携し
支援力の充実強化に向けた取り組みについて学修する。

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年8月2日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

240人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474301256号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学

【選択必修】学習指導要領の改
訂の動向等および学校における
危機管理上の課題について（№
1）

「学習指導要領の改訂の動向等」は、国際的なカリキュラム改革
の動向も踏まえながら、我が国の学習指導要領改訂の背景や
学習指導要領の改訂の動向
ねらい等について検討するものである。（白井）。「学校における 白井 俊（文部科学省初等中等教育局教育課
等
危機管理上の課題」は、学校における防犯対策や学校内外にお 程課教育課程企画室長）
学校における危機管理上の
ける安全対策・危機対応について、犯罪等の現況、池田小学校 松下 義行（客員教授・学長特別補佐）
課題
事件等の教訓を基に学校の安全対策等の充実強化を考える」
（松下）。

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年8月2日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

90人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474301257号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学

【選択必修】学習指導要領の改
訂の動向等および学校における
危機管理上の課題について（№
2）

学習指導要領の改訂の動向
等
学校における危機管理上の
課題

｢学習指導要領の改訂の動向等｣（吉田）は、学習指導要領や学
習評価、キャリア教育等を取り上げる。「学校における危機管理 吉田 武大（教育学部准教授）
上の課題」（齋藤）は、震災の教訓等を生かした防災・危機管理 齋藤 富雄（副学長）
対策の強化充実を考える。

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年8月3日

特定しない

特定しない

6,000円

240人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474301258号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学

積年の教育課題である「いじめ」や「体罰」などを引き起こす要因
【選択必修】子どもたちが「安全」
について、子どもたちの「発達」の側面や心理学的な側面から捉
で「安心」できる学級経営をめざ 教育相談（いじめ及び不登校
え、児童理解・指導（支援）理解を深める。それらのことから、教 百瀬 和夫（教育学部准教授）
して～「心」や「発達」などの視点 への対応を含む。）
師自らの学級経営を再点検し、子どもたちが「安全」で「安心」で
から～
きる学級経営力を高めていく機会とする。

兵庫県尼崎市

6時間 平成30年8月4日

特定しない

特定しない

6,000円

240人

平成30年5月8日～
平成30年5月14日

平30-30474301259号

06-6496-4103

http://www.kuins.ac.jp

関西学院大学

【選択必修】道徳科の指導と評価 道徳教育

平成30年（小学校）、31年（中学校）から完全実施となる「特別の
教科 道徳」の趣旨と内容について解説するとともに、「道徳科」
の授業について、具体的教材を用いて演習的に指導案の作成
から模擬授業まで行うとともに、評価の方法について講習する。

兵庫県西宮市

6時間 平成30年7月26日

小学校
中学校

教諭

特定しない

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月18日

平30-30476301568号

0798-54-6108

http://www.kwansei.ac.
jp/c_teach/

関西学院大学

【選択必修】英語のリーディング、
クリエイティヴ・ライティング及び
英語教育
チャンツを用いた音声の指導法
について

中学校・高等学校での英語教育について、効果的なリーディング
指導とそれに関係する事柄、及びクリエイティヴ・ライティングと
大喜多 喜夫（教職教育研究センター教授）
チャンツを用いた音声指導を取り上げ、背景にある理論と具体的
長谷 尚弥（国際学部教授）
な実践方法を、ワークショップを交えて考察する。ライティングの
指導については4技能の統合の可能性にも触れる。

兵庫県西宮市

6時間 平成30年7月30日

中学校
高等学校

英語

特定しない

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月18日

平30-30476301569号

0798-54-6108

http://www.kwansei.ac.
jp/c_teach/

関西学院大学

児童・生徒の示す不適応行動としていじめと不登校の問題を取
り上げ、今日までの経緯、その背景、心理機制等について理解
【選択必修】いじめ・不登校とその 教育相談（いじめ及び不登校 を促すとともに、具体的な支援のあり方について考察する。また 善明 宣夫（教職教育研究センター教授）
対応
への対応を含む。）
講座ではロールプレイ等のワークを導入することにより、カウン 佐野 茂（教職教育研究センター非常勤講師）
セリングマインドの実践面についても理解を深めたいと考えてい
る。

兵庫県西宮市

6時間 平成30年8月9日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月18日

平30-30476301570号

0798-54-6108

http://www.kwansei.ac.
jp/c_teach/

2020年から始まる新しい学習指導要領では、言語能力、問題発
見・解決能力とともに情報活用能力がすべての学習の基盤とな
る力として位置づけられ、小学校でプログラミング教育が必修化
されました。本講義では、小学校における情報活用能力の育成
中植 正剛（発達教育学部准教授）
についての理解を深めるとともに、プログラミング教育の基礎的
な知識を身につけます。本講義の内容は小学校教員を主たる受
講者と想定していますが、中学高等学校の教員の方も受講でき
ます。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月11日

小学校
中学校
高等学校

教諭

特定しない

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491301322号

078-591-5015

https://www.kobeshinwa.ac.jp/

小中学校の道徳の時間が 「特別の教科 道徳」 として開始され
ます。 その流れを踏まえて、子どもたちが「善さ」について考える 廣岡 義之（発達教育学部教授）
機会となる、楽しく豊かな ｢道徳｣の授業づくりに、ともに取り組み 隈元 泰弘（発達教育学部教授）
ましょう。小中高連携の観点から高等学校教諭も対象とします。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月11日

小学校
中学校
高等学校

教諭

特定しない

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491301323号

078-591-5015

https://www.kobeshinwa.ac.jp/

平成32年度実施の学習指導要領の改訂のポイントと各教科等
で求められる子どもの姿・授業のあり方について具体例を示しな
がら講義する。新学習指導要領に即した、身近な課題や題材を
学習指導要領の改訂の動向 もとにグループワーク・討議を行い理解していく。具体的には、改
藤池 安代（発達教育学部教授）
等
訂方針とその動向、指導要領が担う社会とのかかわり、求めら
れる子どもの姿と教師の力量、授業のあり方（生活科、総合的な
学習を中心にして）、幼児教育と小学校教育の連携のあり方に
ついてである。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月11日

小学校

教諭

特定しない

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491301324号

078-591-5015

https://www.kobeshinwa.ac.jp/

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月11日

幼稚園

教諭

特定しない

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491301325号

078-591-5015

https://www.kobeshinwa.ac.jp/

桃山学院大学

【選択必修】教育相談

教育相談に関する法や施策、教育相談の意義、教育相談体制
構築のあり方等について理解を深める。次に、事例を取り上げ、
教育相談（いじめ及び不登校
具体的な支援のあり方について考察する。本講座ではグループ 川口 厚（経済学部経済学科講師）
への対応を含む。）
ワークを導入することにより、実践面についても理解を深めたい
と考えている。

桃山学院大学

【選択必修】キャリア教育と社会
で求められている人材

進路指導及びキャリア教育

桃山学院大学

【選択必修】道徳教育

道徳教育

桃山学院大学

【選択必修】新学習指導要領へ
神戸親和女子大
の一歩！～情報活用能力の育
学
成とプログラミング教育～

教育の情報化（情報通信技
術を利用した指導及び情報
教育（情報モラルを含む。）
等）

神戸親和女子大 【選択必修】楽しく豊かな「特別の
道徳教育
学
教科 道徳」の授業づくり

【選択必修】小学校新学習指導
神戸親和女子大
要領のとらえ方とその展開～生
学
活科から他教科へ～

教育の情報化（情報通信技
神戸親和女子大 【選択必修】保育の質向上を目指 術を利用した指導及び情報
学
す！幼児期のメディア活用
教育（情報モラルを含む。）
等）

横山 利弘（元関西学院大学教職教育研究セ
ンター教授）
行本 美千子（兵庫教育大学大学院非常勤講
師）

小学校以降では，よりわかりやすい授業を実現するために，ICT
環境の整備が進んでいます。幼稚園はその対象ではありません
が，保育でのメディア活用の事例も少しずつ増えてきています。
堀田 博史（園田学園女子大学人間健康学部
そこで本講習では，保育でのメディア活用に注目して，保育での
教授）
メディア活用のアイデア（方法と技術）を得るために，実際に教育
番組・タブレット端末の活用を中心とした実践事例を見ながら，
自らの保育方法・技術の向上を目指します。
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幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校
幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

学校を巡る近年の状況の変
神戸親和女子大 【選択必修】幼児教育の課題と展 化
学
望
学習指導要領の改訂の動向
等

講習の概要

担当講師

幼児教育・保育は三元化されているかに見える現在の状況にお
いて、今後の幼稚園教育のあり方について考えていきます。幼
稚園教育要領の改訂を踏まえて、幼稚園教育の独自性は何
戸江 茂博（発達教育学部教授）
か、幼稚園教育の質を高めていくにはどのようにすればよいか、
今後の幼稚園教育の課題は何か、などについて、一緒に探って
いきましょう。

幼稚園教育要領の改訂を受け、今一度、自らを振り返ることで保
学校を巡る近年の状況の変
育の質について考察します。また、「子どもの捉え方が変われば
神戸親和女子大 【選択必修】これからの幼児教育 化
保育実践も変わる」という視点から意味のある記録を考えていき 猪田 裕子（発達教育学部准教授）
学
とその充実
学習指導要領の改訂の動向
ます。さらには、世界に目を向け、様々なカリキュラムを学ぶこと
等
で、明日への保育の手掛かりを感得していきます。

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

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30年8月11日

幼稚園

教諭

特定しない

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491301326号

078-591-5015

https://www.kobeshinwa.ac.jp/

兵庫県神戸市

6時間 平成30年8月11日

幼稚園

教諭

特定しない

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-30491301327号

078-591-5015

https://www.kobeshinwa.ac.jp/

姫路獨協大学

【選択必修】アクティブ･ラーニン
グを取り入れた英語授業実践

英語教育

学習者を飽きさせることなくモティベーションを高め、教育効果を
上げるうえで今や欠くことができないのが、アクティブ・ラーニン
グを取り入れた授業運営方法である。この講習では、大学にお
ける学習者参加型の授業実践例を紹介し、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。講習
は実習形式で行い、すべて英語で実施する授業も含む。

初谷 智子（人間社会学群教授）
森川 文弘（人間社会学群准教授）
山岡 華菜子（人間社会学群講師）
ギルバート･ディゾン（人間社会学群講師）

兵庫県姫路市

6時間 平成30年7月30日

高等学校

英語

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498301789号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

【選択必修】小中高の国語教育

学習指導要領等に基づき育
成すべき資質及び能力を育
むための習得、活用及び探
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

午前中は小学校の授業を中心に、声に出して読むということの
大切さや、「詩」という限られた言葉を通して想像力を豊かにする
方法を考える。午後からは中学校から高校の授業を中心に、「短
歌を絵にして鑑賞する授業実践」や橋本武氏が実践されたス
ローリーディングを新聞のコラムで行うとどうなるかの、本学学生
との取り組みを紹介して、国語のアクティブラーニングについて
考えてみたい。

平岡 清志（人間社会学群教授）
後藤 桂子（姫路獨協大学非常勤講師）
竹田 レイ子（神戸市教育委員会スーパーアド
バイザー）

兵庫県姫路市

6時間 平成30年7月31日

小学校
中学校
高等学校

国語

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498301790号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

法令改正及び国の審議会の
【選択必修】教育政策と学校内外 状況等
における危機管理上の課題
学校における危機管理上の
課題

本講習では、主に「法令改正及び国の審議会の状況等」、「学校
における危機管理上の課題」に係る理解を深める。
具体的に、午前中は学校内における突発的な事故・インターネッ
ト悪用によるいじめ等、従来の学校安全管理の枠を超えた事態 平岡 清志（人間社会学群教授）
にどう対応するかを教授し、午後より新学習指導要領を中心とし 上寺 常和（医療保健学部教授）
た教育政策、審議会の状況を伝えた後、改定された部分の考え
方やポイントについて教授することにより、現場で役立つ知識を
身につけることを目的とする。

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月3日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498301791号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

姫路獨協大学

【選択必修】小・中・高でのキャリ
進路指導及びキャリア教育
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「進学指導・就職斡旋」を意味している。本来は「生き方教
育」であり、小、中、高の各機関において、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る仕事は何か等を模索
し、自主決定できるよう指導することである。本講座では、校種
別にディスカッションし、専門家の提言を頂くことにより、キャリア
教育本来の意味を知る事を目的とする。

平岡 清志（人間社会学群教授）
後藤 桂子（姫路獨協大学非常勤講師）
兵庫県姫路市
芦田 正明（株式会社ウェルネス研究所代表取
締役）

6時間 平成30年8月5日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498301792号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月9日

小学校
中学校
高等学校

教諭・養護教諭

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498301793号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

兵庫県姫路市

6時間 平成30年8月24日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月18日～
平成30年4月24日

平30-30498301794号

079-223-9158

http://www.himejidu.ac.jp/

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月10日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年5月15日～
平成30年6月8日

平30-30514301612号

086-256-9703

http://www.ous.ac.jp/k
yousyoku/2002/index.h
tml

岡山県岡山市

6時間 平成30年8月22日

小学校

小学校教諭

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月21日～
平成30年5月21日

平30-30524301476号

086-252-5463

http://www.ndsu.ac.jp/
about/license_renewal/

広島県広島市

6時間 平成30年8月9日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年6月22日

平30-30529301584号

082-871-1001

http://www.hue.ac.jp

広島県広島市

6時間 平成30年8月3日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年5月16日～
平成30年6月15日

平30-30533301679号

082-830-1127

http://www.shudou.ac.jp

姫路獨協大学

【選択必修】学校カウンセリング

今こそ誰もがカウンセリング・マインドを備えていることが必須で
ある。生徒の苦しみを聞き生徒の立場になって考え、生徒自身
に解決させていく。カウンセリングの基礎を体得しテクニックを習
得しながら、生徒の問題解決を援助する方法を探る。カウンセリ 平岡 清志（人間社会学群教授）
教育相談（いじめ及び不登校
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
島崎 保（医療保健学部教授）
への対応を含む。）
る。授業はかつてのような教育的効果をあげることが難しくなっ 井上 光一（医療保健学部教授）
ている。学校生活は人間関係に煩雑さを生み、子どもたちの苦
悩ははかり知ることができない。これらの問題に何らかの解決へ
の道を示唆することが出来ればと思う。
生活基盤となっているインターネットは、ものすごい勢いで変化し
ている。保護者である大人でさえ、十分な理解を持ってインター
ネットを利用できていない現状において、学校の役割は非常に
大きく、常に時代に即した内容について教員自身が知っておく必
要がある。
佐野 智行（人間社会学群教授）
本講座では、最近のインターネットの活用動向として、クラウド
園田 浩一（人間社会学群准教授）
サービスなどの新しい技術や、SNS等のウェブサービスと個人情
報の関係、事例等の紹介を通して、危険を回避する能力を養
い、どの様にインターネットの活用方法を児童・生徒に指導して
いけば良いかを考える。

姫路獨協大学

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】インターネット活用の 術を利用した指導及び情報
現状と課題
教育（情報モラルを含む。）
等）

岡山理科大学

〇教育心理学の最新の理論に基づいて児童生徒の学習意欲が
学習指導要領の改訂の動向
低い原因を明らかにし、意欲を高める学習指導の方法につい
【選択必修】学習指導における今 等
松岡 律（教育学部准教授）
て、学習指導要領の改訂の動向を踏まえながら概説する。
日的課題
様々な問題に対する組織的
森 敏昭（教育学部教授）
〇保護者が典型的に抱える心理・社会的ヒストリーに着目し、
対応の必要性
“対決”ではない、より円滑な対応のあり方を考える。

【選択必修】コミュニケーションを
ノートルダム清心
促す小学校外国語科・外国語活 英語教育
女子大学
動の授業づくり

小学校外国語科及び外国語活動の実施に向けて、授業づくりの
実践的探究をする６時間の講習です。次期学習指導要領の趣
旨を踏まえた上で、新教材を用いて、目的や場面、状況に応じた
コミュニケーション活動をいかに促すかについて考えます。さら 福原 史子（人間生活学部准教授）
に、英語母語話者のゲストティーチャーと共に、教室英語や
ティームティーチングの実践力を磨きます。最後に、音声から文
字への効果的な指導について体験的に学んでいきます。

本講義では学習指導要領の改訂の動向について，文部科学省
の資料等を用いて解説するとともに学校現場での工夫を紹介し
学習指導要領の改訂の動向
ます。また、話合いを通し自身の課題を整理していきます。さら
等
餅川 正雄（経済学部教授）
に、学校の危機管理上の課題については、実践的なレベルでの
学校における危機管理上の
胤森 裕暢（経済学部教授）
教員の組織行動上の問題や危機管理マニュアルの作成・活用
課題
の問題を取り上げ、危機対応力を高めるための方策について理
解を深めていきます。

広島経済大学

【選択必修】学習指導要領の改
訂の動向と、学校における危機
管理上の課題

広島修道大学

学習指導要領等に基づき育
【選択必修】学習指導要領等に 成すべき資質及び能力を育
基づき育成すべき資質及び能力 むための習得、活用及び探
を育むための指導法の工夫
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

「主体的・対話的で深い学び」という言葉について、子どもと子ど
もが対話するには、そもそもどのような状態であればよいのだろ
うか。たとえば、子どもなりに「意見（考え）」を持てている状態が
イメージされる。では、その状態を目指すとしたら、教える人は何
西森 章子(人文学部准教授)
を準備できるだろうか。
本講習では、「考えを組み立てる」などの個人思考を練習したう
えで、共同思考を行っていく。これらを通して、思考の支援法を
考えていきたい。
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免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

虐待、いじめ、不登校など、児童生徒が抱える問題が多様化し
ており、困難な状況にある児童生徒の早期発見・早期介入の重
要性が高まっている。
問題を早期に発見し、適切な介入を行うためには、これらの問題
教育相談（いじめ及び不登校
への理解を深め、介入するためのスキルを身につける必要があ 吉本 美穂（非常勤講師）
への対応を含む。）
る。
そこで本講習では、虐待、いじめ、不登校など、教育相談の諸問
題について概説することにより、その理解と介入について考えて
いきたい。

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

広島県広島市

6時間 平成30年8月3日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年5月16日～
平成30年6月15日

平30-30533301680号

082-830-1127

http://www.shudou.ac.jp

小学校外国語教育に対する基本的な理念を学習し、実践的な演
習を実施します。新学習指導要領に示されている外国語活動・
外国語科の目標を理解し、配布されている新教材『Let's Try』又
は『We Can!』を使った活動を体験します。外国語活動と外国語科
フェネリー マーク（文学部准教授）
の違いについて学習し、理解します。学級担任又は外国語教育
担当教員に必要な知識と指導力を理解するため、実際に指導案
を立てて、外国語活動及び外国語科のマイクロティーチングに挑
戦します。

徳島県徳島市

6時間 平成30年7月7日

小学校

小学校教諭向け

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547301246号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

学習指導要領などで「アクティブ・ラーニング」が提唱されていま
す。しかし、「どのような内容をどのような方法で授業をおこなえ
ば、子どもたちが主体的に学ぶことができるか」ということについ
て、具体的に示したものはほとんどありません。そこで「熱心な教 小野 健司（生活科学部教授）
師なら誰でも＜たのしい授業＞を実践することができる仮説実験
授業」を実際に体験しながら、その考え方と方法についてとりあ
げることにします。特に「道徳」教材をとりあげます。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547301247号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

各学校段階の児童・生徒の発達段階をふまえて、学校現場にお
ける教育相談的対応が必要な諸問題について概説する。具体
的には、教育相談の基盤となるカウンセリングの技法、学校体制
教育相談（いじめ及び不登校
下坂 剛（生活科学部准教授）
のあり方、予防・開発的アプローチ、配慮が必要な子どもや障害
への対応を含む。）
永井 知子（短期大学部講師）
のある子どもへの対応、不登校・いじめ・非行等の問題行動への
対応、精神疾患の理解と対応、保護者への対応と、教師自身の
メンタルヘルスの維持といった内容となる。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547301248号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

教育の情報化（情報通信技
【選択必修】小学校におけるプロ 術を利用した指導及び情報
グラミング教育入門
教育（情報モラルを含む。）
等）

プログラミング教育の背景や目指す方向性の解説とともに、具体
的なプログラミングの体験、既存教科での指導事例の紹介等を
行いますが、受講者による指導案の作成とそれを題材としたグ
奥村 英樹（生活科学部教授）
ループでの意見交換に、充分な時間を割きたいと考えます。特
別な機材（ロボット、マイコンボード等）があれば、（可能な範囲
で）持ち寄っていただけると、より深い学びができます。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月7日

小学校

小学校教諭向け

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547301249号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

四国大学

【選択必修】実用英語の考察～
自然な英語を目指して～

多くの人が経験しているように、文法書に記載されている文法規
則に従って英文を作成しても、必ずしも自然な英文ができるとは
限らない。本講座では、実際にネイティブ・スピーカーが使用して
富山 晴仁（文学部准教授）
いる多様な英文や、実用書に挙げられている例文などの分析を
通して、より自然な英文を作り出すための「文法の使い方」を考
察していく。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月7日

中学校
高等学校

中学校・高等学校教諭向け

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月20日～
平成30年5月18日

平30-30547301250号

088-665-9922

http://www.shikokuu.ac.jp

徳島文理大学

【選択必修】発達障害の理解と指 学校を巡る近年の状況の変
導
化

近年、発達障害により特別な教育的支援が必要な幼児・児童生
徒が増加する傾向を見せています。そこで、国および徳島県に
おける発達障害児の在籍者数の推移を概観すると共に、限局性 冨樫 敏彦（人間生活学部准教授）
学習症（学習障害）、注意欠陥多動症、自閉スペクトラム症の理
解と指導法について、演習を交えながら実践的に学びます。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月16日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548301696号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校を巡る近年の状 化
況変化・危機管理上の課題
学校における危機管理上の
課題

学校を巡る子どもや保護者、社会環境等の状況変化や、自然災
害への対応など各種課題に対する組織的対応のあり方、学校に
おける危機管理上の課題等、教員に求められる最新の知識・技
能の習得と今日的な教育課題について理解を深める。

青野
早雲
中村
島田

透（大学院総合政策学研究科教授）
洋一（短期大学部教授）
亨（人間生活学部准教授）
俊朗（短期大学部准教授）

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月20日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548301697号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

【選択必修】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
教育相談（いじめ及び不登校 児童生徒の指導法等、非行問題に関する基本的な知識を講義
への対応を含む。）
する。さらに、具体的な非行事例の検討、児童生徒に対する面
接技法を学ぶことにより、非行の心理学的意味を理解し、指導
力を高めることをめざす。

高橋
青木
小板
中津

宏之（人間生活学部教授）
宏（名古屋少年鑑別所長）
清文（名古屋少年鑑別所統括専門官）
達雄（人間生活学部教授）

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月27日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548301698号

088-602-8321

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

【選択必修】適応力向上のため
の指導と方法

多様な価値観や個性を持つ児童・生徒が学校生活に適応する
には、学校の教育体制のみならず、児童・生徒自身が感情や行
動を適切に操作する技能を得る必要がある。インクルーシブ教
教育相談（いじめ及び不登校 育やチーム学校の推進という動向を踏まえ、児童・生徒の適応 松本 有貴（人間生活学部教授）
への対応を含む。）
力向上に役立つ非認知的能力（情動スキル・共感スキル・問題 原田 耕太郎（文学部准教授）
解決スキル等）の育成指導方法を学ぶ。さらに学校の教育体制
の観点から、児童・生徒の適応に関する支援の在り方を議論す
る。

香川県さぬき
市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548301699号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

【選択必修】適応力向上のため
の指導と方法

多様な価値観や個性を持つ児童・生徒が学校生活に適応する
には、学校の教育体制のみならず、児童・生徒自身が感情や行
動を適切に操作する技能を得る必要がある。インクルーシブ教
教育相談（いじめ及び不登校 育やチーム学校の推進という動向を踏まえ、児童・生徒の適応 松本 有貴（人間生活学部教授）
への対応を含む。）
力向上に役立つ非認知的能力（情動スキル・共感スキル・問題 原田 耕太郎（文学部准教授）
解決スキル等）の育成指導方法を学ぶ。さらに学校の教育体制
の観点から、児童・生徒の適応に関する支援の在り方を議論す
る。

徳島県徳島市

6時間 平成30年8月9日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548301700号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

【選択必修】非行の理解と指導

まず、児童生徒の問題行動に関わる制度と法令、いじめを含む
非行問題を理解するため、それらが発生する機制といった基本
教育相談（いじめ及び不登校 的な理解を深める。さらに具体的な非行事例の検討、そして非
への対応を含む。）
行のある児童生徒の指導法等を検討することによって、非行の
予防、問題が生じた際の対応等、学校における教育相談活動の
充実を図る。

香川県さぬき
市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548301701号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

徳島文理大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】学校を巡る状況の変 化
化と危機管理
学校における危機管理上の
課題

香川県さぬき
市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548301702号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

広島修道大学

【選択必修】教育相談（いじめ及
び不登校への対応を含む。）

四国大学

【選択必修】小学校外国語教育
の進め方

四国大学

学習指導要領等に基づき育
成すべき資質及び能力を育
【選択必修】仮説実験授業とアク
むための習得、活用及び探
ティブ・ラーニング
究の学習過程を見通した指
導法の工夫及び改善

四国大学

【選択必修】教育相談

四国大学

英語教育

英語教育

青木
小板
原田
中津

宏（名古屋少年鑑別所長）
清文（名古屋少年鑑別所統括専門官）
耕太郎（文学部准教授）
達雄（人間生活学部教授）

前半は、学校をめぐる近年の状況の変化を、今世紀になって注
目を集めている「ケアの倫理」の観点からとらえなおし、教育的ケ
アの観点から、好ましい人間関係の育成と、家庭、地域社会との 立山 善康（文学部教授）
連携について考察を深める。後半は、授業・学校行事・部活動中 島田 政輝（一般総合科目准教授）
の事故、施設の瑕疵による事故、いじめ・自殺未遂等の未然防
止のための基本的な考え方や基礎知識について学ぶ。
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免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

徳島文理大学

【選択必修】学校・家庭・地域の
連携の構築

学校、家庭及び地域の連携
及び協働

少子化、高齢、過疎化などにより、家庭や地域による教育機能
が低下し、児童、生徒のコミュニケーションあるいは協調性といっ
た能力が低下傾向にある。教員と保護者の組織的な連携体制
や地域の自治会や子供会、老人クラブや企業などとの連携も必 水野 貴之（理工学部准教授）
要である。本講習で背景の違う参加者同士で意識の共有や発
展的な議論を学ぶ。また、具体的なイベント企画を提案しグルー
プディスカッションを通じて、多面的な発展や協力について学ぶ。

香川県さぬき
市

6時間 平成30年8月9日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月23日～
平成30年6月15日

平30-30548301703号

087-899-7455

http://www.bunriu.ac.jp/

九州産業大学

【選択必修】幼児期の道徳性の
育成と幼小連携のあり方

道徳教育

本講習では、子どもの道徳性の発達状況とそれに対する道徳教
育のあり方を幼稚園及び小学校における道徳教育の現状から
考察する。小・中学校における道徳教育の教科化が問題になっ
田井 康雄（基礎教育センター教授）
ているが、それにつながる幼稚園教育全体における道徳教育の
必要性と重要性を明らかにし、幼児期と少年期における道徳教
育の連続性について明らかにしていきたい。

福岡県福岡市

6時間 平成30年7月24日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

35人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557301684号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

九州産業大学

【選択必修】英語教育における4
技能統合を目指したリスニング
活動

英語教育

英語教育において、4技能統合を目指した英語教育の実践に向
けて、特にリスニング活動に焦点を当て、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く。また、主体的なリスニ
ング活動を紹介し、模擬授業等を通じて、教員自身の指導力お 大薗 修一（語学教育研究センター准教授）
よび英語力の向上につながるようにしたいと考えている。講習は 小川 悠紀（語学教育研究センター常勤講師）
日本人教員が分担して行い、主体的なリスニング活動になるた
めの理論的概説と具体的な活動例について教授し、受講者の理
解を深めていくことを目指す。

福岡県福岡市

6時間 平成30年7月28日

中学校
高等学校

中学校・高等学校英語科教
諭向け

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557301685号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

九州産業大学

【選択必修】英語教育における4
技能統合を目指したリーディング 英語教育
活動

英語教育において、4技能統合を目指した英語教育の実践に向
けて、特にリーディング活動に焦点を当て、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していく。また、主体的
大薗 修一（語学教育研究センター准教授）
なリーディング活動を紹介し、模擬授業等を通じて、教員自身の
藤田 恵里子（語学教育研究センター常勤講
指導力および英語力の向上につながるようにしたいと考えてい
師）
る。講習は日本人教員が分担して行い、主体的なリーディング活
動を行うための理論的概説と具体的な活動例について教授し、
受講者の理解を深めていくことを目指す。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月2日

中学校
高等学校

中学校・高等学校英語科教
諭向け

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557301686号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

九州産業大学

様々な問題に対する組織的
【選択必修】学校に求められる教
対応の必要性
育力と学校経営（家庭・地域との
学校における危機管理上の
連携を基盤として）
課題

本講習においては、チーム力を強化し魅力ある学校にするため
に、学校経営におけるマネジメント・サイクルについての具体的
事例を紹介するとともに、各大学のミッションやビジョンを明確に 田中 靖人（国際文化学部教授）
したうえで、自校の課題解決を図る。また、社会の変動・教育施 坂口 秀俊（教職課程非常勤講師）
策の動向の把握や学外との連携等、学校運営を行う上で欠くこ
とのできない危機管理上の課題について考察する。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月22日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557301687号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

九州産業大学

【選択必修】児童生徒の道徳性を
道徳教育
育む道徳教育のあり方

本講習では、学校の教育活動全体を通じて児童生徒の道徳性
を養うという道徳教育の大原則に基づき、道徳科だけでは果たし
得ない道徳教育の充実方策を探りたい。具体的には、道徳が教
松原 岳行（国際文化学部准教授）
科化されたことの意味を考えるとともに、道徳教育の基礎理論を
踏まえながら、児童生徒の道徳性を効果的に育成する方法につ
いて検討する。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月23日

小学校
中学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月26日～
平成30年5月26日

平30-30557301688号

092-673-5595

http://www.kyusanu.ac.jp/

以下の観点から道徳教育の現状と課題について概説する。
第一に、学校教育における道徳教育の現状を概観しつつ、家庭
教育や地域における道徳教育と比較検討する。また、道徳教育
のあり方と道徳の授業について、並びに道徳と生徒指導につい 原 幸範（工学部教授）
て考える。
堀 憲一郎（工学部教授）
第二に、道徳性の発達等に関する心理学の諸理論を紹介しつ
つ、心理学の立場から道徳教育に関する問題提起と道徳教育
への科学的アプローチの可能性を探りたい。

福岡県久留米
市

6時間 平成30年7月8日

中学校
高等学校

教諭

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月20日～
平成30年5月20日

平30-30561301673号

0942-22-2348

http://www.kurumeit.ac.jp

福岡県福岡市

6時間 平成30年7月31日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月23日～
平成30年5月11日

平30-30565301328号

092-823-3273

http://www.seinangu.ac.jp/

１９７０年代に提唱され、１９８０年以降急速に発展してきた認知
言語学の理論を概観し、それがどのように英語の指導に応用で
きるかを考えます。本講習では、意味論・文法論を中心に解説
吉永 秀之（工学部准教授）
し、現場での多義語や文法指導に役立つ理論を紹介します。な
お、小学校の英語教育の教科化に伴い、英語に興味がある方に
広く受講いただく観点から英語科教諭以外も対象とします。

福岡県京都郡
苅田町

6時間 平成30年8月2日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30571301609号

0930-23-1493

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

中学校・高等学校に求められている進路・職業指導教育は、進
路・職業指導のみならず初等教育段階における職業準備教育を
も含めた幅広い概念としての「キャリア教育」が大きな地位を占
めています。
立石 義孝（工学部非常勤講師）
今日の初等中等教育段階から将来の職業に向けた効果的な
キャリア教育の推進・充実に資する主な知識を確認しながら、
キャリア教育推進の意義と、そのあり方等について講じます。

福岡県京都郡
苅田町

6時間 平成30年8月2日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30571301610号

0930-23-1493

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

急激に変化する現代社会において、少子高齢化、人々の価値観
の多様化やライフスタイルの変化など、地域社会を取り巻く環境
が複雑化してきています。
これからは、地域のことは地域で考え、地域で課題解決していく 浅野 繁喜（デザイン学部非常勤講師）
ことがより重要になってきています。そこで今、学校教育が家庭
及び地域の連携や協働による教育の必要性について講習しま
す。

福岡県京都郡
苅田町

6時間 平成30年8月2日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-30571301611号

0930-23-1493

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

久留米工業大学 【選択必修】教育の最新事情Ⅱ

道徳教育

西南学院大学

心がどのように成り立ち、人格形成に影響を及ぼすのか概観す
る。そして、心の危機とは何か、人はどのようにして不適応に陥
【選択必修】「子どもの心の理解
るのかも講義する。そして、教育相談の基本として、傾聴、受容、
教育相談（いじめ及び不登校
とその対応－教育相談の基礎か
共感の基本技法を振り返りどのような効果が子どもたちにもたら 浦田 英範（人間科学部教授）
への対応を含む。）
ら応用まで－」
されるのか。そして子どもたちをどのように支援していくのかも講
義する。また、講師が対応した事例を基に演習を行う。そして最
後には支援者の支援を講義する。

西日本工業大学

【選択必修】認知言語学に基づく
英語教育
英語指導

【選択必修】キャリア教育推進の
西日本工業大学 ための職業・進路指導（中等教 進路指導及びキャリア教育
育に焦点を当てて）

西日本工業大学

【選択必修】学校、家庭及び地域 学校、家庭及び地域の連携
の連携及び協働
及び協働

福岡工業大学

【選択必修】学校の危機管理

学校における危機管理上の
課題

本講習では、学校における危機管理上の課題について、学校に
おける危機管理の校内体制づくり、危機管理のプロセス、危機
管理に求められる教職員の資質能力等について展開していく。
危機管理の対象として取り上げるのは、不審者侵入、生徒指導 上寺 康司（社会環境学部教授）
上の諸問題（暴力行為、いじめ等）、保護者・地域との対応、教
師の体罰行為、学校事故、災害発生、情報セキュリティ等であ
る。

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月9日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575301237号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/

福岡工業大学

【選択必修】学校の危機管理

学校における危機管理上の
課題

本講習では、学校における危機管理上の課題について、学校に
おける危機管理の校内体制づくり、危機管理のプロセス、危機
管理に求められる教職員の資質能力等について展開していく。
危機管理の対象として取り上げるのは、不審者侵入、生徒指導 上寺 康司（社会環境学部教授）
上の諸問題（暴力行為、いじめ等）、保護者・地域との対応、教
師の体罰行為、学校事故、災害発生、情報セキュリティ等であ
る。

福岡県福岡市
東区

6時間 平成30年8月21日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年5月7日～
平成30年5月31日

平30-30575301238号

092-606-0647

http://www.fit.ac.jp/
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免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

福岡大学

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】教育実践をめぐる最 等
新事情
様々な問題に対する組織的
対応の必要性

本講座では、学習指導要領をめぐる最新の動向を概説するとと
もに、次期学習指導要領の改訂を見据えた教育実践のあり方
（主体的・対話的で深い学びのあり方）を検討します。また、そう 野口 徹（人文学部教授）
した教育実践を支える体制の動向として、「チーム学校」の議論 佐藤 仁（人文学部准教授）
等を取り上げ、学校の諸問題に対応する組織的な教育体制のあ
り方を検討します。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

36人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580301190号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

福岡大学

【選択必修】多様な子どもへの支 学校を巡る近年の状況の変
援を考える
化

日本社会の現状を踏まえ、学校は貧困、多文化化などの多様な
問題に対応を求められています。また、近年はLGBTの子どもた
ちへの配慮が求められています。そこで、本講習では、貧困家庭
藤田 由美子（人文学部教授）
の子どもたち、外国につながる子どもたち、性的マイノリティの子
伊藤 亜希子（人文学部講師）
どもたちへの支援をどのようにすればよいか考えます。それぞれ
の問題について、講義を通して理解を深め、具体的な支援につ
いてグループディスカッションを行います。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月7日

小学校
中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

36人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580301191号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

福岡大学

不登校やいじめ、発達障害に関する生徒指導上の課題は、未だ
に深刻な問題です。本講習では、これらの課題を子どもの発達
の視点から概観し、教師としてどのような援助できるのかを明ら
【選択必修】不登校・いじめ・発達
教育相談（いじめ及び不登校 かにしていきます。
障害の理解と援助―子どもの発
松永 邦裕（人文学部教授）
への対応を含む。）
講習を進めるにあたっては、発達理論などについての講義も行
達の視点から―
いますが、学級で行ういじめ予防の取り組みなどについて、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ていきま
す。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580301192号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

福岡大学

【選択必修】構成的グループ・エ
ンカウンターの理論と実践上の
工夫

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月7日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

36人

平成30年5月1日～
平成30年5月15日

平30-30580301193号

092-871-6631

https://www.fukuokau.ac.jp/

熊本県熊本市

6時間 平成30年8月11日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月17日～
平成30年5月31日

平30-30590301711号

096-343-1600

http://www.klc.ac.jp/

熊本県熊本市

6時間 平成30年8月21日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月17日～
平成30年5月31日

平30-30590301712号

096-343-1600

http://www.klc.ac.jp/

石村 華代（人文学部人文学科准教授）
安田 博行（熊本県玉名市立玉陵中学校 元校
熊本県熊本市
長、
九州ルーテル学院大学 元非常勤講師）

6時間 平成30年8月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月17日～
平成30年5月31日

平30-30590301713号

096-343-1600

http://www.klc.ac.jp/

学校現場で構成的グループ・エンカウンターを行う際に必要とな
る理論や実践上の工夫点について学ぶ。具体的には、ロジャー
ズのパーソンセンタード・アプローチの基本仮説に基づく理論を
教育相談（いじめ及び不登校
紹介し、エンカウンターをクラス運営に活用している実例（DVD） 本山 智敬（人文学部准教授）
への対応を含む。）
を視聴したり、実際にいくつかのエクササイズを体験することを
通して、自分の現場でこの手法を活用するためのヒントを提供す
る。

本講義では、カウンセリングとスクールソーシャルワークの視点
から、いじめ及び不登校への対応を含めた教育相談について学
岩永 靖（人文学部心理臨床学科准教授）
九州ルーテル学 【選択必修】学校と地域の教育相 教育相談（いじめ及び不登校 びます。前半では、校内への教育相談を踏まえた上で、保護者
高野 美雪（人文学部心理臨床学科准教授）
院大学
談
への対応を含む。）
との協働、関係機関との連携のあり方について学んでいきます。
西 章男（人文学部心理臨床学科准教授）
後半では、教育現場におけるこころの理解の方法やカウンセリン
グの理論と技法を通して心理的支援について学んでいきます。

九州ルーテル学 【選択必修】英語授業を活性化さ
英語教育
院大学
せる方法

九州ルーテル学 【選択必修】道徳教育の理論と方
道徳教育
院大学
法

本講習では、学習指導要領の変遷を通じて、英語教育に求めら
れる課題を理解するとともに、グローバル社会で必要とされるコ
ミュニケーション能力を育むために、児童・生徒の発達段階に応
島内 直英（人文学部人文学科教授）
じて、どのような教材や指導法が考えられるかを検討します。具
ケビン・アクストン（人文学部人文学科准教授）
体的には、小学校英語活動で効果的なゲームの使い方や、小
砂川 典子（人文学部人文学科准教授）
中高の連携を意図したコミュニケーション活動を活性化する方法
を学ぶことで指導能力向上を目指します。

道徳教育は学校の教育活動全体で行われるものであり、今、そ
の指導の在り方が見直されている。また、「特別の教科 道徳」
では、目標の明確化や内容項目の追加など、大きな改訂がなさ
れており、特に、「考え、議論する」道徳科が志向されている。本
講習の前半では、新たな道徳教育の可能性と課題について原
理的に検討する。後半では、道徳科への移行に着実に対応でき
るよう、実践的な研修を行う。

熊本学園大学

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】現代の学校を巡る諸 化
問題とその組織的対応
様々な問題に対する組織的
対応の必要性

本講習では、選択必修領域として示された事項から、「学校を巡
る近年の状況の変化」と「様々な問題に対する組織的対応の必
要性」を取り上げる。前者においては「データから見る現代の学
伊藤 友子（外国語学部教授）
校」を、後者においては「子ども間の関係づくりに資する教員間
波多江 俊介（商学部専任講師）
の協働を目指して」を、それぞれテーマとして設定し、教育社会
学と教育行政学・教育経営学を専門とする本学の専任教員が担
当する。

熊本県熊本市

6時間 平成30年7月31日

中学校
高等学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年5月17日～
平成30年6月17日

平30-30591301253号

096-364-5161(内 http://www.kumagaku.a
c.jp/
線1161)

熊本学園大学

【選択必修】現代の幼稚園・認定
学校、家庭及び地域の連携
こども園と子育て支援－理論と
及び協働
実践－

子ども・子育て支援新制度の実施や幼稚園教育要領・幼保連携
型認定こども園保育・教育要領改訂の動きなどを背景に、現代
伊藤 良高（社会福祉学部教授）
の幼稚園・認定こども園と子育て支援について、子育て支援の
山崎 史郎（社会福祉学部教授）
現状と問題点、課題や園、家庭並びに地域の連携・協働などを
中心に、理論的かつ実践的に考察する。

熊本県熊本市

6時間 平成30年8月4日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年5月17日～
平成30年6月17日

平30-30591301254号

096-364-5161(内 http://www.kumagaku.a
線1161)
c.jp/

学校における危機管理の観点から、学校内外の連携協力の在り
島 立久（国際人間学部教授）
方について理解を深め、最新の研究動向に即した講習を行う。

鹿児島県薩摩
川内市

6時間 平成30年8月6日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年5月7日～
平成30年6月29日

平30-30604301514号

0996-23-5311

http://www.kjunshin.ac.jp/jundai/

近年の学校等をめぐる状況について、こどもの学力と教員の資
広瀬 健一郎（国際人間学部准教授）
質のふたつ観点から講習を行う。また、法令改正等国の政策状
栗原 真孝（国際人間学部准教授）
況について、最新の研究動向に即した内容を取り扱う。

鹿児島県薩摩
川内市

6時間 平成30年8月6日

幼稚園
小学校

教諭

特定しない

6,000円

120人

平成30年5月7日～
平成30年6月29日

平30-30604301515号

0996-23-5311

http://www.kjunshin.ac.jp/jundai/

様々な問題に対する組織的
青森明の星短期 【選択必修】教育課題の対策と実 対応の必要性
大学
施
学校における危機管理上の
課題

学校教育の今日的な課題について、その背景や動向、解明策に
ついて多岐にわたって研修する。学校の組織としての在り方や、
学校の組織文化に基づく業務の在り方などを見直し、教職のあ
伊藤 直樹（青森市立佃中学校校長）
るべき姿についての省察を据え、教員としての資質向上を目指
石岡 篤実（青森市教育委員会指導課長）
す。
１．ライフステージに応じた教員のキャリア形成
２．学校における危機管理

青森県青森市

6時間 平成30年8月9日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-35016301574号

017-741-0123

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

様々な問題に対する組織的
青森明の星短期 【選択必修】教育課題の対策と実 対応の必要性
大学
施
学校における危機管理上の
課題

学校教育の今日的な課題について、その背景や動向、解明策に
ついて多岐にわたって研修する。学校の組織としての在り方や、
学校の組織文化に基づく業務の在り方などを見直し、教職のあ
伊藤 直樹（青森市立佃中学校校長）
るべき姿についての省察を据え、教員としての資質向上を目指
石岡 篤実（青森市教育委員会指導課長）
す。
１．ライフステージに応じた教員のキャリア形成
２．学校における危機管理

青森県青森市

6時間 平成30年8月10日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-35016301575号

017-741-0123

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

青森明の星短期 【選択必修】幼児教育の課題と実 様々な問題に対する組織的
大学
施
対応の必要性

幼児教育の今日的な課題について、その背景や動向、解明策に
ついて多岐にわたって研修する。学校の組織としての在り方や、
学校の組織文化に基づく業務の在り方など、教職のあるべき姿 坂本 明裕（子ども福祉未来学科教授）
青森県青森市
についての省察を据え、教員としての資質向上を目指す。
佐藤 康子（青森明の星短期大学非常勤講師）
１．幼児教育の動向と課題
２．3歳から始まる小学校への接続

6時間 平成30年9月22日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-35016301576号

017-741-0123

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

様々な問題に対する組織的
鹿児島純心女子 【選択必修】学校の内外における 対応の必要性
大学
連携協力についての理解
学校における危機管理上の
課題
学校を巡る近年の状況の変
鹿児島純心女子 【選択必修】初等教育における近 化
大学
年の状況の変化
法令改正及び国の審議会の
状況等
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学校種

免許職種、教科等

職務経験等

6時間 平成30年9月23日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

80人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-35016301577号

017-741-0123

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

茨城県那珂市

6時間 平成30年8月10日

幼稚園

特定しない

特定しない

7,000円

130人

平成30年5月14日～
平成30年5月18日

平30-35039301585号

029-298-0596

http://www.taisei.ac.jp/
jp/iwjc/index.html

群馬県館林市

6時間 平成30年8月2日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年5月21日～
平成30年5月25日

平30-35049301772号

0276-74-1212

http://www.kantogakuen.ac.jp/junir/grad
uate/koushin.htm

小林 俊哉（キャリアデザイン学科教授）
前田 浩（キャリアデザイン学科教授）
Maher, Richard A.（キャリアデザイン学科専任
講師）

群馬県高崎市

6時間 平成30年8月16日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年5月15日～
平成30年5月31日

平30-35054301201号

027-326-1155

https://www.niitan.jp/

現在、7人に1人の子どもが貧困下での生活を余儀なくされてい
る。クラスに少なからず貧困下にある子どもがいるという現実と、
現場の教員はどのように向き合い対応していったらよいのか。子
どもの貧困問題を身近なこととして理解を深めていく。また、誰も 八幡 眞由美（コミュニティ子ども学科准教授）
が快適に生活できる社会を目指すために、一人ひとりが様々な 小菅 ゆみ（コミュニティ子ども学科専任講師）
人のバリアを理解し、その社会参加に積極的に協力する「心の
バリアフリー」を学校教育の現場でどのように推進していけばよ
いのかを考える。

群馬県高崎市

6時間 平成30年8月16日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年5月15日～
平成30年5月31日

平30-35054301202号

027-326-1155

https://www.niitan.jp/

この講習では、人生の誕生から死に至る旅ともいわれるライフサ
イクルを考慮し、各発達段階の課題と人間の教育について理解
を深める。道徳教育については、基礎的な概念を確認し、自分
自身に関すること、他人・集団・社会との関わり、自然や崇高なも 高橋 勇一（健康生活学科教授・事務局長）
のとの関わりを検討する。その際、人文・社会のみならず、サイ
エンスも含めた応用倫理も扱う。なお、教員自身に、「感動」を
テーマとして次世代に最も伝えたい内容を考察してもらう。

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成30年8月11日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月23日～
平成30年4月27日

平30-35066301758号

0493-54-5101

http://www.musashigao
ka.ac.jp

埼玉県比企郡
吉見町

6時間 平成30年8月11日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月23日～
平成30年4月27日

平30-35066301759号

0493-54-5101

http://www.musashigao
ka.ac.jp

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月4日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月23日～
平成30年5月25日

平30-35074301204号

043-255-4370

http://www.chibakc.ac.jp/

主に 「不登校」「いじめ」に焦点を当て、教育相談の実際につい
て概説する。そのなかで、教育相談が効果的であるための教師
千葉経済大学短 【選択必修】教育相談と子どもの 教育相談（いじめ及び不登校 とスクールカウンセラーとの協力関係、また対症療法的な対応だ 新井 敬枝（こども学科非常勤講師）
期大学部
教育
への対応を含む。）
けでなく、「不登校」「いじめ」を起こりづらくするように、全生徒を 鈴木 水季（千葉経済大学非常勤講師）
対象として行う予防的な教育について、ポジティブ心理学の立場
から最新の知見について講義する。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月4日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月23日～
平成30年5月25日

平30-35074301205号

043-255-4370

http://www.chibakc.ac.jp/

主に 「不登校」「いじめ」に焦点を当て、教育相談の実際につい
て概説する。そのなかで、教育相談が効果的であるための教師
千葉経済大学短 【選択必修】教育相談と子どもの 教育相談（いじめ及び不登校 とスクールカウンセラーとの協力関係、また対症療法的な対応だ 新井 敬枝（こども学科非常勤講師）
期大学部
教育
への対応を含む。）
けでなく、「不登校」「いじめ」を起こりづらくするように、全生徒を 鈴木 水季（千葉経済大学非常勤講師）
対象として行う予防的な教育について、ポジティブ心理学の立場
から最新の知見について講義する。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月6日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月23日～
平成30年5月25日

平30-35074301206号

043-255-4370

http://www.chibakc.ac.jp/

千葉経済大学短 【選択必修】教育政策の最新動
期大学部
向

近年また近未来の教育政策の動向について、法令改正及び国
の審議会の状況および学習指導要領の改訂の動向の観点か
ら、最新の情報に基づき概説する。学習指導要領については、
学習指導要領の改訂の動向
まず一般論、その後で近年問題になっている学力の２極化に陥
等
小池 公夫（こども学科非常勤講師）
らないためにその精神をどのように解釈し実践すれば良いの
法令改正及び国の審議会の
八木 陽（こども学科非常勤講師）
か、算数科・数学科、小学校から高校までの連携を例にして考え
状況等
る。これらは、他の教科にも通じるものであり、現代に生きる子ど
もたちが豊に学ぶために現場の具体的対応が創造的本質的な
ものとなることを目指すものである。

千葉県千葉市

6時間 平成30年8月6日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月23日～
平成30年5月25日

平30-35074301207号

043-255-4370

http://www.chibakc.ac.jp/

有明教育芸術短 【選択必修】教育相談（不登校・
期大学
いじめの対応を含む）

幼児・児童・生徒の心に起因する問題や発達に関わる課題に対
応するため、全教員が「教育相談」の素養を身につけ、幼児・児
童・生徒の成長発達を援助することが試みられてきた。しかし、
教育相談（いじめ及び不登校 残念なことに「不登校」「いじめ」「発達障害」等をはじめとする課 羽田 紘一（元子ども教育学科教授）
への対応を含む。）
題は収束していないばかりか、難しさを増している。この講習で 杵鞭 広美（子ども教育学科教授）
は、学校教育において「教育相談活動」が必要となった経緯を確
認するとともに、「不登校」「いじめ」「発達障害」等への対応につ
いて考える。

東京都江東区

6時間 平成30年8月10日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年7月6日

平30-35080301693号

03-5579-6211

http://www.ariake.ac.jp

東京都江東区

6時間 平成30年8月2日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,500円

40人

平成30年4月16日～
平成30年7月6日

平30-35080301694号

03-5579-6211

http://www.ariake.ac.jp

青森明の星短期 【選択必修】幼児教育の課題と実 様々な問題に対する組織的
大学
施
対応の必要性

幼児教育の今日的な課題について、その背景や動向、解明策に
ついて多岐にわたって研修する。学校の組織としての在り方や、
学校の組織文化に基づく業務の在り方など、教職のあるべき姿 坂本 明裕（子ども福祉未来学科教授）
青森県青森市
についての省察を据え、教員としての資質向上を目指す。
佐藤 康子（青森明の星短期大学非常勤講師）
１．幼児教育の動向と課題
２．3歳から始まる小学校への接続

茨城女子短期大 【選択必修】学校、家庭及び地域 学校、家庭及び地域の連携
学
の連携及び協働
及び協働

最近の保護者事情を理解し、子育てを支援していくということは
何か。家族、地域との連携や子育て支援のあり方を学ぶ。さら
に、教諭や保育士の様々な役割を再認識し、保育、教育に携わ
る専門家としての自覚をもとに幼稚園教諭・保育士・保育教諭と
して子どもとともに生きる喜びを生活の遊びの中で研鑽できる姿
勢を身につける。

関東短期大学

助川 公継（保育科科長教授）
安藤 みゆき（保育科教授）
海野 富江（保育科准教授）
橋本 祥子（保育科准教授）
綿引 喜恵子（保育科専任講師）
梶井 正紀（茨城県常陸大宮市立御前山中学
校教諭）

学校を巡る近年の状況変化について、教育施策や各種統計の
学校を巡る近年の状況の変
最新動向を参照しながら具体的な事例を通して考察する。また、
【選択必修】学校を巡る状況の変 化
橋本 正男（こども学科教授）
新学習指導要領の基本方針や教育基本法・学校教育法が目指
化と学習指導要領の改訂の動向 学習指導要領の改訂の動向
亀岡 保彦（こども学科教授）
す普遍的な教育の根幹を踏まえ、その方向性やポイントを理解
等
する。

新島学園短期大 【選択必修】Teaching English to
学
Young Learners

英語教育

新島学園短期大 【選択必修】子どもの貧困と心の 学校を巡る近年の状況の変
学
バリアフリー
化

①英語に限らずそもそも外国語を学ぶことの意味は何か、など
外国語学習には絶対に必要な動機付けの問題について、②初
習者に英語を教える教授者が知っておくべき、英語の音声的・文
法的知識や英語国の文化的知識について、さらに③フォニックス
とは何なのか、そしてそれが学習者にとって、英語教育の重要な
部分であるのかについての講義を行う。なお③については、英
語による講義となる予定。

武蔵丘短期大学

【選択必修】ライフサイクルと道徳
道徳教育
教育について

武蔵丘短期大学

2019年ラグビーW杯、翌年の東京五輪開催決定を機に訪日観光
客4000万人を目標とした「観光立国政策」を軸に、より国際化が
加速している。この国際化に合わせて必要な教育とは何か。「プ
【選択必修】国際理解・異文化理 国際理解及び異文化理解教
ロトコール（国際儀礼）5原則」と「言語、食、スポーツ」の文化的 植松 大介（健康生活学科講師）
解教育
育
側面からアプローチして検証する。そして、教育現場における今
後の国際理解・異文化理解教育の展開方法をディスカッションを
通じて検証・考察し、模擬体験を試みる。

学校を巡る近年の状況の変
千葉経済大学短 【選択必修】学校（幼児教育）を巡 化
期大学部
る状況変化と教育政策の動向
法令改正及び国の審議会の
状況等

学習指導要領等に基づき育
【選択必修】特別支援教育にい
成すべき資質及び能力を育
有明教育芸術短 かすどの子も主体的に学べる視
むための習得、活用及び探
期大学
聴覚教材－音楽とパネルシア
究の学習過程を見通した指
ターを中心に－
導法の工夫及び改善

幼児教育に焦点を合わせ、保護者の意識・家庭教育等の学校を
巡る状況変化について明らかにし、これらを踏まえて近年また近
未来の教育政策の動向について、法令改正及び国の審議会の
状況に関する視点から最新の情報に基づき概説する。特に、法 中島 千恵子（こども学科教授）
令改正・改定についてはその精神を明らかにし、現代に生きる子 上村 麻郁（こども学科准教授）
どもたちが豊かに学ぶために現場の具体的対応が創造的本質
的なものとなり、改正・改定が最大限の効果を発揮するものとな
ることを目指す。

通常学級に在籍しながらも特別支援教育の対象となりうる児童・
生徒の学校生活での個別的配慮のあり方・対象児童・生徒の言
語・非言語的コミュニケーションの方法として聴覚的情報を優位
杵鞭 広美（子ども教育学科教授）
にする音楽活動と視覚的情報を優位にするパネルシアターを用
田中 正代（子ども教育学科講師）
いた指導法を概説する。そのうえでどの子も主体的に学べる授
業（アクティブラーニング）を構成するには実際にどうすればよい
か、自らの授業の工夫点・改善点を考える。
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免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

有明教育芸術短
【選択必修】国際理解教育
期大学

湘北短期大学

【選択必修】教育相談（いじめ及
び登園しぶりへの対応を含む）

富山福祉短期大 【選択必修】特別支援教育の視
学
点を生かした教育相談

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

共生と平和のための社会と世界の構築を目指し、ユネスコなど
を中心に展開されている教育が「国際理解教育」である。日本に
おける国際理解教育は独自の展開を見せており、「日本人」とし
国際理解及び異文化理解教
てのアイデンティティを改めて見つめ直す契機ともなっている。こ 木田 竜太郎（子ども教育学科講師）
育
の講義では、多文化・多民族共生時代に求められる教育とは何
か、諸外国における国際理解教育の事例を踏まえつつ、日本社
会の国際化と教育が果たす役割について考察を深める。

東京都江東区

6時間 平成30年8月20日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年7月6日

平30-35080301695号

03-5579-6211

http://www.ariake.ac.jp

幼稚園における教育相談について、教諭として必要とされる最
新の知識について解説する。特に、いじめを含む園児間の人間
教育相談（いじめ及び不登校
髙木 友子（保育学科准教授）
関係の問題や登園しぶり等における保護者への対応・支援、就
への対応を含む。）
照井 裕子（保育学科准教授）
学に向けた取り組み等について、具体的な事例を通して解説す
る。

神奈川県厚木
市

6時間 平成30年8月4日

幼稚園

幼稚園教諭免許向け

特定しない

6,000円

120人

平成30年4月16日～
平成30年5月25日

平30-35122301571号

046-250-8923

http://www.shohoku.ac
.jp

6時間 平成30年8月22日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-35135301589号

0766-55-5567

http://www.tfukushi.urayama.ac.jp

6時間 平成30年8月21日

幼稚園

幼稚園教諭

特定しない

6,000円

200人

平成30年5月16日～
平成30年6月8日

平30-35165301551号

054-261-1313

http://www.tokohau.ac.jp/

平30-35166301194号

053-473-6100

http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/

不適切な養育環境や発達障害等により集団への不適応（いじめ
や不登校を含む）を示す子どもへの支援や。保護者との教育相
教育相談（いじめ及び不登校
嘉義 陽子（富山県朝日町立さみさと小学校相
談の在り方について実際の事例を通して考察する。
富山県射水市
への対応を含む。）
談員）
また、繰り返される不適切な行動の評価・分析と対応について理
解を深める。

教育相談に関する理解を深め、いじめ・不登校・問題行動・虐待
常葉大学短期大 【選択必修】教育相談と子育て支 教育相談（いじめ及び不登校
などの教育現場における諸問題に取り組む場合の理論を深め 金子 泰之（保育科非常勤講師）
学部
援
への対応を含む。）
る。
幼児・児童に英語をどのように親しませていったらよいか。英語
浜松学院大学短
【選択必修】英語教育
英語教育
を保育者たちがいかに楽しんでいったらよいか。すぐに使える
金子 容子（短期大学部教授）
期大学部
キッズイングリッシュを実践します。

静岡県静岡市

静岡県浜松市

6時間 平成30年8月1日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

130人

平成30年5月7日～
平成30年5月11日

静岡県浜松市

6時間 平成30年7月30日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

150人

平成30年5月7日～
平成30年5月11日

平30-35166301195号

053-473-6100

http://www.hamagaku.a
c.jp/hamatan/

幼少期は人間形成の基盤を培う重要な時期であり，教育に関連
する機関や組織が連携し，家庭や地域とも力を合わせて子ども 今西 利美(幼児教育科非常勤講師)
学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】教育政策の動向およ
を育てていくことが必要です。ここでは幼稚園教育要領や幼保連 泉谷 光孝(幼児教育科非常勤講師)
大阪千代田短期
等
び学校内外での連携協力につい
携型認定こども園教育・保育要領，小学校学習指導要領につい 川崎 幸子(河内長野市教育委員会指導主事)
大学
学校における危機管理上の
ての理解
て理解を深めるとともに，園や学校における危機管理上の課題 前野 裕彦(河内長野市教育委員会指導主事)
課題
についての事例をもとに，教育機関や保護者，地域社会との連 伊藤 一雄(幼児教育科教授)
携のあり方について考えていきます。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年8月3日

幼稚園
小学校

幼稚園教諭、小学校教諭

特定しない

6,500円

300人

平成30年4月16日～
平成30年4月23日

平30-35218301760号

0721-52-4141

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

幼少期は人間形成の基盤を培う重要な時期であり，教育に関連
する機関や組織が連携し，家庭や地域とも力を合わせて子ども 今西 利美(幼児教育科非常勤講師)
学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】教育政策の動向およ
を育てていくことが必要です。ここでは幼稚園教育要領や幼保連 泉谷 光孝(幼児教育科非常勤講師)
大阪千代田短期
等
び学校内外での連携協力につい
携型認定こども園教育・保育要領，小学校学習指導要領につい 川崎 幸子(河内長野市教育委員会指導主事)
大学
学校における危機管理上の
ての理解
て理解を深めるとともに，園や学校における危機管理上の課題 前野 裕彦(河内長野市教育委員会指導主事)
課題
についての事例をもとに，教育機関や保護者，地域社会との連 伊藤 一雄(幼児教育科教授)
携のあり方について考えていきます。

大阪府河内長
野市

6時間 平成30年12月2日

幼稚園
小学校

幼稚園教諭、小学校教諭

特定しない

6,500円

300人

平成30年9月3日～
平成30年9月10日

平30-35218301761号

0721-52-4141

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

6時間 平成30年8月5日

幼稚園

幼稚園教諭

特定しない

6,000円

60人

平成30年5月16日～
平成30年5月31日

平30-35280301608号

088-840-1121

http://www.kochigc.ac.jp

佐賀県鳥栖市

6時間 平成30年6月16日

幼稚園

幼稚園教諭

特定しない

6,000円

100人

平成30年5月7日～
平成30年6月8日

平30-35300301251号

0942-85-1121

http://www.kryukoku.ac.jp

本講習では、いじめ及び不登校への対応を含む児童生徒の教
育相談に関して、近年の相談内容やその背景について最新の
【選択必修】平成30年度九州龍
調査をもとに考察する。また、教育相談に関する技法について、
九州龍谷短期大
教育相談（いじめ及び不登校
鬼塚 良太郎（保育学科准教授）
谷短期大学免許状更新講習（選
臨床心理学的視点をもとに講義する。教育相談に関わる児童生
学
への対応を含む。）
田中 沙来人（保育学科専任講師）
択必修②）
徒の理解や保護者の理解、専門家との連携の在り方、面接技法
について講義することで、教育相談について総合的に考察して
いく。

佐賀県鳥栖市

6時間 平成30年10月7日

幼稚園

幼稚園教諭

特定しない

6,000円

100人

平成30年5月7日～
平成30年9月28日

平30-35300301252号

0942-85-1121

http://www.kryukoku.ac.jp

保育や教育の現場で気になる子どもが増えていると言われてい
る。彼らの示す問題となる行動には、その背景として発達障害の
存在が推定されるものが少なくない。こうした子ども達への対応
教育相談（いじめ及び不登校
水田 茂久 （こども未来学科教授）
には、普段の保育力の向上に加えて若干の専門的理解が必要
への対応を含む。）
菅原 航平 （こども未来学科講師）
となる。その為、今回は発達障害の子どもの理解と対応につい
て、「認知的特徴」と「新幼稚園教育要領を踏まえた、子どもとそ
の保護者への支援」という2つの視点から学んでいく。

佐賀県佐賀市

6時間 平成30年8月24日

幼稚園

幼稚園教諭

特定しない

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年6月27日

平30-35301301743号

0952-25-5145

http://www.asahigakue
n.ac.jp/sajotan/

浜松学院大学短
【選択必修】教育相談
期大学部

高知学園短期大 【選択必修】学習指導要領の改
学
訂の動向等

様々な症例（架空事例）を通して、子どもに関わる不適応行動を
教育相談（いじめ及び不登校 知り、同時に、その背景にある家族力動や心理メカニズムについ
志村 浩二（短期大学部准教授）
への対応を含む。）
て学ぶ。また、もし様々な相談事例に対応した時に使える実践的
なカウンセリング技術や傾聴の仕方等を体験的に習得する。

幼稚園教育要領の改訂について、教育基本法、学校教育法等
の関連法令改正の動向を踏まえながら概説し、「幼稚園での生
学習指導要領の改訂の動向
山下 文一（松蔭大学コミュニケーション文化学
活と家庭などでの生活の連続性」「子育て支援と預り保育の充
高知県高知市
等
部子ども学科教授）
実」など改訂内容のポイントを取り上げ、理解を深めることを目指
す。

本講習では、学校や子どもたちを取り巻く近年の大きな変化に
学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】平成30年度九州龍
伴う学校の状況変化及びその背景や要因を考察するとともに、
九州龍谷短期大
化
谷短期大学免許状更新講習（選
学校教育のこれからの動向や、中央教育審議会等の最新情報
学
学習指導要領の改訂の動向
択必修①）
を基に、学習指導要領や幼稚園教育要領の改訂の動向、これ
等
からの学校教育の方向性などについて考察する。

佐賀女子短期大
【選択必修】現代幼児教育事情
学

峯 晋（保育学科教授）
余公 敏子（保育学科教授）

尚絅大学短期大 【選択必修】社会の変化に応じた 学校、家庭及び地域の連携
学部
保育方法の在り方
及び協働

近年の子ども・保護者を取り巻く社会環境を踏まえ、保育の実践
者として、どのように遊びを展開させ子どもの学びを深めていく
二子石 諒太（幼児教育学科 助教）
のか、近年注目されているプロジェクト型保育の理念や意義等
の基礎的事項を学びながら考えていく。

熊本県菊池郡
菊陽町

6時間 平成30年8月17日

幼稚園

幼稚園教諭向け

特定しない

6,000円

20人

平成30年5月17日～
平成30年5月31日

平30-35305301631号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

尚絅大学短期大 【選択必修】社会の変化に応じた 学校、家庭及び地域の連携
学部
保育方法の在り方
及び協働

近年の子ども・保護者を取り巻く社会環境を踏まえ、保育の実践
者として、どのように遊びを展開させ子どもの学びを深めていく
二子石 諒太（幼児教育学科 助教）
のか、近年注目されているプロジェクト型保育の理念や意義等
の基礎的事項を学びながら考えていく。

熊本県菊池郡
菊陽町

6時間 平成30年9月15日

幼稚園

幼稚園教諭向け

特定しない

6,000円

20人

平成30年5月17日～
平成30年5月31日

平30-35305301632号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

いじめや不登校、軽度発達障害など保育現場、学校現場におけ
る子どもの心の問題の現状について、実践を踏まえて解説す
尚絅大学短期大 【選択必修】教育相談の理論と実 教育相談（いじめ及び不登校
る。また、そのような問題を発見し解決していくための方法とし
小川内 哲生（幼児教育学科 教授）
学部
践
への対応を含む。）
て、教師の使えるカウンセリングを取り上げ、教育相談における
カウンセリングの有効性について論じる。

熊本県菊池郡
菊陽町

6時間 平成30年8月17日

幼稚園

幼稚園教諭向け

特定しない

6,000円

20人

平成30年5月17日～
平成30年5月31日

平30-35305301633号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

いじめや不登校、軽度発達障害など保育現場、学校現場におけ
る子どもの心の問題の現状について、実践を踏まえて解説す
尚絅大学短期大 【選択必修】教育相談の理論と実 教育相談（いじめ及び不登校
る。また、そのような問題を発見し解決していくための方法とし
小川内 哲生（幼児教育学科 教授）
学部
践
への対応を含む。）
て、教師の使えるカウンセリングを取り上げ、教育相談における
カウンセリングの有効性について論じる。

熊本県菊池郡
菊陽町

6時間 平成30年9月15日

幼稚園

幼稚園教諭向け

特定しない

6,000円

20人

平成30年5月17日～
平成30年5月31日

平30-35305301634号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

尚絅大学短期大 【選択必修】保育現場の危機対
学部
応と保護者対応

様々な問題に対する組織的
対応の必要性

本講習は、保育教育の現場で生じる虐待や子どもの様々な行動
についての問題が発生した場合、どのように情報を収集し、対応
方針を立て、初期の対応や子どもや保護者の心のケアを行って 緒方 宏明（幼児教育学科 教授）
いくかを、保育教育的視点に基づき検討していきます。また、保
護者対応の方法についてロールプレイを通して学びます。

熊本県菊池郡
菊陽町

6時間 平成30年8月17日

幼稚園

幼稚園教諭向け

特定しない

6,000円

20人

平成30年5月17日～
平成30年5月31日

平30-35305301635号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

尚絅大学短期大 【選択必修】保育現場の危機対
学部
応と保護者対応

様々な問題に対する組織的
対応の必要性

本講習は、保育教育の現場で生じる虐待や子どもの様々な行動
についての問題が発生した場合、どのように情報を収集し、対応
方針を立て、初期の対応や子どもや保護者の心のケアを行って 緒方 宏明（幼児教育学科 教授）
いくかを、保育教育的視点に基づき検討していきます。また、保
護者対応の方法についてロールプレイを通して学びます。

熊本県菊池郡
菊陽町

6時間 平成30年9月15日

幼稚園

幼稚園教諭向け

特定しない

6,000円

20人

平成30年5月17日～
平成30年5月31日

平30-35305301636号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/
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講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

尚絅大学短期大 【選択必修】幼児教育施設の位
学部
置づけ

①平成27年に始まった新たな子育て支援制度のもとで大きな変
化を求められている幼稚園をはじめとする幼児教育施設を巡る
状況を把握しつつ、幼稚園とその教育・保育の歴史的意義を問
学習指導要領の改訂の動向
い直す。
柴田 賢一（幼児教育学科 准教授）
等
②幼稚園教育要領および認定こども園教育・保育要領の理解を
深めるとともに、保育記録を通して幼稚園における保育内容と子
どもについての理解を深めていく。

熊本県菊池郡
菊陽町

6時間 平成30年8月17日

幼稚園

幼稚園教諭向け

特定しない

6,000円

20人

平成30年5月17日～
平成30年5月31日

平30-35305301637号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

尚絅大学短期大 【選択必修】幼児教育施設の位
学部
置づけ

①平成27年に始まった新たな子育て支援制度のもとで大きな変
化を求められている幼稚園をはじめとする幼児教育施設を巡る
状況を把握しつつ、幼稚園とその教育・保育の歴史的意義を問
学習指導要領の改訂の動向
い直す。
柴田 賢一（幼児教育学科 准教授）
等
②幼稚園教育要領および認定こども園教育・保育要領の理解を
深めるとともに、保育記録を通して幼稚園における保育内容と子
どもについての理解を深めていく。

熊本県菊池郡
菊陽町

6時間 平成30年9月15日

幼稚園

幼稚園教諭向け

特定しない

6,000円

20人

平成30年5月17日～
平成30年5月31日

平30-35305301638号

096-338-8840

http://www.shokeigakuen.ac.jp/univ/

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月5日

幼稚園

幼稚園教諭

特定しない

7,000円

150人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317301595号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

50人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

平30-35317301596号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

平30-35317301597号

098-882-9005

http://www.owjc.ac.jp/

沖縄女子短期大 【選択必修】幼稚園教育要領の
学
改訂の動向
沖縄女子短期大 【選択必修】学習指導要領の改
学
訂の動向（1組）

これからの時代の幼稚園教諭が身につけていくべき能力等につ
学習指導要領の改訂の動向
村吉 和美（児童教育学科非常勤講師）
いて幼稚園教育要領（解説）を軸に、多角的な見地から熟考し理
等
平田 美紀（児童教育学科教授）
解を深めることを目指す。
学習指導要領が目指す姿、新しい時代に必要となる資質、能力
学習指導要領の改訂の動向
濱比嘉 宗隆（児童教育学科教授）
の育成（2030年に向けた教育の在り方）について理解を深めるこ
等
仲西 起實（児童教育学科非常勤講師）
とを目指す。

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月5日

小学校

小学校教諭

特定しない

7,000円

沖縄女子短期大 【選択必修】学習指導要領の改
学
訂の動向（2組）

学習指導要領が目指す姿、新しい時代に必要となる資質、能力
学習指導要領の改訂の動向
上原 勝晴（児童教育学科准教授）
の育成（2030年に向けた教育の在り方）について理解を深めるこ
等
桃原 亮昌（児童教育学科教授）
とを目指す。

沖縄県島尻郡
与那原町

6時間 平成30年8月5日

小学校

小学校教諭

特定しない

7,000円

50人

平成30年5月15日～
平成30年5月18日

蒲田保育専門学 【選択必修】教育の最新事情２｢
校
幼児教育の最新事情取得」

学校を巡る近年の状況の変
化
学校における危機管理上の
課題

原則的には幼稚園教諭を対象とするが、小学校教諭も受講可能
とする。
久保田 力（相模女子大学教授）
①幼稚園、学校を巡る近年の状況の変化、②幼稚園、学校にお 長塚 琢磨（足立区立第九中学校校長）
ける危機管理の課題、２項目について講習を実施する。

東京都大田区

6時間 平成30年7月23日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

8,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-40009301268号

03-3741-7460

http://www.kanno.ac.jp
/

蒲田保育専門学 【選択必修】教育の最新事情２｢
校
幼児教育の最新事情取得」

学校を巡る近年の状況の変
化
学校における危機管理上の
課題

原則的には幼稚園教諭を対象とするが、小学校教諭も受講可能
とする。
久保田 力（相模女子大学教授）
①幼稚園、学校を巡る近年の状況の変化、②幼稚園、学校にお 長塚 琢磨（足立区立第九中学校校長）
ける危機管理の課題、２項目について講習を実施する。

東京都大田区

6時間 平成30年8月20日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

8,000円

50人

平成30年5月21日～
平成30年6月29日

平30-40009301269号

03-3741-7460

http://www.kanno.ac.jp
/

幼稚園教育要領においては、幼児教育と小学校教育及び家庭・
地域との連携が大きな課題となっている。そこで、幼稚園と小学
学校を巡る近年の状況の変
校との接続の状況や幼稚園の教育課程に係る教育時間の終了
竹早教員保育士 【選択必修】幼小連携における教 化
後等に行う教育活動などについて考察し、今後の課題を探る。 安西 豪行（専任教員）
養成所
育課題とその対応
学習指導要領の改訂の動向
更に、学習指導要領の改訂の課題に目を向け、その主旨を理解
等
し、幼稚園、小学校相互の立場から今後の教育のあり方を考え
る。

東京都文京区

6時間 平成30年6月16日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-40014301578号

03-3811-7251

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

幼稚園教育要領においては、幼児教育と小学校教育及び家庭・
地域との連携が大きな課題となっている。そこで、幼稚園と小学
学校を巡る近年の状況の変
校との接続の状況や幼稚園の教育課程に係る教育時間の終了
竹早教員保育士 【選択必修】幼小連携における教 化
後等に行う教育活動などについて考察し、今後の課題を探る。 安西 豪行（専任教員）
養成所
育課題とその対応
学習指導要領の改訂の動向
更に、学習指導要領の改訂の課題に目を向け、その主旨を理解
等
し、幼稚園、小学校相互の立場から今後の教育のあり方を考え
る。

東京都文京区

6時間 平成30年8月3日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年7月6日

平30-40014301579号

03-3811-7251

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

竹早教員保育士 【選択必修】学校の安全上の課
養成所
題とその対応

様々な問題に対する組織的
対応の必要性
学校における危機管理上の
課題

現在、学校を取り巻く安全上の課題は、自然災害、社会的問題
を含め、多岐に渡っている。こうした問題に対処するため、学校
は危機管理上の課題としての予知意識を高め、組織的に対応す
海東 元治（専任教員）
ることが肝要である。そのため、危機管理に対する基本的姿勢を
再認識する。更に、近年問題となっている食育とアレルギーにつ
いては、具体的に考える。

東京都文京区

6時間 平成30年6月16日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-40014301580号

03-3811-7251

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

竹早教員保育士 【選択必修】学校の安全上の課
養成所
題とその対応

様々な問題に対する組織的
対応の必要性
学校における危機管理上の
課題

現在、学校を取り巻く安全上の課題は、自然災害、社会的問題
を含め、多岐に渡っている。こうした問題に対処するため、学校
は危機管理上の課題としての予知意識を高め、組織的に対応す
海東 元治（専任教員）
ることが肝要である。そのため、危機管理に対する基本的姿勢を
再認識する。更に、近年問題となっている食育とアレルギーにつ
いては、具体的に考える。

東京都文京区

6時間 平成30年8月3日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年7月6日

平30-40014301581号

03-3811-7251

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

竹早教員保育士 【選択必修】学校、家庭並びに地 学校、家庭及び地域の連携
養成所
域の連携及び協働
及び協働

子どもを取り巻く生活は大きく変化している。そのことが学校生
活にも影響している。そうした中で、望ましい学校生活を進める
ために、家庭・地域との連携のあり方について具体的な事例を
相澤 千枝子（専任教員）
通して考える。また、学校に期待される子育て支援について、幼
稚園、小学校それぞれの立場から具体例をあげながら、それぞ
れの連携を探る。

東京都文京区

6時間 平成30年6月16日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月21日

平30-40014301582号

03-3811-7251

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

竹早教員保育士 【選択必修】学校、家庭並びに地 学校、家庭及び地域の連携
養成所
域の連携及び協働
及び協働

子どもを取り巻く生活は大きく変化している。そのことが学校生
活にも影響している。そうした中で、望ましい学校生活を進める
ために、家庭・地域との連携のあり方について具体的な事例を
相澤 千枝子（専任教員）
通して考える。また、学校に期待される子育て支援について、幼
稚園、小学校それぞれの立場から具体例をあげながら、それぞ
れの連携を探る。

東京都文京区

6時間 平成30年8月3日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年7月6日

平30-40014301583号

03-3811-7251

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

学習指導要領の改訂の動向
名古屋文化学園 【選択必修】幼稚園をめぐる状況 等
保育専門学校
変化
学校における危機管理上の
課題

本講習では、「幼稚園をめぐる状況変化」と題して、（１）幼稚園教
育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育 名和 眞理子（教職課程兼任教員（非常勤））
要領の改訂、（２）新しい認定こども園制度開始による影響、（３） 吉村 壽子（教職課程兼任教員）
幼稚園における危機管理上の課題について理解する。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年11月10日

幼稚園

教諭向け

特定しない

6,000円

150人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-40024301572号

052-962-9113

http://www.nbunka.ac.j
p/nb1/

学習指導要領の改訂の動向
名古屋文化学園 【選択必修】幼稚園をめぐる状況 等
保育専門学校
変化
学校における危機管理上の
課題

本講習では、「幼稚園をめぐる状況変化」と題して、（１）幼稚園教
育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育 名和 眞理子（教職課程兼任教員（非常勤））
要領の改訂、（２）新しい認定こども園制度開始による影響、（３） 吉村 壽子（教職課程兼任教員）
幼稚園における危機管理上の課題について理解する。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年12月8日

幼稚園

教諭向け

特定しない

6,000円

150人

平成30年4月16日～
平成30年6月29日

平30-40024301573号

052-962-9113

http://www.nbunka.ac.j
p/nb1/

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】「北海道教育の現状
北海道教育委員
等
と課題」及び「ミドルリーダーの役
会
様々な問題に対する組織的
割」
対応の必要性

本講習では、北海道の教育の現状や国の教育改革の動向など
の講義等を通して、学習指導要領の改訂の趣旨や内容等につ
いて理解を深めるとともに、学校組織マネジメントについて演習
や協議を通して、ミドルリーダーとしての役割を理解し、組織的・
協働的な課題対応・解決能力を身に付け、学校づくりを担う一員
としての自覚と協調性を養うことを目的とします。

工藤 雅人（空知教育局教育支援課長）
眞田 眞（空知教育局教育支援課義務教育指
導班主査）
市村 慈規（空知教育局教育支援課義務教育
指導班指導主事）

北海道岩見沢
市

6時間 平成30年8月7日

小学校
中学校

小学校教諭、中学校教諭

中堅教諭等資質
向上研修受講者

0円

13人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-50010301777号

011-204-5769

http://www.dokyoi.pref.
hokkaido.lg.jp/hk/gky/g
ks/

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】「北海道教育の現状
北海道教育委員
等
と課題」及び「ミドルリーダーの役
会
様々な問題に対する組織的
割」
対応の必要性

本講習では、北海道の教育の現状や国の教育改革の動向など
の講義等を通して、学習指導要領の改訂の趣旨や内容等につ
いて理解を深めるとともに、学校組織マネジメントについて演習
や協議を通して、ミドルリーダーとしての役割を理解し、組織的・
協働的な課題対応・解決能力を身に付け、学校づくりを担う一員
としての自覚と協調性を養うことを目的とします。

柴田 亨（石狩教育局教育支援課長）
里舘 幹彦（石狩教育局教育支援課義務教育
指導班主査）
鈴木 毅（石狩教育局教育支援課義務教育指
導班指導主事）

北海道札幌市

6時間 平成30年7月30日

小学校
中学校

小学校教諭、中学校教諭

中堅教諭等資質
向上研修受講者

0円

20人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-50010301778号

011-204-5769

http://www.dokyoi.pref.
hokkaido.lg.jp/hk/gky/g
ks/
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学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】「北海道教育の現状
北海道教育委員
等
と課題」及び「ミドルリーダーの役
会
様々な問題に対する組織的
割」
対応の必要性

本講習では、北海道の教育の現状や国の教育改革の動向など
の講義等を通して、学習指導要領の改訂の趣旨や内容等につ
いて理解を深めるとともに、学校組織マネジメントについて演習
や協議を通して、ミドルリーダーとしての役割を理解し、組織的・
協働的な課題対応・解決能力を身に付け、学校づくりを担う一員
としての自覚と協調性を養うことを目的とします。

行徳 義朗（後志教育局教育支援課長）
猪子 政文（後志教育局教育支援課義務教育
指導班主査）
斉藤 誠（後志教育局教育支援課義務教育指
導班指導主事）

北海道倶知安
町

6時間 平成30年8月8日

小学校
中学校

小学校教諭、中学校教諭

中堅教諭等資質
向上研修受講者

0円

10人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-50010301779号

011-204-5769

http://www.dokyoi.pref.
hokkaido.lg.jp/hk/gky/g
ks/

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】「北海道教育の現状
北海道教育委員
等
と課題」及び「ミドルリーダーの役
会
様々な問題に対する組織的
割」
対応の必要性

本講習では、北海道の教育の現状や国の教育改革の動向など
の講義等を通して、学習指導要領の改訂の趣旨や内容等につ
いて理解を深めるとともに、学校組織マネジメントについて演習
や協議を通して、ミドルリーダーとしての役割を理解し、組織的・
協働的な課題対応・解決能力を身に付け、学校づくりを担う一員
としての自覚と協調性を養うことを目的とします。

石川 一美（胆振教育局教育支援課長）
藤谷 宏一（胆振教育局教育支援課義務教育
指導班主査）
高橋 勝義（胆振教育局教育支援課義務教育
指導班指導主事）

北海道室蘭市

6時間 平成30年8月1日

小学校
中学校

小学校教諭、中学校教諭

中堅教諭等資質
向上研修受講者

0円

28人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-50010301780号

011-204-5769

http://www.dokyoi.pref.
hokkaido.lg.jp/hk/gky/g
ks/

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】「北海道教育の現状
北海道教育委員
等
と課題」及び「ミドルリーダーの役
会
様々な問題に対する組織的
割」
対応の必要性

本講習では、北海道の教育の現状や国の教育改革の動向など
の講義等を通して、学習指導要領の改訂の趣旨や内容等につ
いて理解を深めるとともに、学校組織マネジメントについて演習
や協議を通して、ミドルリーダーとしての役割を理解し、組織的・
協働的な課題対応・解決能力を身に付け、学校づくりを担う一員
としての自覚と協調性を養うことを目的とします。

箕浦 真人（檜山教育局教育支援課長）
湊 秀樹（檜山教育局教育支援課義務教育指
導班主査）
三浦 浩平（檜山教育局教育支援課義務教育
指導班指導主事）

北海道函館市

6時間 平成30年7月30日

小学校
中学校

小学校教諭、中学校教諭

中堅教諭等資質
向上研修受講者

0円

13人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-50010301781号

011-204-5769

http://www.dokyoi.pref.
hokkaido.lg.jp/hk/gky/g
ks/

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】「北海道教育の現状
北海道教育委員
等
と課題」及び「ミドルリーダーの役
会
様々な問題に対する組織的
割」
対応の必要性

本講習では、北海道の教育の現状や国の教育改革の動向など
の講義等を通して、学習指導要領の改訂の趣旨や内容等につ
いて理解を深めるとともに、学校組織マネジメントについて演習
や協議を通して、ミドルリーダーとしての役割を理解し、組織的・
協働的な課題対応・解決能力を身に付け、学校づくりを担う一員
としての自覚と協調性を養うことを目的とします。

輕部 恭子（留萌教育局教育支援課長）
松尾 康（留萌教育局教育支援課義務教育指
導班主査）
森 茂之（留萌教育局教育支援課義務教育指
導班指導主事）

北海道旭川市

6時間 平成30年8月6日

小学校
中学校

小学校教諭、中学校教諭

中堅教諭等資質
向上研修受講者

0円

52人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-50010301782号

011-204-5769

http://www.dokyoi.pref.
hokkaido.lg.jp/hk/gky/g
ks/

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】「北海道教育の現状
北海道教育委員
等
と課題」及び「ミドルリーダーの役
会
様々な問題に対する組織的
割」
対応の必要性

本講習では、北海道の教育の現状や国の教育改革の動向など
の講義等を通して、学習指導要領の改訂の趣旨や内容等につ
いて理解を深めるとともに、学校組織マネジメントについて演習
や協議を通して、ミドルリーダーとしての役割を理解し、組織的・
協働的な課題対応・解決能力を身に付け、学校づくりを担う一員
としての自覚と協調性を養うことを目的とします。

越坂 直広（オホーツク教育局教育支援課長）
冨田 直樹（オホーツク教育局教育支援課義務
教育指導班主査）
北海道網走市
松浦 隆史（オホーツク教育局教育支援課義務
教育指導班指導主事）

6時間 平成30年8月7日

小学校
中学校

小学校教諭、中学校教諭

中堅教諭等資質
向上研修受講者

0円

25人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-50010301783号

011-204-5769

http://www.dokyoi.pref.
hokkaido.lg.jp/hk/gky/g
ks/

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】「北海道教育の現状
北海道教育委員
等
と課題」及び「ミドルリーダーの役
会
様々な問題に対する組織的
割」
対応の必要性

本講習では、北海道の教育の現状や国の教育改革の動向など
の講義等を通して、学習指導要領の改訂の趣旨や内容等につ
いて理解を深めるとともに、学校組織マネジメントについて演習
や協議を通して、ミドルリーダーとしての役割を理解し、組織的・
協働的な課題対応・解決能力を身に付け、学校づくりを担う一員
としての自覚と協調性を養うことを目的とします。

佐藤 育子（十勝教育局教育支援課長）
吉村 公孝（十勝教育局教育支援課義務教育
指導班主査）
山田 圭介（十勝教育局教育支援課義務教育
指導班指導主事）

北海道幕別町

6時間 平成30年8月6日

小学校
中学校

小学校教諭、中学校教諭

中堅教諭等資質
向上研修受講者

0円

29人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-50010301784号

011-204-5769

http://www.dokyoi.pref.
hokkaido.lg.jp/hk/gky/g
ks/

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】「北海道教育の現状
北海道教育委員
等
と課題」及び「ミドルリーダーの役
会
様々な問題に対する組織的
割」
対応の必要性

本講習では、北海道の教育の現状や国の教育改革の動向など
の講義等を通して、学習指導要領の改訂の趣旨や内容等につ
いて理解を深めるとともに、学校組織マネジメントについて演習
や協議を通して、ミドルリーダーとしての役割を理解し、組織的・
協働的な課題対応・解決能力を身に付け、学校づくりを担う一員
としての自覚と協調性を養うことを目的とします。

西川 忠克（根室教育局教育支援課長）
菅原 巧（根室教育局教育支援課義務教育指
導班主査）
藤本 博（根室教育局教育支援課義務教育指
導班指導主事）

北海道釧路市

6時間 平成30年8月8日

小学校
中学校

小学校教諭、中学校教諭

中堅教諭等資質
向上研修受講者

0円

21人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-50010301785号

011-204-5769

http://www.dokyoi.pref.
hokkaido.lg.jp/hk/gky/g
ks/

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】「北海道教育の現状
北海道教育委員
等
と課題」及び「ミドルリーダーの役
会
様々な問題に対する組織的
割」
対応の必要性

本講習では、北海道の教育の現状や国の教育改革の動向など
の講義等を通して、学習指導要領の改訂の趣旨や内容等につ
いて理解を深めるとともに、学校組織マネジメントについて演習
や協議を通して、ミドルリーダーとしての役割を理解し、組織的・
協働的な課題対応・解決能力を身に付け、学校づくりを担う一員
としての自覚と協調性を養うことを目的とします。

佐々木 真一（北海道立教育研究所研究相談
部主査）
福本 正規（北海道立教育研究所研修相談部
主査）
沖野 高志（北海道立教育研究所研究相談部
主査）

北海道札幌市

6時間 平成30年7月25日

高等学校

高等学校教諭

中堅教諭等資質
向上研修受講者

0円

43人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-50010301786号

011-204-5769

http://www.dokyoi.pref.
hokkaido.lg.jp/hk/gky/g
ks/

学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】「北海道教育の現状
北海道教育委員
等
と課題」及び「ミドルリーダーの役
会
様々な問題に対する組織的
割」
対応の必要性

本講習では、北海道の教育の現状や国の教育改革の動向など
の講義等を通して、学習指導要領の改訂の趣旨や内容等につ
いて理解を深めるとともに、学校組織マネジメントについて演習
や協議を通して、ミドルリーダーとしての役割を理解し、組織的・
協働的な課題対応・解決能力を身に付け、学校づくりを担う一員
としての自覚と協調性を養うことを目的とします。

木村 浩紀（北海道立特別支援教育センター所
長）
青木 淳（北海道道立特別支援教育センター室
北海道札幌市
長）
沓澤 整治（北海道立特別支援教育センター室
長）

6時間 平成30年7月30日

特別支援学校

特別支援学校教諭

中堅教諭等資質
向上研修受講者

0円

41人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-50010301787号

011-204-5769

http://www.dokyoi.pref.
hokkaido.lg.jp/hk/gky/g
ks/

長野市教育委員 【選択必修】道徳科指導の要点と
道徳教育
会
評価①②

特別の教科としての道徳科について、学習指導要領道徳編に記
された目標や内容構成等について基本的なことを理解し、新しい
道徳科における評価の意義について考察する。また、指導計画
の作成方法や、資料開発、中心発問、評価方法等、具体的な道
徳科の授業づくりについて考えたり発表したりする。

今井 睦俊（長野市教育センター主任指導主
事）
木村 公男（長野市教育センター指導主事）
上原 伸（長野市教育センター指導主事）

長野県長野市

6時間 平成30年8月10日

小学校
中学校

教諭

長野市立小・中
学校に勤務する
教員

0円

50人

平成30年4月17日～
平成30年4月27日

平30-50400301629号

026-223-0070

http://www.naganongn.ed.jp/edcenter/

長野県長野市

6時間 平成30年8月6日

小学校
中学校

教諭

長野市立小・中
学校に勤務する
教員

0円

50人

平成30年4月17日～
平成30年4月27日

平30-50400301630号

026-223-0070

http://www.naganongn.ed.jp/edcenter/

6時間 平成30年11月25日

幼稚園

幼稚園教諭

中堅教諭・幼稚
園教諭免許状を
有する中堅保育
士

0円

160人

平成30年4月16日～
平成30年4月26日

平30-50651301199号

086-944-7255

http://www.city.okaya
ma.jp/kyouiku/sougouk
youiku/index.html

いじめ、不登校、暴力行為、非行といった問題行動等の背景に
は、家庭や学校、友人、地域社会など、児童生徒を取り巻く環境
【選択必修】学校と家庭を支える
伊藤 幸信（長野市教育委員会事務局学校教
長野市教育委員
教育相談（いじめ及び不登校 の問題が複雑に絡み合っている。本講座では、SSWの活動を基
教育支援体制－子どもの最善の
育課指導主事）
会
への対応を含む。）
に、児童生徒が置かれている様々な環境に対する効果的な働き
利益－
上原 伸（長野市教育センター指導主事）
掛けの在り方、関係機関等との効果的な連携の在り方について
講義と演習を行う。

学習指導要領の改訂の動向
岡山市教育委員 【選択必修】幼稚園教育要領・園 等
会
における危機管理
学校における危機管理上の
課題

・幼稚園教育要領，幼保連携型認定こども園教育・保育要領，保
育所保育指針の歴史的変遷や国の動向等を踏まえた上で，幼
井山 房子（くらしき作陽大学子ども教育学部教
児教育の取組や方向性について学び理解を深める。
授）
岡山県岡山市
・地域社会，関連機関等，園外との連携をもつことの重要性，ま
高木 亮（就実大学教育学部准教授）
たその連携を保育の充実や園の危機管理に生かす方法を学
び，園経営に対する力を養う。
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）該当
者及び本県の離島に現在勤務する職員（小学校教諭，特別支
援学校教諭，養護教諭，栄養教諭）のうち，希望する者に対して
「教育法令」や「組織的対応」の事項について講義や演習を行
い，教員に求められる最新の知識・技能の習得についての理解
を深める。

鹿児島県教育委
【選択必修】教育の最新事情２
員会

法令改正及び国の審議会の
状況等
様々な問題に対する組織的
対応の必要性

鹿児島県教育委
【選択必修】教育の最新事情２
員会

鹿児島県のパワーアップ研修（中堅教諭等資質向上研修）該当
法令改正及び国の審議会の
者及び本県の離島に現在勤務する職員（中学校教諭，高等学
状況等
校教諭）のうち，希望する者に対して「教育法令」や「組織的対
様々な問題に対する組織的
応」の事項について講義や演習を行い，教員に求められる最新
対応の必要性
の知識・技能の習得についての理解を深める。

独立行政法人国
【選択必修】平成30年度第一期
立特別支援教育
特別支援教育専門研修
総合研究所

インクルーシブ教育システムの充実に向け、障害のある幼児児
童生徒の教育を担当する教職員を対象として、多様な学びの場
（通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校）
学校を巡る近年の状況の変
における各障害種別の指導者（スクールリーダー）の専門性向
化
上を目的とし、専門的知識及び技術を深め、指導力の一層の向
学習指導要領の改訂の動向
上を図り、今後の各都道府県等における指導者としての資質を
等
高めるための講習。
講習内容は、特別支援学級設置校経営の現状と課題、言語障
害教育の教育課程等で構成される。

教育の情報化（情報通信技
公益財団法人才
【選択必修】情報教育と情報モラ 術を利用した指導及び情報
能開発教育研究
ル
教育（情報モラルを含む。）
財団
等）

教育の情報化（情報通信技
一般社団法人情 【選択必修】メディア・リテラシーと 術を利用した指導及び情報
報処理学会
学校のICT活用
教育（情報モラルを含む。）
等）

教育の情報化（情報通信技
一般社団法人情 【選択必修】初等中等教育におけ 術を利用した指導及び情報
報処理学会
るICT活用
教育（情報モラルを含む。）
等）

担当講師
下假屋 誠（鹿児島県教育庁教職員課主幹兼
職員係係長）
奥田 純一(鹿児島県教育庁教職員課職員係
主査)
中野 明博（鹿児島県総合教育センター教職研
修課課長）
林 耕二（鹿児島県総合教育センター教職研修
課係長）
当房 孝子（鹿児島県総合教育センター企画課
研究主事）
福永 秀樹（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
大園 克臣（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
上栗 博文（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）
内田 奈緒美（鹿児島県総合教育センター教職
研修課研究主事）
湯之前 学（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）
野崎 博子（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）
川田 耕太郎（鹿児島県総合教育センター特別
支援教育研修課研究主事）
本田 和也（鹿児島県総合教育センター特別支
援教育研修課研究主事）
永里 護（鹿児島県総合教育センター教職研修
課研究主事）
福森 真一（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）
宮脇 一郎（鹿児島県総合教育センター教科教
下假屋
誠（鹿児島県教育庁教職員課主幹兼
職員係係長）
奥田 純一(鹿児島県教育庁教職員課職員係
主査)
林 耕二（鹿児島県総合教育センター教職研修
課係長）
中野 明博（鹿児島県総合教育センター教職研
修課課長）
髙山 謙一（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
橋口 俊一（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
加藤 淳一（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
溜 清弘（鹿児島県総合教育センター教科教育
研修課研究主事）
永里 護（鹿児島県総合教育センター教職研修
課研究主事）
宇都 慎一郎（鹿児島県総合教育センター教育
相談課研究主事）
上栗 博文（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）
湯之前 学（鹿児島県総合教育センター教職研
修課研究主事）
中熊 信仁（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
森田 忠和（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
永山 愛子（鹿児島県総合教育センター教科教
育研修課研究主事）
常山 隆光（鹿児島県総合教育センター企画課

近年の急速な情報通信技術（ICT）の進展と社会生活の変化に
伴い，次期指導要領においても積極的なICT活用した学びと情
報活用能力の育成が求められている。本講習では，情報通信基
盤や電子黒板，タブレット型PC等の整備が進められるなか，ど
のように児童生徒と教員がICTを活用し，思考力・判断力・表現
力を育成していくか概説する。また，ICTを活用した教育実践事
例についても紹介するとともに，ワークショップを通じて受講生と
ともにICT活用の課題やこれからの授業について討議する。

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

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30年7月24日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭，養護教諭，栄養教諭

特定しない

0円

100人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910301175号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

鹿児島県鹿児
島市

6時間 平成30年7月31日

中学校
高等学校

教諭

特定しない

0円

100人

平成30年4月26日～
平成30年5月18日

平30-50910301176号

099-286-5298

http://www.pref.kagosh
ima.jp/kyoiku/

046-839-6888

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

庄司 美千代（文部科学省初等中等教育局特
別支援教育課特別支援教育調査官）
山中 ともえ（東京都調布市立飛田給小学校校
長）
神奈川県横須
田中 裕一（文部科学省初等中等教育局特別 賀市
支援教育課特別支援教育調査官）
寺崎 晶子（東京都世田谷区立駒沢小学校校
長）

平成30年4月16日～
平成30年5月11日

平成30年5月31日、
平成30年6月7日、
6時間
平成30年6月8日、
平成30年6月12日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

教諭、養護教諭

教員経験年数3
年以上

6時間 平成30年6月24日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

上松 恵理子（武蔵野学院大学准教授）、斎藤
俊則（星槎大学准教授）、田崎 丈晴（東京都西
部学校経営支援センター支所学校経営支援主
事）、佐藤 義弘（東京都立立川高等学校指導
教諭）、辰己 丈夫（放送大学教授）、柏木 隆
良（電気通信大学特任教授）、滑川 敬章（千葉
県立津田沼高等学校教頭）、長嶋 秀幸（東京
大学教育学部附属中等教育学校教諭）、小原 東京都目黒区
格（東京都立町田高等学校指導教諭）、久野
靖（電気通信大学教授）、赤澤 紀子（電気通信
大学特任助教）、神藤 健朗（芝浦工業大学非
常勤講師）、谷川 佳隆（千葉県立八千代東高
等学校主幹教諭）、能城 茂雄（東京都立三鷹
中等教育学校主幹教諭）、間辺 広樹（神奈川
県立柏陽高等学校教諭）

6時間 平成30年8月2日

中学校
高等学校

白井 詩沙香（武庫川女子大学助教）、竹中
章勝（青山学院大学客員研究員）、平田 義隆
（京都女子高等学校教諭）、兼宗 進（大阪電気
通信大学教授）、西田 知博（大阪学院大学准 大阪府寝屋川
教授）、中村 亮太（京都ノートルダム女子大学 市
非常勤講師）、中野 由章（神戸市立科学技術
高等学校教諭）、中山 泰一（電気通信大学准
教授）

6時間 平成30年12月26日

中学校
高等学校

ICTを活用した授業や教育は、これからどんどん広まっていきま
す。そのことによって今まで気にしていなかったモラルやセキュリ
高橋 純（東京学芸大学准教授）
ティの問題も多く発生します。
榎本 竜二（聖心女子大学非常勤講師）
本講習は、これからの情報社会に必要とされる情報教育の指導
とモラル授業を学びます。

ICT教育では，新しいメディア特性を理解し，インターネットを使い
ながらコミュニケーション活動を行う。学習者の成果物や意見の
共有が可視化され，学習データの解析から学習のプロセスや成
果に対する評価を行うことも可能である。今後は，情報モラルに
も必要となるメディアリテラシーや，それぞれの能力に合わせた
学習活動，プロジェクト学習によるアクティブラーニング等，時代
に即した学びについて理解を深める。

講習の開催地

東京都品川区
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修の受講者を対象とす
るものであるため、一
般募集はしません。

0円

10人

6,000円

60人

平成30年4月16日～
平成30年6月8日

平30-80004301683号

03-5741-1311

http://www/sainou.or.j
p/license/

高等学校「情報」科あるいは 高等学校の情報
中学校「技術・家庭」科
科教員

6,000円

50人

平成30年4月16日～
平成30年7月15日

平30-80005301803号

03-3518-8374

http://www.ipsj.or.jp

高校共通教科「情報」,中学 高等学校の情報
校「技術・家庭」
科教員

6,000円

50人

平成30年9月1日～
平成30年11月30日

平30-80005301804号

03-3518-8374

http://www.ipsj.or.jp

平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

公益財団法人全
日本私立幼稚園
【選択必修】教育の最新事情
幼児教育研究機
構

本講習では、教育要領等をもとに幼稚園、幼保連携型認定こど
も園、保育所など幼児教育の動向について概観した後、日本に
おける幼児教育の現状、課題を考察する。幼児期とはどのような
学校を巡る近年の状況の変
時期であるかを踏まえ、幼児教育のあり方をとらえていく。事例
化
を取り上げながら幼児に何をどのように育てるべきであるか、方 椛島 香代（文京学院大学人間学部教授）
学習指導要領の改訂の動向
略も含めて検討してみたい。また学力の三要素と幼児教育との
等
関連についても取り上げ、新しい幼児教育の方向性などについ
ても考える。なお、本講習は8月２日開催の必修講習と連続して
行うものです。

長野県松本市

6時間 平成30年8月1日

幼稚園

特定しない

特定しない

8,000円

80人

平成30年6月18日～
平成30年6月22日

平30-80011301615号

03-3237-1957

https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
【選択必修】教育の最新事情
幼児教育研究機
構

本講習は幼稚園教諭が身につけておくべき教育相談に関する理
論及びその実践的展開について必要な知識・技能を身につける
ことを目的としている。深い内面理解に基づく適切な関わりによ
り、子どもの人格発達の基盤を支援すること、集団適応に困難を
教育相談（いじめ及び不登校
肥後 功一（島根大学大学院教育学研究科教
示す幼児への関わり、いじめの未然防止の視点を含んだ健全な
への対応を含む。）
授）
集団形成のあり方などに加え、保護者支援（育児相談・支援）も
視野に入れた講習にしたい。
なお、本講習は8月5日開催の必修講習と連続して行うもので
す。

富山県富山市

6時間 平成30年8月4日

幼稚園

特定しない

特定しない

8,000円

200人

平成30年4月18日～
平成30年4月25日

平30-80011301616号

03-3237-1957

https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
【選択必修】教育の最新事情
幼児教育研究機
構

学校を巡る近年の状況の変
化

愛着と安全基地を見直そう
幼児教育を進める上で家庭との連携は欠かすことができない。
育児に関する多様な情報が氾濫する近年、幼児教育への重要 山口 雅史（椙山女学園大学人間関係学部教
な指針の一つとして家庭教育の根本である親子関係について愛 授）
着の視点で見直してみたい。なお、本講習は8月6日開催の必修
講習と連続して行うものです。

愛知県名古屋
市

6時間 平成30年7月30日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

200人

平成30年4月16日～
平成30年5月7日

平30-80011301617号

03-3237-1957

https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
【選択必修】教育の最新事情
幼児教育研究機
構

望月：幼稚園教育要領領域（表現）と小学校学習指導要領（音
楽）を確認し、生きる力を育む一端を担う音楽教育の真の幼小連
携を考える。伝承あそびや唱歌の指導内容を分析及び、子ども
学校を巡る近年の状況の変
の発達や年齢に応じた教材作りの実践。
化
望月 たけ美（小田原短期大学保育学科講師） 神奈川県大和
馬見塚：学習指導要領の改訂の動向を踏まえ、絵や文の機能を
学習指導要領の改訂の動向
馬見塚 昭久（小田原短期大学保育学科講師） 市
手掛かりにして、絵本の基本概念を理解する。また、表現の仕組
等
みについて、演習を交えながら考察する。
なお、本講習は6月24日開催の必修講習と連続して行うもので
す。

6時間 平成30年6月23日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

140人

平成30年4月18日～
平成30年4月23日

平30-80011301618号

03-3237-1957

https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
【選択必修】教育の最新事情
幼児教育研究機
構

学校を巡る近年の状況の変
化
学習指導要領の改訂の動向
等

6時間 平成30年8月3日

幼稚園

特定しない

特定しない

8,000円

150人

平成30年5月16日～
平成30年5月23日

平30-80011301619号

03-3237-1957

https://youchien.com/

公益財団法人全
日本私立幼稚園
【選択必修】教育の最新事情
幼児教育研究機
構

【学習指導要領の改訂】教育基本法改定以来の幼児教育充実
のための施策と、学校教育をめぐる現状と課題を解説した上で、
新幼稚園教育要領が目指す「幼児期に育みたい資質・能力」「幼
学習指導要領の改訂の動向 児期の終わりまでに育ってほしい姿」等を解説する。【幼児教育 神長 美津子（國學院大學教授）
等
の進むべき方向】「幼児期までに育ってほしい姿」が意味すること 横山 文樹（昭和女子大学教授）
は何か、今後幼児教育はどのような方向で進むべきか、保育者
はどのような立ち位置で保育実践に向かうべきかを考える。 本
講習は7月14日開催の必修講習と連続して行うものです。

6時間 平成30年6月30日

幼稚園

特定しない

特定しない

6,000円

100人

平成30年5月15日～
平成30年5月28日

平30-80011301620号

03-3237-1957

https://youchien.com/

公益社団法人日
【選択必修】学校防災を考える
本地震学会

学校における危機管理上の
課題

6時間 平成30年8月24日

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

20人

平成30年4月16日～
平成30年6月30日

平30-80017301601号

03-5803-9570

http://www.zisin.jp/eve
nt/tc-renewal.html

「学校を巡る近年の状況の変化」「学校指導要領の改訂の動向
等」について、教員に求められる最近の知識・技能の習得と今日 加藤 篤彦（学校法人武蔵野学園理事、武蔵野
石川県金沢市
的な教育課題についての理解を深めることを目指す。なお、本 東第1幼稚園園長、第2幼稚園園長）
講習は8月2日開催の必修講習と連続して行うものです。

埼玉県さいた
ま市

公益社団法人日本地震学会では、全国各地で更新講習を開設
しています。詳細はWebページをご覧ください。
本講習では、将来発生が予測される南海トラフの巨大地震に関 岩田 孝仁（静岡大学防災総合センター長／教
静岡県静岡市
する講義を通して、地震防災における学校や教員の役割につい 授）
葵区
て学びます。また､施設見学や防災に関する実習により、地震災 美澤 綾子（静岡県立静岡高等学校教諭）
害の軽減に向けた防災・減災教育のあり方について共に考えま
す。

これまで困難な生徒指導上の問題や対人関係トラブルなどを解
決してきた現場経験を持つ講師が、近年、複雑化深刻化してい
公益社団法人学
【選択必修】今日からすぐ使える 教育相談（いじめ及び不登校 るネットやスマホの問題、ネットいじめ・携帯やLINEトラブル等に 金山 健一（神戸親和女子大学大学院文学研
校教育開発研究
ネットいじめ・ネットトラブル対策 への対応を含む。）
特化した内容を講義します。未然防止に加え、トラブルが起こっ 究科教授）
所
てしまった場合の解決のあり方を具体的な事例を通して学びま
す。

北海道札幌市

6時間 平成30年7月28日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

63人

平成30年4月16日～
平成30年7月14日

平30-80032301304号

084-962-3513

http://www.aises.info

生徒や保護者との信頼関係を構築し、生徒指導や保護者対応
のために教育相談技法を身につけることは非常に有効です。本
公益社団法人学 【選択必修】保護者対応や生徒
教育相談（いじめ及び不登校 講座は、現場で長く生徒指導・教育相談に携わり、豊富な相談 金山 健一（神戸親和女子大学大学院文学研
校教育開発研究 指導が変わる！－今日からすぐ
への対応を含む。）
経験をもつ講師が、学校で使えるカウンセリング技法やブリーフ 究科教授）
所
使える生徒指導の技－
セラピーについて演習を交えながら紹介します。教師が現場で
行う開発的カウンセリングの実際が学べます。

北海道札幌市

6時間 平成30年7月29日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

63人

平成30年4月16日～
平成30年7月14日

平30-80032301305号

084-962-3513

http://www.aises.info

学校教育相談をベースに日本版包括的生徒指導を推進し、学
校改革に定評のある講師陣による「すぐに使える学級づくりテク
公益社団法人学
ニック講座」です。教育相談的手法を生かした集団づくり、個を成
【選択必修】今日からすぐ使える 教育相談（いじめ及び不登校
金山 健一（神戸親和女子大学大学院文学研
校教育開発研究
長させる集団育成の具体的な方法、学級経営のコツ満載の講座
集団づくり・学級経営の技
への対応を含む。）
究科教授）
所
です。生徒との信頼関係づくり、学級開きや長期休業開けのポイ
ント、年間を通した集団育成のプロセスや原理を楽しくわかりや
すく解説します。

北海道札幌市

6時間 平成30年7月30日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

96人

平成30年4月16日～
平成30年7月14日

平30-80032301306号

084-962-3513

http://www.aises.info

本講座では、世界的に高い効果が実証されているスキル教育
「ＳＥＬ（社会性と情動の学習）」を紹介します。日本の学校教育
公益社団法人学 【選択必修】子どもや学級が変わ
教育相談（いじめ及び不登校 に合わせた効果的な導入方法や、日常の教育活動等に活かす
校教育開発研究 る！子どもの共感性を育てるＳＥ
への対応を含む。）
ためのポイントをわかりやすく解説します。また、適切な他者の
所
Ｌ
感情理解や共感性の育成など、個別に焦点化した指導法や支
援方法についても演習を交えて学びます。

栗原 慎二（広島大学大学院教育学研究科教
授）

北海道札幌市

6時間 平成30年8月1日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

96人

平成30年4月16日～
平成30年7月14日

平30-80032301307号

084-962-3513

http://www.aises.info

学校教育相談をベースに日本版包括的生徒指導を推進し、学
校改革に定評のある講師陣による「すぐに使える学級づくりテク
公益社団法人学
ニック講座」です。教育相談的手法を生かした集団づくり、個を成
【選択必修】今日からすぐ使える 教育相談（いじめ及び不登校
金山 健一（神戸親和女子大学大学院文学研
校教育開発研究
長させる集団育成の具体的な方法、学級経営のコツ満載の講座
集団づくり・学級経営の技
への対応を含む。）
究科教授）
所
です。生徒との信頼関係づくり、学級開きや長期休業開けのポイ
ント、年間を通した集団育成のプロセスや原理を楽しくわかりや
すく解説します。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年5月26日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

90人

平成30年4月16日～
平成30年5月12日

平30-80032301308号

084-962-3513

http://www.aises.info

これまで困難な生徒指導上の問題や対人関係トラブルなどを解
決してきた現場経験を持つ講師が、近年、複雑化深刻化してい
公益社団法人学
【選択必修】今日からすぐ使える 教育相談（いじめ及び不登校 るネットやスマホの問題、ネットいじめ・携帯やLINEトラブル等に 金山 健一（神戸親和女子大学大学院文学研
校教育開発研究
ネットいじめ・ネットトラブル対策 への対応を含む。）
特化した内容を講義します。未然防止に加え、トラブルが起こっ 究科教授）
所
てしまった場合の解決のあり方を具体的な事例を通して学びま
す。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年7月16日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

90人

平成30年4月16日～
平成30年7月2日

平30-80032301309号

084-962-3513

http://www.aises.info

生徒や保護者との信頼関係を構築し、生徒指導や保護者対応
のために教育相談技法を身につけることは非常に有効です。本
公益社団法人学 【選択必修】保護者対応や生徒
金山 健一(神戸親和女子大学大学院文学研
教育相談（いじめ及び不登校 講座は、現場で長く生徒指導・教育相談に携わり、豊富な相談
校教育開発研究 指導が変わる！－今日からすぐ
究科教授)
への対応を含む。）
経験をもつ講師が、学校で使えるカウンセリング技法やブリーフ
所
使える生徒指導の技－
セラピーについて演習を交えながら紹介します。教師が現場で
行う開発的カウンセリングの実際が学べます。

兵庫県神戸市

6時間 平成30年9月2日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

90人

平成30年4月16日～
平成30年8月19日

平30-80032301310号

084-962-3513

http://www.aises.info
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

子どもたちのポジティブな行動を強化することが、子どもの心理
社会的発達を促すとともに、問題行動の減少につながることを学
公益社団法人学 【選択必修】子どものポジティブな
教育相談（いじめ及び不登校 びます。具体的にはPBIS(ポジティブな行動への介入とサポート) 神山 貴弥（同志社大学心理学部心理学科博
校教育開発研究 行動を強化する－子どもがつくる
という取り組みを支える理論や進め方について学ぶとともに、自 士後期課程教授）
への対応を含む。）
所
温かな学級づくり学校づくり－
身の学校や学級でポジティブな行動の強化をどのようにはかっ
ていくのかを自分自身で考えていただきます

兵庫県神戸市

6時間 平成30年9月29日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

90人

平成30年4月16日～
平成30年9月15日

平30-80032301311号

084-962-3513

http://www.aises.info

公益社団法人学
明日からすぐに使えるいじめ予防・対応と命の教育：いじめは30
【選択必修】今日からすぐに使え 教育相談（いじめ及び不登校
栗原 慎二（広島大学大学院教育学研究科教
校教育開発研究
万件を超え、深刻な問題になっています。道徳、特別活動、総合
るいじめ予防・対応と命の教育
への対応を含む。）
授）
所
学習で使える具体的な予防プログラム、命の教育を学びます。

新潟県新潟市

6時間 平成30年6月2日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月19日

平30-80032301312号

084-962-3513

http://www.aises.info

子どもたちのポジティブな行動を強化することが、子どもの心理
社会的発達を促すとともに、いじめや不登校、問題行動の減少
公益社団法人学 【選択必修】子どものポジティブな
教育相談（いじめ及び不登校 につながることを学びます。具体的にはPBIS(ポジティブな行動 栗原 慎二（広島大学大学院教育学研究科教
校教育開発研究 行動を強化する－子どもがつくる
への対応を含む。）
への介入とサポート)という取り組みを支える理論や進め方につ 授）
所
温かな学級づくり学校づくり－
いて学ぶとともに、自身の学校や学級でポジティブな行動の強化
をどのようにはかっていくのかを講義と演習を通して考えます。

新潟県新潟市

6時間 平成30年6月3日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月19日

平30-80032301313号

084-962-3513

http://www.aises.info

いじめや不登校を未然に防止し、互いを尊重し高めあう学級づく
りのためには、子どもの学校適応感の把握が重要です。これま
公益社団法人学 【選択必修】学級経営が変わる！
栗原 慎二（広島大学大学院教育学研究科教
教育相談（いじめ及び不登校 で数多くの教育委員会や学校と協働してアセスを活用した学校
校教育開発研究 アセスの使い方・活かし方＜基
授）
への対応を含む。）
改革等で成果をあげてきた講師が、アセスの使い方、結果の読
所
礎編＞
中林 浩子（新潟市立大形中学校教頭）
み方、その具体的な活用方法について様々な事例を交えてわか
りやすく解説します。

新潟県新潟市

6時間 平成30年7月28日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年7月14日

平30-80032301314号

084-962-3513

http://www.aises.info

いじめや不登校を未然に防止し、よりよい学級づくりのための「ア
セスの使い方・活かし方」応用編です。アセスの結果の読み方、
解釈の仕方を演習を通して学びます。さらに、その解釈をもと
栗原 慎二（広島大学大学院教育学研究科教
教育相談（いじめ及び不登校
に、個別や学級集団に対する支援・指導のアプローチを受講者 授）
への対応を含む。）
の皆さんとともに考えます。「データをとっても解釈がわからな
中林 浩子（新潟市立大形中学校教頭）
い。」「なかなか活用できない。」といった悩みを解決し、夏休み
明けからの学級経営が変わります！

新潟県新潟市

6時間 平成30年7月29日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年7月14日

平30-80032301315号

084-962-3513

http://www.aises.info

本講座では、世界的に高い効果が実証されている「ＳＥＬ（社会
性と情動の学習）」を紹介します。日本版包括的生徒指導推進
チームのメンバーで、ＳＥＬにもっとも造詣の深い講師が、日本の
公益社団法人学
【選択必修】子どもや学級が変わ 教育相談（いじめ及び不登校 学校教育に合わせた効果的な導入の在り方や、日常の教育活 栗原 慎二（広島大学大学院教育学研究科教
校教育開発研究
る！子どもの共感性を育てるSEL への対応を含む。）
動等に活かすためのポイントをわかりやすく解説します。また、 授）
所
今回は、適切な他者の感情理解や共感性の育成など、個別に
焦点化した指導法や支援方法について、演習を通して講義しま
す。

新潟県新潟市

6時間 平成30年9月22日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

30人

平成30年4月16日～
平成30年9月8日

平30-80032301316号

084-962-3513

http://www.aises.info

多くの学校現場と協同し実際に不登校や非行の問題を解決して
きた講師が、コミュニケーションや課題解決の方法などの授業の
公益社団法人学 【選択必修】ピア・サポートで学校
進め方やポイントをたのしく解説します。次期学習指導要領改訂 栗原 慎二（広島大学大学院教育学研究科教
教育相談（いじめ及び不登校
校教育開発研究 が変わる！思いやりを行動化で
の方向性を踏まえ、”友達同士で支え合い、主体的に課題を解 授）
への対応を含む。）
所
きる子どもを育てる
決すること”“自分の所属するコミュニティに寄与すること”そして 中林 浩子（新潟市立大形中学校教頭）
“思いやりあふれる学校風土の醸成”をねらいとしたピアサポート
プログラムについて学びます。

新潟県新潟市

6時間 平成30年9月23日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,500円

30人

平成30年4月16日～
平成30年9月8日

平30-80032301317号

084-962-3513

http://www.aises.info

○「学習指導要領の動向」や「法令及び国の審議会の状況等」
について，講義を聞くことや具体的な実践記録を読むことを通し
て，子どもたちのアクティブな学びについての最新の知見を得る
とともに，自身のめざす学びについて考える。
学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】教育実践と教育改革
○受講者自身のこれまでの教育活動や授業実践と結びつけな
福井県教育委員
等
Ⅱ（A）－アクティブに「授業づく
がら深く検討する。
会・福井大学
法令改正及び国の審議会の
り」を学ぶ－
○グループでの意見交流を通して検討内容を多角的に省察す
状況等
る。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中堅教
諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの受講者を
対象とする。

木村 優（福井大学大学院教育学研究科准教
授）
遠藤 貴広（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
高阪 将人（福井大学大学院教育学研究科講
師）
隼瀬 悠里（福井大学大学院教育学研究科講
師）
半原 芳子（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
中村 敏明（福井大学大学院教育学研究科客
員准教授）
野尻 友佳子（福井大学大学院教育学研究科
客員准教授)

福井県坂井市

6時間 平成30年7月24日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

0円

135人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007301726号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

○「学習指導要領の動向」や「法令及び国の審議会の状況等」
について，講義を聞くことや具体的な実践記録を読むことを通し
て，子どもたちのアクティブな学びについての最新の知見を得る
とともに，自身のめざす学びについて考える。
学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】教育実践と教育改革
○受講者自身のこれまでの教育活動や授業実践と結びつけな
福井県教育委員
等
Ⅱ（A）－アクティブに「授業づく
がら深く検討する。
会・福井大学
法令改正及び国の審議会の
り」を学ぶ－
○グループでの意見交流を通して検討内容を多角的に省察す
状況等
る。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中堅教
諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの受講者を
対象とする。

木村 優（福井大学大学院教育学研究科准教
授）
遠藤 貴広（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
高阪 将人（福井大学大学院教育学研究科講
師）
隼瀬 悠里（福井大学大学院教育学研究科講
師）
半原 芳子（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
中村 敏明（福井大学大学院教育学研究科客
員准教授）
野尻 友佳子（福井大学大学院教育学研究科
客員准教授)

福井県坂井市

6時間 平成30年8月8日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

0円

70人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007301727号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

○「学習指導要領の動向」や「法令及び国の審議会の状況等」
について，講義を聞くことや具体的な実践記録を読むことを通し
て，子どもたちのアクティブな学びについての最新の知見を得る
とともに，自身のめざす学びについて考える。
学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】教育実践と教育改革
○受講者自身のこれまでの教育活動や授業実践と結びつけな
福井県教育委員
等
Ⅱ（A）－アクティブに「授業づく
がら深く検討する。
会・福井大学
法令改正及び国の審議会の
り」を学ぶ－
○グループでの意見交流を通して検討内容を多角的に省察す
状況等
る。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中堅教
諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの受講者を
対象とする。

木村 優（福井大学大学院教育学研究科准教
授）
遠藤 貴広（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
高阪 将人（福井大学大学院教育学研究科講
師）
隼瀬 悠里（福井大学大学院教育学研究科講
師）
半原 芳子（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
中村 敏明（福井大学大学院教育学研究科客
員准教授）
野尻 友佳子（福井大学大学院教育学研究科
客員准教授)

福井県小浜市

6時間 平成30年8月16日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

0円

45人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007301728号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

公益社団法人学 【選択必修】夏休み明けの学級
校教育開発研究 経営が変わる！アセスの使い
所
方・活かし方＜応用編＞
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

○「学習指導要領の動向」や「法令及び国の審議会の状況等」
について，講義を聞くことや具体的な実践記録を読むことを通し
て，子どもたちのアクティブな学びについての最新の知見を得る
とともに，自身のめざす学びについて考える。
学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】教育実践と教育改革
○受講者自身のこれまでの教育活動や授業実践と結びつけな
福井県教育委員
等
Ⅱ（A）－アクティブに「授業づく
がら深く検討する。
会・福井大学
法令改正及び国の審議会の
り」を学ぶ－
○グループでの意見交流を通して検討内容を多角的に省察す
状況等
る。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中堅教
諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの受講者を
対象とする。

木村 優（福井大学大学院教育学研究科准教
授）
遠藤 貴広（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
高阪 将人（福井大学大学院教育学研究科講
師）
隼瀬 悠里（福井大学大学院教育学研究科講
師）
半原 芳子（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
中村 敏明（福井大学大学院教育学研究科客
員准教授）
野尻 友佳子（福井大学大学院教育学研究科
客員准教授)

福井県坂井市

6時間 平成30年8月23日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

0円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007301729号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

○「学習指導要領の動向」や「法令及び国の審議会の状況等」
について，講義を聞くことや具体的な実践記録を読むことを通し
て，子どもたちのアクティブな学びについての最新の知見を得る
とともに，自身のめざす学びについて考える。
学習指導要領の改訂の動向
【選択必修】教育実践と教育改革
○受講者自身のこれまでの教育活動や授業実践と結びつけな
福井県教育委員
等
Ⅱ（A）－アクティブに「授業づく
がら深く検討する。
会・福井大学
法令改正及び国の審議会の
り」を学ぶ－
○グループでの意見交流を通して検討内容を多角的に省察す
状況等
る。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中堅教
諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの受講者を
対象とする。

木村 優（福井大学大学院教育学研究科准教
授）
遠藤 貴広（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
高阪 将人（福井大学大学院教育学研究科講
師）
隼瀬 悠里（福井大学大学院教育学研究科講
師）
半原 芳子（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
中村 敏明（福井大学大学院教育学研究科客
員准教授）
野尻 友佳子（福井大学大学院教育学研究科
客員准教授)

福井県坂井市

6時間 平成30年12月26日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

0円

50人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007301730号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

○「学校を巡る近年の状況の変化」「法令及び国の審議会の状
況等」についての講義を聞くことや実践記録を読むことを通して，
多様な子どもたちへの対応や気がかりな子どもたちへの支援の
学校を巡る近年の状況の変 あり方について考える。
【選択必修】教育実践と教育改革
福井県教育委員
化
○受講者自身のこれまでの教育活動や授業実践と結びつけな
Ⅱ（B）－アクティブに「気がかりな
会・福井大学
法令改正及び国の審議会の がら深く検討する。
子どもへの支援」を学ぶ－
状況等
○グループでの意見交流を通して検討内容を更に省察する。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中堅教
諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの受講者を
対象とする。

松木 健一（福井大学大学院教育学研究科教
授）
廣澤 愛子（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
小嵐 恵子（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
笹原 未来（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
小杉 真一郎（福井大学大学院教育学研究科
准教授）
新井 豊吉（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
荒木 良子（福井大学大学院教育学研究科准
教授)

福井県坂井市

6時間 平成30年7月24日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

0円

55人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007301731号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

○「学校を巡る近年の状況の変化」「法令及び国の審議会の状
況等」についての講義を聞くことや実践記録を読むことを通して，
多様な子どもたちへの対応や気がかりな子どもたちへの支援の
学校を巡る近年の状況の変 あり方について考える。
【選択必修】教育実践と教育改革
福井県教育委員
化
○受講者自身のこれまでの教育活動や授業実践と結びつけな
Ⅱ（B）－アクティブに「気がかりな
会・福井大学
法令改正及び国の審議会の がら深く検討する。
子どもへの支援」を学ぶ－
状況等
○グループでの意見交流を通して検討内容を更に省察する。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中堅教
諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの受講者を
対象とする。

松木 健一（福井大学大学院教育学研究科教
授）
廣澤 愛子（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
小嵐 恵子（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
笹原 未来（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
小杉 真一郎（福井大学大学院教育学研究科
准教授）
新井 豊吉（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
荒木 良子（福井大学大学院教育学研究科准
教授)

福井県坂井市

6時間 平成30年8月8日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

0円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007301732号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

○「学校を巡る近年の状況の変化」「法令及び国の審議会の状
況等」についての講義を聞くことや実践記録を読むことを通して，
多様な子どもたちへの対応や気がかりな子どもたちへの支援の
学校を巡る近年の状況の変 あり方について考える。
【選択必修】教育実践と教育改革
福井県教育委員
化
○受講者自身のこれまでの教育活動や授業実践と結びつけな
Ⅱ（B）－アクティブに「気がかりな
会・福井大学
法令改正及び国の審議会の がら深く検討する。
子どもへの支援」を学ぶ－
状況等
○グループでの意見交流を通して検討内容を更に省察する。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中堅教
諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの受講者を
対象とする。

松木 健一（福井大学大学院教育学研究科教
授）
廣澤 愛子（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
小嵐 恵子（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
笹原 未来（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
小杉 真一郎（福井大学大学院教育学研究科
准教授）
新井 豊吉（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
荒木 良子（福井大学大学院教育学研究科准
教授)

福井県小浜市

6時間 平成30年8月16日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

0円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007301733号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

○「学校を巡る近年の状況の変化」「法令及び国の審議会の状
況等」についての講義を聞くことや実践記録を読むことを通して，
多様な子どもたちへの対応や気がかりな子どもたちへの支援の
学校を巡る近年の状況の変 あり方について考える。
【選択必修】教育実践と教育改革
福井県教育委員
化
○受講者自身のこれまでの教育活動や授業実践と結びつけな
Ⅱ（B）－アクティブに「気がかりな
会・福井大学
法令改正及び国の審議会の がら深く検討する。
子どもへの支援」を学ぶ－
状況等
○グループでの意見交流を通して検討内容を更に省察する。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中堅教
諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの受講者を
対象とする。

松木 健一（福井大学大学院教育学研究科教
授）
廣澤 愛子（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
小嵐 恵子（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
笹原 未来（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
小杉 真一郎（福井大学大学院教育学研究科
准教授）
新井 豊吉（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
荒木 良子（福井大学大学院教育学研究科准
教授)

福井県坂井市

6時間 平成30年8月23日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

0円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007301734号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

○「学校を巡る近年の状況の変化」「法令及び国の審議会の状
況等」についての講義を聞くことや実践記録を読むことを通して，
多様な子どもたちへの対応や気がかりな子どもたちへの支援の
学校を巡る近年の状況の変 あり方について考える。
【選択必修】教育実践と教育改革
福井県教育委員
化
○受講者自身のこれまでの教育活動や授業実践と結びつけな
Ⅱ（B）－アクティブに「気がかりな
会・福井大学
法令改正及び国の審議会の がら深く検討する。
子どもへの支援」を学ぶ－
状況等
○グループでの意見交流を通して検討内容を更に省察する。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中堅教
諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの受講者を
対象とする。

松木 健一（福井大学大学院教育学研究科教
授）
廣澤 愛子（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
小嵐 恵子（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
笹原 未来（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
小杉 真一郎（福井大学大学院教育学研究科
准教授）
新井 豊吉（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
荒木 良子（福井大学大学院教育学研究科准
教授)

福井県坂井市

6時間 平成30年12月26日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

0円

20人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007301735号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/
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平成３０年度（第３回）認定
免許状更新講習一覧（選択必修領域）「受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域」
主な受講対象者
開設者名

講習の名称

取り扱う事項

講習の概要

担当講師

講習の開催地

時間数

講習の期間

受講料
学校種

免許職種、教科等

職務経験等

受講人数

受講者募集期間

認定番号

電話番号

ＵＲＬ

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】教育実践と教育改革
福井県教育委員
化
Ⅱ（Ｃ）－アクティブに「学校マネ
会・福井大学
様々な問題に対する組織的
ジメント」を学ぶ－
対応の必要性

○「学校を巡る近年の状況の変化」「様々な問題に対する組織的
対応の必要性」についての講義を聞くことや実践記録を読むこと
を通して，学校が多様な子どもたちへの対応や気がかりな子ども
たちへの支援のあり方、地域や外部機関等との協働について考
える。
○受講者自身のこれまでの教育活動や授業実践と結びつけな
がら深く検討する。
○グループでの意見交流を通して検討内容を更に省察する。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中堅教
諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの受講者を
対象とする。

柳澤 昌一（福井大学大学院教育学研究科教
授）
倉見 昇一（福井大学大学院教育学研究科教
授）
三田村 彰（福井大学大学院教育学研究科教
授）
小杉 真一郎（福井大学大学院教育学研究科
准教授）
小島 啓市（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
中島 健（福井大学大学院教育学研究科准教
授)

福井県坂井市

6時間 平成30年7月24日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

0円

80人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007301736号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】教育実践と教育改革
福井県教育委員
化
Ⅱ（Ｃ）－アクティブに「学校マネ
会・福井大学
様々な問題に対する組織的
ジメント」を学ぶ－
対応の必要性

○「学校を巡る近年の状況の変化」「様々な問題に対する組織的
対応の必要性」についての講義を聞くことや実践記録を読むこと
を通して，学校が多様な子どもたちへの対応や気がかりな子ども
たちへの支援のあり方、地域や外部機関等との協働について考
える。
○受講者自身のこれまでの教育活動や授業実践と結びつけな
がら深く検討する。
○グループでの意見交流を通して検討内容を更に省察する。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中堅教
諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの受講者を
対象とする。

柳澤 昌一（福井大学大学院教育学研究科教
授）
倉見 昇一（福井大学大学院教育学研究科教
授）
三田村 彰（福井大学大学院教育学研究科教
授）
小杉 真一郎（福井大学大学院教育学研究科
准教授）
小島 啓市（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
中島 健（福井大学大学院教育学研究科准教
授)

福井県坂井市

6時間 平成30年8月8日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

0円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007301737号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】教育実践と教育改革
福井県教育委員
化
Ⅱ（Ｃ）－アクティブに「学校マネ
会・福井大学
様々な問題に対する組織的
ジメント」を学ぶ－
対応の必要性

○「学校を巡る近年の状況の変化」「様々な問題に対する組織的
対応の必要性」についての講義を聞くことや実践記録を読むこと
を通して，学校が多様な子どもたちへの対応や気がかりな子ども
たちへの支援のあり方、地域や外部機関等との協働について考
える。
○受講者自身のこれまでの教育活動や授業実践と結びつけな
がら深く検討する。
○グループでの意見交流を通して検討内容を更に省察する。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中堅教
諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの受講者を
対象とする。

柳澤 昌一（福井大学大学院教育学研究科教
授）
倉見 昇一（福井大学大学院教育学研究科教
授）
三田村 彰（福井大学大学院教育学研究科教
授）
小杉 真一郎（福井大学大学院教育学研究科
准教授）
小島 啓市（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
中島 健（福井大学大学院教育学研究科准教
授)

福井県小浜市

6時間 平成30年8月16日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

0円

25人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007301738号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】教育実践と教育改革
福井県教育委員
化
Ⅱ（Ｃ）－アクティブに「学校マネ
会・福井大学
様々な問題に対する組織的
ジメント」を学ぶ－
対応の必要性

○「学校を巡る近年の状況の変化」「様々な問題に対する組織的
対応の必要性」についての講義を聞くことや実践記録を読むこと
を通して，学校が多様な子どもたちへの対応や気がかりな子ども
たちへの支援のあり方、地域や外部機関等との協働について考
える。
○受講者自身のこれまでの教育活動や授業実践と結びつけな
がら深く検討する。
○グループでの意見交流を通して検討内容を更に省察する。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中堅教
諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの受講者を
対象とする。

柳澤 昌一（福井大学大学院教育学研究科教
授）
倉見 昇一（福井大学大学院教育学研究科教
授）
三田村 彰（福井大学大学院教育学研究科教
授）
小杉 真一郎（福井大学大学院教育学研究科
准教授）
小島 啓市（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
中島 健（福井大学大学院教育学研究科准教
授)

福井県坂井市

6時間 平成30年8月23日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

0円

60人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007301739号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

学校を巡る近年の状況の変
【選択必修】教育実践と教育改革
福井県教育委員
化
Ⅱ（Ｃ）－アクティブに「学校マネ
会・福井大学
様々な問題に対する組織的
ジメント」を学ぶ－
対応の必要性

○「学校を巡る近年の状況の変化」「様々な問題に対する組織的
対応の必要性」についての講義を聞くことや実践記録を読むこと
を通して，学校が多様な子どもたちへの対応や気がかりな子ども
たちへの支援のあり方、地域や外部機関等との協働について考
える。
○受講者自身のこれまでの教育活動や授業実践と結びつけな
がら深く検討する。
○グループでの意見交流を通して検討内容を更に省察する。
○本県の基本研修である中堅教諭等資質向上研修Ⅰ、中堅教
諭等資質向上研修Ⅱ、中堅教諭等資質向上研修Ⅲの受講者を
対象とする。

柳澤 昌一（福井大学大学院教育学研究科教
授）
倉見 昇一（福井大学大学院教育学研究科教
授）
三田村 彰（福井大学大学院教育学研究科教
授）
小杉 真一郎（福井大学大学院教育学研究科
准教授）
小島 啓市（福井大学大学院教育学研究科准
教授）
中島 健（福井大学大学院教育学研究科准教
授)

福井県坂井市

6時間 平成30年12月26日

幼稚園
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

0円

30人

平成30年4月16日～
平成30年5月1日

平30-90007301740号

0776-58-2160

http://www.fukuic.ed.jp/~fec/

学習指導要領の改訂の動向
中村学園大学・ 【選択必修】新幼稚園教育要領を
等
中村学園大学短 ひもとく～「期待される」専門性か
様々な問題に対する組織的
期大学部
ら「求められる」専門性へ～
対応の必要性

本講習は、平成29年3月に告示された新しい「幼稚園教育要領」
の全体像を俯瞰しつつ、主な改訂のポイントを学ぶ。また、「幼児
教育」の質の向上に資する組織的な取組みを支える園内研修の
那須 信樹（東京家政大学子ども学部教授）
あり方について、講義とグループワークを交えながら実践的・協
働的に学ぶ場とする。なお本講習は、幼小連携・接続の観点か
ら小学校教諭も対象とする。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月8日

幼稚園
小学校

幼稚園教諭・小学校教諭

特定しない

6,000円

100人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-90025301602号

092-851-6742

http://www.nakamurau.ac.jp/

中村学園大学・
【選択必修】園・学校等における
中村学園大学短
予防的な危機管理について
期大学部

様々な問題に対する組織的
対応の必要性
学校における危機管理上の
課題

園・学校等における危機管理上の課題は、自らの経験年数や組
織内の立場によって質も量も異なることは当然である。しかしな
がら、20年前には想像もしなかった災害・事故・事件等が起こっ
ている教育現場においては、安全管理・安全指導が重要課題で
あること、個人ではなく組織的な危機管理と安全教育が必要で 吹氣 弘髙（教育学部准教授）
あることを再確認するための講習である。本講習での学びを各
園・学校の実態に併せて日々、組織的に実践することは、保護
者・地域の感謝や信頼を得ることができ、教職員や学校を守るこ
とに繋がる。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月8日

幼稚園
小学校
中学校
特別支援学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-90025301603号

092-851-6742

http://www.nakamurau.ac.jp/

中村学園大学・
【選択必修】園・学校と家庭およ
中村学園大学短
び地域との連携
期大学部

学校、家庭及び地域の連携
及び協働

本講習では、幼稚園もしくは小学校と家庭（保護者）との連携の
「ツボ」、地域との協働の「ポイント」について、受講者全員で考え
ていきます。保護者との円滑な連携が必要とされる昨今の教育
現場において、また「放課後子供教室」や「学校支援地域本部」
益田 仁（教育学部講師）
の整備・推進にみられるように、新たな形で地域との協働が進む
昨今の学校において、両者との連携は、時として教員の頭を悩
ませながらも、その必要性を増してきています。本講習ではこれ
らの実践的な方法を探ってみたいと思います。

福岡県福岡市

6時間 平成30年8月8日

幼稚園
小学校

特定しない

特定しない

6,000円

40人

平成30年4月16日～
平成30年5月31日

平30-90025301604号

092-851-6742

http://www.nakamurau.ac.jp/
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